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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブフレームｎでのハイブリッド自動再送要求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信
に対する時分割複信（ＴＤＤ）における物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リ
ソース割当を提供する動作可能なユーザ機器（ＵＥ）であって、
　前記サブフレームｎの前の時間内で生じる前の特定のサブフレーム内のダウンリンク制
御チャネルを検出するように構成される第１の回路と、
　前記前の特定のサブフレーム内で検出された前記ダウンリンク制御チャネルが物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤ
ＣＣＨ）のうちの一方であることを決定し、
　前記前の特定のサブフレーム内で検出された前記ダウンリンク制御チャネルが前記ＰＤ
ＣＣＨである場合の前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についてのレガシーＰＵＣＣＨリソース、
または、前記前の特定のサブフレーム内で検出された前記ダウンリンク制御チャネルが前
記ＥＰＤＣＣＨである場合の前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対する拡張ＰＵＣＣＨリソース
のうちの一方を決定する
　ように構成される第２回路と
を備え、
　前記前の特定のサブフレームは、サブフレームｎ－ｋを含み、ここで、ｋ∈Ｋであり、
ダウリンク関連セットインデックスＫは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３Ｇ
ＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）標準リリース１１、技術仕様書（ＴＳ）
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３６．２１３の表１０．１．３．１－１で定義されており、Ｋは、サブフレームｎおよび
アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）設定に応じたＭ個のエレメント｛ｋ０，ｋ１

，・・・ｋＭ－１｝のセットを含み、
　前記サブフレームｎ－ｋに対する前記拡張ＰＵＣＣＨリソースは、整数ｍを用いて決定
され、ｋｍは、前記ＵＥがサブフレームｎ－ｋｍ内の前記ＥＰＤＣＣＨを検出するような
Ｋのセット内の最小値である、ＵＥ。
【請求項２】
　１つの設定されたサービングセルおよび前記サブフレームｎに対して、Ｍ＝１で、Ｍは
、Ｋ∈｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝のセット内の複数のエレメントの数であり、
　前記第２回路は、前記ＥＰＤＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥを用いて前
記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対する前記拡張ＰＵＣＣＨリソース
【数２１５】

　が、アンテナポートｐ０に対する
【数２１６】

　と、アンテナポートｐ１に対する
【数２１７】

　とで表される前記拡張ＰＵＣＣＨリソース
【数２１８】

　を使用することを決定するようさらに構成され、
　ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータであり、
　ｎＥＣＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応するｍ内のＥＰＤＣＣＨセット

【数２１９】

　に対して対応する前記ＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数であり、
　ここで、ｋｍは、ＵＥがサブフレームｎ－ｋｍ内の前記ＥＰＤＣＣＨセット
【数２２０】

　に対してＥＰＤＣＣＨを検出するようなＫのセット内の最小値であり、
　アンテナポートｐ１は、２つのアンテナポート送信が設定されている場合に使用され、
または、
　前記第２回路は、前記ＰＤＣＣＨの最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥを用いたＨＡＲＱ
－ＡＣＫ送信に対する前記レガシーＰＵＣＣＨリソース

【数２０５】

　が、
【数２０６】

　になり、アンテナポートｐ０に対して、
【数２０７】
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　と、アンテナポートｐ１に対して、
【数２０８】

　とで表される前記レガシーＰＵＣＣＨリソース
【数２０９】

　を使用する｛０，１，２，３｝の中からＣ値を選択することを決定するようさらに構成
され、
　ここで、ｎＣＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応する前記ｍ内の対応するＰＤＣ
ＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数であり、
　ｋｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＰＤＣＣＨをＵＥが検出するようなＫのセット内の
最小値であり、

【数２１０】

　であり、
【数２１１】

　がダウンリンク帯域幅設定であり、
【数２１２】

　の複数のユニットで表現され、
【数２１３】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
現され、
【数２１４】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域についての開始ＰＵＣＣＨチャネル
インデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定され、アンテ
ナポートｐ１は、２つのアンテナポート送信が設定されている場合に用いられる、請求項
１に記載のＵＥ。
【請求項３】
　１つの設定されたサービングセルとサブフレームｎに対して、Ｍ＞１で、Ｍは、Ｋ∈｛
ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝かつ
【数２２１】

　のセット内の複数のエレメントの数であり、
　前記第２回路は、最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｉを用いた前記ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ送信に対する前記拡張ＰＵＣＣＨリソース
【数２３０】

　が、
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【数２３１】

　で表されることを決定するようさらに構成され、
　ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータであり、ｎＥＣＣＥ，ｉは、サブフレームｎ
－ｋｉ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数２３２】

　に対して対応する前記ＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数であり、また
は
　前記第２回路は、最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｉを用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信
に対する前記レガシーＰＵＣＣＨリソース
【数２２２】

　が、
【数２２３】

　で表されること決定するようさらに構成され、
　ここで、ｃは、

【数２２４】

　になるような｛０，１，２，３｝から選択され、ｎＣＣＥ，ｉは、サブフレームｎ－ｋ

ｉ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数であり、
【数２２５】

　であり、
【数２２６】

　は、ダウンリンク帯域幅設定であり、
【数２２７】

　の複数のユニットで表現され、
【数２２８】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、サブキャリアの数として表現され
、

【数２２９】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定される、請求項
１に記載のＵＥ。
【請求項４】
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　少なくとも２つの設定されたサービングセルおよびサブフレームｎに対して、
【数２３３】

　で、Ｍは、Ｋ∈｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝セット内の複数のエレメントの数であ
り、プライマリセル上でｋｍ∈Ｋ、かつ
【数２３４】

　およびＡ∈｛２，３，４｝であり、
　前記第２回路は、
　最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｍを用いた前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対する
前記拡張ＰＵＣＣＨリソース
【数２４５】

　が、
【数２４６】

　および
【数２４７】

　で表されることを決定するようにさらに構成され、
　ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータであり、ｎＥＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ
－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数２４８】

　に対してＥＰＤＣＣＨによる対応するＤＣＩ割り当ての送信に用いられる第１ＥＣＣＥ
の数であり、

【数２４９】

　は、サブフレームｎ、および対応するＰＤＳＣＨ送信が生じるサービングセル上の２つ
の送信ブロックまでサポートする送信モードのために用いられ、または
　前記第２回路は、最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｍを用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信
に対する前記レガシーＰＵＣＣＨリソース

【数２３５】

　が、
【数２３６】

　および
【数２３７】

　で表されることを決定するようさらに構成され、
　ここで、ｃは、
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【数２３８】

　になるように｛０，１，２，３｝から選択され、ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋ

ｍ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数であり、
【数２３９】

　であり、
【数２４０】

　は、前記プライマリセルからのダウンリンク帯域幅設定であり、
【数２４１】

　の複数のユニット内で表され、
【数２４２】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
され、

【数２４３】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定され、
【数２４４】

　は、サブフレームｎ、および対応する物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送
信が生じるサービングセル上の２つのトランスポートブロックまでサポートする送信モー
ドのために用いられる、請求項１に記載のＵＥ。
【請求項５】
　少なくとも２つの設定されたサービングセルおよびサブフレームｎについて、Ｍ＞２で
、Ｍは、Ｋ∈｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝のセット内の複数のエレメントの数であり
、ｋ∈Ｋであり、プライマリセルに対してｋｍ∈Ｋであり、
　前記第２回路は、
　最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｍを用いる前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対する
前記拡張ＰＵＣＣＨリソース
【数２５８】

　が、
【数２５９】

　で表されることを決定するようさらに構成され、
　ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータであり、ｎＥＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ
－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
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【数２６０】

　に対して対応する前記ＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数であり、また
は、
　前記第２回路は、
　最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｍを用いるＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対する前記レガ
シーＰＵＣＣＨリソース

【数２５０】

　が、
【数２５１】

　で表されることを決定するようさらに構成され、
　ここで、ｃは、
【数２５２】

　のような｛０，１，２，３｝から選択され、ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内
の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数であり、

【数２５３】

　であり、
【数２５４】

　は、前記プライマリセルからのダウンリンク帯域幅設定であり、
【数２５５】

　の複数のユニット内に表され、
【数２５６】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
され、
【数２５７】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定される、請求項
１に記載のＵＥ。
【請求項６】
　前記ＵＥは、アンテナ、タッチセンシティブディスプレイ画面、スピーカ、マイク、グ
ラフィクスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、または不揮発性メモ
リポートを含む、請求項１から５のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項７】
　ユーザ機器（ＵＥ）における、サブフレームｎでのハイブリッド自動再送要求アクノレ
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ッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信についての条件付き時分割複信（ＴＤＤ）物理アップリン
ク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース割り当てのためのプログラムであって、
　プロセッサに、
　前記サブフレームｎの前の時間内で受信される前の特定のサブフレーム内のダウンリン
ク制御チャネルを検出する手順と、
　前記前の特定のサブフレーム内で検出された前記ダウンリンク制御チャネルが物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤ
ＣＣＨ）の一方であることを決定する手順と、
　前記前の特定のサブフレーム内で受信された前記検出されたダウンリンク制御チャネル
が前記ＰＤＣＣＨである場合における前記ＰＤＣＣＨの最低制御チャネルエレメント（Ｃ
ＣＥ）インデックスを用いた前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についてのレガシーＰＵＣＣＨリ
ソース、または、前記前の特定のサブフレーム内で検出された前記ダウンリンク制御チャ
ネルが前記ＥＰＤＣＣＨである場合における前記ＥＰＤＣＣＨの最低拡張制御チャネルエ
レメント（ＥＣＣＥ）インデックスを用いた前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についての拡張Ｐ
ＵＣＣＨリソースのうちの一方を選択する手順と
　を実行させ、
　前記前の特定のサブフレームは、サブフレームｎ－ｋを含み、ここで、ｋ∈Ｋであり、
ダウリンク関連セットインデックスＫは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３Ｇ
ＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）標準リリース１１、技術仕様書（ＴＳ）
３６．２１３の表１０．１．３．１－１で定義されており、Ｋは、前記サブフレームｎお
よびアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）設定に応じたＭ個のエレメント｛ｋ０，
ｋ１，・・・ｋＭ－１｝のセットを含み、
　前記拡張ＰＵＣＣＨリソースは、
【数２６３】

　により表されるパラメータＶａｌｕｅ（値）を用いて決定され、アクノレッジ（ＡＣＫ
）／ネガティブＡＣＫ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）リソースオフセット（ＡＲＯ）は、前記ＥＰ
ＤＣＣＨ内のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）から導出される整数オフセット値であり、
　アンテナポート（ＡＰ）は、パラメータ（０，・・・，３）であり、

【数２６４】

　は、ＥＰＤＣＣＨセット
【数２６５】

　に対するＵＥ固有の開始オフセット値であり、ｍは、整数であり、ｋｍは、前記ＵＥが
サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット

【数２６６】

　についてのＥＰＤＣＣＨを検出するようなＫのセット内の最小値である、プログラム。
【請求項８】
　１つの設定されたサービングセルおよびサブフレームｎに対して、Ｍ＝１で、
　前記ＰＤＣＣＨの最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信につ
いての前記レガシーＰＵＣＣＨリソース

【数２６７】

　を決定する手順は、
【数２６８】
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　になる｛０，１，２，３｝の中のＣ値を選択する手順と、
　アンテナポートｐ０に対して、
【数２６９】

　で表され、
　アンテナポートｐ１に対して、

【数２７０】

　で表される前記レガシーＰＵＣＣＨリソース
【数２７１】

　を使用する手順とを有することをさらに含み、
　ここで、ｎＣＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応する前記ｍ内の対応するＰＤＣ
ＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数であり、
　ｋｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＰＤＣＣＨをＵＥが検出するようなＫのセット内の
最小値であり、
【数２７２】

　であり、
【数２７３】

　がダウンリンク帯域幅設定であり、
【数２７４】

　の複数のユニットで表現され、
【数２７５】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
現され、

【数２７６】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域についての開始ＰＵＣＣＨチャネル
インデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定され、アンテ
ナポートｐ１は、２つのアンテナポート送信が設定されている場合に用いられ、または、
　前記ＥＰＤＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥを用いて前記ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ送信について前記拡張ＰＵＣＣＨリソース

【数２７７】

　を決定する手順は、アンテナポートｐ０に対して、



(10) JP 6332650 B2 2018.5.30

10

20

30

40

【数２７８】

　で表され、アンテナポートｐ１に対して、
【数２７９】

　で表される前記拡張ＰＵＣＣＨリソース
【数２８０】

　を使用する段階をさらに含み、
　ここで、ｎＥＣＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応するｍ内の前記ＥＰＤＣＣＨ
セット

【数２８１】

　に対して対応する前記ＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数であり、ここ
で、ｋｍは、ＵＥがサブフレームｎ－ｋｍ内の前記ＥＰＤＣＣＨセット
【数２８２】

　に対してＥＰＤＣＣＨを検出するようなセットＫ内の最小値であり、
　アンテナポートｐ１は、２つのアンテナポート送信が設定されている場合に使用される
、請求項７に記載のプログラム。
【請求項９】

【数２８３】

　であるＭ＞１で、１つの設定されたサービングセルおよび前記サブフレームｎについて
、
　最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｉを用いることで、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信について
前記レガシーＰＵＣＣＨリソース

【数２８４】

　が、
【数２８５】

　により表されることを決定する手順をさらに備え、
　ここで、ｃは、
【数２８６】

　になるように｛０，１，２，３｝から選択され、
　ｎＣＣＥ，ｉは、サブフレームｎ－ｋｉ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第
１ＣＣＥインデックスの数であり、

【数２８７】

　であり、
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【数２８８】

　は、ダウンリンク帯域幅設定であり、
【数２８９】

　の複数のユニット内に表され、
【数２９０】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
され、
【数２９１】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対する複数の高レイヤにより設定され、または、
　最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｉを用いることで前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に
対する前記拡張ＰＵＣＣＨリソース
【数２９２】

