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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　ワイヤレス通信ネットワークでの繰返し送信のためのデータを識別することと、
　２つ以上の連続したサブフレームを備えたバンドル送信で前記データが送信されること
を決定することと、ここにおいて、前記２つ以上の連続したサブフレームが、前記バンド
ル送信における前記データを備える、
　前記２つ以上の連続したサブフレームのうちの少なくとも１つにおいて、前記決定に基
づいて、基準信号の密度を増加させることと、
　前記２つ以上の連続したサブフレームを備えた前記バンドル送信を送信することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　前記２つ以上の連続したサブフレームのうちの前記少なくとも１つに１つまたは複数の
追加のパイロットトーンを挿入すること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つまたは複数の追加のパイロットトーンが、既存の従来の信号周辺でレートマッ
チングされる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記１つまたは複数の追加のパイロットトーンが、前記バンドル送信を送信するために
使用される１つまたは複数のリソースブロック内に挿入される、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記２つ以上の連続したサブフレームが、少なくとも１つのマルチメディアブロードキ
ャストマルチキャストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームと、
少なくとも１つの非ＭＢＳＦＮサブフレームとを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム中に複数の復調基準信号（ＤＭＲＳ）トーンまたは共通基
準信号（ＣＲＳ）トーンを送信すること
　を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内のすべての利用可能なＤＭＲＳリソース
を利用してＤＭＲＳトーンを挿入すること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内の利用可能なＤＭＲＳリソースのサブセ
ットを利用してＤＭＲＳトーンを挿入することを備え、前記ＤＭＲＳトーンが、ＤＭＲＳ
トーンのための指定された電力に比べて増加した電力で送信される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内に追加のＤＭＲＳトーンを挿入すること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　複数の復調基準信号（ＤＭＲＳ）トーンまたは共通基準信号（ＣＲＳ）トーンを挿入す
ることを備え、前記２つ以上の連続したサブフレームの第２のサブフレーム中に送信され
るＤＭＲＳトーンまたはＣＲＳトーンの数が、前記２つ以上の連続したサブフレームの第
１のサブフレーム中に送信されるいくつかのＤＭＲＳトーンまたはＣＲＳトーンよりも大
きい、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）または物理ブロードキャストチャネル（
ＰＢＣＨ）が、前記送信に使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＰＢＣＨが前記送信に使用され、前記ＰＢＣＨ送信が、あらかじめ決定されたサブ
フレームを使用して送信される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＰＢＣＨ送信が、時分割複信（ＴＤＤ）プロトコルまたは周波数分割複信（ＦＤＤ
）プロトコルに従って動作している前記ワイヤレス通信のシステムに基づいて決定された
、異なるあらかじめ決定されたパターンを有する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ワイヤレス通信のシステムが、時分割複信（ＴＤＤ）プロトコルに従って動作して
いるか、周波数分割複信（ＦＤＤ）プロトコルに従って動作しているかにかかわらず、前
記あらかじめ決定されたサブフレームが、共通のあらかじめ決定されたパターンを有する
、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記ＰＢＣＨ送信は、少なくとも１つのブロードキャストサブフレームおよび少なくと
も１つの非ブロードキャストサブフレームを使用して送信される、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのブロードキャストサブフレームを使用するバンドルＰＢＣＨ送信
のパターンが、前記少なくとも１つの非ブロードキャストサブフレームを使用するバンド
ルＰＢＣＨ送信のパターンとは異なる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　２つ以上の連続したサブフレームを備えたバンドルデータの繰返し送信でデータが送信
されることを決定することと、
　前記連続したサブフレームの１つに対してマルチメディアブロードキャストマルチキャ
ストサービス（ＭＢＭＳ）送信がスケジュールされるかどうかを決定することと、
　前記ＭＢＭＳ送信がスケジュールされることを決定することに少なくとも部分的に基づ
いて、２つ以上の連続したサブフレームを備えたバンドルデータの前記繰返し送信を変更
することと、
　２つ以上の連続したサブフレームを備えたバンドルデータの前記繰返し送信を送信する
ことと
　を備える、方法。
【請求項１８】
　前記繰返し送信を変更することが、
　前記ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされた前記サブフレームで前記データを送信す
ることを控えること
　を備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記繰返し送信を変更することが、
　前記ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされた前記サブフレーム中の基準信号の密度を
増加させること
　を備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記繰返し送信を受信するようにスケジュールされたユーザ機器（ＵＥ）の第１のセッ
トにＭＢＭＳスケジューリングを示す第１のシグナリングを送信することと、
　前記ＭＢＭＳ送信を受信するようにスケジュールされたＵＥの第２のセットにＭＢＭＳ
スケジューリングを示す第２のシグナリングを送信することと
　をさらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記繰返し送信がバンドルユニキャスト送信を備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記繰返し送信がバンドルブロードキャスト送信を備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　ワイヤレス通信の装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と、
　を備え、前記命令が、
　　ワイヤレス通信ネットワークでの繰返し送信のためのデータを識別することと、
　　２つ以上の連続したサブフレームを備えたバンドル送信で前記データが送信されるこ
とを決定することと、ここにおいて、前記２つ以上の連続したサブフレームは、前記バン
ドル送信における前記データを備える、
　　前記２つ以上の連続したサブフレームのうちの少なくとも１つにおいて、前記決定に
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基づいて、基準信号の密度を増加させることと、
　　前記２つ以上の連続したサブフレームを備えた前記バンドル送信を送信することと
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、装置。
【請求項２４】
　前記命令が、前記２つ以上の連続したサブフレームのうちの前記少なくとも１つに１つ
または複数の追加のパイロットトーンを挿入するように前記プロセッサによって実行可能
である、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記２つ以上の連続したサブフレームが、少なくとも１つのマルチメディアブロードキ
ャストマルチキャストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームと、
少なくとも１つの非ＭＢＳＦＮサブフレームとを備える、請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記命令が、ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内のすべての利用可能なＤＭ
ＲＳリソースを利用してＤＭＲＳトーンを挿入するように前記プロセッサによって実行可
能である、請求項２３に記載の装置。
【請求項２７】
　前記命令が、複数の復調基準信号（ＤＭＲＳ）トーンまたは共通基準信号（ＣＲＳ）ト
ーンを挿入するように前記プロセッサによって実行可能であり、前記２つ以上の連続した
サブフレームの第２のサブフレーム中に送信されるＤＭＲＳトーンまたはＣＲＳトーンの
数が、前記２つ以上の連続したサブフレームの第１のサブフレーム中に送信されるいくつ
かのＤＭＲＳトーンまたはＣＲＳトーンよりも大きい、請求項２３に記載の装置。
【請求項２８】
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）または物理ブロードキャストチャネル（
ＰＢＣＨ）が、前記送信に使用される、請求項２３に記載の装置。
【請求項２９】
　ワイヤレス通信の装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と、
　を備え、前記命令が、
　　２つ以上の連続したサブフレームを備えたバンドルデータの繰返し送信でデータが送
信されることを決定することと、
　　前記連続したサブフレームの１つに対してマルチメディアブロードキャストマルチキ
ャストサービス（ＭＢＭＳ）送信がスケジュールされるかどうかを決定することと、
　　前記ＭＢＭＳ送信がスケジュールされることを決定することに少なくとも部分的に基
づいて２つ以上の連続したサブフレームを備えたバンドルデータの前記繰返し送信を変更
することと、
　　２つ以上の連続したサブフレームを備えたバンドルデータの前記繰返し送信を送信す
ることと
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、装置。
【請求項３０】
　前記命令が、
　前記繰返し送信を受信するようにスケジュールされたユーザ機器（ＵＥ）の第１のセッ
トにＭＢＭＳスケジューリングを示す第１のシグナリングを送信することと、
　前記ＭＢＭＳ送信を受信するようにスケジュールされたＵＥの第２のセットにＭＢＭＳ
スケジューリングを示す第２のシグナリングを送信することと
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項２９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年１月２３日に出
願された「ＭＢＳＦＮ　Ａｎｄ　ＲＳ　Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｉｎ　Ｂｕｎｄ
ｌｅｄ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｅｓｉｇｎ」という名称の、Ｘｕらによる米国特
許出願第１４／６０４，０４３号、および２０１４年１月３０日に出願された「ＭＢＳＦ
Ｎ　Ａｎｄ　ＲＳ　Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｉｎ　Ｂｕｎｄｌｅｄ　Ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｅｓｉｇｎ」という名称の、Ｘｕらによる米国仮特許出願第６１／９
３３，８０７号の優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示は、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、ワイヤレス通信にお
けるバンドル送信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、お
よび電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多
元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続（Ｃ
ＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭ
Ａ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　[0004]バンドル送信技法は、ワイヤレス通信におけるカバレージを改善するために使用
され得、これらの技法は、受信制限される（reception-limited）デバイス（たとえば、
ＭＴＣデバイスおよび他の低コストデバイス）が急増し始めるにつれて重要性が増し得る
。これらのバンドリング技法は、ＭＴＣデバイスが比較的悪いチャネル品質を有するシス
テムに対するチャネル推定において実装の問題を引き起こす可能性がある。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]説明する特徴は、一般に、バンドルデータの繰返し送信を行うことができるバン
ドリング技法を利用する、ワイヤレス通信のための１つまたは複数の改善されたシステム
、方法、およびデバイスに関する。送信のためにデータが識別され得、データが２つ以上
のサブフレームを使用してバンドル送信で送信されることが決定され得る。２つ以上のサ
ブフレーム内では、バンドルデータを送信するために使用されるチャネルに対して強化さ
れたチャネル推定を行うために、基準信号の密度が増加され得る。基準信号の密度は、サ
ブフレームに追加のパイロットトーンを挿入すること、バンドルデータにのみ追加のパイ
ロットトーンを挿入すること、または１つもしくは複数のタイプのサブフレームに追加の
パイロットトーンを追加することを含む、１つまたは複数の技法により増加され得る。バ
ンドルデータを送信するために使用される２つ以上のサブフレームは、たとえば、マルチ
メディアブロードキャストマルチキャストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ
：multimedia broadcast multicast service single frequency network）サブフレーム
、および非ＭＢＳＦＮサブフレームを含むことがあり、基準信号の密度の増加は、ＭＢＳ
ＦＮサブフレームおよび非ＭＢＳＦＮサブフレームに対して異なるように実施され得る。
いくつかの例では、１つまたは複数の追加の復調基準信号（ＤＭＲＳ：demodulation ref
erence signal）トーンまたは共通基準信号（ＣＲＳ：common reference signal）トーン
が、ＭＢＳＦＮサブフレームに追加され得る。
【０００６】
　[0006]ワイヤレスデバイスにおけるワイヤレス通信の方法について説明する。この方法
は、ワイヤレス通信ネットワークで送信するためのデータを識別することと、データが２
つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信されることを決定することと、２つ
以上のサブフレームの少なくとも１つにおいて基準信号の密度を増加させることとを含み
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得る。
【０００７】
　[0007]ワイヤレスデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置について説明する。こ
の装置は、ワイヤレス通信ネットワークで送信するためのデータを識別するための手段と
、データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信されることを決定する
ための手段と、２つ以上のサブフレームの少なくとも１つにおいて基準信号の密度を増加
させるための手段とを含み得る。
【０００８】
　[0008]ワイヤレスデバイスにおけるワイヤレス通信のためのさらなる装置について説明
する。この装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記
憶された命令とを含み得る。この命令は、ワイヤレス通信ネットワークで送信するための
データを識別し、データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信される
ことを決定し、２つ以上のサブフレームの少なくとも１つにおいて基準信号の密度を増加
させるように、プロセッサによって実行可能であり得る。
【０００９】
　[0009]ワイヤレスデバイスにワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピ
ュータ可読媒体について説明する。このコードは、ワイヤレス通信ネットワークで送信す
るためのデータを識別し、データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送
信されることを決定し、２つ以上のサブフレームの少なくとも１つにおいて基準信号の密
度を増加させるように実行可能な命令を含み得る。
【００１０】
　[0010]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
基準信号の密度を増加させることは、少なくとも１つのサブフレームに１つまたは複数の
追加のパイロットトーンを挿入することを備える。追加または代替として、いくつかの例
では、１つまたは複数の追加のパイロットトーンが、既存の従来の信号周辺でレートマッ
チングされる。
【００１１】
　[0011]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
１つまたは複数の追加のパイロットトーンは、バンドル送信を送信するために使用される
１つまたは複数のリソースブロック内に挿入される。追加または代替として、いくつかの
例では、２つ以上のサブフレームは、少なくとも１つのマルチメディアブロードキャスト
マルチキャストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームと、少なく
とも１つの非ＭＢＳＦＮサブフレームとを備える。
【００１２】
　[0012]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
基準信号密度を増加させることは、ＭＢＳＦＮサブフレーム中に複数の復調基準信号（Ｄ
ＭＲＳ）トーンまたは共通基準信号（ＣＲＳ）トーンを送信することを含む。追加または
代替として、いくつかの例が、基準信号の密度を増加させることが、ＤＭＲＳ送信に使用
されるリソースブロック内のすべての利用可能なＤＭＲＳリソースを利用してＤＭＲＳト
ーンを挿入することを備えることを含み得る。
【００１３】
　[0013]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
基準信号の密度を増加させることは、ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内の利
用可能なＤＭＲＳリソースのサブセットを利用してＤＭＲＳトーンを挿入することを含み
、ＤＭＲＳトーンは、ＤＭＲＳトーンのための指定された電力に比べて増加した電力で送
信され得る。追加または代替として、いくつかの例では、基準信号の密度を増加させるこ
とが、ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内に追加のＤＭＲＳトーンを挿入する
ことを含む。
【００１４】
　[0014]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
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基準信号の密度を増加させることは、複数の復調基準信号（ＤＭＲＳ）トーンまたは共通
基準信号（ＣＲＳ）トーンを挿入することを含み、２つ以上のサブフレームの第２のサブ
フレーム中に送信されるＤＭＲＳトーンまたはＣＲＳトーンの数は、２つ以上のサブフレ
ームの第１のサブフレーム中に送信されるいくつかのＤＭＲＳトーンまたはＣＲＳトーン
よりも大きいものであり得る。追加または代替として、いくつかの例では、物理ダウンリ
ンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical downlink shared channel）または物理ブロー
ドキャストチャネル（ＰＢＣＨ：physical broadcast channel）が、送信に使用される。
【００１５】
　[0015]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
ＰＢＣＨは、送信に使用され、ＰＢＣＨ送信は、あらかじめ決定されたサブフレームを使
用して送信され得る。追加または代替として、いくつかの例では、ＰＢＣＨ送信は、時分
割複信（ＴＤＤ）プロトコルまたは周波数分割複信（ＦＤＤ）プロトコルに従って動作し
ているワイヤレス通信システムに基づいて決定された、異なるあらかじめ決定されたパタ
ーンを有する。
【００１６】
　[0016]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
ワイヤレス通信システムが、時分割複信（ＴＤＤ）プロトコルに従って動作しているか、
周波数分割複信（ＦＤＤ）プロトコルに従って動作しているかにかかわらず、あらかじめ
決定されたサブフレームは、共通のあらかじめ決定されたパターンを有する。追加または
代替として、いくつかの例では、ＰＢＣＨ送信は、少なくとも１つのブロードキャストサ
ブフレームおよび少なくとも１つの非ブロードキャストサブフレームを使用して送信され
る。
【００１７】
　[0017]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
少なくとも１つのブロードキャストサブフレームを使用するバンドルＰＢＣＨ送信のパタ
ーンは、少なくとも１つの非ブロードキャストサブフレームを使用するバンドルＰＢＣＨ
送信のパターンとは異なる。
【００１８】
　[0018]ワイヤレスデバイスにおけるワイヤレス通信のさらなる方法について説明する。
この方法は、データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信されること
を決定することと、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ
）送信がサブフレームの１つにスケジュールされるかどうかを決定することと、ＭＢＭＳ
送信がスケジュールされることを決定することに少なくとも部分的に基づいてバンドル送
信を変更することとを含み得る。
【００１９】
　[0019]ワイヤレスデバイスにおけるワイヤレス通信のためのさらなる装置について説明
する。この装置は、データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信され
ることを決定するための手段と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービ
ス（ＭＢＭＳ）送信がサブフレームの１つにスケジュールされるかどうかを決定するため
の手段と、ＭＢＭＳ送信がスケジュールされることを決定することに少なくとも部分的に
基づいてバンドル送信を変更するための手段とを含み得る。
【００２０】
　[0020]ワイヤレスデバイスにおけるワイヤレス通信のためのさらなる装置について説明
する。この装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記
憶された命令とを含み得る。この命令は、データが２つ以上のサブフレームを使用してバ
ンドル送信で送信されることを決定し、マルチメディアブロードキャストマルチキャスト
サービス（ＭＢＭＳ）送信がサブフレームの１つにスケジュールされるかどうかを決定し
、ＭＢＭＳ送信がスケジュールされることを決定することに少なくとも部分的に基づいて
バンドル送信を変更するように、プロセッサによって実行可能であり得る。
【００２１】
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　[0021]ワイヤレスデバイスにワイヤレス通信のためのコードを記憶するさらなる非一時
的コンピュータ可読媒体について説明する。このコードは、データが２つ以上のサブフレ
ームを使用してバンドル送信で送信されることを決定し、マルチメディアブロードキャス
トマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）送信がサブフレームの１つにスケジュールされる
かどうかを決定し、ＭＢＭＳ送信がスケジュールされることを決定することに少なくとも
部分的に基づいてバンドル送信を変更するように実行可能な命令を含み得る。
【００２２】
　[0022]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
バンドル送信を変更することは、ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされたサブフレーム
でデータを送信することを控えることを備える。追加または代替として、いくつかの例で
は、バンドル送信を変更することは、ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされたサブフレ
ーム中の基準信号の密度を増加させることを備える。
【００２３】
　[0023]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、バ
ンドル送信を受信するようにスケジュールされたユーザ機器（ＵＥ）の第１のセットにＭ
ＢＭＳスケジューリングを示す第１のシグナリングを送信することと、ＭＢＭＳ送信を受
信するようにスケジュールされたＵＥの第２のセットにＭＢＭＳスケジューリングを示す
第２のシグナリングを送信することとをさらに含み得る。追加または代替として、いくつ
かの例では、バンドル送信は、バンドルユニキャスト送信を備える。
【００２４】
　[0024]上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
バンドル送信は、バンドルブロードキャスト送信を含む。
【００２５】
　[0025]説明する方法および装置の適用可能性のさらなる範囲は、以下の発明を実施する
ための形態、特許請求の範囲、および図面から明らかになろう。発明を実施するための形
態の趣旨および範囲内の様々な変更および修正が当業者に明らかになるので、発明を実施
するための形態および特定の例は例示として与えられるものにすぎない。
【００２６】
　[0026]本発明の性質と利点とについてのさらなる理解は、以下の図面を参照することに
よって達成され得る。添付の図において、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを
有することができる。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッ
シュと、それらの同様の構成要素同士を区別する第２のラベルとを続けることによって区
別され得る。本明細書で第１の参照ラベルだけが使用される場合、説明は、第２の参照ラ
ベルにかかわらず、同じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のいずれにも適用可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】[0027]様々な実施形態による、カバレージ拡張技法を効果的に展開するように構
成されたワイヤレス通信システムの一例を示すブロック図。
【図２】[0028]様々な実施形態により用いられ得るダウンリンクフレーム構造の一例を示
すブロック図。
【図３】[0029]様々な実施形態により用いられ得るＤＭＲＳリソースの一例を示すブロッ
ク図。
【図４】[0030]様々な実施形態により用いられ得る増加したＤＭＲＳリソースの密度の一
例を示すブロック図。
【図５】[0031]様々な実施形態により用いられ得る増加したＤＭＲＳリソースの密度の別
の例を示すブロック図。
【図６】[0032]様々な実施形態により用いられ得るＣＲＳリソースの一例を示すブロック
図。
【図７】[0033]様々な実施形態により用いられ得る増加したＣＲＳリソースの密度の一例
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を示すブロック図。
【図８Ａ】[0034]様々な実施形態による、ＰＢＣＨバンドリング送信に用いられ得るサブ
フレームの一例を示すブロック図。
【図８Ｂ】様々な実施形態による、ＰＢＣＨバンドリング送信に用いられ得るサブフレー
ムの一例を示すブロック図。
【図８Ｃ】様々な実施形態による、ＰＢＣＨバンドリング送信に用いられ得るサブフレー
ムの一例を示すブロック図。
【図９】[0035]様々な実施形態による、ＰＢＣＨバンドリング送信において用いられ得る
増加したＣＲＳリソースの密度の一例を示すブロック図。
【図１０Ａ】[0036]様々な実施形態による、送信バンドリング技法のために構成されたデ
バイスのブロック図。
【図１０Ｂ】様々な実施形態による、送信バンドリング技法のために構成されたデバイス
のブロック図。
【図１１】[0037]様々な実施形態による、送信バンドリング技法のために構成されたＵＥ
のブロック図。
【図１２】[0038]様々な実施形態による、送信バンドリング技法のために構成された例示
的システムのブロック図。
【図１３】[0039]様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための方法のフローチ
ャート。
【図１４】[0040]様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための別の方法のフロ
ーチャート。
【図１５】[0041]様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための別の方法のフロ
ーチャート。
【図１６】[0042]様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための別の方法のフロ
ーチャート。
【図１７】[0043]様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための別の方法のフロ
ーチャート。
【図１８】[0044]様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための別の方法のフロ
ーチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　[0045]バンドルデータの繰返し送信を行い、それによってカバレージが制限されたデバ
イスにおけるバンドルデータの受信を強化することができるバンドリング技法について説
明する。２つ以上のサブフレーム内では、バンドルデータを送信するために使用されるチ
ャネルに対して強化されたチャネル推定を行うために、基準信号の密度が増加され得る。
基準信号の密度は、サブフレームに追加のパイロットトーンを挿入すること、バンドルデ
ータにのみ追加のパイロットトーンを挿入すること、または１つもしくは複数のタイプの
サブフレームに追加のパイロットトーンを追加することを含む、１つまたは複数の技法に
より増加され得る。バンドルデータを送信するために使用される２つ以上のサブフレーム
は、たとえば、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス単一周波数ネッ
トワーク（ＭＢＳＦＮ：multimedia broadcast multicast service single frequency ne
twork）サブフレーム、および非ＭＢＳＦＮサブフレームを含むことがあり、基準信号の
密度の増加は、ＭＢＳＦＮサブフレームおよび非ＭＢＳＦＮサブフレームに対して異なる
ように実施され得る。いくつかの例では、１つまたは複数の追加の復調基準信号（ＤＭＲ
