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(57)【要約】
【課題】無線通信システムにおける基地局による参照信
号送信方法及び装置を提供する。
【解決手段】基地局は、複数のレイヤの各々に対するＣ
ＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）参照信号（ＲＳ）を生成し、前記複数のＣＳＩ
－ＲＳをサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）内に複数の
リソース要素（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎ
ｔ）で構成されるリソース要素セットにマッピングし、
前記複数のＣＳＩ－ＲＳがマッピングされたサブフレー
ムを送信する。前記リソース要素セットを構成する複数
のリソース要素は、隣接した２個のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈ
ｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル内で一定の副搬
送波間隔に配置されたリソース要素であり、前記サブフ
レームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張（ｅｘ
ｔｅｎｄｅｄ）ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）構
造である。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける基地局による参照信号送信方法において、
　複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）参照信号（ＲＳ；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を生成し、
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳをサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）内に複数のリソース要素
（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成されるリソース要素セットにマッピ
ングし、
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳがマッピングされたサブフレームを送信することを含み、
　前記リソース要素セットを構成する複数のリソース要素は、隣接した２個のＯＦＤＭ（
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）シンボル内で一定の副搬送波間隔に配置されたリソース要素であり、
　前記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰ
（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）構造であることを特徴とする参照信号送信方法。
【請求項２】
　前記リソース要素セットに含まれるリソース要素は、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）ｒｅｌ－８のＣＲＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｓｉｇｎａｌ）及び３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄ）の端末特定
参照信号がマッピングされないリソース要素であり、前記３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｒｅｌ－８
のＣＲＳは、アンテナポート０及び１に対するＣＲＳであることを特徴とする請求項１に
記載の参照信号送信方法。
【請求項３】
　前記リソース要素セットは、互いに異なる複数のリソース要素セットの中から選択され
たいずれか一つであることを特徴とする請求項１に記載の参照信号送信方法。
【請求項４】
　前記互いに異なる複数のリソース要素セットの個数は、７個であることを特徴とする請
求項３に記載の参照信号送信方法。
【請求項５】
　前記リソース要素セットは、セルＩＤ（ｃｅｌｌ　ＩＤ）に基づいて互いに異なる複数
のリソース要素セットの中から選択されたいずれか一つであることを特徴とする請求項３
に記載の参照信号送信方法。
【請求項６】
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳのうち、リソース要素セット内で同じリソース要素にマッピン
グされたＣＳＩ－ＲＳは、時間領域でＣＤＭ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）方式に多重化されることを特徴とする請求項１に記載の参照信号送信方
法。
【請求項７】
　長さが２である直交シーケンス（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）に基づい
て前記ＣＤＭ方式に多重化されることを特徴とする請求項６に記載の参照信号送信方法。
【請求項８】
　前記隣接した２個のＯＦＤＭシンボルは、５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボルである
ことを特徴とする請求項１に記載の参照信号送信方法。
【請求項９】
　前記隣接した２個のＯＦＤＭシンボルは、８番目及び９番目のＯＦＤＭシンボルである
ことを特徴とする請求項１に記載の参照信号送信方法。
【請求項１０】
　前記隣接した２個のＯＦＤＭシンボルは、１１番目及び１２番目のＯＦＤＭシンボルで
あることを特徴とする請求項１に記載の参照信号送信方法。
【請求項１１】
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　前記一定の副搬送波間隔は、３副搬送波間隔であることを特徴とする請求項１に記載の
参照信号送信方法。
【請求項１２】
　無線通信システムにおける端末によるチャネル推定方法において、
　複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）参照信号（ＲＳ；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を受信し、
　前記受信した複数のＣＳＩ－ＲＳを処理してチャネルを推定することを含み、
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳは、サブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）内に複数のリソース要
素（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成されるリソース要素セットにマッ
ピングされて送信され、
　前記リソース要素セットを構成する複数のリソース要素は、隣接した２個のＯＦＤＭ（
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）シンボル内で３副搬送波間隔に配置されたリソース要素であり、
　前記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰ
（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）構造であることを特徴とするチャネル推定方法。
【請求項１３】
　サブフレームを送信するＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部；及び、
　前記ＲＦ部と連結されるプロセス；を含み、
　前記プロセッサは、
　複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）参照信号（ＲＳ；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を生成し、
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳをサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）内に複数のリソース要素
（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成されるリソース要素セットにマッピ
ングするように構成され、
　前記リソース要素セットを構成する複数のリソース要素は、隣接した２個のＯＦＤＭ（
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）シンボル内で３副搬送波間隔に配置されたリソース要素であり、
　前記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰ
（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）構造であることを特徴とする参照信号送信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおける参照信号送信方
法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、活発に研究されている次世代マルチメディア無線通信システムは、初期の音声中
心のサービスを超え、映像、無線データなどの多様な情報を処理して送信することができ
るシステムが要求されている。現在、３世帯無線通信システムに続いて開発されている４
世帯無線通信は、ダウンリンク１Ｇｂｐｓ（Ｇｉｇａｂｉｔｓ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ）
及びアップリンク５００Ｍｂｐｓ（Ｍｅｇａｂｉｔｓ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ）の高速の
データサービスをサポートすることを目標にする。無線通信システムの目的は、多数のユ
ーザが位置と移動性に関係なしに信頼することができる（ｒｅｌｉａｂｌｅ）通信が可能
にすることである。然しながら、無線チャネル（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ）は
、パスロス（ｐａｔｈ　ｌｏｓｓ）、雑音（ｎｏｉｓｅ）、多重経路（ｍｕｌｔｉｐａｔ
ｈ）によるフェーディング（ｆａｄｉｎｇ）現象、シンボル間干渉（ＩＳＩ；Ｉｎｔｅｒ
－ｓｙｍｂｏｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）または端末の移動性によるドップラ効果（
Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｅｆｆｅｃｔ）などの非理想的な特性がある。無線チャネルの非理想的
特性を克服し、無線通信の信頼度（ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ）を高めるために多様な技術
が開発されている。
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【０００３】
　信頼することができる高速のデータサービスをサポートするための技術としてＯＦＤＭ
（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
ｉｎｇ）、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ
）などがある。ＯＦＤＭは、低い複雑度でシンボル間干渉効果を減殺させることができる
３世帯以後考慮されているシステムである。ＯＦＤＭは、直列に入力されるシンボルをＮ
（Ｎは、自然数）個の並列シンボルに変換し、各々分離されたＮ個の副搬送波（ｓｕｂｃ
ａｒｒｉｅｒ）に載せて送信する。副搬送波は、周波数次元で直交性を維持するようにす
る。移動通信市場は、既存ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ａｃｃｅｓｓ）システムからＯＦＤＭベースのシステムに規格が変わることと予想される
。ＭＩＭＯ技術は、多重送信アンテナと多重受信アンテナを使用してデータの送受信効率
を向上させる。ＭＩＭＯ技術には、空間多重化（ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）、送信ダイバーシティ（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、ビーム形成（
ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）などがある。受信アンテナ数と送信アンテナ数によるＭＩＭＯ
チャネル行列は、複数の独立チャネルに分解されることができる。各々の独立チャネルを
レイヤ（ｌａｙｅｒ）またはストリーム（ｓｔｒｅａｍ）という。レイヤの個数をランク
（ｒａｎｋ）という。
【０００４】
　無線通信システムではデータの送／受信、システム同期獲得、チャネル情報フィードバ
ックなどのためにアップリンクチャネルまたはダウンリンクチャネルを推定する必要があ
る。無線通信システム環境では多重経路時間遅延のためフェーディングが発生するように
なる。フェーディングによる急激な環境変化により発生する信号の歪曲を補償して送信信
号を復元する過程をチャネル推定という。また、端末が属するセル或いは他のセルに対す
るチャネル状態（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ）を測定する必要がある。チャネル推定ま
たはチャネル状態測定のために、一般的に送受信機が相互間に知っている参照信号（ＲＳ
；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を用いてチャネル推定を実行するようになる。
【０００５】
　参照信号送信に使われる副搬送波を参照信号副搬送波といい、データ送信に使われるリ
ソース要素をデータ副搬送波という。ＯＦＤＭシステムで、参照信号は、全ての副搬送波
に割り当てる方式とデータ副搬送波間に割り当てる方式とがある。参照信号を全ての副搬
送波に割り当てる方式は、チャネル推定性能の利得を得るためにプリアンブル信号のよう
に参照信号のみからなる信号を用いる。これを使用する場合、一般的に参照信号の密度が
高いため、データ副搬送波間に参照信号を割り当てる方式に比べてチャネル推定性能が改
善されることができる。然しながら、データの送信量が減少されるため、データの送信量
を増大させるためにはデータ副搬送波間に参照信号を割り当てる方式を使用するようにな
る。このような方法を使用する場合、参照信号の密度が減少するため、チャネル推定性能
の劣化が発生するようになり、これを最小化することができる適切な配置が要求される。
【０００６】
　受信機は、参照信号の情報を知っているため、受信された信号でこれを分けてチャネル
を推定することができ、推定されたチャネル値を補償して送信端で送ったデータを正確に
推定することができる。送信機で送る参照信号をｐ、参照信号が送信中に経るようになる
チャネル情報をｈ、受信機で発生する列雑音をｎ、受信機で受信された信号をｙとすると
、ｙ＝ｈ・ｐ＋ｎのように示すことができる。この時、参照信号ｐは、受信機が既に知っ
ているため、ＬＳ（Ｌｅａｓｔ　Ｓｑｕａｒｅ）方式を用いる場合、数式１のようにチャ
ネル情報
【０００７】
【化１】

