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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サウンディング参照信号のシグナリングコンフィギュレーション方法であって、
　基地局がユーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号を送信するように通知し、
且つユーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号（SRS）を送信するコンフィギュ
レーション情報を送り出すことを含み、
　前記ユーザー端末に、非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレー
ション情報を送り出すステップは、
　　前記基地局が、物理ダウンリンク共有チャンネル（PDSCH）によって1つ又は複数のユ
ーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報
を送り出すこと、または、
　　前記基地局が、ダウンリンク制御情報によって、ユーザー端末の非周期的にサウンデ
ィング参照信号を送信する指示情報をキャリアし、及び高層シグナリングによって、ユー
ザー端末にN個（Nは1～20の整数）の非周期的にサウンディング参照信号を送信するため
のリソース又は方式をコンフィギュレーションすること、または
　　基地局がダウンリンク制御情報を送り出す時、ユーザー端末が非周期的にサウンディ
ング参照信号を送信するかどうか及び非周期的にサウンディング参照信号を送信するモー
ドを指示し、且つ高層シグナリングによって非周期的にサウンディング参照信号を送信す
ることに必要な他のパラメーターをコンフィギュレーションし且つ送り出すこと、
を含む、サウンディング参照信号のシグナリングコンフィギュレーション方法。
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【請求項２】
　前記PDSCHのスケジューリング情報はダウンリンク制御情報フォーマット（format） 1A
又はformat 1Cにベアリングされ、且つサウンディング参照信号-無線ネットワーク臨時識
別子値（SRS-RNTI）を用い、ダウンリンク制御情報フォーマット（format）の巡回冗長検
査（CRC）をスクランブリングし、
　そのうち、制御情報formatはformat 1A又はformat 1Cであり、
　前記SRS-RNTIは共有する無線ネットワーク臨時識別子値（RNTI）又はユーザーに専有す
るRNTIである請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ユーザーに専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報format 1A又はformat 1Cの
CRCをスクランブリングする時、前記ダウンリンク制御情報フォーマットは共有又は専有
探索空間において送信され、
　共有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報format 1A又はformat 1CのCRCをスク
ランブリングする時、前記ダウンリンク制御情報フォーマットは共有探索空間において送
信される請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　ユーザーに専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスク
ランブリングする時、前記PDSCHのデーターブロックはこのユーザーに専有するRNTIが対
応するユーザー端末のデーターパッケージを含み、前記データーパッケージは少なくとも
前記ユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーショ
ン情報を含み、
　共有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスクランブリン
グする時、前記PDSCHのデーターブロックは1つ又は複数のユーザー端末のデーターパッケ
ージを含み、各々のユーザー端末のデーターパッケージは少なくともこのユーザー端末の
非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報とこのユーザ
ー端末に専有するRNTI情報を含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　共有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスクランブリン
グする時、ユーザー端末は対応する探索空間において共有するRNTIを用いてスクランブリ
ングするダウンリンク制御情報フォーマットをブラインド検出し、ダウンリンク制御情報
フォーマットを検出すると、そのベアリングしたスケジューリング情報によって、相応す
る位置でPDSCHを獲得し、前記PDSCHがベアリングした伝送ブロックにはこのユーザー端末
に専有するRNTIを含むと、非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要があると判
断し、相応なコンフィギュレーション情報によって、非周期的に送信し、前記PDSCHがベ
アリングした伝送ブロックにはこのユーザー端末に専有するRNTIを含まないと、引き続き
次のサブフレームのデーターをブラインド検出し、
　ユーザーに専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスク
ランブリングする時、ユーザー端末は対応する探索空間において、ユーザーに専有するRN
TIを用いてスクランブリングするダウンリンク制御情報フォーマットをブラインド検出し
、ユーザー端末は対応する探索空間において、ユーザーに専有するRNTIを用いてスクラン
ブリングするダウンリンク制御情報フォーマットをブラインド検出すると、非周期的にサ
ウンディング参照信号を送信する必要があると判断し、相応なコンフィギュレーション情
報によって、非周期的に送信し、ユーザー端末は対応する探索空間において、ユーザーに
専有するRNTIを用いてスクランブリングするダウンリンク制御情報フォーマットをブライ
ンド検出していないと、引き続き次のサブフレームのデーターをブラインド検出すること
を更に含まれる請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記PDSCHがキャリアする非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュ
レーション情報は、循環シフト情報、周波数領域位置、アップリンクコンポーネントキャ
リアインデックス、帯域幅、周波数コムの位置、サウンディング参照信号を送信するモー
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ド指示及び送信回数の一種又は多種を含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記コンフィギュレーション情報にはアップリンクコンポーネントキャリアインデック
スを含まない時、前記ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信するアッ
プリンクコンポーネントキャリアは、コンフィギュレーション情報をベアリングするPDSC
Hが所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリンクコンポーネン
トキャリア、或は高層シグナリングや他のダウンリンク制御情報フォーマットが指示する
アップリンクコンポーネントキャリアであり、
　前記コンフィギュレーション情報には複数のアップリンクコンポーネントキャリアイン
デックスを含む時、前記ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信するア
ップリンクコンポーネントキャリアは、コンフィギュレーション情報をベアリングするPD
SCHが所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリンクコンポーネ
ントキャリア、或は複数のアップリンクコンポーネントキャリアインデックスの対応する
複数のアップリンクコンポーネントキャリアであり、つまり複数のアップリンクコンポー
ネントキャリアにおいて、非周期的にサウンディング参照信号を送信する請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記N個のリソース又は方式中の各々のリソース又は方式は、循環シフト情報、周波数
領域位置、ユーザーに専有する帯域幅、周波数コムの位置、SRS帯域幅コンフィギュレー
ション情報、SRS送信サブフレーム、周期コンフィギュレーション情報及びサウンディン
グ参照信号を送信するモード指示中の一種又は多種を含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　各々の端末に対し、ユーザー端末は1つのアップリンクコンポーネントキャリアを占用
する時、ダウンリンク制御情報の中で、kビットで非周期的にサウンディング参照信号を
送信する指示情報を表し、この指示情報はこの端末が相応なアップリンクコンポーネント
キャリアで非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要があるかどうか及び前記N
個のリソース又は方式中のどちらを使用して送信するかを指示し、
　ユーザー端末が複数のアップリンクコンポーネントキャリアを占用する時、
　ダウンリンク制御情報中で、kビットで非周期的にサウンディング参照信号を送信する
指示情報を表し、この指示情報はこの端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信す
る必要があるかどうか、及び前記N個のリソース又は方式中のどちらを使用して送信する
かを指示し、各アップリンクコンポーネントキャリアにおいて、非周期的にサウンディン
グ参照信号を送信する時、いずれも前記kビットの指示情報に応じて、非周期的にサウン
ディング参照信号を送信すること（a）と、
　各々のアップリンクコンポーネントキャリアに対して、異なる指示情報を用いてそれぞ
れ指示し、各々の指示情報はいずれもkビットシグナリングで表し、前記kビットシグナリ
ングはこの端末が対応するアップリンクコンポーネントキャリアで非周期的にサウンディ
ング参照信号を送信する必要があるかどうか、及び前記N個のリソース又は方式中のどち
らを使用して送信するかを指示すること（b）との中の何れかによって、各アップリンク
コンポーネントキャリアで非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報を指示
し、
　そのうち、kは1～6中の整数である請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記kとNとの関係は

となり、ceilが切り上げを表す請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がユーザーに専有するダウ
ンリンク制御情報フォーマット（DCI Format）フィールドにベアリングされ、或は非周期
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サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用されるDCI Formatフィールドに
ベアリングされる請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　1つのサブフレーム中のユーザーに専有するDCI Format及び非周期サウンディング参照
信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatの中には同一ユーザー端末の非周期
的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベアリングされる時、前記ユーザー端
末は前記ユーザーに専有するDCI Formatにベアリングされた非周期的にサウンディング参
照信号を送信する指示情報を解析することを含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ユーザーに専有するDCI Formatはユーザーに専有するアップリンクスケジューリン
グに用いられるDCI Format及びユーザーに専有するダウンリンク割り当てに用いられるDC
I Formatを含み、
　1つのサブフレームにおけるユーザーに専有するアップリンクスケジューリングに用い
られるDCI Formatとユーザーに専有するダウンリンク割り当てに用いられるDCI Formatの
中には同一ユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベア
リングされる時、前記ユーザー端末はその中の何れかのベアリングされた前記ユーザー端
末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報を解析する請求項12に記載の
方法。
【請求項１４】
　1つのサブフレームにおけるユーザーに専有するDCI Format及び非周期サウンディング
参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatの中には同一ユーザー端末の非
周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベアリングされる時、前記ユーザ
ーに専有するDCI Format中にベアリングされた指示情報と非周期サウンディング参照信号
情報をベアリングすることに専用するDCI Format中にベアリングされた指示情報は同じ数
値をコンフィギュレーションする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatは
共有するRNTIや専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットの巡回冗長
検査CRCをスクランブリングする請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がユーザーに専有するDCI 
Formatフィールド中にベアリングされる時、このユーザーに専有するRNTIを用いてDCI Fo
rmatの巡回冗長検査CRCをスクランブリングし、
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報が非周期サウンディング参
照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatフィールド中にベアリングされる
時、このDCI Formatには複数のユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信
する指示情報を含むと、共有するRNTIを用いてDCI Formatの巡回冗長検査CRCをスクラン
ブリングし、このDCI Formatには1つだけのユーザー端末の非周期的にサウンディング参
照信号を送信する指示情報を含むと、共有するRNTI或専有するRNTIを用いてDCI Formatの
巡回冗長検査CRCをスクランブリングする請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatを用い
、複数のユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報をベアリ
ングする時、前記複数の端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報の
配列順番や開始位置は高層シグナリングによってコンフィギュレーションされ、且つ各ユ
ーザー端末に送り出される請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記アップリンクコンポーネントキャリアは前記共有するRNTIと前記開始位置により確
定され、そのうち、異なるアップリンクコンポーネントキャリアは異なる前記共有するRN
TI又は前記開始位置と対応する請求項９に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記アップリンクコンポーネントキャリアは前記指示情報をベアリングするDCI format
がスケジューリングするPDSCHが所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応す
るアップリンクコンポーネントキャリア、或は前記指示情報をベアリングするDCI format
がスケジューリングするPUSCHの所在するアップリンクコンポーネントキャリア、或は前
記指示情報をベアリングするダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリン
クコンポーネントキャリアである請求項９に記載の方法。
【請求項２０】
　1ビットで、ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要がある
かどうかを指示し、
　1つのアップリンクサブフレームにおいて非周期的にサウンディング参照信号を送信す
ることに用いられるモードをT個とし、nビットを用い、非周期的にサウンディング参照信
号を送信するモードを指示し、
　そのうち、

