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(57)【要約】
【課題】無線通信システムにおける制御シグナリングの
配信方法および装置を提供。
【解決手段】本方法は、ダウンリンク伝送およびアップ
リンク伝送を通してセルのユーザ端末（UE）と通信を行
うことを含み、ダウンリンク伝送およびアップリンク伝
送は無線フレームに組み立てられ、各無線フレームは複
数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシン
ボルを含む。また、本方法は、セルにおいて、複数のサ
ブフレームのうちの１つのサブフレームのダウンリンク
制御領域の第１のシンボルによってUE固有信号を送信す
ることを含み、ネットワークノードは共通信号を第１の
シンボルによって送信できない
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送を通してセルのユーザ端末（UE）と通信を行
い、該ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送は無線フレームに組み立てられ、各無線
フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシンボルを含み、
　前記セルにて、前記複数のサブフレームのうちの１つのサブフレームのダウンリンク制
御領域の第１のシンボルによってUE固有信号を送信するネットワークノードのセルの制御
方法において、
　該ネットワークノードは共通信号を第１のシンボルによって送信できないことを特徴と
するネットワークノードのセルの制御方法。
【請求項２】
　前記ネットワークノードは、前記セルにて前記ダウンリンク制御領域の第２のシンボル
によって共通信号を送信することを特徴とする請求項１に記載の制御方法。
【請求項３】
　前記ネットワークノードは、前記UE固有信号を前記第２のシンボルによって送信するこ
とを特徴とする請求項２に記載の制御方法。
【請求項４】
　前記サブフレームは、アップリンク（UL）用のデータ領域、ダウンリンク（DL）用のデ
ータ領域、および／またはUL制御領域を含むことを特徴とする請求項１に記載の制御方法
。
【請求項５】
　前記UE固有信号は、リソース割当てを表すシグナリング、ハイブリッド自動再送要求（
HARQ）フィードバックを表すシグナリング、および／または復号に用いられる基準信号で
あることを特徴とする請求項１に記載の制御方法。
【請求項６】
　前記共通信号は、システムフレーム番号（SFN）を表すシグナリング、同報メッセージ
のリソース割当てを表すシグナリング、同期信号、またはDL無線状態測定に用いられる基
準信号であることを特徴とする請求項１に記載の制御方法。
【請求項７】
　前記第１のシンボルによって生成される前記セルのビームは、前記第２のシンボルによ
って生成されるビームと異なることを特徴とする請求項１に記載の制御方法。
【請求項８】
　ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送を通してネットワークノードと通信を行い、
該ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送は無線フレームに組み立てられ、各無線フレ
ームは複数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシンボルを含み、
　前記セルにて、サブフレームのダウンリンク制御領域の第１のシンボルのUE固有信号を
モニタし、該第１のシンボルの共通信号はモニタしないことを特徴とするユーザ端末（UE
）の方法。
【請求項９】
　前記UEは、前記セルにて前記ダウンリンク制御領域の前記第２のシンボルの前記共通信
号をモニタすることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記UEは、前記第２のシンボルの前記UE固有信号をモニタすることを特徴とする請求項
９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サブフレームは、アップリンク（UL）用のデータ領域、ダウンリンク（DL）用のデ
ータ領域、および／またはUL制御領域を含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記UE固有信号は、リソース割当てを表すシグナリング、ハイブリッド自動再送要求（
HARQ）フィードバックを表すシグナリング、および／または復号に用いられる基準信号で
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あることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記共通信号は、システムフレーム番号（SFN）を表すシグナリング、同報メッセージ
のリソース割当てを表すシグナリング、同期信号、またはDL無線状態測定に用いられる基
準信号であることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のシンボルによって生成される前記セルのビームは、前記第２のシンボルによ
って生成されるビームと異なることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　制御回路と、
　該制御回路に含まれた処理装置と、
　前記制御回路に含まれ、前記処理装置に動作可能に接続された記憶装置とを含むネット
ワークノードとの通信を行うユーザ端末（UE）において、
　前記処理装置は、前記記憶装置に保存されたプログラムコードを実行して、
　ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送を通してセルのネットワークノードと通信を
行い、該ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送は無線フレームに組み立てられ、各無
線フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシンボルを含み、
　前記セルにて、サブフレームのダウンリンク制御領域の第１のシンボルのUE固有信号を
モニタし、前記第１のシンボルの共通信号はモニタしないように構成されていることを特
徴とするユーザ端末。
【請求項１６】
　前記UEは、前記セルにて前記ダウンリンク制御領域の前記第２のシンボルの前記共通信
号をモニタすることを特徴とする請求項１５に記載のユーザ端末。
【請求項１７】
　前記UEは、前記第２のシンボルの前記UE固有信号をモニタすることを特徴とする請求項
１６に記載のユーザ端末。
【請求項１８】
　前記UE固有信号は、リソース割当てを表すシグナリング、ハイブリッド自動再送要求（
HARQ）フィードバックを表すシグナリング、および／または復号に用いられる基準信号で
あることを特徴とする請求項１５に記載のユーザ端末。
【請求項１９】
　前記共通信号は、システムフレーム番号（SFN）を表すシグナリング、同報メッセージ
のリソース割当てを表すシグナリング、同期信号、またはDL無線状態測定に用いられる基
準信号であることを特徴とする請求項１５に記載のユーザ端末。
【請求項２０】
　前記第１のシンボルによって生成される前記セルのビームは、前記第２のシンボルによ
って生成されるビームと異なることを特徴とする請求項１５に記載のユーザ端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に無線通信ネットワークに関するものであり、具体的には、無線通信シ
ステムにおける制御シグナリングの配信方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信機器間で大量のデータの送受信を行う必要性が急速に高まり、従来の移動体
音声通信ネットワークはインタネットプロトコル（IP）データパケットを用いて通信を行
うネットワークへと発展している。このようなIPデータパケット通信では、移動体通信機
器の使用者に、ボイスオーバIP（VoIP）、マルチメディア、マルチキャストおよびオンデ
マンドによる通信サービスの提供が可能である。
【０００３】
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　具体的なネットワーク構造の例として、進化型地上無線アクセスネットワーク（E-UTRA
N）が挙げられる。E-UTRANシステムは、高速のデータスループットによって上記のVoIPサ
ービスおよびマルチメディアサービスを実現できる。次世代の新たな無線技術（例えば5G
通信）が、3GPP標準化団体により目下検討されている。それに応じて、現行の3GPP標準仕
様の主要部の変更が現在提起され、3GPP標準を展開し、最終的にまとめ上げることが検討
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】仮米国特許出願第62/107814号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】「ドコモ5Gホワイトペーパ」、NTTドコモ
【非特許文献２】METIS Deliverable D2.4「Proposed solutions for new radio access
」
【非特許文献３】TS　36.300、バージョン12.5.0「E-UTRA and E-UTRAN Overall Descrip
tion」
【非特許文献４】3GPP　TS　36.211、バージョン12.5.0「E-UTRA Physical Channels and
 Modulation」
【非特許文献５】TS　36.331、バージョン12.5.0「E-UTRA RRC Protocol Specification
」
【非特許文献６】TS　36.321、バージョン12.5.0「E-UTRA MAC Protocol Specification
」
【非特許文献７】TS　36.213、バージョン12.5.0「E-UTRA Physical Layer Procedures」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願は、無線通信システムにおける制御シグナリングの配信方法および装置を開示する
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態において、本方法は、ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送によってセ
ルのユーザ端末（UE）と通信することを含み、ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送
は無線フレームに組み立てられ、各無線フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフ
レームは複数のシンボルを含む。また、本方法は、セルにおいて、UE固有の信号を複数の
サブフレームのうちの１つのサブフレームのダウンリンク制御領域の第１のシンボルに変
換して送信することを含み、ネットワークノードは共通信号を第１のシンボルで送信する
ことを許されていない。
【０００８】
　本出願は、2015年6月12日に出願された仮米国特許出願第62/174,716号および2015年6月
23日に出願された仮米国特許出願第62／183,460号に基づく優先権の利益を主張するもの
であり、その内容全体を本明細書に参照によって組み込む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施例による無線通信システムの概略図である。
【図２】一実施例による送信機システム（アクセス網として公知）および受信機システム
（ユーザ端末すなわちUEとして公知）のブロック図である。
【図３】一実施例による通信システムの機能ブロック図である。
【図４】一実施例による図３のプログラムコードの機能ブロック図である。
【図５】3GPP　TS　36.300の図５．１－１の写しである。
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【図６】3GPP　TS　36.300の図５．１－２の写しである。
【図７】3GPP　TS　36.211の図６．２．２－１の写しである。
【図８】3GPP　TS　36.211の表６．２．３－１の写しである。
【図９】3GPP　TS　36.211の表６．９．３－１の写しである。
【図１０】3GPP　TS　36.211の表６．１０．３．２－１の写しである。
【図１１】3GPP　TS　36.211の表６．１０．３．２－２の写しである。
【図１２】3GPP　TS　36.300の図１０．１．５．１－１の写しである。
【図１３】3GPP　TS　36.300の図１０．１．５．２－１の写しである。
【図１４】METIS　Deliverable　D2.4の図３－２の写しである。
【図１５】一実施例によるサブフレームの概略図である。
【図１６】一実施例によるフローチャートである。
【図１７】一実施例によるフローチャートである。
【図１８】一実施例によるフローチャートである。
【図１９】一実施例によるメッセージの流れを示す図である。
【図２０】一実施例によるメッセージの流れを示す図である。
【図２１】一実施例によるメッセージの流れを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　例示の無線通信システムおよび後述の機器では、放送サービスに対応する無線通信方式
を採り入れている。無線通信システムを広範囲に配置することにより、音声、データなど
、様々な種類の通信を提供する。これらのシステムは、符号分割多元接続（CDMA）、時分
割多重接続（TDMA）、直交周波数分割多重接続（OFDMA）、3GPP　LTE（ロングタームエボ
リューション）無線接続、3GPP　LTE-AまたはLTE-Advanced（ロングタームエボリューシ
ョン・アドバンスト）、3GPP2　UMB（ウルトラモバイルブロードバンド）、WiMaxまたは
他の変調技術に基づくものでよい。
【００１１】
　具体的には、例示の無線通信システムおよび後述の機器は、例えば非特許文献１や非特
許文献２などの様々な文献で論じられている無線技術をサポートするものとして設計して
もよい。また、例示の無線通信システムおよび後述の機器は、例えば、「3rd　Generatio
n　Partnership　Project」（以下、3GPPと称す）という共同事業体によって標準化が提
案されている１または複数の標準仕様をサポートするものとして設計してもよく、3GPPの
標準仕様として例えば非特許文献３～７が挙げられる。上記の標準仕様および文献はすべ
て、参照として本明細書に組み込まれる。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施例による多重接続無線通信システムを示す。アクセス網（AN）
100は複数のアンテナ群を含み、あるアンテナ群はアンテナ104および106を、別のアンテ
ナ群はアンテナ108および110を含み、さらに他のアンテナ群はアンテナ112および114を含
む。図１では、各アンテナ群のアンテナは２本しか図示されていないが、各アンテナ群が
有するアンテナは２本より多くても少なくてもよい。接続端末（AT）116はアンテナ112お
よび114と通信を行い、アンテナ112および114は下りリンク120を通して接続端末116に情
報を送信し、上りリンク118を通して接続端末116から情報を受信する。接続端末（AT）12
2はアンテナ106および108と通信を行い、アンテナ106および108は下りリンク126を通して
接続端末122に情報を送信し、上りリンク124を通して接続端末122から情報を受信する。F
DDシステムでは、通信リンク118、120、124および126は、それぞれ異なる周波数を使用し
て通信を行ってもよい。例えば、下りリンク120は、上りリンク118と異なる周波数を使用
することもできる。
【００１３】
　アンテナの各群、および／またはアンテナが通信を行うように構成された領域は、たい
ていの場合、アクセス網のセクタと称される。実施例では、アンテナ群はそれぞれ、アク
セス網100がカバーする領域のセクタ内の接続端末と通信を行う。
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【００１４】
　下りリンク120および126を通して通信を行う場合、アクセス網100の送信アンテナは、
ビームフォーミングを利用して、下りリンクの信号対雑音比を個々の接続端末116および1
22ごとに高めてもよい。また、ビームフォーミングを利用するアクセス網では、アクセス
網の範囲にわたってランダムに分散させた接続端末へ送信することにより、単一のアンテ
ナを介してすべての接続端末に送信を行うアクセス網と比べ、近接するセル間での接続端
末における干渉が少なくなる。
【００１５】
　アクセス網（AN）は、端末との通信を行う際に利用する固定局または基地局でよく、ま
た、アクセスポイント、NodeB、基地局、高度特定基地局、e-NodeB（eNB）または他の用
語で呼称してもよい。また、接続端末（AT）は、ユーザ端末（UE）、無線通信機器、端末
、接続端末または他の用語で呼称してもよい。
【００１６】
　図２は、送信機システム210（アクセス網として公知）およびMIMOシステムの受信機シ
ステム250（接続端末（AT）もしくはユーザ端末（UE）として公知）の実施例の簡略ブロ
ック図を示す。送信機システム210では、多数のデータストリームのトラヒックデータを
データ源212から送信（TX）データ処理部214に与える。
【００１７】
　一実施例では、各データストリームはそれぞれの送信アンテナによって送信される。TX
データ処理部214は、それぞれのデータストリームに合わせて選択された特定のコード体
系に基づいて、データストリームごとにトラヒックデータをフォーマットし、符号化して
、インタリーブする。
【００１８】
　各データストリームの符号化データは、OFDM手法によってパイロットデータを用いて多
重化する。パイロットデータは、通常、公知の手法で処理された既知のデータパターンで
あり、受信機システムにおいて使用してチャネル応答値を推定する。次に、データストリ
ームごとに多重化されたパイロットデータおよび符号化データは、データストリーム用に
選択された特定の変調方式（例えば、BPSK、QPSK、M-PSKまたはM-QAM）に基づいて変調し
て（すなわち、シンボルマッピングして）、変調シンボルを得る。各データストリームの
データ転送速度、符号化方式および変調方式は、処理装置230が実行する命令によって選
んでもよい。
【００１９】
　すべてのデータストリームの変調シンボルをTX　MIMO処理装置220に与えて、TX MIMO処
理装置220で変調シンボル（例えば、OFDM用）をさらに処理してもよい。TX MIMO処理装置
220は、次に、NT個の変調シンボルストリームをNT個の送信機（TMTR）222a～222tに与え
る。特定の実施例では、TX MIMO処理装置220はデータストリームのシンボル、およびシン
ボルを送信中のアンテナにビームフォーミング重みを加える。
【００２０】
　各送信機222a～222tは、それぞれ対応するシンボルストリームを受信し、処理を施して
１つ以上のアナログ信号を得て、さらにアナログ信号を調整して（例えば、増幅、フィル
タリングおよび高い周波数に変換して）、MIMOチャネルを介した通信に適する変調信号を
得る。送信機222a～222tで得られたNT個の変調信号はそれぞれNT本のアンテナ224a～224t
から送信される。
【００２１】
　受信機システム250では、送信されてきた変調信号をNR本のアンテナ252a～252rによっ
て受信し、各アンテナ252a～252rから受け取った信号をそれぞれ対応する受信機（RCVR）
254a～254rに与える。各受信機254a～254rは対応する受信信号を調整し（例えば、フィル
タリング、増幅および周波数を逓降して）、調整した信号をデジタル化してサンプルを得
て、さらにサンプルに処理を施して対応する「受信」シンボルストリームを得る。
【００２２】
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　次に、RXデータ処理部260がNR個の受信機254からNR個の受信シンボルストリームを受け
取り、特定の受信機処理手法に基づいてシンボルストリームを処理して、NT個の「検出」
シンボルストリームを得る。その後、RXデータ処理部260は、各検出シンボルストリーム
を復調、デインタリーブおよび復号して、データストリームのトラヒックデータを復元す
る。RXデータ処理部260による処理は、TX MIMO処理装置220および送信機システム210のTX
データ処理部214が行う処理を補完するものである。
【００２３】
　処理装置270は、どのプリコードマトリクスを使用するかの判断を定期的に行う（この
点については後で述べる）。処理装置270は、マトリクスの指標部分およびランク値部分
を含む上りリンクメッセージを生成する。
【００２４】
　上りリンクメッセージには、通信リンクおよび／または受信データストリームに関する
様々な情報が含まれていてもよい。上りリンクメッセージは、TXデータ処理部238を用い
て処理され、TXデータ処理部は、多数のデータストリームのトラヒックデータもデータ源
236から受信する。上りリンクメッセージは、変調器280によって変調され、送信機254a～
254rによって調整されて、送信機システム210に送り返される。
【００２５】
　送信機システム210では、受信機システム250から送られてきた変調信号をアンテナ224a
～224tによって受信し、受信機222a～222tによって調整し、復調器240によって復調し、R
Xデータ処理部242によって処理して、受信機システム250から送信されてきた上りリンク
メッセージを抽出する。その後、処理装置230がどのプリコードマトリクスを使用するか
を判断してビームフォーミング重みを算出し、抽出したメッセージを処理する。
【００２６】
　次に図３を参照すると、本図は本発明の一実施例による通信機器の別の簡略機能ブロッ
ク図を示す。図３に示すように、無線通信システムの通信機器300を使って、図１に示すU
E（またはAT）116および122、または図１に示す基地局（またはAN）100を実現することが
でき、無線通信システムは好適にはLTEシステムである。通信機器300は、入力装置302、
出力装置304、制御回路306、中央処理装置（CPU）308、記憶装置310、プログラムコード3
12および送受信器314を含んでいてもよい。制御回路306は、記憶装置310に保存されたプ
ログラムコード312をCPU 308で実行することにより、通信機器300の動作を制御する。通
信機器300は、ユーザがキーボードまたはキーパッドなどの入力装置302によって入力した
信号を受信して、モニタまたはスピーカなどの出力装置304から画像および音を出力でき
る。送受信器314は無線信号の受信および送信に用いられ、受信した信号を制御回路306に
送り、制御回路306が生成した信号を無線によって出力する。また、無線通信システムの
通信機器300を使って、図１に示すAN100を実現することも可能である。
【００２７】
　図４は、本発明の一実施例による図３のプログラムコード312の簡略ブロック図を示す
。本実施例では、プログラムコード312は、アプリケーション層400、レイヤ３部402およ
びレイヤ２部404を含み、レイヤ１部406に結合されている。レイヤ３部402は、通常、電
波源の制御を行う。レイヤ２部404は、通常、リンクの制御を行う。レイヤ１部406は、通
常、物理接続の制御を行う。
【００２８】
　LTEのフレーム構成は、以下に参照する3GPP　TS　36.300に述べられているように、無
線フレームに組み立てられ、各無線フレーム（例えば10ms）は、10個のサブフレームに分
割される。各サブフレームは、２つのスロットを含んでいてもよい。
【００２９】
　〈５．E-UTRAの物理層〉
　ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送は、持続時間が10msの無線フレームに組み立
てられる。２つの無線フレーム構成は、以下のように対応付けられている。
　　－タイプ１：　FDD方式に適用可能
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　　－タイプ２：　TDD方式に適用可能
【００３０】
　タイプ１のフレーム構成は、図5.1-1に図示されている（本願では図５として転載）。1
0msの各無線フレームは、10個の同じサイズのサブフレームに分割される。各サブフレー
ムは、２つの同じサイズのスロットで構成される。FDD方式では、10ms間隔で、10個のサ
ブフレームをダウンリンク伝送に利用でき、かつ、10個のサブフレームをアップリンク伝
送に利用できる。アップリンク伝送およびダウンリンク伝送は、周波数領域で区別される
。
【００３１】
　タイプ２のフレーム構成は、図5.1-2に図示されている（本願では図６として転載）。1
0msの各無線フレームは２つの５msのハーフフレームで構成され、各ハーフフレームは８
個の0.5ms長のスロット、およびDwPTS、GPおよびUpPTSの３つの特定フィールドで構成さ
れる。DwPTSおよびUpPTSは、DwPTS、GPおよびUpPTSの長さの合計に合わせて、１msに相当
する長さに設定できる。５msおよび10msのスイッチポイントのどちらの周期性もサポート
できる。すべての構成のサブフレーム１および５msのスイッチポイント周期性を有する構
成のサブフレーム６は、DwPTS、GPおよびUpPTSで構成される。10msのスイッチポイント周
期性を有するサブフレーム６は、DwPTSのみで構成される。その他のサブフレームはすべ
て、２つの同一サイズのスロットで構成される。
【００３２】
　TDDでは、GPが反転してダウンリンクからアップリンクへ遷移する。他のサブフレーム
／フィールドは、ダウンリンクまたはアップリンク伝送のどちらかに割り当てられる。ア
ップリンク伝送およびダウンリンク伝送は、時間領域で区別される。
【００３３】
　また、各ダウンリンクスロットは、図７および図８に示すように、

