
JP 6482631 B2 2019.3.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 無線通信方法であって、
　 第１のリソースオフセットを含むシグナリング情報と拡張物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＥＰＤＣＣＨ）の伝送タイプに対する情報を含む設定情報とを受信するステップと
、
　 少なくとも一つの制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）を使用する前記ＥＰＤＣＣＨを
通して、基地局の少なくとも一つのアンテナポートを使用して送信されるダウンリンク制
御情報（ＤＣＩ）を受信するステップと、
　 前記ＥＰＤＣＣＨの前記伝送タイプが分散された（distributed）伝送である場合、前
記少なくとも一つのＣＣＥのうちの最初のＣＣＥと、前記ＤＣＩ内の情報と、前記シグナ
リング情報内の前記第１のリソースオフセットに基づいて物理アップリンク制御チャネル
（ＰＵＣＣＨ）のリソースを決定するステップと、
　 前記決定されたリソースを通してハイブリッド自動反復要求肯定応答（ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ）信号を前記基地局に伝送するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　 前記ＤＣＩ内の情報は、前記ＰＵＣＣＨのリソースを決定するために使用される２ビ
ットの第２のリソースオフセットであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　 前記ＥＰＤＣＣＨの前記伝送タイプが分散された伝送である場合、前記ＰＵＣＣＨの
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リソースのインデックスは、前記最初のＣＣＥから決定される第１のパラメータと、前記
ＤＣＩから決定される第２のパラメータと、前記第１のリソースオフセットによって設定
される第３のパラメータとの和として決定されることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　 前記ＥＰＤＣＣＨの伝送タイプが局所的（localized）伝送である場合、前記少なくと
も一つのＣＣＥのうちの前記最初のＣＣＥと、前記少なくとも一つのアンテナポートと、
前記ＤＣＩ内の情報と、前記シグナリング情報内の前記第１のリソースオフセットに基づ
いて前記ＰＵＣＣＨのリソースを決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　 前記ＥＤＰＣＣＨの前記伝送タイプが局所的伝送である場合、前記ＰＵＣＣＨのリソ
ースのインデックスは、前記最初のＣＣＥから決定される第１のパラメータと、前記少な
くとも一つのアンテナポートから決定される第２のパラメータと、前記ＤＣＩから決定さ
れる第３のパラメータと、前記第１のリソースオフセットによって設定される第４のパラ
メータとの和として決定されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　 無線通信のためのユーザ端末（ＵＥ）の装置であって、
　 第１のリソースオフセットを含むシグナリング情報と拡張物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＥＰＤＣＣＨ）の伝送タイプに対する情報を含む設定情報とを受信し、少なくとも
一つの制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）を使用する前記ＥＰＤＣＣＨを通して、基地局
の少なくとも一つのアンテナポートを使用して送信されるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ
）を受信する受信機と、
　 前記ＥＰＤＣＣＨの前記伝送タイプが分散された(distributed)伝送である場合、前記
少なくとも一つのＣＣＥのうちの最初のＣＣＥと、前記ＤＣＩ内の情報と、前記シグナリ
ング情報内の前記第１のリソースオフセットに基づいて物理アップリンク制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ）のリソースを決定するプロセッサと、
　 前記決定されたリソースを通してハイブリッド自動反復要求肯定応答（ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ）信号を前記基地局に伝送する送信機を含むことを特徴とする装置。
【請求項７】
　 前記ＤＣＩは、前記ＰＵＣＣＨのリソースを決定するために使用される２ビットの第
２のリソースオフセットを含むことを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　 前記ＥＰＤＣＣＨの前記伝送タイプが分散された伝送である場合、前記ＰＵＣＣＨの
リソースのインデックスは、前記最初のＣＣＥから決定される第１のパラメータと、前記
ＤＣＩから決定される第２のパラメータと、前記第１のリソースオフセットによって設定
される第３のパラメータとの和として決定されることを特徴とする請求項６に記載の装置
。
【請求項９】
　 前記プロセッサは、前記ＥＰＤＣＣＨの伝送タイプが局所的(localized)伝送である場
合、前記少なくとも一つのＣＣＥのうちの前記最初のＣＣＥと、前記少なくとも一つのア
ンテナポートと、前記ＤＣＩ内の情報と、前記シグナリング情報内の前記第１のリソース
オフセットに基づいて前記ＰＵＣＣＨのリソースを決定することを特徴とする請求項６に
記載の装置。
【請求項１０】
　 前記ＥＤＰＣＣＨの前記伝送タイプが局所的伝送である場合、前記ＰＵＣＣＨのリソ