で、ceilが切り上げを表し、Tとnが1～6中の整数である請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　mビットでユーザー端末が非周期的にSRSを送信する必要があるかどうか、及び非周期的
にSRSを送信するモードを指示し、
　1つのアップリンクサブフレームにおいて非周期的にサウンディング参照信号を送信す
ることに用いられるモードをT個とし、
　そのうち、

であり、mが1～6中の整数である請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信するモードは、アップリンクサブフレー
ムの最後の1つの直交波周波数分割多重（OFDM）符号で非周期サウンディング参照信号を
送信すること、アップリンクサブフレームの後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期
サウンディング参照信号を送信すること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイム
スロットの復調参照信号（DMRS）及び/又はアップリンクサブフレームの第二番目のタイ
ムスロットのDMRSをプリコーティングしないこと、アップリンクサブフレームの最後の1
つ及び/又は後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信
し、且つその送信帯域幅はこのユーザー端末の物理アップリンク共有チャネル（PUSCH）
が占用する帯域幅と同じで、且つ送信した周波数領域位置もPUSCHの周波数領域位置と同
じであること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムスロットのDMRSとアップリ
ンクサブフレームの第二番目のタイムスロットのDMRSにおいて、同時にサウンディング参
照信号を送信し、且つ送信したサウンディング参照信号及びアップリンク復調参照信号に
対して、直交カバーコードを用い、符号分割多重を行うこと中の一種又は多種を含む請求
項１、６、８、２０、又は２１に記載の方法。
【請求項２３】
　ユーザー端末は第一番目のタイムスロットのDMRS及び/又は第二番目のタイムスロット
のDMRSをプリコーティングしないモードを用いてSRSを送信することを確定する時、ユー
ザー端末は相応するタイムスロットのDMRSをプリコーティングしなく、
　ユーザー端末は第一番目のタイムスロットのDMRSと第二番目のタイムスロットのDMRSに
おいて、同時にSRSを送信する時、送信するSRS及びアップリンク復調参照信号に対して、
直交カバーコードを用い、符号分割多重を行い、前記直交カバーコードは[+1、+1]或[+1
、-1]である請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　サウンディング参照信号のシグナリングコンフィギュレーションに用いられる基地局で
あって、ユーザー端末に非周期サウンディング参照信号を送信するように通知し、及びユ
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ーザー端末に前記サウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報を送り
出し、
　前記基地局は、対応するアップリンクコンポーネントキャリアにおいて前記ユーザー端
末に非周期サウンディング参照信号を送信させ、
　前記基地局は、物理ダウンリンク共有チャンネル（PDSCH）によって、1つ又は複数のユ
ーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報
を送り出すようにユーザー端末に前記サウンディング参照信号を送信するコンフィギュレ
ーション情報を送り出し、或は
　前記基地局は、ダウンリンク制御情報によって、ユーザー端末の非周期的にサウンディ
ング参照信号を送信する指示情報をキャリアし、及び高層シグナリングによって、ユーザ
ー端末に、N個の非周期的にサウンディング参照信号を送信するためのリソース又は方式
をコンフィギュレーションし、或は
　前記基地局は、ダウンリンク制御情報を送り出す時、ユーザー端末が非周期的にサウン
ディング参照信号を送信するかどうか及び非周期的にサウンディング参照信号を送信する
モードを指示し、且つ高層シグナリングによって、非周期的にサウンディング参照信号を
送信することに必要な他のパラメーターをコンフィギュレーションするサウンディング参
照信号のシグナリングコンフィギュレーションに用いられる基地局。
【請求項２５】
　前記N個のリソース又は方式中の各々のリソース又は方式は、
　循環シフト情報、周波数領域位置、ユーザーに専有する帯域幅、周波数コムの位置、SR
S帯域幅コンフィギュレーション情報、SRS送信サブフレーム、周期コンフィギュレーショ
ン情報及びサウンディング参照信号を送信するモード指示中の一種又は多種を含む請求項
２４に記載の基地局。
【請求項２６】
　各々の端末に対し、ユーザー端末は1つのアップリンクコンポーネントキャリアを占用
する時、ダウンリンク制御情報の中で、kビットで非周期的にサウンディング参照信号を
送信する指示情報を表し、この指示情報はこの端末が相応なアップリンクコンポーネント
キャリアで非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要があるかどうか及び前記N
個のリソース又は方式中のどちらを使用して送信するかを指示し、
　ユーザー端末が複数のアップリンクコンポーネントキャリアを占用する時、
　ダウンリンク制御情報中で、kビットで非周期的にサウンディング参照信号を送信する
指示情報を表し、この指示情報はこの端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信す
る必要があるかどうか、及び前記N個のリソース又は方式中のどちらを使用して送信する
かを指示し、各アップリンクコンポーネントキャリアにおいて、非周期的にサウンディン
グ参照信号を送信する時、いずれも前記kビットの指示情報に応じて、非周期的にサウン
ディング参照信号を送信すること（a）と、
　各々のアップリンクコンポーネントキャリアに対して、異なる指示情報を用いてそれぞ
れ指示し、各々の指示情報はいずれもkビットシグナリングで表し、前記kビットシグナリ
ングはこの端末が対応するアップリンクコンポーネントキャリアで非周期的にサウンディ
ング参照信号を送信する必要があるかどうか、及び前記N個のリソース又は方式中のどち
らを使用して送信するかを指示すること（b）との中の何れかによって、各アップリンク
コンポーネントキャリアで非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報を指示
し、
　そのうち、kは1～6中の整数である請求項２４に記載の基地局。
【請求項２７】
　前記kとNとの関係は

となり、ceilが切り上げを表す請求項２６に記載の基地局。
【請求項２８】



(7) JP 5548272 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がユーザーに専有するダウ
ンリンク制御情報フォーマット（DCI Format）フィールドにベアリングされ、或は非周期
サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用されるDCI Formatフィールドに
ベアリングされる請求項２６に記載の基地局。
【請求項２９】
　前記非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatは
共有するRNTIや専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットの巡回冗長
検査CRCをスクランブリングする請求項２８に記載の基地局。
【請求項３０】
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がユーザーに専有するDCI 
Formatフィールド中にベアリングされる時、このユーザーに専有するRNTIを用いてDCI Fo
rmatの巡回冗長検査CRCをスクランブリングし、
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報が非周期サウンディング参
照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatフィールド中にベアリングされる
時、このDCI Formatには複数のユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信
する指示情報を含むと、共有するRNTIを用いてDCI Formatの巡回冗長検査CRCをスクラン
ブリングし、このDCI Formatには1つだけのユーザー端末の非周期的にサウンディング参
照信号を送信する指示情報を含むと、共有するRNTI或専有するRNTIを用いてDCI Formatの
巡回冗長検査CRCをスクランブリングする請求項２８に記載の基地局。
【請求項３１】
　前記アップリンクコンポーネントキャリアは前記共有するRNTIと前記開始位置により確
定され、そのうち、異なるアップリンクコンポーネントキャリアは異なる前記共有するRN
TI又は前記開始位置と対応する請求項２６に記載の基地局。
【請求項３２】
　前記アップリンクコンポーネントキャリアは前記指示情報をベアリングするDCI format
がスケジューリングするPDSCHが所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応す
るアップリンクコンポーネントキャリア、或は前記指示情報をベアリングするDCI format
がスケジューリングするPUSCHの所在するアップリンクコンポーネントキャリア、或は前
記指示情報をベアリングするダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリン
クコンポーネントキャリアである請求項２６に記載の基地局。
【請求項３３】
　1ビットで、ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要がある
かどうかを指示し、
　1つのアップリンクサブフレームにおいて非周期的にサウンディング参照信号を送信す
ることに用いられるモードをT個とし、nビットを用い、非周期的にサウンディング参照信
号を送信するモードを指示し、
　そのうち、

で、ceilが切り上げを表し、Tとnが1～6中の整数である請求項２４に記載の基地局。
【請求項３４】
　mビットでユーザー端末が非周期的にSRSを送信する必要があるかどうか、及び非周期的
にSRSを送信するモードを指示し、
　1つのアップリンクサブフレームにおいて非周期的にサウンディング参照信号を送信す
ることに用いられるモードをT個とし、
　そのうち、