個のOFDM（直交周波数分割多重）シンボルを含む。図７は、3GPP　TS　36.211の図6.2.2-
1の写しである。図８は、3GPP　TS　36.211の表6.2.3-1の写しである。
【００３４】
　LTEは、いくつかの物理層ダウンリンク制御シグナリングを有する。マスタ情報ブロッ
ク（MIB）は、以下に参照する3GPP　TS　36.311に述べられているように、ダウンリンク
の帯域幅、システムフレーム番号およびセル内のUEのPHICH構成などを含む必要なシステ
ム情報を提供する。
　〈マスタ情報ブロック〉
　マスタ情報ブロックは、Bチャネル（BCH）で送信されるシステム情報を含む。
　　・シグナリング無線ベアラ（SRB）：　N/A
　　・RLC-SAP：　TM
　　・論理チャネル：　BCCH
　　・方向：　E-UTRANからUEへ
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【００３５】
　MIBは、以下に参照する3GPP　TS　36.211で述べられているように、無線フレームの１
番目のサブフレームの２番目のスロットの最初の４個のシンボルによって搬送される。
【００３６】
　〈６．６．４．リソース要素へのマッピング〉
　各アンテナポートの複素数シンボルy(P)(0)～y(P)(Msymb－1)のブロックは、４つの連
続する無線フレームがnfmod4＝0を満たす無線フレームで始まるごとに送信され、y(0)で
始まる順にリソース要素（k、l）へマッピングされるものとする。基準信号の送信用に確
保されたリソース要素でない要素（k、l）にマッピングする場合、最初に指標kを、次に
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るものとする。リソース要素指標は、以下の式によって得られる。