　が、
【数２９３】

　により表されることを決定する手順をさらに備え、
　ここで、ｎＥＣＣＥ，ｉは、サブフレームｎ－ｋｉ内の前記ＥＰＤＣＣＨセット

【数２９４】

　に対する対応する前記ＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数である、請求
項７に記載のプログラム。
【請求項１０】
【数２９５】

　で、少なくとも２つの設定されたサービングセルおよびサブフレームｎについて、
　ここで、プライマリセルおよび
【数２９６】

　およびＡ∈｛２，３，４｝に関して、ｋｍ∈Ｋで、
　最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｍを用いることでＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対して前
記レガシーＰＵＣＣＨリソース

【数２９７】

　が、
【数２９８】
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　および
【数２９９】

　により表されることを決定する手順をさらに備え、
　ここで、ｃは、
【数３００】

　のような｛０，１，２，３｝から選択され、ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｉ内
の対応するＰＤＣＣＨの送信について用いられる第１ＣＣＥインデックスの数であり、
【数３０１】

　であり、
【数３０２】

　は、前記プライマリセルからのダウンリンク帯域幅設定であり、
【数３０３】

　の複数のユニットで表され、
【数３０４】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
され、

【数３０５】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域について開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定され、
　ここで、
【数３０６】

　は、サブフレームｎ、および対応する物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送
信が生じるサービングセル上で２つのトランスポートブロックまでサポートする送信モー
ドについて用いられ、または、
　最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｍを用いて、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対す
る前記拡張ＰＵＣＣＨリソース
【数３０７】

　が、
【数３０８】

　および
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【数３０９】

　により表されることを決定する手順をさらに備え、
　ここで、
　ｎＥＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内の前記ＥＰＤＣＣＨセット
【数３１０】

　に対するＥＰＤＣＣＨによる対応するＤＣＩ割り当ての送信に用いられる第１ＥＣＣＥ
の数であり、
【数３１１】

　は、サブフレームｎ、および対応するＰＤＳＣＨ送信が生じるサービングセル上の２つ
のトランスポートブロックまでサポートする送信モードに対して用いられる、請求項７に
記載のプログラム。
【請求項１１】
　ｋ∈Ｋ、プライマリセルに対してｋｍ∈Ｋにおいて、Ｍ＞２で、少なくとも２つの設定
されたサービングセルおよびサブフレームｎに対して、
　最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｍを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対する前記レガ
シーＰＵＣＣＨリソース

【数３１２】

　が、
【数３１３】

　によって表されることを決定する手順をさらに備え、
　ここで、ｃは、
【数３１４】

　になるように｛０，１，２，３｝から選択され、ｎＣＣＥ，ｍはサブフレームｎ－ｋｍ

内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数であり、
【数３１５】

　であり、
【数３１６】

　は、前記プライマリセルからダウンリンク帯域幅設定であり、

【数３１７】

　の複数のユニット内で表され、
【数３１８】
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　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
され、
【数３１９】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤにより設定され、または、
　最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｍを用いることで前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫに対す
る前記拡張ＰＵＣＣＨリソース

【数３２０】

　が、
【数３２１】

　により表されることを決定する手順をさらに備え、
　ここで、ｎＥＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数３２２】

　に対して対応する前記ＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数である、請求
項７に記載のプログラム。
【請求項１２】
　請求項７から１１のいずれか一項に記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記憶
媒体。
【請求項１３】
　サブフレームｎでのハイブリッド自動再送要求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信
についての時分割複信（ＴＤＤ）における物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）
リソース割当を提供する動作可能なユーザ機器（ＵＥ）であって、
　１または複数のプロセッサ
を備え、
　前記１または複数のプロセッサは、
　前の特定のサブフレーム内で検出されたダウンリンク制御チャネルが物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）
であることを識別し、前記前の特定のサブフレームは、前記１または複数のプロセッサを
用いて前記サブフレームｎの前の時間内で受信され、
　前記１または複数のプロセッサを用いて、前記ダウンリンク制御チャネルが物理ダウン
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）である場合、前記ＰＤＣＣＨの最低制御チャネルエレ
メント（ＣＣＥ）インデックスを用いて前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についてのレガシーＰ
ＵＣＣＨリソースを決定し、
　前記１または複数のプロセッサを用いて、前記ダウンリンク制御チャネルのタイプが前
記ＥＰＤＣＣＨである場合、前記ＥＰＤＣＣＨの最低拡張ＣＣＥ（ＥＣＣＥ）インデック
スを用いて前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についての拡張ＰＵＣＣＨリソースを決定する
　ように構成され、
　前記ダウンリンク制御チャネルのタイプは、サブフレームｎ－ｋにおいて受信され、こ
こで、ｋ∈Ｋであり、ダウリンク関連セットインデックスＫは、第３世代パートナーシッ
ププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）標準リリース１１
、技術仕様書（ＴＳ）３６．２１３の表１０．１．３．１－１で定義されており、Ｋは、
前記サブフレームｎおよびアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）設定に応じたＭ個
のエレメント｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝のセットを含み、
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　前記拡張ＰＵＣＣＨリソースは、
【数３２３】

　により表されるパラメータＶａｌｕｅ（値）を用いて復号され、ここで、アクノレッジ
（ＡＣＫ）／ネガティブＡＣＫ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）リソースオフセット（ＡＲＯ）は、
前記ＥＰＤＣＣＨ内のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）から導出される整数オフセット値
であり、アンテナポート（ＡＰ）は、パラメータ（０，・・・，３）であり、

【数３２４】

　は、ＥＰＤＣＣＨセット
【数３２５】

　に対してＵＥ固有の開始オフセット値であり、ｍは、整数であり、ｋｍは、前記ＵＥが
サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット

【数３２６】

　についてのＥＰＤＣＣＨを検出するようなＫのセット内の最小値である、ＵＥ。
【請求項１４】
　整数ｍを用いて前記サブフレームｎ－ｋについての前記拡張ＰＵＣＣＨリソースを決定
するようさらに構成され、ｋｍは、前記ＵＥがサブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨを
検出するようなＫのセット内の最小値である、請求項１３に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記ＵＥは、アンテナ、タッチセンシティブディスプレイ画面、スピーカ、マイク、グ
ラフィクスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、または不揮発性メモ
リポートを含む、請求項１３又は１４に記載のＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願］
　本願は、代理人整理番号Ｐ５０３２８Ｚで、２０１２年１０月２６日に出願された米国
仮特許出願番号６１／７１９２４１の利益を主張し、参照することにより、本明細書に組
み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　無線移動通信技術は、ノード（例えば、送信局）と無線デバイス（例えば、モバイルデ
バイス）との間でデータを送信するために様々な複数の規格および複数のプロトコルを使
用する。いくつかの無線デバイスは、ダウンリンク（ＤＬ）送信での直交周波数分割多重
アクセス（ＯＦＤＭＡ）およびアップリンク（ＵＬ）送信での単一キャリア周波数分割多
重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を用いることで通信する。信号送信のために直交周波数分
割多重（ＯＦＤＭ）を使用する複数の規格および複数のプロトコルは、第３世代パートナ
ーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、ＷｉＭＡ
Ｘ（マイクロ波アクセスのための世界的相互運用）として企業団体に一般に知られている
電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６規格（例えば、８０２．１６ｅ、８０２．
１６ｍ）、およびＷｉＦｉとして企業団体に一般に知られているＩＥＥＥ８０２．１１規
格を含む。
【０００３】
　３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ＬＴＥシステムにおいて、ノードは、Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（発展型ノードＢ、改良型ノードＢ、ｅ
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ＮｏｄｅＢ、またはｅＮＢとしても一般に示される）と、ユーザ機器（ＵＥ）として知ら
れる無線デバイスと通信する無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）との組み合わせで
あり得る。ダウンリンク（ＤＬ）送信は、ノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）から無線デバ
イス（例えば、ＵＥ）への通信であり得る。アップリンク（ＵＬ）送信は、無線デバイス
からノードへの通信であり得る。
【０００４】
　ＬＴＥにおいて、データは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を介してｅ
ＮｏｄｅＢからＵＥに送信され得る。物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、
データが受信されたことのアクノレッジに使用されることができる。ダウンリンクおよび
アップリンクの複数のチャネルまたは複数の送信は、時間分割複信（ＴＤＤ）または周波
数分割複信（ＦＤＤ）を使用できる。時間分割複信（ＴＤＤ）は、複数のダウンリンクお
よびアップリンク信号を独立させるべく時分割多重（ＴＤＭ）のアプリケーションである
。ＴＤＤにおいて、複数のダウンリンク信号および複数のアップリンク信号は、同じ搬送
周波数（例えば、共有搬送周波数）で搬送されてよい。ここで、複数のダウンリンク信号
は、複数のアップリンク信号とは異なる時間間隔を使用し、従って、複数のダウンリンク
信号および複数のアップリンク信号は、互いに干渉を発生させない。ＴＤＭは、ダウンリ
ンクまたはアップリンクなどの２または２より多いビットストリームまたは信号が、１つ
の通信チャネル内の複数のサブチャネルとして一見したところ同時に伝送されるが、複数
の異なるリソース上で物理的に送信される、デジタル多重化のタイプである。周波数分割
複信（ＦＤＤ）において、アップリンク送信およびダウンリンク送信は、複数の異なる周
波数キャリア（例えば、送信方向のそれぞれに対して別個の搬送周波数）を使用すること
で動作できる。複数のダウンリンク信号は、複数のアップリンク信号から異なる周波数キ
ャリアを使用するので、ＦＤＤにおいて、干渉は、避けられ得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本開示の複数の特徴および複数の利点は、本開示の複数の特徴を、例示の方法で、共に
図示される添付の複数の図面と併用して、以下に示す詳細な説明から明らかになるであろ
う。
【０００６】
【図１】例に従ってレガシー物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を含む無線フ
レームリソース（例えば、リソースグリッド）の図を図示する。
【０００７】
【図２】例に従って様々なコンポーネントキャリア（ＣＣ）帯域幅の図を図示する。
【０００８】
【図３】例に従ってアップリンク無線フレームリソース（例えば、リソースグリッド）の
ブロック図を図示する。
【０００９】
【図４】例に従ってロングタームエボリューション（ＬＴＥ）に対する複数の物理アップ
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）領域のブロック図を図示する。
【００１０】
【図５】例に従って時分割複信（ＴＤＤ）における物理アップリンク制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）リソース（例えば、ハイブリッド自動再送要求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
））に対してブロック交互的マッピングのブロック図を図示する。
【００１１】
【図６】例に従ってダウンリンク半持続性スケジューリング（ＳＰＳ）（例えば、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ規格リリース１１技術仕様書（ＴＳ）３６．２１３表９．２－２）に対するア
クノレッジ（ＡＣＫ）／ネガティブＡＣＫ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）リソースインジケータ（
ＡＲＩ）に従った物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース値の表を図示す
る（例えば、表４）。
【００１２】
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【図７】例に従ってＰＵＣＣＨ（例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格リリース１１技術仕様書
（ＴＳ）３６．２１３表１０．１．２．２．１－２）についてのハイブリッド自動再送要
求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）リソースに対する物理アップリンク制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ）リソース値の表を図示する（例えば、表５）。
【００１３】
【図８】例に従ったＡ＝２（例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格リリース１１技術仕様書（Ｔ
Ｓ）３６．２１３表１０．１．３．２－１）に対するハイブリッド自動繰り返し要求アク
ノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）多重化の送信の表を図示する（例えば、表６）。
【００１４】
【図９】例に従ったＡ＝３（例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格リリース１１技術仕様書（Ｔ
Ｓ）３６．２１３表１０．１．３．２－２）に対するハイブリッド自動繰り返し要求アク
ノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）多重化の送信の表を図示する（例えば、表７）。
【００１５】
【図１０】例に従ったＡ＝４（例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格リリース１１技術仕様書（
ＴＳ）３６．２１３表１０．１．３．２－３）に対するハイブリッド自動繰り返し要求ア
クノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）多重化の送信の表を図示する（例えば、表８）。
【００１６】
【図１１】例に従った物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フォーマット１ｂハ
イブリッド自動繰り返し要求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）チャネル選択（例えば、
３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格リリース１１技術仕様書（ＴＳ）３６．２１３表１０．１．２．２
．１－１）に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）に対するサービングセルおよび複数のトラン
スポートブロック（ＴＢ）のマッピングについての表を図示する（例えば、表９）。
【００１７】
【図１２】例に従ったＭ＝２（例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格リリース１１技術仕様書（
ＴＳ）３６．２１３表１０．１．３．２－４）のバンドリングウィンドウサイズをもった
時分割複信（ＴＤＤ）に対する物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フォーマッ
ト１ｂハイブリッド自動繰り返し要求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）チャネル選択に
対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）へのそれぞれのサービングセル上の複数のサブフレームの
マッピングについての表を図示する（表１０）。
【００１８】
【図１３】例に従ったユーザ機器（ＵＥ）でのキャリアアグリゲーション（ＣＡ）につい
ての条件付きのハイブリッド自動再送再要求（ＨＡＲＱ）マッピングについての方法のフ
ローチャートを示す。
【００１９】
【図１４】例に従ったキャリアアグリゲーション（ＣＡ）についての複数の条件付きハイ
ブリッド自動再送再要求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）状態マッピングを提供する動
作可能なユーザ機器（ＵＥ）のコンピュータ回路の機能性を示す。
【００２０】
【図１５】例に従ったサービングノード、協調ノード、および無線デバイス（例えば、Ｕ
Ｅ）のブロック図を図示する。
【００２１】
【図１６】例に従った無線デバイス（例えば、ＵＥ）の図を図示する。
【００２２】
　参照は、複数の例示的な実施形態をこれから説明するのに用いられ、特定の言語は、本
明細書で、同様な説明をするのに用いられるであろう。それでもなお、それにより発明の
範囲を限定するのを意図していないことは理解されるであろう。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本願発明が開示および記載される前に、この発明は、本願明細書で開示されている特定
の複数の構造、複数の処理工程、または複数の材料に限定されないことは理解される。し
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かし、当業者により認識される等価のものまで拡張される。本明細書で使用される技術用
語が複数の特定の例のみについて説明することを目的として用いられ、限定されることを
意図したものでないことも理解されるであろう。異なる図面での同じ参照符号が同じ要素
を表す。複数のフローチャートおよび複数の処理で提供される数は、複数の工程および複
数の動作を説明する際の明確性のために提供され、必ずしも特定の順序またはシーケンス
を示さない。［例示的な実施形態］
【００２４】
　複数の技術的な実施形態の初見の外観は、下記に提供され、次に、複数の特定の技術的
な実施形態が、さらに後でより詳細に記載される。この最初の要約は、複数の読み手がそ
の技術をより速く理解するのを助けることを意図しているが、その技術の複数の重要な特
徴または複数の本質的な特徴を特定することを意図しておらず、請求される主題の範囲を
限定することも意図していない。
【００２５】
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上のデータの通信は、物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）として言及される制御チャネルを介して制御されることがで
きる。ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク（ＤＬ）およびアップリンク（ＵＬ）リソース割り当
て、送信パワーコマンド、およびページングインジケータのために用いられることができ
る。ＰＤＳＣＨスケジューリング許可は、ＵＥ特定トラフィックを搬送するべく、専用の
ＰＤＳＣＨリソース割り当てに対する特定の無線デバイス（例えば、ＵＥ）について指定
されることができる。もしくは、ＰＤＳＣＨスケジューリング許可は、システム情報また
はページングなどのブロードキャスト制御情報を搬送するべく、共通のＰＤＳＣＨリソー
ス割り当てのためのセル内の全ての無線デバイスについて指定されることができる。
【００２６】
　一例において、ＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨは、図１に図示するような総称の３ＧＰＰ
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）フレーム構造を用いることで、ノード（例えば
、ｅＮｏｄｅＢ）と無線デバイス（例えば、ＵＥ）との間のダウンリンク送信における物
理（ＰＨＹ）レイヤ上で送信される無線フレーム構造の複数の要素を表すことができる。
【００２７】
　図１は、ダウンリンク無線フレーム構造のタイプ２を図示する。その例において、デー
タを送信するのに用いられる信号の無線フレーム１００は、１０ミリ秒（ｍｓ）の持続時
間Ｔｆを有するように構成されることができる。それぞれの無線フレームは、それぞれ１
ｍｓの長さである１０個のサブフレーム１１０ｉにセグメント化または分割されることが
できる。それぞれのサブフレームは、それぞれが０．５ｍｓの持続時間Ｔｓｌｏｔをもつ
２つのスロット１２０ａおよび１２０ｂにさらに細分されることができる。　第１のスロ
ット（＃０）１２０ａは、レガシー物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）１６０
および／または物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）１６６を含むことができ、
第２のスロット（＃１）１２０ｂは、ＰＤＳＣＨを用いることで送信されるデータを含む
ことができる。
【００２８】
　ノードおよび無線デバイスにより用いられるコンポーネントキャリア（ＣＣ）に対する
各スロットは、ＣＣ周波数帯域幅に基づく複数のリソースブロック（ＲＢ）１３０ａ、１
３０ｂ、１３０ｉ、１３０ｍ、および１３０ｎを含むことができる。ＣＣは、帯域幅およ
び中心周波数を有する搬送周波数を有することができる。ＣＣのそれぞれのサブフレーム
は、レガシーＰＤＣＣＨ内で発見されるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を含むことがで
きる。制御領域内のレガシーＰＤＣＣＨは、レガシーＰＤＣＣＨが用いられる場合、それ
ぞれのサブフレームまたはＲＢ内の第１ＯＦＤＭシンボルの１から３の列を含むことがで
きる。サブフレーム内の残りの１１から１３のＯＦＤＭシンボル（または、レガシーＰＤ
ＣＣＨが用いられない場合、１４のＯＦＤＭシンボル）が（ショートまたはノーマルサイ
クリックプレフィックスに対する）データについてのＰＤＳＣＨに割り当てられ得る。
【００２９】
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　制御領域は、物理制御フォーマットインデックスチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理ハイ
ブリッド自動繰り返し要求（ハイブリッド－ＡＲＱ）インジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ
）、およびＰＤＣＣＨを含むことができる。制御領域は、不必要なオーバヘッドを回避す
べく、フレキシブルな制御構造を有する。ＰＤＣＣＨのために用いられる制御領域におけ
るＯＦＤＭシンボルの数は、物理制御フォーマットインデックスチャネル（ＰＣＦＩＣＨ
）内で送信される制御チャネルフォーマットインジケータ（ＣＦＩ）により決定されるこ
とができる。ＰＣＦＩＣＨは、それぞれのサブフレームの第１ＯＦＤＭシンボル内に位置
付けられることができる。ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨは、ＰＤＣＣＨよりも優先する
ことができ、したがって、ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨは、ＰＤＣＣＨよりも前にスケ
ジューリングされる。
【００３０】
　それぞれのＲＢ（物理ＲＢまたはＰＲＢ）１３０ｉは、（周波数軸上の）１２－１５ｋ
Ｈｚの複数のサブキャリア１３６、およびスロットあたり（時間軸上の）６つまたは７つ
の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボル１３２を含むことができる。ショートまたは
ノーマルサイクリックプレフィックスが使用される場合、ＲＢは、７つのＯＦＤＭシンボ
ルを用いることができる。拡張サイクリックプレフィックスが使用される場合、ＲＢは、
６つのＯＦＤＭシンボルを使用することができる。リソースブロックは、ショートまたは
ノーマルサイクリックプレフィクスを使用することで、８４個のリソースエレメント（Ｒ
Ｅ）１４０ｉにマッピングされることができ、またはリソースブロックは、拡張サイクリ
ックプレフィックスを使用することで、７２個のＲＥ（図示せず）にマッピングされるこ
とができる。ＲＥは、１つのサブキャリア（例えば、１５ｋＨｚ）１４６を単位として１
つのＯＦＤＭシンボル１４２のユニットであり得る。
【００３１】
　それぞれのＲＥは、四位相偏移変調（ＱＰＳＫ）変調の場合に、２ビット１５０ａおよ
び１５０ｂの情報を送信できる。それぞれのＲＥにより多いビットを送信するための１６
直交振幅変調（ＱＡＭ）または６４ＱＡＭ、またはそれぞれのＲＥにより少ないビット（
単一のビット）を送信するための二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）変調などの他のタイプの変
調を用いることができる。ＲＢは、ｅＮｏｄｅＢからＵＥへのダウンリンク送信のための
ために構成されることができ、ＲＢは、ＵＥからｅＮｏｄｅＢへのアップリンク送信のた
めに構成されることができる。
【００３２】
　それぞれの無線デバイスは、少なくとも１つの帯域幅を使用できる。帯域幅は、図２に
図示するように、信号帯域幅、搬送帯域幅、またはコンポーネントキャリア（ＣＣ）帯域
幅として称されてよい。例えば、ＬＴＥ　ＣＣ帯域幅は、１．４ＭＨｚ３１０、３ＭＨｚ
３１２、５ＭＨｚ３１４、１０ＭＨｚ３１６、１５ＭＨｚ３１８、および２０ＭＨｚ３２
０を含むことができる。１．４ＭＨｚのＣＣは、７２のサブキャリアを含む６のＲＢを含
むことができる。３ＭＨｚのＣＣは、１８０のサブキャリアを含む１５のＲＢを含むこと
ができる。５ＭＨｚのＣＣは、３００のサブキャリアを含む２５のＲＢを含むことができ
る。１０ＭＨｚのＣＣは、６００のサブキャリアを含む５０のＲＢを含むことができる。
１５ＭＨｚのＣＣは、９００のサブキャリアを含む７５のＲＢを含むことができる。２０
ＭＨｚのＣＣは、１２００のサブキャリアを含む１００のＲＢを含むことができる。
【００３３】
　それぞれのＵＥに対して、ＣＣは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）として定義されるこ
とができる。異なるＵＥは、それらのＰＣｅｌｌとして同じＣＣを必ずしも使用しなくて
よい。ＰＣｅｌｌは、ＵＥのためのアンカーキャリアとして見なされることができる。し
たがって、ＰＣｅｌｌは、無線リンク失敗モニタリング、ハイブリッド自動繰り返し要求
アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、および物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）リソース割り当て（ＲＡ）などの複数の制御信号機能性のために用いられることができ
る。１つより多くのＣＣがＵＥに対して設定される場合、追加のＣＣが、ＵＥのためのセ
カンダリセル（ＳＣｅｌｌ）として示されることができる。
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【００３４】
　ＰＤＣＣＨ上で搬送されるデータは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）と称されること
ができる。複数の無線デバイスは、無線フレームの１つのサブフレームにおいてスケジュ
ーリングされることができる。したがって、複数のＤＣＩメッセージは、複数のＰＤＣＣ
Ｈを用いることで送信されてよい。ＰＤＣＣＨ内のＤＣＩ情報は、１または複数の制御チ
ャネルエレメント（ＣＣＥ）を使用することで送信されてよい。ＣＣＥは、１群のリソー
スエレメントグループ（ＲＥＧ）から構成されることができる。レガシーＣＣＥは、９つ
のＲＥＧまで含むことができる。それぞれのレガシーＲＥＧは、４つのリソースエレメン
ト（ＲＥ）から構成されることができる。それぞれのリソースエレメントは、直交変調が
使用されている場合、２ビットの情報を含むことができる。したがって、レガシーＣＣＥ
は、７２ビットの情報まで含むことができる。７２ビットより多くの情報がＤＣＩメッセ
ージを搬送するのに必要な場合には、複数のＣＣＥが使用されることができる。複数のＣ
ＣＥの使用が、アグリゲーションレベルと称されることができる。一例において、アグリ
ゲーションレベルは、１つのレガシーＰＤＣＣＨに割り当てられた１、２、４、または８
の連続したＣＣＥとして定義されることができる。
【００３５】
　レガシーＰＤＣＣＨは、無線通信の複数の他の領域においてなされた複数の進展に対し
て複数の制約を引き起こし得る。例えば、ＯＦＤＭシンボル内の複数のサブフレームへの
複数のＣＣＥのマッピングは、周波数多様性を提供すべく、制御領域を超えて一般的に拡
張し得る。しかしながら、多様性を形成するビームは、ＰＤＣＣＨの現在のマッピング手
順では、可能でないかもしれない。さらに、レガシーＰＤＣＣＨの容量は、発展型の制御
信号に対して十分でないかもしれない。
【００３６】
　レガシーＰＤＣＣＨの制約を克服するために、改良型のＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）は
、レガシーＰＤＣＣＨなどのサブフレーム内の第１スロットＰＲＢ内のちょうど第１の１
から３列のＯＦＤＭシンボルの代わりに、完全なＰＲＢまたはＰＲＢペア（ここで、ＰＲ
Ｂペアは、同一のサブキャリアのサブフレームを使用することで２つの連続したＰＲＢで
あり得る）内のＲＥを使用できる。したがって、ＥＰＤＣＣＨは、増大した容量で構成さ
れることができ、複数の携帯電話ネットワークの設計における複数の進展を許容し、現在
既知の複数の挑戦および制約を最小化させる。
【００３７】
　レガシーＰＤＣＣＨとは異なり、ＥＰＤＣＣＨは、同一のＲＥ、または異なるＰＲＢで
はなくＰＤＳＣＨとしてのＰＲＢ内の領域にマッピングされることができる。一例におい
て、ＰＤＳＣＨおよびＥＰＤＣＣＨは、同一のＰＲＢ（または同一のＰＲＢペア）内に多
重化されないかもしれない。したがって、１つのＰＲＢ（または１つのＰＲＢペア）が、
ＥＰＤＣＣＨを含む場合、ＲＥはＰＤＳＣＨのために用いられないかもしれないので、１
つのＰＲＢ（または１つのＰＲＢペア）内の未使用のＲＥは、空白かもしれない。
【００３８】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）時分割複信（ＴＤＤ）システムに対して、２
つのタイプのダウンリンク制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨ）は、
いくつかのバンドリングウィンドウ内に共存するかもしれない。バンドリングウィンドウ
がＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨの両方を使用する場合、ＰＵＣＣＨリソース割り当て方
法が定義されることができる。
【００３９】
　図２に戻って、コンポーネントキャリアは、図３に図示されるような総称のロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ）フレーム構造を使用することで、ノード（例えば、ｅＮｏ
ｄｅＢ）と無線デバイス（例えば、ＵＥ）との間のアップリンク送信における物理（ＰＨ
Ｙ）レイヤ上で送信される無線フレーム構造を介してチャネル情報を搬送するのに用いら
れることができる。ＬＴＥフレーム構造について説明されるけれども、ＳＣ－ＦＤＭＡま
たはＯＦＤＭＡを使用する他のタイプの通信規格のためのフレーム構造も使用されてよい
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【００４０】
　図３は、アップリンク無線フレーム構造を図示する。同様な構造が、図１に図示される
ようなＯＦＤＭＡを使用するダウンリンク無線フレーム構造のために使用されることがで
きる。図３に示される例において、制御情報またはデータを送信するのに使用される信号
の無線フレーム１００は、１０ミリ秒（ｍｓ）の持続時間Ｔｆを有するように構成される
ことができる。それぞれの無線フレームは、それぞれの１ｍｓの長さである１０のサブフ
レーム１１０ｉにセグメント化または分割されることができる。それぞれのサブフレーム
は、それぞれ０．５ｍｓの持続時間Ｔｓｌｏｔを有する２つのスロット１２０ａおよび１
２０ｂにさらに細分化されることができる。無線デバイスおよびノードにより使用される
コンポーネントキャリア（ＣＣ）のためのそれぞれのスロットは、ＣＣ周波数帯域幅に基
づいて複数のリソースブロック（ＲＢ）３３０ａ、３３０ｂ、３３０ｉ、３３０ｍおよび
３３０ｎを含むことができる。それぞれのＲＢ（物理ＲＢまたはＰＲＢ）３３０ｉは、（
周波数軸上の）１２－１５ｋＨｚの複数のサブキャリア３３６、およびサブキャリアあた
り（時間軸上の）６または７のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル３３２を含むことができる。ショ
ートまたはノーマルサイクリックプレフィックスが使用される場合、ＲＢは、７つのＳＣ
－ＦＤＭＡシンボルを用いることができる。拡張サイクリックプレフィックスが使用され
る場合、ＲＢは、６つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを使用できる。リソースブロックは、シ
ョートまたはノーマルサイクリックプレフィクスを使用することで８４のリソースエレメ
ント（ＲＥ）１４０ｉにマッピングされることができ、リソースブロックは、拡張サイク
リックプレフィックスを使用することで、７２のＲＥ（不図示）にマッピングされること
ができる。ＲＥは、１つのサブキャリア（例えば、１５ｋＨｚ）１４６により１つのＳＣ
－ＦＤＭＡシンボル３４２のユニットであり得る。　それぞれのＲＥは、四位相偏移変調
（ＱＰＳＫ）変調の場合、２つのビット１５０ａおよび１５０ｂの情報を送信できる。そ
れぞれのＲＥにおいてより多くのビットを送信するために１６直交振幅変調（ＱＡＭ）、
または６４ＱＡＭ、またはそれぞれのＲＥにおいてより少ないビット（単一のビット）を
送信するために二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）などの他のタイプの変調が用いられてよい。
ＲＢは、無線デバイスからノードにアップリンク送信のために構成されることができる。
【００４１】
　アップリンク信号またはチャネルは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上
の物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）または制御情報上のデータを含むことが
できる。ＬＴＥにおいて、アップリンク制御情報（ＵＣＩ）を搬送するアップリンク物理
チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポート、ハイブリッド自動再
送再要求（ＨＡＲＱ）アクノレッジ／ネガティブアクノレッジ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）およ
びアップリンクスケジューリング要求（ＳＲ）を含むことができる。
【００４２】
　無線デバイス（例えば、ＵＥ）は、ＰＵＣＣＨを使用することで、ＰＤＳＣＨについて
ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックを提供できる。ＰＵＣＣＨは、表１内のＬＴＥについて
示されるように、様々な変調およびコード体系（ＭＣＳ）で、複数のフォーマット（例え
ば、ＰＵＣＣＨフォーマット）をサポートできる。表１と同等の情報が、３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅ規格リリース１１（例えば、Ｖ１１．２．０（２０１３－０２））技術仕様書（ＴＳ）
３６．２１１表５．４－１に示されることができる。例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット１
ｂは、キャリアアグリゲーションのために用いられることができる２ビットＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫを搬送するのに使用されることができる。　３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース１１内の複数
の表（例えば、マッピング表）への参照が、３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８，９および１０
にも見つけられてよい。
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【表１】