であり、mが1～6中の整数である請求項２４に記載の基地局。
【請求項３５】
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信するモードは、アップリンクサブフレー
ムの最後の1つの直交波周波数分割多重（OFDM）符号で非周期サウンディング参照信号を
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送信すること、アップリンクサブフレームの後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期
サウンディング参照信号を送信すること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイム
スロットの復調参照信号（DMRS）及び/又はアップリンクサブフレームの第二番目のタイ
ムスロットのDMRSをプリコーティングしないこと、アップリンクサブフレームの最後の1
つ及び/又は後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信
し、且つその送信帯域幅はこのユーザー端末の物理アップリンク共有チャネル（PUSCH）
が占用する帯域幅と同じで、且つ送信した周波数領域位置もPUSCHの周波数領域位置と同
じであること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムスロットのDMRSとアップリ
ンクサブフレームの第二番目のタイムスロットのDMRSにおいて、同時にサウンディング参
照信号を送信し、且つ送信したサウンディング参照信号及びアップリンク復調参照信号に
対して、直交カバーコードを用い、符号分割多重を行うこと中の一種又は多種を含む請求
項２４に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、特にサウンディング参照信号（Sounding Reference Signal
、SRSと略称する）のシグナリングコンフィグレーションシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ロング・ターム・エボリューション（Long Term Evolution、LTEと略称する）システムの
アップリンク物理チャネルは物理ランダムアクセスチャネル（Physical Random Access C
hannel、PRACHと略称する）、物理アップリンク共有チャネル（Physical Uplink Shared 
Channel、PUSCHと略称する）及び物理アップリンク制御チャンネル（Physical Uplink Co
ntrol Channel、PUCCHと略称する）を含む。そのうち、PUSCHは二種類の異なるサイクリ
ックプレフィックス（Cyclic Prefix、CPと略称する）長さを有しており、それぞれノー
マルサイクリックプレフィックス（Normal Cyclic Prefix、Normal CPと略称する）とエ
クステンドサイクリックプレフィックス（Extended Cyclic Prefix、Extended CPと略称
する）である。PUSCHの各々送信サブフレーム（Subframe）は二つのタイムスロット（Slo
t）からなり、異なるサイクリックプレフィックス長さに対して、復調参照信号（Demodul
ation Reference Signal、DMRSと略称する）のサブフレームに存在する位置も異なり、図
1は既存技術に基づく復調参照信号の時間領域位置の模式図である。図1に示すように、各
々のサブフレームは2つのDMRS符号を含み、そのうち、図1（a）はノーマルサイクリック
プレフィックスを用いる時、DMRS時間領域位置の模式図であり、各々のサブフレームには
14個の直交波周波数分割多重（Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDMと略
称する）符号を含み、14個のOFDM符号にはDMRS符号を含み、OFDM符号が1つのサブフレー
ムの時間領域位置を表し、図1（b）はエクステンドサイクリックプレフィックスを用いる
時、DMRS時間領域位置の模式図であり、各々のサブフレームには12個の時間領域のOFDM符
号を含む。
【０００３】
　LTEシステムにおいて、物理ダウンリンク制御チャネル（Physical Downlink Control C
hannel、PDCCHと略称する）はアップリンクとダウンリンクスケジューリング情報、及び
アップリンクパワー制御情報をベアリングすることに用いられる。基地局（e-Node-B、eN
Bと略称する）はダウンリンク制御情報によって、ユーザー端末（User Equipment、UEと
略称する）をコンフィグレーションでき、或はユーザー端末が高層（higher layers）の
コンフィグレーションを受け、高層シグナリングによるUEコンフィグレーションとも呼ば
れる。ダウンリンク制御情報（Downlink Control Information、DCIと略称する）のフォ
ーマット（format）はDCI format 0、1、1A、1B、1C、1D、2、 2A、3及び3A等を含む。そ
のうち、DCI format 0はPUSCHのスケジューリングを指示することに用いられ、DCI forma
t 1、1A、1B、1C及び1Dは単一伝送ブロックの物理ダウンリンク共有チャンネル（Physica
l Downlink Shared Channel、PDSCHと略称する）の異なる伝送モードに用いられ、DCI fo
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rmat 2と2AはダウンリンクPDSCH空間分割多重の異なる伝送モードに用いられ、DCI forma
t 3と3AはPUCCHとPUSCHのパワー制御指令の伝送に用いられる。
【０００４】
前記DCI format 0、1A、3及び3Aの伝送ブロックは大きさが同じで、そのうち、DCI forma
t 0と1Aは1ビットで、フォーマット区分を行う。
【０００５】
DCI format 3フォーマットは以下の通りである。
【０００６】
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【０００７】
LTEシステムにおいて、DCIの多重化過程は図2に示すように、各々のDCIは1つのミディア
ムアクセス制御識別子（Medium Access Control identifier、MAC id）と対応し、すなわ
ち1つのRNTIと対応し、DCIの初期情報ビットにRNTIでスクランブリングされたCRCが添加
された後、更にチャンネルコーディングとレート整合を経ったことで、PDCCHの複数のDCI
を一緒に多重化させる。システム情報(System Information、SIと略称する)はDCI format
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 1A/1Cによって、リソースを割り当てる。SIのブラインド検出は共通探索空間のみで行わ
れ、そしてSIのDCIのCRCは唯一なSI-RNTIでスクランブリングする。
【０００８】
LTEシステムの報知情報はマスター情報ブロック（Master Information Block、MIBと略称
する）とシステム情報ブロック（System Information Block、SIBと略称する）に分けら
れ、そのうち、MIBは物理報知チャネル（Physical Broadcast Channel、PBCHと略称する
）において伝送されるが、SIBがPDSCHにおいて伝送される（スケジューリング情報（Sche
duled Information、SI）とも呼ばれる）。
【０００９】
SRSはユーザー端末と基地局との間で無線チャンネル状態情報（Channel State Informati
on、CSIと略称する）を測定するための信号である。ロング・ターム・エボリューション
システムにおいて、UEはeNBが指示した帯域幅、周波数領域位置、シーケンス循環シフト
、周期及びサブフレームオフセット等のパラメーターによって、定時にサブフレームを送
信する最後のデーター符号においてアップリンクSRSを送信する。eNBは受信したSRSによ
って、UEアップリンクのCSIを判断し、且つ得られたCSIによって、周波数領域の選択、ス
ケジューリング及び閉ループパワー制御等の操作を行う。
【００１０】
LTEシステムにおいて、UEが送信したSRSシーケンスは一本のブートシーケンス

が時間領域で循環シフト

を行うことで得られたものである。同一本のブートシーケンスに対して、異なる循環シフ
ト

を行うと、異なるSRSシーケンスが得られ、且つ得られたこれらのSRSシーケンス間が互い
に直交し合い、このため、UE間の符号分割多元接続を実現させるように、これらのSRSシ
ーケンスを異なるUEに割り当てて使用してもよい。LTEシステムにおいて、SRSシーケンス
は8個の循環シフト