ただし、基準信号の送信用に確保されるリソース要素は除外するものとする。マッピング
演算は、アンテナポート０～３のセル固有基準信号が実際の構成に関係なく存在するとい
うことを前提とする。UEは、上述のマッピング演算で基準信号用に確保されるものの基準
信号の送信には使用されないと想定されるリソース要素をPDSCH送信に利用できないこと
を前提とする。UEは、これらのリソース要素に関しこの他の前提を設けてないものとする
。
【００３７】
　１つのセルの同期信号（例えば、PSSおよびSSS）は、当該セル内のUE用であり、ダウン
リンクのタイミング、すなわち、無線フレームの境界およびサブフレームの境界を確立す
る。PSS（プライマリ同期信号）およびSSS（セカンダリ同期信号）はそれぞれ、１個のシ
ンボルによって搬送される。例えば、FDD（周波数分割双方向）方式では、PSSはスロット
０および10の最後のシンボルによって搬送され、SSSはスロット０および10の最後から２
番目のシンボルによって搬送される。ただし、スロット０およびスロット10はそれぞれ、
以下に参照する3GPP　TS　36.211で述べられているように、無線フレームの最初のサブフ
レームの最初のスロットおよび６番目のサブフレームの最初のスロットである。
【００３８】
　〈６．１１．１．２．リソース要素へのマッピング〉
　列のリソース要素へのマッピングは、フレーム構成によって決まる。UEは、プライマリ
同期信号がいずれかのダウンリンク基準信号と同じアンテナポートで送信されることを前
提としないものとする。UEは、プライマリ同期信号の任意の送信インスタンスがプライマ
リ同期信号の他の送信インスタンスに使用される１または複数のアンテナポートで送信さ
れることを前提としないものとする。
列d(n)は、以下の式に従ってリソース要素にマッピングされるものとする。

【００３９】
　タイプ１のフレーム構成では、プライマリ同期信号はスロット０および10の最後のOFDM
シンボルにマッピングされるものとする。
【００４０】
　タイプ２のフレーム構成では、プライマリ同期信号はサブフレーム１および６の３番目
のOFDMシンボルにマッピングされるものとする。プライマリ同期信号の送信に使用される
OFDMシンボルのリソース要素（k、l）のうち、以下の式を満たす要素が確保され、プライ
マリ同期信号の送信には使用されない。
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　〈６．１１．２．２．リソース要素へのマッピング〉
　列のリソース要素へのマッピングは、フレーム構成によって決まる。タイプ１のフレー
ム構成のサブフレームおよびタイプ２のフレーム構成のハーフフレームでは、プライマリ
同期信号の送信に使われるアンテナポートと同じポートを使ってセカンダリ同期信号を送
信するものとする。
【００４２】
　列ｄ(n)は、以下の式に従ってマッピングされるものとする。

【００４３】
　次の式を満たすリソース要素（k、l）は確保され、セカンダリ同期信号の送信には使用
されない。

【００４４】
　セル固有基準信号（CRS）はUEで用いて、セルのダウンリンク無線状態を測定するもの
である。CRSを搬送するシンボルはCRSポートの番号で決まる。一例として、２つのCRSポ
ートとともに構成されたセルでは、以下に参照する3GPP　TS　36.211で述べられているよ
うに、CRSはサブフレームの両方のスロットの１番目のシンボルおよび最後から３番目の
シンボルによって搬送される。
【００４５】
　〈６．１０．１．２．リソース要素へのマッピング〉
　基準信号列

は、以下の式
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に従ってスロットnsのアンテナポートpの基準信号として用いられる複素数変調シンボル

にマッピングするものとし、上記数式の各項は以下のとおりである。

変数vおよびvshiftは、異なる基準信号の周波数領域における位置を規定し、vは以下の式
によって得られる。

セル固有周波数偏移は以下によって得られる。

【００４６】
　物理ダウンリンク制御チャネル（PDCCH）シグナリングは、ダウンリンクまたはアップ
リンク伝送の、例えば、PDSCH（物理ダウンリンク共有チャネル）またはPUSCH（物理アッ
プリンク共有チャネル）のリソース割当てを行うものである。PDCCHは、PCFICH（物理制
御フォーマットインジケータチャネル）のシグナリングに応じてサブフレームの先頭の１
または複数のシンボルによって搬送される。例えば、サブフレームのPDCCH送信に使用さ
れるシンボル数を表すPCFICHが２の場合、PDCCHは、以下に参照する3GPP　TS　36.211で
述べられているように、サブフレームの最初の２つのシンボルによって搬送される。
【００４７】
　〈６．８．５．リソース要素へのマッピング〉
　リソース要素へのマッピングは、４元複素数シンボルの演算によって決まる。式z(p)(i
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ルiを表すものとする。
【００４８】
　４元シンボルz(p)(0)～z(p)(Mquad-1)のブロックは、Mquad＝Mquad/4であり、置換され
て、w(p)(0)～w(p)(Mquad-1)となる。置換は、3GPP　TS　36.212(3)の第5.1.4.2.1節で述
べられているサブブロックインタリーバによって行うものとする。ただし、以下を例外と
する。
　－　インタリーバへの入力およびインタリーバからの出力は、ビットではなく４元シン
ボルによって規定される。
　－　インタリーブは、ビットではなく４元シンボルに対して行われ、3GPP　TS　36.212
(3)の第5.1.4.2.1節における「ビット」、「複数のビット」および「ビット列」はそれぞ
れ、「４元シンボルの１つ」、「４元シンボル」および「４元シンボル列」と読み替える
。
【００４９】
　3GPP　TS　36.212(3)のインタリーバの出力における〈NULL〉要素は、シンボルw(p)(0)
～w(p)(Mquad-1)が形成される際に除外される。〈NULL〉要素の除外は、第6.8.2節に掲載
される〈NIL〉要素のいずれにも影響しないことに留意されたい。
　４元シンボルw(p)(0)～w(p)(Mquad-1)のブロックは、周期的にシフトされて、

となるものとし、

である。
【００５０】
　４元シンボル

のブロックのマッピングは、第6.2.4節に述べられているように、以下の工程１～10に従
ってリソース要素のグループの観点から規定される。
　１）初期値m’＝０（リソース要素のグループ番号）に設定する。
　２）初期値k’＝０に設定する。
　　　３）初期値l’＝０に設定する。
　　　　　４）リソース要素（k’、l’）がリソース要素のグループを表し、リソース要
素のグループがPCFICHまたはPHICHに割り当てられていない場合は工程５および６に進み
、それ以外は工程７に進む。
　　　　　　　５）４元シンボル
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をマッピングしてアンテナポートpごとの（k’、l’）を表すリソース要素のグループに
する。
　　　　　　　６）m’を１つ増加させる。
　　　　　７）l’を１つ増加させる。
　　　　　８）l’＜Lの場合、工程４から繰り返す。ただし、LはPCFICHで送信される列
で表されるPDCCH送信に使用されるOFDMシンボルの数に対応する。
　　　９）k’を１つ増加させる。
　　　１０）

の場合、工程３から繰り返す。
【００５１】
　物理ハイブリッドARQインジケータチャネル（PHICH）は、アップリンク伝送に対してHA
RQ（ハイブリッド自動再送要求）フィードバックを搬送する。PHICHは、設定されたPHICH
持続期間ならびにサブフレームの種類に応じて、サブフレームの先頭の１または複数のシ
ンボルによって搬送される。例えば、拡張PHICH持続期間の構成を有するFDDセルのnon-MB
SFNサブフレームの場合、PHICHは、以下に参照する3GPP　TS　
【００５２】
　36.211で述べられているように、サブフレームの最初の３個のシンボルによって搬送さ
れる。
【００５３】
　〈６．９．３．リソース要素へのマッピング〉
　PHICHグループごとの列

は、以下の式によって定義される。

ただし、シグマ記号はPHICHグループのすべてのPHICHの合計であり、

はPHICHグループのi番目のPHICH以降のシンボル列である。
【００５４】
　PHICHグループは、PHICHマッピング単位にマッピングされる。
【００５５】
　通常の循環プレフィックスでは、PHICHグループmからPHICHマッピング単位m’へのマッ
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ただし、