を推定することができる。
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【０００８】
【数１】

　この時、参照信号ｐを用いて推定したチャネル推定値
【０００９】
【化２】

は、
【００１０】
【化３】

値に応じてその正確度が決定されるようになる。従って、正確なｈ値の推定のためには、
【００１１】
【化４】

が０に収束しなければならず、このためには多くの個数の参照信号を用いてチャネルを推
定して
【００１２】

【化５】

の影響を最小化しなければならない。優秀なチャネル推定性能のための多様なアルゴリズ
ムが存在することができる。
【００１３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａでチャネル推定のためのＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）参照信号（ＲＳ）が存在する。ＣＳＩ－ＲＳは、複数のレイヤ
の各々に対して送信されることができる。一方、拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰ（Ｃｙｃ
ｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）構造のサブフレームは、使用することができるＯＦＤＭシンボル
の個数が少なく、これによってＣＳＩ－ＲＳがマッピングされることができるＯＦＤＭシ
ンボルの個数も比較的少ない。これによって複数のセルでＣＳＩ－ＲＳを送信する時、互
いに衝突が発生する可能性がある。従って、拡張ＣＰ構造のサブフレームでチャネル推定
性能を向上させるためのＣＳＩ－ＲＳ送信方法が要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の技術的課題は、無線通信システムにおける参照信号送信方法及び装置を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　一態様において、無線通信システムにおける基地局による参照信号送信方法が提供され
る。前記参照信号送信方法は、複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓ
ｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）参照信号（ＲＳ；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａ
ｌ）を生成し、前記複数のＣＳＩ－ＲＳをサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）内に複数の
リソース要素（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成されるリソース要素セ
ットにマッピングし、前記複数のＣＳＩ－ＲＳがマッピングされたサブフレームを送信す
ることを含み、前記リソース要素セットを構成する複数のリソース要素は、隣接した２個
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のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル内で一定の副搬送波間隔に配置されたリソース要素であり、
前記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰ（
Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）構造であることを特徴とする。前記リソース要素セットに
含まれるリソース要素は、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ
ｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）ｒｅｌ－
８のＣＲＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）及び３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄ）の端末特定参照信号がマッピングされな
いリソース要素であり、前記３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｒｅｌ－８のＣＲＳは、アンテナポート
０及び１に対するＣＲＳである。前記リソース要素セットは、互いに異なる複数のリソー
ス要素セットの中から選択されたいずれか一つである。前記互いに異なる複数のリソース
要素セットの個数は、７個である。前記リソース要素セットは、セルＩＤ（ｃｅｌｌ　Ｉ
Ｄ）に基づいて互いに異なる複数のリソース要素セットの中から選択されたいずれか一つ
である。前記複数のＣＳＩ－ＲＳのうち、リソース要素セット内で同じリソース要素にマ
ッピングされたＣＳＩ－ＲＳは、時間領域でＣＤＭ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に多重化される。長さが２である直交シーケンス（ｏｒｔｈ
ｏｇｏｎａｌ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）に基づいて前記ＣＤＭ方式に多重化される。前記隣接
した２個のＯＦＤＭシンボルは、５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボル、又は８番目及び
９番目のＯＦＤＭシンボル、又は１１番目及び１２番目のＯＦＤＭシンボルである。前記
一定の副搬送波間隔は、３副搬送波間隔である。
【００１６】
　他の態様において、無線通信システムにおける端末によるチャネル推定方法が提供され
る。前記チャネル推定方法は、複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ－ＲＳを受信し、前記
受信した複数のＣＳＩ－ＲＳを処理してチャネルを推定することを含み、前記複数のＣＳ
Ｉ－ＲＳは、サブフレーム内に複数のリソース要素で構成されるリソース要素セットにマ
ッピングされて送信され、前記リソース要素セットを構成する複数のリソース要素は、隣
接した２個のＯＦＤＭシンボル内で３副搬送波間隔に配置されたリソース要素であり、前
記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張ＣＰ構造であることを特徴とす
る。
【００１７】
　他の態様において、参照信号送信装置が提供される。前記参照信号送信装置は、サブフ
レームを送信するＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部、及び前記ＲＦ部と連結さ
れるプロセスを含み、前記プロセッサは、複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ－ＲＳを生
成し、前記複数のＣＳＩ－ＲＳをサブフレーム内に複数のリソース要素で構成されるリソ
ース要素セットにマッピングするように構成され、前記リソース要素セットを構成する複
数のリソース要素は、隣接した２個のＯＦＤＭシンボル内で３副搬送波間隔に配置された
リソース要素であり、前記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張ＣＰ構
造であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）ＬＴＥ－Ａ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）のＣＳＩ
（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）参照信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　ｓｉｇｎａｌ）がマッピングされることができるリソース要素の個数を増加させるこ
とによって、チャネル推定の性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】無線通信システムである。
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおける無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の構造を示
す。
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【図３】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおけるＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ
）無線フレーム構造を示す。
【図４】一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇ
ｒｉｄ）の一例を示す。
【図５】ダウンリンクサブフレームの構造を示す。
【図６】アップリンクサブフレームの構造を示す。
【図７】ＣＲＳ構造の一例を示す。
【図８】ＣＲＳ構造の一例を示す。
【図９】ＣＲＳ構造の一例を示す。
【図１０】ＤＲＳ構造の一例を示す。
【図１１】ＤＲＳ構造の一例を示す。
【図１２】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａにおける端末特定参照信号構造の一例である。
【図１３】提案された発明によるＣＳＩ－ＲＳパターンの一例である。
【図１４】提案された発明によるＣＳＩ－ＲＳパターンの一例である。
【図１５】提案された発明によるＣＳＩ－ＲＳパターンの一例である。
【図１６】提案された発明によるＣＳＩ－ＲＳパターンの一例である。
【図１７】提案された参照信号送信方法の一実施例である。
【図１８】提案されたチャネル推定方法の一実施例である。
【図１９】本発明の実施例が具現される基地局及び端末を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）などのような多様
な無線通信システムに使われることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような
無線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）で具現されることができる。ＴＤＭＡは
、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ）／ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（
登録商標）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術で具現されることができる。ＯＦＤ
ＭＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、
ＩＥＥＥ８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線技
術で具現されることができる。ＩＥＥＥ８０２．１６ｍは、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅの進
化であり、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅに基づいているシステムとの後方互換性（ｂａｃｋｗ
ａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を提供する。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一
部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖ
ｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）を使用す
るＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）の一部であり、ダウンリンクでＯＦＤＭＡ
を採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化である。
【００２１】
　説明を明確にするために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａを中心に記述するが、本発明の技術的
思想がこれに制限されるものではない。
【００２２】
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　図１は、無線通信システムである。
【００２３】
　無線通信システム１０は、少なくとも一つの基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ
）１１を含む。各基地局１１は、特定の地理的領域（一般的にセルという）１５ａ、１５
ｂ、１５ｃに対して通信サービスを提供する。また、セルは複数の領域（セクターという
）に分けられることができる。端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）１２は、固
定されたり移動性を有することができ、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＵＴ（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（Ｓｕ
ｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、無線機器（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）、
ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線モデム（ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ　ｍｏｄｅｍ）、携帯機器（ｈａｎｄｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ）等、他の用
語と呼ばれることもある。基地局１１は、一般的に端末１２と通信する固定局（ｆｉｘｅ
ｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）を意味し、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａ
ｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐ
ｏｉｎｔ）等、他の用語と呼ばれることもある。
【００２４】
　端末は通常的に一つのセルに属し、端末が属するセルをサービングセル（ｓｅｒｖｉｎ
ｇ　ｃｅｌｌ）という。サービングセルに対して通信サービスを提供する基地局をサービ
ング基地局（ｓｅｒｖｉｎｇ　ＢＳ）という。無線通信システムは、セルラシステム（ｃ
ｅｌｌｕｌａｒ　ｓｙｓｔｅｍ）であるため、サービングセルに隣接した他のセルが存在
する。サービングセルに隣接した他のセルを隣接セル（ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ｃｅｌｌ）と
いう。隣接セルに対して通信サービスを提供する基地局を隣接基地局（ｎｅｉｇｈｂｏｒ
　ＢＳ）という。サービングセル及び隣接セルは、端末を基準に相対的に決定される。
【００２５】
　この技術は、ダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）またはアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）
に使われることができる。一般的に、ダウンリンクは基地局１１から端末１２への通信を
意味し、アップリンクは端末１２から基地局１１への通信を意味する。ダウンリンクで、
送信機は基地局１１の一部分であり、受信機は端末１２の一部分である。アップリンクで
、送信機は端末１２の一部分であり、受信機は基地局１１の一部分である。
【００２６】
　図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおける無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の構造を
示す。これは３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ）ＴＳ　３６．２１１　Ｖ８．２．０（２００８－０３）“Ｔｅｃｈｎｉｃａ
ｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）”の４．１節を参照することができる。
【００２７】
　図２を参照すると、無線フレームは１０個のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）で構成
され、一つのサブフレームは２個のスロット（ｓｌｏｔ）で構成される。無線フレーム内
のスロットは＃０から＃１９までのスロット番号が付けられる。一つのサブフレームの送
信にかかる時間をＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）と
いう。ＴＴＩは、データ送信のためのスケジューリング単位を意味する。例えば、一つの
無線フレームの長さは１０ｍｓであり、一つのサブフレームの長さは１ｍｓであり、一つ
のスロットの長さは０．５ｍｓである。
【００２８】
　一つのスロットは、時間領域（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で複数のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈ
ｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シ
ンボルを含み、周波数領域で複数の副搬送波を含む。ＯＦＤＭシンボルは、３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥがダウンリンクでＯＦＤＭＡを使用するため、一つのシンボル区間（ｓｙｍｂｏｌ　
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ｐｅｒｉｏｄ）を表現するためのものであり、多重接続方式によって他の名称で呼ばれる
こともある。例えば、アップリンク多重接続方式にＳＣ－ＦＤＭＡが使われる場合、ＳＣ
－ＦＤＭＡシンボルということができる。リソースブロック（ＲＢ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｂｌｏｃｋ）は、リソース割当単位であり、一つのスロットで複数の連続する副搬送波を
含む。前記無線フレームの構造は一例に過ぎない。従って、無線フレームに含まれるサブ
フレームの個数やサブフレームに含まれるスロットの個数、またはスロットに含まれるＯ
ＦＤＭシンボルの個数は多様に変更されることができる。３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、ノーマ
ル（ｎｏｒｍａｌ）サイクリックプレフィックス（ＣＰ；Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）
で一つのスロットは７個のＯＦＤＭシンボルを含み、拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰで一
つのスロットは６個のＯＦＤＭシンボルを含むと定義している。
【００２９】
　図３は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおけるＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅ
ｘ）無線フレーム構造を示す。これは３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ８．２．０（２
００８－０３）“Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒ
ｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）”の４．２節を
参照することができる。一つの無線フレームは、１０ｍｓの長さを有し、５ｍｓの長さを
有する二つの半フレーム（ｈａｌｆ－ｆｒａｍｅ）で構成される。また、一つの半フレー
ムは、１ｍｓの長さを有する５個のサブフレームで構成される。
【００３０】
　一つのサブフレームは、アップリンクサブフレーム（ＵＬ　ｓｕｂｆｒａｍｅ）、ダウ
ンリンクサブフレーム（ＤＬ　ｓｕｂｆｒａｍｅ）、特殊サブフレーム（ｓｐｅｃｉａｌ
　ｓｕｂｆｒａｍｅ）のうちいずれか一つに指定される。表１は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｔ
ＤＤシステムでアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームの配置による設定
可能なフレームの構造を示す。表１で、‘Ｄ’はダウンリンクサブフレームを示し、‘Ｕ
’はアップリンクサブフレームを示し、‘Ｓ’は特殊サブフレームを示す。
【００３１】