を定義し、下記式（1）により得され、

【００１１】
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【００１２】
SRSが使用したシーケンスは復調パイロットシーケンスグループから選択され、UEのSRS帯
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域幅が4個のリソースブロック（Resource Block、RBと略称する）である時、長さが2個の
RBであるコンピューターで生成された（Computer Generated、CGと略称する）シーケンス
を使用し、UEのSRS帯域幅が4個のRBより大きくなる時、対応する長さのZadoff-Chuシーケ
ンスを使用する。
【００１３】
または、同じSRS帯域幅において、SRSのサブキャリア（sub-carrier）は間隔を置いて置
かれ、すなわち、SRSの送信はコム状構造を用い、LTEシステムにおける周波数コム（freq
uency comb）の数量は2であり、時間領域の繰返し因数（RePetition Factor、RPFと略称
する）とも対応し、2にする。図4は従来技術によるSRSのコム状構造模式図であり、図4に
示すように、各々のUEはSRSを送信する時、2つの周波数コム中の1つだけを使用し、comb=
0又はcomb=1である。そうすると、UEは1ビットの上層シグナリングの周波数コム（comb=0
又はcomb=1）位置指示によって、周波数領域インデックスが偶数又は奇数であるサブキャ
リアだけでSRSを送信する。このようなコム状構造はより多くのUEが同一SRS帯域幅内でSR
Sを送信することを許容する。
【００１４】
同一SRS帯域幅において、複数のUEが同一周波数コムで異なる循環シフトを用いることが
でき、次に符号分割多重によって、SRSを送信し、2つのUEは異なる周波数コムにおいて、
周波数分割複信でSRSを送信してもよい。例を挙げて説明すると、LTEシステムにおいて、
あるSRS帯域幅（4個のRB）内でSRSを送信するUEは使用可能な循環シフトが8個あり、使用
可能な周波数コムが2個あるので、UEは合計でSRSを送信するためのリソースが16個あり、
つまり、このSRS帯域幅において、最大で16個のSRSを同時に送信できる。LTEシステムに
おいて、アップリンク単一ユーザーのマルチ入力マルチ出力（Single User Multiple Inp
ut Multiple Output、SU-MI MOと略称する）をサポートしないため、UEは時刻毎に一本の
アンテナだけがSRSを送信するので、1つのUEは1つのSRSリソースだけ必要し、このため、
前記SRS帯域幅内で、システムは最大で同時に16個のUEを多重化できる。
【００１５】
高級LTE（LTE-Advanced、LTE-Aと略称する）システムはLTEシステムの次世代のエボリュ
ーションシステムであり、アップリンクでSU-MIMOをサポートし、且つ最大で4本のアンテ
ナをアップリンク発射アンテナとして使用できる。すなわち、UEは同じ時刻に複数本のア
ンテナで同時にSRSを送信できるが、eNBはそれぞれのアンテナから受信したSRSによって
、それぞれのチャンネルの状態を推測する必要がある。
【００１６】
LTE-Aキャリア・アグリゲーション場合に、多種のキャリアタイプを導入する。LTE-Aキャ
リアのタイプは下位互換性キャリア（Backwards compatible carrier）、非下位互換性キ
ャリア（Non-backwards compatible carrier）及びエクステンドキャリア（Extension ca
rrier）という三種類のタイプに分けられている。
【００１７】
エクステンドキャリアは1）コンポーネントキャリア（Component carrier、CCと略称する
）の一部、2）1つの単独したコンポーネントキャリアという二つの意味を持っている。エ
クステンドキャリアは単独に作動できず、必ず1つのグループのコンポーネントキャリア
セット内の一部分に属し、且つこのセットにおけるコンポーネントキャリア中で少なくと
も1つが単独に作動できる。エクステンドキャリアはLTE UEsに対して、不可視である。
【００１８】
　設計上の簡略化のため、それに可能な応用場合を考慮し、エクステンドキャリアはPDCC
Hがないようにコンフィグレーションされる可能性が非常高い。そうすると、エクステン
ドキャリアのシステム情報が対応するDCIは他のコンポーネントキャリアにおいて伝送さ
れる必要がある。なお、LTE-Aは常駐キャリアの概念を更に導入し、つまりUEが初期にア
クセスしたキャリアであり、アクセスが成功した後、ベアリングバランスを保証するよう
に高層シグナリングによって、UEに改めて常駐キャリアをコンフィグレーションできる。
【００１９】
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LTE-Aキャリア・アグリゲーション場合に、PDCCHコンポーネントキャリアセット（PDCCH 
CC set）が定義され、UEがPDCCH CC set内でブラインド検出を行い、ダウンリンクコンポ
ーネントキャリアセット（Downlink component carrier set, DL CC setと略称する）が
更に定義され、UEのPDSCHはDL CC set中の任意のCCにおいて送信できる。LTE-Aキャリア
・アグリゲーション場合に、キャリアをわたってスケジューリングすることが許容され、
つまり、あるコンポーネントキャリアにおけるPDCCHは複数のコンポーネントキャリアに
おけるPDSCH又はPUSCHをスケジューリングできる。
【００２０】
　従来のLTE-Aの研究には、アップリンク通信において、非プリコーティング（つまりア
ンテナ専有）のSRSを使用すべき、PUSCHのDMRSをプリコーティングすることが提出された
。基地局は非プリコーティングのSRSを受信することで、アップリンクの初期CSIを推定で
き、プリコーティングしたDMRSは基地局にアップリンク初期CSIを推定させることができ
なくなる。このとき、UEは複数のアンテナで非プリコーティングのSRSを送信すると、各
々のUEが需要するSRSリソースは全部増加し、システム内で同時に多重化するUE数量が低
下してしまう。また、LTEの既存した周期（periodic）にSRSを送信することを保留する以
外に、SRSリソースの利用率を改善し、リソーススケジューリングの柔軟性を高めるため
に、ダウンリンク制御情報又は高層シグナリングによって、UEが非周期（aperiodic）にS
RSを送信することをコンフィグレーションすることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　従って、LTE-Aシステムにおいて、周期SRSと非周期SRSとがあり、より効率的にタイム
リーに非周期的にSRSを送信するとともに、シグナリングのオーバーヘッドの節約、UEの
ブラインド検出の複雑程度の減少を実現するように、どのように合理的にダウンリンク制
御情報又は高層シグナリングがSRSリソースをコンフィグレーションすることを設計する
かは未解決の課題である。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　前記技術問題を解決するために、本発明はサウンディング参照信号のシグナリングコン
フィグレーションシステム及び方法を提供しており、UEが非周期的にSRSを送信すること
を実現できない従来技術の問題を解決することができる。
【００２３】
本発明はサウンディング参照信号のシグナリングコンフィグレーション方法を提供し、
基地局がユーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号を送信するように通知し、且
つユーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号（SRS）を送信するコンフィグレー
ション情報を送り出すことを含む。
【００２４】
ユーザー端末に、非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィグレーション情
報を送り出すステップは、
前記基地局は物理ダウンリンク共有チャンネル（PDSCH）によって1つ又は複数のユーザー
端末に非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィグレーション情報を送り出
すことを含む。
【００２５】
　前記PDSCHのスケジューリング情報はダウンリンク制御情報フォーマット（format） 1A
又はformat 1Cにベアリングされ、且つサウンディング参照信号-無線ネットワーク臨時識
別子値（SRS-RNTI）を用い、ダウンリンク制御情報フォーマット（format）の巡回冗長検
査（CRC）をスクランブリングし、
　そのうち、制御情報formatはformat 1A又はformat 1Cであり、
　前記SRS-RNTIは共有する無線ネットワーク臨時識別子値（RNTI）又はユーザーに専有す
るRNTIである。
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【００２６】
ユーザーに専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報format 1A又はformat 1CのCR
Cをスクランブリングする時、前記ダウンリンク制御情報フォーマットは共有又は専有探
索空間において送信され、
共有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報format 1A又はformat 1CのCRCをスクラ
ンブリングする時、前記ダウンリンク制御情報フォーマットは共有探索空間において送信
される。
【００２７】
　ユーザーに専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスク
ランブリングする時、前記PDSCHのデーターブロックはこのユーザーに専有するRNTIが対
応するユーザー端末のデーターパッケージを含み、前記データーパッケージは少なくとも
前記ユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィグレーション
情報を含み、
　共有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスクランブリン
グする時、前記PDSCHのデーターブロックは1つ又は複数のユーザー端末のデーターパッケ
ージを含み、各々のユーザー端末のデーターパッケージは少なくともこのユーザー端末の
非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィグレーション情報とこのユーザー
端末に専有するRNTI情報を含む。
【００２８】
　前記方法は
　共有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスクランブリン
グする時、ユーザー端末は対応する探索空間において共有するRNTIを用いてスクランブリ
ングするダウンリンク制御情報フォーマットをブラインド検出し、ダウンリンク制御情報
フォーマットを検出すると、そのベアリングしたスケジューリング情報によって、相応す
る位置でPDSCHを獲得し、前記PDSCHがベアリングした伝送ブロックにはこのユーザー端末
に専有するRNTIを含むと、非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要があると判
断し、相応なコンフィグレーション情報によって、非周期的に送信し、前記PDSCHがベア
リングした伝送ブロックにはこのユーザー端末に専有するRNTIを含まないと、引き続き次
のサブフレームのデーターをブラインド検出し、
　ユーザーに専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスク
ランブリングする時、ユーザー端末は対応する探索空間において、ユーザーに専有するRN
TIを用いてスクランブリングするダウンリンク制御情報フォーマットをブラインド検出し