ースのインデックスは、前記最初のＣＣＥから決定される第１のパラメータと、前記少な
くとも一つのアンテナポートから決定される第２のパラメータと、前記ＤＣＩから決定さ
れる第３のパラメータと、前記第１のリソースオフセットによって設定される第４のパラ
メータとの和として決定されることを特徴とする請求項６に記載の装置。
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【請求項１１】
　 無線通信方法であって、
　 第１のリソースオフセットを含むシグナリング情報と拡張物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＥＰＤＣＣＨ）の伝送タイプに対する情報を含む設定情報とを送信するステップと
、
　 少なくとも一つの制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）を使用する前記ＥＰＤＣＣＨを
通して、基地局の少なくとも一つのアンテナポートを使用してダウンリンク制御情報（Ｄ
ＣＩ）をユーザ端末（ＵＥ）に送信するステップと、
　 前記ＥＰＤＣＣＨの前記伝送タイプが分散された(distributed)伝送である場合、前記
少なくとも一つのＣＣＥのうちの最初のＣＣＥと、前記ＤＣＩ内の情報と、前記シグナリ
ング情報内の前記第１のリソースオフセットに基づいて物理アップリンク制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ）のリソースを決定するステップと、
　 前記決定されたリソースを通してハイブリッド自動反復要求肯定応答（ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ）信号を前記ＵＥから受信するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　 前記ＤＣＩ内の情報は、前記ＰＵＣＣＨのリソースを決定するために使用される２ビ
ットの第２のリソースオフセットであることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　 前記ＥＰＤＣＣＨの前記伝送タイプが分散された伝送である場合、前記ＰＵＣＣＨの
リソースのインデックスは、前記最初のＣＣＥから決定される第１のパラメータと、前記
ＤＣＩから決定される第２のパラメータと、前記第１のリソースオフセットによって設定
される第３のパラメータとの和として決定されることを特徴とする請求項１１に記載の方
法。
【請求項１４】
　 前記ＥＰＤＣＣＨの伝送タイプが局所的(localized)伝送である場合、前記少なくとも
一つのＣＣＥのうちの前記最初のＣＣＥと、前記少なくとも一つのアンテナポートと、前
記ＤＣＩ内の情報と、前記シグナリング情報内の前記第１のリソースオフセットに基づい
て前記ＰＵＣＣＨのリソースを決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１
１に記載の方法。
【請求項１５】
　 前記ＥＤＰＣＣＨの前記伝送タイプが局所的伝送である場合、前記ＰＵＣＣＨのリソ
ースのインデックスは、前記最初のＣＣＥから決定される第１のパラメータと、前記少な
くとも一つのアンテナポートから決定される第２のパラメータと、前記ＤＣＩから決定さ
れる第３のパラメータと、前記第１のリソースオフセットによって設定される第４のパラ
メータとの和として決定されることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　 無線通信のための基地局の装置であって、
　 第１のリソースオフセットを含むシグナリング情報と拡張物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＥＰＤＣＣＨ）の伝送タイプに対する情報を含む設定情報とを送信し、少なくとも
一つの制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）を使用する前記ＥＰＤＣＣＨを通して、基地局
の少なくとも一つのアンテナポートを使用してダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）をユーザ
端末（ＵＥ）に送信する送信機と、
　 前記ＥＰＤＣＣＨの前記伝送タイプが分散された(distributed)伝送である場合、前記
少なくとも一つのＣＣＥのうちの最初のＣＣＥと、前記ＤＣＩ内の情報と、前記シグナリ
ング情報内の前記第１のリソースオフセットに基づいて物理アップリンク制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ）のリソースを決定するプロセッサと、
　 前記決定されたリソースを通してハイブリッド自動反復要求肯定応答（ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ）信号を前記ＵＥから受信する受信機とを含むことを特徴とする装置。
【請求項１７】
　 前記ＤＣＩ内の情報は、前記ＰＵＣＣＨのリソースを決定するために使用される２ビ
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ットの第２のリソースオフセットであることを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　 前記ＥＰＤＣＣＨの前記伝送タイプが分散された伝送である場合、前記ＰＵＣＣＨの
リソースのインデックスは、前記最初のＣＣＥから決定される第１のパラメータと、前記
ＤＣＩから決定される第２のパラメータと、前記第１のリソースオフセットによって設定
される第３のパラメータとの和として決定されることを特徴とする請求項１６に記載の装
置。
【請求項１９】
　 前記ＥＰＤＣＣＨの伝送タイプが局所的(localized)伝送である場合、前記プロセッサ