【００４３】
　レガシーＬＴＥ　ＴＤＤは、７つの異なる半静的に構成されるアップリンク－ダウンリ
ンク設定を提供することにより複数の非対称のＵＬ－ＤＬ割り当てをサポートできる。表
２は、ＬＴＥで使用される７つのＵＬ－ＤＬ設定を図示している。ここで、「Ｄ」は、ダ
ウンリンクサブフレームを表し、「Ｓ」は、特定のサブフレームを表し、「Ｕ」は、アッ
プリンクサブフレームを表す。一例において、特定のサブフレームは、ダウンリンクサブ
フレームとして動作または扱われることができる。　表２と同等の情報が、３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ　ＴＳ３６．２１１表４．２－２に示されることができる。
【表２】

【００４４】
　表２に図示されるように、ＵＬ－ＤＬ設定０は、サブフレーム２、３、４、７、８およ
び９内の６のアップリンクサブフレーム、サブフレーム０、１、５、および６内の４のダ
ウンリンクおよび特定のサブフレームを含むことができ、ＵＬ－ＤＬ設定５は、サブフレ
ーム２内の１つのアップリンクサブフレーム、およびサブフレーム０，１および３－９内
の９のダウンリンクおよび特定のサブフレームを含むことができる。それぞれのアップリ
ンクサブフレームｎは、アップリンク－ダウンリンク設定に基づいてダウインリンクサブ
フレームに関連することができる。ここで、それぞれのアップリンクサブフレームｎは、
ダウンリンク関連セットインデックスＫ∈｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝を有すること
ができる。ここで、Ｍは、表３に図示されるように、Ｋのセット内のエレメントの数とし
て定義される。表３と同様な情報は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＴＳ３６．２１３表１０．１．
３．１－１に示されることができる。
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【表３】

【００４５】
　表３は、いくつかのダウンリンクサブフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クをハンドリングするアップリンクサブフレーム内のダウンリンクサブフレームバンディ
ングの複数の例を示す。例えば、アップリンク－ダウンリンク設定４において、アップリ
ンクサブフレーム２（サブフレームｎ）は、アップリンクサブフレーム２（例えば、ダウ
ンリンクおよび特定のサブフレーム｛０，４，５，１｝（またはダウンリンクおよび特定
のサブフレームｎ－ｋｍ））より前の｛１２，８，７，１１｝サブフレーム（サブフレー
ムｋｍ）であり、Ｍは４に等しいダウンリンクおよび特定のサブフレームに対するＡＣＫ
／ＮＡＣＫフィードバックをハンドリングする。アップリンクサブフレーム３（サブフレ
ームｎ）は、アップリンクサブフレーム３（例えば、ダウンリンクサブフレーム｛７，８
，９，６｝（またはダウンリンクサブフレームｎ－ｋｍ））より前の｛６，５，４，７｝
サブフレーム（サブフレームｋｍ）であり、Ｍは４に等しいダウンリンクサブフレームに
対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックをハンドリングする。アップリンク－ダウンリン
ク設定５、アップリンクサブフレーム２に対して、Ｍは、９に等しい。アップリンク－ダ
ウンリンク設定０、アップリンクサブフレーム２に対して、Ｍは、１に等しく、アンプリ
ンクサブフレーム３で、Ｍは、０に等しい。アップリンク－ダウンリンク設定に応じて、
１つのアップリンクサブフレームは、１または複数のダウンリンクサブフレームに対する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックに対して責任があってよい。いくつかの状況において、
アップリンクサブフレーム責任能力間の同等な分配は、１つのアップリンクサブフレーム
が、大きい数のダウンリンクおよび特定のサブフレームについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックに対して責任がある複数の状況を低減するのに望ましいといえる。
【００４６】
　いくつかの例における基本的な必要条件として、ネットワークの複数のセルが、干渉を
回避するために、ＵＬ－ＤＬ（ＴＤＤ）設定を同調して変更できる。レガシーＬＴＥ　Ｔ
ＤＤセットの設定は、表２に示すように、４０％と９０％との間の範囲でＤＬサブフレー
ム割り当てを提供できる。無線フレーム内のＵＬおよびＤＬサブフレーム割り当ては、シ
ステム情報ブロードキャスト信号（例えば、システム情報ブロック（ＳＩＢ））を介して
再設定されることができる。ここで、一度設定されたＵＬ－ＤＬ割り当ては、半静的に変
化することが期待され得る。
【００４７】
　ＴＤＤのプロパティは、ＵＬおよびＤＬサブフレームの数が表２に示されるように異な
ることができ、しばしばＤＬサブフレーム数は、無線フレームに対してＵＬサブフレーム
の数より多くなることができる。より多くのＤＬサブフレームがＵＬサブフレームよりも
使用される複数の設定において、複数のＤＬサブフレームは、対応する複数の制御信号の
送信に対する１つの単一のＵＬサブフレームに関連されることができる。特定のＨＡＲＱ
－ＡＣＫタイミング関係の設定が定義されることができる（例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規
格リリース１１（例えば、Ｖ１１．２．０（２０１３－０２））ＴＳ３６．２１３表１０
．１．３．１－１または表３）。ＵＥが、１つのＵＬサブフレームと関連されることがで
きる複数のＤＬサブフレームにスケジューリングされる場合、ＵＥは、ＵＬサブフレーム
において複数のＡＣＫ／ＮＡＫ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）ビットを送信できる。１つの単一Ｕ
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つのバンドリングウィンドウを含むことができる。
【００４８】
　図４は、ＰＵＣＣＨリソース割り当ておよびＴＤＤに対するレガシーＰＤＣＣＨを伴う
使用を図示する。第２のスロットが、ＰＵＣＣＨに対してスロットレベルのホッピングに
より対称性を有することができるので、唯一の第１のスロットは、拡大され、精巧になる
。ＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂに対するＰＲＢは、バンド端ＰＲＢから、高レ
イヤシグナリング（例えば、無線リソース制御（ＲＲＣ）信号）により設定されることが
できる
【数１】

　に位置付けられることができる。　ＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂとＰＵＣＣ
Ｈフォーマット１／１ａ／１ｂについて混合のＰＲＢが存在する場合、混合のＰＲＢは、

【数２】

　により設定されることができる。ここで、１つのＰＲＢは、混合のＰＲＢに対して利用
可能であってよい。混合のＰＲＢの後に、ＲＲＣ信号により半静的に設定されるＰＵＣＣ
Ｈフォーマット１／１ａ／１ｂについてのＰＲＢが位置付けられることができる。
【数３】

　から開始すると、動的リソース割り当てに基づく最低ＣＣＥインデックスによるＰＵＣ
ＣＨフォーマット１ａ／１ｂに対するＰＲＢが存在することができ、位置づけられる。Ｐ
ＵＳＣＨは、また、複数のスケジューリングポリシーに従って、動的なＰＵＣＣＨリソー
ス領域内で、送信されることができる。任意のＰＲＢがＲＲＣシグナリングによりＰＵＣ
ＣＨフォーマット３に対して位置づけられることができる。　他の例において、ＰＵＣＣ
Ｈフォーマット３に対するＰＲＢは、他のＰＵＣＣＨフォーマットのようなバンド内で送
信されることができる。
【００４９】
　例えば、Ｍ＝１で、１つの設定されたサービングセルおよびサブフレームｎに対するＴ
ＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドルまたはＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化に対して、Ｍは
、表３内で定義されたＫのセット内のエレメントの数である。ＵＥは、ＰＵＣＣＨフォー
マット１ａ／１ｂに対するアンテナポートｐにマッピングされた
【数４】

　に対するサブフレームｎ内のＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためのＰＵＣＣＨリソース
【数５】

　を使用できる。ＰＤＳＣＨ送信が、対応するＰＤＣＣＨの検出により示される、または
ＰＤＣＣＨがサブフレームｎ－ｋ内のダウンリンクセミパーシステントスケジューリング
（ＳＰＳ）リリースを示す場合、ここで、ｋ∈Ｋで、（表３で定義された）Ｋは、（表２
で定義された）ＵＬ－ＤＬ設定およびサブフレームｎに依存するＭ個のエレメント｛ｋ０

，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝のセットであり、ＵＥは、まず、｛０，１，２，３｝の中から

【数６】

　になるようなｃ値を選択でき、アンテナポートｐ０に対する
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【数７】

　を使用できる。
【数８】

　は、複数の高レイヤ（例えば、ＲＲＣシグナリング）によって設定され、
【数９】

　であり、ｎＣＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応するｍで、対応するＰＤＣＣＨ
の送信のために用いられる第１ＣＣＥの数であり、ｋｍは、ＵＥがサブフレームｎ－ｋｍ

内にＰＤＣＣＨを検出するようなセットＫ内の最小値である。２つのアンテナポート送信
がＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂに対して設定される場合、アンテナポートｐ１に対
するＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドルのためのＰＵＣＣＨリソースは、

【数１０】

　により与えられることができる。
【００５０】
　例えば、ＴＤＤに対して、それぞれのＤＬサブフレームのための複数のＰＵＣＣＨリソ
ースは、できるだけ、排他的に留保され、それぞれのＤＬサブフレームのための留保され
たリソースの数は、図５に図示されるように、ブロックインタリーブマッピングを適用す
ることにより互いに類似であり得る。それぞれのＤＬサブフレームのための複数のＰＵＣ
ＣＨリソースを保留することにより、ＰＵＳＣＨリソースは、バンドリングウィンドウ内
のＤＬサブフレームに対して効率的にスケジューリングされることができる。ＴＤＤ内の
ＨＡＲＱ－ＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリソースは、また、スケジューリングされたＰＤＣ
ＣＨの最低ＣＣＥインデックスの関数により決定されることができる。
【００５１】
　ＥＰＤＣＣＨに関しては、サブフレームは、高レイヤシグナリングによりＥＰＤＣＣＨ
をモニタリングするために設定されることができる。したがって、バンドリングウィンド
ウ内で、ＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨのダウンリンク制御チャネルの２つのタイプが共
存しうる。図４に示すように、例えば、ＵＥに対してＭ＝４であると仮定すると、ＤＬサ
ブフレームｍ＝０および２がＰＤＣＣＨに対して用いられることができ、さらに、ｍ＝１
および３が、高レイヤ設定に従ってＥＰＤＣＣＨに対して用いられることができる。結果
として、バンドリングウィンドウがＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨの両方を使用する場合
、ＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣを規定するＰＵＣＣＨリソース割り当て方法が定義される
ことができる。
【００５２】
　例えば、ＤＬ制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨ）の２つの異なる
タイプは、バンドリングウィンドウ内で共存することができる。メカニズムは、ＴＤＤに
対するバンドリングウィンドウ内のＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨで混合されたＤＬサブ
フレーム上で、ＰＵＣＣＨリソース割り当てをハンドリングするのに用いられることがで
きる。設定において、ＵＥは、実際に送信されたＰＵＣＣＨリソース（例えば、ＰＤＣＣ
ＨおよびＥＰＤＣＣＨのいずれか一方）に対して導出されるＤＬサブフレームのためのリ
ソース割り当て方法に従うことができる。他の設定において、ＵＥは、（例えば、送信さ
れたＰＵＣＣＨリソース上のリソース割り当てを基礎とする（例えば、方法Ａ））レガシ
ーＰＤＣＣＨ規則に従うことができる。他の設定において、ＵＥは、（例えば、送信され
たＥＰＵＣＣＨリソース上のリソース割り当てを基礎とする（例えば、方法Ｂ））ＥＰＤ
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ＣＣＨ規則に従うことができる。
【００５３】
　ここで用いられるように、特に指定のない限り、ＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨが共存
できるＵＥに対するバンドリングウィンドウは、混合バンドリングウィンドウと称される
。ＴＤＤに対する混合バウンドリングウィンドウ内の動的ＰＵＣＣＨリソース割り当ての
方法が、開示される。
【００５４】
　レガシーＰＤＣＣＨ（例えば、度々ＰＤＣＣＨと称される）に対応する動的ＰＵＣＣＨ
リソース割り当て方法（例えば、方法Ａ）がＴＤＤに対して定義されることができる。Ｅ
ＰＤＣＣＨに対応する動的ＰＵＣＣＨリソース割り当て方法（例えば、方法Ｂ）は、また
、ＴＤＤに対して定義されることができる。例えば、方法Ａと方法Ｂとの間のＰＵＣＣＨ
リソース割り当ては、ＤＬサブフレームにより導出される実際に用いられるＰＵＣＣＨリ
ソース（例えば、
【数１１】

　または、
【数１２】

　）により決定されることができる。
【００５５】
　例えば、実際に用いられるＰＵＣＣＨリソースがＥＰＤＣＣＨに対して設定されるＤＬ
サブフレームにより導出される場合、方法Ｂが、ＰＵＣＣＨリソース割り当てとして用い
られてよい。実際のＰＵＣＣＨリソースは、（例えば、ＰＤＣＣＨに対して設定され）Ｅ
ＰＤＣＣＨに対して設定されないＤＬサブフレームにより導出される場合、方法Ａが、Ｐ
ＵＣＣＨリソース割り当てとして用いられてよい。例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化（例
えば、チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ）上で、ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫ
フィードバックを送信するためのＰＵＣＣＨリソース

【数１３】

　を使用し、ＰＵＣＣＨリソースがバンドリングウィンドウ内でｍ＝ｊで導出される場合
、ＰＵＣＣＨリソース割り当て方法は、ＰＵＣＣＨリソース導出のためのＤＬサブフレー
ムｍがＰＤＣＣＨに対して設定されるか、ＥＰＤＣＣＨに対して設定されるかに基づいて
、方法Ａおよび方法Ｂとの間で適用されることができる、
【００５６】
　単一設定のセル内のＴＤＤの動的ＰＵＣＣＨリソース割り当てに関して、チャネル選択
（例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化）を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂ送信およ
びＰＵＣＣＨフォーマット１ｂは、ｎＣＣＥ（例えば、ＰＤＣＣＨの最低ＣＣＥインデッ
クス）またはｎＥＣＣＥ（例えば、ＥＰＤＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックス）により決
定される潜在的なリソース割り当てをサポートする。チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォ
ーマット１ａ／１ｂおよびＰＵＣＣＨフォーマット１ｂの方法に対して、実際に送信され
たＰＵＣＣＨリソースの数は、１つのＣＣＥであり得る。使用されるＰＵＣＣＨリソース
は、対応するＤＬサブフレーム、またはバンドリングウィンドウ内のＤＬダウンリンク割
り当てインデックス（ＤＡＩ）値のいずれか一方により、決定されることができる。ダウ
ンリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ）は、無線デバイス（例えば、ＵＥ）に信号伝達
されるダウンリンクリソース付与におけるフィールドであり得る。前回のウィンドウ内の
どれくらい多くのサブフレームがその無線デバイスへの送信に含まれるかを示している。
ＤＡＩは、時間領域多重化（ＴＤＤ）モードにおいて適用でき、無線デバイスがすべての
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送信するためのトランスポートブロックを受信したかどうかを無線デバイスが決定するこ
とを可能にできる。
【００５７】
　一例において、ＥＰＤＣＣＨを伴うＴＤＤに対するＰＵＣＣＨリソース割り当ての方程
式は、
【数１４】

　のように表される。ここで、ｎＥＣＣＥは、最低ＥＣＣＥインデックスの数であり、Ｖ
ａｌｕｅ（値）は、様々なパラメータからなり得る。一例として、
【数１５】

　である。ここで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースインデクタ（ＡＲＩ）は、ＥＰＤＣＣＨ内
のＤＣＩから与えられ得るオフセット値（例えば、整数値でよい）である。ＡＰは、アン
テナポート（０，…３）であり、ｍは、表３に基づくパラメータであり、
【数１６】

　は、ＥＰＤＣＣＨセットｋに対するＵＥ固有の開始オフセット値である。他の例として
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースオフセット（ＡＲＯ）は、ＡＲＩの代わりに用いられること
ができる。
【００５８】
　設定において、Ｍ＝１で、１つの設定されたサービングセルおよびサブフレームｎに対
するＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドルまたはＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化に対して
、ＵＥは、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂに対するアンテナポートｐにマッピングさ
れた

【数１７】

　に対するサブフレームｎ内のＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためのＰＵＣＣＨリソース
【数１８】

　を使用できる。ここで、Ｍは、表３で定義されるＫのセット内のエレメントの数である
。
【００５９】
　対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出により示されるＰＤＳＣＨ送信がある、また
はサブフレームｎ－ｋ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
がある場合、ここで、ｋ∈Ｋ（表３で定義される）Ｋは、サブフレームｎおよびＵＬ－Ｄ
Ｌ設定に応じたＭ個のエレメント｛ｋ０，ｋ１，…ｋＭ－１｝のセットであり、よび、サ
ブフレームｎ－ｋｍがＥＰＤＣＣＨに対して設定されない場合、ＵＥは、
【数１９】

　になる｛０，１，２，３｝の中のｃ値をまず選択でき、アンテナポートｐ０に対して
【数２０】

　を使用できる。ここで、
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【数２１】

　は、
【数２２】

　であり、ｎＣＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応するｍにおける対応するＰＤＣ
ＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥの数である。ここで、ｋｍは、ＵＥがサブフレームｎ
－ｋｍ（例えば、ＰＤＣＣＨがバンドリングウィンドウ内で検出される最後のＤＬサブフ
レーム）内のＰＤＣＣＨを検出するようなセットＫ内の最小値である。２つのアンテナポ
ート送信がＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂに対して設定される場合、アンテナポート
ｐ１に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドルのためのＰＵＣＣＨリソースは、
【数２３】

　により与えられることができる。
【００６０】
　対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出により示されるＰＤＳＣＨ送信がある、また
はサブフレームｎ－ｋ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
がある場合、ここで、ｋ∈Ｋおよび（表３で定義される）Ｋは、サブフレームｎおよびＵ
Ｌ－ＤＬ設定に応じたＭ個のエレメントのセット｛ｋ０，ｋ１，…ｋＭ－１｝であり、お
よびサブフレームｎ－ｋｍがＥＰＤＣＣＨに対して設定される場合、ＵＥは、アンテナポ
ートｐ０に対して
【数２４】

　を使用することができる。
　ｎＥＣＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応するｍ内のＥＰＤＣＣＨセット

【数２５】

　のための対応するＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数である。ここで、
ｋｍは、サブフレームｎ－ｋｍ（例えば、ＥＰＤＣＣＨがバンドリングウィンドウ内で検
出される最後のＤＬサブフレーム）内のＥＰＤＣＣＨセット
【数２６】

　に対するＥＰＤＣＣＨをＵＥが検出するようなセットＫ内の最小値である。２つのアン
テナポート送信がＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂに対して設定される場合、アンテナ
ポートｐ１に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドルのためのＰＵＣＣＨリソースは、

【数２７】

　により与えられることができる。
【００６１】
　サブフレームｎ－ｋ内で検出される対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨがないＰＤＳＣ
Ｈ送信のみがある場合、ここで、ｋ∈Ｋ、Ｋは、表３で定義され、ＵＥは、ＰＵＣＣＨフ
ォーマット１ａ／１ｂを使用でき、

【数２８】

　の値をもつＰＵＣＣＨリソース
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　は、高レイヤ設定および表４（例えば、図６）に従って決定される。ＰＵＣＣＨフォー
マット１ａ／１ｂおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドルのための２つのアンテナポート送信に
対して設定されたＵＥに対して、表４内のＰＵＣＣＨリソース値は、アンテナポートｐ０

に対する第１のＰＵＣＣＨリソース

【数３０】

　およびアンテナポートｐ１に対する第２のＰＵＣＣＨリソース
【数３１】

　を用いて、２つのＰＵＣＣＨリソースにマッピングする。さもなければ、ＰＵＣＣＨリ
ソース値は、アンテナポートｐ０に対して単一のＰＵＣＣＨリソース
【数３２】

　にマッピングされる。
【００６２】
　したがって、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）がないＭ＝１のＨＡＲＱ－ＡＣＫバン
ドルまたはＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化に対して、使用されるＰＵＣＣＨリソースは、ＤＬサ
ブフレームがＰＤＣＣＨかＥＰＤＣＣＨかにより設定されることに従って、バンドリング
ウィンドウ内の最後のＤＬサブフレームから導出されることができる。
【００６３】
　他の設定において、Ｍ＞１で、かつ１つの設定されたサービングセルで、ＴＤＤ　ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ多重化およびサブフレームｎに対して、Ｍは、表３で定義されたＫのセット
内のエレメントの数であり、サブフレームｎ－ｋｉから導出されるＰＵＣＣＨリソースと
して

【数３３】

　サブフレームｎ－ｋｉからのＡＣＫ／ネガティブＡＣＫ／非連続送信（ＤＴＸ）応答（
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸ）としてＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｉ）を意味する。ここで、（表３
で定義される）ｋｉ∈Ｋおよび

【数３４】

　である。
【００６４】
　ｋｉ∈Ｋであり、サブフレームｎ－ｋｉ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示す対応す
るＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨまたはＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出により示されるＰＤ
ＳＣＨ送信に対して、サブフレームｎ－ｋｉが、ＥＰＤＣＣＨに対して設定されない場合
、ＰＵＣＣＨリソースは、

【数３５】

　により表されることができる。ここで、ｃは、
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【数３６】

　であり、
【数３７】

　であり、
　ｎＣＣＥ，ｉが、サブフレームｎ－ｋｉ内の対応するＰＤＣＣＨの送信のために用いら
れる第１ＣＣＥの数であり、
【数３８】

　が複数の高レイヤにより設定されるような｛０，１，２，３｝から選択される。
【００６５】
　ｋｉ∈Ｋであり、サブフレームｎ－ｋｉ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示す対応す
るＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨまたはＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出により示されるＰＤ
ＳＣＨ送信に対して、サブフレームｎ－ｋｉがＥＰＤＣＣＨに対して設定される場合、Ｐ
ＵＣＣＨリソースは、

【数３９】

　であり、ｎＥＣＣＥ，ｉは、サブフレームｎ－ｋｉ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数４０】

　に対する対応するＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１のＥＣＣＥの数である。
【００６６】
　サブフレームｎ－ｋｉ内で検出される対応するＰＤＣＣＨ/ＥＰＤＣＣＨがないＰＤＳ
ＣＨ送信に対して、

【数４１】

　の値は、高レイヤ設定および表４（例えば、図６）に従って決定されることができる。
【００６７】
　他の設定において、チャネル選択および２つの設定されたサービングセルを伴うＰＵＣ
ＣＨフォーマット１ｂおよび表３で定義されるＫのセット内の複数のエレメントの数であ
るＭが

【数４２】

　であるサブフレームｎを伴うＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化に対して、ＵＥは、Ａ　
ＰＵＣＣＨリソース
【数４３】

　から選択されるＰＵＣＣＨリソース
【数４４】

　上で、ｂ（０）ｂ（１）（例えば、ビット配列）を送信できる。ここで、ＰＵＣＣＨフ
ォーマット１ｂを使用するサブフレームｎ内の表６（例えば、図８）、表７（例えば、図
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【数４５】

　であり、Ａ∈｛２，３，４｝である。Ｍ＝１のサブフレームｎに対して、ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ（ｊ）は、サービングセルに関連するトランスポートブロックまたはＳＰＳリリース
ＰＤＣＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸを意味する。ここで、トランスポートブロ
ックおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）に対するサービングセルおよび複数のＡ　ＰＵＣＣＨ
リソースは、表９（例えば、図１１）により与えられる。　Ｍ＝２のサブフレームｎに対
して、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）は、それぞれのサービングセル上のセットＫにより与えら
れるサブフレーム内のＰＤＳＣＨ送信またはＳＰＳリリースＰＤＣＣＨに対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫ／ＤＴＸ応答を意味する。ここで、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）に対するそれぞれの
サービングセル上の複数のサブフレームおよび複数のＡ　ＰＵＣＣＨリソースは、表１０
（例えば、図１２）により与えられる。ＵＥは、以下に従って、Ｍ＝１に対する表９（例
えば、図１１）およびＭ＝２に対する表１０（例えば、図１２）内の

【数４６】

　であるＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）に関連する複数のＡ　ＰＵＣＣＨリソース
【数４７】