Ｓ：demodulation reference signal）トーンまたは共通基準信号（ＣＲＳ：common refe
rence signal）トーンが、ＭＢＳＦＮサブフレームに追加され得る。
【００２９】
　[0046]バンドリング技法は、たとえば、ボイスオーバーインターネットプロトコル（Ｖ
ｏＩＰ）および中レート（medium rate）展開に適用され得る。カバレージ拡張技法が、
マシンタイプ通信（ＭＴＣ）用途に用いられることもある。ＭＴＣおよび／またはマシン
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ツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信は、人間が介入することなくデバイスが互いにまたは基地局と
通信することを可能にするデータ通信技術を指すことができる。たとえば、ＭＴＣは、セ
ンサーまたはメータを組み込んで、情報を測定または捕捉し、情報を活用することができ
る中央サーバもしくはアプリケーションプログラムにその情報を中継する、またはプログ
ラムもしくはアプリケーションと対話する人間に情報を提示するデバイスからの通信を指
すことができる。多くの場合、ＭＴＣデバイスは、電力制約がある。ＭＴＣデバイスは、
情報を収集するため、または、マシンの自動化された挙動を可能にするために使用され得
る。ＭＴＣデバイスのための適用例の例としては、スマートメータリング、インベントリ
監視、水位監視、機器監視、ヘルスケア監視、野生生物監視、天候および地質学的事象監
視、フリート管理および追跡、リモートセキュリティ検知、物理的アクセス制御、ならび
にトランザクションベースのビジネスの課金がある。
【００３０】
　[0047]システムおよびデバイスは、本明細書で説明するように、構成されたバンドル送
信であり得、バンドル送信では、いくつかのサブフレーム（たとえば、４つのサブフレー
ム）が、データの繰返し送信を行うために使用される。たとえば、物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）を使用して送信されるデータは、４つの連続したサブフレームで
送信され得る。バンドルサブフレームのそれぞれでは、同じ自動再送要求（ＡＲＱ）プロ
セス番号が使用され得、バンドルは、単一リソースとして扱われ得る、すなわち各バンド
ルに、単一の許可および単一のハイブリッドＡＲＱ肯定応答が使用され得る。多くの展開
において、ＭＴＣタイプデバイスは、デバイスの位置および／またはデバイスにおいて使
用される比較的低コスト構成要素のために、比較的カバレージが制限されていることがあ
り、したがってその結果、いくつかのデバイスではチャネル状態が比較的悪い。チャネル
状態の悪いデバイスについては、チャネル推定は、データ送信におけるボトルネックであ
る可能性があり、たとえデータトーンが繰り返されても、不良なチャネル推定のために性
能は依然として限られる可能性がある。本明細書で説明する様々な例によれば、チャネル
推定は、より高いパイロットトーン密度を提供することによって強化され得、より高いパ
イロットトーン密度が、強化されたチャネル推定をもたらし、それによってデータのより
効率的な送信をもたらし得る。
【００３１】
　[0048]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「
システム」および「ネットワーク」という用語はしばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡ
システムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無
線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、およ
びＩＳ－８５６規格を包含する。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、一般に、ＣＤＭ
Ａ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般に、
ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ：High Rate Packet
 Data）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録
商標））とＣＤＭＡの他の変形形態とを含む。ＴＤＭＡシステムは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（ＧＳＭ（登録商標））
などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド
（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登
録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０
、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、
ユニバーサルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標
）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））およびＬＴＥアドバンスト（Ｌ
ＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ
－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッ
ププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０
００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称
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する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上述のシステムお
よび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。しかしながら、以
下の説明は、例としてＬＴＥシステムについて説明し、以下の説明の大部分においてＬＴ
Ｅ用語が使用されるが、本技法はＬＴＥ適用例以外に適用可能である。
【００３２】
　[0049]したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載され
る範囲、適用可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から
逸脱することなく、説明する要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な実
施形態は、必要に応じて様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加することが
できる。たとえば、説明する方法は、説明する順序とは異なる順序で実施され得、様々な
ステップが追加、省略、または組み合わせられ得る。また、いくつかの実施形態に関して
記載される特徴は、他の実施形態において組み合わされる場合がある。
【００３３】
　[0050]最初に図１を参照すると、図は、様々な実施形態によるカバレージ拡張技法を効
果的に展開するように構成されたワイヤレス通信システム１００の一例を示す。システム
１００は、基地局（またはセル）１０５と、通信デバイス１１５と、コアネットワーク１
３０とを含む。基地局１０５は、様々な実施形態ではコアネットワーク１３０または基地
局１０５の一部であり得る、基地局コントローラ（図示せず）の制御下で通信デバイス１
１５と通信し得る。基地局１０５は、バックホールリンク１３２を介してコアネットワー
ク１３０と制御情報またはユーザデータを通信し得る。バックホールリンク１３２は、有
線バックホールリンク（たとえば、銅、ファイバなど）および／またはワイヤレスバック
ホールリンク（たとえば、マイクロ波など）であり得る。いくつかの実施形態では、基地
局１０５は、有線またはワイヤレス通信リンクであり得るバックホールリンク１３４を通
じて、直接的あるいは間接的に互いに通信し得る。システム１００は、バンドリングをサ
ポートすることができ、バンドリングでは、データが複数のサブフレームにおいて繰返し
送信で送信され得、強化されたチャネル推定を提供するためにバンドルデータ中のパイロ
ットトーンの密度が増加され得る。バンドリング動作は、システムにおいて比較的限られ
たカバレージを有し得るデバイスのためにデータ受信能力を強化し得る。たとえば、１つ
または複数の通信リンク１２５が、繰返し送信を含み得る。
【００３４】
　[0051]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してデバイス１１５とワ
イヤレス通信し得る。基地局１０５のサイトの各々は、それぞれのカバレージエリア１１
０に通信カバレージを提供することができる。いくつかの実施形態では、基地局１０５は
、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービ
スセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮＢ）
、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることが
ある。基地局のためのカバレージエリア１１０は、カバレージエリアの一部分のみを構成
するセクタ（図示せず）に分割され得る。システム１００は、異なるタイプの基地局１０
５（たとえば、マクロ基地局、マイクロ基地局、および／またはピコ基地局）を含み得る
。異なる技術について重複するカバレージエリアがあり得る。
【００３５】
　[0052]通信デバイス１１５はワイヤレスネットワーク１００全体にわたって分散され、
各デバイスは固定されているまたは移動できるものであり得る。通信デバイス１１５は、
当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユ
ニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デ
バイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレ
ス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、ユーザ機器、モバイルクラ
イアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。通信デ
バイス１１５は、ＭＴＣデバイス、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデ
ム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップ
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トップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などで
あり得る。いくつかの実施形態では、ＭＴＣデバイスが、メータ（たとえば、ガスメータ
）または他の監視デバイスに内蔵される、またはこれらとともに動作し得る。通信デバイ
スは、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、中継基地局などと通信することが可
能であり得る。
【００３６】
　[0053]ネットワーク１００中に示された送信リンク１２５は、モバイルデバイス１１５
から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または基地局１０５からモバ
イルデバイス１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方
向リンク送信と呼ばれることもあり、一方、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ば
れることもある。
【００３７】
　[0054]基地局１０５およびモバイルデバイス１１５は、例によれば、送信データの強化
された受信を行うためにバンドリング技法を利用し得る。上述ように、バンドリング技法
は、バンドルデータの繰返し送信を行い、それによってカバレージが制限されたデバイス
におけるバンドルデータの受信を強化することができる。２つ以上のサブフレーム内では
、バンドルデータを送信するために使用されるチャネルに対して強化されたチャネル推定
を行うために、基準信号の密度が増加され得る。基準信号の密度は、サブフレームに追加
のパイロットトーンを挿入すること、バンドルデータにのみ追加のパイロットトーンを挿
入すること、または１つもしくは複数のタイプのサブフレームに追加のパイロットトーン
を追加することを含む、１つまたは複数の技法により増加され得る。バンドルデータを送
信するために使用される２つ以上のサブフレームは、たとえば、マルチメディアブロード
キャストマルチキャストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレーム、
および非ＭＢＳＦＮサブフレームを含むことがあり、基準信号の密度の増加は、ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームおよび非ＭＢＳＦＮサブフレームに対して異なるように実施され得る。い
くつかの例では、１つまたは複数の追加の復調基準信号（ＤＭＲＳ）トーンまたは共通基
準信号（ＣＲＳ）トーンが、ＭＢＳＦＮサブフレームに追加され得る。または、いくつか
の例では、バンドルデータ送信は、特定の基準信号密度を有するサブフレームに制限され
得る。たとえば、すべてのバンドルデータ送信が、非ＭＢＳＦＮサブフレームにある、ま
たはＭＢＳＦＮサブフレームにあることがあるが、場合によっては、両方にはない。これ
らの態様は、以下でより詳細に説明するが、多種多様なネットワーク構成に全体的にまた
は部分的に統合され得る。
【００３８】
　[0055]いくつかの実施形態では、システム１００は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク
であり、そのようなネットワークの態様の概略的な説明を次に述べる。ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａネットワークでは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）およびユーザ機器（ＵＥ）という用語は
、概して、それぞれ基地局１０５および通信デバイス１１５について説明するために使用
され得る。本開示では、通信デバイス１１５およびＵＥ１１５は、互換的に使用され得る
。システム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的領域にカバレージを提供する
、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。たとえば、各ｅＮＢ１０５は、マク
ロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプのセルに通信カバレージを
提供し得る。マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロ
メートル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無
制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、一般に、比較的小さい地理的エリアをカバー
することになり、ネットワークプロバイダとのサービスに加入しているＵＥによる無制限
アクセスを可能にすることができる。また、フェムトセルは、一般に、比較的小さい地理
的エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制限アクセスに加えて、フェム
トセルと関連するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ）内のＵＥ、自宅内のユ
