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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局において、
　ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び
物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポー
トの数を構成するための制御信号を加入者端末に送信するように構成された送信経路回路
と、
　前記データストリームに応答して前記加入者端末から承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄ
ｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ）を受信するように構成された受信経路回路と、を含み、
　前記送信経路回路は、
　前記加入者端末にＤＬ構成要素キャリア（ＣＣ）の数を送信し、
　前記受信経路回路は、
　前記加入者端末から前記ＤＬ構成要素キャリアの数に依存して空間直交資源送信ダイバ
ーシティ（ＳＯＲＴＤ）方式及び規格トランスペアレント送信ダイバーシティ（ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ－ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ
）方式の中から選択された一つで変調シンボルのマッピング方法によって送信されたＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを受信し、
　前記受信経路回路は、
　前記ＤＬ構成要素キャリアの数が二つ以上の場合、前記加入者端末から前記規格トラン
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スペアレント送信ダイバーシティ方式を利用して送信されたＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信し、
　前記ＤＬ構成要素キャリアの数が一つの場合、前記加入者端末から前記ＳＯＲＴＤ方式
を利用して送信されたＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信するように構成される基地局。
【請求項２】
　基地局を動作させるための方法において、
　ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び
物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポー
トの数を構成するための制御信号を加入者端末に送信する過程と、
　前記データストリームに応答して前記加入者端末から承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄ
ｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ）を受信する過程と、を含み、
　前記送信する過程は、
　前記加入者端末にＤＬ構成要素キャリア（ＣＣ）の数を送信する過程と、を含み、
　前記受信する過程は、
　前記加入者端末から前記ＤＬ構成要素キャリアの数に依存して空間直交資源送信ダイバ
ーシティ（ＳＯＲＴＤ）方式及び規格トランスペアレント送信ダイバーシティ（ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ－ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ
）方式の中から選択された一つで変調シンボルのマッピング方法によって送信されたＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを受信し、
　前記変調シンボルのマッピング方法によって送信されたＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信する過
程は、
　前記ＤＬ構成要素キャリアの数が二つ以上の場合、前記加入者端末から前記規格トラン
スペアレント送信ダイバーシティ方式を利用して送信されたＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信し、
　前記ＤＬ構成要素キャリアの数が一つの場合、前記加入者端末から前記ＳＯＲＴＤ方式
を利用して送信されたＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信するように構成される方法。
【請求項３】
　加入者端末において、
　ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び
物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポー
トの数を構成するための制御信号を基地局から受信するように構成された受信経路回路と
、
　前記データストリームに応答して前記基地局に承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を
送信するように構成された送信経路回路と、を含み、
　前記加入者端末は前記基地局からＤＬ構成要素キャリア（ＣＣ）の数を受信するように
構成され、
　前記加入者端末は前記ＤＬ構成要素キャリアの数に依存して空間直交資源送信ダイバー
シティ（ＳＯＲＴＤ）方式及び規格トランスペアレント送信ダイバーシティ（ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ－ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）
方式の中から選択された一つで変調シンボルのマッピング方法を決定するように構成され
、
　前記ＤＬ構成要素キャリアの数が二つ以上の場合、前記加入者端末は前記規格トランス
ペアレント送信ダイバーシティ方式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成さ
れ、
　前記ＤＬ構成要素キャリアの数が一つの場合、前記加入者端末は前記ＳＯＲＴＤ方式を
利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される前記加入者端末。
【請求項４】
　加入者端末を動作させるための方法において、
　ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び
物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポー
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　前記データストリームに応答して前記基地局に承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を
送信する過程と、を含み、
　前記加入者端末は前記基地局からＤＬ構成要素キャリア（ＣＣ）の数を受信するように
構成され、
　前記加入者端末は前記ＤＬ構成要素キャリアの数に依存して空間直交資源送信ダイバー
シティ（ＳＯＲＴＤ）方式及び規格トランスペアレント送信ダイバーシティ（ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ－ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）
方式の中から選択された一つで変調シンボルのマッピング方法を決定するように構成され
、
　前記ＤＬ構成要素キャリアの数が二つ以上の場合、前記加入者端末は前記規格トランス
ペアレント送信ダイバーシティ方式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成さ
れ、
　前記ＤＬ構成要素キャリアの数が一つの場合、前記加入者端末は前記ＳＯＲＴＤ方式を
利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される方法。
【請求項５】
　前記ＤＬ構成要素キャリアの物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）の数が二つ
以上で、前記加入者端末がＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ及びチャネル選択方式で送信する
ように構成される場合、前記加入者端末は前記規格トランスペアレント送信ダイバーシテ
ィ方式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される請求項１に記載の基地局
。
【請求項６】
　前記ＤＬ構成要素キャリアでのＰＤＳＣＨの数が二つ以上で、前記加入者端末がＰＵＣ
ＣＨフォーマット１ｂ及びチャネル選択方式で送信するように構成される場合、前記加入
者端末がＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂをＳＯＲＴＤ方式で送信するように構成され
る場合であっても、前記加入者端末は前記規格トランスペアレント送信ダイバーシティ方
式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される請求項５に記載の基地局。
【請求項７】
　前記加入者端末が前記基地局によって一つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、変調シンボルは少なくとも部分的にチャネル選択マッピングテーブ
ルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送
信され、
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルは、前記２つのＰＵＣＣＨ上で
送信され、
　前記２つのＰＵＣＣＨのうち第１チャネルは、少なくとも部分的に前記チャネル選択マ
ッピングテーブルに基づいて決定されたＰＵＣＣＨｉであり、前記２つのＰＵＣＣＨのう
ち第２チャネルは、ｉ、Ｌ及びＭのうち少なくとも一つに依存する関数によって暗黙的に
（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定され、
　Ｌは、前記加入者端末のＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して割り当てられたアップリンク制御チ
ャネルの数であり、Ｍは、サブフレームの伝送から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの
数である請求項６に記載の基地局。
【請求項８】
　前記第２チャネルは(ｉ＋１)ｍｏｄＬを利用して決定される請求項７に記載の基地局。
【請求項９】
　Ｌは以下のテーブルを利用して決定される請求項７に記載の基地局。
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【表１】

【請求項１０】
　前記第２チャネルは(ｉ＋Ｍ)ｍｏｄＬを利用して決定される請求項７に記載の基地局。
【請求項１１】
　Ｌは以下のテーブルを利用して決定される請求項７に記載の基地局。

【表２】

【請求項１２】
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、２つのアップリンク送信アンテナポートの構成は中断され（ｏｖｅ
ｒｒｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信アンテナポート上の単に一つのＰＵＣＣ
Ｈ上にマッピングされ、
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ａ／１Ｂを利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成される
場合、前記変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣＨ上の２つのアップリンク送信アンテナポ
ートにマッピングされる請求項１に記載の基地局。
【請求項１３】
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びフォ
ーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成さ
れる場合、前記変調シンボルは一つの物理的アップリンク制御チャネルにマッピングされ
、前記一つのＰＵＣＣＨは一つのアップリンク送信アンテナポートに対応する多重物理的
送信アンテナ上で送信される請求項１２に記載の基地局。
【請求項１４】
　前記ＤＬ構成要素キャリアでの物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）の数が二
つ以上で、前記加入者端末がＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ及びチャネル選択方式で送信す
るように構成される場合、前記加入者端末は前記規格トランスペアレント送信ダイバーシ
ティ方式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される請求項２に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記ＤＬ構成要素キャリアでのＰＤＳＣＨの数が二つ以上で、前記加入者端末がＰＵＣ
ＣＨフォーマット１ｂ及びチャネル選択方式で送信するように構成される場合、前記加入
者端末がＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂをＳＯＲＴＤ方式で送信するように構成され



(5) JP 5808791 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

る場合であっても、前記加入者端末は前記規格トランスペアレント送信ダイバーシティ方
式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記加入者端末が前記基地局によって一つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、変調シンボルは少なくとも部分的にチャネル選択マッピングテーブ
ルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送
信され、
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルは、前記２つのＰＵＣＣＨ上で
送信され、
　前記２つのＰＵＣＣＨのうち第１チャネルは、少なくとも部分的に前記チャネル選択マ
ッピングテーブルに基づいて決定されたＰＵＣＣＨｉであり、前記２つのＰＵＣＣＨのう
ち第２チャネルは、ｉ、Ｌ及びＭのうち少なくとも一つに依存する関数によって暗黙的に
（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定され、
　Ｌは、前記加入者端末のＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して割り当てられたアップリンク制御チ
ャネルの数であり、Ｍは、サブフレームの伝送から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの
数である請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２チャネルは（ｉ＋１）ｍｏｄＬを利用して決定される請求項１６に記載の方法
。
【請求項１８】
　Ｌは以下のテーブルを利用して決定される請求項１６に記載の方法。
【表３】

【請求項１９】
　前記第２チャネルは（ｉ＋Ｍ）ｍｏｄＬを利用して決定される請求項１６に記載の方法
。
【請求項２０】
　Ｌは以下のテーブルを利用して決定される請求項１６に記載の方法。

【表４】
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【請求項２１】
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、２つのアップリンク送信アンテナポートの構成は中断され（ｏｖｅ
ｒｒｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信アンテナポート上の単に一つのＰＵＣＣ
Ｈ上にマッピングされ、
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ａ／１Ｂを利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成される
場合、前記変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣＨ上の２つのアップリンク送信アンテナポ
ートにマッピングされる請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びフォ
ーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成さ
れる場合、前記変調シンボルは一つの物理的アップリンク制御チャネルにマッピングされ
、前記一つのＰＵＣＣＨは一つのアップリンク送信アンテナポートに対応する多重物理的
送信アンテナ上で送信される請求項２1に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ＤＬ構成要素キャリアでの物理ダウンリンク共有チャネル(ＰＤＳＣＨ)の数が二つ
以上で、前記加入者端末がＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ及びチャネル選択方式で送信する
ように構成される場合、前記加入者端末は前記規格トランスペアレント送信ダイバーシテ
ィ方式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される請求項３に記載の加入者
端末。
【請求項２４】
　前記ＤＬ構成要素キャリアでのＰＤＳＣＨの数が二つ以上で、前記加入者端末がＰＵＣ
ＣＨフォーマット１ｂ及びチャネル選択方式で送信するように構成される場合、前記加入
者端末がＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂをＳＯＲＴＤ方式で送信するように構成され
る場合であっても、前記加入者端末は前記規格トランスペアレント送信ダイバーシティ方
式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される請求項２３に記載の加入者端
末。
【請求項２５】
　前記加入者端末が前記基地局によって一つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、変調シンボルは少なくとも部分的にチャネル選択マッピングテーブ
ルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送
信され、
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルは、前記２つのＰＵＣＣＨ上で
送信され、
　前記２つのＰＵＣＣＨのうち第１チャネルは、少なくとも部分的に前記チャネル選択マ
ッピングテーブルに基づいて決定されたＰＵＣＣＨｉであり、前記２つのＰＵＣＣＨのう
ち第２チャネルは、ｉ、Ｌ及びＭのうち少なくとも一つに依存する関数によって暗黙的に
（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定され、
　Ｌは、前記加入者端末のＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して割り当てられたアップリンク制御チ
ャネルの数であり、Ｍは、サブフレームの伝送から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの
数である請求項２４に記載の加入者端末。
【請求項２６】
　前記第２チャネルは（ｉ＋１）ｍｏｄＬを利用して決定される請求項２５に記載の加入
者端末。
【請求項２７】
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　Ｌは以下のテーブルを利用して決定される請求項２５に記載の加入者端末。
【表５】

【請求項２８】
　前記第２チャネルは（ｉ＋Ｍ）ｍｏｄＬを利用して決定される請求項２５に記載の加入
者端末。
【請求項２９】
　Ｌは以下のテーブルを利用して決定される請求項２５に記載の加入者端末。

【表６】

【請求項３０】
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、２つのアップリンク送信アンテナポートの構成は中断され（ｏｖｅ
ｒｒｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信アンテナポート上の単に一つのＰＵＣＣ
Ｈ上にマッピングされ、
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ａ／１Ｂを利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成される
場合、前記変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣＨ上の２つのアップリンク送信アンテナポ
ートにマッピングされる請求項２４に記載の加入者端末。
【請求項３１】
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びフォ
ーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成さ
れる場合、前記変調シンボルは一つの物理的アップリンク制御チャネルにマッピングされ
、前記一つのＰＵＣＣＨは一つのアップリンク送信アンテナポートに対応する多重物理的
送信アンテナ上で送信される請求項３０に記載の加入者端末。
【請求項３２】
　前記ＤＬ構成要素キャリアでの物理ダウンリンク共有チャネル(ＰＤＳＣＨ)の数が二つ
以上で、前記加入者端末がＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ及びチャネル選択方式で送信する
ように構成される場合、前記加入者端末は前記規格トランスペアレント送信ダイバーシテ
ィ方式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される請求項４に記載の方法。
【請求項３３】
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　前記ＤＬ構成要素キャリアでのＰＤＳＣＨの数が二つ以上で、前記加入者端末がＰＵＣ
ＣＨフォーマット１ｂ及びチャネル選択方式で送信するように構成される場合、前記加入
者端末がＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂをＳＯＲＴＤ方式で送信するように構成され
る場合であっても、前記加入者端末は前記規格トランスペアレント送信ダイバーシティ方
式を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するように構成される請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記加入者端末が前記基地局によって一つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、変調シンボルは少なくとも部分的にチャネル選択マッピングテーブ
ルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送
信され、
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルは、前記２つのＰＵＣＣＨ上で
送信され、
　前記２つのＰＵＣＣＨのうち第１チャネルは、少なくとも部分的に前記チャネル選択マ
ッピングテーブルに基づいて決定されたＰＵＣＣＨｉであり、前記２つのＰＵＣＣＨのう
ち第２チャネルは、ｉ、Ｌ及びＭのうち少なくとも一つに依存する関数によって暗黙的に
（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定され、
　Ｌは、前記加入者端末のＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して割り当てられたアップリンク制御チ
ャネルの数であり、Ｍは、サブフレームの伝送から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの
数である請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第２チャネルは（ｉ＋１）ｍｏｄＬを利用して決定される請求項３４に記載の方法
。
【請求項３６】
　Ｌは以下のテーブルを利用して決定される請求項３４に記載の方法。
【表７】

【請求項３７】
　前記第２チャネルは（ｉ＋Ｍ）ｍｏｄＬを利用して決定される請求項３４に記載の方法
。
【請求項３８】
　Ｌは以下のテーブルを利用して決定される請求項３４に記載の方法。
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【表８】

