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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムで用いられるユーザ装置であって、
　電力領域で複数ユーザの信号が多重された多重信号から所望信号を取得するために使用
される制御情報の一部を、基地局から受信する受信部と、
　前記制御情報を使用して、前記多重信号から前記所望信号を取得する所望信号取得部と
、を備え、
　前記受信部が、前記制御情報の一部を前記基地局から受信する場合において、前記所望
信号取得部は、前記制御情報のうちの前記基地局から受信しない干渉信号の情報として、
前記所望信号の情報と同じ情報を用いる
　ことを特徴とするユーザ装置。
【請求項２】
　前記受信部は、前記基地局から、セミスタティックシグナリングにより、前記制御情報
のうちの一部についての複数候補を受信し、ダイナミックシグナリングにより、当該複数
候補のうちの特定の候補を指定する情報を受信する
　ことを特徴とする請求項１に記載のユーザ装置。
【請求項３】
　前記受信部が、セミスタティックシグナリングにより、前記制御情報のうちの一部につ
いての複数候補を受信していない場合に、前記所望信号取得部は、前記基地局から受信し
た受信信号が、電力領域で複数ユーザの信号が多重された多重信号ではないと判断して、
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当該受信信号から所望信号を取得する処理を行う
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のユーザ装置。
【請求項４】
　前記受信部は、ＲＲＣシグナリングにより、前記制御情報のうちの他の一部として、前
記多重信号の送信電力に対応する多重信号用電力情報を受信する
　ことを特徴とする請求項１に記載のユーザ装置。
【請求項５】
　前記制御情報は、前記多重信号の送信電力に対応する多重信号用電力情報を含み、前記
所望信号取得部は、前記受信部が前記基地局から受信した複数の電力情報に基づいて、前
記多重信号用電力情報を算出する
　ことを特徴とする請求項１ないし３のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
【請求項６】
　無線通信システムで用いられる基地局であって、
　電力領域で複数ユーザの信号が多重された多重信号から所望信号を取得するために使用
される制御情報の一部を、ユーザ装置に送信する送信部を備え、
　前記送信部が、前記制御情報の一部を前記ユーザ装置に送信する場合において、前記ユ
ーザ装置は、前記制御情報のうちの前記基地局から送信されない干渉信号の情報として、
前記所望信号の情報と同じ情報を用いる
　ことを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同一周波数リソース上に複数ユーザを電力領域で多重して送信する方式が適
用される無線通信システムに関連するものである。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰにおいてＭＵＳＴ（Multi-User Superposition Transmission）の検討が進め
られている（非特許文献１）。また、ＭＵＳＴに含まれる技術の一つとして、非直交多元
接続（ＮＯＭＡ：Non-Orthogonal Multiple Access）が検討されている。ＮＯＭＡは、セ
ル内の複数のユーザ装置ＵＥ（以下、ＵＥ）への信号を基地局ｅＮＢ（以下、ｅＮＢ）側
で同一の周波数リソース上に多重し、同時に送信する多元接続法である。これにより、更
なる周波数利用効率の向上が期待されている。
【０００３】
　ＮＯＭＡを実行するＵＥにおけるユーザ間干渉の低減方法として、シンボルレベルの干
渉キャンセラの適用が検討されている（非特許文献１）。シンボルレベルの干渉キャンセ
ラとして、例えば受信器演算量低減型の最尤判定検出器（Ｒ－ＭＬ：Ｒｅｄｕｃｅｄ　ｃ
ｏｍｐｌｅｘｉｔｙ－ＭＬ）がある。
【０００４】
　また、ＮＯＭＡ送信方法として、ＮＯＭＡ多重後の信号点がＧｒａｙ　ｍａｐｐｉｎｇ
になるように、各ＵＥの送信ビットを同時変調することが検討されている（非特許文献１
に記載されたＭＵＳＴ　ｃａｔｅｇｏｒｙ　２）。Ｇｒａｙ　ｍａｐｐｉｎｇにより、Ｕ
Ｅにおける信号の検出精度を改善できる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP TR 36.859 V13.0.0 (2015-12)
【非特許文献２】3GPP TS 36.213 V13.1.1 (2016-03)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　干渉キャンセラを使用して、ＵＥがＮＯＭＡ多重された所望の信号を適切に検出するた
めには、ＵＥは、同時変調の適用の有無、干渉ユーザ（ＮＯＭＡ多重ペアの他方のユーザ
）の変調方式、干渉ユーザの送信ランク数、多重電力比、総送信電力等の情報を把握する
ことが必要である。しかし、ＵＥがこれらの制御情報を適切に取得するための従来技術は
なかった。
【０００７】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、複数ユーザの信号を電力領域で多重し
て送信する無線通信システムにおいて、ユーザ装置が、受信信号から所望信号を得るため
に使用する制御情報を、適切に取得することを可能とする技術を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施の形態によれば、無線通信システムで用いられるユーザ装置であって、
　電力領域で複数ユーザの信号が多重された多重信号から所望信号を取得するために使用
される制御情報の一部を、基地局から受信する受信部と、
　前記制御情報を使用して、前記多重信号から前記所望信号を取得する所望信号取得部と
、を備え、
　前記受信部が、前記制御情報の一部を前記基地局から受信する場合において、前記所望
信号取得部は、前記制御情報のうちの前記基地局から受信しない干渉信号の情報として、
前記所望信号の情報と同じ情報を用いる
　ことを特徴とするユーザ装置が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施の形態によれば、複数ユーザの信号を電力領域で多重して送信する無線通
信システムにおいて、ユーザ装置が、受信信号から所望信号を得るために使用する制御情
報を、適切に取得することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ＮＯＭＡの基本原理を説明するための図である。
【図２】ＮＯＭＡの基本原理を説明するための図である。
【図３】ＮＯＭＡにおける信号点の例を示す図である。
【図４】ＰＡとＰＢを示す図である。
【図５】ｅＮＢにおける総送信電力について説明するための図である。
【図６】本発明の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【図７】本実施の形態における基本的な動作を説明するための図である。
【図８】ＵＥの受信動作例を説明するためのフローチャートである。
【図９】実施例１におけるパラメータ通知方法を説明するための図である。