は、前記少なくとも一つのＣＣＥのうちの前記最初のＣＣＥと、前記少なくとも一つのア
ンテナポートと、前記ＤＣＩ内の情報と、前記シグナリング情報内の前記第１のリソース
オフセットに基づいて前記ＰＵＣＣＨのリソースを決定することを特徴とする請求項１６
に記載の装置。
【請求項２０】
　 前記ＥＤＰＣＣＨの前記伝送タイプが局所的伝送である場合、前記ＰＵＣＣＨのリソ
ースのインデックスは、前記最初のＣＣＥから決定される第１のパラメータと、前記少な
くとも一つのアンテナポートから決定される第２のパラメータと、前記ＤＣＩから決定さ
れる第３のパラメータと、前記第１のリソースオフセットによって設定される第４のパラ
メータとの和として決定されることを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、より詳しくは、肯定応答（ACKnowledgements:Ａ
ＣＫ）信号の送信及び受信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムは、例えば、基地局（Base Station:ＢＳ）、又はＮｏｄｅＢのような送
信ポイント（point）からの送信信号を、ユーザ端末（User Equipment:UE）に伝達するダ
ウンリンク（DownLink:ＤＬ）を含む。前記通信システムは、また、ＵＥから、例えば、
ＢＳ又はＮｏｄｅＢのような受信ポイントに送信信号を伝達するアップリンク（UpLink:
ＵＬ）を含む。さらに、一般に端末又は移動局とも呼ばれるＵＥは、固定的であっても、
又は移動的であってもよく、携帯電話と、パーソナルコンピュータデバイス（personal c
omputer device）などとして実現されてもよい。ＮｏｄｅＢは、一般に、固定局であり、
またアクセスポイント（access point）又はこれに同等の他の用語と称されてもよい。
【０００３】
　ＤＬ信号は、情報コンテンツを運搬するデータ信号と、ＤＬ制御情報（DL　Control In
formation:ＤＣＩ）を運搬する制御信号と、パイロット信号（pilot signal）とも知られ
ている基準信号（Reference Signal:ＲＳ）とからなっている。ＮｏｄｅＢは、データ情
報又はＤＣＩを、それぞれ物理ＤＬ共有チャネル（Physical DL　Shared Channel:ＰＤＳ
ＣＨ）又は物理ＤＬ制御チャネル（Physical DL　Control Channel:ＰＤＣＣＨ）を介し
て送信する。
【０００４】
　さらに、ＵＬ信号は、データ信号、制御信号及びＲＳからなっている。ＵＥは、データ
情報又はＵＬ制御情報（UL　Control Information:ＵＣＩ）を、それぞれ物理アップリン
ク共有チャネル（Physical Uplink Shared Channel:ＰＵＳＣＨ）又は物理アップリンク
制御チャネル（Physical Uplink Control Channel:ＰＵＣＣＨ）を介してＮｏｄｅＢに送
信する。
【０００５】
　ＮｏｄｅＢは、ＵＥ－共通ＲＳ（Common RS:ＣＲＳ）と、チャネル状態情報ＲＳ（Chan
nel State Information RS:ＣＳＩ－ＲＳ）と、復調ＲＳ（DeModulation RS:ＤＭＲＳ）
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とを含む多重タイプのＲＳのうちの一つ以上を送信する。ＣＲＳは、実質的に全ＤＬシス
テムの帯域幅（BandWidth:ＢＷ）を介して送信され、データ又は制御信号を復調するため
に、又は測定を行うために、全てのＵＥにより用いられることができる。ＵＥは、ＣＲＳ
が前記ＮｏｄｅＢから送信される放送チャネルを介して送信されるＮｏｄｅＢアンテナポ
ート（antenna port）の個数を決めることができる。ＣＲＳと関連付けのオーバーヘッド
（overhead）を減少するために、ＮｏｄｅＢは、ＵＥが測定を行うようにＣＲＳの時間及
び／又は周波数ドメインにおける密度より小さい前記時間及び/又は周波数ドメインにお
ける密度を用いて、ＣＳＩ－ＲＳを送信してもよい。ＵＥは、前記ＮｏｄｅＢからの上位
階層シグナリング（higher layer signaling）を介して、ＣＳＩ－ＲＳ送信パラメータを
決定することができる。ＤＭＲＳは、各ＰＤＳＣＨのＢＷでのみ送信され、ＵＥは、該Ｐ
ＤＳＣＨに含まれている情報を復調するために、前記ＤＭＲＳを用いることができる。
【０００６】
　ＵＥへのＰＤＳＣＨ送信、又はＵＥからのＰＵＳＣＨ送信は、動的スケジューリング（
dynamic scheduling）又は準固定スケジューリング（Semi-Persistent Scheduling:ＳＰ
Ｓ）に応じて存在してもよい。動的スケジューリングにおいて、ＮｏｄｅＢは、各ＰＤＣ
ＣＨを介して、ＤＣＩフォーマットをＵＥに伝達する。ＤＣＩフォーマットのコンテンツ
、及び結果的に、そのサイズは、ＵＥが各ＰＤＳＣＨ受信、又はＰＵＳＣＨ送信のために
設定される送信モード（Transmission Mode:ＴＭ）に基づいている。ＳＰＳにおいて、Ｐ
ＤＳＣＨ送信又はＰＵＳＣＨ送信は、例えば、無線リソース制御（Radio Resource Contr
ol:ＲＲＣ）シグナリングのような上位階層シグナリングを介して、ＮｏｄｅＢによりＵ
Ｅに構成される。前記送信は、前記上位階層シグナリングにより知られているように、予
め定められた時間インスタント（time instance）で、予め定められたパラメータを用い
て起こる。
【０００７】
　図１は、ＤＬ送信時間間隔（Transmission Time Interval:ＴＴＩ）の構造を示してい
るダイアグラムである。
【０００８】
　図１を参照すると、ＤＬ　ＴＴＩは、データ情報、ＤＣＩ、又はＲＳを送信するための
２個のスロット（slot）１２０と、
【０００９】
【数１】