【請求項３９】
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよ
うに構成される場合、２つのアップリンク送信アンテナポートの構成は中断され（ｏｖｅ
ｒｒｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信アンテナポート上の単に一つのＰＵＣＣ
Ｈ上にマッピングされ、
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット１Ａ／１Ｂを利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成される
場合、前記変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣＨ上の２つのアップリンク送信アンテナポ
ートにマッピングされる請求項３３に記載の方法。
【請求項４０】
　前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びフォ
ーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成さ
れる場合、前記変調シンボルは一つの物理的アップリンク制御チャネルにマッピングされ
、前記一つのＰＵＣＣＨは一つのアップリンク送信アンテナポートに対応する多重物理的
送信アンテナ上で送信される請求項３３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は一般的に無線通信に関するものであり、更に詳しくは、参照信号（ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ，ＲＳ）パターンを設計するための方法及びそのシステムに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューション（３ｒｄ　Ｇｅ
ｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）において、直交周波数分割多重（Ｏｒｔｈｏｇ
ｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）（ＯＦ
ＤＭ）はダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ）（ＤＬ）伝送方式として採択された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って、ダウンリンク伝送方式としてＯＦＤＭを採択するキャリア集合の無線通信シス
テムにおいて、ダウンリンク伝送及びその伝送に応答するための基地局と端末、そして基
地局と端末における動作方法を新たに提案する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　基地局が提供される。前記基地局は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承認（
ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）の
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ためのアップリンク送信アンテナポートの数を構成するための制御信号を加入者端末に送
信するように構成された送信経路回路を含む。前記基地局はまた、前記データストリーム
に応答して前記加入者端末から承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信するように構
成された受信経路回路を含む。もし、前記加入者端末が前記基地局によって一つのアップ
リンク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用
してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成されると、変調シンボルは少なくとも部分的
にチャネル選択マッピングテーブルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送信される。もし、前記加入者端末が前記基地局によって
２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネ
ル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成されると、前記ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣＨ上で送信される。前記２つのＰＵＣＣＨのうち第
１チャネルは少なくとも部分的に前記チャネル選択マッピングテーブルに基づいて決定さ
れたＰＵＣＣＨｉであり、前記２つのＰＵＣＣＨのうち第２チャネルはｉ、Ｌ及びＭのう
ち少なくとも一つに依存する関数によって暗黙的に（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定される
が、ここでＬは前記加入者端末のＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して割り当てられたアップリンク
制御チャネルの数であり、Ｍはサブフレームの伝送から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫビッ
トの数である。
【０００５】
　基地局を動作させるための方法が提供される。前記方法は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ，ＤＬ）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポートの数を構成するための制御
信号を加入者端末に送信する過程を含む。前記方法はまた、前記データストリームに応答
して前記加入者端末から承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖ
ｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信する過程を含む。も
し、前記加入者端末が前記基地局によって一つのアップリンク送信アンテナポート及びＰ
ＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する
ように構成されると、変調シンボルは少なくとも部分的にチャネル選択マッピングテーブ
ルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送
信される。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナ
ポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するように構成されると、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルは前記２つのＰＵ
ＣＣＨ上で送信される。前記２つのＰＵＣＣＨのうち第１チャネルは少なくとも部分的に
前記チャネル選択マッピングテーブルに基づいて決定されたＰＵＣＣＨｉであり、前記２
つのＰＵＣＣＨのうち第２チャネルはｉ、Ｌ及びＭのうち少なくとも一つに依存する関数
によって暗黙的に（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定されるが、ここでＬは前記加入者端末の
ＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して割り当てられたアップリンク制御チャネルの数であり、Ｍはサ
ブフレームの伝送から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの数である。
【０００６】
　加入者端末が提供される。前記加入者端末は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ
）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポートの数を構成するための制御信号を基地局
から受信するように構成された受信経路回路を含む。前記加入者端末はまた、前記データ
ストリームに応答して前記基地局に承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅ
ｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を送信するよう
に構成された送信経路回路を含む。もし、前記加入者端末が前記基地局によって一つのア
ップリンク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を
利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成されると、変調シンボルは少なくとも部
分的にチャネル選択マッピングテーブルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク
制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送信される。もし、前記加入者端末が前記基地局によ
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って２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチ
ャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成されると、前記ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣＨ上で送信される。前記２つのＰＵＣＣＨのう
ち第１チャネルは少なくとも部分的に前記チャネル選択マッピングテーブルに基づいて決
定されたＰＵＣＣＨｉであり、前記２つのＰＵＣＣＨのうち第２チャネルはｉ、Ｌ及びＭ
のうち少なくとも一つに依存する関数によって暗黙的に（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定さ
れるが、ここでＬは前記加入者端末のＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して割り当てられたアップリ
ンク制御チャネルの数であり、Ｍはサブフレームの伝送から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫ
ビットの数である。
【０００７】
　加入者端末を動作させるための方法が提供される。前記方法は、ダウンリンク（Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポートの数を構成するための
制御信号を基地局から受信する過程を含む。前記方法はまた、前記データストリームに応
答して前記加入者端末に承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖ
ｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を送信する過程を含む。も
し、前記加入者端末が前記基地局によって一つのアップリンク送信アンテナポート及びＰ
ＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する
ように構成されると、変調シンボルは少なくとも部分的にチャネル選択マッピングテーブ
ルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送
信される。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナ
ポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するように構成されると、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルは前記２つのＰＵ
ＣＣＨ上で送信される。前記２つのＰＵＣＣＨのうち第１チャネルは少なくとも部分的に
前記チャネル選択マッピングテーブルに基づいて決定されたＰＵＣＣＨｉであり、前記２
つのＰＵＣＣＨのうち第２チャネルはｉ、Ｌ及びＭのうち少なくとも一つに依存する関数
によって暗黙的に（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定されるが、ここでＬは前記加入者端末の
ＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して割り当てられたアップリンク制御チャネルの数であり、Ｍはサ
ブフレームの伝送から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの数である。
【０００８】
　基地局が提供される。前記基地局は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承認（
ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）の
ためのアップリンク送信アンテナポートの数を構成するための制御信号を加入者端末に送
信するように構成された送信経路回路を含む。前記基地局はまた、前記データストリーム
に応答して前記加入者端末から承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信するように構
成された受信経路回路を含む。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップ
リンク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用
してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成されると、２つのアップリンク送信アンテナ
ポートの構成は中断され（ｏｖｅｒｒｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信アンテ
ナポート上の単に一つのＰＵＣＣＨ上にマッピングされる。もし、前記加入者端末が前記
基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ａ
／１Ｂを利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成されると、前記変調シンボルは
前記２つのＰＵＣＣＨ上の２つのアップリンク送信アンテナポートにマッピングされる。
【０００９】
　基地局を動作させるための方法が提供される。前記方法は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ，ＤＬ）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポートの数を構成するための制御
信号を加入者端末に送信する過程を含む。前記方法はまた、前記データストリームに応答
して前記加入者端末から承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖ
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ｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信する過程を含む。も
し、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰ
ＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する
ように構成されると、２つのアップリンク送信アンテナポートの構成は中断され（ｏｖｅ
ｒｒｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信アンテナポート上の単に一つのＰＵＣＣ
Ｈ上にマッピングされる。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリン
ク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ａ／１Ｂを利用してＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するように構成されると、前記変調シンボルは２つのＰＵＣＣＨ上の２つのアッ
プリンク送信アンテナポートにマッピングされる。
【００１０】
　加入者端末が提供される。前記加入者端末は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ
）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポートの数を構成するための制御信号を基地局
から受信するように構成された受信経路回路を含む。前記加入者端末はまた、前記データ
ストリームに応答して前記基地局に承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅ
ｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を送信するよう
に構成された送信経路回路を含む。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのア
ップリンク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を
利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成されると、２つのアップリンク送信アン
テナポートの構成は中断され（ｏｖｅｒｒｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信ア
ンテナポート上の単に一つのＰＵＣＣＨ上にマッピングされる。もし、前記加入者端末が
前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット
１Ａ／１Ｂを利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように構成されると、前記変調シンボ
ルは２つのＰＵＣＣＨ上の２つのアップリンク送信アンテナポートにマッピングされる。
【００１１】
　加入者端末を動作させるための方法が提供される。前記方法は、ダウンリンク（Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）のためのアップリンク送信アンテナポートの数を構成するための
制御信号を基地局から受信する過程を含む。前記方法はまた、前記データストリームに応
答して前記基地局に承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　
ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を送信する過程を含む。もし、
前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵＣ
ＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよう
に構成されると、２つのアップリンク送信アンテナポートの構成は中断され（ｏｖｅｒｒ
ｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信アンテナポート上の単に一つのＰＵＣＣＨ上
にマッピングされる。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送
信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ａ／１Ｂを利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを
送信するように構成されると、前記変調シンボルは２つのＰＵＣＣＨ上の２つのアップリ
ンク送信アンテナポートにマッピングされる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の実施形態は、ダウンリンク伝送方式としてＯＦＤＭを採択するキャリア集合の
無線通信システムにおいて、ダウンリンク伝送のための基地局とその基地局の動作方法を
新たに提案し、また前記ダウンリンク伝送に応答するための端末とその端末の動作方法を
新たに提案する。
【００１３】
　下記で発明の具体的な説明を記載する前に、この特許文書の全般にかけて使用された単
語（ｗｏｒｄｓ）及び句（ｐｈｒａｓｅｓ）について定義することが効果的であると思わ
れる。用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」及び「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」のみならずそ
れらの派生語は、限りなく含む（ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｌｉｍｉｔａｔ
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ｉｏｎ）ことを意味する。用語「又は（ｏｒ）」は含むか意味する（ｉｎｃｌｕｓｉｖｅ
，ｍｅａｎｉｎｇ）及び／又は、句「～に関する（ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ）」
及び「それと共に関する（ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｔｈｅｒｅｗｉｔｈ）」のみならずそ
れらの派生語は含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）か、どこかの内部に含まれる（ｂｅ　ｉｎｃｌｕ
ｄｅｄ　ｗｉｔｈｉｎ）か、いずれかに相互接続される（ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｗ
ｉｔｈ）か、含む（ｃｏｎｔａｉｎ）か、いずれかの内部に含まれる（ｂｅ　ｃｏｎｔａ
ｉｎｅｄ　ｗｉｔｈｉｎ）か、いずれかに又はいずれかと接続される（ｃｏｎｎｅｃｔ　
ｔｏ　ｏｒ　ｗｉｔｈ）か、いずれかと通信可能である（ｂｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｂｌ
ｅ　ｗｉｔｈ）か、いずれかと協力する（ｃｏｏｐｅｒａｔｅ　ｗｉｔｈ）か、挟まれる
（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ）か、～と共に配置される（ｊｕｘｔａｐｏｓｅ）か、いずれか
に隣接する（ｂｅ　ｐｒｏｘｉｍａｔｅ　ｔｏ）か、いずれかに又はいずれかと境界をつ
ける（ｂｅ　ｂｏｕｎｄ　ｔｏ　ｏｒ　ｗｉｔｈ）か、有する（ｈａｖｅ）か、いかなる
特性を有する（ｈａｖｅ　ａ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｏｆ）か、又はそれと類似したことを
意味し得る。そして、用語「制御機（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）」は少なくとも一つの動作
を制御するいずれかの装置（ｄｅｖｉｃｅ）、システム又はその部分（ｓｙｓｔｅｍ　ｏ
ｒ　ｐａｒｔ　ｔｈｅｒｅｏｆ）を意味し、そのような装置はハードウェア、ファームウ
ェア又はソフトウェア（ｈａｒｄｗａｒｅ，ｆｉｒｍｗａｒｅ，ｓｏｆｔｗａｒｅ）で、
又はそれらのうち少なくとも２つの組み合わせで具現され得る。いずれかの特定制御機に
関する機能は、地域的又は遠隔か否か（ｌｏｃａｌｌｙ　ｏｒ　ｒｅｍｏｔｅｌｙ）によ
って集中化されるか分散化され得る（ｂｅ　ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ　ｏｆ　ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｅｄ）。いかなる単語及び句に対する定義はこの特許文書の全般にかけて提供さ
れ、該当分野の通常の知識を有する者はそのような定義が、大部分ではないが多くの場合
、そのように定義された単語及び句に対する従来の使用のみならず未来の使用にも適用さ
れることを理解しなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本開示及びその効果に対するより完璧な理解のために、添付した図面を参照して下記説
明が行われるが、ここで同じ参照符号は同じ部分を示す。
【図１】本開示の原理によってアップリンクからメッセージを送信する好ましい無線ネッ
トワークを示す図である。
【図２】本開示の一実施形態によるＯＦＤＭＡ送信機の上位レベルダイアグラムである。
【図３】本開示の一実施形態によるＯＦＤＭＡ受信機の上位レベルダイアグラムである。
【図４】本開示の実施形態による基地局（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ，ｅＮｏｄｅ
Ｂ）と使用者端末（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，ＵＥ）の間のメッセージフローを示
す図である。
【図５】本開示の実施形態によるダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）キャリアのロ
ングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，ＬＴＥ）制御
チャネルエレメント（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ，ＣＣＥｓ）
を示す図である。
【図６】本開示の一実施形態によるＬＴＥシステムのアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ，ＵＬ
）キャリアにおいて、一つの資源ブロックにおける物理的アップリンク制御チャネル（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）資源分
割を示す図である。
【図７】本開示の一実施形態による空間直交資源送信ダイバーシティ（Ｓｐａｔｉａｌ　
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ－Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｓ
ＯＲＴＤ）が構成されるか否かに依存する特定ＵＥのためのアップリンク制御チャネル資
源割当を示す図である。
【図８】本開示の一実施形態によってＳＯＲＴＤが構成される際に割り当てられたアップ
リンク制御チャネルの数を示すテーブルである。
【図９】本開示の一実施形態によってＳＯＲＴＤが構成される際に割り当てられたアップ
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リンク制御チャネルの数を示すテーブルである。
【図１０】本開示の一実施形態による物理的アップリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）フォーマット１ａ及
び１ｂに対する変調シンボルを示すテーブルである。
【図１１】本開示の一実施形態によるテーブルを示す図であり、このテーブルによってＭ
＝２である場合、チャネル選択によって値ｂ（０），ｂ（１）及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源
ｎ(1)

ＰＵＣＣＨが生成される。
【図１２】本開示の一実施形態によるテーブルを示す図であり、このテーブルによってＭ
＝３である場合、チャネル選択によって値ｂ（０），ｂ（１）及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源
ｎ(1)

ＰＵＣＣＨが生成される。
【図１３】本開示の一実施形態によるテーブルを示す図であり、このテーブルによってＭ
＝４である場合、チャネル選択によって値ｂ（０），ｂ（１）及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源
ｎ(1)

ＰＵＣＣＨが生成される。
【図１４】本発明の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピングを示す図である。
【図１５】本発明の他の実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピングを示す図である。
【図１６】本発明のまた他の実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピングを示す図である
。
【図１７】本発明の更に他の実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピングを示す図である
。
【図１８Ａ】本開示の一実施形態による媒体接続制御要素キャリア（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ，ＭＡＣ　ＣＣ）の活性
化シグナリングのための情報エレメント（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ，
ＩＥｓ）を示すテーブルである。
【図１８Ｂ】本開示の他の実施形態によるＭＡＣ　ＣＣ活性化シグナリングのためのＩＥ
を示すテーブルである。
【図１９】本開示の一実施形態によって２つのアンテナが構成される際のＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋメッセージの伝送を示す図である。
【図２０】本開示の一実施形態によるアンテナポートＰ１に対する制御チャネルの第２集
合を決定する動作を示す図である。
【図２１】本開示の他の実施形態によるアンテナポートＰ１に対する制御チャネルの第２
集合を決定する動作を示す図である。
【図２２】本開示の他の実施形態によるアンテナポートＰ１に対する制御チャネルの第２
集合を決定する動作を示す図である。
【図２３】本開示の一実施形態によるスロット基盤プリコーディングベクタスイッチング
（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ，ＰＶＳ）又は時間スイッチ
ング送信ダイバーシティ（ｔｉｍｅ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒ
ｓｉｔｙ，ＴＳＴＤ）を利用して２つのアンテナを介してデータを伝送する動作を示す図
である。
【図２４】本発明の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ）が使用される際、ＵＥにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送の方法を示す図である。
【図２５】本発明の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング（ｂｕｎｄｌｉｎｇ
）が使用される際、ＵＥにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送の方法を示す図である。
【図２６】本開示の一実施形態によるＤ－ＡＣＫ資源をマッピングするためのＮ個のＣＣ
Ｅを選択する方法を示す図である。
【図２７】本開示の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためのＣＣＥ資源予約方法
を示す図である。
【図２８】本開示の一実施形態による単に一つのＮ(1)