【図１０】実施例２におけるパラメータ通知方法を説明するための図である。
【図１１】実施例３におけるパラメータ通知方法を説明するための図である。
【図１２】実施例３において、同時変調後の信号点が等間隔となるようなパワー比の例を
示す図である。
【図１３】実施例４におけるパラメータ通知方法を説明するための図である。
【図１４】実施例５におけるパラメータ通知方法を説明するための図である。
【図１５】実施例６におけるパラメータ通知方法を説明するための図である。
【図１６】実施例６におけるテーブルの例を示す図である。
【図１７】ｅＮＢとＵＥの機能構成を示すブロック図である。
【図１８】ｅＮＢのＨＷ構成図である。
【図１９】ＵＥのＨＷ構成図である。
【図２０】ｅＮＢとＵＥの機能構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。以下で説明する実施の形態は一
例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではな
い。例えば、本実施の形態に係る無線通信システムはＬＴＥに準拠した方式のシステムを
想定しているが、本発明はＬＴＥに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能であ
る。また、本明細書及び特許請求の範囲において、「ＬＴＥ」は、３ＧＰＰのＲｅｌ－８
～１４もしくはそれ以降に対応する通信方式（５Ｇを含む）を含み得る広い意味で使用す
る。
【００１２】
　以下では、同一周波数リソース上に複数ユーザを電力領域で多重して送信する方式の例
として、ＮＯＭＡを使用するが、本発明はＮＯＭＡに限らずに適用可能である。また、本
実施の形態では、ＮＯＭＡ多重の対象とする信号をデータ信号（本実施の形態では、ＬＴ
ＥでのＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）の信号）とするが、本発明はデ
ータ信号に限らず、他の信号にも適用可能である。
【００１３】
　（ＮＯＭＡについて）
　上記のように、本実施の形態では、ＮＯＭＡを用いるので、まずは、図１、図２を参照
してＮＯＭＡの下りリンクでの基本原理を説明する。図１には、ｅＮＢに近いＵＥ２（Ｎ
ｅａｒ　ＵＥ、もしくは、Ｃｅｎｔｅｒ　ＵＥ）と、セル端付近のＵＥ１（Ｆａｒ　ＵＥ
、もしくは、ｅｄｇｅ　ＵＥ）が示されている。
【００１４】
　ｅＮＢは、ＵＥ１とＵＥ２をペアとして選択し、図２（ａ）に示すように、同じ周波数
リソースを使用してＵＥ１の信号とＵＥ２の信号を多重して同時に送信する。このとき、
セル端のＵＥ１に対して大きな電力を割り当て、セル中央付近のＵＥ２に対して小さい電
力を割り当てる。なお、２つのＵＥをペアとして多重することは例であり、３つ以上のＵ
Ｅを多重してもよい。
【００１５】
　セル中央付近のＵＥ２には、ＵＥ１宛ての信号とＵＥ２宛ての信号が多重されて届くが
、図２（ｂ）に示すように、ＵＥ１の信号を干渉除去処理によって取り除くことで、ＵＥ
２の信号を復号できる。一方、セル端のＵＥ１に関し、ＵＥ１に対して干渉となるＵＥ２
の信号には小さい電力が割り当てられているので、図２（ｃ）に示すように、ＵＥ２の信
号は非常に弱くなる。よって、ＵＥ１は、干渉除去処理を行うことなく、直接に自分宛て
の信号を復号できる。上記のように、ＮＯＭＡでは、電力領域での多重を行うが、電力領
域での多重を行う技術はＮＯＭＡに限られない。
【００１６】
　また、ＬＴＥシステムで導入されているＭＩＭＯとＮＯＭＡを組み合わせることもでき
、これにより、システム性能をより向上させることができる。ＬＴＥで規定された下りの
ＭＩＭＯでは、受信ＳＩＮＲを向上させるために、プリコーディング（位相と振幅の調整
）が用いられ、プリコードされた信号が各アンテナに適用される。
【００１７】
　前述したように、ＮＯＭＡ多重後の信号点がＧｒａｙ　ｍａｐｐｉｎｇになるように、
各ＵＥの送信ビットを同時変調することが検討されている。図３（ａ）、（ｂ）は、各ユ
ーザの変調方式がＱＰＳＫである場合におけるＮＯＭＡ多重後の信号点を示す図である。
図３（ａ）は同時変調が適用されていない例を示し、図３（ｂ）はＧｒａｙ　ｍａｐｐｉ
ｎｇになるように同時変調が適用される例を示す。本実施の形態における同時変調とは、
Ｇｒａｙ　ｍａｐｐｉｎｇになるように、複数ユーザの情報ビット（２ユーザかつＱＰＳ
Ｋの場合、４ビット）をまとめて信号点にマッピングして変調を行うことである。
【００１８】
　（ＮＯＭＡの信号モデル例）
　ＮＯＭＡの信号モデルの一例を以下に示す。まず、各数式における記号の意味は下記の
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【００１９】
　y: Received signal（受信信号）
　H: Channel matrix（チャネル行列）
　wi: Precoder matrix for stream i（プリコーダ行列）
　gi : H x wi (equivalent channel)（等価チャネル）
　p: Power factor for NOMA（電力比）
　s: Trans. Symbol for cell center UE（center UEの送信信号）
　i:  Trans. Symbol for cell edge UE（cell edge UEの送信信号）
　n: Noise vector（ノイズ）
　下記の式は、ｃｅｎｔｅｒ　ＵＥ、ｅｄｇｅ　ＵＥともにランク数が１である場合の受
信信号を示す。
【００２０】
【数１】

　下記の式は、ｃｅｎｔｅｒ　ＵＥのランク数が２であり、ｅｄｇｅ　ＵＥのランク数が
１である場合の受信信号を示す。
【００２１】
【数２】

　下記の式は、ｃｅｎｔｅｒ　ＵＥ、ｅｄｇｅ　ＵＥともにランク数が２である場合の受
信信号を示す。
【００２２】
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【数３】

　（ＮＯＭＡにおけるｅＮＢの送信電力について）
　前述したように、本実施の形態においてＮＯＭＡ多重を行うチャネルは、データ信号を
運ぶＰＤＳＣＨである。ここで、ＰＤＳＣＨの送信電力はパラメータＰＡとＰＢによって
制御される（非特許文献２）。図４に示すとおり、ＰＡは、参照信号と、参照信号のない
シンボルにおけるＰＤＳＣＨとの間の電力差（パワーオフセット）である。ＰＢは、参照
信号のあるシンボルにおけるＰＤＳＣＨと、参照信号のないシンボルにおけるＰＤＳＣＨ
との間の電力差（パワーオフセット）である。ＵＥは、ＰＡとＰＢを把握できればＰＤＳ
ＣＨの送信電力を把握できる。ここで、ＰＢはセル固有であり、ＳＩＢ２により報知され
る。一方、ＰＡはＵＥ固有であり、ＵＥ個別に上位レイヤシグナリングにより通知される
。つまり、通常、ＰＡは所望信号の送信電力に対応する電力情報といえる。
【００２３】
　上記のように、ＰＡはＵＥ固有のため、同一セル内で複数のＰＡを適用するような運用
形態においてＮＯＭＡ多重されるＵＥ間でＰＡ値が異なることが想定される。
【００２４】
　ここで、ＵＥがＮＯＭＡ多重後のＰＤＳＣＨの信号を適切に検出するために必要となる
制御情報として、下記の情報がある。
【００２５】
　・同時変調の適用の有無
　・干渉ユーザの変調方式
　・レイヤ毎の干渉有無情報（もしくは干渉ユーザの送信ランク数）
　・Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ　（ＴＭ）