【表１】

　スイッチ点周期（ｓｗｉｔｃｈ－ｐｏｉｎｔ　ｐｅｒｉｏｄｉｃｉｔｙ）が５ｍｓであ
る構成と１０ｍｓ構成が存在することができる。スイッチ点周期が５ｍｓである場合、特
殊サブフレームは、一つのサブフレーム内の２個の半フレームの両方ともに存在すること
ができる。スイッチ点周期が１０ｍｓである場合、特殊サブフレームは、最初の半フレー
ムにのみ存在することができる。
【００３２】
　特殊サブフレームは、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームとの間で
アップリンク及びダウンリンクを分離させる特定周期（ｐｅｒｉｏｄ）である。一つの無
線フレームには少なくとも一つの特殊サブフレームが存在し、特殊サブフレームは、Ｄｗ
ＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）、ＧＰ（Ｇｕａｒｄ　Ｐ
ｅｒｉｏｄ）、ＵｐＰＴＳ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）を含む。
ＤｗＰＴＳは、初期セル探索、同期化またはチャネル推定に使われる。ＵｐＰＴＳは、基
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地局でのチャネル推定と端末のアップリンク送信同期を合わせる時に使われる。ＧＰは、
アップリンクとダウンリンクとの間にダウンリンク信号の多重経路遅延によりアップリン
クで発生する干渉を除去するための保護区間である。表２は、特殊サブフレームの構成に
よるＤｗＰＴＳ、ＧＰ、及びＵｐＰＴＳの長さを示す。
【００３３】
【表２】

　サブフレーム０、サブフレーム５、及び特殊サブフレームのＤｗＰＴＳは、常にダウン
リンク送信に割り当てられる。特殊サブフレームのＵｐＰＴＳと特殊サブフレームによる
サブフレームは、常にアップリンク送信に割り当てられる。
【００３４】
　図４は、一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｇｒｉｄ）の一例を示す。
【００３５】
　ダウンリンクスロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域でＮ