ーザ用のＵＥなど）による制限付きアクセスも提供することができる。マクロセルのため
のｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれることがある。ピコセルのためのｅＮＢは、ピコｅＮ
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Ｂと呼ばれることがある。また、フェムトセルのためのｅＮＢは、フェムトｅＮＢまたは
ホームｅＮＢと呼ばれることがある。ｅＮＢは、１つまたは複数（たとえば、２つ、３つ
、４つなど）のセルをサポートすることができる。
【００３９】
　[0056]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークアーキテクチャによる通信システム１００は、
発展型パケットシステム（ＥＰＳ）１００と呼ばれることがある。ＥＰＳ１００は、１つ
または複数のＵＥ１１５と、発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ：Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network）と、発展型パケットコア（
ＥＰＣ：Evolved Packet Core）１３０（たとえば、コアネットワーク１３０）と、ホー
ム加入者サーバ（ＨＳＳ：Home Subscriber Server）と、事業者のＩＰサービスとを含み
得る。ＥＰＳは、他の無線アクセス技術を使用して他のアクセスネットワークと相互接続
し得る。たとえば、ＥＰＳ１００は、１つまたは複数のサービングＧＰＲＳサポートノー
ド（ＳＧＳＮ：Serving GPRS Support Node）を介してＵＴＲＡＮベースのネットワーク
および／またはＣＤＭＡベースのネットワークと相互接続し得る。ＵＥ１１５のモビリテ
ィおよび／または負荷分散をサポートするために、ＥＰＳ１００は、ソースｅＮＢ１０５
とターゲットｅＮＢ１０５との間のＵＥ１１５のハンドオーバをサポートし得る。ＥＰＳ
１００は、同じＲＡＴ（たとえば、他のＥ－ＵＴＲＡＮネットワーク）のｅＮＢ１０５お
よび／または基地局間のＲＡＴ内ハンドオーバと、異なるＲＡＴ（たとえば、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ対ＣＤＭＡなど）のｅＮＢおよび／または基地局間のＲＡＴ間ハンドオーバとをサポ
ートし得る。ＥＰＳ１００はパケット交換サービスを与え得るが、当業者なら容易に諒解
するように、本開示全体にわたって提示される様々な概念は、回線交換サービスを与える
ネットワークに拡張され得る。
【００４０】
　[0057]Ｅ－ＵＴＲＡＮは、ｅＮＢ１０５を含むことができ、ＵＥ１１５に対してユーザ
プレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを与えることができる。ｅＮＢ
１０５は、バックホールリンク１３４（たとえば、Ｘ２インターフェースなど）を介して
他のｅＮＢ１０５に接続され得る。ｅＮＢ１０５は、ＵＥ１１５にＥＰＣ１３０へのアク
セスポイントを与え得る。ｅＮＢ１０５は、バックホールリンク１３２（たとえば、Ｓ１
インターフェースなど）によってＥＰＣ１３０に接続され得る。ＥＰＣ１３０内の論理ノ
ードは、１つまたは複数のモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）と、１つまたは複数の
サービングゲートウェイと、１つまたは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲ
ートウェイと（図示せず）を含み得る。概して、ＭＭＥはベアラおよび接続管理を行い得
る。
【００４１】
　[0058]ＵＥ１１５は、たとえば、多入力多出力（ＭＩＭＯ：Multiple Input Multiple 
Output）、多地点協調（ＣｏＭＰ：Coordinated Multi-Point）、または他の方式を通し
て、複数のｅＮＢ１０５と協力して通信するために構成され得る。ＭＩＭＯ技法は、複数
のデータストリームを送信するためにマルチパス環境を利用するために、基地局上の複数
のアンテナおよび／またはＵＥ上の複数のアンテナを使用する。ＣｏＭＰは、ＵＥのため
の全体的送信品質を改善し、ならびにネットワークおよびスペクトル利用を増加させるた
めの、いくつかのｅＮＢによる送信および受信の動的協調のための技法を含む。一般に、
ＣｏＭＰ技法は、ＵＥ１１５のための制御プレーン通信とユーザプレーン通信とを協調さ
せるために、基地局１０５間の通信のためにバックホールリンク１３２および／または１
３４を利用する。ＵＥ１１５は、様々なカテゴリーのものであり得る。たとえば、ＵＥ１
１５のいくつかは、受信制限されるＵＥ１１５であることがあり、これは、それらのＵＥ
１１５のマルチパス能力に影響を与える可能性がある。
【００４２】
　[0059]様々な開示した実施形態のいくつかに適応し得る通信ネットワークは、階層化プ
ロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプレ
ーンでは、ベアラまたはパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤ
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における通信は、ＩＰベースであり得る。無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤは、論理チャ
ネルを通じて通信するためにパケットセグメンテーションとリアセンブルとを実施し得る
。媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤは、優先順位処理と、トランスポートチャネルへの
論理チャネルの多重化とを実施し得る。ＭＡＣレイヤはまた、信頼性の高いデータ送信を
保証するために、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）技法を使用してＭＡＣレイヤに
おいて再送信を行い得る。制御プレーンでは、無線リソース制御（ＲＲＣ）プロトコルレ
イヤは、ユーザプレーンデータのために使用される、ＵＥとネットワークとの間のＲＲＣ
接続の確立と構成と保守とを行い得る。物理レイヤにおいて、トランスポートチャネルは
物理チャネルにマッピングされ得る。
【００４３】
　[0060]ダウンリンク物理チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：ph
ysical downlink control channel）および／または拡張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ：enh
anced PDCCH）、物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：physical HARQ indic
ator channel）、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）、ならびに物理ブロード
キャストチャネル（ＰＢＣＨ）のうちの少なくとも１つを含み得る。アップリンク物理チ
ャネルは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）および物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含み得る。ＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨ上でのＵ
Ｅ１１５のためのデータ送信を示し、ならびにＰＵＳＣＨについてＵＥ１１５にＵＬリソ
ース許可を与える、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ：downlink control information）を
搬送し得る。ＵＥは、ＰＵＣＣＨにおいて、制御セクションの割り当てられたリソースブ
ロック上で制御情報を送信し得る。ＵＥ１１５は、ＰＵＳＣＨにおいて、データセクショ
ンの割り当てられたリソースブロック上で、データのみまたはデータと制御情報の両方を
送信し得る。様々な例によれば、バンドリング技法は、１つまたは複数のアップリンクチ
ャネルおよび／またはダウンリンクチャネルでのデータ送信に使用され得る。たとえば、
受信制限されるＵＥ１１５（たとえば、低コストＭＴＣ）は、ＰＵＳＣＨおよび／または
ＰＵＣＣＨを使用してバンドルデータを送信するように構成され得、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳ
ＣＨ、および／またはＰＢＣＨを使用してバンドルデータを受信するように構成され得る
。
【００４４】
　[0061]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ダウンリンク上では直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭ
Ａ）を利用し、アップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ）を利用する。ＯＦＤＭＡおよび／またはＳＣ－ＦＤＭＡキャリアは、一般にトーン、
ビンなどとも呼ばれる複数（Ｋ個）の直交サブキャリアに区分され得る。各サブキャリア
はデータで変調され得る。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリア
の総数（Ｋ）はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは、１．４、３、５、１０、
１５、または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）の（ガード帯域をもつ）対応するシステム帯域幅
に対して、それぞれ、１５キロヘルツ（ＫＨｚ）のサブキャリア間隔をもつ７２、１８０
、３００、６００、９００、または１２００に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、
サブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーし得、１、
２、４、８、または１６個のサブバンドがあり得る。
【００４５】
　[0062]キャリアは、ＦＤＤ動作を使用して（たとえば、対にされたスペクトルリソース
を使用して）、またはＴＤＤ動作を使用して（たとえば、対にされていないスペクトルリ
ソースを使用して）、双方向通信を送信し得る。ＦＤＤのためのフレーム構造（たとえば
、フレーム構造タイプ１）とＴＤＤのためのフレーム構造（たとえば、フレーム構造タイ
プ２）とが定義され得る。時間間隔は、基本時間単位Ｔs＝１／３０７２００００の倍数
で表され得る。各フレーム構造は、無線フレーム長さＴf＝３０７２００・Ｔs＝１０ｍｓ
を有し得、それぞれ長さ１５３６００・Ｔs＝５ｍｓの２つのハーフフレームまたはスロ
ットを含み得る。各ハーフフレームは、長さ３０７２０・Ｔs＝１ｍｓの５つのサブフレ
ームを含むことができる。
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【００４６】
　[0063]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００は、セル内ならびにワイヤレ
ス通信システム１００のようなネットワーク内の両方でブロードキャストサービスおよび
マルチキャストサービスの効率的な配信を行うように設計されたポイントツーマルチポイ
ントインターフェース仕様である、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサー
ビス（ＭＢＭＳ：Multimedia Broadcast Multicast Service）をサポートし得る。複数の
セルにわたるブロードキャスト送信について、ＭＢＭＳは、ブロードキャスト信号に関連
する送信のための協調構成を有するシステムをもたらす。ＭＢＭＳ送信のブロードキャス
ト性質により、復調基準信号（ＤＭＲＳ）など、特定のモバイルデバイス１１５に固有の
基準信号は、ＭＢＭＳサブフレームとして指定されたサブフレームでは送信されなくてよ
い。さらに、共通基準信号（ＣＲＳ）など、他のタイプの基準信号は、ＭＢＳＦＮサブフ
レームの初めの部分の間に送信されるだけでよい。場合によっては、ＭＢＭＳ送信がスケ
ジュールされていると決定することに基づいて、バンドル送信が変更され得る。
【００４７】
　[0064]いくつかの状況では、ＭＢＳＦＮサブフレームとして識別されるサブフレームが
、モバイルデバイス１１５に送信されるバンドルデータを搬送するために使用され得る。
しかしながら、カバレージが制限されたＭＴＣデバイスの場合、ＭＢＳＦＮサブフレーム
中の基準信号の数が潜在的に減少し、デバイスのチャネル推定能力が低下する可能性があ
る。いくつかの例によれば、バンドル送信があるときは常に、バンドルデータは、非ＭＢ
ＳＦＮサブフレームまたはＭＢＳＦＮサブフレームのいずれかにおいてすべて送信され得
るが、同じバンドル内で異なるサブフレームタイプにおいては送信されない。他の例によ
れば、バンドルデータは、ＭＢＳＦＮサブフレームで使用される基準信号の密度が増加さ
れて、一部はＭＢＳＦＮサブフレームで、一部は非ＭＢＳＦＮサブフレームで送信され得
る。さらなる例では、バンドルデータは、非ＭＢＳＦＮサブフレームまたはＭＢＳＦＮサ
ブフレームのいずれかですべて送信され得、非ＭＢＳＦＮサブフレームではＣＲＳ変調技
法を使用し、ＭＢＳＦＮサブフレームではＤＭＲＳ変調技法を使用する。バンドリング技
法の様々な例について、以下でより詳細に説明する。
【００４８】
　[0065]上述のように、様々な異なる物理チャネルが送信され得、様々な基準信号が、無
線フレームの１つまたは複数のサブフレーム内で、チャネル推定で使用するために送信さ
れ得る。図２は、図１に関して上記で説明したワイヤレス通信システム１００を含むワイ
ヤレス通信システムにおいて使用され得るダウンリンクフレーム構造２００の一例を示す
図である。たとえば、フレーム構造２００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａまたは同様のシステムに
おいて使用され得る。フレーム２１０（１０ｍｓ）は、１０個の等しいサイズのサブフレ
ーム（たとえば、サブフレーム２１５－０など）に分割され得る。各サブフレームは、２
つの連続するタイムスロット、すなわちスロット０とスロット１とを含み得る。ＯＦＤＭ
Ａコンポーネントキャリア２２０は、２つのタイムスロットを表すリソースグリッドとし
て示され得る。リソースグリッドは複数のリソース要素２２２に分割され得る。
【００４９】
　[0066]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａでは、リソースブロック２３０は、周波数領域中に１２個の
連続サブキャリアを含み、各ＯＦＤＭシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックス
について、時間領域中に７個の連続ＯＦＤＭシンボル、すなわち８４個のリソース要素を
含み得る。Ｒ（たとえば、２２４）と指定されるリソース要素のうちのいくつかは、ダウ
ンリンク基準信号（ＤＬ－ＲＳ）を含み得る。ＤＬ－ＲＳは、セル固有のまたは共通のＲ
Ｓ（ＣＲＳ）と、ＤＭＲＳなど、ＵＥ固有のＲＳ（ＵＥ－ＲＳ）とを含み得る。チャネル
推定を実施するために使用される基準信号は、ＤＬ送信の送信モード（ＴＭ）に基づいて
決定され得る（たとえば、ＴＭ９はチャネル推定にＤＭＲＳを利用する）。ＵＥ－ＲＳは
、対応する物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）２３４がマッピングされるリソースブロ
ック上のみで送信され得る。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依
存し得る。したがって、ＵＥが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高
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いほど、ＵＥのデータレートは高くなり得る。
【００５０】
　[0067]図２に示されているように、ＰＤＣＣＨ２３５は、ＰＤＳＣＨ２３４と時分割多