　を決定できる。
【００６８】
　プライマリセル上のｋｍ∈Ｋにおける、サブフレームｎ－ｋｍ内の対応するＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨの検出により示されるＰＤＳＣＨ送信に対して、または、プライマリセル
上のｋｍ∈Ｋにおける、サブフレームｎ－ｋｍ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに対して、サブフレームｎ－ｋｍがＰＵＣＣＨリソースに対して
設定されていない場合、
【数４８】

　により表されることができる。ここで、ｃは、｛０，１，２，３｝から
【数４９】

　であるように選択され、
【数５０】

　である。ここで、
【数５１】

　は、プライマリセルから決定される。Ｍ＝１のサブフレームｎおよび、対応するＰＤＳ
ＣＨ送信が生じるサービングセル上の２つのトランスポートブロックまでサポートする送
信モードに対して、ＰＵＣＣＨリソース

【数５２】

　は、
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【数５３】

　により与えられる。ここで、ｎＣＣＥ，ｍは、対応するＤＣＩ割り当ての送信のために
用いられる第１ＣＣＥの数であり、
【数５４】

　は、複数の高レイヤによって設定される。
【００６９】
　プライマリセル上のｋｍ∈Ｋにおける、サブフレームｎ－ｋｍ内の対応するＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨの検出により示されるＰＤＳＣＨ送信に対して、または、プライマリセル
上のｋｍ∈Ｋにおける、サブフレームｎ－ｋｍ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに対して、サブフレームｎ－ｋｍがＥＰＤＣＣＨに対して設定さ
れている場合、ＰＵＣＣＨリソースは、
【数５５】

　により表されることができる。Ｍ＝１のサブフレームｎ、および対応するＰＤＳＣＨ送
信が生じるサービングセル上の２つのトランスポートブロックまでサポートする送信モー
ドに対して、ＰＵＣＣＨリソース

【数５６】

　は、
【数５７】

　により与えられる。ここで、ｎＥＣＣＥ，ｍは、ＥＰＤＣＣＨセット
【数５８】

　に対するＥＰＤＣＣＨによる対応するＤＣＩ割り当ての送信に用いられる第１ＣＣＥの
数である。
【００７０】
　ｋ∈Ｋにおける、サブフレームｎ－ｋ内で検出される対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣ
Ｈがないプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信に対して、

【数５９】

　の値は、高レイヤ設定および表４（例えば、図６）に従って決定されることができる。
【００７１】
　他の設定において、チャネル選択、およびＭ＞２および２つの設定されたサービングセ
ルを用いたサブフレームｎを伴いＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いたＴＤＤ　ＨＡＲＱ
－ＡＣＫ多重化に対して、Ｍは、表３に定義されるＫのセット内のエレメントの数であり
、ＵＬサブフレームｎに関連するＭ個のＤＬサブフレームにおける送信から導出されるＰ
ＵＣＣＨリソースとして、
【数６０】

　を意味する。ここで、
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【数６１】

　である。
【数６２】

　および

【数６３】

　は、プライマリセル上のダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＳＣＨ送信またはＰＤ
ＣＣＨに関連する。そして、
【数６４】

　、
【数６５】

　は、セカンダリセル上のＰＤＳＣＨ送信に関連する。
【００７２】
　プライマリセルに対して、ｋ∈Ｋにおいて、サブフレームｎ－ｋ内で検出される対応す
るＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨがないプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信がある場合、

【数６６】

　の値は、高レイヤ設定および表５（例えば、図７）に従って決定されることができる。
【００７３】
　ｋ∈Ｋにおいて、サブフレームｎ－ｋ内で検出される対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣ
Ｈがないプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信がある場合、サブフレームｎ－ｋｍ内の対応
するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出により示されるプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信
に対して、ここで、「１」に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値を伴うｋｍ∈
Ｋであり、または、サブフレームｎ－ｋｍ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣ
ＣＨ、ここで、「１」に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値を伴うｋｍ∈Ｋで
ある。そして、サブフレームｎ－ｋｍがＥＰＤＣＣＨに対して設定されていない場合、Ｐ
ＵＣＣＨリソースは、

【数６７】

　である。ここで、ｃは、｛０，１，２，３｝から
【数６８】

　であるように選択され、
【数６９】

　である。ここで、ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数７０】
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　に対する対応するＰＤＣＣＨの送信のために用いられる第１ＣＣＥの数であり、
【数７１】

　は、複数の高レイヤにより設定される。
【００７４】
　ｋ∈Ｋにおいて、サブフレームｎ－ｋ内で検出される対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣ
Ｈがないプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信がある場合、サブフレームｎ－ｋｍ内の対応
するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出により示されるプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信
に対して、ここで、「１」に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値を伴うｋｍ∈
Ｋであり、または、サブフレームｎ－ｋｍ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣ
ＣＨ、ここで、１に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値を伴うｋｍ∈Ｋであり
、サブフレームｎ－ｋｍが、ＥＰＤＣＣＨに対して設定される場合、ＰＵＣＣＨリソース
は、

【数７２】

　であり、ここで、ｎＥＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数７３】

　に対する対応するＥＰＤＣＣＨの送信のために用いられる第１のＥＣＣＥの数である。
【００７５】
　ｋ∈Ｋにおいて、サブフレームｎ－ｋ内で検出される対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣ
Ｈがないプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信がある場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（０）が、対
応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨがないＰＤＳＣＨ送信に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴ
Ｘ応答であり得る。

【数７４】

　に対して、対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを伴うＰＤＳＣＨ送信、および「ｊ」に
等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値、またはダウンリンクＳＰＳリリースを示
し、「ｊ」に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣ
ＣＨが受信される場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）が、対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸ
応答であり得、さもなければ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）は、ＤＴＸにセットされ得る。
【００７６】
　別の面では（例えば、ｋ∈Ｋにおいて、サブフレームｎ－ｋ内で検出される対応するＰ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを用いたプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信がある場合）、「１
」または「２」のいずれか一方に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値で、ｋｍ

∈Ｋの場合に、サブフレームｎ－ｋｍ内の対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出によ
り示されるプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信に対して、または、「１」または「２」の
いずれか一方に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値で、ｋｍ∈Ｋの場合に、サ
ブフレームｎ－ｋｍ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの
検出により示されるプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信に対して、そして、サブフレーム
ｎ－ｋｍがＥＰＤＣＣＨに対して設定されていない場合、ＰＵＣＣＨリソースは、
【数７５】

　である。ここで、ｃは、｛０，１，２，３｝から、
【数７６】
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　であるように選択され、
【数７７】

　であり、ここで、ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内の対応するＰＤＣＣＨの送
信に用いられる第１ＣＣＥの数であり、
【数７８】

　は、複数の高レイヤによって設定され、「１」に等しいＤＡＩ値をもつ対応するＰＤＣ
ＣＨに対して、i＝０であり、「２」に等しいＤＡＩ値をもつ対応するＰＤＣＣＨに対し
て、ｉ＝１である。
【００７７】
　別の面では（例えば、ｋ∈Ｋにおいて、サブフレームｎ－ｋ内で検出される対応するＰ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを用いたプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信がある場合）、「１
」または「２」のいずれか一方に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値で、ｋｍ

∈Ｋの場合に、サブフレームｎ－ｋｍ内の対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出によ
り示されるプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信に対して、または、「１」または「２」の
いずれか一方に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値で、ｋｍ∈Ｋの場合に、サ
ブフレームｎ－ｋｍ内のダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに
対して、そして、サブフレームｎ－ｋｍがＥＰＤＣＣＨに対して設定されている場合、Ｐ
ＵＣＣＨリソースは、

【数７９】

　である。ここで、ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数８０】

　に対して対応するＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数であり、「１」に
等しいＤＡＩ値をもつ対応するＥＰＤＣＣＨに対して、ｉ＝０であり、「２」に等しいＤ
ＡＩ値をもつＥＰＤＣＣＨセット
【数８１】

　に対して対応するＥＰＤＣＣＨに対してｉ＝１である。
【００７８】
　別の面では（例えば、ｋ∈Ｋにおいて、サブフレームｎ－ｋ内で検出される対応するＰ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを用いたプライマリセル上のＰＤＳＣＨ送信がある場合）、

【数８２】

　に対して、対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨおよび「ｊ＋１」に等しいＰＤＣＣＨ／
ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値、またはダウンリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨ／ＥＰ
ＤＣＣＨを用いた、および「j＋１」に等しいＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ値を
用いた、ＰＤＳＣＨ送信が受信される場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）は、対応するＡＣＫ
／ＮＡＣＫ／ＤＴＸ応答である。さもなくば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｊ）は、ＤＴＸに設定
されることができる。
【００７９】
　セカンダリセルは、ＥＰＤＣＣＨを送信しないかもしれない。したがって、ＰＵＣＣＨ
リソース割り当ては、セカンダリセルに対するレガシーＰＤＣＣＨ規則を使用するかもし
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【００８０】
　他の例において、ＰＤＣＣＨのみがバンドリングウィンドウ内にある場合、レガシーＰ
ＵＣＣＨリソース割り当て方法が使用されることができる。ＥＰＤＣＣＨのみがバンドリ
ングウィンドウ内にある場合、ＥＰＤＣＣＨに関連するＰＵＣＣＨリソース割り当て方法
が使用されることができる。　少なくとも１つのＥＰＤＣＣＨがバンドリングウィンドウ
内にある場合、上記の通り、レガシーＰＵＣＣＨリソース割り当て方法が使用されること
ができるか、あるいはＥＰＤＣＣＨに関連するＰＵＣＣＨリソース割り当てが使用される
ことができる。
【００８１】
　チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂまたはＰＵＣＣＨフォーマット
１ｂの場合について説明される同様の原理が、ＰＵＣＣＨフォーマット３が設定される場
合（例えば、プライマリセルフォールバックの場合）に適用することができる。
【００８２】
　他の例は、図１３のフローチャートで示すように、ユーザ機器（ＵＥ）において、サブ
フレームｎ内のハイブリッド自動再送要求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信に対す
る条件付き時分割複信（ＴＤＤ）物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース
割り当てのための方法５００を提供する。その方法は、ＵＥのための機械、コンピュータ
回路、またはプロセッサ上の複数の命令として実行されてよい。複数の命令は、少なくと
も１つのコンピュータ可読媒体または１つの非一時的マシン可読記憶媒体上に含まれる。
その方法は、前の特定のサブフレーム内で受信されるダウンリンク制御チャネルタイプが
物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、または拡張物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＥＰＤＣＣＨ）であるかを認識する動作を含む。ここで、前の特定のサブフレームは
、ブロック５１０に示すように、サブフレームｎの前の時間内で生じる。　ブロック５２
０に示すように、ダウンリンク制御チャネルタイプがＰＤＣＣＨである場合に、物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の最低制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）インデッ
クスを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についてのＰＵＣＣＨリソースを決定するための動作
が続く。ブロック５３０に示すように、その方法の次の動作は、ダウンリンク制御チャネ
ルタイプがＥＰＤＣＣＨである場合にＥＰＤＣＣＨの最低拡張ＣＣＥ（ＥＣＣＥ）インデ
ックスを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についてのＰＵＣＣＨリソースを決定することであ
り得る。
【００８３】
　一例において、前の特定のサブフレームは、サブフレームｎ－ｋを含むことができる。
ここで、ｋ∈Ｋであり、ダウリンク関連セットインデックスＫは、第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）標準リリース１
１、技術仕様書（ＴＳ）３６．２１３（例えば、図３）の表１０．１．３．１－１で定義
されている。Ｋは、サブフレームｎおよびアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）設
定に応じたＭ個のエレメント｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝のセットを含む。
【００８４】
　他の例において、ＥＰＤＣＣＨの最低拡張ＣＣＥ（ＥＣＣＥ）インデックスを用いてサ
ブフレームｎ－ｋについてのＰＵＣＣＨリソースを決定する動作は、
【数８３】

　により表されるパラメータＶａｌｕｅ（値）を用いてＰＵＣＣＨリソースを決定するよ
うさらに構成されることができる。ここで、アクノレッジ（ＡＣＫ）／ネガティブＡＣＫ
（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）リソースオフセット（ＡＲＯ）は、ＥＰＤＣＣＨ内のダウンリンク
制御情報（ＤＣＩ）から導出される整数オフセット値である。アンテナポート（ＡＰ）は
、パラメータ（０，・・・，３）である。
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【数８４】

　は、ＥＰＤＣＣＨセット
【数８５】

　に対するＵＥ固有の開始オフセット値である。ｍは、整数である。ｋｍは、ＵＥがサブ
フレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット

【数８６】

　についてのＥＰＤＣＣＨを検出するようなセットＫ内の最小値である。
【００８５】
　１つの設定されたサービングセルおよびサブフレームｎに対して、Ｍ＝１で、ＰＤＣＣ
Ｈの最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についてのＰＵＣＣ
Ｈリソース

【数８７】

　を決定する動作は、｛０，１，２，３｝の中から、
【数８８】

　になるＣ値を選択することと、アンテナポートｐ０に対して、

【数８９】

　で表され、
　アンテナポートｐ１に対して、
【数９０】

　で表されるＰＵＣＣＨリソース
【数９１】

　を使用することをさらに含む。ここで、ｎＣＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応
するｍ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数である。
ｋｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＰＤＣＣＨをＵＥが検出するようなＫのセット内の最
小値である。

【数９２】

　、
【数９３】

　がダウンリンク帯域幅設定であり、
【数９４】

　の複数のユニットで表現される。
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【数９５】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
現される。
【数９６】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域についての開始ＰＵＣＣＨチャネル
インデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定される。アン
テナポートｐ１は、２つのアンテナポート送信が設定されている場合に用いられることが
できる。ＥＰＤＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫ
送信についてＰＵＣＣＨリソース
【数９７】

　を決定する動作は、アンテナポートｐ０に対して、
【数９８】

　で表され、
　アンテナポートｐ１に対して、

【数９９】

　で表されるＰＵＣＣＨリソース
【数１００】

　を使用することをさらに含むことができる。ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータ
である。ｎＥＣＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応するｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数１０１】