【００１０】
とを含む１個のサブフレーム１１０を含む。直交周波数分割多重化（Orthogonal Frequen
cy Division Multiplexing:ＯＦＤＭ）は、ＤＬ信号送信のために仮定され、ＯＦＤＭシ
ンボルは、サイクリックプレフィックス（Cyclic Prefix:ＣＰ）を含む。
【００１１】

【数２】

【００１２】
　送信ＢＷは、リソースブロック（Resource Block:ＲＢ）と称される周波数リソースユ
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ニット（frequency resource unit）から構成される。各ＲＢは、
【００１３】
【数３】

【００１４】
又はリソースエレメント（Resource Element:ＲＥ）を含む。前記周波数ドメインにおけ
る１個のＲＢ、及び時間ドメインにおける１個のサブフレームのユニットが、物理リソー
スブロック（Physical Resource Block:ＰＲＢ）と称される。
【００１５】

【数４】

【００１６】
　一部のシンボルにおいて、一部のＲＥは、ＵＥにおける情報信号のチャネル推定及びコ
ヒーレント（coherent）復調を有効にするＣＲＳ（又はＤＭＲＳ）を含む（１５０）。
【００１７】
　追加の制御チャネルが、ＤＬ制御領域に送信されてもよい。例えば、ＰＵＳＣＨにおけ
るデータ送信のためのハイブリッド自動反復要求（Hybrid Automatic Repeat reQuest:Ｈ
ＡＲＱ）プロセスを用いると仮定する場合、ＮｏｄｅＢは、物理ハイブリッド－ＨＡＲＱ
インディケータチャネル（Physical Hybrid-HARQ Indicator Channel:ＰＨＩＣＨ）でＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信して、ＵＥに該ＵＥのＰＵＳＣＨにおける各データトランスポ
ートブロック（Transport Block:ＴＢ）の先送信が正確に検出されたか（即ち、ＡＣＫを
介して）、又は不正確に検出されたか（即ち、否定応答（Negative ACK:ＮＡＣＫ）を介
して）を指示してもよい。
【００１８】
　図２は、ＮｏｄｅＢ送信機におけるＤＣＩフォーマットのエンコーディング（encoding
）プロセスを示すダイアグラムである。
【００１９】
　図２を参照すると、ＮｏｄｅＢは、各ＰＤＣＣＨにおいて各ＤＣＩフォーマットを別々
にコード化し、送信する。ＤＣＩフォーマットが目的とするＵＥのセル無線ネットワーク
臨時識別子（Cell Radio Network Temporary Identifier:Ｃ－ＲＮＴＩ）、又はＳＰＳ無
線ネットワーク臨時識別子（SPS Radio Network Temporary Identifier:ＳＰＳ－ＲＮＴ
Ｉ）は、特定のＤＣＩフォーマットが前記ＵＥを目的とすることを、前記ＵＥが識別でき
るように、ＤＣＩフォーマットコードワード（codeword）の巡回冗長検査（a Cyclic Red
undancy Check:ＣＲＣ）をマスク（mask）する。その他にも、ＤＣＩ－タイプＲＮＴＩは
、ＤＣＩフォーマットがＵＥ－共通情報を提供する場合、ＣＲＣをマスクしてもよい。Ｃ
ＲＣ演算ユニット２２０は、（非コード化）ＤＣＩフォーマットビット２１０のＣＲＣを
演算する。そして、前記ＣＲＣは、該ＣＲＣと、各ＲＮＴＩビットとの間の排他的ＯＲ（
exclusive OR:ＸＯＲ）動作２３０を用いてマスクされる（２４０）。前記ＸＯＲ動作２
３０は、ＸＯＲ（０、０）＝０、ＸＯＲ（０、１）＝１、ＸＯＲ（１、０）＝１、ＸＯＲ
（１、１）＝０として定義される。例えば、ＣＲＣ及びＲＮＴＩの両方は、１６ビットか
らなる。前記マスクされたＣＲＣビットは、ＣＲＣ付加ユニット２５０で、ＣＲＣ付加の
動作を用いてＤＣＩフォーマット情報ビットに追加される。チャネルコーディングは、チ
ャネルコーディングユニット２６０（例えば、畳み込みコード（convolutional code）を
使用）でチャネルコーディング動作を用いて行われる。レートマッチング動作は、レート
マッチングユニット２７０で割り当てられたリソースに対して行われる。インターリービ
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ング（interleaving）及び変調は、制御信号２９０の送信のためのインターリービング及
び変調ユニット２８０で実施される。
【００２０】
　図３は、ＵＥ受信機におけるＤＣＩフォーマットのデコーディング（decoding）プロセ
スを示すダイアグラムである。
【００２１】
　図３を参照すると、ＵＥ受信機は、受信された制御信号３１０を復調し、得られるビッ
トは、復調及びデインターリービング（de-interleaving）ユニット３２０においてデイ
ンターリーブされる。ＮｏｄｅＢ送信機で適用されたレートマッチングが、レートマッチ
ングユニット３３０を介して回復される。データは、続いてチャネルデコーダー（channe
l decoder）３４０でデコードされる。データをデコードした後、ＤＣＩフォーマット情
報ビット３６０は、ＣＲＣ抽出ユニット３５０でＣＲＣビットを抽出することにより獲得
される。前記ＣＲＣビットは、各ＵＥ ＲＮＴＩマスク３８０を用いて、ＸＯＲ動作３７
０を適用することによりデマスク（de-mask）される。ＵＥは、ＣＲＣテストユニット３
９０でＣＲＣテストを行う。前記ＣＲＣテストをパスする場合、ＵＥは、前記ＤＣＩフォ
ーマットが有効であるとみなし、信号受信又は信号送信のためのパラメータを決定する。
前記ＣＲＣテストがパスされない場合、ＵＥは、推定されたＤＣＩフォーマットを無視す
る。
【００２２】
　他のＵＥへのＰＤＣＣＨ送信を遮断するＵＥへのＰＤＣＣＨ送信を避けるために、ＤＬ
制御領域の時間－周波数ドメインにおいて、各ＰＤＣＣＨの位置は固有ではない。従って
、ＵＥは、ＤＬサブフレームにおいて、前記ＵＥ向けのＰＤＣＣＨがあるか否かを決定す
るために複数のデコーディング動作を行う必要がある。ＰＤＣＣＨを伝達するＲＥは、前
記論理ドメイン（logical domain）において、制御チャネルエレメント（Control Channe
l Element:ＣＣＥ）にグループ化される。図２において、一定数のＤＣＩフォーマットビ
ットの場合、各ＰＤＣＣＨに対するＣＣＥの個数は、チャネルコーディングレート（chan
nel coding rate）に基づいている（直交位相シフトキーイング（Quadrature Phase Shif
t Keying:ＱＰＳＫ）は、前記変調方式として仮定される）。ＮｏｄｅＢは、高いＤＬ信
号対干渉及び雑音比（Signal-to-Interference and Noise Ratio:ＳＩＮＲ）を経験する
ＵＥより低いＤＬ　ＳＩＮＲを経験するＵＥへＰＤＣＣＨを送信するために、より低いチ
ャネルコーディングレート（即ち、より多くのＣＣＥ）を用いてもよい。ＣＣＥアグリゲ
ーションレベルは、例えば
【００２３】
【数５】