重化され、各サブフレーム２１５の最初の領域内のコンポーネントキャリア２２０の帯域
幅全体内に完全に分散され得る。図２に示す例では、ＰＤＣＣＨ２３５は、サブフレーム
２１５の最初の３つのシンボルをとる。ＰＤＣＣＨ２３５は、サブフレーム２１５につい
ての制御情報のコンポーネントキャリア帯域幅および量に基づいて適切な、より多いまた
はより少ないシンボルを有し得る。ＰＨＩＣＨおよび／またはＰＣＦＩＣＨチャネルは、
ＰＤＣＣＨ２３５の最初のシンボル中に見られ得る（図示せず）。
【００５１】
　[0068]上述のように、いくつかの展開では、いくつかのサブフレームがＭＢＳＦＮサブ
フレームとして指定され得、他のサブフレームが、非ＭＢＳＦＮサブフレームであり得る
。そのようなサブフレーム構成は、ｅＮＢから送信され得るＰＢＣＨデータにおいて提供
され得る。いくつかの例によれば、いくつかのサブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレーム
として構成されないことがある。たとえば、ＦＤＤ動作については、サブフレーム０、４
、５、および９が非ＭＢＳＦＮ構成可能であり得、ＴＤＤ動作については、サブフレーム
０、１、５、および６が非ＭＢＳＦＮ構成可能であり得る。上述のように、様々な例が、
ＭＢＳＦＮサブフレームおよび／または非ＭＢＳＦＮサブフレームを使用してデータのバ
ンドリングをサポートし得る。
【００５２】
　[0069]いくつかの例では、バンドルデータは、非ＭＢＳＦＮサブフレームで送信される
が、ＭＢＳＦＮサブフレームで送信されない、またはその逆であることがある。たとえば
、基地局が、非ＭＢＳＦＮサブフレームですべてのバンドルＰＤＳＣＨを送信することが
あり、基地局はＭＢＳＦＮサブフレームでバンドルデータを送信することを控えることが
あり、あるいは、基地局が、ＭＢＳＦＮサブフレームですべてのバンドルＰＤＳＣＨを送
信することがあり、基地局は非ＭＢＳＦＮサブフレームでバンドルＰＤＳＣＨを送信する
ことを控えることがある。以下で説明するように、ＭＢＳＦＮサブフレームおよび非ＭＢ
ＳＦＮサブフレームは、基準信号の異なる密度を有し得る。したがって基地局が、データ
が第１の基準信号密度を有する２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信さ
れることを決定することができ、基地局は、第２の基準信号密度を有するサブフレームで
データを送信することを控えることができる。これは、第２の基準信号密度を有するサブ
フレーム（たとえば、ＭＢＳＦＮサブフレーム）周辺で第１の基準信号密度を有するサブ
フレーム（たとえば、非ＭＢＳＦＮサブフレーム）をレートマッチングすることを含み得
る。または、それは、第１の基準信号密度を有するサブフレーム間に、第２の基準信号密
度を有するサブフレームを挿入すること、たとえば、ＭＢＳＦＮサブフレームでＰＤＳＣ
Ｈバンドル送信をパンクチャリングすることを含み得る。
【００５３】
　[0070]いくつかの例では、バンドルデータは、ＭＢＭＳサブフレームを含み得る。ＭＢ
ＭＳ送信は、他のサブフレームとは異なり得る、拡張サイクリックプレフィックス（ＣＰ
）を有するフレーム構造に基づかれ得る。ＭＢＭＳサブフレームおよび非ＭＢＭＳサブフ
レームにわたってバンドル送信を処理することは、したがってＵＥが拡張ＣＰおよびノー
マルＣＰを有するフレーム構造の両方をサポートすることを必要とし得る。これは結果と
して、さらなる回路または計算の複雑性をもたらし得、低複雑度および低コストであるよ
う意図されたＭＴＣデバイスには望ましくない可能性がある。したがってバンドル送信は
、たとえば処理複雑度を制限するために、ＭＢＭＳサブフレームの存在に基づいて変更さ
れ得る。したがって基地局が、データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信
で送信されることを決定し、ＭＢＭＳ送信がサブフレームの１つにスケジュールされるか
どうかを決定し、ＭＢＭＳ送信がスケジュールされることを決定することに少なくとも部
分的に基づいてバンドル送信を変更し得る。これは、ＭＢＭＳ送信のためにスケジュール
されたサブフレームでデータを送信することを控えることを含み得る。または、それは、
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ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされたサブフレーム中の基準信号の密度を増加させる
ことを含み得る。さらに、ＭＢＭＳスケジューリングを示す第１のシグナリングが、バン
ドル送信を受信するようにスケジュールされた第１のセットのＵＥに送信され得、ＭＢＭ
Ｓスケジューリングを示す第２のシグナリングが、ＭＢＭＳ送信を受信するようにスケジ
ュールされた第２のセットのＵＥに送信され得る。第１のシグナリングおよび第２のシグ
ナリングは、互いに異なり得る。場合によっては、バンドル送信は、バンドルユニキャス
ト送信またはバンドルブロードキャスト送信を含む。
【００５４】
　[0071]図３は、図１に関して上記で説明したワイヤレス通信システム１００を含むワイ
ヤレス通信システムにおいて使用され得る、ＭＢＳＦＮサブフレームおよび非ＭＢＳＦＮ
サブフレーム中のＤＭＲＳトーンの例示的なフレーム構造３００を示す図である。たとえ
ば、フレーム構造３００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａまたは同様のシステムにおいて使用され得
る。上述のように、ＭＢＳＦＮ構成のサブフレームは、いくつかの例によれば、ＤＭＲＳ
トーンなどのＵＥ固有の基準信号を含まないことがあるが、非ＭＢＳＦＮサブフレームは
、そのようなＵＥ固有の基準信号を含み得る。図３では、サブフレームｎ　３０５がＭＢ
ＳＦＮサブフレームであり得、サブフレームｎ＋１　３１０が非ＭＢＳＦＮサブフレーム
であり得る。したがってサブフレームｎ＋１　３０５は、あらかじめ決定された位置に、
一般にパイロットトーンとも呼ばれるＤＭＲＳトーン３１５を含み得るが、サブフレーム
ｎは、そのようなＤＭＲＳトーンを含んでいない。バンドリングが使用されて、ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームｎ　３０５と非ＭＢＳＦＮサブフレームｎ＋１　３１０の両方を使用して
データを送信する例では、ＤＭＲＳトーン３１５の密度は、ＭＢＳＦＮサブフレームｎ　
３０５で低減され、これがチャネル推定に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、た
とえバンドリング技法を使用してデータが繰り返され得るとしても、バンドリングの恩恵
は、不良なチャネル推定のために減少する可能性がある。
【００５５】
　[0072]図示するように、基準信号の密度は、ＭＢＳＦＮサブフレーム３０５と非ＭＢＳ
ＦＮサブフレーム３１０との間で異なり得る。いくつかの例では、バンドルデータは、サ
ブフレームで送信され、１つの基準信号密度を有し得（たとえば、ＭＢＳＦＮサブフレー
ム３０５）、バンドルデータは、異なる基準信号密度を有するサブフレーム（たとえば、
非ＭＢＳＦＮサブフレーム３１０）で送信されないことがある。
【００５６】
　[0073]図４は、図１に関して上記で説明したワイヤレス通信システム１００を含むワイ
ヤレス通信システムにおいて使用され得る、ＭＢＳＦＮサブフレームおよび非ＭＢＳＦＮ
サブフレーム中のＤＭＲＳトーン密度が増加された例示的なフレーム構造４００を示す図
である。たとえば、フレーム構造４００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａまたは同様のシステムにお
いて使用され得る。図４の例では、バンドル送信が、一部はＭＢＳＦＮサブフレームｎ　
４０５で、一部は非ＭＢＳＦＮサブフレームｎ＋１　４１０で送信され得、デバイス（図
１のＭＴＣタイプデバイス１１５など）が、サブフレームの両方のタイプに対してＤＭＲ
Ｓ復調（たとえば、ＴＭ９）に従い得る。ＤＭＲＳ復調は、ＭＢＳＦＮサブフレーム４０
５に挿入された、挿入ＤＭＲＳトーン４２０を利用することができ、挿入ＤＭＲＳ４２０
トーンは、非ＭＢＳＦＮサブフレーム４１０におけるＤＭＲＳトーン４１５の位置に一致
し得る。
【００５７】
　[0074]チャネル推定がデータレートのボトルネックとなり得るバンドル送信については
、バンドルＰＤＳＣＨデータに対してＤＭＲＳトーンの密度がそのように増加すると、バ
ンドルデータ送信が強化され得る。したがってバンドリング技法は、ワイヤレス通信ネッ
トワークで送信するためのデータを識別することと、データが２つ以上のサブフレームを
使用してバンドル送信で送信されることを決定することと、２つ以上のサブフレームの少
なくとも１つにおいて基準信号の密度を増加させることとを通して、チャネル推定を強化
し得る。いくつかの例では、追加のＤＭＲＳトーン４２０は、ワイヤレス通信システムの
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従来のユーザに影響を及ぼさないように、既存の従来の信号周辺でレートマッチングされ
得る。いくつかの例では、追加のＤＭＲＳトーンは、バンドル送信を送信するために使用
される１つまたは複数のリソースブロック内に挿入され得る。
【００５８】
　[0075]図５は、図１に関して上記で説明したワイヤレス通信システム１００を含むワイ
ヤレス通信システムにおいて使用され得る、ＭＢＳＦＮサブフレームおよび／または非Ｍ
ＢＳＦＮサブフレーム中のＤＭＲＳトーン密度が増加された例示的なフレーム構造５００
を示す図である。たとえば、フレーム構造５００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａまたは同様のシス
テムにおいて使用され得る。図５の例では、バンドル送信が、一部はＭＢＳＦＮサブフレ
ームｎ　５０５で、一部はＭＢＳＦＮまたは非ＭＢＳＦＮサブフレームｎ＋１　５１０で
送信され得、デバイス（図１のＭＴＣタイプデバイス１１５など）が、両方のサブフレー
ムに対してＤＭＲＳ復調（たとえば、ＴＭ９）に従い得る。この例では、サブフレームｎ
　５０５が、バンドルデータを送信し得、サブフレームｎ＋１　５１０が、バンドルデー
タの繰返し送信を含み得る。この例では、ＤＭＲＳ変調は、両方のサブフレーム５０５、
５１０に挿入された、挿入ＤＭＲＳトーン５２０を利用し得る。
【００５９】
　[0076]さらに、サブフレームｎ＋１　５１０は、挿入された従来のＤＭＲＳトーン５１
５を含み得、ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内のすべての利用可能なＤＭＲ
Ｓリソースを利用するために挿入され得る追加の挿入ＤＭＲＳトーン５２０を含むことも
できる。したがって、第２のサブフレーム、サブフレームｎ＋１　５１－中に送信される
ＤＭＲＳトーンの数は、第１のサブフレーム、サブフレーム５０５中に送信されるいくつ
かのＤＭＲＳトーンよりも大きい。チャネル推定がデータレートのボトルネックとなり得
るバンドル送信については、繰り返されるＰＤＳＣＨデータに対してＤＭＲＳトーンの密
度がそのように増加すると、バンドルデータ送信効率が向上され得る。
【００６０】
　[0077]さらなる例では、ＤＭＲＳトーンは、ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロッ
ク内の利用可能なＤＭＲＳリソースのサブセットを利用して、ただしＤＭＲＳトーンのた
めの指定された電力に比べて増大された送信電力で、ＰＤＳＣＨ送信に挿入され得る。た
とえば、１つのＲＢ内の１２個のトーンが、ＤＭＲＳ送信に使用され得るが、ＤＭＲＳト
ーンに３ｄＢパワーブーストを有する（すなわち、ランク１送信を想定し、１つのアンテ
ナポートのトーンのみを使用する）。さらなる例では、２４を超える追加のＤＭＲＳパイ
ロットトーンが、バンドルデータ送信に対して挿入され得る。新しいパイロットは、例で
は、バンドル送信に割り当てられたリソース内にのみ挿入され得、割り当てられたリソー
ス以外の信号に影響を及ぼすことはない。図３～図５の例は、ＰＤＳＣＨに関して説明さ
れているが、そのような技法は、アップリンク送信にも利用され得る。たとえば、ＰＵＳ
ＣＨ割当てが、４ＲＢを含み得、１シンボルのアップリンクＤＭＲＳの代わりに２シンボ
ルのアップリンクＤＭＲＳが使用されて、バンドル送信に改善されたチャネル推定をもた
らし得る。追加のＤＭＲＳパイロットトーンも、同様に上記で説明したように、４ＲＢを
占めるにすぎないものであり得、したがって、そのような挿入パイロットトーンは、従来
のユーザにはトランスペアレントであり得る。バンドリング技法は、様々な例により、Ｐ
ＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、またはＰＲＡＣＨのうちの１つまたは
複数を使用して送信されるデータに使用され得る。
【００６１】
　[0078]上述のように、ＭＢＳＦＮサブフレームでは、ＣＲＳトーンが、サブフレームの
最初の２つのシンボルにおいてのみ送信され得る。図６は、図１に関して上記で説明した
ワイヤレス通信システム１００を含むワイヤレス通信システムにおいて使用され得る、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームおよび非ＭＢＳＦＮサブフレーム中のＣＲＳトーンの例示的なフレ
ーム構造６００を示す図である。たとえば、フレーム構造６００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａま
たは同様のシステムにおいて使用され得る。上述のように、ＭＢＳＦＮ構成のサブフレー
ムは、いくつかの例により、最初の２つのシンボルにのみＣＲＳトーン６１５を含み得る
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が、非ＭＢＳＦＮサブフレームは、他のシンボルにＣＲＳトーン６１５を含み得る。図６
では、サブフレームｎ　６０５がＭＢＳＦＮサブフレームであり得、サブフレームｎ＋１
　６１０が非ＭＢＳＦＮサブフレームであり得る。バンドリングが使用されて、ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームｎ　６０５と非ＭＢＳＦＮサブフレームｎ＋１　６１０の両方を使用して
データを送信する例では、ＣＲＳトーン６１５の密度は、ＭＢＳＦＮサブフレームｎ　６
０５で低減され、これがチャネル推定に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、たと
えバンドリング技法を使用してデータが繰り返され得るとしても、バンドリングの恩恵は
、不良なチャネル推定のために減少する可能性がある。
【００６２】
　[0079]図７は、図１に関して上記で説明したワイヤレス通信システム１００を含むワイ
ヤレス通信システムにおいて使用され得る、ＭＢＳＦＮサブフレームおよび非ＭＢＳＦＮ
サブフレーム中のＣＲＳトーン密度が増加された例示的なフレーム構造７００を示す図で
ある。たとえば、フレーム構造７００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａまたは同様のシステムにおい
て使用され得る。図７の例では、バンドル送信が、一部はＭＢＳＦＮサブフレームｎ　７
０５で、一部は非ＭＢＳＦＮサブフレームｎ＋１　７１０で送信され得、デバイス（図１
のＭＴＣタイプデバイス１１５など）が、サブフレームの両方のタイプに対してＣＲＳ復
調に従い得る。ＣＲＳ復調は、ＭＢＳＦＮサブフレーム７０５に挿入された、挿入ＣＲＳ
トーン７２０を利用することができ、挿入ＣＲＳトーン７２０は、非ＭＢＳＦＮサブフレ
ーム７１０と同じＣＲＳアンテナポート構成に従い得る。したがって、挿入ＣＲＳトーン
７２０の位置は、非ＭＢＳＦＮサブフレーム７１０中のＣＲＳトーン７１５の位置に一致
し得る。
【００６３】
　[0080]チャネル推定がデータレートのボトルネックとなり得るバンドル送信については
、バンドルＰＤＳＣＨデータに対してＣＲＳトーンの密度がそのように増加すると、バン
ドルデータ送信が強化され得る。したがってバンドリング技法は、ワイヤレス通信ネット
ワークで送信するためのデータを識別することと、データが２つ以上のサブフレームを使
用してバンドル送信で送信されることを決定することと、２つ以上のサブフレームの少な
くとも１つにおいて基準信号の密度を増加させることとを通して、チャネル推定を強化し
得る。いくつかの例では、追加のＣＲＳトーン７２０は、ワイヤレス通信システムの従来