ＰＵＣＣＨインデックス番号がシ
グナリングされる際のＣＣＥのＡＣＫ／ＮＡＣＫへのマッピングを示す図である。
【図２９】本開示の一実施形態による２つのＮ(1)

ＰＵＣＣＨインデックス番号がシグナ
リングされる際のＣＣＥのＡＣＫ／ＮＡＣＫへのマッピングを示す図である。
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【図３０】本発明の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化方法を示す図である。
【図３１】本開示の一実施形態による変調シンボルのアンテナポートにおける選択された
Ｄ－ＡＣＫ資源へのマッピング方法を示す図である。
【図３２】本開示の他の実施形態による変調シンボルのアンテナポートにおける選択され
たＤ－ＡＣＫ資源へのマッピング方法を示す図である。
【図３３】本発明の他の実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化方法を示す図である。
【図３４】本開示のまた他の実施形態による変調シンボルのアンテナポートにおける選択
されたＤ－ＡＣＫ資源へのマッピング方法を示す図である。
【図３５】本開示の一実施形態による基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）の動作方法を
示す図である。
【図３６】本開示の一実施形態による加入者端末（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏ
ｎ）の動作方法を示す図である。
【図３７】本発明の他の実施形態による基地局の動作方法を示す図である。
【図３８】本発明の他の実施形態による加入者端末の動作方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　この特許明細書において、本開示の原理を記述するために使用される、下記で論議され
る図１から図３８と多様な実施形態は単に実例を示すためのものであり、本開示の範囲を
制限するいかなるものとしても解されてはならない。当業者は本開示の原理が適切に配列
された無線通信システムで具現され得るということを理解できるはずである。
【００１６】
　以下の説明を参照する際、ＬＴＥ用語「基地局（ｎｏｄｅ　Ｂ）」は下記で使用された
「基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）に対する他の用語であるという事実に留意しなけ
ればならない。また、前記ＬＴＥ用語「使用者端末（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）」
又は「ＵＥ」は、下記で使用された「加入者端末（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏ
ｎ）」に対する他の用語である。
【００１７】
　図１は無線ネットワーク１００の好ましい例を示しているが、前記ネットワークは本開
示の原理によってメッセージを送信する。図示された実施形態において、無線ネットワー
ク１００は基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ，ＢＳ）１０１、基地局（ＢＳ）１０２、
基地局（ＢＳ）１０３及び他の類似した基地局（図示せず）を含む。
【００１８】
　基地局１０１は、インターネット（ｉｎｔｅｒｎｅｔ）１３０又は類似したＩＰ基盤ネ
ットワーク（ＩＰ－ｂａｓｅｄ　ｎｅｔｗｏｒｋ）（図示せず）と通信する。
【００１９】
　基地局１０２は、基地局１０２のカバレッジ領域１２０内にある多数の第１加入者端末
にインターネット１３０への無線広帯域接続を提供する。多数の第１加入者端末は小規模
事業者（ｓｍａｌｌ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ，ＳＢ）に位置し得る加入者端末（ｓｕｂｓｃｒ
ｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）１１１を含み、会社（ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ，Ｅ）に位置し
得る加入者端末１１２を含み、ワイファイ（ＷｉＦｉ）ホットスポット（ｈｏｔｓｐｏｔ
，ＨＳ）に位置し得る加入者端末１１３を含み、第１居住地（ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ，Ｒ）
に位置し得る加入者端末１１４を含み、第２居住地（ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ，Ｒ）に位置し
得る加入者端末１１５を含み、セルラーフォン（ｃｅｌｌ　ｐｈｏｎｅ）、無線ラップト
ップ（ｌａｐｔｏｐ）、無線ＰＤＡ又はその他の類似したものを含む移動装置（ｍｏｂｉ
ｌｅ　ｄｅｖｉｃｅ）（Ｍ）であり得る加入者端末１１６を含む。
【００２０】
　基地局１０３は、基地局１０３のカバレッジ領域１２５内にある多数個の第２加入者端
末にインターネット１３０への無線広帯域接続を提供する。多数の第２加入者端末は、加
入者端末１１５及び加入者端末１１６を含む。好ましい実施形態において、基地局１０１
～１０３はＯＦＤＭ又はＯＦＤＭＡ技法を使用して互いに通信してもよく、加入者端末１



(16) JP 5808791 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

１１～１１６と通信してもよい。
【００２１】
　たとえ図１には単に６つの加入者端末が図示されていても、無線ネットワーク１００は
追加的な加入者端末に無線広帯域接続を提供し得るということを理解しなければならない
。加入者端末１１５及び加入者端末１１６は、カバレッジ領域１２０及びカバレッジ領域
１２５の境界部分に位置してもよいということに留意しなければならない。該当分野に熟
練した者に広く知られているように、加入者端末１１５及び加入者端末１１６はそれぞれ
基地局１０２と基地局１０３と通信し、ハンドオフモードで動作するものとして言及され
てもよい。
【００２２】
　加入者端末１１１～１１６は、インターネット１３０を介して音声、データ、動画、動
画遠隔会議、及び／又は他の広帯域サービスを接続し得る。好ましい実施形態において、
一つ又はそれ以上の加入者端末１１１～１１６は、Ｗｉｆｉ　ＷＬＡＮのアクセスポイン
ト（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ，ＡＰ）と関連され得る。加入者端末１１６は無線可能な
ラップトップ、携帯用データ端末（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄａｔａ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）
、ノートブックＰＣ、携帯装置（ｈａｎｄｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ）、又は無線可能な他
の装置を含む複数の移動装置のうちいずれかになり得る。例えば、加入者端末１１４及び
１１５は、無線可能な個人用コンピュータ（ＰＣ）、ラップトップＰＣ、ゲートウェイ又
は他の装置であってもよい。
【００２３】
　図２は、直交周波数分割多元接続（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ，ＯＦＤＭＡ）送信経路２００の上位レ
ベルダイアグラムである。図３は、ＯＦＤＭＡ受信経路３０の上位レベルダイアグラムで
ある。単に図示及び説明の便宜上、図２及び図３において、ＯＦＤＭＡ送信経路２００は
基地局（ＢＳ）１０２で具現され、ＯＦＤＭＡ受信経路３００は加入者端末（ＳＳ）１１
６で具現される。しかし、またＯＦＤＭＡ受信経路３００がＢＳ１０２で具現されてもよ
く、ＯＦＤＭＡ送信経路２００がＳＳ１１６で具現されてもよいことは該当分野に熟練し
た者には理解できるはずである。
【００２４】
　ＢＳ１０２の送信経路２００は、チャネル符号化及び変調ブロック２０５、直／並列（
ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒｅｌｌｅｌ，Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２１０、サイズＮの逆
高速フーリエ変換（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ，
ＩＦＦＴ）ブロック２１５、並／直列（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ，Ｐ－ｔ
ｏ－Ｓ）ブロック２２０、循環転置符号（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）追加ブロック２
２５、アップ変換機（ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ，ＵＣ）２３０、参照信号多重化機（ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）２９０及び参照信号割当機
（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ　ａｌｌｏｃａｔｏｒ）２９５を含む。
【００２５】
　ＳＳ１１６の受信経路３００は、ダウン変換機（ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ，ＤＣ
）２５５、循環転置符号除去ブロック２６０、直／並列（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒｅ
ｌｌｅｌ，Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２６５、サイズＮの高速フーリエ変換（Ｆａｓｔ　Ｆ
ｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ，ＦＦＴ）ブロック２７０、並／直列（ｐａｒａｌｌ
ｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ，Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック２７５、チャネル復号化及び復調ブ
ロック２８０を含む。
【００２６】
　図２及び図３において、構成要素の少なくともいくつかはソフトウェアとして具現され
てもよく、他の構成要素は構成可能なハードウェア（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｌｅ　ｈａｒ
ｄｗａｒｅ）又はソフトウェアと構成可能なハードウェアの混合によって具現され得る。
特に、個の開示文書で記述されるＦＦＴブロック及びＩＦＦＴブロックは、具現によって
構成可能なソフトウェアアルゴリズムとして具現されてもよく、ここでサイズＮの値は具
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現によって変形され得る。
【００２７】
　更に、たとえ本開示が高速フーリエ変換及び逆高速フーリエ変換を具現する実施形態に
関するものであっても、これは単に実例を示すためのものであり、本開示の範囲を制限す
るものとして解釈されてはならない。本開示の代替的な実施形態において、高速フーリエ
変換機能及び逆高速フーリエ変換機能はそれぞれ離散フーリエ変換（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　
Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ，ＤＦＴ）機能及び逆離散フーリエ変換（Ｉｎｖｅ
ｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ，ＩＤＦＴ）によって
容易に代替され得るという事実を認識し得る。ＤＦＴ及びＩＤＦＴ機能の場合、Ｎ個の変
数の値は任意の整数（即ち、１，２，３，４など）になり得る一方、ＦＦｔ及びＩＦＦＴ
機能の場合、Ｎ個の変数の値は２の自乗（ｐｏｗｅｒ　ｏｆ　ｔｗｏ）である任意の整数
（即ち、１，２，４，６，８，１６など）になり得るということを認識し得る。
【００２８】
　基地局１０２において、チャネル符号化及び変調ブロック２０５は情報ビットのセット
を受信し、符号化（例えば、ターボ符号化）を適用し、情報ビット（例えば、Ｑｕａｄｒ
ａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ（ＱＰＳＫ）又はＱｕａｄｒａｔｕ
ｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（ＱＡＭ））を変調して周波数ドメイ
ン変調シンボルのシーケンスを生成する。直／並列ブロック２１０は直列の変調されたシ
ンボルを並列データに変換（即ち、逆多重化）してＮ並列シンボルストリームを生成する
が、ここでＮはＢＳ１０２及びＳＳ１１６で使用されたＩＦＦＴ／ＦＦＴサイズである。
するとサイズＮのＩＦＦＴブロック２１５はＮ並列シンボルストリームに対してＩＦＦＴ
動作を行い、時間ドメイン上の出力信号を生成する。並／直列ブロック２２０はサイズＮ
のＩＦＦＴブロック２１５からの時間ドメイン上の並列出力シンボルを変換（即ち、多重
化）して直列の時間ドメイン上の信号を生成する。すると、循環転置符号追加ブロック２
２５は前記ドメイン上の信号に循環的転置符号を挿入する。最終的に、アップ変換機２３
０は、循環転置符号追加ブロック２２５の出力を無線チャンネルを介して伝送するための
ＲＦ周波数に変調（即ち、アップ変換）させる。前記信号は、ＲＦ周波数に変換される前
に基底帯域で同じくフィルタリングされ得る。いくつかの実施形態において、参照信号多
重化機２９０は符号分割多重化（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ，ＣＤＭ）又は時間／周波数分割多重化（Ｔｉｍｅ／Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ，ＴＦＤＭ）を利用して前記参照信号を多重化するよ
うに動作され得る。参照信号割当機２９５は、本開示で開示された方法及びシステムに応
じてＯＦＤＭ信号で参照信号を動的に割り当てるように動作され得る。
【００２９】
　送信されたＲＦ信号は無線チャネルを通過した後ＳＳ１１６に到達し、ＢＳ１０２にお
ける逆動作が行われる。ダウン変換機２５５は受信された信号を基底帯域周波数にダウン
変調し、循環転置符号除去ブロック２６０は循環転置符号を除去して時間ドメイン上の直
列基底帯域信号を生成する。直／並列ブロック２６５は、前記時間ドメイン上の基底帯域
信号を時間ドメイン上の並列信号に変換する。すると、サイズＮのＦＦＴブロック２７０
はＦＦＴアルゴリズムを行い、周波数ドメイン上のＮ並列信号を生成する。直／並列ブロ
ック２７５は、前記周波数ドメイン上の並列信号を変調されたデータシンボルのシーケン
スに変換する。チャネル符号化及び復調ブロック２８０は、前記変調されたシンボルを復
調した後復号して最初の入力データストリームを復元する。
【００３０】
　基地局１０１～１０３それぞれは、加入者端末機１１１～１１６へのダウンリンク送信
と類似した送信経路を具現してもよく、加入者端末機１１１～１１６からのアップリンク
における受信と類似した受信経路を具現してもよい。同じく、加入者端末機１１１～１１
６それぞれは基地局１０１～１０３へのアップリンクからの送信のための構造に対応する
送信経路を具現してもよく、基地局１０１～１０３からのダウンリンクにおける受信のた
めの構造に対応する受信経路を具現してもよい。
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【００３１】
　ＯＦＤＭシステムにおいて、全体の帯域幅はサブキャリアと呼ばれる狭帯域周波数ユニ
ットに分けられる。サブキャリアの数は、前記システムで使用されたＦＦＴ／ＩＦＦＴサ
イズＮと同じである。一般的に、周波数スペクトルのエッジにおけるいくつかのサブキャ
リアはガード（ｇｕａｒｄ）サブキャリアとして留保されるため、データのために使用さ
れたサブキャリアの数はＮより小さい。
【００３２】
　ＬＴＥシステムの時間資源は１０ｍｓｅｃフレームに分割され、各フレームはそれぞれ
が１ｍｓｅｃ区間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）を有する１０個のサブフレームに更に分割される
。サブフレームは２つの時間スロットに分けられるが、各時間スロットは０．５ｍｓｅｃ
間維持される。周波数ドメイン上のサブフレームは多数の資源ブロック（ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｂｌｏｃｋｓ，ＲＢｓ）に分割されるが、ここでＲＢは１２個のサブキャリアで形成
される。
【００３３】