であり、miは表6.9-1によって与えられる。
【００５６】
　拡張循環プレフィックスでは、PHICHグループmおよびm+1のPHICHマッピング単位m’へ
のマッピングは以下の式によって定義される。

ただし、

であり、miは表6.9-1によって与えられる。
【００５７】
　以下の式

は、アンテナポートpの４元シンボルiを表すものとする。リソース要素へのマッピングは
、以下の工程１～10に従って４元シンボルの観点から規定される。
　１）各値l’に対し、
　　　２）nl’はOFDMシンボルl’のPCFICHに割り当てられないリソース要素グループの
数を表すものとする。
　　　３）OFDMシンボルl’のPCFICHに割り当てられないリソース要素グループを、周波
数領域指標が最も低いリソース要素グループから順番に、０からnl’-1の番号を付す。
　４）初期値をm'＝０（PHICHマッピング単位番号）に設定する。
　５）各値i＝0、1、2に対し、
　　　６）PHICHマッピング単位m’から得た４元シンボルz(P)(i)をマッピングして、第6
.2.4節に述べられているように、（k’、l’）で表されるリソース要素グループにする。
ただし、指標k’iおよびl’iは次の工程７および８によって与えられる。
　　　　　７）時間領域指標l’iは次の式によって与えられる。
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　　　　　８）周波数領域指数k’iを上記工程３で番号

を割り当てられたリソース要素グループに設定する。ただし、

は次の式によって与えられる。

これは、MBSFNサブフレームの拡張PHICH持続期間またはタイプ２のフレーム構成のサブフ
レーム１および６の拡張PHICH持続期間の場合、かつ、以下の式

を満たす場合であり、それ以外は、
　９）m’を１つ増加させる。
　１０）すべてのPHICHマッピング単位が割り当てられるまで工程５以降を繰り返し実行
する。
【００５８】
　PHICH持続期間は表6.9.3-1（本願では図９として転載）に従って上位層で設定可能であ
る。
【００５９】
　復調基準信号（DMRS）は、１または複数のUEがEPDCCH（拡張物理ダウンリンク制御チャ
ネル）またはPDSCHを復調する際に役立つ基準信号である。DMRSは１つのサブフレームの
４個のシンボルによって搬送され、４個のシンボルの位置は循環プレフィックス（CP）の
長さおよびサブフレームの種類によって決まる。一例として、標準的なCPを有するFDDセ
ルの場合、DMRSは、以下に参照する3GPP　TS　36.211で述べられているように、１つのサ
ブフレームの両方のスロットの最後の２個のシンボルによって搬送される。
【００６０】
　〈６．１０．３．２．リソース要素へのマッピング〉
　アンテナポートp=7、p=8またはp=7、8…v+6では、対応するPDSCH送信に対して割り当て
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部を以下のプレフィックスに従ってサブフレームの複素数変調シンボル