のユーザに影響を及ぼさないように、既存の従来の信号周辺でレートマッチングされ得る
。いくつかの例では、追加のＣＲＳトーンは、バンドル送信を送信するために使用される
１つまたは複数のリソースブロック内に挿入され得る。
【００６４】
　[0081]さらなる例では、ＣＲＳトーンの従来の数を超える追加のＣＲＳパイロットトー
ンが、バンドルデータ送信に対して挿入され得る。新しいパイロットは、例では、バンド
ル送信に割り当てられたリソース内にのみ挿入され得、したがって割り当てられたリソー
ス以外の信号に影響を及ぼすことはない。たとえば、ＰＤＳＣＨ割当てが、８ＲＢを含み
得、送信モードは、ＣＲＳベースの復調モードであり得る。そのような場合、１つまたは
複数の新しいＣＲＳトーンが、８ＲＢ割当て内に挿入され得る。
【００６５】
　[0082]上述のように、ＰＢＣＨを使用して送信されるデータもまた、バンドリング技法
を使用して送信されて、データの繰返し送信を行い得る。また、上述のように、デバイス
（図１のＭＴＣタイプデバイス１１５など）が、ＰＢＣＨで送信される情報を復号する前
に、基地局のＭＢＳＦＮ構成を知らないことがある。したがって、いくつかの例では、Ｐ
ＢＣＨ繰返しは、いくつかのサブフレームのみを使用して行われ得る。
【００６６】
　[0083]図８Ａ、８Ｂ、および８Ｃは、図１に関して上記で説明したワイヤレス通信シス
テム１００を含むワイヤレス通信システムにおいて使用され得る、サブフレームにおいて
ＰＢＣＨ繰返しをサポートし得る、それぞれ例示的なフレーム構造８００、８２０、およ
び８４０を示す図である。たとえば、フレーム構造８００、８２０、および８４０はＬＴ
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Ｅ／ＬＴＥ－Ａまたは同様のシステムにおいて使用され得る。ＦＤＤにより動作するシス
テムでは、サブフレーム０、４、５、および９は、ＭＢＳＦＮサブフレームとして構成可
能ではないことがある。したがって、図８ＡのＦＤＤフレーム８００が、非ＭＢＳＦＮ構
成可能なサブフレーム０、４、５、および９に対応するＰＢＣＨ繰返しサブフレーム８０
５を含み得る。
【００６７】
　[0084]同様に、図８ＢのＴＤＤフレーム８２０が、非ＭＢＳＦＮ構成可能なサブフレー
ム０、１、５、および６に対応するＰＢＣＨ繰返しサブフレーム８２５および８３０を含
み得る。他の例では、サブフレーム１および６が特殊なサブフレームであり得、デバイス
には、ＰＢＣＨからの情報を復号する前に特殊なサブフレーム構成の知識がないことがあ
るので、ＴＤＤフレーム８２０は、非ＭＢＳＦＮ構成可能なサブフレーム０および５に対
応するサブフレーム８２５上にのみＰＢＣＨ繰返しを含み得る。さらなる例では、図８Ｃ
のＦＤＤまたはＴＤＤフレーム８４０が、非ＭＢＳＦＮ構成可能なサブフレーム０および
５に対応するＰＢＣＨ繰返しサブフレーム８４５を含み得る。そのような例では、ＰＢＣ
Ｈ繰返しサブフレーム８４５は、ＦＤＤとＴＤＤの両方の間に共通性を有する。したがっ
て、サブフレーム０および５は、ワイヤレス通信システムがＴＤＤプロトコルに従って動
作しているか、ＦＤＤプロトコルに従って動作しているかにかかわらず、ＰＢＣＨ繰返し
に使用され得る。
【００６８】
　[0085]他の例によれば、ＰＢＣＨ繰返しは、ＭＢＳＦＮサブフレームを使用して送信さ
れ得、ＰＢＣＨ繰返しパターンは、ＭＢＳＦＮサブフレームと非ＭＢＳＦＮサブフレーム
の両方にわたって同じものであり得る。さらに他の例では、ＰＢＣＨ繰返しパターンは、
すべての非ＭＢＳＦＮ構成可能なサブフレーム（たとえば、ＦＤＤについては０／４／５
／９、ＴＤＤについては０／１／５／６）にわたって同じものであり得、すべてのＭＢＳ
ＦＮ構成可能なサブフレームにわたって同じものであり得るが、これらの２つのタイプの
サブフレームにわたって繰返しパターンは異なることがある。いくつかの例では、ＰＢＣ
Ｈ繰返しは、ＦＤＤ構成とＴＤＤ構成とで異なるようにサポートされ得る。たとえば、バ
ンドルＰＢＣＨ送信は、ＦＤＤのサブフレーム０、４、５、および９で繰り返され得るが
、ＴＤＤについてはサブフレーム０および５で繰り返され得る。他の例では、バンドルＰ
ＢＣＨは、ＦＤＤについては非ＭＢＳＦＮ構成可能なサブフレームでのみ繰り返され得る
が、ＴＤＤについてはＭＢＳＦＮ構成可能なサブフレームで繰り返され得る。さらなる例
によれば、バンドルＰＢＣＨ送信のためのＰＢＣＨ繰返しは、サブフレームに依存し得る
。たとえば、ＰＢＣＨがサブフレーム０において繰り返されるとき、繰返しＰＢＣＨは、
４つのＣＲＳアンテナポートがあると想定することによってＣＲＳポート周辺でレートマ
ッチングするＣＲＳトーンを含む。いくつかの例では、追加のＣＲＳパイロットトーンも
また追加され得る。
【００６９】
　[0086]ＰＢＣＨが、ＭＢＳＦＮが構成されたサブフレーム内で繰り返される場合、ＣＲ
Ｓトーンは、従来のＣＲＳ構成に従って最初の２つのシンボルにおいてのみ送信され得る
。いくつかの例では、繰返しＰＢＣＨデータトーンは、非ＭＢＳＦＮサブフレームと同じ
ように従来のＣＲＳトーン位置に戻して挿入される挿入ＣＲＳトーンとともに送信され得
る。図９は、図１に関して上記で説明したワイヤレス通信システム１００を含むワイヤレ
ス通信システムにおいて使用され得る、ＭＢＳＦＮサブフレーム中のＣＲＳトーン密度が
増加された例示的なフレーム構造９００を示す図である。たとえば、フレーム構造９００
はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａまたは同様のシステムにおいて使用され得る。図９の例では、バン
ドル送信が、一部はＭＢＳＦＮサブフレーム９０５で送信され、一部は非ＭＢＳＦＮサブ
フレーム９１０で送信され得る。ＣＲＳ復調は、ＭＢＳＦＮサブフレーム９０５に挿入さ
れた、挿入ＣＲＳトーン９２０を利用することができ、挿入ＣＲＳトーン９２０は、非Ｍ
ＢＳＦＮサブフレーム９１０と同じＣＲＳアンテナポート構成に従い得る。したがって、
挿入ＣＲＳトーン９２０の位置は、非ＭＢＳＦＮサブフレーム９１０中のＣＲＳトーン９



(21) JP 6290432 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

１５の位置に一致し得る。しかしながら、ＰＢＣＨは、サブフレームの中心の６つのリソ
ースブロックでのみ送信されるように制約され得、そのような場合、挿入ＣＲＳトーン９
２０は、ＭＢＳＦＮサブフレーム９０５の中心の６つのリソースブロックにのみ含まれ得
る。挿入ＣＲＳトーン９２０は、いくつかの例によれば、実際のアンテナポートにかかわ
らず、４つのアンテナポートを有する従来のＣＲＳ位置に対応する位置に挿入され得る。
【００７０】
　[0087]他の例では、繰返しＰＢＣＨデータトーンが、挿入ＤＭＲＳトーンとともに送信
され得る。したがって、そのような例では、ＤＭＲＳパイロットトーンが挿入され、ＰＢ
ＣＨ送信のＰＢＣＨベースの変調に使用され得る。そのような例では、ＤＭＲＳトーンの
位置を確立するために使用されるＤＭＲＳポートは、バンドルＰＢＣＨ送信と関連するあ
らかじめ決定された位置に固定され得る、またはＤＭＲＳポートは、ＰＢＣＨを送信する
ために使用されるいくつかのアンテナポートと同じものであり得る。さらなる例では、減
少した基準信号トーンの密度が、チャネル推定に悪影響を及ぼす可能性があるが、ＰＢＣ
Ｈデータトーンが、すべての利用可能なトーンを使用して送信され得る。
【００７１】
　[0088]さらに、いくつかの例では、バンドルＰＢＣＨデータが、サブフレーム内で繰り
返され得る。そのような例では、繰返し送信に、追加の基準信号トーンが挿入され得る。
たとえば、サブフレーム内の第２のスロットの最後の２つのシンボルに、ＰＢＣＨ繰返し
が提供され得る。追加の基準信号がなければ、繰返し送信には２６４個のリソース要素（
ＲＥ）がある。追加の基準信号トーンがあれば、いくつかの例では、１２個または２４個
の新しい挿入ＣＲＳ　Ｒｅが提供され得、これはＰＢＣＨ送信に２５２個または２４０個
のデータＲＥを提供する。
【００７２】
　[0089]次に、図１０Ａおよび図１０Ｂに、様々な実施形態による、バンドリング技法の
ために構成されたデバイス１００５のブロック図１０００を示す。様々な実施形態では、
デバイス１００５は、上記の図に関して説明した基地局１０５およびＵＥ１１５の様々な
態様の一例である。デバイス１００５は、受信機モジュール１０１０、コントローラモジ
ュール１０１５、および／または送信機モジュール１０２０を含み得、これらはそれぞれ
互いに通信していることがある。デバイス１００５の様々なモジュールは、本明細書で説
明する機能を実施するための手段であり得る。いくつかの実施形態では、デバイス１００
５の１つまたは複数の態様はプロセッサである。
【００７３】
　[0090]受信機モジュール１０１０は、増加した基準信号トーンの密度を有するバンドル
送信を受信するように構成され得る。受信機モジュール１０２０は、増加した基準信号ト
ーンの密度を有するバンドル送信を送信するように構成され得る。他の例では、送信機モ
ジュール１０２０は、特定の基準信号密度を有するサブフレームまたはＭＢＭＳ送信のた
めにスケジュールされたサブフレームでバンドルデータを送信することを控えるように構
成され得る。コントローラモジュール１０１５は、図１～図９に関して説明したような、
基準信号トーンの密度の増加、またはデータがある基準信号密度を有するサブフレームを
使用してバンドル送信で送信されることを決定することを含み得る、様々な送信および受
信に対応可能であり、これらを構成するように配置され得る。
【００７４】
　[0091]図１０Ｂに、様々な実施形態による、デバイス１００５－ａ構成されたバンドル
送信技法のブロック図１０００－ａを示す。デバイス１００５－ａは、図１０Ａのデバイ
ス１００５の例であり得、デバイス１００５－ａは、同じまたは同様の機能を実施するよ
うに構成され得る。デバイス１００５－ａは、受信機モジュール１０１０－ａ、コントロ
ーラモジュール１０１５－ａ、および／または送信機モジュール１０２０－ａを含み得、
これらはそれぞれ互いに通信していることがあり、図１０Ａの対応するモジュールの例で
あり得る。いくつかの実施形態では、デバイス１００５－ａの１つまたは複数の態様はプ
ロセッサである。
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【００７５】
　[0092]コントローラモジュール１０１５－ａは、バンドリングモジュール１０３０およ
び／または基準信号構成モジュール１０４０を含み得る。バンドリングモジュール１０３
０は、ワイヤレス通信ネットワークで送信するためのデータを識別し、データがバンドル
送信で送信されることを決定するように構成され得る。追加または代替として、バンドリ
ングモジュール１０３０は、データが第１の基準信号密度を有する２つ以上のサブフレー
ムを使用してバンドル送信で送信されることを決定するように構成され得る。追加または
代替として、バンドリングモジュール１０３０は、バンドル送信のサブフレームの１つに
ＭＢＭＳ送信がスケジュールされるかどうかを決定するように構成され得る。バンドリン
グモジュール１０３０は、送信機モジュール１０２０－ａとともに、バンドル送信を受信
するようにスケジュールされたＵＥの第１のセットにＭＢＭＳスケジューリングを示す第
１のシグナリングを送信し、ＭＢＭＳ送信を受信するようにスケジュールされたＵＥの第
２のセットにＭＢＭＳスケジューリングを示す第２のシグナリングを送信し得る。
【００７６】
　[0093]基準信号構成モジュール１０４０は、バンドル送信の少なくとも一部において基
準信号の密度を増加させるように構成され得る。たとえば、基準信号構成モジュール１０
４０は、図１～図９に関して上記で説明したような、ＭＢＳＦＮサブフレーム中にまたは
ＭＢＭＳ送信にスケジュールされたサブフレーム中に送信される基準信号の密度を増加さ
せ得る。または、いくつかの例では、基準信号構成モジュール１０４０は、送信機モジュ
ール１０２０－ａとともに、第２の基準信号密度を有するサブフレームまたはＭＢＭＳ送
信のためにスケジュールされたサブフレームでバンドルデータを送信することを控え得る
。これは、第２の基準信号密度を有するサブフレームで、第１の基準信号密度を有する連
続したサブフレームにバンドルされたデータをパンクチャリングすることを含み得る。ま
たは、それは、第２の基準信号密度を有するサブフレーム周辺で、第１の基準信号密度を
有するサブフレームでのバンドル送信をレートマッチングすることを含み得る。それは、
ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされたサブフレーム中の基準信号の密度を増加させる
ことを含み得る。
【００７７】
　[0094]次に図１１を参照すると、様々な実施形態による、バンドリング技法の効果的な
展開のために構成されたＵＥ１１５－ａのブロック図１１００が示されている。ＵＥ１１
５－ａは、たとえば、ＭＴＣデバイスおよび／または受信制限されるＵＥであり得る。他
の例では、ＵＥ１１５－ａは、パーソナルコンピュータ（たとえば、ラップトップコンピ
ュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータなど）、携帯電話、ＰＤＡ
、スマートフォン、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、インターネットアプライアンス
、ゲームコンソール、電子書籍リーダーなど、様々な構成のいずれかを有し得る。ＵＥ１
１５－ａは、モバイル動作を容易にするために、小型バッテリなどの内部電源（図示せず
）を有し得る。いくつかの実施形態では、ＵＥ１１５－ａは、図１のＵＥ１１５の一例で
あり得る。
【００７８】
　[0095]ＵＥ１１５－ａは、一般に、通信を送信するための構成要素と、通信を受信する
ための構成要素とを含む双方向の音声および／またはデータ通信のための構成要素を含み
得る。ＵＥ１１５－ａは、アンテナ１１０５と、トランシーバモジュール１１１０と、プ
ロセッサモジュール１１７０と、（ソフトウェア（ＳＷ）１１８５を含む）メモリ１１８
０とを含み得、それらはそれぞれ（たとえば、１つまたは複数のバス１１９０を介して）
直接的または間接的に互いに通信し得る。トランシーバモジュール１１１０は、上記で説
明されたように、１つまたは複数のネットワークと、アンテナ１１４５および／または１
つもしくは複数の有線リンクもしくはワイヤレスリンクを介して、双方向に通信するよう
に構成され得る。たとえば、トランシーバモジュール１１１０は、図１の基地局１０５と
双方向に通信するように構成され得る。トランシーバモジュール１１１０は、パケットを
変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ１１０５に提供する、およびアンテ
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ナ１１０５から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。ＵＥ
１１５－ａは単一のアンテナ１１０５を含み得るが、ＵＥ１１５－ａは、複数のワイヤレ
ス送信を同時に送信および／または受信することが可能な複数のアンテナ１１０５を有し
得る。
【００７９】
　[0096]メモリ１１８０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読み取り専用メモリ（
ＲＯＭ）とを含むことができる。メモリ１１８０は、実行されるとプロセッサモジュール
１１７０に本明細書で説明する様々な機能（たとえば、受信タイミングを識別すること、
チャネルの優先順位を付けること、ＣＣの優先順位を付けること、バッファを区分するこ
となど）を実施させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュー
タ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード１１８５を記憶し得る。代替的に、ソフ
トウェア／ファームウェアコード１１８５は、プロセッサモジュール１１７０によって直
接的に実行可能でないことがあるが、（たとえば、コンパイルされ実行されると）コンピ
ュータに本明細書で説明する機能を実施させるように構成され得る。
【００８０】
　[0097]プロセッサモジュール１１７０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）などを含むことができる。図１１のアーキテクチャによれば、ＵＥ１１５－ａ