【数１】

【００３４】
【数２】

【００３５】
　セル特定参照信号（又は共通の参照信号：ＣＲＳｓ）は、非ＭＢＳＦＮ（ｎｏｎ－ＭＢ
ＳＦＮ）伝送を支援するセルにおける全てのダウンリンクサブフレームから送信される。
もしサブフレームがＭＢＳＦＮ伝送に使用されると、単にサブフレームで最初の少しの（
０，１又は２）ＯＦＤＭシンボルのみがセル特定参照シンボルの伝送に使用される。表記
（ｎｏｔａｔｉｏｎ）ＲＰがアンテナポートＰにおける参照信号伝送に使用された資源要
素を定義するために使用される。
【００３６】
　ＵＥ特定参照信号（又は専用（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）ＲＳ：ＤＲＳ）は、物理ダウンリ
ンク共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ，ＰＤＳＣＨ）上で単一のアンテナポート伝送のために支援され、アンテナポート５上
で送信される。前記ＵＥ特定参照信号が存在し、ＰＤＳＣＨ復調のための有効な位相基準
であるか否かに対して、前記ＵＥは更に高い階層によって通知される。ＵＥ特定参照信号
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は、単に対応するＰＤＳＣＨがマッピングされる資源ブロックから送信される。
【００３７】
　図４は、本開示の実施形態による基地局（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ，ｅＮｏｄ
ｅＢ）と使用者端末（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，ＵＥ）間のメッセージフロー４０
０を示す図である。
【００３８】
　図４に示したように、ＵＥ４１０へのＤＬ伝送はｅＮｏｄｅＢ４２０によってスケジュ
ールされ、開示される。サブフレームにおけるＤＬ伝送の場合、ｅＮｏｄｅＢ４２０はサ
ブフレームの最初のいくつかの（ｆｅｗ）ＯＦＤＭシンボルに位置する物理的ＤＬ制御チ
ャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＤＬ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＤＣＣＨ）から
ＤＬ制御情報（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）（ＤＣＩ）をＵＥ４１０に送
信する（フロー４０１）。前記ＤＣＩは、ＵＥ４１０のために割り当てられたＲＢ及び他
の情報を指示する。ｅＮｏｄｅＢ４２０はまた、メッセージをＵＥ４１０に送信する（フ
ロー４０３）。自らをターゲットにするＤＬ承認（ｇｒａｎｔ）が受信される場合、ＵＥ
４１０は割り当てられたＲＢ上の伝送されたメッセージを復号するための試みを行う。復
号化の結果に依存し、ＵＥ４１０は以降のサブフレームでハイブリッド自動反復要請（Ｈ
ｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ，ＨＡＲＱ）ビット（
又はアップリンク承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａ
ＣＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）ビット）をｅＮｏｄｅＢ４２０に
送信すると期待される。例えば、周波数分割デュプレックス（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ、ＦＤＤ）システムにおいて、サブフレームｎにおけるＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ応答はサブフレームｎ－４における復号化の結果に対するものである。
【００３９】
　互いに異なる目的のために使用される多重ＤＣＩフォーマットがある。例えば、あるフ
ォーマットはＵＥのためのダウンリンク承認のためのものであり、他のフォーマットはＵ
Ｅのためのアップリンク承認のためのものであり、そしてまた他のフォーマットは共通制
御情報を伝達するためのものである。
【００４０】
　図５は、本開示の実施形態によるダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）キャリア５
００のロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，ＬＴ
Ｅ）制御チャネルエレメント（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ，Ｃ
ＣＥｓ）を示す図である。
【００４１】
　ＤＣＩを運ぶＰＤＣＣＨは、一つ又はいくつかの（ｓｅｖｅｒａｌ）連続的な制御チャ
ネルエレメント（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ，ＣＣＥｓ）の集
合（ａｇｇｅｇａｔｉｏｎ）上で送信される。ＤＬキャリアで使用可能なＣＣＥには０か
らＮＣＣＥ－１までの番号が付与される。図５はＣＣＥ割当の例を示しているが、ここで
ＣＣＥ０から３はＵＥ０のためのＤＬ承認のために使用され、ＣＣＥ６から７はＵＥ１の
ためのＤＬ承認のために使用され、ＣＣＥ４から５は全てのＵＥのための共通制御情報の
ために使用され、ＣＣＥ　ＮＣＣＥ－２及びＮＣＣＥ－１はＵＥ２のためのＵＬ承認のた
めに使用される。
【００４２】
　図６は、本開示の一実施形態によるＬＴＥシステムのアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ，Ｕ
Ｌ）キャリアにおいて、一つの資源ブロックにおける物理的アップリンク制御チャネル（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）資源
分割６００を示す図である。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、アップリンク（ＵＬ）ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＡＮ）ビット
はＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１ｂ上で送信される。ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／
１ｂの伝送に使用される資源は、非ネガティブ（ｎｏｎ－ｎｅｇａｔｉｖｅ）インデック
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スｎ(1)
ＰＵＣＣＨによって示される。ＰＵＣＣＨ資源インデックスｎ(1)

ＰＵＣＣＨは直
交カバー（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒ，ＯＣ）と循環シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓ
ｈｉｆｔ，ＣＳ）を決定し、そして個の２つのパラメータは固有の資源を示す。図６に示
した例では、資源ブロックで使用可能な３ｘ１２＝３６　ＰＵＣＣＨ　ＡＮ資源がある。
【００４４】
　単一の隣接した帯域幅（又は単一キャリア）で動作するＬＴＥシステムとは異なって、
次世代通信システム（例えば、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　ａｎｄ　Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ
　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｗ
ｉＭａｘ））は集合化された多重帯域幅を許容し、ＵＥ及びｅＮｏｄｅＢがその結果で集
合化されたキャリアで動作するように許容する。帯域幅集合は対称又は非対称であっても
よい。対称の場合、ＵＬ及びＤＬにおける構成要素キャリア（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａ
ｒｒｉｅｓ，ＣＣｓ）の数は同じである。非対称の場合、ＵＬ及びＤＬにおけるキャリア
の数は相異なる。
【００４５】
　多重ＰＤＳＣＨで（例えば、多重サブフレームで又は多重ＤＬ構成要素キャリア（ＣＣ
ｓ）で）承認する場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング（ｂｕｎｄｌｉｎｇ）及びＡＣＫ
／ＮＡＣＫ多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）の２つの方法が考慮される。
【００４６】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングの主な動機は、シグナリングから伝送されるビットの数
を減らすことで認定（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）シグナリングのオーバヘッドを
減らすことである。ビットの数を減らす一つの方法は、各コードワードに対する多重ＰＤ
ＳＣＨに対応する多重ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットにかけて論理的ＡＮＤ動作を取ることであ
る。２つまでのコードワードが許容されるシステムにおいて、このバンドリングは認定信
号に対して２ビットを引き起こす。
【００４７】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化の主な動機は、ＰＤＳＣＨに対する個別的な復号化結果を更に
ｅＮｏｄｅＢに提供することである。いくつかの実施形態において、コードワードかけら
れたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットに対する論理的な動作を意味する空間バンドリング（ｓｐａ
ｔｉａｌ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ）が適用される。空間バンドリングの結果として、各ＰＤＳ
ＣＨ伝送におけるコードワードの数とは関係なく、Ｍ個のＰＤＳＣＨを認定するためのＭ
個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットがある。空間バンドリングを適用した後、多重ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫビットをｅＮｏｄｅＢに更に提供するためのチャネル選択方法が使用される。ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ多重化のためのチャネル選択方法が使用される際、選択されたＰＵＣＣＨ資源
及び選択されたＰＵＣＣＨ資源から運ばれた変調シンボルは多重ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット
における情報を伝達する。特に、ＵＥはＮ個のＰＵＣＣＨ資源のうち単にｎ個のＰＵＣＣ
Ｈ資源から信号を送信するが、ここでｎはＭより小さいか同じ自然数である。典型的な例
によるｎの値は１及び２である。Ｍビット情報はｎ個の選択されたチャネル（又はＰＵＣ
ＣＨ資源）のアイデンティティ（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）及びｎ個の選択されたチャネルそれ
ぞれから送信された信号によって共同に伝達される。一例において、Ｍ＝３ビットＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報がＵＥからｅＮｏｄｅＢに伝達される必要がある際、少なくとも８（＝２
Ｍ＝２３）個のコードポイント（ｃｏｄｅｐｏｉｎｔｓ）が必要である。（Ｍ＝３）ＰＵ
ＣＣＨ資源のうち（ｎ＝１）チャネル選択を利用することで、選択されたＰＵＣＣＨ資源
のアイデンティティは３つのコードポイントを提供する。また、選択されたチャネル（又
はＰＵＣＣＨ資源）がＱＰＳＫ信号を伝達する際、２ビット情報（又は４つのコードポイ
ント）は各選択されたＰＵＣＣＨ資源から送信され得る。全体的に、１２（＝３ｘ１２）
個のコードポイントがこのチャネル選択方法によって生成され、このような１２個のコー
ドポイントのうち８つは３つのＡＣＫ／ＮＡＣＫビットに関する８つの状態を伝達するよ
うに使用され得る。
【００４８】
　いくつかのケースにおいて、ＵＥは多重送信アンテナを具備するように準備され、ｅＮ
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ｏｄｅＢによってＰＵＣＣＨ送信ダイバーシティを行うように構成される。ＵＥがＤＬ承
認によって単に一つのＤＬ　ＣＣのサブフレームからＤＬデータ（ＰＤＳＣＨ）を伝送す
るようにスケジュールされる際、対応する動的なＡＣＫ／ＮＡＣＫが一つのＵＬ　ＣＣに
おける２つのＰＵＣＣＨ資源を利用して以降のサブフレームから送信されるが、ここで２
つのＰＵＣＣＨ資源はＡＣＫ／ＮＡＣＫに対する同じ信号を伝達する。また、２つのＰＵ
ＣＣＨ資源は２つのアップリンク送信アンテナポートを介して送信される。このＰＵＣＣ
Ｈ送信ダイバーシティ方法はまた、直交資源伝送（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）、又はＯＲＴ（又は空間直交資源伝送ダイバーシティ
（ｓｐａｔｉａｌ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　ｄｉｖｅｒｄｉｔｙ，ＳＯＲＴＤ）として広く知られている。
【００４９】
　本開示の実施形態において、サブフレームにおける伝送から伝達され得るＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫシンボルの数Ｍは、以下のようなパラメータのうち少なくとも一つによって決定され
る：（１）構成されたＤＬ　ＣＣフレームの数又はＮ、（２）活性化されたＤＬＣＣの数
、そして（３）ＵＥが現在のサブフレームで送信する認定メッセージに対する以前のサブ
フレームでＰＤＳＣＨを受信したＤＬ　ＣＣの数。いくつかの特定実施形態において、Ｍ
は以下に記載された３つのパラメータのうち少なくとも一つから決定される。
【００５０】
　Ｍは構成されたＤＬ　ＣＣの数又はＮのようである。
　Ｍは活性かされたＤＬ　ＣＣの数のようである。そして、
　ＭはＵＥが現在のサブフレームから送信する認定メッセージに対する以前のサブフレー
ムでＰＤＳＣＨを受信したＤＬ　ＣＣの数のようである。
【００５１】
　本開示の実施形態において、空間直交資源送信ダイバーシティ（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｏｒ
ｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ，ＳＯＲ
ＴＤ）を具備するように構成されたＵＥの場合、Ｌとして定義されるＭ個のＤＬ　ＣＣに
対するＵＥの認定のために割り当てられたアップリンク制御チャネルの数は、Ｍ及びＬ０

のうち少なくとも一つの関数によって決定される。ここで、Ｌ０はＳＯＲＴＤが構成され
ない際ＵＥのために割り当てられたアップリンク制御チャネルの数を定義する。特定の実
施形態において、ＳＯＲＴＤが構成される場合、Ｌ≧Ｌ０の関係は更に多くのチャネルが
選択されるように許容する。更に、ＳＯＲＴＤが構成される際、ＵＥのためのＬ個のチャ
ネルはＳＯＲＴＤが構成されない際のＵＥのためのＬ０個のチャネルを含む。ここで、ア
ップリンク制御チャネル（又は資源）は、Ｒｅｌ－８　ＬＴＥでのようにアップリンク物
理的資源ブロック（ｕｐｌｉｎｋ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ，
ＰＲＢ）に位置する循環シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ，ＣＳ）及び直交カバーコー
ド（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒ　ｃｏｄｅ，ＯＣＣ）の対によって定義される。
【００５２】
　図７は、本開示の一実施形態による空間直交資源送信ダイバーシティ（Ｓｐａｔｉａｌ
　Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ－Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ，
ＳＯＲＴＤ）が構成されるか否かに依存する特定ＵＥのためのアップリンク制御チャネル
資源割当７００を示す図である。
【００５３】
　図７に示した実施形態において、Ｌ０＝２、Ｌ＝３である。ＳＯＲＴＤが構成される際
、チャネル０，１及び２がＵＥ０のために割り当てられる。ＳＯＲＴＤが構成されない際
は、単にチャネル０及び１がＵＥ０のために割り当てられる。
【００５４】
　図８は、本開示の一実施形態によってＳＯＲＴＤが構成される際に割り当てられたアッ
プリンク制御チャネルの数を示すテーブル８００である。
【００５５】
　テーブル８００に示したように、Ｍ＝５である場合、Ｘ個のアップリンク制御チャネル
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がＳＯＲＴＤを行わないように構成されたＵＥの認定シグナリングのために割り当てられ
たと仮定されるが、ここでＸは整数である。例えば、Ｘ＝８である。テーブル８００にお
いて、Ｌ値は以下の条件を満足する最小の数である事実に留意しなければならない。
【００５６】
　条件１：Ｌ≧２（即ち、ＳＯＲＴＤを行うために少なくとも２つのチャネルがある）及
び
【００５７】
　条件２：Ｌ個のチャネルのうち２個の循環的な連続的チャネルを選択する少なくともＭ
個の可能性がある。特定の実施形態において、Ｌ個のチャネルがＬ個の連続的な整数、０
，１，２，…，Ｌ－１のインデックスを有する際、もし２つのチャネルが連続的であるか
又は２つのチャネルインデックスが０及びＬ－１である場合、２個のチャネルは循環的に
連続的である。
【００５８】
　図９は、本開示の他の実施形態によってＳＯＲＴＤが構成される際に割り当てられたア
ップリンク制御チャネルの数を示すテーブル９００である。
【００５９】
　他の例の関数がテーブル９００に示されているが、ここで関数はＬ＝２Ｍ＝２Ｌ０であ
る。テーブル９００において、Ｍ＝５である場合Ｘ個のアップリンク制御チャネルがＳＯ
ＲＴＤを行わないように構成されたＵＥの認定シグナリングのために割り当てられたと仮
定されるが、ここでＸは整数である。
【００６０】
　本開示の実施形態において、ＳＯＲＴＤを行うように構成され、サブフレームでＭ個の
ＡＣＫ／ＮＡＣＫシンボルを送信するように構成されたＵＥはＬ（ここで、Ｌ≧Ｍ）個の
割り当てられたチャネルのうち２つのアップリンク制御チャネルから一つの変調シンボル
を送信するが、ここで一つのアップリンク制御チャネルは一つのアップリンクアンテナポ
ートを介して送信され、他のアップリンク制御チャネルは他のアップリンクアンテナポー
トを介して送信される（即ち、ＳＯＲＴＤは２つの選択されたチャネルで具現される）。
特定の実施形態において、例えば、アップリンク制御チャネルはＲｅｌ－８　ＬＴＥでの
ようにアップリンク物理的資源ブロック（ｕｐｌｉｎｋ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ，ＵＬ　ＰＲＢ）に位置する循環シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ
，ＣＳ）及び直交カバーコード（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒ　ｃｏｄｅ，ＯＣＣ
）の対によって定義される。ＳＯＲＴＤのための２つのチャネルは規則によって選択され
るが、ここで規則は単一のアンテナ伝送のためのＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル選択方法を拡
張することで定義される。一方、２つのチャネルで送信された変調シンボルは単一のアン
テナ伝送のためのＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル選択方法で送信された変調シンボルと同じで
ある。
【００６１】
　いくつかの実施形態による規則の説明のために、Ｌ個のチャネルは最初はＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ資源番号から昇順に索引される。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源番号で最も低い番号のチャネ
ルはチャネル０になり、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源番号で２番目に低い番号のチャネルはチャ
ネル１になり、その他このような順番になる。するとＳＯＲＴＤが構成されないＡＣＫ／
ＮＡＣＫチャネル選択方法によって、Ｍ個のチャネルのうちから選択されたｉ＝０，１，
…，Ｍ－１であるチャネルｉによって、選択されたチャネルから送信されるＱＰＳＫシン
ボルｑを伝達し得るＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージが考慮される。
【００６２】
　一例の規則において、２つの選択されたチャネルはｉ及び（ｉ＋１）ｍｏｄ　Ｌである
。
【００６３】
　他の例の規則において、２つの選択されたチャネルはｉ及び（ｉ＋Ｍ）ｍｏｄ　Ｌであ
る。