にマッピングするものとする。
【００６１】
　標準的な循環プレフィックス

の各項は以下のとおりである。

【００６２】
　下記の列

は、表6.10.3.2-1（本願では図１０として転載）によって与えられる。
　拡張循環プレフィックス

の各項は以下の通りである。
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【００６３】
　下記の列

は、表6.10.3.2-2（本願では図１１として転載）によって与えられる。
【００６４】
　拡張循環プレフィックスでは、UE固有基準信号はアンテナポート９～14でサポートされ
る。
【００６５】
　アンテナポートセットS（S＝{7、8、11、13}またはS＝{9、10、12、14}）の任意のアン
テナポートから１つのUEにUE固有基準信号を送信するために使用されるリソース要素（k
、l）は、
　－　同一スロットの任意のアンテナポートからPDSCHを送信するためには使用されず、
　－　また、UE固有基準信号を同一スロットのアンテナポートセットSのアンテナポート
以外の任意のアンテナポートから同一UEへの送信には使用されないものとする。
【００６６】
　LTEにおけるダウンリンクデータはPDSCHで送信され、サブフレームの１番目のシンボル
または最初のいくつかのシンボル以外のシンボル、つまり上述の、または以下に参照する
3GPP　TS　36.211に述べられている、物理制御チャネルが占めている（もしくは占めてい
るであろう）シンボル以外のシンボルによって搬送される。
【００６７】
　〈６．４．物理ダウンリンク共有チャネル〉
　物理ダウンリンク共有チャネルに処理を施して、第6.3節に記載されているように、次
の付加条件および例外に基づいて、リソース要素にマッピングする。
　－　UE固有基準信号が送信されないリソースブロックでは、PDSCHはPBCHと同じ一組の
アンテナポート、すなわち{0}、{0、1}または{0、1、2、3}から送信するものとする。
　－　UE固有基準信号が送信されるリソースブロックでは、PDSCHはアンテナポート{5}、
{7}、{8}またはp∈{7、8...ν+6}から送信するものとする。ただし、vはPDSCHの送信に使
用される層の数である。
　－　PDSCHが、3GPP　TS　36.213(4)に規定されるように、MBSFNサブフレームで送信さ
れる場合、PDSCHは１または複数のアンテナポートp∈{7、8...ν+6}から送信するものと
する。ただし、vはPDSCHの送信に使用される層の数である。
　－　PDSCHは、PDSCHに対応付けられたUE固有基準信号に使用されるリソース要素にマッ
ピングしないものとする。
　－　リソース要素へのマッピングにおいて、セル固有基準信号の位置は、第6.10.1.2節
に述べられているようにアンテナポートの数によって、また第6.10.1.2節に述べられてい
るように取得したセル固有基準信号の周波数偏移によって与えられる。ただし、これらの
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パラメータの他の数値が3GPP　TS　36.213(4)の第7.1.9節によって得られる場合を除く。
この場合には、これらの数値を関連するDCIで表されるリソースブロックに使用する。
　－　PDSCHに関連するDCIがC-RNTIまたは半永久的なC-RNTIを使用する場合、PDSCHはUE
によって以下の送信に使用されると予想されるリソース要素にはマッピングしない。
　　－　CSI基準信号の位置が第6.10.5.2節によって与えられるゼロ出力CSI基準信号の送
信。ゼロ出力基準信号の構成は次の通りである。
　　　－　上述の第6.10.5.2節によって得られる。ただし、これらのパラメータが3GPP　
TS　36.213(4)の第7.1.9節によって得られる場合を除く。この場合には、各数値は関連す
るDCIで表されるリソースブロックに使用される。
　　　－　第6.10.5.2節においてゼロ出力CSI-RSの処理後にディスカバリ信号構成の一部
として確保された最大で５つのCSI-RSリソースの上位層構成によって得られる。
　　－　CSIレポートに使用する非ゼロ出力CSI基準信号の送信。ただし、CSIレポートに
使用する非ゼロ出力CSI基準信号の位置は第6.10.5.2節によって与えられる。非ゼロ出力C
SI基準信号の構成は第6.10.5.2節に述べられている方法で得られる。
　－　PDSCHは、PDSCHに関連するEPDCCHを搬送する任意の物理リソースブロックのペアに
マッピングしない。
　－　サブフレームの１番目のスロットの指標lは、l≧lDatastartを満たし、lDatastart
は3GPP　TS　36.213(4)の第7.1.6.4節によって与えられる。
　－　リソース要素へのマッピングにおいて、PDSCHに関連するDCIが第6.3.4.3節に則っ
てC-RNTIまたは半永久C-RNTIおよび送信ダイバーシティを使用する場合、UEがCSI-RSを含
んでいると予想されるOFDMシンボルのリソース要素は、次の基準をすべて満たしている場
合、かつ、その場合に限りマッピングに使用するものとする。
　　－　送信用に割り当てられた各リソースブロックのOFDMシンボルのリソース要素の数
は偶数である。
　　－　iが偶数である複素数シンボルy(P)(i)およびy(p)(i+1)は、同一のOFDMシンボル
のリソース要素（k、l）および（k+n、l）にn＜3でマッピングできる。
【００６８】
　5Gの無線アクセスの概念については、非特許文献１で述べられている。要点の１つは、
低い方の周波数帯および高い方の周波数帯の両方を効率的に統合することにある。高い方
の周波数帯は周波数帯域をより広げる可能性をもたらすものの、伝送損失がより大きくな
るため、カバレッジ範囲が制限されてしまう。非特許文献１では、5Gシステムがカバレッ
ジ層（例えば、マクロセルからなる）およびキャパシティ層（例えば、スモールセルまた
はファントムセル）からなる二層構造を有することを提案している。カバレッジ層は、既
存の低周波数帯を利用して、基本的なカバレッジおよびモビリティをもたらす。キャパシ
ティ層は、新たな高周波数帯を使って高いデータ転送速度での送信をもたらす。カバレッ
ジ層は、拡張LTE RATによってサポートされるものでもよく、これに対しキャパシティ層
は新たに別のRATによってサポートされるものでもよい。カバレッジ層およびキャパシテ
ィ層は、拡張LTE RATと新たなRAT間の密な連携（デュアルコネクティビティ）によって効
率よく統合できる。また、5Gにおけるセルは、単一の送信ポイント（TP）／送受信ポイン
ト（TRP）または複数のTP／TRPを備えていてもよく、また、ネットワークノード（例えば
、eNB）はこれらのTP／TRPを介して当該セルのUEと通信する。
【００６９】
　3GPP　TS　36.300に述べられているように、デュアルコネクティビティはRRC_CONNECTE
D状態のUEの動作モードであり、マスタセルグループ（すなわち、MeNB（マスタeNB）に関
連付けられ、PCell（プライマリセル）および１つ以上のSCell（セカンダリセル）を備え
るサービングセルのグループ）と、セカンダリセル（すなわち、SeNB（セカンダリeNB）
に関連付けられ、PSCell（プライマリセカンダリセル）および任意で１つ以上のSCellを
備えるサービングセルのグループ）とで構成されている。デュアルコネクティビティによ
って設定されるUEとは、一般に、UEが２つの特徴的なスケジューラによって得られる無線
リソースを利用するように構成され、X２インタフェースを介して非理想的バックホール
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で接続される２つのeNB（MeNBおよびSeNB）に配置されることを意味する。なお、デュア
ルコネクティビティについての詳細は、3GPP　TS　36.300を参照されたい。
【００７０】
　デュアルコネクティビティでは、SCG（セカンダリセルグループ）の追加／変更があっ
た場合（構成されている場合）、ランダムアクセス手順を要求するRRC_CONNECTEDにDLデ
ータが届いた場合（例えば、UL同期状態が非同期の場合）、またはランダムアクセス手順
を要求するRRC_CONNECTED時にULデータが届いた場合（例えば、UL同期状態が非同期の場
合、またはSRに使用可能なPUCCH（物理アップリンク制御チャネル）リソースがない場合
）、少なくともPSCellにランダムアクセス手順も実行する。UE起動ランダムアクセス手順
は、SCGのPSCellにのみ実行される。
【００７１】
　ランダムアクセス手順には２種類の異なる手順がある。すなわち、競合型と非競合型で
ある。競合型ランダムアクセス手順を、3GPP　TS　36.300の図10.1.5.1-1の写しである図
１２に示す。図１２は以下の４つの工程を含む。
　１．RACH（ランダムアクセスチャネル）のランダムアクセスプリアンブルをアップリン
クのPRACH（物理ランダムアクセスチャネル）にマッピング。
　２．DL-SCH（ダウンリンク共有チャネル）でMAC（媒体アクセスチャネル）によってラ
ンダムアクセス応答を生成。
　３．UL-SCH（アップリンク共有チャネル）で最初のスケジュールされたUL（ダウンリン
ク）伝送を行う。
　４．ダウンリンクで競合を解消。
【００７２】
　非競合型ランダムアクセス手順を、3GPP　TS　36.300の図10.1.5.2-1の写しである図１
３に示す。図１３は以下の３つの工程を含む。
　０．ダウンリンクで専用シグナリングによって専用ランダムアクセスプリアンブルを割
り当てる。
　１．RACHの非競合型ランダムアクセスプリアンブルをアップリンクのPRACHにマッピン
グする。
　２．DL-SCHでランダムアクセス応答。
【００７３】
　ランダムアクセス手順の各工程についての詳細は、3GPP　TS　36.300および36.321を参
照されたい。
【００７４】
　次世代無線アクセス技術のフレーム構成に関し、METIS Deliverable D2.4に提案されて
いるUDNシステムのTDD最適化物理サブフレーム構成を図１４に例示する。以下は、主要設
計原理である。
　・双方向（ダウンリンクリソースおよびアップリンクリソースの両方を含む）制御部は
、各サブフレームの先頭に埋め込まれ、データ部から時間で分離される。
　・１つのサブフレームのデータ部は、送信用または受信用のデータシンボルを含む。復
調基準信号（DMRS）シンボルはチャネルおよび共分散行列を推測するために用いられ、動
的データ部の１番目のOFDMシンボルに配置してもよく、同一ベクトル／行列とともにデー
タとしてあらかじめ符号化してもよい。
　・サブフレームの長さを短くすることも可能である（例えば、SC間隔を60kHzと仮定し
た場合のcmW周波数で0.25ms）。調和型OFDMの概念の原理に従って、mmWに移行する際、さ
らにフレーム番号体系を再構成し、より短いフレーム長となる（例えば、50μsのオーダ
）。
　・周波数方向において、割当て可能な別々の周波数リソースにスペクトルを分割するこ
とも可能である。
【００７５】
　さらに、キャパシティ層のセルはビームフォーミングを利用してもよい。ビームフォー
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ミングとは、概して、アンテナアレイに用いて指向性信号送信または受信を行う信号処理
技術のことである。これは、フェーズドアレイの各素子を組み合わせることによって実現
して、特定の角度の信号が相乗的干渉を受け、その他の信号は相殺的干渉を受けるように
する。ビームフォーミングは、送信側および受信側のどちらでも使用でき、空間的選択性
を実現できる。全方向の受信／送信と比較した向上点は、受信／送信利得として知られて
いる。
【００７６】
　ビームフォーミングはしばしばレーダシステムに応用される。フェーズドアレイレーダ
によって生成されるビームは、移動型パラボラアンテナのビームに比べ、比較的細くて非
常に速い。この特性により、レーダは、飛行機以外に、弾道ミサイルのような小さくて動
きの速い対象物を検出することができる。
【００７７】
　同一チャネル干渉を低減させるという利点から、移動体通信システムの設計者もビーム
フォーミングに関心を寄せている。特許文献１のUS仮特許出願第62/107,814号の発明「無
線通信システムでビームを追跡する方法および装置」は、概ね、ビームフォーミング技術
に基づくビーム分割多元接続（BDMA）の概念を開示している。BDMAでは、基地局は細いビ
ームによってモバイル機器と通信を行って、受信利得／送信利得を得てもよい。また、異
なるビームを介した２台のモバイル機器が同じ無線リソースを同時に共用することも可能
であり、これによりモバイル通信システムの処理能力を大きく向上できる。これを実現す
るには、基地局はどのビームにモバイル機器が割り当てられているかを知っている必要が
ある。