ＲＢ個のリソースブロックを含む。ダウンリンクスロットに含まれるリソースブロックの
数ＮＲＢは、セルで設定されるダウンリンク送信帯域幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）に従属す
る。例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおけるＮＲＢは、６０乃至１１０のうちいずれか一つで
ある。一つのリソースブロックは、周波数領域で複数の副搬送波を含む。アップリンクス
ロットの構造も前記ダウンリンクスロットの構造と同様である。
【００３６】
　リソースグリッド上の各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）をリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｅｌｅｍｅｎｔ）という。リソースグリッド上のリソース要素は、スロット内のインデッ
クス対（ｐａｉｒ）（ｋ，l）により識別されることができる。ここで、ｋ（ｋ＝０，．
．．，ＮＲＢ×１２－１）は周波数領域内の副搬送波インデックスであり、l（l＝０，．
．．，６）は時間領域内のＯＦＤＭシンボルインデックスである。
【００３７】
　ここで、一つのリソースブロックは、時間領域で７ＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１
２副搬送波で構成される７×１２リソース要素を含むことを例示的に記述するが、リソー
スブロック内のＯＦＤＭシンボルの数と副搬送波の数はこれに制限されるものではない。
ＯＦＤＭシンボルの数と副搬送波の数は、ＣＰの長さ、周波数間隔（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　ｓｐａｃｉｎｇ）などによって多様に変更されることができる。例えば、ノーマルＣＰ
の場合、ＯＦＤＭシンボルの数は７であり、拡張されたＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボルの
数は６である。一つのＯＦＤＭシンボルで副搬送波の数は、１２８、２５６、５１２、１
０２４、１５３６、及び２０４８の中から一つを選定して使用することができる。
【００３８】
　図５は、ダウンリンクサブフレームの構造を示す。
【００３９】
　ダウンリンクサブフレームは時間領域で２個のスロットを含み、各スロットはノーマル
ＣＰで７個のＯＦＤＭシンボルを含む。サブフレーム内の第１のスロットの前方部の最大
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３ＯＦＤＭシンボル（１．４Ｍｈｚ帯域幅に対しては最大４ＯＦＤＭシンボル）は制御チ
ャネルが割り当てられる制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ）であり、残りのＯＦ
ＤＭシンボルはＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）が割り当てられるデータ領域である。
【００４０】
　ＰＤＣＣＨは、ＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ－Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の
リソース割当及び送信フォーマット、ＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）のリソース割当情報、ＰＣＨ上のページング情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステ
ム情報、ＰＤＳＣＨ上に送信されるランダムアクセス応答のような上位階層制御メッセー
ジのリソース割当、任意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する送信パワー制御命令の集合
、及びＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の活性
化などを運ぶことができる。複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信されることができ、端
末は複数のＰＤＣＣＨをモニタリングすることができる。ＰＤＣＣＨは、一つまたは複数
個の連続的なＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ）の集合（ａ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上に送信される。ＣＣＥは、無線チャネルの状態による符号化率
をＰＤＣＣＨに提供するために使われる論理的割当単位である。ＣＣＥは、複数のリソー
ス要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）に対応される。ＣＣ
Ｅの数とＣＣＥにより提供される符号化率の関係によってＰＤＣＣＨのフォーマット及び
可能なＰＤＣＣＨのビット数が決定される。
【００４１】
　基地局は、端末に送ろうというＤＣＩに応じてＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、制御
情報にＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）を付ける。ＣＲＣに
はＰＤＣＣＨの所有者（ｏｗｎｅｒ）や用途によって固有な識別子（ＲＮＴＩ；Ｒａｄｉ
ｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）がマスキングされる
。特定端末のためのＰＤＣＣＨの場合、端末の固有識別子、例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｃｅ
ｌｌ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。または、ページングメッセ
ージのためのＰＤＣＣＨの場合、ページング指示識別子、例えば、Ｐ－ＲＮＴＩ（Ｐａｇ
ｉｎｇ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。システム情報（ＳＩＢ；
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）のためのＰＤＣＣＨの場合、シス
テム情報識別子、ＳＩ－ＲＮＴＩ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ＲＮＴＩ）
がＣＲＣにマスキングされることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信
に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するためにＲＡ－ＲＮＴＩ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。
【００４２】
　図６は、アップリンクサブフレームの構造を示す。
【００４３】
　アップリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域に分けられることが
できる。前記制御領域は、アップリンク制御情報が送信されるためのＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられる。前記
データ領域は、データが送信されるためのＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ
　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられる。単一搬送波（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａ
ｒｒｉｅｒ）の特性を維持するために、端末はＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを同時に送信しな
い。
【００４４】
　一つの端末に対するＰＵＣＣＨは、サブフレームでリソースブロック対（ＲＢ　ｐａｉ
ｒ）で割り当てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは、第１のスロッ
トと第２のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。ＰＵＣＣＨに割り当てられ
るリソースブロック対に属するリソースブロックが占める周波数は、スロット境界（ｓｌ
ｏｔ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）を基準に変更される。これをＰＵＣＣＨに割り当てられるＲＢ
対がスロット境界で周波数がホッピングされた（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－ｈｏｐｐｅｄ）と
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いう。端末がアップリンク制御情報を時間によって互いに異なる副搬送波を介して送信す
ることによって、周波数ダイバーシティ利得を得ることができる。ｍは、サブフレーム内
でＰＵＣＣＨに割り当てられたリソースブロック対の論理的な周波数領域位置を示す位置
インデックスである。
【００４５】
　ＰＵＣＣＨ上に送信されるアップリンク制御情報には、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）ＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅ
ｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｏｎ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）、ダウンリンクチャネル
状態を示すＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、アップリ
ンク無線リソース割当要求であるＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）などが
ある。
【００４６】
　ＰＵＳＣＨは、トランスポートチャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）であ
るＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされる。
ＰＵＳＣＨ上に送信されるアップリンクデータは、ＴＴＩ中に送信されるＵＬ－ＳＣＨの
ためのデータブロックであるトランスポートブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔｂｌｏｃｋ）
である。前記トランスポートブロックはユーザ情報である。または、アップリンクデータ
は多重化された（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ）データである。多重化されたデータは、ＵＬ
－ＳＣＨのためのトランスポートブロックと制御情報が多重化されたものである。例えば
、データに多重化される制御情報には、ＣＱＩ、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒ
ｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＨＡＲＱ、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などが
ある。または、アップリンクデータは制御情報のみで構成されることもできる。
【００４７】
　参照信号は、一般的にシーケンスで送信される。参照信号シーケンスは、特別な制限無
しに任意のシーケンスが使われることができる。参照信号シーケンスは、ＰＳＫ（Ｐｈａ
ｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）ベースのコンピュータを介して生成されたシーケンス
（ＰＳＫ－ｂａｓｅｄ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｇｅｎｅｒａｔｅｄ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）を
使用することができる。ＰＳＫの例には、ＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉ
ｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋ
ｅｙｉｎｇ）などがある。または、参照信号シーケンスは、ＣＡＺＡＣ（Ｃｏｎｓｔａｎ
ｔ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｚｅｒｏ　Ａｕｔｏ－Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）シーケンスを
使用することができる。ＣＡＺＡＣシーケンスの例には、ＺＣ（Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ）
ベースのシーケンス（ＺＣ－ｂａｓｅｄ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）、循環拡張（ｃｙｃｌｉｃ
　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）されたＺＣシーケンス（ＺＣ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｗｉｔｈ　ｃ
ｙｃｌｉｃ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）、切断（ｔｒｕｎｃａｔｉｏｎ）ＺＣシーケンス（Ｚ
Ｃ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｗｉｔｈ　ｔｒｕｎｃａｔｉｏｎ）などがある。または、参照信
号シーケンスは、ＰＮ（ｐｓｅｕｄｏ－ｒａｎｄｏｍ）シーケンスを使用することができ
る。ＰＮシーケンスの例には、ｍ－シーケンス、コンピュータを介して生成されたシーケ
ンス、ゴールド（Ｇｏｌｄ）シーケンス、カサミ（Ｋａｓａｍｉ）シーケンスなどがある
。また、参照信号シーケンスは、循環シフトされたシーケンス（ｃｙｃｌｉｃａｌｌｙ　
ｓｈｉｆｔｅｄ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）を用いることができる。
【００４８】
　参照信号は、セル特定参照信号（ＣＲＳ；ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）、ＭＢ
ＳＦＮ参照信号、端末特定参照信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）、及びポジショニ
ング参照信号（ＰＲＳ；Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ＲＳ）に区分されることができる。Ｃ
ＲＳは、セル内の全ての端末に送信される参照信号であり、チャネル推定に使われる。Ｍ
ＢＳＦＮ参照信号は、ＭＢＳＦＮ送信のために割り当てられたサブフレームで送信される
ことができる。端末特定参照信号は、セル内の特定端末または特定端末グループが受信す
る参照信号であり、専用参照信号（ＤＲＳ；Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ＲＳ）と呼ばれること
もある。ＤＲＳは、特定端末または特定端末グループのデータ復調に主に使われる。
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【００４９】
　まず、ＣＲＳに対して説明する。
【００５０】
　図７乃至図９は、ＣＲＳ構造の一例を示す。図７は、基地局が一つのアンテナを使用す
る場合、図８は、基地局が２個のアンテナを使用する場合、図９は、基地局が４個のアン
テナを使用する場合のＣＲＳ構造の一例を示す。これは３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　
Ｖ８．２．０（２００８－０３）の６．１０．１節を参照することができる。また、前記
のＣＲＳ構造は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａの特徴をサポートするために使われることもでき
る。例えば、協力的多重地点（ＣｏＭＰ；Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏｉ
ｎｔ）送信受信技法または空間多重化（ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）な
どの特徴をサポートするために使われることができる。また、ＣＲＳは、チャネル品質測
定、ＣＰ検出、時間／周波数同期化などの用途で使われることができる。
【００５１】
　図７乃至図９を参照すると、基地局が複数のアンテナを使用する多重アンテナ送信の場
合、アンテナ毎に一つのリソースグリッドがある。‘Ｒ０’は第１のアンテナに対する参
照信号を示し、‘Ｒ１’は第２のアンテナに対する参照信号を示し、‘Ｒ２’は第３のア
ンテナに対する参照信号を示し、‘Ｒ３’は第４のアンテナに対する参照信号を示す。Ｒ
０乃至Ｒ３のサブフレーム内の位置は互いに重複されない。lは、スロット内のＯＦＤＭ
シンボルの位置であり、ノーマルＣＰで０～６の値を有する。一つのＯＦＤＭシンボルで
各アンテナに対する参照信号は６副搬送波間隔に位置する。サブフレーム内のＲ０の数と
Ｒ１の数は同じであり、Ｒ２の数とＲ３の数は同じである。サブフレーム内のＲ２、Ｒ３
の数は、Ｒ０、Ｒ１の数より少ない。一アンテナの参照信号に使われたリソース要素は他
のアンテナの参照信号に使われない。アンテナ間干渉を与えないためである。
【００５２】
　ＣＲＳは、ストリームの個数に関係無しに常にアンテナの個数ほど送信される。ＣＲＳ
は、アンテナ毎に独立的な参照信号を有する。ＣＲＳのサブフレーム内の周波数領域の位
置及び時間領域の位置は、端末に関係無しに定められる。ＣＲＳにかけられるＣＲＳシー
ケンスも端末に関係無しに生成される。従って、セル内の全ての端末はＣＲＳを受信する
ことができる。ただし、ＣＲＳのサブフレーム内の位置及びＣＲＳシーケンスは、セルＩ
Ｄに応じて定められることができる。ＣＲＳのサブフレーム内の時間領域の位置は、アン
テナの番号、リソースブロック内のＯＦＤＭシンボルの個数に応じて定められることがで
きる。ＣＲＳのサブフレーム内の周波数領域の位置は、アンテナの番号、セルＩＤ、ＯＦ
ＤＭシンボルインデックス（l）、無線フレーム内のスロット番号などによって定められ
ることができる。
【００５３】
　ＣＲＳシーケンスは、一つのサブフレーム内のＯＦＤＭシンボル単位に適用されること
ができる。ＣＲＳシーケンスは、セルＩＤ、一つの無線フレーム内のスロット番号、スロ
ット内のＯＦＤＭシンボルインデックス、ＣＰの種類などによって変わることができる。
一つのＯＦＤＭシンボル上で各アンテナ別参照信号副搬送波の個数は２個である。サブフ
レームが周波数領域でＮＲＢ個のリソースブロックを含むとする時、一つのＯＦＤＭシン
ボル上で各アンテナ別参照信号副搬送波の個数は２×ＮＲＢである。従って、ＣＲＳシー
ケンスの長さは２×ＮＲＢになる。
【００５４】
　数式２は、ＣＲＳシーケンスｒ（ｍ）の一例を示す。
【００５５】
【数２】