、ユーザー端末は対応する探索空間において、ユーザーに専有するRNTIを用いてスクラン
ブリングするダウンリンク制御情報フォーマットをブラインド検出すると、非周期的にサ
ウンディング参照信号を送信する必要があると判断し、相応なコンフィグレーション情報
によって、非周期的に送信し、ユーザー端末は対応する探索空間において、ユーザーに専
有するRNTIを用いてスクランブリングするダウンリンク制御情報フォーマットをブライン
ド検出していないと、引き続き次のサブフレームのデーターをブラインド検出することを
更に含まれる。
【００２９】
　前記PDSCHがキャリアする非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィグレ
ーション情報は、循環シフト情報、周波数領域位置、アップリンクコンポーネントキャリ
アインデックス、帯域幅、周波数コムの位置、サウンディング参照信号を送信するモード
指示及び送信回数の一種又は多種を含む。
【００３０】
　前記コンフィグレーション情報にはアップリンクコンポーネントキャリアインデックス
を含まない時、前記ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信するアップ
リンクコンポーネントキャリアは、コンフィグレーション情報をベアリングするPDSCHが
所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリンクコンポーネントキ
ャリア、或は高層シグナリングや他のダウンリンク制御情報フォーマットが指示するアッ
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プリンクコンポーネントキャリアであり、
　前記コンフィグレーション情報には複数のアップリンクコンポーネントキャリアインデ
ックスを含む時、前記ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信するアッ
プリンクコンポーネントキャリアは、コンフィグレーション情報をベアリングするPDSCH
が所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリンクコンポーネント
キャリア、或は複数のアップリンクコンポーネントキャリアインデックスの対応する複数
のアップリンクコンポーネントキャリアであり、つまり複数のアップリンクコンポーネン
トキャリアにおいて、非周期的にサウンディング参照信号を送信する。
【００３１】
　ユーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィグレーション情
報を送り出すステップは、
　前記基地局は、ダウンリンク制御情報によって、ユーザー端末の非周期的にサウンディ
ング参照信号を送信する指示情報をキャリアし、及び高層シグナリングによって、ユーザ
ー端末にN個の非周期的にサウンディング参照信号を送信するためのリソース又は方式を
コンフィグレーションし、そのうち、Nは1～20中の整数であることを含む。
【００３２】
　前記N個のリソース又は方式中の各々のリソース又は方式、
　循環シフト情報、周波数領域位置、ユーザーに専有する帯域幅、周波数コムの位置、SR
S帯域幅コンフィグレーション情報、SRS送信サブフレーム、周期コンフィグレーション情
報及びサウンディング参照信号を送信するモード指示中の一種又は多種を含む。
【００３３】
各々の端末に対し、ユーザー端末は1つのアップリンクコンポーネントキャリアを占用す
る時、ダウンリンク制御情報の中で、kビットで非周期的にサウンディング参照信号を送
信する指示情報を表し、この指示情報はこの端末が相応なアップリンクコンポーネントキ
ャリアで非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要があるかどうか及び前記N個
のリソース又は方式中のどちらを使用して送信するかを指示し、
ユーザー端末が複数のアップリンクコンポーネントキャリアを占用する時、
ダウンリンク制御情報中で、kビットで非周期的にサウンディング参照信号を送信する指
示情報を表し、この指示情報はこの端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信する
必要があるかどうか、及び前記N個のリソース又は方式中のどちらを使用して送信するか
を指示し、各アップリンクコンポーネントキャリアにおいて、非周期的にサウンディング
参照信号を送信する時、いずれも前記kビットの指示情報に応じて、非周期的にサウンデ
ィング参照信号を送信すること（a）と、
各々のアップリンクコンポーネントキャリアに対して、異なる指示情報を用いてそれぞれ
指示し、各々の指示情報はいずれもkビットシグナリングで表し、前記kビットシグナリン
グはこの端末が対応するアップリンクコンポーネントキャリアで非周期的にサウンディン
グ参照信号を送信する必要があるかどうか、及び前記N個のリソース又は方式中のどちら
を使用して送信するかを指示すること（b）の中の何れかによって、各アップリンクコン
ポーネントキャリアで非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報を指示し、
そのうち、kは1～6中の整数である。
【００３４】

【００３５】
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がユーザーに専有するダウ
ンリンク制御情報フォーマット（DCI Format）フィールドにベアリングされ、或は非周期
サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用されるDCI Formatフィールドに
ベアリングされる。
【００３６】
　前記方法は、
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　1つのサブフレーム中のユーザーに専有するDCI Format及び非周期サウンディング参照
信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatの中には同一ユーザー端末の非周期
的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベアリングされる時、前記ユーザー端
末は前記ユーザーに専有するDCI Formatにベアリングされた非周期的にサウンディング参
照信号を送信する指示情報を解析することを含む。
【００３７】
　前記ユーザーに専有するDCI Formatはユーザーに専有するアップリンクスケジューリン
グに用いられるDCI Format及びユーザーに専有するダウンリンク割り当てに用いられるDC
I Formatを含み、
　1つのサブフレームにおけるユーザーに専有するアップリンクスケジューリングに用い
られるDCI Formatとユーザーに専有するダウンリンク割り当てに用いられるDCI Formatの
中には同一ユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベア
リングされる時、前記ユーザー端末はその中の何れかのベアリングされた前記ユーザー端
末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報を解析する。
【００３８】
　1つのサブフレームにおけるユーザーに専有するDCI Format及び非周期サウンディング
参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatの中には同一ユーザー端末の非
周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベアリングされる時、前記ユーザ
ーに専有するDCI Format中にベアリングされた指示情報と非周期サウンディング参照信号
情報をベアリングすることに専用するDCI Format中にベアリングされた指示情報は同じ数
値をコンフィギュレーションする。
【００３９】
　前記非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatは
共有するRNTIや専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットの巡回冗長
検査CRCをスクランブリングする。
【００４０】
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がユーザーに専有するDCI 
Formatフィールド中にベアリングされる時、このユーザーに専有するRNTIを用いてDCI Fo
rmatの巡回冗長検査CRCをスクランブリングし、
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報が非周期サウンディング参
照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatフィールド中にベアリングされる
時、このDCI Formatには複数のユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信
する指示情報を含むと、共有するRNTIを用いてDCI Formatの巡回冗長検査CRCをスクラン
ブリングし、このDCI Formatには1つだけのユーザー端末の非周期的にサウンディング参
照信号を送信する指示情報を含むと、共有するRNTI或専有するRNTIを用いてDCI Formatの
巡回冗長検査CRCをスクランブリングする。
【００４１】
　非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatを用い
、複数のユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報をベアリ
ングする時、前記複数の端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報の
配列順番又は開始位置は高層シグナリングによってコンフィギュレーションされ、且つ各
ユーザー端末に送り出される。
【００４２】
前記アップリンクコンポーネントキャリアは前記共有するRNTIと前記開始位置により確定
され、そのうち、異なるアップリンクコンポーネントキャリアは異なる前記共有するRNTI
又は前記開始位置と対応する。
【００４３】
　前記アップリンクコンポーネントキャリアは前記指示情報をベアリングするDCI format
がスケジューリングするPDSCHが所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応す
るアップリンクコンポーネントキャリア、或は前記指示情報をベアリングするDCI format
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がスケジューリングするPUSCHの所在するアップリンクコンポーネントキャリア、或は前
記指示情報をベアリングするダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリン
クコンポーネントキャリアである。
【００４４】
　ユーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション
情報を送り出すステップは、
　基地局がダウンリンク制御情報を送り出す時、ユーザー端末が非周期的にサウンディン
グ参照信号を送信するかどうか及び非周期的にサウンディング参照信号を送信するモード
を指示し、且つ高層シグナリングによって非周期的にサウンディング参照信号を送信する
ことに必要な他のパラメーターをコンフィギュレーションし且つ送り出す。
【００４５】
1ビットで、ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要があるか
どうかを指示し、
1つのアップリンクサブフレームにおいて非周期的にサウンディング参照信号を送信する
ことに用いられるモードをT個とし、nビットを用い、非周期的にサウンディング参照信号
を送信するモードを指示し、