【００２４】
を含んでもよい。
【００２５】
　ＰＤＣＣＨデコーディングプロセスにつき、ＵＥは、全てのＵＥに対するＣＣＥの共通
集合（即ち、共通探索空間（Common Search Space:ＣＳＳ））によって、かつＣＣＥのＵ
Ｅ－専用集合（即ち、ＵＥ－専用探索空間（ＵＥ-Dedicated Search Space: ＵＥ－ＤＳ
Ｓ））によって、前記論理ドメインにおいて前記ＣＣＥを復元した後、候補ＰＤＣＣＨの
探索空間を決定してもよい。ＣＳＳは、前記論理ドメインにおいて第１のＣ個のＣＣＥを
含んでもよい。ＵＥ－ＤＳＳは、例えば、前記サブフレーム番号、又は前記サブフレーム
におけるＣＣＥの総個数、及び前記ＲＮＴＩのようなＵＥ－特定のパラメータのような、
インプットとしてＵＥ－共通パラメータを有する擬似ランダム（pseudo-random）関数に
よって決められてもよい。例えば、
【００２６】
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【数６】

【００２７】
について、ＰＤＣＣＨ候補ｍに相応するＣＣＥが、数式１により提供される。
【００２８】

【数７】

【００２９】
　複数のＵＥに情報を伝達するＤＣＩフォーマットは、ＣＳＳで送信される。加えて、複
数のＵＥに情報を伝達するＤＣＩフォーマットの送信の後にも、十分なＣＣＥが残ってい
る場合、ＣＳＳは、またＤＬ　ＳＡ又はＵＬ　ＳＡについての一部のＵＥ－特定のＤＣＩ
フォーマットを伝達してもよい。ＵＥ-ＤＳＳは、専らＤＬ　ＳＡ又はＵＬ　ＳＡについ
てのＵＥ－特定のＤＣＩフォーマットを伝達する。例えば、ＵＥ－ＣＳＳは、１６個のＣ
ＣＥを含んでもよく、Ｌ＝８個のＣＣＥを有する２個のＤＣＩフォーマット、又はＬ＝４
個のＣＣＥを有する４個のＤＣＩフォーマット、又はＬ＝８個のＣＣＥを有する１個のＤ
ＣＩフォーマット及びＬ＝４個のＣＣＥを有する２個のＤＣＩフォーマットを支援しても
よい。ＣＳＳについての前記ＣＣＥは、まず前記論理ドメイン（インターリービングの前
）に配置される。
【００３０】
　図４は、各ＰＤＣＣＨにおけるＤＣＩフォーマットの送信プロセスを示すダイアグラム
である。
【００３１】
　図４を参照すると、エンコードされたＤＣＩフォーマットビットは、前記論理ドメイン
においてＰＤＣＣＨ　ＣＣＥにマッピングされる。第１の４個のＣＣＥ（Ｌ＝４）、ＣＣ
Ｅ１　４０１と、ＣＣＥ２　４０２と、ＣＣＥ３　４０３と、ＣＣＥ４　４０４とが、Ｕ
Ｅ１にＰＤＣＣＨを送信するために用いられる。次の２個のＣＣＥ（Ｌ＝２）、ＣＣＥ５
　４１１、及びＣＣＥ６　４１２は、ＵＥ２にＰＤＣＣＨを送信するために用いられる。
その次のＣＣＥ（Ｌ＝２）、ＣＣＥ７　４２１、及びＣＣＥ８　４２２は、ＵＥ３にＰＤ
ＣＣＨを送信するために用いられる。最終的に、最後のＣＣＥ（Ｌ＝１）、ＣＣＥ９　４
３１が、ＵＥ４にＰＤＣＣＨを送信するために用いられる。前記ＤＣＩフォーマットビッ
トは、ステップ４４０において、二進スクランブリングコード（binary scrambling code
）を用いて、スクランブルされてもよく、順次に、ステップ４５０で変調される。さらに
、各ＣＣＥは、リソースエレメントグループ（Resource Element Group:ＲＥＧ）に分割
される。例えば、３６個のＲＥから構成されるＣＣＥは、それぞれが４個のＲＥからなる
９個のＲＥＧに区分けられる。ステップ４６０において、インターリービングがＲＥＧ（
４個のＱＰＳＫシンボルのブロック）の間に適用される。例えば、ブロックインターリー
バ（block interleaver）が用いられてもよい。結果として生じる一連のＱＰＳＫシンボ
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ステップ４８０において、各ＱＰＳＫシンボルは、前記ＤＬサブフレームの制御領域でＲ
Ｅにマッピングされる。したがって、ＣＲＳ４９１及びＣＲＳ４９２と、ＰＣＦＩＣＨ４
９３及び該ＰＨＩＣＨのような他の制御チャネルの他に、ＰＤＣＣＨに含まれているＲＥ
は、ＵＥ1 ４９４、ＵＥ２ ４９５、ＵＥ３ ４９６、及びＵＥ４ ４９７についてのＤＣ
Ｉフォーマットに相応するＱＰＳＫシンボルを含む。
【００３２】
　ＵＥは、ＰＤＳＣＨと関連付けのＰＤＣＣＨの検出に応じて、ＰＵＣＣＨでＨＡＲＱ－
ＡＣＫ信号を送信してもよく、数式２に示されているように、各ＰＤＣＣＨの第１の
【００３３】
【数８】