(23) JP 5808791 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

【００６４】
　また他の例の規則において、２つの選択されたチャネルはｉ及び（ｉ－１）ｍｏｄ　Ｌ
である。
【００６５】
　ここで、Ｌ個のチャネルがＵＥに割り当てられ得る。
【００６６】
　時分割デュプレックス（Ｔｉｍｅ－Ｄｉｖｉｓｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ，ＴＤＤ）ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ多重化及び集合Ｋにおいて、エレメントの数ＭがＭ＞１であるサブフレームｎの
場合、ＤＬサブフレーム内で多重コードワードを経た空間ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリンク
は対応する個別的ＡＣＫ／ＮＡＣＫ全てに対する論理的ＡＮＤ動作によって行われ、チャ
ネル選択を有するＰＵＣＣＨフォーマット１ｂが使用される。ＴＤＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
多重化及びＭ＝１を有するサブフレームｎの場合、ＤＬサブフレーム内で多重コードワー
ドを経た空間ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリンクは行われず、１つ又は２つのＡＣＫ／ＮＡＣ
ＫビットがそれぞれＰＵＣＣＨフォーマット１ａ又はＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを使用
して送信される。
【００６７】
　図１０は、本開示の一実施形態による物理的アップリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）フォーマット１ａ
及び１ｂに対する変調シンボルを示すテーブル１０００である。
【００６８】
　テーブル１０００によると、ＵＥはＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを利用してサブフレー
ムｎでＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源ｎ(1)

ＰＵＣＣＨ上でｂ（０），ｂ（１）を送信する。
【００６９】
　図１１は、本開示の一実施形態によるテーブル１１００を示す図であり、このテーブル
によってＭ＝２である場合、チャネル選択によって値ｂ（０），ｂ（１）及びＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ資源ｎ(1)

ＰＵＣＣＨが生成される。
【００７０】
　図１２は、本開示の一実施形態によるテーブル１２００を示す図であり、このテーブル
によってＭ＝３である場合、チャネル選択によって値ｂ（０），ｂ（１）及びＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ資源ｎ(1)

ＰＵＣＣＨが生成される。
【００７１】
　図１３は、本開示の一実施形態によるテーブル１３００を示す図であり、このテーブル
によってＭ＝４である場合、チャネル選択によって値ｂ（０），ｂ（１）及びＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ資源ｎ(1)

ＰＵＣＣＨが生成される。
【００７２】
　図１４は、本発明の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピング１４００を示す図で
ある。
【００７３】
　図１４、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージを選択されたチャネル及び変調シンボルにマッピ
ングを例を示す。この特定の実施形態において、テーブル８００によってＭ＝２でＬは３
であり、テーブル１１００を利用して２個のチャネルｉ及び（ｉ＋１）ｍｏｄ　Ｌが選択
される。テーブル１１００によって示されるように、ＡＣＫ，ＡＣＫが多重化される際、
第１チャネルｉはｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，１であり、第２チャネルは（１＋１）ｍｏｄ　３又
はｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，２である。ＡＣＫ，ＮＡＣＫ／ＤＴＸが多重化される際、第１チャ
ネルｉはｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，０であり、第２チャネルは（０＋１）ｍｏｄ　３又はｎ(1)
Ｐ

ＵＣＣＨ，１である。
【００７４】
　図１５は、本発明の他の実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピング１５００を示す図
である。
【００７５】
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　図１５は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージを選択されたチャネル及び変調シンボルにマッ
ピングを例を示す。この特定の実施形態において、テーブル８００によってＭ＝３でＬは
３であり、テーブル１２００を利用して２個のチャネルｉ及び（ｉ＋１）ｍｏｄ　Ｌが選
択される。テーブル１２００によって示されるように、ＡＣＫ，ＡＣＫ，ＡＣＫが多重化
される際、第１チャネルｉはｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，２であり、第２チャネルは（２＋１）ｍ
ｏｄ　３又はｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，０である。ＮＡＣＫ，ＮＡＣＫ／ＤＴＸ，ＮＡＣＫ／Ｄ
ＴＸが多重化される際、第１チャネルｉはｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，０であり、第２チャネルは
（０＋１）ｍｏｄ　３又はｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，１である。
【００７６】
　図１６は、本発明のまた他の実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピング１６００を示
す図である。
【００７７】
　図１６はテーブル９００によってＭ＝２でＬは４である際、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセー
ジを選択されたチャネル及び変調シンボルにマッピングを例を示す。テーブル１１００を
利用して２つのチャネルはｉ及び（ｉ＋Ｍ）ｍｏｄ　Ｌが選択される。テーブル１１００
によって指示されるように、ＡＣＫ，ＡＣＫが多重化される際、第１チャネルｉはｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，１であり、第２チャネルは（１＋２）ｍｏｄ　４又はｎ(1)
ＰＵＣＣＨ，３

である。ＮＡＣＫ，ＮＡＣＫ／ＤＴＸが多重化される際、第１チャネルｉはｎ(1)
ＰＵＣ

ＣＨ，０であり、第２チャネルは（０＋２）ｍｏｄ　４又はｎ(1)
ＰＵＣＣＨ，２である

。
【００７８】
　図１７は、本発明の更に他の実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピング１７００を示
す図である。
【００７９】
　この特定の実施形態において、テーブル９００によってＭ＝３でＬは６であり、テーブ
ル１２００を利用して２つのチャネルｉ及び（ｉ＋Ｍ）ｍｏｄ　Ｌが選択される。テーブ
ル１２００によって示されるように、ＡＣＫ，ＡＣＫ，ＡＣＫが多重化される際、第１チ
ャネルｉはｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，２であり、第２チャネルは（２＋３）ｍｏｄ　６又はｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，５である。ＮＡＣＫ，ＮＡＣＫ／ＤＴＸ，ＮＡＣＫ／ＤＴＸが多重化される
際、第１チャネルｉはｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，０であり、第２チャネルは（０＋３）ｍｏｄ　
６又はｎ(1)

ＰＵＣＣＨ，３である。
【００８０】
　本開示のいくつかの実施形態において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号伝送のためのＬ個のアッ
プリンク制御資源は準静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）割当方法を利用するｅＮｏｄｅＢ
によって各ＵＥに割り当てられる。ｅＮｏｄｅＢは、前記階層シグナリングで一つのアッ
プリンクインデックスｎＰＵＣＣＨに対する情報エレメントを送信する。すると、Ｌ個の
資源インデックスそれぞれが一つのアップリンク資源インデックスｎＰＵＣＣＨ、分離さ
れて信号伝送された構成要素キャリア（ｓｅｐａｒａｔｅｌｙ　ｓｉｇｎａｌｅｄ　ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ，ＣＣ）－共通資源オフセット（ｃｏｍｍｏｎ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ｏｆｆｓｅｔ）Ｎ(1)

ＰＵＣＣＨ及びＬのうち少なくとも一つの関数から導
出される。
【００８１】
　いくつかの実施形態において、Ｍ個のＣＣがＵＥのために活性化される際にＬの数がＭ
及びＬの関係から導出されるが、ここでいくつかの関係に対する例がテーブル８００及び
テーブル９００に示されている。
【００８２】
　いくつかの実施形態において、上位階層シグナリングなＵＥへの無線資源制御構成要素
キャリア（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａ
ｒｒｉｅｒ，ＲＲＣ　ＣＣ）構成シグナリングである。一つのアップリンク資源インデッ
クスが受信されると、ＵＥは一つのアップリンク資源インデックスｎＰＵＣＣＨから始ま
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るＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号伝送のためのＬ個のアップリンク制御資源に対するＬ個の連続的
なアップリンク制御資源を見つける。特定に実施形態において、ＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ資源に対するＬ個のインデックス番号それぞれは、以下のような数式１によって決
定される。
【００８３】
【数３】

【００８４】
　ここで、Ｎｏｆｆｓｅｔ，ｌ＝ｌ－１である。例えば、Ｌ＝４である際、一つのシグナ
リングされたアップリンク資源インデックスはＬ＝４資源を決定するために使用される。
【００８５】
　いくつかの実施形態において、上位階層シグナリングなＵＥへの媒体接続制御（Ｍｅｄ
ｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ，ＭＡＣ）構成要素キャリア（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
　ｃａｒｒｉｅｒ，ＣＣ）活性化シグナリングである。説明の便宜上、ＵＥはＲＲＣ　Ｃ
Ｃ構成シグナリングによってＫ（ここでＫ≦５）個のＣＣからＰＤＳＣＨを受信し得るよ
うに構成されると仮定される。追加的にＭ１個のＣＣがサブフレームｎ－１で活性化され
ると仮定される。サブフレームｎで送信されたＭＡＣ　ＣＣ活性化シグナリングを介し、
サブフレームｎ以降のいくつかのサブフレームでＣＣを構成したＫ個のうちＭ個のＣＣが
ＵＥのために活性化される。
【００８６】
　図１８Ａは、本開示の一実施形態による媒体接続制御要素キャリア（Ｍｅｄｉａ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ，ＭＡＣ　ＣＣ）の活
性化シグナリングのための情報エレメント（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ
，ＩＥｓ）を示すテーブル１８００である。
【００８７】
　ＭＡＣ　ＣＣ活性化シグナリング特定実施形態において、ｅＮｏｄｅＢはＭＡＣ　ＣＣ
活性化シグナリングによって活性化されるＣＣのアイデンティティも支持するが、ここで
ＭＡＣ　ＣＣ活性化シグナリングのためのＩＥはテーブル１８００にリスト化されている
。それは５ビットのビットマップ情報エレメント（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅ
ｎｔ，ＩＥ）によって具現され得るが、ここでｋ番目のエレメントはＫ個の構成されたＣ
Ｃのうちからｋ番目のＣＣが活性化されたか否かを示す。例えば、ｋビットのビットマッ
プのｋ番目のエントリが１である際、ｋ番目ＣＣは活性化される。一方、５ビットのビッ
トマップのｋ番目のエントリが０である場合、ｋ番目のＣＣは非活性化される。この場合
、Ｍ個の数はｋビットのビットマップで１を有するエントリの数と同じであると考えられ
る。ＵＥがＭＡＣ　ＣＣ活性化シグナリングを成功的に復号化する際、ＵＥは一つのアッ
プリンク資源インデックスｎＰＵＣＣＨから始まるＬ個の連続的なアップリンク制御資源
を見つける。この場合、ＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源に対するＬ個のインデックス
番号それぞれは、以下のような数式２によって決定される。
【００８８】
【数４】

【００８９】
　ここで、Ｎｏｆｆｓｅｔ，ｌ＝ｌ－１である。例えば、Ｌ＝４である際、一つのシグナ
リングされたアップリンク資源インデックスｎＰＵＣＣＨはＬ＝４資源を決定するために
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【００９０】
　図１８Ｂは、本開示の他の実施形態によるＭＡＣ　ＣＣ活性化シグナリングのためのＩ
Ｅを示すテーブル１８１０である。
【００９１】
　ＭＡＣ　ＣＣ活性化シグナリングの他の実施形態において、ｅＮｏｄｅＢはＭＡＣ　Ｃ
Ｃ活性化シグナリングによって活性化されるＣＣのアイデンティティも支持するが、ここ
でＭＡＣ　ＣＣ活性化シグナリングのためのＩＥはテーブル１８１０にリスト化されてい
る。それは２ビットの情報エレメント（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ，ＩＥ
）によって具現され得るが、ここで２ビットフィールドからの各状態はテーブル１８１０
に従ってＣＣを活性化する。この場合、Ｍ個の番号はＭ１＋１と同じであると考えられる
。ＵＥがＭＡＣ　ＣＣ活性化シグナリングを成功的に復号化する際、ＵＥは一つのアップ
リンク資源インデックスｎＰＵＣＣＨを利用して追加的な連続的なアップリンク制御資源
を見つける。ＵＥがＭ１個の活性化されたＣＣのためのＬ１個のアップリンク制御資源を
割り当てられたと仮定する際、ＭＡＣ活性化シグナリングによって新たに割り当てられた
ＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源のための追加的なＬ－Ｌ１インデックス番号は、以下
のような数式３によって決定される。
【００９２】
【数５】

【００９３】
　ここで、Ｎｏｆｆｓｅｔ，ｌ＝ｌ－１である。例えば、Ｌ＝４及びＬ１＝２である際、
一つのシグナリングされたアップリンク資源インデックスｎＰＵＣＣＨは２（＝Ｌ－Ｌ１

）個の追加的な資源を決定するために使用される。
【００９４】
　本開示のいくつかの実施形態において、Ｍ個の割り当てられたＣＣのうちＭ２個のＣＣ
が非活性化される際（Ｍ２≦Ｍ）、Ｌ個の以前に割り当てられた制御資源からＬ２個のア
ップリンク制御資源が逆に割り当てられる。
【００９５】
　一実施形態において、Ｌ個の以前に割り当てられたアップリンク制御資源のうちからＬ

２個の最も大きい番号を有するアップリンク制御資源が解除される（又は逆に割り当てら
れる）。
【００９６】
　他の実施形態の方法において、Ｌ個の以前に割り当てられたアップリンク制御資源のう
ちからＬ２個の最も小さい番号を有するアップリンク制御資源が解除される（又は逆に割
り当てられる）。
【００９７】
　本開示の実施形態において、ＵＥはＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセージを伝達するために各Ｔ
ｘアンテナポートのための総（ｕｐ　ｔｏ）アップリンク制御チャネルをチャネル選択方
法を利用して決定する。ここで、アップリンク制御チャネル（又は資源）は、例えば、Ｒ
ｅｌ－８　ＬＴＥでのＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂのような、アップリンク物理的
資源ブロック（ｕｐｌｉｎｋ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ，ＰＲ
Ｂ）に位置された循環シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ，ＣＳ）及び直交カバーコード
（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒ　ｃｏｄｅ，ＯＣＣ）のうち少なくとも一つによっ
て定義される。
【００９８】
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【数６】

【００９９】
【数７】

【０１００】
　ＵＥは２つのアンテナポート上のチャネル選択を利用してＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する
ように構成される（又はＳＯＲＴＤを行うように構成される）。ＵＥがマッピングテーブ
ル（例えば、テーブル１１００、テーブル１２００及びテーブル１３００）によって選択
されたチャネルｉ及び選択されたチャネル上でＱＰＳＫシンボルｑにマッピングされたＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫメッセージを送信するために、ＵＥは各アンテナポートに対して決定され
たＡアップリンク制御チャネルからチャネルｉを選択し、各アンテナポート上からＱＰＳ
Ｋシンボルｑを送信する。
【０１０１】
　図１９は、本開示の一実施形態によって２つのアンテナが構成される際のＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫメッセージの伝送を示す図である。
【０１０２】