【００４６】
前記非周期的にサウンディング参照信号を送信するモードは、アップリンクサブフレーム
の最後の1つの直交波周波数分割多重（OFDM）符号で非周期サウンディング参照信号を送
信すること、アップリンクサブフレームの後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期サ
ウンディング参照信号を送信すること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムス
ロットの復調参照信号（DMRS）及び/又はアップリンクサブフレームの第二番目のタイム
スロットのDMRSをプリコーティングしないこと、アップリンクサブフレームの最後の1つ
及び/又は後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信し
、且つその送信帯域幅はこのユーザー端末の物理アップリンク共有チャネル（PUSCH）が
占用する帯域幅と同じで、且つ送信した周波数領域位置もPUSCHの周波数領域位置と同じ
であること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムスロットのDMRSとアップリン
クサブフレームの第二番目のタイムスロットのDMRSにおいて、同時にサウンディング参照
信号を送信し、且つ送信したサウンディング参照信号及びアップリンク復調参照信号に対
して、直交カバーコードを用い、符号分割多重を行うこと中の一種又は多種を含む。
【００４７】
ユーザー端末は第一番目のタイムスロットのDMRS及び/又は第二番目のタイムスロットのD
MRSをプリコーティングしないモードを用いてSRSを送信することを確定する時、ユーザー
端末は相応するタイムスロットのDMRSをプリコーティングしなく、
ユーザー端末は第一番目のタイムスロットのDMRSと第二番目のタイムスロットのDMRSにお
いて、同時にSRSを送信する時、送信するSRS及びアップリンク復調参照信号に対して、直
交カバーコードを用い、符号分割多重を行い、前記直交カバーコードは[+1、+1]或[+1、-
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1]である。
【００４８】
　本発明はサウンディング参照信号のシグナリングコンフィギュレーションに用いられる
基地局を提供し、
　ユーザー端末に非周期サウンディング参照信号を送信するように通知し、及びユーザー
端末に前記サウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報を送り出し、
対応するアップリンクコンポーネントキャリアにおいて前記ユーザー端末に非周期的に参
照信号をサウンディングさせるように設置される。
【００４９】
　前記基地局は、
　物理ダウンリンク共有チャンネル（PDSCH）によって、1つ又は複数のユーザー端末に非
周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報を送り出すよう
にユーザー端末に前記サウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報を
送り出すように設置される。
【００５０】
　前記基地局は、ダウンリンク制御情報によって、ユーザー端末の非周期的にサウンディ
ング参照信号を送信する指示情報をキャリアし、及び高層シグナリングによって、ユーザ
ー端末に、N個の非周期的にサウンディング参照信号を送信するためのリソース又は方式
をコンフィギュレーションするようにユーザー端末に前記サウンディング参照信号のコン
フィギュレーション情報を送り出すように設置され、或は
前記基地局は、ダウンリンク制御情報を送り出す時、ユーザー端末が非周期的にサウンデ
ィング参照信号を送信するかどうか及び非周期的にサウンディング参照信号を送信するモ
ードを指示し、且つ高層シグナリングによって、非周期的にサウンディング参照信号を送
信することに必要な他のパラメーターをコンフィギュレーションするようにユーザー端末
に前記サウンディング参照信号のコンフィギュレーション情報を送り出すように設置され
る。
【００５１】
　本発明はサウンディング参照信号のシグナリングコンフィギュレーションに用いられる
ユーザー端末を提供し、
　基地局が送信した非周期的にサウンディング参照信号を送信する通知を受信し、
基地局からユーザー端末に送り出す非周期サウンディング参照信号を送信するコンフィギ
ュレーション情報を受信し、及び
　対応するアップリンクコンポーネントキャリアにおいて非周期的に参照信号をサウンデ
ィングするように設置される。
【００５２】
前記内容を纏めると、本発明による技術案を用い、端末が非周期的にSRSを送信すること
を実現でき、SRSリソースの利用率を改善し、リソーススケジューリングの柔軟性を向上
させた。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】従来技術による復調参照信号の時間領域位置模式図である。
【図２】PDCCH DCIの多重化過程模式図である。
【図３】従来技術による異なるｎRRCを割り当てるUEがSRSを送信する周波数領域初期位置
模式図である。
【図４】従来技術によるSRSのコム状構造模式図である。
【図５】本発明の第1の実施形態に対応する流れ図である。
【図６】本発明の第2の実施形態に対応する流れ図である。
【図７】本発明の第3の実施形態に対応する流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
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　本発明はサウンディング参照信号のシグナリングコンフィギュレーションシステムを提
供し、基地局及びユーザー端末を含み、
　基地局はユーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号を送信するように通知し、
及びユーザー端末に前記サウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報
を送り出すように設置され、
　ユーザー端末は対応するアップリンクコンポーネントキャリアにおいて非周期的に参照
信号をサウンディングするように設置される。
【００５５】
　基地局は以下の何れかによって、ユーザー端末にサウンディング参照信号を送信するコ
ンフィギュレーション情報を送り出すことができるが、それに限らない：
（A）基地局はPDSCHによって、1つ又は複数のユーザー端末に非周期的にサウンディング
参照信号を送信するコンフィギュレーション情報を送り出す。
【００５６】
　PDSCHのスケジューリング情報はダウンリンク制御情報フォーマットformat 1A又はform
at 1Cによりベアリングされ、且つ参考信号-無線ネットワーク臨時識別子値（SRS-RNTI）
を用い、ダウンリンク制御情報フォーマットformat 1A又はformat 1Cの巡回冗長検査（CR
C）をスクランブリングし、
そのうち、SRS-RNTIは表1に予めに保留しておいたRNTIを用いられ、ダウンリンク制御情
報フォーマット（format）の巡回冗長検査（CRC）をスクランブリングすることに用いら
れる。
【００５７】
前記SRS-RNTIは共有するRNTI又はユーザーに専有するRNTIである。
【００５８】
ユーザーに専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスクラ
ンブリングする時、前記ダウンリンク制御情報フォーマットは共有又は専有探索空間にお
いて送信され、
共有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスクランブリング
する時、前記ダウンリンク制御情報フォーマットは共有探索空間において送信される。
【００５９】
　ユーザーに専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスク
ランブリングする時、前記PDSCHのデーターブロックはこのユーザーに専有するRNTIが対
応するユーザー端末のデーターパッケージを含み、前記データーパッケージは少なくとも
前記ユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーショ
ン情報を含み、
　共有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスクランブリン
グする時、前記PDSCHのデーターブロックは1つ又は複数のユーザー端末のデーターパッケ
ージを含み、各々のユーザー端末のデーターパッケージは少なくともこのユーザー端末の
非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報とこのユーザ
ー端末に専有するRNTI情報を含む。
【００６０】
　共有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスクランブリン
グする時、ユーザー端末は対応する探索空間において共有するRNTIを用いてスクランブリ
ングするダウンリンク制御情報フォーマットをブラインド検出し、ダウンリンク制御情報
フォーマットを検出すると、そのベアリングしたスケジューリング情報によって、相応す
る位置でPDSCHを獲得し、前記PDSCHがベアリングした伝送ブロックにはこのユーザー端末
に専有するRNTIを含むと、非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要があると判
断し、相応なコンフィギュレーション情報によって、非周期的に送信し、でないと、引き
続き次のサブフレームのデーターをブラインド検出し、
　ユーザーに専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットのCRCをスク
ランブリングする時、ユーザー端末は対応する探索空間において、ユーザーに専有するRN
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TIを用いてスクランブリングするダウンリンク制御情報フォーマットをブラインド検出す
ると、非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要があると判断し、相応なコンフ
ィギュレーション情報によって、非周期的に送信し、でないと、引き続き次のサブフレー
ムのデーターをブラインド検出する。
【００６１】
　前記PDSCHがキャリアする非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュ
レーション情報は循環シフト情報、周波数領域位置、アップリンクコンポーネントキャリ
アインデックス、帯域幅、周波数コムの位置、サウンディング参照信号を送信するモード
指示及び送信回数の一種又は多種を含む。
【００６２】
　前記コンフィギュレーション情報にはアップリンクコンポーネントキャリア索を含まな
い時、前記ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信するアップリンクコ
ンポーネントキャリアは、コンフィギュレーション情報をベアリングするPDSCHが所在す
るダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリンクコンポーネントキャリア
、或は高層シグナリングや他のダウンリンク制御情報フォーマットが指示するアップリン
クコンポーネントキャリアであり、
　前記コンフィギュレーション情報には複数のアップリンクコンポーネントキャリアイン
デックスを含む時、前記ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信するア
ップリンクコンポーネントキャリアは、コンフィギュレーション情報をベアリングするPD
SCHが所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリンクコンポーネ
ントキャリア、或は複数のアップリンクコンポーネントキャリアインデックスの対応する
複数のアップリンクコンポーネントキャリアであり、つまり複数のアップリンクコンポー
ネントキャリアにおいて、非周期的にサウンディング参照信号を送信する。
【００６３】
　（B）前記基地局は、ダウンリンク制御情報によって、ユーザー端末の非周期的にサウ
ンディング参照信号を送信する指示情報をキャリアし、及び高層シグナリングによって、
ユーザー端末にN個の非周期的にサウンディング参照信号を送信するためのリソース又は
方式をコンフィギュレーションし、
　そのうち、Nは1～20中の整数である。
【００６４】
　前記N個のリソース又は方式中の各々のリソース又は方式は、循環シフト情報、周波数
領域位置、ユーザーに専有する帯域幅、周波数コムの位置、SRS帯域幅コンフィギュレー
ション情報、SRS送信サブフレーム、周期コンフィギュレーション情報及びサウンディン
グ参照信号を送信するモード指示中の一種又は多種を含む。
【００６５】
各々の端末に対し、ユーザー端末は1つのアップリンクコンポーネントキャリアを占用す
る時、ダウンリンク制御情報の中で、kビットで非周期的にサウンディング参照信号を送
信する指示情報を表し、この指示情報はこの端末が相応なアップリンクコンポーネントキ
ャリアで非周期的にサウンディング参照信号を送信する必要があるかどうか及び前記N個
のリソース又は方式中のどちらを使用して送信するかを指示し、
ユーザー端末は複数のアップリンクコンポーネントキャリアを占用する時、
ダウンリンク制御情報中で、kビットで非周期的にサウンディング参照信号を送信する指
示情報を表し、この指示情報はこの端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信する
必要があるかどうか、及び前記N個のリソース又は方式中のどちらを使用して送信するか
を指示し、各アップリンクコンポーネントキャリアにおいて、非周期的にサウンディング
参照信号を送信する時、いずれも前記kビットの指示情報に応じて、非周期的にサウンデ
ィング参照信号を送信すること（a）と、
各々のアップリンクコンポーネントキャリアに対して、異なる指示情報を用いてそれぞれ
指示し、各々の指示情報はいずれもkビットシグナリングで表し、前記kビットシグナリン
グはこの端末が対応するアップリンクコンポーネントキャリアで非周期的にサウンディン
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グ参照信号を送信する必要があるかどうか、及び前記N個のリソース又は方式中のどちら
を使用して送信するかを指示すること（b）中の何れかによって、各アップリンクコンポ
ーネントキャリアで非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報を指示し、
そのうち、kは1～6中の整数である。
【００６６】