　に対して対応するＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数である。ここで、
ｋｍは、ＵＥがサブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数１０２】

　に対してＥＰＤＣＣＨを検出するようなセットＫ内の最小値である。アンテナポートｐ

１は、２つのアンテナポート送信が設定されている場合に使用されることができる。
【００８６】
【数１０３】

　であるＭ＞１で、１つの設定されたサービングされるおよびサブフレームｎに対して、
最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｉを用いることで、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についてＰ
ＵＣＣＨリソース

【数１０４】

　を決定する動作は、
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【数１０５】

　により表される。ここで、ｃは、
【数１０６】

　であるように｛０，１，２，３｝から選択される。ｎＣＣＥ，ｉは、サブフレームｎ－
ｋｉ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数である。
【数１０７】

　、
【数１０８】

　は、ダウンリンク帯域幅設定であり、
【数１０９】

　の複数のユニット内に表される。

【数１１０】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
される。
【数１１１】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対する複数の高レイヤにより設定される。　ＥＰＤ
ＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｉを用いることでＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信
に対するＰＵＣＣＨリソース
【数１１２】

　を決定する動作は、
【数１１３】

　により表され得る。ここで、Ｖａｌｕｅ（値）はパラメータである。ｎＥＣＣＥ，ｉは
、サブフレームｎ－ｋｉ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数１１４】

　に対する対応するＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数である。
【００８７】
　プライマリセル上でｋｍ∈Ｋであり、
【数１１５】

　であり、Ａ∈｛２，３，４｝であって、
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【数１１６】

　である、少なくとも２つの設定されたサービングセルおよびサブフレームｎに対して、
ＰＤＣＣＨの最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｍを用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対し
てＰＵＣＣＨリソース
【数１１７】

　を決定する動作は、
【数１１８】

　および
【数１１９】

　により表すことができる。
　ここで、ｃは、
【数１２０】

　になるように｛０，１，２，３｝から選択される。
　ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｉ内の対応するＰＤＣＣＨの送信について用いら
れる第１ＣＣＥインデックスの数である。
【数１２１】

　、

【数１２２】

　は、プライマリセルからのダウンリンク帯域幅設定であり、
【数１２３】

　の複数のユニットで表される。

【数１２４】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
される。
【数１２５】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域について開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定される。
　ここで、
【数１２６】
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　は、サブフレームｎ、および対応する物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送
信が生じるサービングセル上で２つのトランスポートブロックまでサポートする送信モー
ドについて用いられる。ＥＰＤＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｍを用い
てＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についてＰＵＣＣＨリソース
【数１２７】

　を決定する動作は、
【数１２８】

　および
【数１２９】

　で表されることができる。ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータである。ｎＥＣＣ

Ｅ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数１３０】

　に対してＥＰＤＣＣＨによる対応するＤＣＩ割り当ての送信に用いられる第１ＥＣＣＥ
の数である。そして、

【数１３１】

　は、サブフレームｎ、および対応するＰＤＳＣＨ送信が生じるサービングセル上の２つ
のトランスポートブロックまでサポートする送信モードに対して用いられる。
【００８８】
　ｋ∈Ｋ、プライマリセルに対してｋｍ∈Ｋにおいて、Ｍ＞２で、少なくとも２つの設定
されたサービングセルおよびサブフレームｎに対して、ＰＤＣＣＨの最低ＣＣＥインデッ
クスｎＣＣＥ，ｍを用いることでＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対するＰＵＣＣＨリソース

【数１３２】

　を決定する動作は、
【数１３３】

　によって表されることができる。
　ここで、ｃは、
【数１３４】

　になるような｛０，１，２，３｝から選択される。ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－
ｋｍ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数である。

【数１３５】

【数１３６】
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　は、プライマリセルからのダウンリンク帯域幅設定であり、
【数１３７】

　の複数のユニット内で表される。
【数１３８】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
される。
【数１３９】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤにより設定される。　ＥＰＤ
ＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｍを用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対す
るＰＵＣＣＨリソース

【数１４０】

　を決定する動作は、

【数１４１】

　により表されることができる。ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータでである。ｎ

ＥＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数１４２】

　に対して対応するＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数である。
【００８９】
　他の例は、図１４のフローチャートに示されるように、サブフレームｎ内のハイブリッ
ド自動再送要求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信に対する時分割複信（ＴＤＤ）に
おける条件付き物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース割当を提供するよ
う動作可能なユーザ機器（ＵＥ）上のプロセッサのコンピュータ回路の機能性６００を提
供する。機能性は、方法として実装されてよい。または機能性は、機械上の複数の命令と
して実行されてよい。複数の命令は、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体または１つ
の非一時的マシン可読記憶媒体上に含まれる。コンピュータ回路は、前の特定のサブフレ
ーム内のダウンリンク制御チャネルを受信するよう構成されることができる。前の特定の
サブフレームは、ブロック６１０に示すように、サブフレームｎより前の時間で生じる。
コンピュータ回路は、ブロック６２０に示すように、前の特定のサブフレーム内で受信さ
れるダウンリンク制御チャネルタイプが物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）ま
たは拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）であることを認識するようさら
に構成されることができる。コンピュータ回路は、また、ブロック６３０に示すように、
受信されるダウンリンク制御チャネルタイプがＰＤＣＣＨである場合、ＰＤＣＣＨの最低
制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）インデックスを使用したＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対す
るＰＵＣＣＨリソースを決定するように構成されることができる。コンピュータ回路は、
ブロック６４０に示すように、受信されたダウンリンク制御チャネルタイプがＥＰＤＣＣ
Ｈである場合、ＥＰＤＣＣＨの最低拡張ＣＣＥ（ＥＣＣＥ）インデックスを使用したＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ送信に対するＰＵＣＣＨリソースを決定するようにさらに構成されることが
できる。
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　一例において、前の特定のサブフレームは、サブフレームｎ－ｋを含むことができる。
ここで、ｋ∈Ｋであり、ダウリンク関連セットインデックスＫは、第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）標準リリース１
１、技術仕様書（ＴＳ）３６．２１３の表１０．１．３．１－１（例えば、表３）で定義
される。そして、Ｋは、サブフレームｎおよびアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ
）設定に応じたＭ個のエレメント｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝のセットを含むことが
できる。他の例において、サブフレームｎ－ｋは、ＰＤＣＣＨおよび設定されたＥＰＤＣ
ＣＨサブフレームを含む。
【００９１】
　他の設定において、ＥＰＤＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックスを用いてサブフレームｎ
－ｋに対するＰＵＣＣＨリソースを決定するよう構成されたコンピュータ回路は、パラメ
ータ（例えば、Ｖａｌｕｅ（値））を用いてＰＵＣＣＨリソースを決定するようさらに構
成されることができる。パラメータは、アクノレッジ（ＡＣＫ）／ネガティブＡＣＫ（Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ）リソースオフセット（ＡＲＯ）、アンテナポート（ＡＰ）、ＥＰＤＣＣ
Ｈセットに対するＵＥ固有の開始オフセット値、および整数ｍから導出されることができ
る。ここで、ｋｍは、ＵＥがサブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨを検出するようなセ
ットＫ内の最小値である。
【００９２】
　Ｋ∈｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝のセット内のエレメントの数であるＭが、Ｍ＝１
である、１つの設定されたサービングセルおよびサブフレームｎに対して、ＰＤＣＣＨの
最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥを用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信についてのＰＵＣＣＨリ
ソース
【数１４３】

　を決定するよう構成されたコンピュータ回路は、
【数１４４】

　になり、アンテナポートｐ０に対して、
【数１４５】

　で表され、アンテナポートｐ１に対して、
【数１４６】

　で表されるＰＵＣＣＨリソース
【数１４７】

　を使用する｛０，１，２，３｝のなかからＣ値を選択することができる。ここで、ｎＣ

ＣＥは、サブフレームｎ－ｋｍおよび対応するｍ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いら
れる第１ＣＣＥインデックスの数である。ｋｍは、ＵＥがサブフレームｎ－ｋｍ内のＰＤ
ＣＣＨを検出するようなセットＫ内の最小値である。

【数１４８】

　、
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【数１４９】

　がダウンリンク帯域幅設定であり、
【数１５０】

　の複数のユニットで表現される。
【数１５１】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
現される。
【数１５２】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域についての開始ＰＵＣＣＨチャネル
インデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定される。　ア
ンテナポートｐ１は、２つのアンテナポート送信が設定される場合に使用されることがで
きる。ＥＰＤＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥを用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫ送
信についてＰＵＣＣＨリソース

【数１５３】

　を決定するよう構成されたコンピュータ回路は、アンテナポートｐ０に対して、
【数１５４】

　で表され、アンテナポートｐ１に対して、
【数１５５】

　で表されるＰＵＣＣＨリソース
【数１５６】

　を使用できる。ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータである。ｎＥＣＣＥは、サブ
フレームｎ－ｋｍおよび対応するｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数１５７】

　に対して対応するＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数である。ここで、
ｋｍは、ＵＥがサブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数１５８】

　に対してＥＰＤＣＣＨを検出するようなセットＫ内の最小値である。アンテナポートｐ

１は、２つのアンテナポート送信が設定されている場合に使用されることができる。
【００９３】
　Ｋ∈｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝かつ
【数１５９】
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　のセット内の複数のエレメントの数であるＭが、Ｍ＞１である、１つの設定されたサー
ビングセルとサブフレームｎに対して、最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｉを用いてＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対してＰＵＣＣＨリソース
【数１６０】

　を決定するよう構成されたコンピュータ回路は、

【数１６１】

　により表されることができる。
　ここで、ｃは、
【数１６２】

　になるような｛０，１，２，３｝から選択される。ｎＣＣＥ，ｉは、サブフレームｎ－
ｋｉ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＣＣＥインデックスの数である。
【数１６３】

　、

【数１６４】

　は、ダウンリンク帯域幅設定であり、
【数１６５】

　の複数のユニットで表現される。
【数１６６】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、サブキャリアの数として表される
。
【数１６７】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定される。最低Ｅ
ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｉを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対するＰＵＣＣＨリソ
ース
【数１６８】

　を決定するように構成されたコンピュータ回路は、
【数１６９】

　で表される。ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、前記パラメータであり、ｎＥＣＣＥ，ｉは
、サブフレームｎ－ｋｉ内のＥＰＤＣＣＨセット
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【数１７０】

　に対して対応するＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数である。
【００９４】
　Ｋ∈｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝セット内の複数のエレメントの数であるＭが、
【数１７１】

　であり、プライマリセル上でｋｍ∈Ｋで、
【数１７２】

　かつＡ∈｛２，３，４｝であって、少なくとも２つの設定されたサービングセルおよび
サブフレームｎに対して、最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｍを用いてＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ送信に対するＰＵＣＣＨリソース
【数１７３】

　を決定するよう構成されたコンピュータ回路は、
【数１７４】

　および

【数１７５】

　により表すことができる。ここで、ｃは、
【数１７６】

　になるように｛０，１，２，３｝から選択される。ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－
ｋｍ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いされる第１ＣＣＥインデックスの数であり、
【数１７７】

　、
【数１７８】

　は、プライマリセルからのダウンリンク帯域幅設定であり、
【数１７９】

　の複数のユニット内で表される。
【数１８０】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
される。
【数１８１】
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　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定され、
【数１８２】

　は、サブフレームｎ、および対応する物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送
信が生じるサービングセル上の２つのトランスポートブロックまでサポートする送信モー
ドのために用いられる。最低ＥＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｍを用いてＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ送信に対するＰＵＣＣＨリソース

【数１８３】

　を決定するよう構成されたコンピュータ回路は、
【数１８４】

　および
【数１８５】

　により表されることができる。ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータである。ｎＥ

ＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット

【数１８６】

　に対してＥＰＤＣＣＨによる対応するＤＣＩ割り当ての送信に用いられる第１ＥＣＣＥ
の数である。
【数１８７】

　は、サブフレームｎ、および対応するＰＤＳＣＨ送信が生じるサービングセル上の２つ
の送信ブロックまでサポートする送信モードのために用いられる。
【００９５】
　プライマリセルに対して、ｋ∈Ｋ、ｋｍ∈Ｋで、Ｋ∈｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝
セット内の複数のエレメントの数であるＭが、Ｍ＞２である少なくとも２つんお設定され
たサービングセルおよびサブフレームｎに対して、最低ＣＣＥインデックスｎＣＣＥ，ｍ

を用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対するＰＵＣＣＨリソース
【数１８８】

　を決定するよう構成されたコンピュータ回路は、
【数１８９】

　で表されることができる。
　ここで、ｃは、
【数１９０】

　になるように｛０，１，２，３｝から選択される。
　ｎＣＣＥ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内の対応するＰＤＣＣＨの送信に用いられる第
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１ＣＣＥインデックスの数である。
【数１９１】

　、
【数１９２】

　は、プライマリセルからのダウンリンク帯域幅設定であり、
【数１９３】

　の複数のユニット内で表される。
【数１９４】

　は、周波数領域内のリソースブロックサイズであり、複数のサブキャリアの数として表
される。
【数１９５】

　は、アップリンクサブフレーム内のＰＵＣＣＨ領域に対する開始ＰＵＣＣＨチャネルイ
ンデックスであり、それぞれのＵＥに対して複数の高レイヤによって設定される。最低Ｅ
ＣＣＥインデックスｎＥＣＣＥ，ｍを用いるＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対するＰＵＣＣＨリ
ソース
【数１９６】