　・ＮＯＭＡ多重電力比（図５（ｂ）のｍ）
　・ＮＯＭＡ多重後の総送信電力（図５（ａ）のＰＡ値）
　上記の総送信電力に関しては、ＰＡが異なるＵＥ同士をＮＯＭＡ多重する場合には、ｅ
ＮＢにおける総送信電力の選択方法は一意ではない。この場合の問題を図５（ａ）、（ｂ
）を参照して説明する。
【００２６】
　図５（ａ）は、ＯＭＡ（Orthogonal Multiple Access）適用時において、ｎｅａｒ　Ｕ
Ｅとｆａｒ　ＵＥで、想定されるＰＡの違いによるＰＤＳＣＨの送信電力の違いを示して
いる。図５（ｂ）は、当該ｎｅａｒ　ＵＥとｆａｒ　ＵＥに対してＮＯＭＡを適用したと
きのＰＤＳＣＨの送信電力を示している。
【００２７】
　図５（ｂ）における左側の図は、ｎｅａｒ　ＵＥのＰＡを用いる場合を示し、図５（ｂ
）における右側の図は、ｆａｒ　ＵＥのＰＡを用いる場合を示している。ｎｅａｒ　ＵＥ
のＰＡを用いる場合、Ｆａｒ　ＵＥへＰＡ＃１がシグナリングされない場合、Ｆａｒ　Ｕ
Ｅの信号検出精度が特に高次変調（１６ＱＡＭなど）の場合に劣化する可能性がある。一
方、Ｎｅａｒ　ＵＥへＰＡ＃２がシグナリングされない場合、Ｎｅａｒ　ＵＥの信号検出
精度が同様に高次変調（１６ＱＡＭなど）の場合に劣化する可能性がある。
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【００２８】
　本実施の形態では、上記のような問題を考慮して、ＵＥがＮＯＭＡ多重後のＰＤＳＣＨ
信号を適切に検出するために使用される制御情報を、ＵＥが適切に取得することを可能と
する技術を提供している。なお、当該制御情報は、当該ＵＥに対してＮＯＭＡ多重される
他のＵＥを干渉元（干渉ＵＥ）と見たときの、干渉を除去するために使用される情報であ
るので、当該情報を干渉情報と呼ぶこともできる。以下、当該技術を詳細に説明する。
【００２９】
　　（システム構成、基本動作）
　図６に、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成図を示す。図６に示すよ
うに、本実施の形態の無線通信システムは、基地局ｅＮＢ（以下、ｅＮＢ）と、ｅＮＢに
近いユーザ装置ＵＥ２（以下、ＵＥ２）とセル端のユーザ装置ＵＥ１（以下、ＵＥ１）を
含む。ｅＮＢ及び各ＵＥは、少なくともＬＴＥの機能を有するとともに、ＭＩＭＯを適用
したＮＯＭＡ（非直交多元接続）を行う機能を有する。
【００３０】
　前述したように、ＮＯＭＡは、セル内の複数のＵＥへの信号をｅＮＢ側で同一のリソー
ス上に多重し、同時に送信する多元接続法であり、電力領域でユーザの信号の多重を行う
。電力領域で多重されたユーザの信号の分離は、ペアとなるユーザ間の電力配分とＵＥに
おける干渉除去機能の適用によって実現される。なお、電力領域で多重を行う技術はＮＯ
ＭＡに限られるわけではない。
【００３１】
　ｅＮＢのセル内には多数のＵＥが存在するが、図６は、その内、ｅＮＢにより、電力領
域での多重の対象として選択されたペアの２つのＵＥ（ＵＥ１、ＵＥ２）を示すものであ
る。つまり、ｅＮＢは、各ＵＥからＣＱＩを受信し、受信した各ＵＥのＣＱＩに基づいて
、ペアの選択を行った結果、ＵＥ１とＵＥ２が選択されたことを示す。ペアの選択の際に
電力比も決定される。
【００３２】
　本実施の形態における無線通信システムでは、基本的に図７に示す動作が行われる。す
なわち、ｅＮＢがＵＥに対して干渉情報を通知する（ステップＳ１０１）。ＵＥは、当該
干渉情報を用いて、ＮＯＭＡ多重された受信信号から所望のデータ信号（ＰＤＳＣＨの信
号）を取得する（ステップＳ１０２）。
【００３３】
　既に説明したとおり、本実施の形態における干渉情報は以下の情報を有する。
【００３４】
　・同時変調の適用の有無
　・干渉ユーザの変調方式
　・干渉ユーザの送信ランク数（もしくはレイヤ毎の干渉有無情報）
　・Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ（ＴＭ）
　・ＮＯＭＡ多重電力比
　・ＮＯＭＡ多重後の総送信電力
　ただし、干渉情報として上記の情報を全てｅＮＢからＵＥへ通知することは必須ではな
い。ｅＮＢからＵＥへ通知しない情報については、ＵＥは予め規定された固定値を用いる
こととしてもよいし、自身（当該ＵＥ）の情報と同一であると仮定して、自身の情報を使
用することとしてもよい。また、Ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎにより推定できる場合
は、推定を行ってもよい。
【００３５】
　ｅＮＢからＵＥへ通知する情報についての通知方法としては、ＲＲＣメッセージによる
ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ、ＤＣＩによるＤｙｎａｍｉｃ　ｓｉｇｎ
ａｌｉｎｇのいずれか又は両方を用いることができる。また、ｅＮＢがＵＥに対して干渉
情報の候補をＲＲＣで事前通知し、ＵＥはｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎにより情報を
特定することもできる。また、ｅＮＢがＵＥに対して干渉情報の候補をＲＲＣで事前通知
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し、ＵＥはｄｙｎａｍｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇにより情報を特定することもできる。
【００３６】
　まとめると、本実施の形態では、上述した干渉情報におけるそれぞれについて、以下の
ような通知方法（ＵＥにとっての取得方法）のバリエーションがある。
【００３７】
　・予め規定された固定値を用いる；
　・自身の情報と同一であると仮定する（干渉と所望信号の情報が同じと仮定）；
　・ＲＲＣによるｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ；
　・ＤＣＩによるＤｙｎａｍｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ；
　・Ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ；
　・ＲＲＣで候補を事前通知し、ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎにより特定する；
　・ＲＲＣで候補を事前通知し、ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇにより特定する。
【００３８】
　本実施の形態では、上記通知方法のいずれか１つ、又はいずれか複数を用いて、上述し
た干渉情報を通知する。通知方法の具体的な実施例は後述する。
【００３９】
　（干渉情報を用いたＵＥのデータ信号取得動作）
　図８のフローチャートを参照して、ＵＥが、上述した干渉情報を使用して、ＮＯＭＡ多
重された信号から、所望の（自身の）データ信号を取得する動作例を説明する。本例は、
ＵＥが、受信器演算量低減型の最尤判定検出器（Ｒ－ＭＬ）を適用する場合の動作例であ
る。また、以下の例では、ＵＥは、既に干渉情報を取得済みで保持しているとしてもよい
し、ステップＳ２０２のＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）により干渉情報を取得するとしてもよい。