　ここで、ｍは０，１，．．．，２ＮＲＢ
ｍａｘ－１である。２ＮＲＢ

ｍａｘは最大帯域
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幅に該当するリソースブロックの個数である。例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおける２ＮＲ

Ｂ
ｍａｘは１１０である。ｃ（ｉ）は、ＰＮシーケンスであり、疑似任意シーケンスであ

り、長さ－３１のゴールド（Ｇｏｌｄ）シーケンスにより定義されることができる。数式
３は、ゴールドシーケンスｃ（ｎ）の一例を示す。
【００５６】
【数３】

　ここで、Ｎｃ＝１６００であり、ｘ１（ｉ）は第１のｍ－シーケンスであり、ｘ２（ｉ
）は第２のｍ－シーケンスである。例えば、第１のｍ－シーケンスまたは第２のｍ－シー
ケンスは、ＯＦＤＭシンボル毎にセルＩＤ、一つの無線フレーム内のスロット番号、スロ
ット内のＯＦＤＭシンボルインデックス、ＣＰの種類などによって初期化（ｉｎｉｔｉａ
ｌｉｚａｔｉｏｎ）されることができる。
【００５７】
　２ＮＲＢ

ｍａｘより小さい帯域幅を有するシステムの場合、２×２ＮＲＢ
ｍａｘ長さに

生成された参照信号シーケンスで２×ＮＲＢ長さに一定部分のみを選択して使用すること
ができる。
【００５８】
　一方、ＣＲＳは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａでチャネル状態情報（ＣＳＩ；Ｃｈａｎｎｅｌ
　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の推定のために使われることができる。ＣＳＩ
の推定のための参照信号をＣＳＩ－ＲＳ（ＣＳＩ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）
ということができる。ＣＳＩ－ＲＳは、周波数領域または時間領域で比較的稀に（ｓｐａ
ｒｓｅ）配置され、一般サブフレームまたはＭＢＳＦＮ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏ
ａｄｃａｓｔ　ａｎｄ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）サブフレームのデータ領域では省略（ｐｕｎｃｔｕｒｅｄ）されることがで
きる。ＣＳＩの推定を介し、必要な場合、チャネル品質指示子（ＣＱＩ；Ｃｈａｎｎｅｌ
　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、プリコーディング行列指示子（ＰＭＩ；Ｐｒ
ｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、及びランク指示子（ＲＩ；Ｒａ
ｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などが端末から報告されることができる。
【００５９】
　次に、ＤＲＳに対して説明する。
【００６０】
　図１０及び図１１は、ＤＲＳ構造の一例を示す。図１０は、ノーマルＣＰにおけるＤＲ
Ｓ構造の一例を示す。ノーマルＣＰにおけるサブフレームは、１４ＯＦＤＭシンボルを含
む。‘Ｒ５’はＤＲＳを送信するアンテナの参照信号を示す。参照シンボルを含む一つの
ＯＦＤＭシンボル上で参照副搬送波は４副搬送波間隔に位置する。図１１は、拡張ＣＰに
おけるＤＲＳ構造の例を示す。拡張ＣＰにおけるサブフレームは、１２ＯＦＤＭシンボル
を含む。一つのＯＦＤＭシンボル上で参照信号副搬送波は３副搬送波間隔に位置する。こ
れは３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ８．２．０（２００８－０３）の６．１０．３節
を参照することができる。
【００６１】
　ＤＲＳのサブフレーム内の周波数領域の位置及び時間領域の位置は、ＰＤＳＣＨ送信の
ために割り当てられたリソースブロックによって定められることができる。ＤＲＳシーケ
ンスは端末ＩＤによって定められることができ、前記端末ＩＤに該当する特定端末のみが
ＤＲＳを受信することができる。
【００６２】
　ＤＲＳシーケンスも数式２及び３により得られることができる。ただし、数式２のｍは
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ＮＲＢ
ＰＤＳＣＨにより定められる。ＮＲＢ

ＰＤＳＣＨはＰＤＳＣＨ送信に対応する帯域
幅に該当するリソースブロックの個数である。ＮＲＢ

ＰＤＳＣＨによってＤＲＳシーケン
スの長さが変わることができる。即ち、端末が割当を受けるデータ量に応じてＤＲＳシー
ケンスの長さが変わることができる。数式２の第１のｍ－シーケンス（ｘ１（ｉ））また
は第２のｍ－シーケンス（ｘ２（ｉ））は、サブフレーム毎にセルＩＤ、一つの無線フレ
ーム内のサブフレームの位置、端末ＩＤなどによって初期化されることができる。
【００６３】
　ＤＲＳシーケンスは、サブフレーム毎に生成され、ＯＦＤＭシンボル単位に適用される
ことができる。一つのサブフレーム内で、リソースブロック当たり参照信号副搬送波の個
数は１２個であり、リソースブロックの個数はＮＲＢ