【００３４】
から、各ＰＵＣＣＨリソースnPUCCHを非明示的に（implicitly）導き出してもよい。
【００３５】
【数９】

【００３６】
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【００３７】
　図５は、ＺＣシーケンスのＵＥ送信機を示すブロック図である。
【００３８】
　図５を参照すると、サブキャリアマッピングユニット（sub-carrier mapping unit）５
２０は、ＺＣシーケンスユニット５１０からのＺＣシーケンスをＲＥ選択ユニット５２５
により指示される割当送信ＢＷのＲＥにマッピングされる。順次に、ＩＦＦＴが、ＩＦＦ
Ｔユニット５３０により行われ、ＣＳがスクランブリングユニット（scrambling unit）
５５０を用いて、セル－特定のシーケンス（cell-specific sequence）でスクランブルさ
れた後の、ＣＳユニット５４０による出力に適用される。ＣＰは、ＣＰ挿入ユニット５６
０により挿入され、その結果として生じる信号は、時間ウィンドウユニット（time windo
wing unit）５７０によりフィルターされる。前記送信電力PPUCCHは、電力増幅器５８０
により適用され、ＺＣシーケンスが送信される（５９０）。変調のない場合、ＺＣシーケ
ンスは、ＲＳとしての機能をする。変調のある場合、ＺＣシーケンスはＨＡＲＱ－ＡＣＫ
信号としての機能をする。
【００３９】
　図１において、前記ＤＬ制御領域は、
【００４０】
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【数１１】

【００４１】
を用い、主に全体のＤＬ　ＢＷを介して制御信号を送信する。このような構成は、ＰＤＣ
ＣＨ容量を制限し、異なるＮｏｄｅＢからのＰＤＣＣＨ送信のうち、前記周波数ドメイン
において干渉協力（interference coordination）を達成することができない。前記周波
数ドメインにおいて拡張されたＰＤＣＣＨ容量又はＰＤＣＣＨ干渉協力が制御信号の送信
のために求められる幾つかの場合がある。そのような一つの場合は、複数のＰＤＣＣＨが
、複数のＵＥに同一のＰＤＳＣＨリソースをスケジュールし、拡張されたＰＤＣＣＨ容量
が求められるＰＤＳＣＨ送信についての空間多重化（spatial multiplexing）の使用であ
る。他の場合は、第１のセルにおけるＤＬ送信が、第２のセルにおけるＤＬ送信から強力
な干渉を経験し、前記周波数ドメインにおいて、前記二つのセル間の干渉協力が求められ
る異種ネットワーク（heterogeneous network）についてのものである。
【００４２】
　最大ＤＬ制御領域のサイズを、
【００４３】

【数１２】

【００４４】
より大きく直接拡張することは、少なくともレガシー（legacy）ＵＥを支援するための要
求事項により不可能であり、前記レガシーＵＥは、そのような拡張が認識できない。他の
方式は、個別的なＰＲＢを用いることにより、従来のＰＤＳＣＨ領域において、ＤＬ制御
シグナリングを支援することである。前記従来のＰＤＳＣＨ領域のＰＲＢで送信されたＰ
ＤＣＣＨは、拡張ＰＤＣＣＨ（Enhanced ＰＤＣＣＨ:ＥＰＤＣＣＨ）と称される。
【００４５】
　図６は、ＤＬサブフレームにおけるＥＰＤＣＣＨ送信を示すダイアグラムである。
【００４６】
　図６を参照すると、ＥＰＤＣＣＨ送信が従来のＤＬ制御チャネル６１０の直後に開始さ
れ、残りの全ＤＬサブフレームシンボルを介して送信されるとしても、ＥＰＤＣＣＨ送信
は、予め定められたサブフレームシンボルで代わりに始まってもよく、残りのＤＬサブフ
レームシンボルの一部に拡張されてもよい。ＥＰＤＣＣＨ送信は、４個のＰＲＢ６２０、
６３０、６４０、６５０で起こってもよく、その反面、残りのＰＲＢ６６０、６６２、６
６４、６６６、６６８は、ＰＤＳＣＨ送信について用いられてもよい。一定数のサブフレ
ームシンボルを通じたＥＰＤＣＣＨ送信は、ＰＲＢで有用なサブフレームシンボルの個数
より少ない個数のＲＥを必要とするため、複数のＥＰＤＣＣＨは、同一のＰＲＢで多重化
され得る。この多重化は、可能なドメイン（即ち、時間ドメイン、周波数ドメイン、又は
空間ドメイン）のうちのいずれの組み合わせにおいて存在することができ、さらにＰＤＣ
ＣＨと類似の方式で、ＥＰＤＣＣＨは、少なくとも一つの拡張ＣＣＥ（Enhanced ＣＣＥ:
ＥＣＣＥ）を含む。類似の拡張がＰＣＦＩＣＨ送信（ＥＰＣＦＩＣＨ）又はＰＨＩＣＨ送
信（ＥＰＨＩＣＨ）に適用されてもよい。
【００４７】
　ＵＥには、上位階層シグナリングにより、例えば、ＥＰＤＣＣＨ、又はＥＰＣＦＩＣＨ
、又はＥＰＨＩＣＨを含むことができる拡張ＣＣＨ（Enhanced ＣＣＨ:ＥＣＣＨ）の潜在
的な送信のためのＰＲＢが構成されることができる。ＮｏｄｅＢが、前記ＵＥに対して正
確なＤＬチャネル情報を有し、周波数ドメインスケジューリング（Frequency Domain Sch
eduling:ＦＤＳ）又はビームフォーミング（beam-forming）を行うことができる場合、多
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数のＤＬサブフレームシンボルを通じたＵＥへのＥＣＣＨ送信は、単一のＰＲＢに存在し
てもよく、又は正確なＤＬチャネル情報が有用ではない場合、又はＥＣＣＨが複数のＵＥ
を目的とする場合、前記多数のＤＬサブフレームシンボルを通じたＵＥへのＥＣＣＨ送信
は、複数のＰＲＢに存在してもよい。単一のＰＲＢを通じたＥＣＣＨ送信は、「局所的（
localized）」又は「インターリーブされていない（non-interleaved）」のように称され
る。複数のＰＲＢを通じたＥＣＣＨ送信は、「分散された（distributed）」又は「イン
ターリーブされた（interleaved）」のように称される。
【００４８】
　ＥＰＤＣＣＨ候補の探索空間についての正確な設計は、本発明の実施形態には重要では
なく、ＰＤＣＣＨ候補の探索空間の設計と同様な原則に従うと仮定されてもよい。従って
、可能なＥＣＣＥアグリゲーションレベル（aggregation level）LEのための多数のＥＰ
ＤＣＣＨ候補が存在することができ、ここで、例えば、
【００４９】
【数１３】