【数８】

【０１０３】
　本開示の実施形態において、ＵＥは１次セル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）（又はＰＣ
Ｃ）及び２次セル（Ｓｅｃｏｎｄ　ｃｅｌｌ）（又はＳＣＣ）から受信するように構成さ
れる。ＰＣＣ及びＳＣＣのために構成された伝送モードは総（ｕｐ　ｔｏ）Ｎ１及びＮ２

ＴＢがＰＣＣ及びＳＣＣそれぞれから送信され得るようにする。すると、ＵＥはＨＡＲＱ
－ＡＣＫ伝送がスケジューリングされた各サブフレームでチャネル選択方式を使用してＡ
(＝Ｎ１＋Ｎ２)個のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを報告する。特定実施形態において、Ｎ１、
Ｎ２∈｛１，２｝である。
【０１０４】
　このケースにおいて、各アンテナポート上のチャネル選択方式のために使用されるＡア
ップリンク制御チャネルは、以下のように見つけられ得る。
【０１０５】
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【数９】

【０１０６】
　－一次セル上のサブフレームｎ－４で対応するＰＤＣＣＨの検出によって指示されるＰ
ＤＳＣＨ伝送の場合、又は１次セル上のサブフレームｎ－４でダウンリンクＳＰＳ解除を
支持するＰＤＣＣＨの場合、ＰＵＣＣＨ資源は以下のように決定される。
【０１０７】

【数１０】

【０１０８】
【数１１】

【０１０９】
【数１２】

【０１１０】
【数１３】

【０１１１】
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【数１４】

【０１１２】

【数１５】

【０１１３】
　ここで、ｎｏｆｆｓｅｔは正の整数である。一例において、ｎｏｆｆｓｅｔ＝１である
。他の例において、ｎｏｆｆｓｅｔ＝２である。
【０１１４】
　図２０は、本開示の一実施形態によるアンテナポートＰ１に対する制御チャネルの第２
集合を決定する動作２０００を示す図である。
【０１１５】
　図２０に示した実施形態において、ｎｏｆｆｓｅｔ＝１である。例えば、アップリンク
制御チャネル１０，１１，１５及び１６がアンテナポートｐ０に対して決定される際、ア
ップリンク制御チャネル１１，１２，１６及び１７がアンテナポートｐ１に対して決定さ
れる。この場合、ｅＮｏｄｅＢがＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセージを復号化するためにモニタ
しなければならないアップリンク制御チャネルは１０，１１，１２，１５，１６及び１７
である。言い換えると、ｅＮｏｄｅＢはＵＥに対して６つのアップリンク制御チャネルを
割り当てなければならない。
【０１１６】
【数１６】

【０１１７】
【数１７】

【０１１８】
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【数１８】

【０１１９】
【数１９】

【０１２０】
　図２１は、本開示の他の実施形態によるアンテナポートｐ１に対する制御チャネルの第
２集合を決定する動作２１００を示す図である。
【０１２１】
　図２１において、ｎｏｆｆｓｅｔ＝１である。例えば、アップリンク制御チャネル１０
，１１，１５及び１６がアンテナポートｐ０に対して決定される際、アップリンク制御チ
ャネル１０，１１，１５及び１６がアンテナポートｐ１に対して決定される。この場合、
ｅＮｏｄｅＢがＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセージを復号化するためにモニタしなければならな
いアップリンク制御チャネルは１０，１１，１５及び１６である。言い換えると、ｅＮｏ
ｄｅＢはＵＥに対して４つのアップリンク制御チャネルを割り当てなければならない。
【０１２２】
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【数２０】

【０１２３】
　関数４の例：第２アンテナポートに対するチャネルは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセージに
おけるＨＡＲＱ－ＡＣＫペイロードに基づいて決定される。
【０１２４】
　Ａ＝４である場合、第２アンテナポートに対する他のチャネルは以下の数式４に基づい
て決定される。
【０１２５】
【数２１】

【０１２６】
　Ａ＝３である場合、一つの追加的なチャネルが第２アンテナポートに対して決定される
が、ここで前記追加的なチャネルは１－ＴＢ伝送モードを有するセルに対して決定された
第１アンテナポートに対するチャネルに隣接して位置する。前記第２アンテナポートに対
する他のチャネルは、数式４に基づいて決定される。
【０１２７】
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【数２２】

【０１２８】
【数２３】

【０１２９】
【数２４】

【０１３０】
　図２２は、本開示の他の実施形態によるアンテナポートＰ１に対する制御チャネルの第
２集合を決定する動作２２００を示す図である。
【０１３１】
　図２２において、ｎｏｆｆｓｅｔ＝１である。例えば、アップリンク制御チャネル１０
，１１及び１５がアンテナポートｐ０に対して決定される際、アップリンク制御チャネル
１１，１５及び１６がアンテナポートｐ１に対して決定される。更にこの場合、ｅＮｏｄ
ｅＢがＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセージを復号化するためにモニタしなければならないアップ
リンク制御チャネルは１０，１１，１５及び１６である。言い換えると、ｅＮｏｄｅＢは
ＵＥに対して４つのアップリンク制御チャネルを割り当てなければならない。
【０１３２】
　図２２の実施形態は、以下のように特定される万一に備えるために適合したマッピング
（ｆａｌｌｂａｃｋ－ｆｒｉｅｎｄｌｙ　ｍａｐｐｉｎｇ）を仮定する。
【０１３３】

【数２５】
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【０１３４】
【数２６】

【０１３５】
【数２７】

【０１３６】
　上記でリスト化した仮定の集合の下、この実施形態はｅＮｏｄｅＢが２つのＤＬ承認を
送信したがＵＥが２つのうち一つを失った場合でもＵＥが第２アンテナポートによって使
用される制御チャネルを見つられるように補償する。これは以下で確認され得る。
【０１３７】

【数２８】

【０１３８】
【数２９】

【０１３９】
　本開示のいくつかの実施形態において、構成された要素キャリア（又はセル）の数Ｃが
２より大きい場合、ＵＥは空間バンドリンク（総２つのビットから一つのビットを構成す
るための論理的ＡＮＤ動作）を使用してＣに減少されるＨＡＲＱ－ＡＣＫビットの全体の
数を減少させ、Ｍ＝Ｃを有するＲｅｌ－８チャネル選択マッピング（即ち、テーブル１１
００、テーブル１２００及びテーブル１３００）を使用する。一方、構成された要素キャ
リアの数Ｃが２である場合、ＵＥはＡ＝Ｎ１＋Ｎ２個のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを送信し
（ここで、Ｎ２及びＮ２はＰＣＣ及びＳＣＣそれぞれにおけるＴＢの個数である）、２つ
のセルのＤＬ伝送に最適化された他のチャネル選択マッピングを使用する。
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【０１４０】
　２つのセルの集合（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）が実務で最も頻繁に構成されるものとし
て期待される場合、ＵＥが２つのセルで構成された伝送モードに依存してＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋビットの可変的な個数を報告し得るように、２つのセルの集合に対するＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ伝送を最適化することが好ましい。しかし、２つのセルの集合に対して最適化されたチ
ャネル選択テーブルの集合は、性能とＵＥの複雑度との良好なトレードオフ（ｔｒａｄｅ
ｏｆｆ）を保障しない。従って、構成された要素キャリアの数が２より大きい場合、より
簡単なチャネル選択規則、例えば、空間バンドリングを有するＲｅｌ－８選択マッピング
が適用される。
【０１４１】
　図２３は、本開示の一実施形態によるスロット基盤プリコーディングベクタスイッチン
グ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ，ＰＶＳ）又は時間スイッ
チング送信ダイバーシティ（ｔｉｍｅ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅ
ｒｓｉｔｙ，ＴＳＴＤ）を利用して２つのアンテナを介してデータを伝送する動作を示す
図である。
【０１４２】
　図２３に示したように、いくつかの場合において、ＵＥは一つの制御チャネルエレメン
ト(ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ，ＣＣＥ)によってマッピングされ
る単一のＰＵＣＣＨ資源で動的なＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルを送信するために規格関
連送信ダイバーシティ方式（ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ－ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｔ
ｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｓｃｈｅｍｅ）を使用する。該当分野における通
常の知識を有する者であれば、規格関連アップリンク送信ダイバーシティ方式が使用され
る際、ＵＥが送信ダイバーシティを使用して信号を送信しないとｅＮｏｄｅＢ受信機が仮
定するということを認知し得るはずである。従って、ｅＮｏｄｅＢ受信機は、ＵＥから受
信された信号を単一のアップリンク送信アンテナポートから引き入れられたものとして扱
う。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルは一つのＣＣＥにマッピングされる同じＣＳ及びＯＣ
と共に多重化され、その際データは単一キャリア（ｓｉｎｇｌｅ－ｃａｒｒｉｅｒ，ＳＣ
）特性を維持し、ＤＭＲＳ及び制御データに対して一つの直交資源を使用するスロット基
盤プリコーディングベクタスイッチング（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ　ｓｗｉｔ
ｃｈｉｎｇ，ＰＶＳ）又は時間スイッチング送信ダイバーシティ（ｔｉｍｅ　ｓｗｉｔｃ
ｈｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ，ＴＳＴＤ）を利用して２つのアンテナ
を介して伝送される。
【０１４３】
　キャリア集合が具現される際、ＵＥは多数の要素キャリア（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａ
ｒｒｉｅｒｓ，ＣＣｓ）からデータ信号（又はＰＤＳＣＨ）を受信し得る。ｅＮｏｄｅＢ
がＵＥにサブフレームにおけるダウンリンク資源割当を知らせ得るようにするために、ｅ
ＮｏｄｅＢはＵＥから少なくとも一つのダウンリンク送信承認を送信する。
【０１４４】
　キャリア集合の具現、それは対照的又は非対称的キャリア集合であってもよいが、その
具現が本開示で考慮される。サブフレームにおいて、ｅＮｏｄｅＢは多数のＤＬ　ＣＣ、
即ち、Ｎ個のＤＬ　ＣＣをＵＥに割り当てるが、それを介してｅＮｏｄｅＢはデータ信号
をＵＥに送信する。いくつかの実施形態において、ｅＮｏｄｅＢはＮ個のＤＬ　ＣＣから
Ｎ個のＤＬ承認をＵＥに送信するが、ＤＬ　ＣＣそれぞれから一つのＤＬ承認が送信され
る。他の実施形態において、ｅＮｏｄｅＢは単に一つのＤＬ　ＣＣからＮ個のＤＬ承認を
ＵＥに送信する。ここで、このようなＤＬ承認はキャリア指示子フィールド（ｃａｒｒｉ
ｅｒ－ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｆｉｅｌｄ）を具備してもよいが、上記指示子フィールドは
ＤＬ承認がＰＤＳＣＨをスケジューリングするＣＣを指示する。ＤＬ承認はＰＤＣＣＨ（
ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ
承認、又はダウンリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ，ＤＣＩ）割当として代替的に呼ばれ得るということに留意しなければならない
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。
【０１４５】
　更に、ＤＬアンカー（ａｎｃｈｏｒ）ＣＣ及びＵＥアンカーＣＣは、ＵＥ特定（ＵＥ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ）方式又はセル特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）方式で構成され得
る。ＵＥのためのＤＬアンカーＣＣは、ＵＥがデータ信号を受信する全てのサブフレーム
でＵＥのためのＤＬ承認を伝達するＤＬ　ＣＣである。言い換えると、ＵＥがサブフレー
で少なくとも一つのＤＬ承認を受信する際、ＤＬアンカーＣＣはＵＥに対するＤＬ承認を
伝達する。ＵＥのための一つＵＬアンカーＣＣは、以前のサブフレームでＮ個のＤＬ　Ｃ
ＣにおけるＤＬデータ伝送に対応する動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫのようなＵＥのためのアップ
リンク制御情報を伝達するＵＬ　ＣＣである。
【０１４６】
　本開示の実施形態において、ＵＥが認定信号を伝送する方法は、対応するＤＬサブフレ
ームにおけるＰＤＣＣＨ　ＤＬ承認を伝達した多数のＤＬ　ＣＣに依存する。
【０１４７】
　特定の実施形態において、認定信号は以下のように送信される。
【０１４８】
　－単に一つのＤＬ　ＣＣ（即ち、ＤＬアンカー）がＵＥのためのＤＬ承認を伝達する際
、ＵＥはＬＴＥ　Ｒｅｌ－８方法であるＦＤＤにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送方法を利用
して対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを送信する。
【０１４９】
　特に、ＵＥが一つ以上のＴｘアンテナを有する際、ＵＥは企画関連送信ダイバーシティ
方式を使用してＰＵＣＣＨ　Ｄ－ＡＣＫ資源からＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルを送信す
る。
【０１５０】
　－一つ以上のＤＬ　ＣＣがＵＥのためのＤＬ承認を伝達する際、ＵＥはチャネル選択方
法によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化方法を利用して対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを送信
する。
【０１５１】
　図２４は、本発明の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）が使用される際、ＵＥにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する方法２４００を示す図
である。
【０１５２】
　図２４に示したように、方法２４００は一つ以上のＤＬ　ＣＣがＰＤＳＣＨを伝達する
か否かを決定する仮定（ブロック２４０１）を含む。
【０１５３】
　一つ以上のＤＬ　ＣＣからＰＤＳＣＨが送信されると、ＤＬアンカーＣＣからＰＤＳＣ
Ｈを伝達するＮ個のＤＬ　ＣＣ及びＰＤＳＣＨ　ＤＬ承認を伝達するＭ個のＣＣＥが決定
される（ブロック２４０３）。Ｄ－ＡＣＫ資源をマッピングするためのＮ個のＣＣＥが選
択される（ブロック２４０５）。Ｎ個のＣＣがＤ－ＡＣＫ資源にマッピングされる（ブロ
ック２４０７）。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化は、Ｎ個のＤ－ＡＣＫ資源を使用するチャネル
選択方法によって行われる。（ブロック２４０９）。すると、変調シンボルはアンテナポ
ートから選択されたＤ－ＡＣＫ資源にマッピングされる（ブロック２４１１）。
【０１５４】
　一つのＤＬ ＣＣからＰＤＳＣＨが送信されると、Ｄ－ＡＣＫ資源をマッピングするた
めの一つ又は２つのＣＣＥが選択される（ブロック２４１３）。一つ又は２つのＣＣＥが
一つ又は２つのＤ－ＡＣＫ資源にマッピングされる（ブロック２４１５）。一つの変調シ
ンボルがＤ－ＡＣＫ信号のために選択される（ブロック２４１７）。すると、変調シンボ
ルはアンテナポートから一つ又は２つのＤ－ＡＣＫ資源にマッピングされる（ブロック２
４１１）。
【０１５５】
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　他の実施形態において、認定信号は以下のように送信される。
【０１５６】
　単に一つのＤＬ　ＣＣ（即ち、ＤＬアンカー）がＵＥのためのＤＬ承認を伝達する際、
ＵＥは対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを送信する。ＵＥはＬＴＥ　Ｒｅｌ－８方法であ
るＦＤＤにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送方法を利用して対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫビット
を送信する。
【０１５７】
　特に、ＵＥが一つ以上のＴｘアンテナを有する際、ＵＥは企画関連送信ダイバーシティ
方式を使用してＰＵＣＣＨ　Ｄ－ＡＣＫ資源からＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルを送信す
る。
【０１５８】
　－一つ以上のＤＬ　ＣＣがＵＥのためのＤＬ承認を伝達する際、ＵＥはＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋバンドリング方法を利用して対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを送信する。
【０１５９】
　図２５は、本発明の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング（ｂｕｎｄｌｉｎ
ｇ）が使用される際、ＵＥにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する方法２５００を示す図で
ある。
【０１６０】
　図２５に示したように、方法２５００はＤＬアンカーＣＣからＰＤＳＣＨを伝達するＮ
個のＤＬ　ＣＣ及びＰＤＳＣＨ　ＤＬ承認を伝達するＭ個のＣＣＥを決定する過程を含む
（ブロック２５０１）。Ｄ－ＡＣＫ資源をマッピングするための一つ又は２つのＣＣＥが
選択される（ブロック２５０３）。一つ又は２つのＣＣＥが一つ又は２つのＤ－ＡＣＫ資
源にマッピングされる（ブロック２５０５）。もしＮ＞１であれば（ブロック２５０７）
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングが行われる（ブロック２５０９）。一つの変調シンボル
がＤ－ＡＣＫ信号に対して選択される（ブロック２５１１）。すると、変調シンボルはア
ンテナポートから一つ又は２つのＤ－ＡＣＫ資源にマッピングされる（ブロック２５１３
）。
【０１６１】
　本開示のいくつかの実施形態において、Ｎ個のＤＬ　ＣＣにおけるＤＬデータ伝送を認
定するＵＥの動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫに対するＵＬ制御資源は、ＵＥのためのＵＬアンカー
ＣＣに位置する。更に、ＵＬ制御資源はＵＥに対する以前のＤＬデータ伝送のためのＤＬ
アンカーＣＣにおけるＤＬ承認を伝達するＣＣＥによって決定される。ＵＬ制御資源のサ
イズは、以前のＤＬデータ伝送に使用されたＤＬ　ＣＣの数又はＮと同じである。
【０１６２】
　図２６は、本開示の一実施形態によるＤ－ＡＣＫ資源をマッピングするためのＮ個のＣ
ＣＥを選択する方法２６００を示す図である。
【０１６３】
　本開示のいくつかの実施形態は、Ｄ－ＡＣＫ資源をマッピングするためのＮ個のＣＣＥ
を選択する動作、例えば、図２４のブロック２４０５におけるＤ－ＡＣＫ資源をマッピン
グするためのＮ個のＣＣＥを選択する動作を記述する。
【０１６４】
　図２６に示した様に、Ｄ－ＡＣＫ資源をマッピングするためのＮ個のＣＣＥの選択はＮ
≦Ｍであるのかを決定する過程を含む（ブロック２０６１）。ＤＬアンカーＣＣからＤＬ
承認を伝達するＭ個のＣＣＥ及びＮ個のＰＤＳＣＨに依存し、図２６に示したようにＤ－
ＡＣＫ資源をマッピングするためのＮ個のＣＣＥを選択するための２つの互いに異なる方
法が使用される。
【０１６５】
　いくつかの実施形態において、ＤＬアンカーＣＣからＤＬ承認を伝達するＭ個のＣＣＥ
は以前のＤＬデータ伝送に使用されたＤＬ　ＣＣの数又はＮより大きいか同じである。こ
の場合、Ｍ個のＣＣＥのうちＮ個のＣＣＥはＵＥの動的なＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＵＬ
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制御資源を決定するために使用される（ブロック２６０３）。一例において、Ｍ個のＣＣ
ＥのうちＮ個の最も小さいＣＣＥインデックス番号を有するＮ個のＣＣＥが使用される。
他の例において、Ｍ個のＣＣＥのうちＮ個の最も大きいＣＣＥインデックス番号を有する
Ｎ個のＣＣＥが使用される。
【０１６６】
　いくつかの実施形態において、ＤＬアンカーＣＣからＤＬ承認を伝達するＭ個のＣＣＥ
は以前のＤＬデータ伝送に使用されたＤＬ　ＣＣの数又はＮより小さい。この場合、全て
のＭ個のＣＣＥがＵＥの動的なＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＭ個のＵＬ制御資源を決定する
ために使用される。残りの（Ｎ－Ｍ）個のＵＬ制御資源は、Ｍ個のＣＣＥ番号以外の残り
のＣＣＥ番号から（Ｎ－Ｍ）個のＣＣＥ番号によって決定される。（Ｎ－Ｍ）個のＣＣＥ
番号を選択するための多数の方法がある。（Ｎ－Ｍ）個のＣＣＥ番号に対応するＣＣＥは
、留保されたＣＣＥとして言及される（ブロック２６０５）。
【０１６７】
　いくつかの実施形態において、（Ｎ－Ｍ）個のＣＣＥ番号は、Ｍ個のＣＣＥ番号のうち
最も大きいＣＣＥ番号より一つ大きい番号から始まる（Ｎ－Ｍ）個の連続した番号である
。例えば、Ｎ＝４，Ｎ＝２そしてＭ個のＣＣＥがＣＣＥ３及び４である場合、残りのＵＬ
制御資源を決定するために使用された（Ｎ－Ｍ）個のＣＣＥ番号は５及び６である。
【０１６８】
　他の方法において、（Ｎ－Ｍ）個のＣＣＥ番号はＰＤＳＣＨ又はＤＬ承認を伝達するＭ
個の集合のＣＣＥとしてのＣＣＥ探索空間ツリー（ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ　ｔｒｅｅ
）で同じ親ノード（ｐａｒｅｎｔ　ｎｏｄｅ）を共有するＣＣＥのＣＣＥ番号から選択さ
れた（Ｎ－Ｍ）個の連続的な番号である。この実施形態において、（Ｎ－Ｍ）個のＣＣＥ
番号を選択するための一つの方法は、ＤＬ承認を伝達するＭ個の集合のＣＣＥとしての同
じ親ノードを共有するＣＣＥから最も大きい番号が付与されたＣＣＥを選択するための方
法である。
【０１６９】
　図２７は、本開示の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためのＣＣＥ資源予約方
法２７００を示す図である。
【０１７０】
　図２７に示したように、ＤＬアンカーにおいて、（Ｍ＝４）ＣＣＥ、即ち、ＣＣＥ５か
ら８はサブフレームにおけるＵＥのためのＤＬ承認を伝達する。もしサブフレームにおけ
るＵＥのためのＤＬ承認の全体の数がＮ＝６であれば、（Ｎ－Ｍ＝２）個のＣＣＥはＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫマッピングのために留保される必要がある。ＣＣＥ５から８であって同じ親
ノードを共有するＣＣＥはＣＣＥ１から４であり、１から４のうち最も大きいＣＣＥ番号
は３及び４である。従って、ＣＣＥ３及び４がＵＥのＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のために留保
される。他の実施形態において、同じ親ノードを共有するＣＣＥから最も小さい番号が付
与されたＣＣＥがＤＬ承認を伝達するＭ個の集合のＣＣＥとしてを選択される。
【０１７１】
　いくつかの実施形態において、動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の単に一つの集合がＵＬ　Ｃ
Ｃに割り当てられるが、これはＵＥがＣＣＥ番号をＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源にマッピングす
るための規則の場合一つのオフセットインデックスＮ(1)