【００７８】
　セル、送信ポイント（TP）、または送受信ポイント（TRP）は、ビームフォーミングを
利用して方向性信号の送信または受信を行ってもよい。節電またはハードウェアの制限（
例えば、送受信装置の数の不足）により、セル、TPまたはTRPは、セル、TPまたはTRPの有
効範囲内の全方位をカバーするビームをすべて生成することは不可能かもしれない。言い
換えると、セル、TPまたはTRPは、方向性信号の送信または受信を一度に行うために要す
るビームの一部しか生成できないかもしれない。例えば、セル、TPまたはTRPが一度に生
成可能なビームの最大数は、セルのビームの総数またはTPもしくはTRPのビームの総数よ
りも少なくてもよい。同時に、方向性信号の送信または受信を他の非生成ビームで行うこ
とは不可能であろう。そのため、セル、TPまたはTRPがセル、TPまたはTRPのビームをすべ
てスキャンするには数倍の時間がかかるであろう。
【００７９】
　ダウンリンク制御シグナリングは、一般に、以下の２つのタイプに分類できる。
　・タイプ１　－　セルのすべての、もしくは複数のUE、またはTPもしくはTRPに接続さ
れたUE用の共有シグナリング（定期的に送信）（例えば、システム情報、PSS/SSS、CRS、
同報メッセージの制御シグナリングなど）。
　・タイプ２　－　UE専用のシグナリング（動的または定期的に送信される）（例えば、
PDCCH、PHICH、DMRSなど）。
【００８０】
　セル、TPまたはTRPが上述のようなビーム生成の制限を有する場合、タイプ１のシグナ
リングを特定のタイミングの所定のビームで（例えばサブフレームまたはシンボルで）送
信するものと仮定する。その結果、同じ特定のタイミングの所定のビームでカバーされて
いないUEに送信を行うことは不可能であろう（例えば制御シグナリングまたはデータ）。
そのため、ネットワークスケジューリングの自由度が制限されてしまう。よって、フレー
ム構成を設計して、ネットワークスケジューリングの自由度を向上させることを検討すべ
きであろう。
【００８１】
　ネットワークノードとUEの間の通信は、フレームに組み立ててもよい。フレームは複数
のサブフレームを含んでいてもよい。サブフレームは複数のシンボルを含んでいてもよい
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。サブフレームはダウンリンク制御領域を含んでいてもよく、制御領域は、１または複数
のシンボルを含み、制御シグナリングの搬送に使用される。
【００８２】
　図１５は、一実施例によるサブフレーム1500の概略図である。本発明の概念は、概して
、サブフレームのダウンリンク制御領域1505においてダウンリンク制御領域の少なくとも
第１の部分（例えば、少なくとも１つのシンボルからなる部分）を使用してUE専用ダウン
リンク制御シグナリング1510（例えばタイプ２）を送信し、共用ダウンリンク制御シグナ
リング（例えばタイプ１）の送信には使用しない。これにより、ネットワークはダウンリ
ンク制御領域の第１の部分を自由に使用してシグナリングを所定のUEのビームで送信可能
となり、タイプ１シグナリングのビームの制限を受けない。
【００８３】
　また、共用ダウンリンク制御シグナリング1515（例えばタイプ１）の送信に使用される
ダウンリンク制御領域の第２の部分（例えば、少なくとも１つのシンボルからなる部分）
があってもよい。関連するUEがタイプ１シグナリングを送信するために使用される所定の
ビームにカバーされている場合、第２の部分もまたUE専用ダウンリンク制御シグナリング
（例えばタイプ２）の送信に使用してもよい。あるいは、第２の部分はUE専用ダウンリン
ク制御シグナリング（例えばタイプ２）の送信に使用できなくてもよい。サブフレーム15
00は、データ領域1520を備えていてもよい。
【００８４】
　さらに、UE専用ダウンリンク制御シグナリング（例えば１つの特有のUE用）は以下の信
号またはシグナリングを少なくとも１つ含んでいてもよい：
　・ダウンリンクまたはアップリンク伝送にリソースを割り当てるためのシグナリング（
例えばPDCCHで）、
　・少なくとも１回のアップリンク伝送に対してHARQフィードバックを搬送するシグナリ
ング（例えばPHICH）、および／または
　・UEによるダウンリンク伝送の復調を補助するために使用される基準信号（例えばDMRS
）。
【００８５】
　また、共用ダウンリンク制御シグナリング（例えば複数のUE用）は、以下の信号または
シグナリングを少なくとも１つ含んでいてもよい。
　・セル、TPまたはTRPのシステムフレーム番号を表すシグナリング、
　・セルのUE、またはTPもしくはTRPに接続しているUEへの同報メッセージ（例えば、シ
ステム情報、ページング、ランダムアクセス応答）用のリソースを割り当てるシグナリン
グ（例えばPDCCHで）、
　・セルのUE、またはTPもしくはTRPに接続しているUEがダウンリンクのタイミングを取
得するための同期信号、および／または
　・UEがダウンリンクの無線状態を測定する際に使用される基準信号（例えばCRS）。
【００８６】
　また、ダウンリンク制御領域を有するサブフレームはすべて、第１の部分および第２の
部分を含んでいてもよい。一実施例では、第１の部分で生成されたセル、TPまたはTRPの
ビームは、第２の部分で生成されたセル、TPまたはTRPのビームとは異なっていてもよい
。
【００８７】
　さらに、本発明の一般概念をLTEフレーム構成（3GPP　TS　36.300に述べられている）
に適用することも可能であろう。あるいは、本発明の概念をMETISフレーム構成（METIS d
eliverable D2.4に述べられている）に適用することも可能であろう。
【００８８】
　本発明の別の一般概念は、サブフレームのダウンリンク制御領域に少なくともダウンリ
ンク制御領域の第１の部分（例えば、少なくとも１つのシンボルで構成される）およびダ
ウンリンク制御領域の第２の部分（例えば、少なくとも１つのシンボルで構成される）が
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あり、第１の部分で生成されたセル、TPまたはTRPのビームは第２の部分で生成されたセ
ル、TPまたはTRPのビームとまったく異なっているか、もしくは一部異なっている。
【００８９】
　一実施例では、第１の部分は、共用ダウンリンク制御シグナリング（例えばタイプ１）
および／またはUE専用ダウンリンク制御シグナリング（例えばタイプ２）の送信に使用し
てもよい。同様に、第２の部分も、共用ダウンリンク制御シグナリング（例えばタイプ１
）および／またはUE専用ダウンリンク制御シグナリング（例えばタイプ２）の送信に使用
してもよい。
【００９０】
　一実施例では、サブフレームは、アップリンクのデータ領域、ダウンリンクのデータ領
域、および／またはアップリンク制御領域を含んでいてもよい。また、データ領域はシン
ボルを含んでいてもよく、異なるシンボルで生成されたセル、TPまたはTRPのビームは、
それぞれまったく異なっているか、あるいは一部が異なっている。
【００９１】
　さらに、サブフレームのダウンリンク制御領域の第１の部分で送信されたシグナリング
は、サブフレームのデータ領域の第１のシンボルのリソースに対応付けてもよく、また、
サブフレームのダウンリンク制御領域の第２の部分で送信されたシグナリングは、サブフ
レームのデータ領域の第２のシンボルに対応付けてもよい。第１のシンボルおよび第２の
シンボルは、完全に、または一部が異なっている。
【００９２】
　加えて、第１の部分の共用ダウンリンク制御シグナリングおよび第２の部分の共用ダウ
ンリンク制御シグナリングは、異なる列の同期信号でもよい。UEは、それぞれの同期信号
が用いる列に従ってサブフレームの境界を検出してもよい。
【００９３】
　また、第１の部分の共用ダウンリンク制御シグナリングおよび第２の部分の共用ダウン
リンク制御シグナリングは、異なる周波数リソースの同期信号でもよい。UEは、それぞれ
の同期信号が使用する周波数リソースに応じてサブフレームの境界を検出してもよい。
【００９４】
　さらに、第１の部分の共用ダウンリンク制御シグナリングおよび第２の部分の共用ダウ
ンリンク制御シグナリングは、異なる周波数リソースで送信してもよい。
【００９５】
　図１６は、一実施例によるセル、TPまたはTRPとUEとの間の通信を規定するフローチャ
ート1600である。工程1605において、通信が無線フレームに組み立てられ、各無線フレー
ムは複数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシンボルを含む。工程1610にお
いて、ダウンリンク制御領域がサブフレームに組み込まれる。工程1615において、第１の
シンボルがダウンリンク制御領域に組み込まれ、第１のシンボルはUE固有信号の搬送に使
用されるが、共通信号の搬送には使用されない。
【００９６】
　一実施例において、ダウンリンク制御領域は第２のシンボルを含んでいてもよく、第２
のシンボルは共通信号の搬送に使用される。さらに、第２のシンボルはUE固有信号の搬送
にも使用される。あるいは、第２のシンボルは、UE固有信号の搬送には使用されない。
【００９７】
　図３および図４を再度参照すると、セル、TPまたはTRPとUEの間の通信を規定する一実
施例において、機器300は記憶装置310に保存されたプログラムコード312を含んでいる。C
PU 308はプログラムコード312を実行して、(i)通信を無線フレームに組み立て、各無線フ
レームは複数のサブフレームを含むものであり、各サブフレームは複数のシンボルを含む
ものであり、(ii)ダウンリンク制御領域をサブフレームに組み込み、さらに(iii)第１の
シンボルをダウンリンク制御領域に組み込んでもよく、第１のシンボルはUE固有信号の搬
送に使用されるが共通信号の搬送には使用されない。また、CPU 308はプログラムコード3
12を実行して、上述のすべての動作および工程または後述する他の動作および工程を実行
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できる。
【００９８】
　図１７は、一実施例による、セル、TPまたはTRPを制御するネットワークノードの観点
から見たフローチャート1700である。工程1705は、ダウンリンク伝送およびアップリンク
伝送によってセルのUEと通信することを含み、ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送
は無線フレームに組み立てられ、各無線フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフ
レームは複数のシンボルを含む。工程1710は、セルにおいて、複数のサブフレームのうち
の１つのサブフレームのダウンリンク制御領域の第１のシンボルでUE固有信号を送信する
ことを含み、ネットワークノードは第１のシンボルで共通信号を送信できない。
【００９９】
　一実施例では、工程1715に示すように、ネットワークノードはセルにおいて共通信号を
ダウンリンク制御領域の第２のシンボルで送信する。さらに、工程1720に示すように、ネ
ットワークノードはUE固有信号を第２のシンボルで送信する。あるいは、ネットワークノ
ードはUE固有信号を第２のシンボルで送信できない。
【０１００】
　再び図３および図４を参照すると、セル、TPまたはTRPを制御するネットワークノード
の観点から見た一実施例では、機器300は記憶装置310に保存されたプログラムコード312
を含む。CPU 308がプログラムコード312を実行してもよく、これにより、ネットワークノ
ードは、(i)ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送によってセルのUEと通信し、ダウ
ンリンク伝送およびアップリンク伝送は無線フレームに組み立てられ、各無線フレームは
複数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシンボルを含み、(ii)セルにおいて
、UE固有信号を複数のサブフレームのうちの１つのサブフレームのダウンリンク制御領域
の第１のシンボルで送信してもよく、ネットワークノードは共通信号を第１のシンボルで
送信できない。一実施例では、CPUがさらにプログラムコード312を実行し、これにより、
ネットワークノードは(i)セルにおいて共通信号をダウンリンク制御領域の第２のシンボ
ルで送信し、および／または(ii)UE固有信号を第２のシンボルで送信してもよい。また、
CPU 308はプログラムコード312を実行して、上述のすべての動作および工程、または後述
する他の動作および工程を実行してもよい。
【０１０１】
　図１８は、UEの観点から見た一実施例によるフローチャート1800である。工程1805では
、UEはダウンリンク伝送およびアップリンク伝送によってセルのネットワークノードと通