は、バンドリングモジュール１０３０－ａおよび／または基準信号構成モジュール１０４
０－ａをさらに含み得、それらは、図１０Ｂの決定モジュール１０３０および構成モジュ
ール１０４０と実質的に同じであり得る。例として、バンドリングモジュール１０３０－
ａおよび／または基準信号構成モジュール１０４０－ａは、バス１１９０を介してＵＥ１
１５－ａの他の構成要素のいくつかまたはすべてと通信しているＵＥ１１５－ａの構成要
素であり得る。代替的に、これらのモジュールの機能は、トランシーバモジュール１１１
０の構成要素として、コンピュータプログラム製品として、および／またはプロセッサモ
ジュール１１７０の１つもしくは複数のコントローラ要素として実装され得る。
【００８１】
　[0098]次に、図１２に、様々な実施形態による、送信バンドリング技法の効果的な展開
のために構成された例示的システム１２００のブロック図を示す。このシステム１２００
は、図１に示すシステム１００の態様の一例であり得る。システム１２００は、ワイヤレ
ス通信リンク１２５を通じたＵＥ１１５との通信のために構成されたｅＮＢ１０５－ａを
含む。ｅＮＢ１０５－ａは、他の基地局（図示せず）からの通信リンク１２５を受信する
ことが可能であり得る。ｅＮＢ１０５－ａは、たとえば、図１に示されているようなｅＮ
Ｂ１０５であり得る。
【００８２】
　[0099]場合によっては、ｅＮＢ１０５－ａは、１つまたは複数の有線バックホールリン
クを有し得る。ｅＮＢ１０５－ａは、コアネットワーク１３０－ａへの有線バックホール
リンク（たとえば、Ｓ１インターフェースなど）を有するマクロｅＮＢ１０５であり得る
。ｅＮＢ１０５－ａはまた、基地局間の通信リンク（たとえば、Ｘ２インターフェースな
ど）を介して、基地局１０５－ｍおよび基地局１０５－ｎのような他の基地局１０５と通
信することができる。基地局１０５の各々は、同じまたは異なるワイヤレス通信技術を使
用してＵＥ１１５と通信し得る。場合によっては、ｅＮＢ１０５－ａは、基地局通信モジ
ュール１２１５を利用して、１０５－ｍおよび／または１０５－ｎなどの他の基地局と通
信し得る。いくつかの実施形態では、基地局通信モジュール１２１５は、基地局１０５の
いくつかの間の通信を行うために、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａワイヤレス通信ネットワーク技術
内でＸ２インターフェースを提供することができる。いくつか実施形態では、ｅＮＢ１０
５－ａは、コアネットワーク１３０－ａを通じて他の基地局と通信することができる。場
合によっては、ｅＮＢ１０５－ａは、ネットワーク通信モジュール１２６５を通じてコア
ネットワーク１３０－ａと通信することができる。ｅＮＢ１０５－ａのための構成要素は
、図１の基地局１０５、ならびに／または図１０Ａおよび図１０Ｂのデバイス１００５に
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関して上記で説明した態様を実装するように構成され得る。たとえば、ｅＮＢ１０５－ａ
は、上記で説明したようにバンドル送信を受信するおよび／またはバンドル送信を送るよ
うに構成され得る。
【００８３】
　[0100]基地局１０５－ａは、アンテナ１２４５と、トランシーバモジュール１２５０と
、プロセッサモジュール１２６０と、（ソフトウェア（ＳＷ）１２７５を含む）メモリ１
２７０とを含み得、その各々は、（たとえば、バスシステム１２８０を通じて）互いに直
接的または間接的に通信していることがある。トランシーバモジュール１２５０は、アン
テナ１２４５を介して、異なるカテゴリーのＵＥであり得るＵＥ１１５と双方向に通信す
るように構成され得る。トランシーバモジュール１２５０（および／またはｅＮＢ１０５
－ａの他の構成要素）はまた、１つまたは複数の他の基地局（図示せず）と、アンテナ１
２４５を介して双方向に通信するように構成され得る。トランシーバモジュール１２５０
は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ１２４５に提供する
、およびアンテナ１２４５から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを
含み得る。基地局１０５－ａは、各々が１つまたは複数の関連付けられたアンテナ１２４
５をもつ複数のトランシーバモジュール１２５０を含み得る。
【００８４】
　[0101]メモリ１２７０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読み取り専用メモリ（
ＲＯＭ）とを含むことができる。メモリ１２７０はまた、実行されるとプロセッサモジュ
ール１２６０に本明細書で説明する様々な機能（たとえば、バンドリング決定、基準信号
挿入、受信された基準信号に従った復調など）を実施させるように構成された命令を含ん
でいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード１２７５を記憶し得
る。代替的に、ソフトウェア１２７５は、プロセッサモジュール１２６０によって直接的
に実行可能ではないことがあるが、たとえば、コンパイルされ実行されるとき、コンピュ
ータに本明細書で説明する機能を実施させるように構成され得る。
【００８５】
　[0102]プロセッサモジュール１２６０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）などを含むことができる。プロセッサモジュール１２６０は、エンコーダ、キ
ュー処理モジュール、ベースバンドプロセッサ、無線ヘッドコントローラ、デジタル信号
プロセッサ（ＤＳＰ）など、様々な専用プロセッサを含み得る。
【００８６】
　[0103]図１２のアーキテクチャによれば、ｅＮＢ１０５－ａは、通信管理モジュール１
２４０をさらに含み得る。通信管理モジュール１２４０は、他の基地局１０５との通信を
管理し得る。通信管理モジュールは、他の基地局１０５と協力して、ＵＥ１１５との通信
を制御するためのコントローラおよび／またはスケジューラを含み得る。たとえば、通信
管理モジュール１２４０は、ＵＥ１１５への基準信号送信のためにスケジューリングを実
施し得る。
【００８７】
　[0104]追加または代替として、ｅＮＢ１０５－ａは、バンドリングモジュール１０３０
－ｂを含み得、バンドリングモジュール１０３０－ｂは、図１０Ｂを参照して説明したモ
ジュール１０３０と実質的に同じように構成され得る。基準信号構成モジュール１０４０
－ｂは、図１０Ｂを参照して説明したモジュール１０４０と実質的に同じように構成され
得る。いくつかの実施形態では、バンドリングモジュール１０３０－ｂおよび／または基
準信号構成モジュール１０４０－ｂは、バス１０７０を介してｅＮＢ１０５－ａの他の構
成要素のいくつかまたはすべてと通信しているｅＮＢ１０５－ｄの構成要素である。代替
的に、バンドリングモジュール１０３０－ｂおよび／または基準信号構成モジュール１０
４０－ｂの機能は、トランシーバモジュール１２５０の構成要素として、コンピュータプ
ログラム製品として、プロセッサモジュール１２６０の１つもしくは複数のコントローラ
要素として、および／または通信管理モジュール１２４０の要素として実装され得る。
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【００８８】
　[0105]図１３には、様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための方法１３０
０のフローチャートが示されている。方法１３００は、上記の図のＵＥ１１５または基地
局１０５のうちの１つまたは複数によって実装され得る。追加または代替として、方法１
３００の動作は、図１０Ａおよび図１０Ｂに関して説明した受信機モジュール１０１０、
コントローラモジュール１０１５、および／または送信機モジュール１０２０によって実
施され得る。
【００８９】
　[0106]ブロック１３０５において、方法は、ワイヤレス通信ネットワークで送信するた
めのデータを識別することを含み得る。ブロック１３１０において、方法は、データが２
つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信されることを決定し得る。ブロック
１３１５において、方法は、２つ以上のサブフレームのうちの少なくとも１つにおいて基
準信号の密度を増加させることを含み得る。
【００９０】
　[0107]図１４には、様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための方法１４０
０のフローチャートが示されている。方法１４００は、上記の図のＵＥ１１５または基地
局１０５のうちの１つまたは複数によって実装され得る。追加または代替として、方法１
４００の動作は、図１０Ａおよび図１０Ｂに関して説明した受信機モジュール１０１０、
コントローラモジュール１０１５、および／または送信機モジュール１０２０によって実
施され得る。
【００９１】
　[0108]ブロック１４０５において、方法は、データが２つ以上のサブフレームを使用し
てバンドル送信で送信されることを決定することを含み得る。ブロック１４１０において
、方法は、バンドル送信を送信するために使用される１つまたは複数のリソースブロック
を識別し得る。ブロック１４１５において、方法は、少なくとも１つのサブフレームの識
別されたリソースブロックに、１つまたは複数の追加のパイロットトーンを挿入し得る。
【００９２】
　[0109]図１５には、様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための方法１５０
０のフローチャートが示されている。方法１５００は、上記の図のＵＥ１１５または基地
局１０５のうちの１つまたは複数によって実装され得る。追加または代替として、方法１
５００の動作は、図１０Ａおよび図１０Ｂに関して説明した受信機モジュール１０１０、
コントローラモジュール１０１５、および／または送信機モジュール１０２０によって実
施され得る。
【００９３】
　[0110]ブロック１５０５において、方法は、データが２つ以上のサブフレームを使用し
てバンドル送信で送信されることを決定することを含み得る。ブロック１５１０において
、方法は、２つ以上のサブフレームがＭＢＳＦＮサブフレームおよび非ＭＢＳＦＮサブフ
レームを含むことを決定し得る。ブロック１５１５において、方法は、ＭＢＳＦＮサブフ
レーム中に復調基準信号（ＤＭＲＳ）トーンを送信し得る。
【００９４】
　[0111]図１６には、様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための方法１６０
０のフローチャートが示されている。方法１６００は、上記の図のＵＥ１１５または基地
局１０５のうちの１つまたは複数によって実装され得る。追加または代替として、方法１
６００の動作は、図１０Ａおよび図１０Ｂに関して説明した受信機モジュール１０１０、
コントローラモジュール１０１５、および／または送信機モジュール１０２０によって実
施され得る。
【００９５】
　[0112]ブロック１６０５において、方法は、データが２つ以上のサブフレームを使用し
てバンドル送信で送信されることを決定することを含み得る。ブロック１６１０において
、方法は、２つ以上のサブフレームがＭＢＳＦＮサブフレームおよび非ＭＢＳＦＮサブフ
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レームを含むことを決定し得る。ブロック１６１５において、方法は、ＭＢＳＦＮサブフ
レーム中にＣＲＳトーンを挿入し得る。
【００９６】
　[0113]図１７には、様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための方法１７０
０のフローチャートが示されている。方法１７００は、上記の図のＵＥ１１５または基地
局１０５のうちの１つまたは複数によって実装され得る。追加または代替として、方法１
７００の動作は、図１０Ａおよび図１０Ｂに関して説明した受信機モジュール１０１０、
コントローラモジュール１０１５、および／または送信機モジュール１０２０によって実
施され得る。
【００９７】
　[0114]ブロック１７０５において、方法は、ワイヤレス通信ネットワーク上の物理ブロ
ードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）で送信するためのデータを識別することを含み得る。
ブロック１７１０において、方法は、ＰＢＣＨ送信はバンドルされることを決定し得る。
ブロック１７１５において、方法は、バンドルＰＢＣＨ送信に１つまたは複数のＣＲＳト
ーンまたはＤＭＲＳトーンを挿入し得る。
【００９８】
　[0115]図１８には、様々な実施形態による、送信バンドリング技法のための方法１８０
０のフローチャートが示されている。方法１８００は、上記の図のＵＥ１１５または基地
局１０５のうちの１つまたは複数によって実装され得る。追加または代替として、方法１
８００の動作は、図１０Ａおよび図１０Ｂに関して説明した受信機モジュール１０１０、
コントローラモジュール１０１５、および／または送信機モジュール１０２０によって実
施され得る。
【００９９】
　[0116]ブロック１８０５において、方法は、データが２つ以上のサブフレームを使用し
てバンドル送信で送信されることを決定することを含み得る。ブロック１８１０において
、方法は、サブフレームの１つにＭＢＭＳ送信がスケジュールされるかどうかを決定する
ことを含み得る。ブロック１８１５において、方法は、ＭＢＭＳ送信がスケジュールされ
ることを決定することに少なくとも部分的に基づいてバンドル送信を変更することを含み
得る。
【０１００】
　[0117]バンドル送信を変更することは、ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされたサブ
フレームでデータを送信することを控えることを含み得る。いくつかの例では、バンドル
送信を変更することは、ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされたサブフレーム中の基準
信号の密度を増加させることを含み得る。
【０１０１】
　[0118]方法１８００はさらに、バンドル送信を受信するようにスケジュールされたＵＥ
の第１のセットにＭＢＭＳスケジューリングを示す第１のシグナリングを送信することと
、ＭＢＭＳ送信を受信するようにスケジュールされたＵＥの第２のセットにＭＢＭＳスケ
ジューリングを示す第２のシグナリングを送信することとを含み得る。バンドル送信は、
バンドルユニキャスト送信を含み得る。場合によっては、バンドル送信は、バンドルブロ
ードキャスト送信を含み得る。
【０１０２】
　[0119]方法１３００、１４００、１５００、１６００、１７００、および１８００が、
本明細書で説明するツールおよび技法の例示的な実装形態であることは、当業者には理解
されよう。本方法は、より多いまたはより少ないステップで実施され得、ステップは、示
された以外の順序で実施され得る。
【０１０３】
　[0120]添付の図面に関して上記に記載した発明を実施するための形態は、例示的な実施
形態について説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る実施形態のみを
表すものではない。発明を実施するための形態は、説明される技法の理解をもたらすため
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の具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの特定の詳細なしに実践
され得る。いくつかの事例では、説明した実施形態の概念を不明瞭にすることを回避する
ために、よく知られている構造およびデバイスがブロック図の形式で示されている。
【０１０４】
　[0121]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る
。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信
号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、
光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１０５】
　[0122]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは
、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他のプログラマブル
論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、また
は本明細書で説明された機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて
実装または実施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替とし
て、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、また
は状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば
、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携
する１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成としても
実装され得る。
【０１０６】
　[0123]本明細書で説明した機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフ
トウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサに
よって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令または
コードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を通
じて送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲および
趣旨内にある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記に説明された機能は、プロセ
ッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのいずれかの
組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特徴は
また、機能の一部が異なる物理的場所において実装されるように分散されることを含めて
、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用
される場合、項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１つ」または「のうちの１つ
または複数」などの語句が後に続く項目の列挙）中で使用される「または」は、たとえば
、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙が、ＡまたはＢまたはＣまたはＡ
ＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味するよう
な選言的列挙を示す。
【０１０７】
　[0124]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を容易にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を
含む。非一時的記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセス
され得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的コンピュー
タ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光
ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、ある
いは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するた
めに使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサに
よってアクセスされ得る、任意の他の非一時的媒体を備えることができる。また、任意の
接続が、コンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケー
ブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外
線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、
または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツ
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イストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、
媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は
、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光デ
ィスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）
ディスク（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ここで、
ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレ
ーザーで光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる
。
【０１０８】
　[0125]本開示の上述の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるよう
に提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかになり、本明細書で定義
した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され
得る。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一例または一事例
を示すものであり、言及された例への選好を暗示または要求しない。したがって、本開示
は、本明細書で説明した例および設計に限定されるべきでなく、本明細書で開示した原理
および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　ワイヤレス通信ネットワークで送信するためのデータを識別することと、
　前記データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信されることを決定
することと、
　前記２つ以上のサブフレームのうちの少なくとも１つにおいて基準信号の密度を増加さ
せることと
を備える、方法。
　［Ｃ２］
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　前記少なくとも１つのサブフレームに１つまたは複数の追加のパイロットトーンを挿入
すること
を備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ３］
　前記１つまたは複数の追加のパイロットトーンが、既存の従来の信号周辺でレートマッ
チングされる、Ｃ２に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記１つまたは複数の追加のパイロットトーンが、前記バンドル送信を送信するために
使用される１つまたは複数のリソースブロック内に挿入される、Ｃ２に記載の方法。
　［Ｃ５］
　前記２つ以上のサブフレームが、少なくとも１つのマルチメディアブロードキャストマ
ルチキャストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームと、少なくと
も１つの非ＭＢＳＦＮサブフレームとを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ６］
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム中に複数の復調基準信号（ＤＭＲＳ）トーンまたは共通基
準信号（ＣＲＳ）トーンを送信すること
を備える、Ｃ５に記載の方法。
　［Ｃ７］
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内のすべての利用可能なＤＭＲＳリソース
を利用してＤＭＲＳトーンを挿入すること
を備える、Ｃ１に記載の方法。
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　［Ｃ８］
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内の利用可能なＤＭＲＳリソースのサブセ
ットを利用してＤＭＲＳトーンを挿入することを備え、前記ＤＭＲＳトーンが、ＤＭＲＳ
トーンのための指定された電力に比べて増加した電力で送信される、
Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ９］
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内に追加のＤＭＲＳトーンを挿入すること
を備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１０］
　基準信号の前記密度を増加させることが、
　複数の復調基準信号（ＤＭＲＳ）トーンまたは共通基準信号（ＣＲＳ）トーンを挿入す
ることを備え、前記２つ以上のサブフレームの第２のサブフレーム中に送信されるＤＭＲ
ＳトーンまたはＣＲＳトーンの数が、前記２つ以上のサブフレームの第１のサブフレーム
中に送信されるいくつかのＤＭＲＳトーンまたはＣＲＳトーンよりも大きい、
Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１１］
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）または物理ブロードキャストチャネル（
ＰＢＣＨ）が、前記送信に使用される、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１２］
　前記ＰＢＣＨが前記送信に使用され、前記ＰＢＣＨ送信が、あらかじめ決定されたサブ
フレームを使用して送信される、Ｃ１１に記載の方法。
　［Ｃ１３］
　前記ＰＢＣＨ送信が、時分割複信（ＴＤＤ）プロトコルまたは周波数分割複信（ＦＤＤ
）プロトコルに従って動作している前記ワイヤレス通信システムに基づいて決定された、
異なるあらかじめ決定されたパターンを有する、Ｃ１２に記載の方法。
　［Ｃ１４］
　前記ワイヤレス通信システムが、時分割複信（ＴＤＤ）プロトコルに従って動作してい
るか、周波数分割複信（ＦＤＤ）プロトコルに従って動作しているかにかかわらず、前記
あらかじめ決定されたサブフレームが、共通のあらかじめ決定されたパターンを有する、
Ｃ１２に記載の方法。
　［Ｃ１５］
　前記ＰＢＣＨ送信は、少なくとも１つのブロードキャストサブフレームおよび少なくと
も１つの非ブロードキャストサブフレームを使用して送信される、Ｃ１１に記載の方法。
　［Ｃ１６］
　前記少なくとも１つのブロードキャストサブフレームを使用するバンドルＰＢＣＨ送信
のパターンが、少なくとも１つの非ブロードキャストサブフレームを使用するバンドルＰ
ＢＣＨ送信のパターンとは異なる、Ｃ１５に記載の方法。
　［Ｃ１７］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信されることを決定する
ことと、
　前記サブフレームの１つに対してマルチメディアブロードキャストマルチキャストサー
ビス（ＭＢＭＳ）送信がスケジュールされるかどうかを決定することと、
　前記ＭＢＭＳ送信がスケジュールされることを決定することに少なくとも部分的に基づ
いて前記バンドル送信を変更することと
を備える、方法。
　［Ｃ１８］
　前記バンドル送信を変更することが、
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　前記ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされた前記サブフレームで前記データを送信す
ることを控えること
を備える、Ｃ１７に記載の方法。
　［Ｃ１９］
　前記バンドル送信を変更することが、
　前記ＭＢＭＳ送信のためにスケジュールされた前記サブフレーム中の基準信号の密度を
増加させること
を備える、Ｃ１７に記載の方法。
　［Ｃ２０］
　前記バンドル送信を受信するようにスケジュールされたユーザ機器（ＵＥ）の第１のセ
ットにＭＢＭＳスケジューリングを示す第１のシグナリングを送信することと、
　前記ＭＢＭＳ送信を受信するようにスケジュールされたＵＥの第２のセットにＭＢＭＳ
スケジューリングを示す第２のシグナリングを送信することと
をさらに備える、Ｃ１７に記載の方法。
　［Ｃ２１］
　前記バンドル送信がバンドルユニキャスト送信を備える、Ｃ１７に記載の方法。
　［Ｃ２２］
　前記バンドル送信がバンドルブロードキャスト送信を備える、Ｃ１７に記載の方法。
　［Ｃ２３］
　ワイヤレス通信の装置であって、
　ワイヤレス通信ネットワークで送信するためのデータを識別するための手段と、
　前記データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信されることを決定
するための手段と、
　前記２つ以上のサブフレームのうちの少なくとも１つにおいて基準信号の密度を増加さ
せるための手段と
を備える、装置。
　［Ｃ２４］
　基準信号の前記密度を増加させるための前記手段が、
　前記少なくとも１つのサブフレームに１つまたは複数の追加のパイロットトーンを挿入
するための手段
を備える、Ｃ２３に記載の装置。
　［Ｃ２５］
　前記２つ以上のサブフレームが、少なくとも１つのマルチメディアブロードキャストマ
ルチキャストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームと、少なくと
も１つの非ＭＢＳＦＮサブフレームとを備える、Ｃ２３に記載の装置。
　［Ｃ２６］
　基準信号の前記密度を増加させるための前記手段が、
　ＤＭＲＳ送信に使用されるリソースブロック内のすべての利用可能なＤＭＲＳリソース
を利用してＤＭＲＳトーンを挿入するための手段
を備える、Ｃ２３に記載の装置。
　［Ｃ２７］
　基準信号の前記密度を増加させるための前記手段が、
　複数の復調基準信号（ＤＭＲＳ）トーンまたは共通基準信号（ＣＲＳ）トーンを挿入す
るための手段を備え、前記２つ以上のサブフレームの第２のサブフレーム中に送信される
ＤＭＲＳトーンまたはＣＲＳトーンの数が、前記２つ以上のサブフレームの第１のサブフ
レーム中に送信されるいくつかのＤＭＲＳトーンまたはＣＲＳトーンよりも大きい、Ｃ２
３に記載の装置。
　［Ｃ２８］
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）または物理ブロードキャストチャネル（
ＰＢＣＨ）が、前記送信に使用される、Ｃ２３に記載の装置。
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　［Ｃ２９］
　ワイヤレス通信の装置であって、
　データが２つ以上のサブフレームを使用してバンドル送信で送信されることを決定する
ための手段と、
　前記サブフレームの１つに対してマルチメディアブロードキャストマルチキャストサー
ビス（ＭＢＭＳ）送信がスケジュールされるかどうかを決定するための手段と、
　前記ＭＢＭＳ送信がスケジュールされることを決定することに少なくとも部分的に基づ
いて前記バンドル送信を変更するための手段と
を備える、装置。
　［Ｃ３０］
　前記バンドル送信を受信するようにスケジュールされたユーザ機器（ＵＥ）の第１のセ
ットにＭＢＭＳスケジューリングを示す第１のシグナリングを送信するための手段と、
　前記ＭＢＭＳ送信を受信するようにスケジュールされたＵＥの第２のセットにＭＢＭＳ
スケジューリングを示す第２のシグナリングを送信するための手段と
をさらに備える、Ｃ２９に記載の装置。

【図１】 【図２】
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