ＰＤＳＣＨと仮定する。全体参照信
号副搬送波の個数は１２×ＮＲＢ

ＰＤＳＣＨである。従って、ＤＲＳシーケンスの長さは
１２×ＮＲＢ

ＰＤＳＣＨになる。数式２を用いてＤＲＳシーケンスを生成する場合、ｍは
０，１，．．．，１２ＮＲＢ

ＰＤＳＣＨ－１である。ＤＲＳシーケンスは順に参照シンボ
ルにマッピングされる。まず、ＤＲＳシーケンスは、一つのＯＦＤＭシンボルで副搬送波
インデックスの昇順に参照シンボルにマッピングされた後、次のＯＦＤＭシンボルにマッ
ピングされる。
【００６４】
　また、ＣＲＳはＤＲＳと同時に使われることができる。例えば、サブフレーム内の第１
のスロットの３ＯＦＤＭシンボル（l＝０，１，２）を介して制御情報が送信されると仮
定する。ＯＦＤＭシンボルインデックスが０、１、２（l＝０，１，２）であるＯＦＤＭ
シンボルではＣＲＳを使用し、３個ＯＦＤＭシンボルを除いた残りのＯＦＤＭシンボルで
はＤＲＳを使用することができる。この時、予め定義されたシーケンスをセル別ダウンリ
ンク参照信号にかけて送信することによって、受信機で隣接セルから受信される参照信号
の干渉を減少させ、チャネル推定の性能を向上させることができる。前記予め定義された
シーケンスは、ＰＮシーケンス、ｍ－シーケンス、ウォルシュアダマール（Ｗａｌｓｈ－
ｈａｄａｍａｒｄ）シーケンス、ＺＣシーケンス、ＧＣＬシーケンス、ＣＡＺＡＣシーケ
ンスなどのうちいずれか一つである。前記予め定義されたシーケンスは、一つのサブフレ
ーム内のＯＦＤＭシンボル単位に適用が可能であり、また、セルＩＤ、サブフレーム番号
、ＯＦＤＭシンボルの位置、端末ＩＤなどによって他のシーケンスが適用されることがで
きる。
【００６５】
　一方、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ＡにおけるＤＲＳは、ＰＤＳＣＨ復調に使われることができ
る。ビーム形成のために使われる３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｒｅｌ－８のＤＲＳが複数のレイヤ
に拡張されつつ、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ＡでＰＤＳＣＨ復調に使われることができる。この
時、ＰＤＳＣＨとＤＲＳは同じプリコーディング動作にすることができる。ＤＲＳは、基
地局によりスケジューリングされたリソースブロックまたは階層（ｌａｙｅｒ）でのみ送
信されることができ、各階層間には互いに直交性（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌｉｔｙ）を維持
する。
【００６６】
　図１２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａにおける端末特定参照信号構造の一例である。
【００６７】
　図１２を参照すると、拡張ＣＰ構造のサブフレームで２個のアンテナポート（Ｒ７、Ｒ
８）に対する端末特定参照信号が送信される。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａにおける端末特定参
照信号は、最大２個のアンテナポートをサポートすることができる。アンテナポート７に
対する端末特定参照信号は、５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボルの２番目、５番目、８
番目及び１１番目の副搬送波に該当するリソース要素と、１１番目及び１２番目のＯＦＤ
Ｍシンボルの１番目、４番目、７番目及び１０番目の副搬送波に該当するリソース要素と
、で送信される。同様に、アンテナポート８に対する端末特定参照信号も５番目及び６番
目のＯＦＤＭシンボルの２番目、５番目、８番目及び１１番目の副搬送波に該当するリソ
ース要素と、１１番目及び１２番目のＯＦＤＭシンボルの１番目、４番目、７番目及び１
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０番目の副搬送波に該当するリソース要素と、で送信される。即ち、アンテナポート７及
び８に対する端末特定参照信号は、同じリソース要素にマッピングされて送信されること
ができる。この時、各アンテナポートに対する参照信号シーケンスに互いに異なる直交シ
ーケンスがかけられて送信されることができる。例えば、隣接したＯＦＤＭシンボルにマ
ッピングされたアンテナポート７に対する参照信号シーケンスに長さ２である直交シーケ
ンスである［＋１　＋１］がかけられることができる。また、隣接したＯＦＤＭシンボル
にマッピングされたアンテナポート８に対する参照信号シーケンスに長さ２である直交シ
ーケンスである［－１　＋１］がかけられることができる。前記直交シーケンスは、ウォ
ルシュ（Ｗａｌｓｈ）コード、ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍ）係数またはＣＡＺＡＣシーケンスなど、多様な種類の直交シーケンスのうちい
ずれか一つである。
【００６８】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｒｅｌ－８のＣＲＳと各アンテナポートに対する端末特定参照信号
外にチャネル状態を推定または測定するために使われる３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ＡのためのＣ
ＳＩ－ＲＳが追加にリソースブロックにマッピングされて送信されることができる。ＣＳ
Ｉ－ＲＳは、ＣＲＳまたは端末特定参照信号がマッピングされたリソース要素と重ならな
いようにマッピングされることができる。ＣＳＩ－ＲＳは、各アンテナポート別に送信さ
れることができる。
【００６９】
　一方、拡張ＣＰ構造を有するサブフレームでアンテナポート２及び３のためのＣＲＳが
送信されないことがある。即ち、図９のＣＲＳ構造より図８のＣＲＳ構造が使われること
ができる。拡張ＣＰ構造におけるサブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルで構成され
るため、足りない無線リソースを効率的に活用するためである。これによって、アンテナ
ポート２及び３のＣＲＳが送信されるＯＦＤＭシンボルをＣＳＩ－ＲＳまたは他の参照信
号のために割り当てることができ、またはデータに割り当てることもできる。
【００７０】
　以下、実施例を介して提案された参照信号送信方法を説明する。本発明では３ＧＰＰ　
ＬＴＥ　ｒｅｌ－８のアンテナポート２及び３の参照信号が送信されない時、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓがマッピングされる多様な参照信号パターンが提案される。本発明では拡張ＣＰ構造を
有するサブフレームを例示しているが、本発明は、ノーマルＣＰ構造を有するサブフレー
ムにも同一に適用されることができる。本発明で提案される参照信号パターンで、横軸は
時間領域またはＯＦＤＭシンボル（ＯＦＤＭシンボルインデックス０乃至１１）を示し、
縦軸は周波数領域または副搬送波（副搬送波インデックス０乃至１１）を示す。また、Ｒ
０及びＲ１は、アンテナポート０及び１に対する３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｒｅｌ－８のＣＲＳ
を示す。前記Ｒ０及びＲ１は、図８のＣＲＳ構造によってマッピングされる。Ｄ１乃至Ｄ
４は、４個のアンテナポートの端末特定参照信号（以下、ＤＲＳという）を示す。４個の
アンテナポートのＤＲＳが２個ずつ対になってＣＤＭ方式に多重化されて送信されること
ができる。ＤＲＳは、図１２の端末特定参照信号構造によってリソースブロックにマッピ
ングされて送信されることができ、または図１２の端末特定参照信号構造を周波数軸にシ
フトしたパターンによってリソースブロックにマッピングされて送信されることもできる
。
【００７１】
　図１３は、提案された発明によるＣＳＩ－ＲＳパターンの一例である。
【００７２】
　図１３を参照すると、ＣＳＩ－ＲＳがマッピングされることができるリソース要素であ
り、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｒｅｌ－８のＣＲＳ及びＤＲＳがマッピングされないリソース要
素が使われることができる。最大８個のアンテナポートをサポートするために８個のリソ
ース要素がＣＳＩ－ＲＳ送信に使われることができる。ＣＳＩ－ＲＳがマッピングされる
ことができるリソース要素は、８個が１個のリソース要素セットを構成し、総５個のリソ
ース要素セットである。第１のセットは、ＤＲＳがマッピングされるＯＦＤＭシンボルで