信を行い、ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送は無線フレームに組み立てられ、各
無線フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシンボルを含む。工
程1810では、UEは、セルにおいてサブフレームのダウンリンク制御領域の第１のシンボル
のUE固有信号をモニタし、第１のシンボルの共通信号はモニタしない。
【０１０２】
　一実施例では、工程1815に示すように、UEはセルにおいてダウンリンク制御領域の第２
のシンボルの共通信号をモニタしてもよい。さらに、工程1820に示すように、UEは第２の
シンボルのUE固有信号をモニタしてもよい。あるいは、UEは第２のシンボルのUE固有信号
をモニタしなくてもよい。
【０１０３】
　図３および図４を再度参照すると、UEの観点から見た一実施例において、機器300は送
信機の記憶装置310に保存されたプログラムコード312を含む。CPU 308がプログラムコー
ド312を実行してもよく、これにより、UEは、(i)ダウンリンク伝送およびアップリンク伝
送によってセルのネットワークノードと通信し、ダウンリンク伝送およびアップリンク伝
送は無線フレームに組み立てられ、各無線フレームは複数のサブフレームを含み、各サブ
フレームは複数のシンボルを含み、(ii)セルにおいてサブフレームのダウンリンク制御領
域の第１のシンボルのUE固有信号をモニタし、第１のシンボルの共通信号はモニタしない
。一実施例では、CPUはさらにプログラムコード312を実行してもよく、これにより、ネッ
トワークノードは、(i)セルにおいてダウンリンク制御領域の第２のシンボルの共通信号
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をモニタし、および／または(ii)第２のシンボルのUE固有信号をモニタできる。また、CP
U 308はプログラムコード312を実行して、上述のすべての動作および工程、または後述す
る他の動作および工程を実行してもよい。
【０１０４】
　開示および記載した様々な実施例に関し、サブフレームは一実施例においてアップリン
ク用のデータ領域、ダウンリンク用のデータ領域、および／またはアップリンク制御領域
を含んでいてもよい。さらに、ネットワークノードは基地局でもよい。
【０１０５】
　また、一実施例では、UE固有信号は１つの特定のUEのものでもよい。加えて、UE固有信
号は、UEに対応するセル、TPまたはTRPのビームで送信してもよい。さらに、UE固有信号
は、リソース割当てを表すシグナリング（例えばPDCCH）、HARQフィードバックを表すシ
グナリング（例えばPHICH（物理ハイブリッドARQ指示チャネル））、および／または復調
に用いられる基準信号（例えばDMRS）でもよい。また、UE固有信号はUE固有基準信号（例
えばDMRS）に対応付けてもよい。その他に、UE固有信号はUE固有基準信号（例えばDMRS）
の受信に基づいて復調してもよい。
【０１０６】
　一実施例において、共通信号は複数のUEで使用される。共通信号は、セル、TPまたはTR
Pのビームごとに送信されるものである。また、共通信号は、システムのフレーム番号（S
FN）を表すシグナリング、セルのUEまたはTPもしくはTRPに接続するUEへの同報メッセー
ジ（例えば、システム情報、ページング、ランダムアクセス応答）のリソース割当てを表
すシグナリング（例えばPDCCH）、同期信号（例えばPSSまたはSSS）、および／またはダ
ウンリンク無線状態測定用の基準信号（例えばCRS）でよい。さらに、共通信号は、共通
基準信号（例えばCRS）に関連付けてもよい。さらに、共通信号は、共通基準信号（例え
ばCRS）の受信に基づいて復調してもよい。
【０１０７】
　一実施例において、複数のサブフレーム（ダウンリンク用）はすべて、第１のシンボル
を有していてもよい。あるいは、複数のサブフレーム（ダウンリンク用）のすべてが第１
のシンボルを有するものである必要はない。別の実施例では、複数のサブフレーム（ダウ
ンリンク用）のすべてが第２のシンボルを有していてもよい。あるいは、複数のサブフレ
ーム（ダウンリンク用）のすべてが第２のシンボルを有するものである必要はない。
【０１０８】
　一実施例において、第１のシンボルはサブフレームの第２のシンボルの前に位置しても
よい。あるいは、第２のシンボルはサブフレームの第１のシンボルの前に位置してもよい
。
【０１０９】
　一実施例において、第１のシンボルで生成されたセル、TPまたはTRPのビームは、第２
のシンボルで生成されたビームと異なる。一実施例では、シンボルはOFDM（直交周波数分
割多重）シンボルでよい。
【０１１０】
　上述したように、キャパシティ層のセル、TPまたはTRPはビームフォーミングを利用し
て方向性信号の送信または受信を行ってもよい。セルのUEまたはTPもしくはTRPに接続す
るUEを使用してビームフォーミングを行う場合、基地局はセル、TPまたはTRPのどのビー
ムにUEが位置しているか、例えばUEのビーム集合を知る必要がある。METIS deliverable 
D2.4では、UEが基地局にUEの位置および速度の情報を送信し、基地局が受信した位置およ
び速度に基づいてモバイル機器のダウンリンクのビームの方向を割り出すことを提案して
いる。しかし、位置および速度の情報は常にUEで取得できるものでなく、また常に信頼で
きるわけでもない。よって、基地局がUEのビーム集合を割り出す別の方法を見つけなくて
はならないであろう。
【０１１１】
　3GPP　TS　36.300および36.311で述べているように、現在、ランダムアクセス（RA）手
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順は、セル、TPまたはTRPを介してデータを転送する前に、UEを使用して実行する必要が
ある。可能な方法の１つとして、基地局がRA手順時にUEの初期ビーム集合を割り出しても
よく、例えば、専用のランダムアクセスプリアンブルがUEから受信されるビームに基づい
て、ビーム集合を割り出してもよい。ただし、当該方法では、基地局はセル、TPまたはTR
Pのすべてのビームのプリアンブルを処理しなければならず、システムに非常に大きな負
荷がかかるであろう。したがって、ビーム集合の割出しには基準信号（RS）を使用するほ
うがより簡単であろう。すなわち、UEがセル、TPまたはTRPに基準信号を送信する。RA手
順は、初期UEビーム集合が割り出された後に開始するとよいであろう。この場合、基地局
はUEビーム集合のビームのプリアンブルを処理するだけで済むであろう。UEのビーム集合
のビームの数（例えば４本）は、１つのセル、TPまたはTRPのビームの総数（例えば32本
、64本、またはそれ以上）よりもはるかに少ないことが予想される。その結果、信号処理
の複雑度を大きく低減できるであろう。
【０１１２】
　上記の概念に従って、ランダムアクセス（RA）手順はUEのビーム集合が割り出された後
に開始される。RA手順を開始する１つの実行可能な方法として、基地局がUEのビーム集合
によってUEにリクエストを送信することでRA手順を開始してもよいであろう。ただし、複
数のビームによってダウンリンク伝送を行う場合、遅延補償（例えば、異なるビームでの
UEへのダウンリンク伝送における遅延の）を行わなければならないことがある。さもない
と、UEはダウンリンク伝送（例えば、RA手順を開始するリクエストを含む）を正常に復号
できないかもしれない。さらに、基地局がビーム集合の割出しに使用する基準信号に基づ
いて各ビームの遅延を測定するのに適しているとは考えにくい。したがって、UEがセルで
ランダムアクセス手順を開始したり、またはTPもしくはTRPに適切なタイミングでアクセ
スしたりできるような手段またはメカニズムを検討すべきであろう。
【０１１３】
　本発明の一般概念として、第１のセル、TPまたはTRP（例えばカバレッジ層の）を制御
する第１の基地局（例えばMeNB）が第１のセル、TPまたはTRPを介してUEにタイマ（また
はカウンタ）の構成を提供してもよい。UEは、第２のセルにおけるランダムアクセス手順
を開始する（またはランダムアクセスプリアンブルを伝送する）タイミング、または第２
の基地局（例えばSeNB）により少なくともタイマ（またはカウンタ）に基づいて制御され
る第２のTPもしくはTRPに（例えばキャパシティ層において）アクセスするタイミングを
決めることもできるであろう。
【０１１４】
　一実施例では、上記構成はシグナリングに含まれていてもよい。シグナリングは、RRC
メッセージ、例えば3GPP　TS　36.331に述べられているRRC接続再構成メッセージなどで
ある。シグナリングは、デュアルコネクティビティを行うようにUEを構成できるものでも
よい。また、シグナリングは、第２のセル、TPまたはTRPをUEのサービングセル、TPまた
はTRPとして構成するために使用することもできよう。
【０１１５】
　また、シグナリングは、信号を第２のセルで送信、または第２のTPもしくはTRPに送信
するようにUEを構成できるものでもよい。信号は周期的に送信してもよい。信号は、第２
の基地局がUEで使用する第２のセル、TPまたはTRPのビームを検出するのを補助するため
に使用してもよい。一実施例では、信号は基準信号（RS）でもよい。
【０１１６】
　一実施例において、UEは次の場合においてタイマを起動してもよい。すなわち、(i)上
記構成を受信した場合、(ii)信号を送信した場合（タイマが動いていない場合）、(iii)
最初の信号送信を行った場合、または(iv)第２のセル、TPまたはTRPへの同期が完了した
場合。カウンタを使用して信号の送信回数を計数してもよい。
【０１１７】
　一実施例において、UEは、(i)タイマがタイムアウトするとランダムアクセス手順を開
始するか、(ii)タイムアウトに応じてランダムアクセスプリアンブルを伝送するか、(iii
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)カウンタが最大値に達するとランダムアクセス手順を開始するか、もしくは(iv)カウン
タが最大値に達するのに応じてランダムアクセスプリアンブルを伝送してもよい。
【０１１８】
　一実施例において、UEのアップリンク時間は、第２のセル、TPまたはTRPに整合されな
い（例えば、3GPP　TS　36.321に述べられているように第２のセル、TPまたはTRPに対応
付けられている時間整合タイマが動作していない）。
【０１１９】
　本発明の別の概念では、第２のセル、TPまたはTRP（例えばキャパシティ層の）を制御
する第２の基地局（例えばSeNB）がUEの第２のセル、TPまたはTRPのビーム（すなわちUE
のビームセット）を割り出すものとする。第２の基地局は、ビームセットのビームを１つ
（１つだけ）選択し（つまり１番目のビーム）、UEに最初のビームに関するリクエスト（
例えば、3GPP　TS　36.321で述べられているPDCCHオーダー）を送信することにより第２
のセルに対しランダムアクセス手順を開始するか、または第２のTPもしくはTRPにアクセ
スする。
【０１２０】
　一実施例において、ビームセットは、第２のセルのUEから送信される信号、または第２
のTPもしくはTRPに送信される信号を検出された複数のビームを含む。１番目のビームは
信号が最大受信電力で検出されたビームである。１番目のビームの信号の受信電力は、閾
値よりも大きい。ビームセットの複数のビームの信号の受信電力は閾値よりも大きい。信
号は基準信号でよい。
【０１２１】
　一実施例において、リクエストが送信された場合、ビーム集合の各ビームの遅延補償の
確認を行わない。言い換えると、ビーム集合のビームの遅延補償の確認を行う前に、第２
の基地局はUEに送るビーム集合のビームを１本だけ選ぶ。ビーム集合のビームの遅延補償
が確認されたら、第２の基地局はUEに送るビーム集合のビームを複数本選んでもよい。UE
のアップリンク時間は、第２のセル、TPまたはTRPに整合されない（例えば、3GPP　TS　3
6.321に述べられているように第２のセル、TPまたはTRPに対応付けられている時間整合タ
イマは、リクエストが送信されるときに動作していない）。
【０１２２】
　図１９は、一実施例によるメッセージの流れ1900を示す図である。工程1905において、
UEがタイマまたはカウンタに関連する構成を表すシグナリングを受信する。工程1910にお
いて、UEはタイマまたはカウンタに基づいてランダムアクセス手順を開始する。一実施例
では、ランダムアクセス手順は第２のセルで開始されるか、または開始されて第２のTPも
しくはTRPにアクセスする。さらに、ランダムアクセス手順は、タイマがタイムアウトす
ると、またはカウンタが特定の値に達すると、開始してもよい。
【０１２３】
　図２０は、一実施例によるメッセージの流れ2000を示す図である。工程2005において、
UEがタイマまたはカウンタに関連する構成を表すシグナリングを受信する。工程2010にお