【００４０】
　ＵＥは、ｅＮＢからの受信信号に基づいてチャネル推定を行い（ステップＳ２０１）、
ＰＤＣＣＨを復調する（ステップＳ２０２）。ステップＳ２０３において、レイヤ毎（レ
イヤが１つの場合を含む）の干渉有無情報に基づき、データ信号（ＰＤＳＣＨ）がＮＯＭ
Ａ多重されているか否かを判断し、Ｎｏ（いずれのレイヤも干渉なし、つまりＮＯＭＡ多
重なし）であればステップＳ２０４に進み、Ｙｅｓ（いずれかのレイヤで干渉あり、つま
りＮＯＭＡ多重あり）であればステップＳ２０６に進む。
【００４１】
　ステップＳ２０４のＮＯＭＡ多重なし（シングルユーザ）の場合、ＵＥは、ＰＤＳＣＨ
のチャネル等化／空間分離を行って、通常信号点に対する尤度計算を行って受信信号を推
定する（ステップＳ２０５）。
【００４２】
　ステップＳ２０６のＮＯＭＡ多重あり（マルチユーザ）の場合、ＵＥは、干渉信号の変
調方式、レイヤ毎の干渉有無、干渉信号のＴＭを用いて、ＰＤＳＣＨのチャネル等化／空
間分離を行う。
【００４３】
　ステップＳ２０７では、ＵＥは、同時変調の有無情報に基づいて、同時変調されている
か否かを判断し、Ｙｅｓ（同時変調あり）であればステップＳ２０８に進み、Ｎｏ（同時
変調なし）であればステップＳ２０９に進む。
【００４４】
　ステップＳ２０８では、ＵＥは、多重電力比及び総送信電力を用いて、Ｇｒａｙ　ｍａ
ｐｐｉｎｇの同時信号点に対する尤度計算を行って受信信号を推定する。ステップＳ２０
９では、ＵＥは、多重電力比及び総送信電力を用いて、非Ｇｒａｙ　ｍａｐｐｉｎｇの同
時信号点に対する尤度計算を行って受信信号を推定する。
【００４５】
　次に、ターボ復号処理を行い（ステップＳ２１０）、誤り検出（ＣＲＣ）を行い（ステ
ップＳ２１１）、所望の受信データ系列を取得する。
【００４６】
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　以下、干渉情報（パラメータ）の通知方法の実施例１～６を説明する。
【００４７】
　（実施例１）
　まず、実施例１を説明する。図９は、実施例１におけるパラメータの通知方法、及び、
通知方法に対応するＵＥ側の動作例をまとめたものである。
【００４８】
　実施例１では、同時変調の適用の有無の情報について、ＵＥは、予め規定された固定値
を用いる。例えば、ＵＥは、必ずＮＯＭＡ多重において同時変調がなされていると想定す
る。また、干渉ユーザの変調方式についても、予め規定された固定値を用いる。例えば、
ＵＥは干渉ユーザの変調方式をＱＰＳＫのみと想定する。
【００４９】
　レイヤ毎の干渉有無情報については、ＵＥは、Ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎにより
、受信信号から推定する。なお、レイヤ毎の干渉有無情報は、例えば、当該ＵＥのＰＤＳ
ＣＨ受信のレイヤ（ストリーム）としてレイヤ１とレイヤ２があるとした場合、レイヤ１
について干渉があるかどうか、レイヤ２について干渉があるかどうかという情報である。
「干渉がある」とは、他のＵＥのデータ信号がＮＯＭＡにより多重されている、という意
味である。干渉有無の推定については、例えば、ＱＰＳＫの場合において、受信信号の信
号点が、図３に示す信号点に近いものであれば、干渉有と推定でき、近くなければ（通常
信号点に近ければ）干渉無と推定できる。
【００５０】
　干渉ユーザのＴｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ（ＴＭ）については、自身の情報と
同一であると仮定する。例えば、ＵＥは自身の受信信号のＴＭがＴＭ４であるとすると、
干渉ユーザのＴＭもＴＭ４であると推定する。
【００５１】
　ＮＯＭＡ多重電力比については、ｅＮＢからＵＥにＲＲＣで候補を事前通知し、ＵＥは
ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇにより多重電力比を特定する。一例として、ｅＮＢ
は多重電力比候補｛０．１，０．２，０．３，０．４｝をＲＲＣシグナリングで通知し、
ＤＣＩで、候補のうちの特定のものを示すｉｎｄｅｘを２ｂｉｔで通知する。なお、ここ
での多重電力比は、自ＵＥへ多重電力比であってもよいし、多重される他ＵＥの多重電力
比であってもよい。どちらにするかは予め決めておけばよい。
【００５２】
　また、ＮＯＭＡ多重後の総送信電力については、ｅＮＢからＵＥにＲＲＣで候補を事前
通知し、ＵＥはｄｙｎａｍｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇにより特定する。例えば、ｅＮＢは
ＵＥに候補として｛－３ｄＢ，０ｄＢ｝をＲＲＣで通知し、ＤＣＩで、候補のうちの特定
のものを示すｉｎｄｅｘを１ｂｉｔで通知する。この｛－３ｄＢ，０ｄＢ｝は、ｅＮＢが
セル内で使用しているＰＡを候補として通知する例を示している。なお、総送信電力の情
報として通知する値は、このようにＰＡであってもよいし、ＰＤＳＣＨの送信電力そのも
のであってもよい。図９のＡで示している事項に関して、実施例１では、ＵＥは、例えば
以下の動作を行う。
【００５３】
　すなわち、候補がＲＲＣシグナリングで通知されていない場合、ＵＥは、ＤＣＩに本ビ
ット（２＋１＝３ｂｉｔ）が無いものとしてＰＤＣＣＨを復号する。候補がＲＲＣシグナ
リングで通知されている場合は、ＵＥは、ＤＣＩに本ビット（２＋１＝３ｂｉｔ）が追加
されているとしてＰＤＣＣＨを復号する。例えば、上記ビットの付加が無い場合のＤＣＩ
をＸビットであるとすると、上記３ビットが追加されたＤＣＩは（Ｘ＋３）ビットとなり
、ＵＥは、ＤＣＩが（Ｘ＋３）ビットであるものとして、復号処理を行う。
【００５４】
　（実施例２）
　次に、実施例２を説明する。図１０は、実施例２におけるパラメータの通知方法、及び
、通知方法に対応するＵＥ側の動作例をまとめたものである。実施例２では、ＮＯＭＡ多
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重電力比についての通知方法の例が実施例１と異なる。この点以外は実施例２と同じであ
る。
【００５５】
　ＮＯＭＡ多重電力比の通知方法に関して、実施例２では、ｅＮＢはＵＥに対して、レイ
ヤ毎の候補｛｛０．１，０．２｝，｛０．２，０．３｝｝をＲＲＣシグナリングで通知し
、ＤＣＩで特定の値を指示するｉｎｄｅｘを２ｂｉｔで通知する。
【００５６】
　（実施例３）
　次に、実施例３を説明する。図１１は、実施例３におけるパラメータの通知方法、及び
、通知方法に対応するＵＥ側の動作例をまとめたものである。
【００５７】
　実施例３において、同時変調の適用の有無については、ｅＮＢはＲＲＣによるｓｅｍｉ
－ｓｔａｔｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇでＵＥに通知する。そして、ＵＥは通知された情報
に基づき同時変調の適用の有無を判断する。
【００５８】
　干渉ユーザの変調方式に関しては、ＵＥは、Ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎにより受
信信号から推定する。推定方法としては例えば、取り得る変調方式を仮定して受信を行っ
て、最も確からしい変調方式を干渉ユーザの変調方式であると推定する方法がある。
【００５９】
　レイヤ毎の干渉有無情報については、ｅＮＢはＵＥに対してＤＣＩによるＤｙｎａｍｉ
ｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇにより通知する。例えば、ｅＮＢは、レイヤ毎に１ｂｉｔ（計２
ｂｉｔ）で通知する。
【００６０】
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ（ＴＭ）については、ｅＮＢはＵＥに対し、ＲＲ
Ｃシグナリングで候補を事前通知し、ＵＥは、ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎにより、
干渉ユーザのＴＭを特定する。例えば、ｅＮＢは候補として｛ＴＭ４，ＴＭ９｝をＵＥに
ＲＲＣシグナリングで通知し、ＵＥはこれらのうちのいずれかを受信信号から推定する。
推定方法としては例えば、候補の中の各ＴＭを仮定して受信を行って、最も確からしいＴ
Ｍを干渉信号のＴＭであると推定する方法がある。
【００６１】
　ＮＯＭＡ多重電力比については、予め規定された固定値を用いる。一例として、ＵＥは
自身の変調方式から最適なパワー比を計算する。
【００６２】
　また、ＮＯＭＡ多重後の総送信電力については、自身の情報と同一であると仮定する。
例えば、ＵＥは、干渉ＵＥのＰＡが自身のＰＡ（ＮＯＭＡ用としてではなく、ＵＥに個別
に通知されているＰＡ）と同じであると想定する。なお、ＮＯＭＡ多重後の総送信電力に
ついて、ＵＥは、実施例１、２で説明したＲＲＣシグナリングによる通知を受けた場合は
実施例１，２の動作を行い、通知を受ない場合は、実施例３の動作を行うこととしてもよ
い。
【００６３】
　図１１のＣで示す事項に関して、例えばＵＥは以下の動作を実行することとしてもよい
。
【００６４】
　すなわち、ＴＭの候補がｅＮＢからＲＲＣシグナリングで通知されていない場合、ＵＥ
は、ＤＣＩに追加ビット（２ｂｉｔ）が無いものとしてＰＤＣＣＨを復号する。また、こ
の場合、ＵＥは、ＮＯＭＡ多重が行われていないという前提でＰＤＳＣＨを復号する。
【００６５】
　ＴＭの候補がｅＮＢからＲＲＣシグナリングで通知されている場合、ＵＥは、ＤＣＩに
本ビット（２ｂｉｔ）が追加されているものとしてＰＤＣＣＨを復号する。そして、ＵＥ
は、当該ビットが１のレイヤはＮＯＭＡ多重がなされているものとしてＰＤＳＣＨを復号
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する。また、当該ビットが０のレイヤはＮＯＭＡ多重がなされていないものとしてＰＤＳ
ＣＨを復号する。なお、上記のビット１／０の意味は例である。１と０の意味が逆であっ
てもよい。
【００６６】
　また、図１１のＤで示す事項に関して、具体例として、ＵＥは、自身の変調方式に対し
てＱＰＳＫ信号が多重されている前提で最適なパワー比を計算する。ここで、同時変調後
の信号点（例：図３（ｂ））が等間隔となるようなパワー比は一意となるので、ＵＥは、
最適なパワー比として同時変調後の信号点が等間隔となるようなパワー比を計算する。
【００６７】
　また、図１２に示すように、Ｆａｒ　ＵＥとＮｅａｒ　ＵＥについてのレイヤの組み合
わせ毎に最適なパワー比をテーブルとしてＵＥに格納しておき、ＵＥは当該テーブルから
値を読み取ることでパワー比を取得してもよい。なお、ＵＥは、例えば、ｅＮＢから自身
にシグナリングされるパワー比が０．５以下であれば、自身はＮｅａｒ　ＵＥであり、パ
ワー比が０．５より大きければ、自身はＦａｒ　ＵＥである、といった判断を行うことが
できる。
【００６８】
　なお、図１２において、Ｒａｎｋ‐１／１は、Ｆａｒ　ＵＥとＮｅａｒ　ＵＥともにラ
ンク数が１であることを示し、Ｒａｎｋ‐２／２は、Ｆａｒ　ＵＥとＮｅａｒ　ＵＥとも
にランク数が２であることを示す。Ｒａｎｋ‐１／２は、Ｆａｒ　ＵＥのランク数が１で
あり、Ｎｅａｒ　ＵＥのランク数が２であることを示す。また、図１２の例は、同一ＵＥ
のレイヤ間ではパワー比が同一である場合の例を示す。
【００６９】
　（実施例４）
　次に、実施例４を説明する。図１３は、実施例４におけるパラメータの通知方法、及び
、通知方法に対応するＵＥ側の動作例をまとめたものである。
【００７０】
　実施例４において、同時変調の適用の有無、干渉ユーザの変調方式、及びＴｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅについては実施例１、２と同じである。また、ＮＯＭＡ多重電力
比については、実施例３と同じである。
【００７１】
　実施例４において、レイヤ毎の干渉有無情報については、ｅＮＢはＵＥに対しＤＣＩに
よるＤｙｎａｍｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇで通知を行う。例えば、ｅＮＢはＤＣＩを用い
て１ｂｉｔ又は２ｂｉｔでレイヤ毎の干渉有無情報を通知する。
【００７２】
　ＮＯＭＡ多重後の総送信電力に関しては、ｅＮＢはＲＲＣシグナリングでＵＥに通知す
る。ＵＥは、ＮＯＭＡ用にＲＲＣシグナリングで通知されたＰＡを使用する。
【００７３】
　図１３に示すＥとＦの事項について、より詳細には、例えば、ＵＥは以下で説明する動
作を行う。
【００７４】
　すなわち、ＮＯＭＡ用のＰＡがＲＲＣシグナリングで通知されていない場合、ＵＥは、
ＤＣＩに追加ビット（１ｂｉｔ又は２ｂｉｔ）が無いものとしてＰＤＣＣＨを復号する。
そして、ＵＥは、ＮＯＭＡ多重が行われていない前提でＰＤＳＣＨを復号する。
【００７５】
　また、ＮＯＭＡ用のＰＡがＲＲＣシグナリングで通知されている場合、ＵＥは、自身の
ＴＭがＴＭ２もしくはＴＭ３の場合にＤＣＩに１ｂｉｔが追加されているとしてＰＤＣＣ
Ｈを復号する。これは、ＴＭ２、ＴＭ３では、ＵＥ間でレイヤ数が異なる場合に、ＮＯＭ
Ａ多重を行うことができないことによる動作である。すなわち、ＮＯＭＡ用のＰＡがＲＲ
Ｃシグナリングで通知されているということは、ＮＯＭＡ多重されていると推定でき、そ
の場合、自身のレイヤ数と干渉ＵＥのレイヤ数は同じであると推定できる。
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【００７６】
　ＵＥは、上記ビットが１ならば全レイヤがＮＯＭＡ多重されているものとしてＰＤＳＣ
Ｈを復号する。また、ＵＥは、上記ビットが０ならば全レイヤがＮＯＭＡ多重されていな
いものとしてＰＤＳＣＨを復号する。
【００７７】
　自身のＴＭがＴＭ２もしくはＴＭ３以外の場合、ＵＥはＤＣＩに２ｂｉｔ（ｌａｙｅｒ
毎）が追加されているとしてＰＤＣＣＨを復号する。この場合、ＵＥは、当該ビットが１
のｌａｙｅｒはＮＯＭＡ多重されているものとしてＰＤＳＣＨを復号する。また、当該ビ
ットが０のｌａｙｅｒはＮＯＭＡ多重されていないものとしてＰＤＳＣＨを復号する。
【００７８】
　なお、上記のビット１／０の意味は例である。１と０の意味が逆であってもよい。
【００７９】
　（実施例５）
　次に、実施例５を説明する。図１４は、実施例５におけるパラメータの通知方法、及び
、通知方法に対応するＵＥ側の動作例をまとめたものである。実施例５は基本的に実施例
４と同じである。実施例５では、ＮＯＭＡ多重後の総送信電力の通知方法におけるＵＥ側
の動作例が実施例４と異なる。この点以外は実施例４と同じである。
【００８０】
　実施例５では、ＮＯＭＡ多重後の総送信電力の通知方法に関し、ＵＥは複数のＰＡ値を
ｅＮＢから受け取り、これら複数のＰＡ値から一つのＰＡ値を算出し、使用する。