【００５０】
は、局所的なＥＰＤＣＣＨの場合であり、
【００５１】
【数１４】

【００５２】
は、分散されたＥＰＤＣＣＨの場合である。ＵＥは、各ＣＣＥアグリゲーションレベルの
ＣＰＤＣＣＨ候補を決定するために前述した機能と類似した、予め定められた機能に応じ
て探索空間で、各ＥＣＣＥアグリゲーションレベルのＥＰＤＣＣＨ候補を決定する。
【００５３】
　図７は、局所的なＥＰＤＣＣＨ送信のためのＥＣＣＥの割当を示すダイアグラムである
。
【００５４】
　図７を参照すると、前記ＥＣＣＥの分割が、前記周波数ドメインに存在し、ＰＲＢは４
個のＥＣＣＥ７１０、７２０、７３０、７４０を含み、ＵＥへのＥＰＤＣＣＨ送信は、１
個のＥＣＣＥ、又は２個のＥＣＣＥ、又は４個のＥＣＣＥから構成されてもよい。コード
分割多重化（Code Division Multiplexing:ＣＤＭ）及び周波数分割多重化（Frequency D
ivision Multiplexing:ＦＤＭ）を用いる４個の直交ＤＭＲＳアンテナポートがある。Ｄ
ＭＲＳポート1 ７５０及びＤＭＲＳポート２　７６０は、同一のＲＥを占有し、２個の連
続したサブフレームシンボルを通じて、各々直交カーバリングコード（Orthogonal Cover
ing Code:ＯＣＣ）{１、１}及びＯＣＣ{１、－１}の使用によって分離される。最初の２
個のＤＭＲＳポートと異なるＲＥを占有するＤＭＲＳポート３　７７０及びＤＭＲＳポー
ト４　７８０についても同様に適用される。また、各アンテナポートからのＤＭＲＳ送信
は、スクランブリングシーケンスを用いてスクランブルされてもよい。局所的なＥＰＤＣ
ＣＨの場合、ＵＥには、例えば、該ＵＥの識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）又は前記サブフレーム
の番号に基づいて、固有のＤＭＲＳポートが割り当てられ、又はＵＥについての前記ＤＭ
ＲＳアンテナポートは、またＥＣＣＥ番号又はＥＰＤＣＣＨ候補に基づいてもよい。ＥＰ
ＤＣＣＨ送信は、例えば、レガシーＣＣＨ７９０後の最初のサブフレームシンボルで始ま
ると仮定し、もし存在すると、残りのサブフレームシンボルに拡大されると仮定する。
【００５５】
　ＥＰＤＣＣＨ送信のスペクトル効率性を改善するために、従って関連されるオーバーヘ
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ッドを減少し、ＤＬ処理量を増加するために、異なるＵＥへのＥＰＤＣＣＨは、空間多重
化を用いて送信されてもよい。これは、前記ＮｏｄｅＢが異なるプレコーディング（prec
oding）を、各ＥＰＤＣＣＨ送信に適用することにより、複数のＵＥ各々への複数のＥＰ
ＤＣＣＨ送信のために、同一のリソースを機会的に用いることにより、有効（enable）と
され、各ＥＰＤＣＣＨ送信は、残りのＥＰＤＣＣＨ送信に対して、実質的に直交するよう
になり、従って前記相互干渉を実質的に抑制するようにする。空間多重化を有効とする場
合、各チャネルの推定が正確に獲得することができ、前記残りのＥＰＤＣＣＨ送信に対す
る直交予測（projection）ができるように、各ＵＥに直交ＤＭＲＳを提供することが必須
的である。このような方式で、かつ各ＥＰＤＣＣＨにより伝達されるＤＲＭＳが、各デー
タと同一のプレコーディングを有するので、前記空間多重化の使用は、ＵＥに対してトラ
ンスペアレント（transparent）である。
【００５６】
　図８は、同一のＥＣＣＥを用いて空間多重化を介した２個のＥＰＤＣＣＨの送信を示す
ダイアグラムである。
【００５７】
　図８を参照すると、ＤＭＲＳポート１　８１０と関連づけの第１のＥＰＤＣＣＨ送信、
及びＤＭＲＳポート２　８２０と関連付けの第２のＥＰＤＣＣＨ送信は、同一のＥＣＣＥ
＃０及びＥＣＣＥ＃１　８３０に該当するＲＥで多重化される。ＤＭＲＳポート３　８６
０及びＤＭＲＳポート４　８７０は存在しても、又は存在しなくてもよい。前記ＤＭＲＳ
ポート３　８６０及びＤＭＲＳポート４　８７０が存在していない場合、各ＲＥは、ＥＰ
ＤＣＣＨ送信に用いられてもよい（又は空いている状態でもよい）。また、空間的に多重
化されたＥＰＤＣＣＨ送信が、同一個数のＥＣＣＥを介して送信されると示されていたと
しても、前記空間的に多重化されたＥＰＤＣＣＨ送信は、代わりに、異なる個数のＥＣＣ
Ｅを介して送信されてもよく、部分的にオーバーラップ（overlap）されてもよい。前記
ＤＭＲＳと類似に、ＤＣＩフォーマットに含まれている制御情報は、スクランブリングシ
ーケンスによりスクランブルされることができる。
【００５８】
　各ＵＥについてのＰＤＳＣＨと関連付けのＥＰＤＣＣＨの送信に空間多重化を使用する
ことにより、従来のＰＵＣＣＨリソースの決定の下で、各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信に対
して、ＰＵＣＣＨリソースの衝突が発生される。
【００５９】
【数１５】