(17) JP 2013-506337 A 2013.2.21

10

20

30

40

50

ある５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボルの１番目、４番目、７番目及び１０番目の副搬
送波に該当するリソース要素を含むことができる。第２のセット乃至第４のセットは、８
番目及び９番目のＯＦＤＭシンボルを占め、このうち、第２のセットは、１番目、４番目
、７番目及び１０番目の副搬送波に該当するリソース要素を含み、第３のセットは、２番
目、５番目、８番目及び１１番目の副搬送波に該当するリソース要素を含み、第４のセッ
トは、３番目、６番目、９番目及び１２番目の副搬送波に該当するリソース要素を含む。
第５のセットは、ＤＲＳがマッピングされるＯＦＤＭシンボルである１１番目及び１２番
目のＯＦＤＭシンボルの３番目、６番目、９番目及び１２番目の副搬送波に該当するリソ
ース要素を含むことができる。各リソース要素セットを構成するリソース要素で最大８個
のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが送信される。各リソース要素セット内で各アン
テナポートのＣＳＩ－ＲＳがマッピングされるリソース要素の位置は変わることができ、
また、サブフレーム別に各々異なるリソース要素セットにＣＳＩ－ＲＳがマッピングされ
て送信されることができる。基地局は、第１のセット乃至第５のセットの中からいずれか
一つを選択し、該当リソース要素セットを構成するリソース要素にＣＳＩ－ＲＳをマッピ
ングすることができる。この時、選択されるセットは、セルＩＤ（ｃｅｌｌ　ＩＤ）に基
づいて選択されることができ、例えば、（ｃｅｌｌ　ＩＤ　ｍｏｄ　５）＋１の数式によ
り選択されることができる。
【００７３】
　図１４は、提案された発明によるＣＳＩ－ＲＳパターンの他の例である。
【００７４】
　図１４を参照すると、図１３と同様に構成されたリソース要素セットにＣＳＩ－ＲＳが
マッピングされて送信されるが、８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが２個ずつ
対になって時間領域でＣＤＭ方式に多重化される。第１のセットに含まれるリソース要素
のうち、１番目の副搬送波に含まれるリソース要素に第１のアンテナポートと第２のアン
テナポートに対するＣＳＩ－ＲＳがマッピングされることができる。第１のアンテナポー
トと第２のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳは、長さ２である直交シーケンスを用い
て時間領域でＣＤＭ方式に多重化されることができる。ＣＳＩ－ＲＳが時間領域でＣＤＭ
方式に多重化されるため、ＣＤＭ－Ｔ（ｔｉｍｅ）方式に多重化されるということができ
る。同様に、第１のセットに含まれるリソース要素のうち、４番目の副搬送波に含まれる
リソース要素に第３のアンテナポートと第４のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが時
間領域でＣＤＭ方式に多重化されてマッピングされることができる。また、７番目の副搬
送波に含まれるリソース要素に第５のアンテナポートと第６のアンテナポートに対するＣ
ＳＩ－ＲＳが、１０番目の副搬送波に含まれるリソース要素に第７のアンテナポートと第
８のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが、時間領域でＣＤＭ方式に多重化されてマッ
ピングされることができる。同じ副搬送波内でＣＤＭ方式に多重化されるアンテナポート
のＣＳＩ－ＲＳは、本例に限定されず、多様な組合せで構成されて多重化されることがで
きる。各リソース要素セット内で各アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳがマッピングされるリ
ソース要素の位置は変わることができ、また、サブフレーム別に各々異なるリソース要素
セットにＣＳＩ－ＲＳがマッピングされて送信されることができる。基地局は、第１のセ
ット乃至第５のセットの中からいずれか一つを選択し、該当リソース要素セットを構成す
るリソース要素にＣＳＩ－ＲＳをマッピングすることができる。この時、選択されるセッ
トは、セルＩＤに基づいて選択されることができ、例えば、（ｃｅｌｌ　ＩＤ　ｍｏｄ　
５）＋１の数式により選択されることができる。
【００７５】
　一方、端末特定参照信号がｒａｎｋ－２までサポートすることができる。即ち、４個の
アンテナポートに対するＤＲＳが送信されず、２個のアンテナポートに対するＤＲＳのみ
が送信されることができる。この時、レイヤ３及び４の端末特定参照信号のために割り当
てられたリソース要素がＣＳＩ－ＲＳに割り当てられることができ、これによって、ＣＳ
Ｉ－ＲＳがマッピングされることができるリソース要素セットの個数が増加することがで
きる。
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【００７６】
　図１５は、提案された発明によるＣＳＩ－ＲＳパターンの他の例である。
【００７７】
　図１５のＣＳＩ－ＲＳパターンは、図１３のＣＳＩ－ＲＳパターンでレイヤ３及び４の
端末特定参照信号のために割り当てられたリソース要素がＣＳＩ－ＲＳのために追加に第
６のセット及び第７のセットで割り当てられたものである。第６のセットは、ＤＲＳがマ
ッピングされるＯＦＤＭシンボルである５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボルの３番目、
６番目、９番目及び１２番目の副搬送波に該当するリソース要素を含むことができる。第
７のセットは、ＤＲＳがマッピングされるＯＦＤＭシンボルである１１番目及び１２番目
のＯＦＤＭシンボルの２番目、５番目、８番目及び１１番目の副搬送波に該当するリソー
ス要素を含むことができる。これによって、基地局がＣＳＩ－ＲＳを送信するために選択
することができるリソース要素セットの個数が増加し、マルチセル環境でのＣＳＩ－ＲＳ
に対するセル間干渉（ＩＣＩ；Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）を防
止してチャネル推定の性能を向上させることができる。各リソース要素セットを構成する
リソース要素で最大８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが送信される。各リソー
ス要素セット内で各アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳがマッピングされるリソース要素の位
置は変わることができ、また、サブフレーム別に各々異なるリソース要素セットにＣＳＩ
－ＲＳがマッピングされて送信されることができる。基地局は、第１のセット乃至第７の
セットの中からいずれか一つを選択し、該当リソース要素セットを構成するリソース要素
にＣＳＩ－ＲＳをマッピングすることができる。この時、選択されるセットは、セルＩＤ
に基づいて選択されることができ、例えば、（ｃｅｌｌ　ＩＤ　ｍｏｄ　７）＋１の数式
により選択されることができる。
【００７８】
　図１６は、提案された発明によるＣＳＩ－ＲＳパターンの他の例である。図１６を参照
すると、図１５と同様に構成されたリソース要素セットにＣＳＩ－ＲＳがマッピングされ
て送信されるが、８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが２個ずつ対になって時間
領域でＣＤＭ方式に多重化される。第１のセットに含まれるリソース要素のうち、１番目
の副搬送波に含まれるリソース要素に第１のアンテナポートと第２のアンテナポートに対
するＣＳＩ－ＲＳがマッピングされることができる。第１のアンテナポートと第２のアン
テナポートに対するＣＳＩ－ＲＳは、長さ２である直交シーケンスを用いて時間領域でＣ
ＤＭ方式に多重化されることができる。ＣＳＩ－ＲＳが時間領域でＣＤＭ方式に多重化さ
れるため、ＣＤＭ－Ｔ方式に多重化されるということができる。同様に、第１のセットに
含まれるリソース要素のうち、４番目の副搬送波に含まれるリソース要素に第３のアンテ
ナポートと第４のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが時間領域でＣＤＭ方式に多重化
されてマッピングされることができる。また、７番目の副搬送波に含まれるリソース要素
に第５のアンテナポートと第６のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが、１０番目の副
搬送波に含まれるリソース要素に第７のアンテナポートと第８のアンテナポートに対する
ＣＳＩ－ＲＳが、時間領域でＣＤＭ方式に多重化されてマッピングされることができる。
同じ副搬送波内でＣＤＭ方式に多重化されるアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳは、本例に限
定されず、多様な組合せで構成されて多重化されることができる。各リソース要素セット
内で各アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳがマッピングされるリソース要素の位置は変わるこ
とができ、また、サブフレーム別に各々異なるリソース要素セットにＣＳＩ－ＲＳがマッ
ピングされて送信されることができる。基地局は、第１のセット乃至第７のセットの中か
らいずれか一つを選択し、該当リソース要素セットを構成するリソース要素にＣＳＩ－Ｒ
Ｓをマッピングすることができる。この時、選択されるセットは、セルＩＤに基づいて選
択されることができ、例えば、（ｃｅｌｌ　ＩＤ　ｍｏｄ　７）＋１の数式により選択さ
れることができる。
【００７９】
　図１７は、提案された参照信号送信方法の一実施例である。
【００８０】
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　ステップＳ１００で、基地局は複数のレイヤの各々に対する複数のＣＳＩ－ＲＳを生成
する。ステップＳ１１０で、基地局は前記複数のＣＳＩ－ＲＳをリソースブロックにマッ
ピングする。複数のＣＳＩ－ＲＳがマッピングされるリソースブロック内のリソース要素
は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｒｅｌ－８のＣＲＳ及び端末特定参照信号がマッピングされない
リソース要素であり、前記複数のＣＳＩ－ＲＳは、ＣＤＭ－Ｔ方式に多重化されてマッピ
ングされることができる。ステップＳ１２０で、基地局は前記ＣＳＩ－ＲＳがマッピング
されたリソースブロックを送信する。
【００８１】
　図１８は、提案されたチャネル推定方法の一実施例である。
【００８２】
　ステップＳ２００で、端末は基地局から複数のレイヤの各々に対する複数の参照信号を
受信する。前記複数の参照信号は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ＡのＣＳＩ－ＲＳである。ステッ
プＳ２１０で、端末は前記複数の参照信号を処理してチャネル推定を実行する。前記複数
の参照信号がマッピングされるリソースブロック内のリソース要素は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ
　ｒｅｌ－８のＣＲＳ及び端末特定参照信号がマッピングされないリソース要素であり、
前記複数のＣＳＩ－ＲＳは、ＣＤＭ－Ｔ方式に多重化されてマッピングされることができ
る。
【００８３】
　図１９は、本発明の実施例が具現される基地局及び端末を示すブロック図である。
【００８４】
　基地局８００は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）８１０、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）
８２０、及びＲＦ部（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）８３０を含む。プロ
セッサ８１０は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。プロセッサ８１０
は、複数のレイヤの各々に対する複数のＣＳＩ－ＲＳを生成し、前記複数のＣＳＩ－ＲＳ
をリソースブロックにマッピングする。複数のＣＳＩ－ＲＳがマッピングされるリソース
ブロック内のリソース要素は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｒｅｌ－８のＣＲＳ及び端末特定参照
信号がマッピングされないリソース要素であり、前記複数のＣＳＩ－ＲＳは、ＣＤＭ－Ｔ
方式に多重化されてマッピングされることができる。前記複数のＣＳＩ－ＲＳは、図１３
乃至図１６の参照信号パターンによってマッピングされることができる。無線インターフ
ェースプロトコルの階層は、プロセッサ８１０により具現されることができる。メモリ８
２０は、プロセッサ８１０と連結され、プロセッサ８１０を駆動するための多様な情報を
格納する。ＲＦ部８３０は、プロセッサ８１０と連結され、無線信号を送信及び／または
受信し、前記複数のＣＳＩ－ＲＳがマッピングされたリソースブロックを送信する。
【００８５】
　端末９００は、プロセッサ９１０、メモリ９２０、及びＲＦ部９３０を含む。ＲＦ部９
３０は、プロセッサ９１０と連結され、無線信号を送信及び／または受信し、複数の参照
信号を受信する。前記複数の参照信号は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ＡのＣＳＩ－ＲＳである。
プロセッサ９１０は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。プロセッサ９
１０は、前記複数の参照信号を処理してチャネル推定を実行する。無線インターフェース
プロトコルの階層は、プロセッサ９１０により具現されることができる。メモリ９２０は
、プロセッサ９１０と連結され、プロセッサ９１０を駆動するための多様な情報を格納す
る。
【００８６】
　プロセッサ８１０、９１０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／または
データ処理装置を含むことができる。メモリ８２０、９２０は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎ
ｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッ
シュメモリ、メモリカード、格納媒体及び／または他の格納装置を含むことができる。Ｒ
Ｆ部８３０、９３０は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる
。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジ
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ュール（過程、機能など）で具現されることができる。モジュールは、メモリ８２０、９
２０に格納され、プロセッサ８１０、９１０により実行されることができる。メモリ８２
０、９２０は、プロセッサ８１０、９１０の内部または外部にあり、よく知られた多様な
手段でプロセッサ８１０、９１０と連結されることができる。
【００８７】
　前述した例示的なシステムで、方法は一連のステップまたはブロックで順序図に基づい
て説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あるステッ
プは、前述と異なるステップと異なる順序にまたは同時に発生することができる。また、
当業者であれば、順序図に示すステップが排他的ではなく、他のステップが含まれたり、
或いは順序図の一つまたはその以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可
能であることを理解することができる。
【００８８】
　前述した実施例は、多様な態様の例示を含む。多様な態様を示すための全ての可能な組
合わせを記述することはできないが、該当技術分野の通常の知識を有する者は、他の組合
わせが可能であることを認識することができる。従って、本発明は、特許請求の範囲内に
属する全ての交替、修正及び変更を含む。