【００６７】
　非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がユーザーに専有するDCI Form
atフィールドにベアリングされ、或は非周期サウンディング参照信号情報をベアリングす
ることに専用されるDCI Formatフィールドにベアリングされる。
【００６８】
　1つのサブフレーム中のユーザーに専有するDCI Format及び非周期サウンディング参照
信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatの中には同一ユーザー端末の非周期
的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベアリングされる時、前記ユーザー端
末は前記ユーザーに専有するDCI Formatにベアリングされた非周期的にサウンディング参
照信号を送信する指示情報を解析する。
【００６９】
　前記ユーザーに専有するDCI Formatはユーザーに専有するアップリンクスケジューリン
グに用いられるDCI Format及びユーザーに専有するダウンリンク割り当てに用いられるDC
I Formatを含み、
　1つのサブフレームにおけるユーザーに専有するアップリンクスケジューリングに用い
られるDCI Formatとユーザーに専有するダウンリンクの割り当てに用いられるDCI Format
の中には同一ユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベ
アリングされる時、前記ユーザー端末はその中の何れかのベアリングされた前記ユーザー
端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報を解析する。
【００７０】
　1つのサブフレームにおけるユーザーに専有するDCI Format及び非周期サウンディング
参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatの中には同一ユーザー端末の非
周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベアリングされる時、前記ユーザ
ーに専有するDCI Format中にベアリングされた指示情報と非周期サウンディング参照信号
情報をベアリングすることに専用するDCI Format中にベアリングされた指示情報は同じ数
値をコンフィギュレーションする。
【００７１】
　前記非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatは
共有するRNTIや専有するRNTIを用いて前記ダウンリンク制御情報フォーマットの巡回冗長
検査CRCをスクランブリングする。
【００７２】
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がユーザーに専有するDCI 
Formatフィールド中にベアリングされる時、このユーザーに専有するRNTIを用いてDCI Fo
rmatの巡回冗長検査CRCをスクランブリングし、
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報が非周期サウンディング参
照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatフィールド中にベアリングされる
時、このDCI Formatには複数のユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信
する指示情報を含むと、ユーザーに共有するRNTIを用いてDCI Formatの巡回冗長検査CRC
をスクランブリングし、このDCI Formatには1つだけのユーザー端末の非周期的にサウン
ディング参照信号を送信する指示情報を含むと、ユーザーに共有するRNTI或専有するRNTI
を用いてDCI Formatの巡回冗長検査CRCをスクランブリングする。
【００７３】
　非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatを用い
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、複数のユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報をベアリ
ングする時、前記複数の端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報の
配列順番や開始位置は高層シグナリングによって、コンフィギュレーションされ、且つ各
ユーザー端末に送り出される。
【００７４】
前記アップリンクコンポーネントキャリアは前記共有するRNTIと前記開始位置により確定
され、そのうち、異なるアップリンクコンポーネントキャリアは異なる前記共有するRNTI
又は前記開始位置と対応する。
【００７５】
前記アップリンクコンポーネントキャリアは前記指示情報をベアリングするDCI formatが
スケジューリングするPDSCHが所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応する
アップリンクコンポーネントキャリア、或は前記指示情報をベアリングするDCI formatが
スケジューリングするPUSCHの所在するアップリンクコンポーネントキャリア、或は前記
指示情報をベアリングするダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリンク
コンポーネントキャリアである。
【００７６】
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【００７７】
以上の方式（A）、（B）及び（C）において、非周期的にサウンディング参照信号を送信
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するモードは、アップリンクサブフレームの最後の1つのOFDM符号で非周期サウンディン
グ参照信号を送信すること、アップリンクサブフレームの後ろから数えて第二番目のOFDM
符号で非周期サウンディング参照信号を送信すること、アップリンクサブフレームの第一
番目のタイムスロットのDMRS及び/又はアップリンクサブフレームの第二番目のタイムス
ロットのDMRSをプリコーティングしないこと、アップリンクサブフレームの最後の1つ及
び/又は後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信し、
且つその送信帯域幅はこのユーザー端末のPUSCHが占用する帯域幅と同じで、且つ送信し
た周波数領域位置もPUSCHの周波数領域位置と同じであること、アップリンクサブフレー
ムの第一番目のタイムスロットのDMRSとアップリンクサブフレームの第二番目のタイムス
ロットのDMRSにおいて、同時にサウンディング参照信号を送信し、且つ送信したサウンデ
ィング参照信号及びアップリンク復調参照信号に対して、直交カバーコードを用い、符号
分割多重を行うことの一種又は多種を含む。
【００７８】
ユーザー端末は第一番目のタイムスロットのDMRS及び/又は第二番目のタイムスロットのD
MRSをプリコーティングしないモードを用いてSRSを送信することを確定する時、ユーザー
端末は相応するタイムスロットのDMRSをプリコーティングしなく、
ユーザー端末は第一番目のタイムスロットのDMRSと第二番目のタイムスロットのDMRSにお
いて、同時にSRSを送信する時、送信するSRS及びアップリンク復調参照信号に対して、直
交カバーコードを用い、符号分割多重を行い、前記直交カバーコードは[+1、+1]或[+1、-
1]である。
【００７９】
　本発明はサウンディング参照信号のシグナリングコンフィギュレーションに用いられる
基地局を提供し、ユーザー端末に非周期サウンディング参照信号を送信するように通知し
、及びユーザー端末に前記サウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情
報を送り出し、
　対応するアップリンクコンポーネントキャリアにおいて前記ユーザー端末に非周期的に
参照信号をサウンディングさせるように設置される。
【００８０】
　前記基地局は
　物理ダウンリンク共有チャンネル（PDSCH）によって、1つ又は複数のユーザー端末に非
周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報を送り出すよう
にユーザー端末に前記サウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報を
送り出すように設置される。
【００８１】
　前記基地局は、ダウンリンク制御情報によって、ユーザー端末の非周期的にサウンディ
ング参照信号を送信する指示情報をキャリアし、及び高層シグナリングによって、ユーザ
ー端末に、N個の非周期的にサウンディング参照信号を送信するためのリソース又は方式
をコンフィギュレーションするように、ユーザー端末に前記サウンディング参照信号を送
信するコンフィギュレーション情報を送り出すように設置される。
【００８２】
　前記基地局は、ダウンリンク制御情報を送り出す時、ユーザー端末が非周期的にサウン
ディング参照信号を送信するかどうか及び非周期的にサウンディング参照信号を送信する
モードを指示し、且つ高層シグナリングによって、非周期的にサウンディング参照信号を
送信することに必要な他のパラメーターをコンフィギュレーションし、且つ送り出すよう
にユーザー端末に前記サウンディング参照信号のコンフィギュレーション情報を送り出す
ように設置される。
【００８３】
　本発明はサウンディング参照信号のシグナリングコンフィギュレーションに用いられる
ユーザー端末を提供し、
　基地局が送信した非周期的にサウンディング参照信号を送信する通知を受信し、
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　基地局からユーザー端末に送り出す非周期サウンディング参照信号を送信するコンフィ
ギュレーション情報を受信し、及び対応するアップリンクコンポーネントキャリアにおい
て非周期的に参照信号をサウンディングするように設置される。
【００８４】
　本発明はサウンディング参照信号のシグナリングコンフィギュレーション方法を提供し
、基地局はユーザー端末に非周期的にサウンディング参照信号を送信するように通知し、
且つユーザー端末に、前記サウンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情
報を送り出す。
【００８５】
以下の複数の実施例によって、詳細に本発明の方案を説明する。
【００８６】
第1の実施形態
図5に示すように、以下のステップを含む。
【００８７】
　ステップ101：基地局はPDSCHによって、1つ又は複数のユーザー端末に非周期的にサウ
ンディング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報を送り出し、
具体的には、PDSCHのスケジューリング情報はダウンリンク制御情報フォーマットformat 
1A又はformat 1Cにベアリングされ、且つSRS-RNTIを用いてダウンリンク制御情報フォー
マットformat 1A又はformat 1Cの巡回冗長検査CRCをスクランブリングする。前記SRS-RNT
Iは共有するRNTI又はユーザーに専有するRNTIである。
【００８８】
　共有するRNTIを用いてCRCをスクランブリングする時、非周期的にサウンディング参照
信号を送信するコンフィギュレーション情報をキャリアするPDSCHのデーターブロックは1
つ又は複数のユーザー端末のデーターパッケージを含み、各々ユーザー端末のデーターパ
ッケージは少なくともこのユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する
コンフィギュレーション情報とこのユーザー端末に専有するRNTI情報を含み、この時、PD
SCHをベアリングしたformat 1A又はformat 1Cは共有探索空間において送信され、
　ユーザーに専有するRNTIを用いてCRCをスクランブリングする時、非周期的にサウンデ
ィング参照信号を送信するコンフィギュレーション情報をキャリアするPDSCHのデーター
ブロックはこのユーザーに専有するRNTIの対応するユーザー端末のデーターパッケージを
含み、このデーターパッケージは少なくともこのユーザー端末の非周期的にサウンディン
グ参照信号を送信するコンフィギュレーション情報を含む。この時、PDSCHをベアリング
したformat 1A又はformat 1Cは共有或専有探索空間において送信される。
【００８９】
　PDSCHにキャリアする非周期的にサウンディング参照信号を送信するコンフィギュレー
ション情報は循環シフト情報、周波数領域位置、帯域幅、アップリンクコンポーネントキ
ャリアインデックス、周波数コムの位置、サウンディング参照信号を送信するモード指示
及び送信回数中の一種又は多種を含む。
【００９０】
非周期的にサウンディング参照信号を送信するモードは、アップリンクサブフレームの最
後の1つOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信すること、アップリンクサブフ
レームの後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信する
こと、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムスロットのDMRS及び/又はアップリ
ンクサブフレームの第二番目のタイムスロットのDMRSをプリコーティングしないこと、ア
ップリンクサブフレームの最後の1つ及び/又は後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周
期サウンディング参照信号を送信し、且つその送信帯域幅はこのユーザー端末のPUSCHが
占用する帯域幅と同じで、且つ送信した周波数領域位置もPUSCHの周波数領域位置と同じ
であること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムスロットのDMRSとアップリン
クサブフレームの第二番目のタイムスロットのDMRSにおいて、同時にSRSを送信し、且つ
送信したSRS及びアップリンク復調参照信号に対して、直交カバーコード（Orthogonal Co
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ver Code）を用い、符号分割多重を行うこと中の一種又は多種を含む。
【００９１】
　ステップ102：ユーザー端末は探索空間において、format 1A又はformat 1Cをブライン
ド検出し、且つベアリングしたスケジューリング情報によって、非周期的にSRSを送信す
る必要があるかどうかを判断し、必要があると、ステップ103を実行し、でないと、ステ
ップ104を実行し、
　具体的には、共有するRNTIを用いてCRCをスクランブリングする時、ユーザー端末は対
応する探索空間において、共有するRNTIを用いてスクランブリングするformat 1A又はfor
mat 1Cをブラインド検出し、format 1A又はformat 1Cを検出した後、ベアリングしたPDSC
Hスケジューリング情報によって、相応する位置でPDSCHを獲得し、PDSCHがベアリングし
た伝送ブロックにおいて、このユーザー端末に専有するRNTI情報を含むかどうかを探し、
このユーザーに設備専有するRNTIを含むと、非周期的にサウンディング参照信号を送信す
る必要があると判断する。
【００９２】
ユーザーに専有するRNTIを用いてCRCをスクランブリングする時、ユーザー端末は対応す
る探索空間において、ユーザーに専有するRNTIを用いてスクランブリングするformat 1A
又はformat 1Cをブラインド検出すると、非周期的にサウンディング参照信号を送信する
必要があると判断する。
【００９３】
　コンフィギュレーション情報には1つのアップリンクコンポーネントキャリアインデッ
クスを含む時、ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信するアップリン
クコンポーネントキャリアはこのアップリンクコンポーネントキャリアインデックスが対
応するアップリンクコンポーネントキャリアであり、コンフィギュレーション情報にはア
ップリンクコンポーネントキャリアインデックスを含まない時、ユーザー端末が非周期的
にサウンディング参照信号を送信するアップリンクコンポーネントキャリアはコンフィギ
ュレーション情報をベアリングしたPDSCHが所在するダウンリンクコンポーネントキャリ
アの対応するアップリンクコンポーネントキャリア、或は高層シグナリングや他のダウン
リンク制御情報フォーマットが指示するアップリンクコンポーネントキャリアであり、コ
ンフィギュレーション情報には複数のアップリンクコンポーネントキャリアインデックス
を含む時、ユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信号を送信するアップリンクコ
ンポーネントキャリアは、コンフィギュレーション情報をベアリングするPDSCHが所在す
るダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリンクコンポーネントキャリア
、或は複数のアップリンクコンポーネントキャリアインデックスの対応する複数のアップ
リンクコンポーネントキャリアであり、つまり、複数のアップリンクコンポーネントキャ
リアにおいて、非周期的にサウンディング参照信号を送信する。
【００９４】
　ステップ103：ユーザー端末は相応するコンフィギュレーション情報によって、非周期
的にSRSを送信し、
　ユーザー端末はコンフィギュレーション情報の指示によって、第一番目のタイムスロッ
トのDMRS及び/又は第二番目のタイムスロットのDMRSをプリコーティングしないモードを
用いてSRSを送信することを確定する時、ユーザー端末は相応するタイムスロットのDMRS
をプリコーティングしなく（この時、この符号位置ですでにSRS送信を行ったことに相当
する）、ユーザー端末はコンフィギュレーション情報の指示によって、第一番目のタイム
スロットのDMRSと第二番目のタイムスロットのDMRSにおいて同時にSRSを送信するモード
を用いるとを確定する時、ユーザー端末は送信するSRS及びアップリンク復調参照信号に
対して、直交カバーコード（Orthogonal Cover Code）を用い、符号分割多重を行い、こ
の直交カバーコードは[+1、+1]或[+1、-1]である。
【００９５】
ステップ104：引き続き次のサブフレームのデーターをブラインド検出する。
【００９６】
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第2の実施形態
図6に示すように、以下のステップを含む。
【００９７】
　ステップ201：基地局はダウンリンク制御情報によって、ユーザー端末の非周期的にサ
ウンディング参照信号を送信する指示情報をキャリアし、及び高層シグナリングによって
、ユーザー端末にN個の非周期的にサウンディング参照信号を送信するためのリソース又
は方式をコンフィギュレーションし、
　具体的には、各々の端末に対して、ユーザー端末は1つのアップリンクコンポーネント
キャリアを占用する時、ダウンリンク制御情報の中で、kビットで非周期的にサウンディ
ング参照信号を送信する指示情報を表し、この指示情報はこの端末が相応なアップリンク
コンポーネントキャリアで非周期的にサウンディング参照信号を送信す必要があるかどう
か、及びN個のリソース（或は方式）中のどちらを使用して送信するかを指示し、
　ユーザー端末が複数(例えばL個)のアップリンクコンポーネントキャリアを占用する時
、以下方式中の何れかを用い、各アップリンクコンポーネントキャリアにおいて非周期的
にSRSを送信するリソース(或は方式)を指示することができるが、それに限らない：
　（a）kビットで非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報を表し、各々の
アップリンクコンポーネントキャリアに対して、いずれもこのkビットの指示によって非
周期的にSRSを送信し、つまりその指示によって、非周期的にサウンディング参照信号を
送信する必要があるかどうか、及び前記N個のリソース（或は方式）中のどちらを使用し
て送信するかを指示する。（b）各々のアップリンクコンポーネントキャリアに対して、
異なる指示情報を用いてそれぞれ指示し、各々の指示情報はいずれもkビットシグナリン
グで表し、つまり、L個のkビットでこのユーザー端末が非周期的にサウンディング参照信
号を送信する指示情報を指示し、例えば、第一番目のkビットは本ユーザー端末が第一番
目のアップリンクコンポーネントキャリアにおいて非周期的にSRSを送信する必要がある
かどうか及びN個のリソース（或は方式）中のどちらを使用して送信するかを指示し、第
二番目のkビットは本ユーザー端末が第二番目のアップリンクコンポーネントキャリアに
おいて非周期的にSRSを送信する必要があるかどうか及びN個のリソース（或は方式）中の
どちらを使用して送信するかを指示し、そのように類推する。
【００９８】