【００８１】
　具体的には、例えば、ＵＥは、ｅＮＢから通知された複数のＰＡ値（例えばＮＯＭＡユ
ーザ毎のＰＡ）から、ある一つのＰＡ値を算出する。算出方法としては、例えば、平均、
重み付け平均があるが、これらに限られない。例えば、足し算、引き算、対数平均により
算出してもよい。
【００８２】
　平均の場合、使用するＰＡ（ＰＡ＿ＮＯＭＡ）を、例えば、ＰＡ＿ＮＯＭＡ＝（ＰＡ１
＋ＰＡ２）／２として算出する。
【００８３】
　重み付け平均の場合、例えば、ＰＡ＿ＮＯＭＡ＝（α×ＰＡ１＋β×ＰＡ２）／（α＋
β）として算出する。α、βはそれぞれ重みである。
【００８４】
　（実施例６）
　次に、実施例６を説明する。図１５は、実施例６におけるパラメータの通知方法、及び
、通知方法に対応するＵＥ側の動作例をまとめたものである。実施例６において、同時変
調の適用の有無、干渉ユーザの変調方式、及びＴｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅにつ
いては実施例１、２等と同じである。
【００８５】
　実施例６では、ｅＮＢは、「ＮＯＭＡ多重電力比、ＮＯＭＡ多重後の総送信電力、及び
レイヤ毎の干渉有無情報」をまとめた候補をＲＲＣシグナリングでＵＥに事前通知し、Ｕ
Ｅは、ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇにより、使用する値の組み合わせを特定する
。
【００８６】
　より具体的な例として、ｅＮＢは、Ｊｏｉｎｔ　ｄｅｃｏｄｉｎｇしたテーブルをＵＥ
にＲＲＣシグナリングで通知する。当該テーブルの例を図１６に示す。そして、ｅＮＢは
、ＵＥに対して、特定の組み合わせを示す情報（図１６の例では３ビット）を通知する。
【００８７】
　（装置構成）
　図１７に、本実施の形態におけるｅＮＢとＵＥの構成例を示す。なお、図１７の例では
、ＮＯＭＡ多重のペアとしてユーザ装置（ＵＥ）＃１とユーザ装置＃２があることを想定
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しているが、ユーザ装置＃１のみを図示している。
【００８８】
　＜ｅＮＢ＞
　図１７に示すように、ｅＮＢは、スケジューリング決定部１０１、制御ＣＨ（チャネル
）生成部１０２、データＣＨ生成部＃１（１０３－１）、データＣＨ生成部＃２（１０３
－２）、上位レイヤ信号生成部１０４、ＯＦＤＭ信号生成部１０５、上り制御情報受信部
１０６を有する。
【００８９】
　スケジューリング決定部１０１は、ＵＥからフィードバックされたＨＡＲＱ情報及びＣ
ＳＩ情報を基に、各周波数リソース上でのＮＯＭＡ多重の有無、各ＵＥの変調方式及び送
信レイヤ数、多重電力比、総送信電力、ＴＭ、同時変調有無を決定する。
【００９０】
　制御ＣＨ生成部１０２は、スケジューリング決定部１０１が決定した情報を基に、制御
ＣＨ情報（ＤＣＩ）を決定する。データＣＨ生成部＃１及び＃２（１０３－１，１０３－
２）は、スケジューリング決定部１０１が決定した変調方式及び送信レイヤ数、ＴＭを基
に、ＵＥ＃１及び＃２のデータ信号を生成する。
【００９１】
　ＯＦＤＭ信号生成部１０５は、制御ＣＨ、各ＵＥのデータＣＨ、及び上位レイヤ信号情
報（ＲＲＣ信号）を合成してＯＦＤＭ信号（時間領域）を生成し、送信する。ＮＯＭＡ多
重が行われる場合、ＯＦＤＭ信号生成部１０５は、各ＵＥのデータＣＨを多重電力比、総
送信電力情報、及び同時変調有無を考慮して合成する。上り制御情報受信部１０６は、各
ＵＥから上りの制御情報（ＨＡＲＱ情報，ＣＳＩ情報）を受信する。
【００９２】
　＜ＵＥ＞
　図１７に示すように、ＵＥは、ＯＦＤＭ信号受信部２０１、チャネル推定部２０２、制
御ＣＨ復号部２０３、データＣＨ等化／信号分離部２０４、尤度計算部２０５、ターボ復
号・誤り検出部２０６、上り制御情報計算部２０７、上り制御情報送信部２０８、上位レ
イヤ信号蓄積部２０９を有する。
【００９３】
　ＯＦＤＭ信号受信部２０１は、ＯＦＤＭ信号（時間領域）を受信し、ＦＦＴ等を用いて
周波数領域信号に変換する。チャネル推定部２０２は、受信信号（周波数領域）からチャ
ネルを推定する。制御ＣＨ復号部２０３は、受信信号とチャネル推定情報とから下り制御
ＣＨ情報（ＤＣＩ）を復号する。実施例で説明したように、制御ＣＨ復号部２０３は、干
渉情報通知の上位レイヤ信号の有無により、ＤＣＩのビット数を判断して復号を行う。
【００９４】
　データＣＨ等化／信号分離部２０４は、受信信号、チャネル推定情報、及び制御ＣＨ情
報からデータＣＨのチャネル等化・信号分離を行う。ＮＯＭＡ多重が行われている場合は
、マルチユーザを想定した受信処理を行う。
【００９５】
　尤度計算部２０５は、上記の等化・分離した信号を基に、所望信号のＬＬＲ（尤度情報
）を計算する。ＮＯＭＡ多重されている場合は、同時変調の有無等に応じて最適な信号点
を基に尤度を計算する。
【００９６】
　ターボ復号・誤り検出部２０６は、ターボ復号を行い、誤り検出を行う。上り制御情報
計算部２０７は、受信信号から下りＣＳＩ情報（ＣＱＩ，ＰＭＩ，ＲＩ）を計算する。ま
た、ターボ検出結果からＨＡＲＱ情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を計算する。
【００９７】
　上り制御情報送信部２０８は、上記の上り制御信号をｅＮＢに送信する。上位レイヤ信
号蓄積部２０９は、上位レイヤ信号（例：ＲＲＣで通知されたパラメータ）を蓄積すると
ともに、制御ＣＨ復号部２０３に与える。
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【００９８】
　＜ＨＷ構成例＞
　図１７（及び後述する図２０）に示すｅＮＢの構成は、全体をハードウェア回路（例：
１つ又は複数のＩＣチップ）で実現してもよいし、一部をハードウェア回路で構成し、そ
の他の部分をＣＰＵとプログラムとで実現してもよい。
【００９９】
　図１８は、ｅＮＢのハードウェア（ＨＷ）構成の例を示す図である。図１８は、図１７
よりも実装例に近い構成を示している。図１８に示すように、ｅＮＢは、無線信号に関す
る処理を行うＲＥモジュール１５１と、ベースバンド信号処理を行うＢＢ処理モジュール
１５２と、上位レイヤ等の処理を行う装置制御モジュール１５３と、ネットワークと接続
するためのインタフェースである通信ＩＦ１５４とを有する。
【０１００】
　ＲＥモジュール１５１は、ＢＢ処理モジュール１５２から受信したデジタルベースバン
ド信号に対して、Ｄ／Ａ変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナ
から送信すべき無線信号を生成する。また、アンテナから受信した無線信号に対して、周
波数変換、Ａ／Ｄ変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、ＢＢ処
理モジュール１５２に渡す。ＲＥモジュール１５１は、例えば、図１７の上り制御情報受
信部１０６、ＯＦＤＭ信号生成部１０５を含む。
【０１０１】
　ＢＢ処理モジュール１５２は、ＩＰパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変
換する処理を行う。ＤＳＰ１６２は、ＢＢ処理モジュール１５２における信号処理を行う
プロセッサである。メモリ１７２は、ＤＳＰ１５２のワークエリアとして使用される。Ｂ
Ｂ処理モジュール１５２は、例えば、図１７のスケジューリング決定部１０１、制御ＣＨ