いて、UEは少なくともタイマまたはカウンタに基づいてランダムアクセスプリアンブルを
送信する。一実施例では、ランダムアクセスプリアンブルは第２のセルで送信されるか、
または第２のTPもしくはTRPに送信される。また、ランダムアクセスプリアンブルは、タ
イマのタイムアウトに応じて、またはカウンタが特定の値に達するのに応じて送信しても
よい。
【０１２４】
　図１９および図２０に例示された上述の実施例に関し、上記構成はタイマの値またはカ
ウンタの最大値を表すものでもよい。また、第２のセル、TPまたはTRPは、第２の基地局
によって制御してもよい。さらに、シグナリングは、第１のセルで送信されるか、または
第１のTPもしくはTRPに送信してもよい。
【０１２５】
　一実施例において、シグナリングは第１の基地局によって送信して、UEによるランダム
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アクセス手順の開始またはランダムアクセスプリアンブルの伝送を制御してもよい。第１
のセル、TPまたはTRPは第１の基地局によって制御してもよい。さらに、第１の基地局はe
NB（例えばMeNB）でもよい。
【０１２６】
　一実施例において、タイマはUEが管理してもよい。また、タイマは、シグナリングの受
信、特定の信号の送信（タイマが動作していない場合）、または特定の信号の１回目の送
信に応じて始動させてもよい。
【０１２７】
　一実施例において、カウンタはUEが保持してもよい。また、カウンタは特定の信号の送
信回数に関連付けてもよい。カウンタは、シグナリングを受信すると、または特定の信号
の１回目の送信に応じて、ゼロに設定してもよい。
【０１２８】
　一実施例において、シグナリングは、特定の信号、例えばリソースおよび／または周期
性に関連する構成を表すものでよい。また、シグナリングは、UEにデュアルコネクティビ
ティを行うように命じるものでもよい。さらに、シグナリングは、第２のセル、TPまたは
TRPがUEのサービングセル、TPまたはTRPとして追加されることを示すものでもよい。一実
施例では、シグナリングはRRCメッセージまたはRRC接続再構成メッセージでもよい。
【０１２９】
　図２１は、一実施例によるメッセージの流れ2100を、第２のセル、TPまたはTRPを制御
する第２の基地局の観点から見た図である。工程2105においてUEに対するビーム集合を割
り出し、ビーム集合は複数のビームを含む。工程2110において、１番目のビーム（Bx）を
ビーム集合から選択する。工程2115において、UEに第２のセルでランダムアクセス手順を
開始するように要求したり、第２のTPまたはTRPにアクセスするように要求したりする際
に使用されるリクエストを、１番目のビーム（Bx）のみによってUEに送信する。一実施例
では、リクエストはPDCCH命令でよい。
【０１３０】
　一実施例において、ビーム集合のビームは、UEから送られてくる特定の信号を受信する
ためのものでよい。また、ビーム集合のビームは、UEから送られてくる特定の信号を、特
定の信号の受信電力が第１の閾値よりも大きい状態で受信するものでよい。
【０１３１】
　一実施例において、ビーム集合は、少なくとも第２のセルのUEから送られてくる特定の
信号の受信、またはUEから第２のTPもしくはTRPに送られる特定の信号の受信に基づいて
割り出してもよい。また、UEから１番目のビームで送られてくる特定の信号を受信電力が
最大の状態で受信することも可能であろう。さらに、１番目のビームはUEから送られてく
る特定の信号の受信電力に基づいてビーム集合から選択してもよい。UEから１番目のビー
ムで送られてくる特定の信号の受信電力は、第２の閾値よりも大きくてもよい。また、UE
からビーム集合の複数のビームで送られてくる特定の信号の受信電力は第２の閾値よりも
大きくてもよい。さらに、第２の閾値は、第１の閾値よりも大きくてもよい。
【０１３２】
　一実施例において、ビーム集合のビームに関し、UEに対するダウンリンク伝送の遅延補
償の確認を行わない。
【０１３３】
　図１９、図２０および図２１に例示された上述の実施例に関し、ランダムアクセス手順
は非競合型でもよい。また、ランダムアクセス手順は、タイミングアドバンスコマンド（
例えば、3GPP　TS　36.321で述べられているMAC制御素子の）の受信に応じて正常に終了
するものでもよい。
【０１３４】
　一実施例において、第２のセル、TPまたはTRPはビームフォーミングを利用する。また
、第２のセル、TPまたはTRPは複数のビームを有していてもよい。さらに、UEはデュアル
コネクティビティを行って複数のセル、TP、TRPまたは基地局に接続してもよい。
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【０１３５】
　一実施例において、特定の信号は定期的に送信してもよい。また、特定の信号は基準信
号（例えば、3GPP　TS　36.213で述べられているSRS）でもよい。さらに、特定の信号は
第２のセルで送信してもよく、あるいは第２のTPまたはTRPに送信してもよい。
【０１３６】
　一実施例において、特定の信号を使用してUEに対するビーム集合を識別してもよい。ま
た、UEのアップリンク伝送のタイミングは整合させない（例えば第２のセル、TPまたはTR
Pにおいて）。
【０１３７】
　ここまで本願の開示の様々な態様について述べてきた。本明細書に教示した事項は多様
な形態で具体化してもよく、また、本明細書に開示した特定の構成または機能、あるいは
そのどちらも代表的な例に過ぎないことは明白であろう。本明細書に教示した事項に基づ
き、開示の態様を他の態様に関係なく実施することも可能であり、２つ以上の態様を様々
に組み合わせることも可能であることは当業者であれば理解の及ぶことであろう。例えば
、本明細書に定義した態様を任意の数だけ用いて装置を実現したり、方法を実施したりで
きるであろう。また、他の構成、機能、または構成および機能の組合せを、定義された１
つ以上の態様とともに、またはこれらの態様とは別に活用して装置を実現したり、方法を
実施したりすることも可能であろう。上述した概念の一部の例として、いくつかの態様に
おいて、パルス受信周波数に基づいて同時チャネルを確立することもできるであろう。い
くつかの態様では、同時チャネルはパルスの位置またはオフセット値に基づいて確立する
こともできるであろう。いくつかの態様では、同時チャネルは時間ホッピングシーケンス
に基づいて確立することもできるであろう。また、いくつかの態様では、同時チャネルは
、パルス受信周波数、パルスの位置あるいはオフセット値、および時間ホッピングシーケ
ンスに基づいて確立することもできるであろう。
【０１３８】
　様々な異なる技術および手法のいずれかを用いて情報および信号を表現してもよいこと
は、当業者の理解の及ぶところであろう。例えば、本願記載全体において言及されるデー
タ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボルおよびチップは、電圧、電流、電磁
波、磁界もしくは磁性粒子、光学場もしくは光粒子、またはこれらの任意の組合せによっ
て表現されることもあり得よう。
【０１３９】
　さらに、開示した態様に関連して述べられた説明に役立つ様々な論理ブロック、モジュ
ール、処理装置、手段、回路およびアルゴリズム手順は、電子機器（例えば、デジタル実
装、アナログ実装、またはこれら２つの組合せなど、情報源符号化または他の手法を用い
るように設計されているものでよい）、様々な形態のプログラムまたは命令が組み込まれ
た設計コード（ここでは、便宜上、「ソフトウェア」または「ソフトウェアモジュール」
と称されることもある）、またはこれら両者の組合せとして実現可能であることは、当業
者の理解の及ぶことであろう。ハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に説明す
るために、様々な説明に役立つ構成素子、ブロック、モジュール、回路および手順につい
て、概ねこれらの機能に関して述べてきた。このような機能をハードウェアとして実現す
るか、あるいはソフトウェアとして実現するかは、システム全体の特定の適用条件および
設計条件によって決まる。当業者は、特定の用途ごとに上述の機能をいろいろな方法で実
現することもできるが、こういった実現例を決めることは、本願の開示の範囲から逸脱す
ることになると解釈すべきではない。
【０１４０】
　また、本明細書に開示した態様に関連して述べられた説明に役立つ様々な論理ブロック
、モジュールおよび回路は、集積回路（IC）、接続端末またはアクセスポイント内で実現
してもよく、またはこれらによって実現してもよい。ICは、汎用の処理装置、デジタル信
号処理装置（DSP）、特定用途向け集積回路（ASIC）、フィールドプログラマブル・ゲー
トアレイ（FPGA）もしくは他のプログラム可能な論理デバイス、個別素子ゲートもしくは
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トランジスタ論理回路、ハードウェア個別構成素子、電気的構成素子、光学的構成素子、
機械的構成素子、または上述の機能を実現するために設計されたこれら素子の任意の組合
せを備えていてもよく、IC内部、ICの外部またはその両方に存在するコードまたは命令を
実行してもよい。汎用処理装置はマイクロプロセッサでよいが、その代わりとして、任意
の従来型の処理装置、制御装置、マイクロコントローラまたは状態機械であってもよい。
また、処理装置は、例えばDSPおよびマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロ
セッサ、DSPコアと連動する１つ以上のマイクロプロセッサ、または他のこのような構成
など、コンピュータ装置の組合せとして実現することも可能であるであろう。
【０１４１】
　上述したいかなる処理工程のいかなる特定の順序または工程の優先度も、取り組み方の
見本の一例である。設計の選択に基づき、本願の開示の範囲を逸脱せずに処理工程の特定
の順序または工程の優先度を再編することも可能であることを理解されたい。本願の方法
クレームは、例示的順序における様々な工程の要素を提示するものであり、提示した特定
の順序または優先度に制限されるものではない。
【０１４２】
　開示した態様に関連して述べた方法またはアルゴリズムの工程は、ハードウェア、処理
装置によって実行されるソフトウェアモジュール、または両者の組合せによって直接具体
化してもよい。ソフトウェアモジュール（例えば実行可能な命令および関連データを含む
）および他のデータは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPRO
Mメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または他の形態
の当該分野において公知のコンピュータ可読記憶媒体などに存在するものでもよい。サン
プル記憶媒体を、例えば、コンピュータ／処理装置（ここでは便宜上、「処理装置」と称
している場合もある）などの装置に接続させてもよく、このような処理装置は記憶媒体か
ら情報（例えばコード）を読み出したり、媒体に情報を書き込んだりすることもできる。
サンプル記憶媒体は処理装置に内蔵されていてもよい。処理装置および記憶媒体は、ASIC
に属していてもよい。ASICはユーザ端末に設けられていてもよい。別の方法として、処理
装置および記憶媒体は、ユーザ端末の個別部品に設けられていてもよい。また、いくつか
の態様では、用途に適した何らかのコンピュータプログラム製品に、本開示の１または複
数の態様に関連するコードを含むコンピュータ可読媒体が含まれていてもよい。いくつか
の態様では、コンピュータプログラム製品は、パッケージソフトを含んでいてもよい。
【０１４３】
　本発明について様々な態様に関連して述べてきたが、本発明をさらに変更することも可
能であることを理解されたい。本願は、概ね本発明の原理に従った、本発明に関係する技
術分野における公知の、および慣例的なやり方に近い本願の開示からの逸脱を含むあらゆ
る変更、用途または適応を対象として含むことを企図している。
【符号の説明】
【０１４４】
　100　アクセス網
　104、106　アンテナ
　118　上りリンク
　120　下りリンク
　122　接続端末
　212、236　データ源
　214　TXデータ処理部
　220　TX MIMO処理装置
　230、270　処理装置
　232、272　記憶装置
　240　復調器
　242　RXデータ処理部
　260　RXデータ処理部
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　280　変調器
　238　TXデータ処理部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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