【００９９】
　前記非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報はユーザーに専有するDCI 
Formatフィールドにベアリングされ、或は非周期サウンディング参照信号情報をベアリン
グすることに専用するDCI Formatフィールド中にベアリングされる。
【０１００】
　非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報はユーザーに専有するDCI Form
atフィールド中にベアリングされる時、このユーザーに専有するRNTIを用いてDCI Format
のCRCをスクランブリングし、
　非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報は非周期サウンディング参照信
号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatフィールドにベアリングされる時、こ
のDCI Formatには複数のユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指
示情報を含むと、ユーザーに共有するRNTIを用いてDCI FormatのCRCをスクランブリング
し、このDCI Formatには1つだけのユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を
送信する指示情報を含むと、ユーザーに共有するRNTIや専有するRNTIを用いてDCI Format
の巡回冗長検査CRCをスクランブリングする。
【０１０１】
　非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatを用い
、複数の端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報をベアリングする
時、この複数の端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報の配列順番
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や開始位置は高層シグナリングによって、コンフィギュレーションされ、且つ送り出され
ることができる。
【０１０２】
　基地局は高層シグナリングを送り出し、非周期的にサウンディング参照信号を送信する
N個のリソース（或は方式）を指示し、各々のリソース（或は方式）は循環シフト情報、
周波数領域位置、ユーザーに専有する帯域幅、周波数コムの位置、SRS帯域幅コンフィギ
ュレーション情報、SRS送信サブフレームや周期コンフィギュレーション情報及びサウン
ディング参照信号を送信するモード指示等の一種又は多種を含む。
【０１０３】
非周期的にサウンディング参照信号を送信するモードは、アップリンクサブフレームの最
後の1つOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信すること、アップリンクサブフ
レームの後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信する
こと、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムスロットのDMRS及び/又はアップリ
ンクサブフレームの第二番目のタイムスロットのDMRSをプリコーティングしないこと、ア
ップリンクサブフレームの最後の1つ及び/又は後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周
期サウンディング参照信号を送信し、且つその送信帯域幅はこのユーザー端末のPUSCHが
占用する帯域幅と同じで、且つ送信した周波数領域位置もPUSCHの周波数領域位置と同じ
であること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムスロットのDMRSとアップリン
クサブフレームの第二番目のタイムスロットのDMRSにおいて、同時にSRSを送信し、且つ
送信したSRS及びアップリンク復調参照信号に対して、直交カバーコード（Orthogonal Co
ver Code）を用い、符号分割多重を行うこと中の一種又は多種を含む。
【０１０４】
　ステップ202：ユーザー端末は探索空間においてDCI Formatをブラインド検出し、且つ
ベアリングした非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報によって、非周期
的にSRSを送信する必要があるかどうかを判断し、必要があると、ステップ203を実行し、
でないと、ステップ204を実行し、
　具体的には、ユーザーに専有するDCI Formatフィールドを用い、非周期的にサウンディ
ング参照信号を送信する指示情報をベアリングする時、ユーザー端末は対応な探索空間に
おいて、専有するRNTIを用いてスクランブリングするDCI Formatをブラインド検出し、且
つその中にベアリングされた指示情報判によって、非周期的にSRSを送信する必要がある
かどうか及びN個のリソース（或は方式）中のどちらを使用して送信するかを判断する。
【０１０５】
　非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatを用い
、非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報をベアリングする時、ユーザー
端末は対応する探索空間において、共有するRNTIを用いてスクランブリングするDCI Form
atをブラインド検出し、且つ高層シグナリングによって、DCI Format中の対応な位置の指
示情報を探し、且つこの指示情報によって、非周期的にSRSを送信する必要があるかどう
か及びN個のリソース（或は方式）中のどちらを使用して送信するかを判断する。
【０１０６】
　ステップ203：ユーザー端末は指示情報が指示するリソース（或は方式）に従いって非
周期的にSRSを送信し、
　1つのサブフレーム中のユーザーに専有するDCI Format及び非周期サウンディング参照
信号情報をベアリングすることに専用するDCI Formatの中には同一ユーザー端末の非周期
的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベアリングされる時、ユーザーに専有
するDCI Format中にベアリングされた指示情報と非周期サウンディング参照信号情報をベ
アリングすることに専用するDCI Format中にベアリングされた指示情報は同じ数値をコン
フィギュレーションし、ユーザー端末はユーザーに専有するDCI Format中にベアリングさ
れた非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報を解析し、ユーザーに専有す
るDCI Format中にベアリングされた非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情
報を正確に解析できないと、非周期サウンディング参照信号情報をベアリングすることに
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専用するDCI Format中にベアリングされた非周期的にサウンディング参照信号を送信する
指示情報を解析する。
【０１０７】
　ユーザーに専有するDCI Formatはユーザーに専有するアップリンクスケジューリングに
用いられるDCI Format及びユーザーに専有するダウンリンク割り当てに用いられるDCI Fo
rmatを含み、
　1つのサブフレーム中のユーザーに専有するアップリンクスケジューリングに用いられ
るDCI Formatとユーザーに専有するダウンリンク割り当てに用いられるDCI Formatには同
一ユーザー端末の非周期的にサウンディング参照信号を送信する指示情報がベアリングさ
れる時、ユーザー端末はそのうちの任一の前記ユーザー端末をベアリングした非周期的に
サウンディング参照信号を送信する指示情報を解析する。
【０１０８】
ユーザー端末は複数のアップリンクコンポーネントキャリア（例えばL個）を占用する時
、非周期的にSRSを送信するアップリンクコンポーネントキャリア位置は以下の方法によ
って確定できる。
【０１０９】
方式1：アップリンクコンポーネントキャリアは共有するRNTIと開始位置によって確定さ
れ、そのうち、異なるアップリンクコンポーネントキャリアは異なる前記共有するRNTI又
は前記開始位置に対応する。
【０１１０】
　方式2：アップリンクコンポーネントキャリアは前記指示情報をベアリングしたDCI for
matがスケジューリングするPDSCHが所在するダウンリンクコンポーネントキャリアの対応
するアップリンクコンポーネントキャリア、或は前記指示情報をベアリングしたDCI form
atがスケジューリングするPUSCHが所在するアップリンクコンポーネントキャリア、或は
前記指示情報をベアリングしたダウンリンクコンポーネントキャリアの対応するアップリ
ンクコンポーネントキャリアである。
【０１１１】
　方式3：ダウンリンクコンポーネントキャリアが対応するアップリンクコンポーネント
キャリアはシステム情報ブロックによってコンフィギュレーションされ、例えばSIB 2、
或は高層シグナリングによってコンフィギュレーションされる。
【０１１２】
各アップリンクコンポーネントキャリアでSRSを送信する時に用いられるリソース（或は
方式）はステップ201に記載の方式に従い、指示情報によって確定できる。
【０１１３】
ユーザー端末はダウンリンク制御情報の指示によって、第一番目のタイムスロットのDMRS
及び/又は第二番目のタイムスロットのDMRSをプリコーティングしないモードを用いてSRS
を送信することを確定する時、ユーザー端末は相応するタイムスロットのDMRSをプリコー
ティングしなく（この時、この符号位置ですでにSRS送信を行ったことに相当する）、ユ
ーザー端末はダウンリンク制御情報の指示によって、第一番目のタイムスロットのDMRSと
第二番目のタイムスロットのDMRSにおいて同時にSRSを送信するモードを用いることを確
定する時、ユーザー端末は送信したSRS及びアップリンク復調参照信号に対して、直交カ
バーコード（Orthogonal Cover Code）を用い、符号分割多重を行う。この直交カバーコ
ードは[+1、+1]或[+1、-1]である
ステップ204：引き続き次のサブフレームのデーターブをラインド検出する。
【０１１４】
第3の実施形態
図7に示すように、以下のステップを含む。
【０１１５】
　ステップ301：基地局がダウンリンク制御情報を送り出す時、ユーザー端末が非周期的
にSRSを送信するかどうか及び非周期的にSRSを送信するモードを指示し、且つ高層シグナ
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リングによって、非周期的にSRSを送信することに必要な他のパラメーターをコンフィギ
ュレーションし且つ送り出す。
【０１１６】
具体的には、ダウンリンク制御情報によって、ユーザー端末が非周期的にSRSを送信する
かどうか及び非周期的にSRSを送信するモードを指示する方式は以下の二種類であっても
よいが、それに限らない。
【０１１７】
（1）1ビットでユーザー端末が非周期的にSRSを送信するかどうかを指示し、例えばこの1
ビット値が1（或は0）である時、非周期的にSRSを送信する必要があることを表し、この1
ビット値が0（或は1）である時、非周期的にSRSを送信する必要がないことを表し、
1つのアップリンクサブフレーム中で非周期的にサウンディング参照信号を送信するため
のモードをT個とすると、nビットで非周期的にサウンディング参照信号を送信するモード
を指示する。
【０１１８】
（2）1つのアップリンクサブフレーム中で非周期的にサウンディング参照信号を送信する
ためのモードをT個とすると、mビットでユーザー端末が非周期的にSRSを送信する必要が
あるかどうか及び非周期的にSRSを送信するモードを指示し、
非周期的にサウンディング参照信号を送信するモードは、アップリンクサブフレームの最
後の1つのOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信すること、アップリンクサブ
フレームの後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非周期サウンディング参照信号を送信す
ること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムスロットのDMRS及び/又はアップ
リンクサブフレームの第二番目のタイムスロットのDMRSをプリコーティングしないこと、
アップリンクサブフレームの最後の1つ及び/又は後ろから数えて第二番目のOFDM符号で非
周期サウンディング参照信号を送信し、且つその送信帯域幅はこのユーザー端末のPUSCH
が占用する帯域幅と同じで、且つ送信した周波数領域位置もPUSCHの周波数領域位置と同
じであること、アップリンクサブフレームの第一番目のタイムスロットのDMRSとアップリ
ンクサブフレームの第二番目のタイムスロットのDMRSにおいて、同時にSRSを送信し、且
つ送信したSRS及びアップリンク復調参照信号に対して、直交カバーコード（Orthogonal 
Cover Code）を用い、符号分割多重を行うこと中の一種又は多種を含む。
【０１１９】
　基地局は高層シグナリングによって、循環シフト情報、周波数領域位置、アップリンク
コンポーネントキャリアインデックス、ユーザーに専有する帯域幅、周波数コムの位置、
SRS帯域幅コンフィギュレーション情報、SRS送信サブフレーム及び周期コンフィギュレー
ション情報等の一種又は多種を含む非周期的にSRSを送信する他のパラメーターをコンフ
ィギュレーションし且つ送り出す。
【０１２０】
ステップ302：ユーザー端末はダウンリンク制御情報をブラインド検出し、基地局が送信
したダウンリンク制御情報がこのユーザー端末の制御情報であると検出すると、このユー
ザー端末はダウンリンク制御情報中の指示によって、非周期的にSRSを送信する必要があ
るかどうかを判断し、必要があると、ステップ303を実行し、でないと、ステップ304を実
行し、
ステップ303：ユーザー端末はダウンリンク制御情報の指示によって、非周期的にSRSを送
信するモードを確定し、且つ受信した高層シグナリングによって、他のパラメーターを確
定し、指示されたモードによって、非周期的にSRSを送信し、
ユーザー端末はダウンリンク制御情報の指示によって、第一番目のタイムスロットのDMRS
及び/又は第二番目のタイムスロットのDMRSをプリコーティングしないモードを用いてSRS
を送信することを確定する時、ユーザー端末は相応するタイムスロットのDMRSをプリコー
ティングしなく（この時、この符号位置ですでに SRS送信を行ったことに相当する）、ユ
ーザー端末はダウンリンク制御情報の指示によって、第一番目のタイムスロットのDMRSと
第二番目のタイムスロットのDMRSにおいて同時にSRSを送信するモードを用いることを確
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バーコード（Orthogonal Cover Code）を用い、符号分割多重を行う。この直交カバーコ
ードは[+1、+1]或[+1、-1]である
ステップ304：引き続き次のサブフレームのデーターブをラインド検出する。
【０１２１】
明らかに、当業者がわかるべきなのは、上記の本発明の各モジュール又は各ステップを通
用の計算装置で実現でき、これらは単一の計算装置に集中し、又は複数の計算装置で構成
したネットワークに分布することができ、必要に応じて、これらを計算装置が実行できる
プログラムコードで実現することができ、これによって、これらを記憶装置に記憶して計
算装置により実行し、且つ、ある場合、ここでの順次と異なる順次で示した或は述べたス
テップを実行することができ、又はこれらを各集積回路モジュールにそれぞれ製作し、又
はこれらにおける複数のモジュール又はステップを単一の集積回路モジュールに製作する
ことで実現する。このように、本発明はいずれかの特定のハードウェアとソフトウェアと
の結合に制限されない。
【０１２２】
普通の当業者は、前記方法中の全部或は一部のステップがプログラムで関連ハードウェア
を命令し完成されることができ、前記プログラムがコンピューター可読記憶媒体、例えば
読み出し専用メモリ、磁気ディスク或は光ディスク等に記憶できることを理解できる。必
要に応じて、前記実施例の全部或は一部のステップが1つ或は複数の集積回路で実現でき
る。それに対応して、前記実施形態における各モジュール/ユニットはハードウェアの形
式で実現することができ、ソフトウェア機能モジュールの形式でも実現することができる
。本発明はいずれかの特定の形式のハードウェアとソフトウェアとの結合に制限されない
。
【０１２３】
前記内容は単に本発明の好適な実施例でしかなく、本発明を限定するものではなく、当業
者にとって、本発明は各種の変更や変化が可能であることが自明である。本発明の主旨と
原則内であれば、全ての修正、同等交替、改善などは本発明の保護範囲内に含まれている
。
【０１２４】
産業上の利用可能性
本発明は端末が非周期的にSRSを送信することを実現でき、SRSリソースの利用率を改善で
き、リソーススケジューリングの柔軟性を向上させた。
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