（チャネル）生成部１０２、データＣＨ生成部＃１（１０３－１）、データＣＨ生成部＃
２（１０３－２）、上位レイヤ信号生成部１０４を含む。なお、スケジューリング決定部
１０１、制御ＣＨ（チャネル）生成部１０２、データＣＨ生成部＃１（１０３－１）、デ
ータＣＨ生成部＃２（１０３－２）、上位レイヤ信号生成部１０４の機能の全部又は一部
を装置制御モジュール１５３に含めることとしてもよい。
【０１０２】
　装置制御モジュール１５３は、ＩＰレイヤのプロトコル処理、ＯＡＭ処理等を行う。プ
ロセッサ１６３は、装置制御モジュール１５３が行う処理を行うプロセッサである。メモ
リ１７３は、プロセッサ１６３のワークエリアとして使用される。補助記憶装置１８３は
、例えばＨＤＤ等であり、基地局ｅＮＢ自身が動作するための各種設定情報等が格納され
る。
【０１０３】
　図１７（及び後述する図２０）に示すＵＥの構成は、全体をハードウェア回路（例：１
つ又は複数のＩＣチップ）で実現してもよいし、一部をハードウェア回路で構成し、その
他の部分をＣＰＵとプログラムとで実現してもよい。
【０１０４】
　図１９は、ＵＥのハードウェア（ＨＷ）構成の例を示す図である。図１９は、図１７よ
りも実装例に近い構成を示している。図１９に示すように、ＵＥは、無線信号に関する処
理を行うＲＥ（Ｒａｄｉｏ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）モジュール２５１と、ベースバンド信
号処理を行うＢＢ（Ｂａｓｅ　Ｂａｎｄ）処理モジュール２５２と、上位レイヤ等の処理
を行う装置制御モジュール２５３と、ＵＳＩＭカードにアクセスするインタフェースであ
るＵＳＩＭスロット２５４とを有する。
【０１０５】
　ＲＥモジュール２５１は、ＢＢ処理モジュール２５２から受信したデジタルベースバン
ド信号に対して、Ｄ／Ａ（Ｄｉｇｉｔａｌ－ｔｏ－Ａｎａｌｏｇ）変換、変調、周波数変
換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、ア
ンテナから受信した無線信号に対して、周波数変換、Ａ／Ｄ（Ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　Ｄｉ
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ｇｉｔａｌ）変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、ＢＢ処理モ
ジュール２５２に渡す。ＲＥモジュール２５１は、例えば、図１７のＯＦＤＭ信号受信部
２０１、上り制御情報送信部２０８の機能を含む。
【０１０６】
　ＢＢ処理モジュール２５２は、ＩＰパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変
換する処理を行う。ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）２６
２は、ＢＢ処理モジュール２５２における信号処理を行うプロセッサである。メモリ２７
２は、ＤＳＰ２６２のワークエリアとして使用される。ＢＢ処理モジュール２５２は、例
えば、図１７のチャネル推定部２０２、制御ＣＨ復号部２０３、データＣＨ等化／信号分
離部２０４、尤度計算部２０５、ターボ復号・誤り検出部２０６、上り制御情報計算部２
０７、上位レイヤ信号蓄積部２０９を含む。なお、チャネル推定部２０２、制御ＣＨ復号
部２０３、データＣＨ等化／信号分離部２０４、尤度計算部２０５、ターボ復号・誤り検
出部２０６、上り制御情報計算部２０７、上位レイヤ信号蓄積部２０９の機能の全部又は
一部を装置制御モジュール２５３に含めることとしてもよい。
【０１０７】
　装置制御モジュール２５３は、ＩＰレイヤのプロトコル処理、各種アプリケーションの
処理等を行う。プロセッサ２６３は、装置制御モジュール２５３が行う処理を行うプロセ
ッサである。メモリ２７３は、プロセッサ２６３のワークエリアとして使用される。また
、プロセッサ２６３は、ＵＳＩＭスロット２５４を介してＵＳＩＭとの間でデータの読出
し及び書込みを行う。
【０１０８】
　なお、図１７～図１９に示す装置の構成（機能区分）は、本実施の形態で説明する処理
を実現する構成の一例に過ぎない。本実施の形態で説明する処理を実現できるのであれば
、その実装方法（具体的な機能部の配置、名称等）は、特定の実装方法に限定されない。
【０１０９】
　例えば、図２０に示す構成を用いることもできる。図２０に示す無線通信システムは、
ｅＮＢとＵＥを有する。
【０１１０】
　ｅＮＢは、無線通信システムで用いられる基地局であって、電力領域で複数ユーザの信
号が多重された多重信号から所望信号を取得するために使用される制御情報の一部又は全
部を、ユーザ装置に送信する送信部１０を備え、前記送信部は、セミスタティックシグナ
リングにより、前記制御情報のうちの一部についての複数候補を前記ユーザ装置に送信し
、ダイナミックシグナリングにより、当該複数候補のうちの特定の候補を指定する情報を
前記ユーザ装置に送信する。
【０１１１】
　上記の構成により、複数ユーザの信号を電力領域で多重して送信する無線通信システム
において、ユーザ装置が、受信信号から所望信号を得るために使用する制御情報を、適切
に取得することが可能となる。
【０１１２】
　また、ＵＥは、無線通信システムで用いられるユーザ装置であって、電力領域で複数ユ
ーザの信号が多重された多重信号から所望信号を取得するために使用される制御情報の一
部又は全部を、基地局から受信する受信部２１と、前記制御情報を使用して、前記多重信
号から前記所望信号を取得する所望信号取得部２２と、を備え、前記受信部が、前記制御
情報の一部を前記基地局から受信する場合において、前記所望信号取得部は、前記制御情
報のうちの前記基地局から受信しない情報として、固定値を用いる、又は、前記制御情報
のうちの前記基地局から受信しない情報を推定により取得する。
【０１１３】
　上記の構成により、複数ユーザの信号を電力領域で多重して送信する無線通信システム
において、ユーザ装置が、受信信号から所望信号を得るために使用する制御情報を、適切
に取得することが可能となる。
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【０１１４】
　前記受信部は、前記基地局から、セミスタティックシグナリングにより、前記制御情報
のうちの一部についての複数候補を受信し、ダイナミックシグナリングにより、当該複数
候補のうちの特定の候補を指定する情報を受信することとしてもよい。この構成により、
例えば、セミスタティックシグナリングにより予め電力領域多重が行われているかどうか
を把握でき、ダイナミックシグナリングによる情報受信を必要に応じて効率的に行うこと
ができる。
【０１１５】
　前記受信部が、セミスタティックシグナリングにより、前記制御情報のうちの一部につ
いての複数候補を受信していない場合に、前記所望信号取得部は、前記基地局から受信し
た受信信号が、電力領域で複数ユーザの信号が多重された多重信号ではないと判断して、
当該受信信号から所望信号を取得する処理を行うこととしてもよい。この構成により、受
信信号が多重信号か否かを判断して適切に所望信号取得処理を行うことができるので、受
信品質が向上する。
【０１１６】
　前記制御情報は、前記多重信号の送信電力に対応する多重信号用電力情報を含み、前記