ＰＵＣＣＨ，１を受信するとい
うことを意味する。オフセットインデックスＮ(1)

ＰＵＣＣＨは、Ｒｅｌ－８　ＬＴＥ規
格に従って上位階層によって構成される。
【０１７２】
　本開示のいくつかの実施形態は、例えば、図２４のブロック２４０７のようにＮ個のＣ
ＣＥ番号をＤ－ＡＣＫ資源にマッピングする動作を記述する。
【０１７３】
　いくつかの実施形態において、Ｎ個のＣＣＥインデックスをＮ個のＵＬ　ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ資源にマッピングする動作は、以下のように記述される。
【０１７４】
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　サブフレームｎ－４で対応するＰＤＣＣＨの検出によって指示された、動的にスケジュ
ーリングされた物理的ダウンリンク共有チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＤＳＣＨ）の場合、Ｎ個のＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ資源がＵＥに割り当てられる。ＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源に対するＮ個の
インデックス番号それぞれは、以下のように数式５によって決定される。
【０１７５】
【数３０】

【０１７６】
　ここで、ｎＣＣＥ，ｋは対応するＤＣＩ割当の伝送に使用されたＭ個のＣＣＥ及びｍａ
ｘ｛Ｎ－Ｍ，０｝個の留保されたＣＣＥから選択されたＮ個のＣＣＥのうちｋ番目のイン
デックス番号を有するＣＣＥである。
【０１７７】
　図２８は、本開示の一実施形態による単に一つのＮ(1)

ＰＵＣＣＨインデックス番号が
シグナリングされる際のＣＣＥのＡＣＫ／ＮＡＣＫへのマッピング２８００を示す図であ
る。
【０１７８】
【数３１】

【０１７９】
　もし、ＵＥのために留保された任意のＣＣＥがあれば、留保されたＣＣＥの使用はｅＮ
ｏｄｅＢで制限される。動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源衝突が引き起こされ得るように、留保
されたＣＣＥは他のＵＥのためのＤＬ承認のために使用され得ない。しかし、留保された
ＣＣＥは、例えば、ＵＬ承認、共通制御及びその他の目的のような他の目的のために使用
され得る。
【０１８０】
　いくつかの実施形態において、動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源のうち２つの集合はＵＬ　Ｃ
Ｃに割り当てられるが、これはＵＥがＣＣＥ番号をＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源にマッピングす
るための規則の場合２つのオフセットインデックスＮ(1)

ＰＵＣＣＨ，１及びＮ(1)
ＰＵＣ

ＣＨ，２を受信するということを意味する。一つのオフセットインデックスＮ(1)
ＰＵＣ

ＣＨ，１は、Ｒｅｌ－８　ＬＴＥ規格に従って上位階層によって構成されるＮ(1)
ＰＵＣ

ＣＨと同じである。他のオフセットインデックスＮ(1)
ＰＵＣＣＨ，２は、高級使用者（

ａｄｖａｎｃｅｄ　ｕｓｅｒｓ）(例えば、Ｒｅｌ－８　ＬＴＥ－Ａ　ＵＥｓ)のために上
位階層によって構成される。Ｎ個のＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源のうち、ある資源
グループはＮ(1)

ＰＵＣＣＨ，１及びＮ個のＣＣＥ番号のうちＣＣＥインデックス番号に
対応する数によって決定される。他の資源グループはＮ(1)

ＰＵＣＣＨ，２及びＣＣＥ番
号に対応する数によって決定される。
【０１８１】
　本開示は、例えば、図２４のブロック２４０７のようにＮ個のＣＣＥ番号をＤ－ＡＣＫ
資源にマッピングする他の実施形態も記述する。
【０１８２】
　Ｎ個のＣＣＥインデックスをＮ個のＵＬ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源にマッピングする一実
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施形態は、以下のように記述される。
【０１８３】
　－サブフレームｎ－４で対応するＰＤＣＣＨの検出によって指示された動的にスケジュ
ーリングされた物理的ダウンリンク共有チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＤＳＣＨ）の場合、Ｎ個のＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ資源がＵＥに割り当てられる。ＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源に対する一つの
インデックス番号は、以下のように数式６によって決定される。
【０１８４】
【数３２】

【０１８５】
　ＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源に対する残りの（Ｎ－１）個のインデックス番号そ
れぞれは、以下のように数式７によって決定される。
【０１８６】

【数３３】

【０１８７】
　ここで、ｎＣＣＥ，ｋは対応するＤＬＩ割当の伝送に使用されたＭ個のＣＣＥ及びｍａ
ｘ｛Ｎ－Ｍ，０｝個の留保されたＣＣＥから選択されたＮ個のＣＣＥのうちｋ番目のイン
デックス番号を有するＣＣＥである。
【０１８８】
　図２９は、本開示の一実施形態による２つのＮ(1)