　を決定するよう構成されたコンピュータ回路は、
【数１９７】

　で表されることができる。ここで、Ｖａｌｕｅ（値）は、パラメータである。ｎＥＣＣ

Ｅ，ｍは、サブフレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット
【数１９８】

　に対して対応するＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる第１ＥＣＣＥの数である。
【００９６】
　他の例において、コンピュータ回路は、第３世代パートナーシッププロジェクト（３Ｇ
ＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）標準リリース１１　ＰＵＣＣＨフォーマ
ット１ａまたは１ｂ、あるいはチャネル選択付きの３ＧＰＰ　ＰＵＣＣＨ　ＬＴＥ標準リ
リース１１フォーマット１ｂ、あるいは３ＧＰＰ　ＰＵＣＣＨ　ＬＴＥ標準リリース１１
フォーマット３に対してアンテナポートｐにマッピングされた
【数１９９】

　に対するサブフレームｎ内のＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信のためのＰＵＣＣＨリソース
【数２００】

　を使用することができる。
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【００９７】
　図１５は、一例のノード（例えば、サービングノード７１０および協調ノード７５０）
および一例の無線デバイス７２０を図示する。ノードは、ノードデバイス７１２および７
５２を含むことができる。ノードデバイスまたはノードは、無線デバイス（例えば、ＵＥ
）と通信するよう構成されることができる。ノードデバイス、ノードにおけるデバイス、
またはノードは、Ｘ２アプリケーションプロトコル（Ｘ２ＡＰ）などのバックホールリン
ク７４８を介して複数の他のノードと通信するように構成されることができる。ノードデ
バイスは、プロセッサ７１４および７５４およびトランシーバ７１６および７５６を含む
ことができる。トランシーバは、ＰＵＣＣＨリソース内のＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバッ
クを受信するよう構成されることができる。トランシーバ７１６および７５６は、Ｘ２ア
プリケーションプロトコル（Ｘ２ＡＰ）を介して協調ノードと通信するようさらに構成さ
れることができる。プロセッサは、保留手順が、本明細書で開示されるように、ＰＵＣＣ
Ｈ検出のために実装されるようにさらに構成されることができる。サービングノードは、
プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）およびセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）の両方を生成できる
。ノード（例えば、サービングノード７１０および協調ノード７５０）は、基地局（ＢＳ
）、ノードＢ（ＮＢ）、発展型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（ＢＢＵ）
、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、遠隔無線ユニット（ＲＲＵ）、
または中央処理モジュール（ＣＰＭ）を含むことができる。
【００９８】
　（ノードにより使用される）デバイスは、サブフレームｎ内のハイブリッド自動再送要
求アクノレッジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信のための時分割複信（ＴＤＤ）における物理ア
ップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース割当を検出するよう構成されることがで
きる。トランシーバ７１６および７５６は、ダウンリンク制御チャネルタイプで設定され
るサブフレームｎ内のＰＵＣＣＨリソースを受信するよう構成されることができる。プロ
セッサ７１４および７５４は、サブフレームｎが物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）または拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で設定されるときを特定
し、ダウンリンク制御チャネルタイプがＰＤＣＣＨである場合に、物理ダウンリンク制御
チャネル（ＰＤＣＣＨ）の最低制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）インデックスを使用し
たＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対するＰＵＣＣＨリソースを復号し、ダウンリンク制御チャネ
ルタイプがＥＰＤＣＣＨである場合に、ＥＰＤＣＣＨの最低拡張ＣＣＥ（ＥＣＣＥ）イン
デックスを用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に対するＰＵＣＣＨリソースを復号するように設
定される。
【００９９】
　一例において、ダウンリンク制御チャネルタイプは、サブフレームｎ－ｋ内で受信され
ることができる。ここで、ｋ∈Ｋであり、ダウンリンク関連セットインデックスＫは、第
３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴ
Ｅ）標準リリース１１、技術仕様書（ＴＳ）３６．２１３の表１０．１．３．１－１で定
義されており、Ｋは、サブフレームｎおよびアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）
設定に応じたＭ個のエレメント｛ｋ０，ｋ１，・・・ｋＭ－１｝を含む。
【０１００】
　他の例において、ＥＰＤＣＣＨの最低ＥＣＣＥインデックスを用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫ
送信に対するＰＵＣＣＨリソースを復号するよう構成されたプロセッサは、
【数２０１】

　により表されるパラメータＶａｌｕｅ（値）を用いてＰＵＣＣＨリソースを復号するよ
うさらに構成されることができる。ここで、アクノレッジ（ＡＣＫ）／ネガティブＡＣＫ
（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）リソースオフセット（ＡＲＯ）は、ＥＰＤＣＣＨ内のダウンリンク
制御情報（ＤＣＩ）から導出される整数オフセット値である。アンテナポート（ＡＰ）は
、パラメータ（０，・・・，３）である。
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【数２０２】

　は、ＥＰＤＣＣＨセット
【数２０３】

　に対するＵＥ固有の開始オフセット値である。ｍは、整数であり、ｋｍは、ＵＥがサブ
フレームｎ－ｋｍ内のＥＰＤＣＣＨセット

【数２０４】

　についてのＥＰＤＣＣＨを検出するようなセットＫ内の最小値である。
【０１０１】
　無線デバイス７２０（例えば、ＵＥ）は、トランシーバ７２４およびプロセッサ７２２
を含むことができる。無線デバイス（例えば、デバイス）は、図１３の５００または図１
４の６００で示されるように、サブフレームｎ内のハイブリッド自動再送要求アクノレッ
ジ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信に対する時分割複信（ＴＤＤ）における条件付き物理アップ
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース割当を提供するよう構成されることができる
。
【０１０２】
　図１６は、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、移動無線デバイス、モバイル通信デ
バイス、タブレット、ハンドセット、または他のタイプの無線デバイスなどの無線デバイ
スの例示的な図を提供する。無線デバイスは、基地局（ＢＳ）、発展型ＮｏｄｅＢ（ｅＮ
Ｂ）、ベースバンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（Ｒ
ＲＥ）、中継局（ＲＳ）、無線機器（ＲＥ）、遠隔無線ユニット（ＲＲＵ）、中央処理モ
ジュール（ＣＰＭ）、または他のタイプの無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）ア
クセスポイントなどのノードまたは送信局と通信するよう構成される１または複数のアン
テナを含むことができる。無線デバイスは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ、高速パケッ
トアクセス（ＨＳＰＡ）、ブルートゥース（登録商標）およびＷｉＦｉを含む少なくとも
１つの無線通信規格を使用して通信するよう構成されることができる。無線デバイスは、
それぞれの無線通信規格に対して別個の複数のアンテナ、または複数の無線通信規格に対
して共通の複数のアンテナを使用して通信できる。　無線デバイスは、無線ローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）、および
／またはＷＷＡＮにおいて通信できる。
【０１０３】
　図１６は、また、無線デバイスからの音声入力および出力のために用いられることがで
きるマイクおよび１または複数のスピーカの図を提供する。ディスプレイ画面は、液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）画面、または有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの
他のタイプのディスプレイ画面でよい。ディスプレイ画面は、タッチスクリーンとして構
成されることができる。タッチスクリーンは、容量、抵抗、または他のタイプのタッチス
クリーン技術を使用してよい。アプリケーションプロセッサおよびグラフィクスプロセッ
サは、複数の処理および表示能力を提供するための内部メモリに連結されることができる
。不揮発性メモリポートは、ユーザにデータの入力／出力のオプションを提供するために
使用されることもできる。不揮発性メモリポートは、無線デバイスのメモリ容量を拡張す
るのにも使用されてよい。キーボードは、追加のユーザ入力を提供すべく、無線デバイス
に統合され、または無線デバイスに無線接続されてよい。仮想キーボードがタッチスクリ
ーンを使用することで提供されてもよい。
【０１０４】
　それに関する様々な技術、いくつかの側面またはオプションは、フロッピー（登録商標
）ディスク、コンパクトディスクリードオンリメモリメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ハードド
ライバ、非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体、または任意の他の機械読取可能スト
レージ媒体などの有形媒体に実装されるプログラムコード（例えば、複数の命令）の形で
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具現化してよい。プログラムコードがコンピュータなどの機械によりロードされ、実行さ
れると、機械がその様々な技術を実行できる装置になる。電気回路は、ハードウェア、フ
ァームウェア、プログラムコード、実行可能なコード、複数のコンピュータ命令、および
／またはソフトウェアを含むことができる。非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体は
、信号を含まないコンピュータ読み取り可能なストレージ媒体であり得る。　複数のプロ
グラマブルコンピュータ上でプログラムコードが実行される場合、コンピューティングデ
バイスは、プロセッサ、プロセッサにより読取可能なストレージ媒体（揮発性および不揮
発性メモリおよび／または複数のストレージ要素）、少なくとも１つの入力デバイス、お
よび少なくとも１つの出力デバイスを含んでよい。揮発性および不揮発性メモリおよび／
または複数のストレージ要素は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、消去可能ＰＲＯＭ
（ＥＰＲＯＭ）、フラッシュドライブ、光学ドライブ、磁気ハードドライブ、半導体ドラ
イブ、または電子データを格納するための他の媒体でよい。ノードおよび無線デバイスは
、トランシーバモジュール（例えば、トランシーバ）。カウンタモジュール（例えば、カ
ウンタ）、処理モジュール（例えば、プロセッサ）、および／またはクロックモジュール
（例えば、クロック）またはタイマモジュール（例えば、タイマ）も含んでよい。本明細
書で記載される様々な技術を実装または利用してよい１または複数のプログラムは、アプ
リケーションプログラマブルインターフェース（ＡＰＩ）、再利用可能な制御装置などを
使用してよい。そのようなプログラムは、コンピュータシステムと通信する高いレベルの
手続型またはオブジェクト指向のプログラミング言語で実装されてよい。しかしながら、
プログラムは、もし望ましいならば、アセンブリまたは機械言語で実装されてよい。いず
れの場合でも、言語は、コンパイラ型、またはインタプリンタ言語でよく、ハードウェア
実装と組み合わせらてよい。
【０１０５】
　本明細書で記載されている複数の機能ユニットの多くは、独立実装をより一層強調する
ために、複数のモジュールとして名前付けされていることを理解すべきである。例えば、
モジュールは、カスタム超大規模集積（ＶＬＳＩ）回路または複数のゲートアレイ、複数
の論理チップ、複数のトランジスタ、または複数の他の個別部品などの既製の半導体を含
むハードウェア回路として実装されてよい。モジュールは、複数のフィールドプログラマ
ブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック、複数のプログラマブルロジックデバ
イス、または同種のものなどの複数のプログラマブルハードウェアデバイスにも実装され
てよい。
【０１０６】
　複数のモジュールは、様々なタイプのプロセッサにより実行されるソフトウェアにより
実装されてもよい。　実行可能なコードの識別されたモジュールは、例えば、オブジェク
ト、手順、または機能として編成されてよい、例えばコンピュータ命令の１または複数の
物理または論理ブロックを含んでよい。そうは言うものの、識別されたモジュールの実行
ファイルは、物理的に一緒に位置づけられる必要はなく、論理的に共に連結する場合、モ
ジュールを含み、モジュールに対して上述の目的を達成するように、異なる位置に格納さ
れた異なる複数の命令を含んでよい。
【０１０７】
　実際には、実行可能なコードのモジュールは、単一の命令、または複数の命令でよく、
異なるプログラム間、およびいつくかのメモリデバイスを横断して、いくつかの異なるコ
ードセグメントに分散されてさえよい。同様に、処理データは、識別され、本明細書で図
示されているように複数のモジュール内にあってよく、任意の適切なフォームで実装され
、任意の積的なタイプのデータ構造体内に組織化されてよい。　処理データは、単一のデ
ータセットとしてまとめられてよく、異なる複数のストレージデイバスを含む異なる複数
の位置に分散してよく、システムまたはネットワーク上の電子信号としてのみ、少なくと
も部分的に、存在してよい。モジュールは、望ましい機能を実行する動作が可能な複数の
エージェントを含み、受動的または能動的であってよい。
【０１０８】
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　本明細書を通じて言及される「例えば」または「例」は、特定の特徴、構造、または例
に関連して述べられる特性が、本願発明の少なくとも1つの実施形態において含むことを
意味する。したがって、本明細書を通じて様々な箇所の「例えば」という用語、「例」と
いう言葉の出現は、同じ実施形態に対して必ずしもすべて言及されるものではない。
【０１０９】
　本明細書で使用されているように、複数の項目、構造的要素、合成要素、および／また
は材料は、便宜のために共通のリストで述べられてよい。しかしながら、これらのリスト
は、それぞれのリストのそれぞれが別個の固有の部材として個々に識別されるように解釈
されるべきである。したがって、そのようなリストの個々の部材は、単に反対の兆候なし
に共通のグループでの提示に基づいて、同じリストの任意の他の部材の事実上の同等なも
のとして解釈されるものではない。さらに、本願発明の様々な実施形態および例は、様々
なコンポーネントに対して代替手段と併せて、本明細書に付託されてよい。そのような複
数の実施形態、複数の例、および代替手段は、他の事実上同等なものとして構成されず、
本願発明の別個の独立した説明として考慮されるものと理解される。
【０１１０】
　さらに、記述された複数の特徴、構造、特性は、１または複数の実施形態において適切
な方法で組み合わされてよい。次に述べるように、多数の明確な説明は、本願発明の実施
形態の完全な理解を提供するために、配置、距離、ネットワーク例などの例示などとして
提供される。しかしながら、当業者は、本願発明が１または複数の特定の説明なしに、ま
たは他の方法、コンポーネント、配置などで実現できることを認識するであろう。他の例
において、周知の構造、材料、または動作は示していない、または本願発明の解釈を曖昧
にすることを避けるために詳細に記載されている。
【０１１１】
　上述の例は、１または複数の特定のアプリケーションにおいて本願発明の原理を図示し
ているが、形態、使用、および実装の詳細における様々な変更が、発明力の実現なしに、
発明の原理および概念から逸脱しないに実現できることは当業者にとって明らかである。
したがって、本願発明は、以下に示す特許請求の範囲を除いて、限定されることを意図し
ていない。
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