【図１】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月18日(2012.4.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける基地局（ＢＳ；ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）がサブフレーム
（ｓｕｂｆｒａｍｅ）を有するフレーム（ｆｒａｍｅ）を介してチャネル状態情報（ＣＳ
Ｉ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）参照信号（ＲＳ；ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を送信する方法において、
　ＣＳＩ　ＲＳシーケンス（ｓｅｑｕｅｎｃｅ）を生成し、
　ＣＳＩ　ＲＳを形成するために前記ＣＳＩ　ＲＳシーケンスをＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇ
ｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボ
ルと副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒｓ）で構成されたリソース要素（ＲＥｓ；ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）の集合（ｓｅｔ）でマッピングし、
　前記ＣＳＩ　ＲＳを送信することを含み、
　前記サブフレームは、スロット（ｓｌｏｔ）を含み、前記スロットは、６個の連続する
ＯＦＤＭシンボルを含み、
　前記リソース要素の集合は、一定の副搬送波間隔（ｓｐａｃｉｎｇ）ほど離れている連
続する（ｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅ）ＯＦＤＭシンボル要素の対（ｐａｉｒ）を含むことを
特徴とする方法。
【請求項２】
　前記一定の副搬送波間隔ほど離れている連続するＯＦＤＭシンボル要素の対は、端末（
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ＵＥ；ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）の少なくとも一つのアンテナポート（ａｎｔｅｎ
ｎａ　ｐｏｒｔ）にマッピングされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記一定の副搬送波間隔ほど離れている連続するＯＦＤＭシンボル要素の対は、端末の
少なくとも２個のアンテナポートにマッピングされることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記一定の副搬送波間隔ほど離れている連続するＯＦＤＭシンボル要素の対は、端末の
８個のアンテナポートにマッピングされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記サブフレームは、２個の連続するスロットを含み、前記連続するＯＦＤＭシンボル
要素の対は、前記２個の連続するスロットの第１のスロット内の５番目及び６番目のＯＦ
ＤＭシンボルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記サブフレームは、２個の連続するスロットを含み、前記連続するＯＦＤＭシンボル
要素の対は、前記２個の連続するスロットの第２のスロット内の２番目及び３番目のＯＦ
ＤＭシンボルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記サブフレームは、２個の連続するスロットを含み、前記連続するＯＦＤＭシンボル
要素の対は、前記２個の連続するスロットの第２のスロット内の５番目及び６番目のＯＦ
ＤＭシンボルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記一定の副搬送波間隔は、３副搬送波間隔であることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　前記ＣＳＩ　ＲＳを形成するために使われる前記リソース要素の集合は、アンテナポー
トの対にマッピングされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サブフレームは、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）ダウンリ
ンク（ＤＬ；ｄｏｗｎｌｉｎｋ）サブフレームであることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記ＣＳＩ　ＲＳを形成するために使われる前記リソース要素の集合は、アンテナポー
トのグループ内のアンテナポートを除いた他のアンテナポートのＣＳＩ　ＲＳのために使
われないことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　複数のリソース要素集合から前記ＯＦＤＭシンボルと副搬送波で構成されたリソース要
素の集合を選択することをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記複数のリソース要素集合の個数は、７であることを特徴とする請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記複数のリソース要素集合の個数は、４であることを特徴とする請求項１２に記載の
方法。
【請求項１５】
　無線通信システムにおける端末（ＵＥ；ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）がサブフレー
ム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）を有するフレーム（ｆｒａｍｅ）を介してチャネル状態情報（Ｃ
ＳＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）参照信号（ＲＳ；ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を受信する方法において、
　ＣＳＩ　ＲＳを受信し、
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　前記受信したＣＳＩ　ＲＳを処理し、
　前記処理したＣＳＩ　ＲＳに基づいてチャネル推定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔ
ｉｏｎ）を実行することを含み、
　前記サブフレームは、スロット（ｓｌｏｔ）を含み、前記スロットは、６個の連続する
ＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、
　前記受信したＣＳＩ　ＲＳは、基地局（ＢＳ；ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）で生成され
たＣＳＩ　ＲＳシーケンス（ｓｅｑｕｅｎｃｅ）をＯＦＤＭシンボルと副搬送波（ｓｕｂ
ｃａｒｒｉｅｒｓ）で構成されたリソース要素（ＲＥｓ；ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅ
ｎｔｓ）の集合（ｓｅｔ）でマッピングして形成され、
　前記リソース要素の集合は、一定の副搬送波間隔（ｓｐａｃｉｎｇ）ほど離れている連
続する（ｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅ）ＯＦＤＭシンボル要素の対（ｐａｉｒ）を含むことを
特徴とする方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　他の態様において、参照信号送信装置が提供される。前記参照信号送信装置は、サブフ
レームを送信するＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部、及び前記ＲＦ部と連結さ
れるプロセスを含み、前記プロセッサは、複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ－ＲＳを生
成し、前記複数のＣＳＩ－ＲＳをサブフレーム内に複数のリソース要素で構成されるリソ
ース要素セットにマッピングするように構成され、前記リソース要素セットを構成する複
数のリソース要素は、隣接した２個のＯＦＤＭシンボル内で３副搬送波間隔に配置された
リソース要素であり、前記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張ＣＰ構
造であることを特徴とする。
本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおける基地局による参照信号送信方法において、
　複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）参照信号（ＲＳ；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を生成し、
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳをサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）内に複数のリソース要素
（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成されるリソース要素セットにマッピ
ングし、
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳがマッピングされたサブフレームを送信することを含み、
　前記リソース要素セットを構成する複数のリソース要素は、隣接した２個のＯＦＤＭ（
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）シンボル内で一定の副搬送波間隔に配置されたリソース要素であり、
　前記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰ
（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）構造であることを特徴とする参照信号送信方法。
（項目２）
　前記リソース要素セットに含まれるリソース要素は、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）ｒｅｌ－８のＣＲＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｓｉｇｎａｌ）及び３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄ）の端末特定
参照信号がマッピングされないリソース要素であり、前記３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｒｅｌ－８
のＣＲＳは、アンテナポート０及び１に対するＣＲＳであることを特徴とする項目１に記
載の参照信号送信方法。
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（項目３）
　前記リソース要素セットは、互いに異なる複数のリソース要素セットの中から選択され
たいずれか一つであることを特徴とする項目１に記載の参照信号送信方法。
（項目４）
　前記互いに異なる複数のリソース要素セットの個数は、７個であることを特徴とする項
目３に記載の参照信号送信方法。
（項目５）
　前記リソース要素セットは、セルＩＤ（ｃｅｌｌ　ＩＤ）に基づいて互いに異なる複数
のリソース要素セットの中から選択されたいずれか一つであることを特徴とする項目３に
記載の参照信号送信方法。
（項目６）
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳのうち、リソース要素セット内で同じリソース要素にマッピン
グされたＣＳＩ－ＲＳは、時間領域でＣＤＭ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）方式に多重化されることを特徴とする項目１に記載の参照信号送信方法
。
（項目７）
　長さが２である直交シーケンス（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）に基づい
て前記ＣＤＭ方式に多重化されることを特徴とする項目６に記載の参照信号送信方法。
（項目８）
　前記隣接した２個のＯＦＤＭシンボルは、５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボルである
ことを特徴とする項目１に記載の参照信号送信方法。
（項目９）
　前記隣接した２個のＯＦＤＭシンボルは、８番目及び９番目のＯＦＤＭシンボルである
ことを特徴とする項目１に記載の参照信号送信方法。
（項目１０）
　前記隣接した２個のＯＦＤＭシンボルは、１１番目及び１２番目のＯＦＤＭシンボルで
あることを特徴とする項目１に記載の参照信号送信方法。
（項目１１）
　前記一定の副搬送波間隔は、３副搬送波間隔であることを特徴とする項目１に記載の参
照信号送信方法。
（項目１２）
　無線通信システムにおける端末によるチャネル推定方法において、
　複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）参照信号（ＲＳ；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を受信し、
　前記受信した複数のＣＳＩ－ＲＳを処理してチャネルを推定することを含み、
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳは、サブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）内に複数のリソース要
素（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成されるリソース要素セットにマッ
ピングされて送信され、
　前記リソース要素セットを構成する複数のリソース要素は、隣接した２個のＯＦＤＭ（
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）シンボル内で３副搬送波間隔に配置されたリソース要素であり、
　前記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰ
（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）構造であることを特徴とするチャネル推定方法。
（項目１３）
　サブフレームを送信するＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部；及び、
　前記ＲＦ部と連結されるプロセス；を含み、
　前記プロセッサは、
　複数のレイヤの各々に対するＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）参照信号（ＲＳ；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を生成し、
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳをサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）内に複数のリソース要素
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（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成されるリソース要素セットにマッピ
ングするように構成され、
　前記リソース要素セットを構成する複数のリソース要素は、隣接した２個のＯＦＤＭ（
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）シンボル内で３副搬送波間隔に配置されたリソース要素であり、
　前記サブフレームは、１２個のＯＦＤＭシンボルを含む拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰ
（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）構造であることを特徴とする参照信号送信装置。
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