ＰＵＣＣＨインデックス番号がシグ
ナリングされる際のＣＣＥのＡＣＫ／ＮＡＣＫへのマッピング２９００を示す図である。
【０１８９】

【数３４】

【０１９０】
　もし、ＵＥのために留保された任意のＣＣＥがあれば、留保されたＣＣＥの使用はｅＮ
ｏｄｅＢで制限される。動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源衝突が引き起こされ得るように、留保
されたＣＣＥは他の高級（ａｄｖａｎｃｅｄ）ＵＥ（例えば、Ｒｅｌ－１０　ＵＥ）のた
めのＤＬ承認のために使用され得ない。しかし、留保されたＣＣＥは、例えば、Ｒｅｌ－
８　ＬＴＥ　ＵＥのためのＤＬ承認、ＵＬ承認、共通制御及びその他の目的のような他の
目的のために使用され得る。
【０１９１】
　本開示のいくつかの実施形態において、動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源のための一つのオフ
セットを有する場合及び２つのオフセットを有する場合、ｎＣＣＥ，ｋ又はＮ個のＣＣＥ
番号からのｋ番目（ｋ＝１,２,…,Ｎ）のインデックス番号が下記でリスト化した少なく
とも２つの方法のうちいずれか一つとして記述される。
【０１９２】
　一実施形態において、ｎＣＣＥ，ｋはＣＣＥ番号のうちｋ番目に最も小さいＮ個のＣＣ
Ｅ番号である。
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【０１９３】
　他の実施形態において、最初のＭ個のＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源は対応するＤ
ＣＩ割当の伝送に使用されたＭ個のＣＣＥによって決定され、残りの（Ｎ－Ｍ）個の資源
はｍａｘ｛Ｎ－Ｍ，０｝個の留保されたＣＣＥによって決定される。本実施形態の一例は
以下のように記述される。ｋ≦Ｍである場合、ｎＣＣＥ，ｋは対応するＤＬＩ割当の伝送
に使用されたＭ個のＣＣＥのうちｋ番目に最も小さいＣＣＥ番号である。一方、ｋ＞Ｍで
ある場合、ｎＣＣＥ，ｋは（Ｎ－Ｍ）個の留保されたＣＣＥのうち（ｋ－Ｍ）番目に最も
小さいＣＣＥ番号である。
【０１９４】
　図３０は、本開示の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化方法３０００を示す図で
ある。
【０１９５】
　本開示のいくつかの実施形態において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化のために使用されたチ
ャネル（又はＤ－ＡＣＫ資源）の数及び変調シンボルの数は、ＤＬ　ＣＣにおける対応す
るＰＤＳＣＨの数に依存して可変される。方法３０００は、Ｎ個のＰＤＳＣＨの数が常数
Ａより大きいか又は同じであるかを決定する過程を含む（ブロック３００１）。Ｎ個の選
択されたＰＤＳＣＨの数が常数Ａより小さい場合、一つのチャネル選択がＮ個のＡＣＫ／
ＮＡＣＫビットを一つの選択されたＤ－ＡＣＫ資源及び一つの変調シンボルにマッピング
するために使用される（ブロック３００３）。一方、Ｎ個のＰＤＳＣＨの数が常数Ａより
大きい場合、２つのチャネル選択がＮ個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを２つの選択された資
源及び２つの変調シンボルにマッピングするために使用される（ブロック３００５）。
【０１９６】
　図３１は、本開示の一実施形態による変調シンボルのアンテナポートにおける選択され
たＤ－ＡＣＫ資源へのマッピング方法３１００を示す図である。
【０１９７】
　更に、ＵＥがＯＲＴを行うように構成される際、変調シンボルは図３１に示したように
アンテナポートにマッピングされなければならない。方法３１００は、Ｎ＞１であるか否
かを決定する過程を含む（ブロック３１０１）。Ｎ＝１である場合、ＵＥは一つのＰＵＣ
ＣＨ　Ｄ－ＡＣＫ資源における一つの変調シンボルをＯＲＴを使用する多重アンテナポー
トにマッピングする（ブロック３１０３）。Ｎ＞１である場合、方法３１００はＮ≧Ａで
あるか否かを決定する過程を含む（ブロック３１０５）。もしＮ＜Ａであれば、ＵＥは一
つのＰＵＣＣＨ　Ｄ－ＡＣＫ資源における一つの変調シンボルを規格関連アンテナポート
マッピング（ｓｐｅｃｉｆｉｃ－ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏｒｔ　
ｍａｐｐｉｎｇ）を使用する多重アンテナポートにマッピングする（ブロック３１０７）
。もしＮ≧Ａであれば、ＵＥは２つのＰＵＣＣＨ　Ｄ－ＡＣＫ資源における２つの変調シ
ンボルを多重アンテナポートにマッピングする（ブロック３１０９）。
【０１９８】
　図３２は、本開示の他の実施形態による変調シンボルのアンテナポートにおける選択さ
れたＤ－ＡＣＫ資源へのマッピング方法３２００を示す図である。
【０１９９】
　本開示の実施形態において、一つのチャネル選択方法が使用され、ＵＥがＯＲＴを行う
ように構成されると仮定される。この場合、変調シンボルマッピング方法はＤＬ　ＣＣで
対応するＰＤＳＣＨの数に依存して可変される。方法３２００は、ＰＤＳＣＨの数Ｎが１
より大きいか否か又はＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化が使用されるか否かを決定する過程を含む
（ブロック３２０１）。ＰＤＳＣＨの数が１以上である場合（又はＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重
化が使用される場合）一つの変調シンボルは規格関連アンテナポートマッピングを使用す
る一つのＰＵＣＣＨ　Ｄ－ＡＣＫ資源にマッピングされる（ブロック３２０３）。ＰＤＳ
ＣＨの数が正確に１である場合、一つの変調シンボルはＯＲＴを使用する他うすのＰＵＣ
ＣＨ　Ｄ－ＡＣＫ資源にマッピングされる（ブロック３２０５）。いくつかの実施形態に
おいて、Ｎは構成されたＤＬ　ＣＣの数である。
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【０２００】
　図３３は、本開示の他の実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化方法３３００を示す図
である。
【０２０１】
　本開示のいくつかの実施形態において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化のために使用されたＮ
個の変調シンボルの数はＤＬ　ＣＣにおける対応するＰＤＳＣＨの数に依存して可変され
る。方法３３００は、Ｎ個のＰＤＳＣＨの数が常数Ａより大きいか又は同じであるかを決
定する過程を含む(ブロック３３０１)。Ｎ個のＰＤＳＣＨの数が常数Ａより小さい場合、
２つのＤ－ＡＣＫ資源及び一つの変調シンボルがＮ個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットをマッピ
ングするために選択される（ブロック３３０３）。一方、ＰＤＳＣＨの数が常数Ａより大
きい場合か同じである場合、２つのＤ－ＡＣＫ資源及び２つの変調シンボルがＮ　ＡＣＫ
／ＮＡＣＫビットをマッピングするために選択される（ブロック３３０５）。
【０２０２】
　図３４は、本開示の更に他の実施形態による変調シンボルのアンテナポートにおける選
択されたＤ－ＡＣＫ資源へのマッピング方法３４００を示す図である。
【０２０３】
　ＵＥがＯＲＴを行うように構成される際、変調シンボルは図３４に示したようにアンテ
ナポートにマッピングされなければならない。方法３４００は、Ｎ個のＰＤＳＣＨの数が
常数Ａより大きいか又は同じであるかを決定する過程を含む(ブロック３４０１)。特に、
Ｎ＜Ａである場合、ＵＥは一つ変調シンボルをＯＲＴを使用する多重アンテナポートにマ
ッピングする（ブロック３４０３）。Ｎ≧Ａである場合、ＵＥは２つの変調シンボルを２
つの送信アンテナにおける２つのＰＵＣＣＨ　Ｄ－ＡＣＫ資源にマッピングする（ブロッ
ク３４０５）。
【０２０４】
　本開示の実施形態において、少なくともＤＬアンカーＣＣはサブフレームにおけるＵＥ
のための非アンカー（ｎｏｎ－ａｎｃｈｏｒ）ＤＬ　ＣＣから送信されたＤＬ承認の全体
の数を指示するコードポイント（ｃｏｄｅｐｏｉｎｔ）を指示するＤＬ承認を伝達する。
ＵＥのための少なくとも一つＵＬ承認がある場合、ＤＬアンカーＣＣがＵＥのためのＤＬ
承認を伝達することでサブフレームにおけるＤＬ承認の全体の数のシグナリングのための
一つの状態（ｓｔａｔｅ）が節約され得る。
【０２０５】
　特定実施形態は、単にＤＬアンカーＣＣがそれらのコードポイントを伝達する場合と関
連している。非アンカーＣＣにおいて、ｅＮｏｄｅＢがＤＬ伝送方式、即ち、ＤＬ伝送方
式Ｘを使用してデータをＵＥに送信するように決定する際、ｅＮｏｄｅＢはサブフレーム
からＤＣＩフォーマット、即ち、ＤＣＩフォーマットＹのＤＬ承認をＵＥに送信する。一
方、ＵＥのためのアンカーＣＣの場合、ｅＮｏｄｅＢがＤＬ伝送方式Ｘを使用してデータ
をＵＥに送信するように決定する際、ＤＬアンカーＣＣで使用されたＤＣＩフォーマット
が同じサブフレームにおける非アンカーＣＣから伝送されたＤＬ承認の全体の数を指示す
るために使用されたコートポイントを具備するという意味で、ｅＮｏｄｅＢはＤＣＩフォ
ーマットＹとは少し異なるＤＣＩフォーマットのＤＬ承認をサブフレームからＵＥに送信
する。
【０２０６】
　非アンカーＤＬ　ＣＣから伝送されたＤＬ承認の全体の数を指示するＤＬアンカーＣＣ
におけるＤＬ承認のコードポイントは、ＤＣＩフォーマットＹの追加的なフィールドによ
って提供され得る。いくつかの場合において、追加的なフィールドはキャリア指示子フィ
ールドと同じであってもよい。追加的なフィールドに割り当てられたビットの数はＵＥの
ために構成されたＣＣの数に依存してもよい、例えば、２又は３ビットのセル特定常数又
はＵＥ特定常数である。例えば、ＵＥのために構成されたＤＬ　ＣＣの数がＮ＝３である
場合、非アンカーＤＬ　ＣＣの数が２で、log２(Ｎ－１)＝log２(３－１)＝１ビットが割
り当てられるが、ここで（Ｎ－１）は非アンカーＤＬ　ＣＣの数である。ＤＣＩフォーマ
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ットＹの特定例は、ＬＴＥ規格（Ｒｅｌ－８，Ｒｅｌ－９及びＲｅｌ－１０）に定義され
たＤＬ承認ＤＣＩフォーマット１，１Ａ，２Ａ，２Ｂ，その他などを含む。
【０２０７】
　そのような実施形態はまた、ＤＴＸとして知られた不連続伝送の検出に有用である。Ｕ
ＥでＤＬ承認を逃した場合はＤＴＸとして言及される。ＤＴＸが発生した場合、ＵＥはｅ
ＮｏｄｅＢがＤＬ承認を送信したのかを知ることができないため、対応するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫはｅＮｏｄｅＢに更にフィードバックされることができない。単に一つ以上のＣＣが
ＦＤＤシステムで構成される際、ＤＴＸはｅＮｏｄｅＢにおいてＤＬ承認に関するＡＣＫ
／ＮＡＣＫ資源でＵＥからのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を検出することによって検出される。
しかし、多重ＣＣが構成され、チャネル選択に基づくＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化が使用され
る場合、もし数なくとも一つのＤＬ承認がＵＥで逃されるとＤＴＸはｅＮｏｄｅＢから成
功的に検出され得ない。ＤＬ　ＣＣの全体の数がシグナリングされるため、ＵＥから少な
くとも一つのＤＬ承認が成功的に検出されるとＤＴＸは検出され得る。
【０２０８】
　図３５は、本開示の一実施形態による基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）の動作方法
３５００を示す図である。
【０２０９】
　図３５に示したように、方法３５００は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承
認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）のためのアップ
リンク送信アンテナポートの数を構成するための制御信号を加入者端末に送信する過程（
ブロック３５０１）を含む。方法３５００はまた、前記データストリームに応答して前記
加入者端末から承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣ
Ｋｎｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信する過程（ブロック３５０３
）を含む。もし、前記加入者端末が前記基地局によって一つのアップリンク送信アンテナ
ポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するように構成されると、変調シンボルは少なくとも部分的にチャネル選択マッ
ピングテーブルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク制御チャネル（ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送信さ
れる。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポー
ト及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを
送信するように構成されると、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣ
Ｈ上で送信される。前記２つのＰＵＣＣＨのうち第１チャネルは少なくとも部分的に前記
チャネル選択マッピングテーブルに基づいて決定されたＰＵＣＣＨｉであり、前記２つの
ＰＵＣＣＨのうち第２チャネルはｉ、Ｌ及びＭのうち少なくとも一つに依存する関数によ
って暗黙的に（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定されるが、ここでＬは前記加入者端末のＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫのために割り当てられたアップリンク制御チャネルの数であり、Ｍはサブフ
レームの伝送から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの数である。
【０２１０】
　図３６は、本開示の一実施形態による加入者端末（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉ
ｏｎ）の動作方法３６００を示す図である。
【０２１１】
　図３６に示したように、方法３６００は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承
認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）のためのアップ
リンク送信アンテナポートの数を構成するための制御信号を基地局から送信する過程（ブ
ロック３６０１）を含む。方法３６００は、前記データストリームに応答して前記基地局
に承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅ
ｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を送信する過程（ブロック３６０３）を含む。も
し、前記加入者端末が前記基地局によって一つのアップリンク送信アンテナポート及びＰ
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ＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する
ように構成されると、変調シンボルは少なくとも部分的にチャネル選択マッピングテーブ
ルに基づいて決定された一つの物理的アップリンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕ
ｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）ｉ上で送信される。もし、
前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰＵＣ
ＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するよう
に構成されると、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣＨ上で送信さ
れる。前記２つのＰＵＣＣＨのうち第１チャネルは少なくとも部分的に前記チャネル選択
マッピングテーブルに基づいて決定されたＰＵＣＣＨｉであり、前記２つのＰＵＣＣＨの
うち第２チャネルはｉ、Ｌ及びＭのうち少なくとも一つに依存する関数によって暗黙的に
（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）決定されるが、ここでＬは前記加入者端末のＡＣＫ／ＮＡＣＫ
に対して割り当てられたアップリンク制御チャネルの数であり、Ｍはサブフレームの伝送
から伝達されたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの数である。
【０２１２】
　図３７は、本発明の他の実施形態による基地局の動作方法３７００を示す図である。
【０２１３】
　図３７に示したように、方法３７００は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承
認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）のためのアップ
リンク送信アンテナポートの数を構成するための制御信号を加入者端末に送信する過程（
ブロック３７０１）を含む。前記方法はまた、前記データストリームに応答して前記加入
者端末から承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎ
ｏｗｌｅｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信する過程（ブロック３７０３）を
含む。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポー
ト及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを
送信するように構成されると、２つのアップリンク送信アンテナポートの構成は中断され
（ｏｖｅｒｒｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信アンテナポート上の単に一つの
ＰＵＣＣＨ上にマッピングされる。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのア
ップリンク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ａ／１Ｂを利用してＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送信するように構成されると、前記変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣＨ上
の２つのアップリンク送信アンテナポートにマッピングされる。
【０２１４】
　図３８は、本発明の他の実施形態による加入者端末の動作方法３８００を示す図である
。
【０２１５】
　図３８に示したように、方法３８００は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）承
認（ｇｒａｎｔ）、データストリーム及び物理的アップリンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）のためのアップ
リンク送信アンテナポートの数を構成するための制御信号を基地局から受信する過程（ブ
ロック３８０１）を含む。前記方法はまた、前記データストリームに応答して前記基地局
に承認／否認（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏｗｌｅ
ｄｅｇｅｍｅｎｔ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を送信する過程（ブロック３８０３）を含む。も
し、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリンク送信アンテナポート及びＰ
ＵＣＣＨフォーマット１Ｂを有するチャネル選択を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する
ように構成されると、２つのアップリンク送信アンテナポートの構成は中断され（ｏｖｅ
ｒｒｉｄｅｎ）、前記変調シンボルは一つの送信アンテナポート上の単に一つのＰＵＣＣ
Ｈ上にマッピングされる。もし、前記加入者端末が前記基地局によって２つのアップリン
ク送信アンテナポート及びＰＵＣＣＨフォーマット１Ａ／１Ｂを利用してＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するように構成されると、前記変調シンボルは前記２つのＰＵＣＣＨ上の２つの
アップリンク送信アンテナポートにマッピングされる。
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【０２１６】
　本開示は好ましい実施形態を介して説明されたが、多様な変更及び修正が該当分野に熟
練した者に提案され得る。本開示は、添付した請求項の保護範囲内におけるそのような変
更及び修正を含むものとして意図される。
【符号の説明】
【０２１７】
１００　無線ネットワーク
１０１～１０３　基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ，ＢＳ）
１１１～１１６　加入者端末（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）
１２０　カバレッジ領域
１２５　カバレッジ領域
１３０　インターネット
２００　直交周波数分割多元接続（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ，ＯＦＤＭＡ）送信経路
２０５　チャネル符号化及び変調ブロック
２１０　直／並列（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒｅｌｌｅｌ，Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック
２１５　逆高速フーリエ変換（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍ，ＩＦＦＴ）ブロック
２２０　並／直列（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ，Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック
２２５　循環転置符号（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）追加ブロック
２３０　アップ変換機（ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ，ＵＣ）
２５５　ダウン変換機（ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ，ＤＣ）
２６０　循環転置符号除去ブロック
２６５　直／並列（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒｅｌｌｅｌ，Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック
２７０　高速フーリエ変換（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ，ＦＦＴ）
ブロック
２７５　並／直列（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ，Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック
２８０　チャネル復号化及び復調ブロック
２９０　参照信号多重化機（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅ
ｒ）
２９５　参照信号割当機（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ　ａｌｌｏｃａｔｏｒ）
３００　ＯＦＤＭＡ受信経路受信経路
４００　基地局（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ，ｅＮｏｄｅＢ）と使用者端末（ｕｓ
ｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，ＵＥ）間のメッセージフロー
４０１　フロー
４０３　フロー
４２０　ｅＮｏｄｅＢ
５００　ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ，ＤＬ）キャリア
６００　物理的アップリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ，ＰＵＣＣＨ）資源分割
７００　アップリンク制御チャネル資源割当
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