受信部が当該多重信号用電力情報を受信しない場合において、前記所望信号取得部は、前
記所望信号の送信電力に対応する電力情報を前記多重信号用電力情報として使用すること
としてもよい。この構成により、多重信号用電力情報を受信しない場合でも、多重信号か
ら所望信号を取得する処理を行うことができる。
【０１１７】
　前記制御情報は、前記多重信号の送信電力に対応する多重信号用電力情報を含み、前記
所望信号取得部は、前記受信部が前記基地局から受信した複数の電力情報に基づいて、前
記多重信号用電力情報を算出することとしてもよい。この構成により、多重信号用電力情
報を受信しない場合でも、多重信号から所望信号を取得する処理を行うことができる。
　明細書には以下の事項が開示されている。
（第１項）
　無線通信システムで用いられるユーザ装置であって、
　電力領域で複数ユーザの信号が多重された多重信号から所望信号を取得するために使用
される制御情報の一部又は全部を、基地局から受信する受信部と、
　前記制御情報を使用して、前記多重信号から前記所望信号を取得する所望信号取得部と
、を備え、
　前記受信部が、前記制御情報の一部を前記基地局から受信する場合において、前記所望
信号取得部は、前記制御情報のうちの前記基地局から受信しない情報として、固定値を用
いる、又は、前記制御情報のうちの前記基地局から受信しない情報を推定により取得する
　ことを特徴とするユーザ装置。
（第２項）
　前記受信部は、前記基地局から、セミスタティックシグナリングにより、前記制御情報
のうちの一部についての複数候補を受信し、ダイナミックシグナリングにより、当該複数
候補のうちの特定の候補を指定する情報を受信する
　ことを特徴とする第１項に記載のユーザ装置。
（第３項）
　前記受信部が、セミスタティックシグナリングにより、前記制御情報のうちの一部につ
いての複数候補を受信していない場合に、前記所望信号取得部は、前記基地局から受信し
た受信信号が、電力領域で複数ユーザの信号が多重された多重信号ではないと判断して、
当該受信信号から所望信号を取得する処理を行う
　ことを特徴とする第１項又は第２項に記載のユーザ装置。
（第４項）
　前記制御情報は、前記多重信号の送信電力に対応する多重信号用電力情報を含み、前記
受信部が当該多重信号用電力情報を受信しない場合において、前記所望信号取得部は、前
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記所望信号の送信電力に対応する電力情報を前記多重信号用電力情報として使用する
　ことを特徴とする第１項ないし第３項のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
（第５項）
　前記制御情報は、前記多重信号の送信電力に対応する多重信号用電力情報を含み、前記
所望信号取得部は、前記受信部が前記基地局から受信した複数の電力情報に基づいて、前
記多重信号用電力情報を算出する
　ことを特徴とする第１項ないし第３項のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
（第６項）
　無線通信システムで用いられる基地局であって、
　電力領域で複数ユーザの信号が多重された多重信号から所望信号を取得するために使用
される制御情報の一部又は全部を、ユーザ装置に送信する送信部を備え、
　前記送信部は、セミスタティックシグナリングにより、前記制御情報のうちの一部につ
いての複数候補を前記ユーザ装置に送信し、ダイナミックシグナリングにより、当該複数
候補のうちの特定の候補を指定する情報を前記ユーザ装置に送信する
　ことを特徴とする基地局。
【０１１８】
　以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に
限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発
明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、そ
れらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明にお
ける項目の区分けは本発明に本質的ではなく、２以上の項目に記載された事項が必要に応
じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載され
た事項に（矛盾しない限り）適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部
の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物
理的には１つの部品で行われてもよいし、あるいは１つの機能部の動作が物理的には複数
の部品により行われてもよい。説明の便宜上、基地局ｅＮＢ及びユーザ装置ＵＥは機能的
なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで
又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って、ユーザ装置
ＵＥ及び基地局ｅＮＢが有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、Ｅ
ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク（ＨＤＤ）、リムーバブルディスク
、ＣＤ－ＲＯＭ、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されても
よい。
【０１１９】
　本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形
例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
【符号の説明】
【０１２０】
ｅＮＢ　基地局
１０１　スケジューリング決定部
１０２　制御ＣＨ生成部
１０３　データＣＨ生成部＃１及び＃２
１０４　上位レイヤ信号生成部
１０５　ＯＦＤＭ信号生成部
１０６　上り制御情報受信部
１５１　ＲＥモジュール
１５２　ＢＢ処理モジュール
１５３　装置制御モジュール
１５４　通信ＩＦ
ＵＥ　ユーザ装置
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２０１　ＯＦＤＭ信号受信部
２０２　チャネル推定部
２０３　制御ＣＨ復号部
２０４　データＣＨ等化／信号分離部
２０５　尤度計算部
２０６　ターボ復号・誤り検出部
２０７　上り制御情報計算部
２０８　上り制御情報送信部
２０９　上位レイヤ信号蓄積部
２５１　ＲＥ（Ｒａｄｉｏ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）モジュール
２５２　ＢＢ（Ｂａｓｅ　Ｂａｎｄ）処理モジュール
２５３　装置制御モジュール
２５４　ＵＳＩＭスロット

【図１】 【図２】



(19) JP 6310494 B2 2018.4.11

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(20) JP 6310494 B2 2018.4.11

【図８】 【図９】
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