【００６０】
　前述のＰＵＣＣＨリソースの衝突問題は、ＵＥにＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのア
ンテナ送信ダイバーシティ（antenna transmission diversity）が構成され、各アンテナ
に対して異なるＰＵＣＣＨリソースが要求される場合にさらに悪化される。２個のアンテ
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ナについて、従来の方法は、単一のアンテナの場合のように、第１のアンテナについての
【００６１】
【数１６】

【００６２】
を獲得するものであり、第２のアンテナについては、
【００６３】

【数１７】

【００６４】
を獲得するものである。ＰＲＢ別に４個のＥＣＣＥのような、ＰＲＢについて制限された
ＥＣＣＥの個数により、送信機アンテナダイバーシティについての前記ＰＵＣＣＨリソー
スの衝突問題は、ＥＰＤＣＣＨ送信のための空間多重化の使用とは関係なく存在する。
【００６５】
　空間多重化がＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられるか、又は送信機アンテナダイバーシ
ティが、ＰＤＳＣＨと関連付けのＥＰＤＣＣＨ検出に応じてＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信の
ために用いられるかの可否とは関係なく、各ＰＵＣＣＨリソースのチャネル化（channeli
zation）が定義される必要がある。ＥＰＤＣＣＨの検出に対応する、そしてＰＤＣＣＨの
検出に対応するこれらのＰＵＣＣＨリソースは、共有又は分離されることができる。さら
に、分散されたＥＰＤＣＣＨの検出に対応する、そして局所的なＥＰＤＣＣＨの検出に対
応するこれらのＰＵＣＣＨリソースもまた、共有又は分離されることができる。一般に、
前記スケジューリングが、ＰＤＣＣＨのみにより、又はＥＰＤＣＣＨのみにより行われる
か、又は両方により行われるかの可否とは関係なく、サブフレーム別のＰＤＳＣＨの個数
が顕著に異なっていないため、分離されたＰＵＣＣＨリソースは、ＵＬオーバーヘッドを
増加させる。
【００６６】

【数１８】

【００６７】
　ａ）
【００６８】
【数１９】

【００６９】
は、異なるＰＵＣＣＨリソースが、常にＰＤＣＣＨ検出及びＥＰＤＣＣＨ検出にそれぞれ
相応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のために用いられるようにする。
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【００７０】
　ｂ）ＵＥは、ＰＣＦＩＣＨをデコードし、ＰＤＣＣＨ　ＣＣＥの総数を決定する（レガ
シーＤＬ制御領域の送信に用いられるＤＬサブフレームシンボルの個数を決め、ＣＲＳ 
ＲＥ及びＰＨＩＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ ＲＥの個数を知ることにより）。ＥＰＤＣＣＨ検出
に相応するＰＵＣＣＨリソースは、ＰＤＣＣＨ検出に相応するＰＵＣＣＨリソースの次に
連続して番号付けられることができる。
【００７１】
　c）ＰＵＣＣＨリソースの共有された集合が用いられ、前記ＮｏｄｅＢのスケジューラ
は、各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信が、同一のＰＵＣＣＨリソースを用いないように、ＰＤ
ＣＣＨ送信の場合、第１のＣＣＥを用いること、又はＥＰＤＣＣＨ送信の場合、第１のＥ
ＣＣＥを用いることが制限される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００７２】
　最初の二つのアプローチ方式は、サブフレーム別のＰＤＳＣＨの平均個数が、ＰＤＣＣ
Ｈ及びＥＰＤＣＣＨの両方を用いる場合に比べて、より大きくないことがあっても、ＰＤ
ＳＣＨをスケジュールするために、ＰＤＣＣＨのみを用いる場合に比べて、ＰＵＣＣＨオ
ーバーヘッドを増加させる。前記第１のアプローチ方式は、ＵＥがＰＣＦＩＣＨをリード
（read）していない場合のように、ＰＵＣＣＨオーバーヘッドでより大きな増加を招き、
ＰＤＣＣＨ送信について、最も大きな個数のＣＣＥを仮定する必要があり得る。第３のア
プローチ方式は、ＰＵＣＣＨオーバーヘッドの増加を避けるものの、実際には実現可能で
ない前記スケジューラ動作に対して大幅な制限をおいてもよい。
【００７３】
　したがって、前記関連付けのオーバーヘッドを最小化し、また複数のＨＡＲＱ－ＡＣＫ
信号送信について同一のＰＵＣＣＨリソースの使用を避けながら、ＰＤＣＣＨと、分散さ
れたＥＰＤＣＣＨと、各ＰＤＳＣＨと関連付けの局所的なＥＰＤＣＣＨの検出に応じて、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソースを定義する必要がある。
【００７４】
　さらに、各ＰＤＳＣＨに関連付けの、同一の第１のＥＣＣＥを共有する各ＥＰＤＣＣＨ
の検出に応じて、異なるＵＥからのＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のために、異なるＰＵＣＣ
Ｈリソースを割り当てる必要がある。
【００７５】
　また、ＰＤＳＣＨと関連付けのＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号の送
信のためのアンテナダイバーシティを有効とする必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００７６】
　本発明は、少なくとも上記において言及した問題、及び／又は不利点を解消するために
なされたものであり、少なくとも以下に説明する利点を提供する。したがって、本発明の
一態様は、ＵＥがＰＵＣＣＨのリソースでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信し、基地局（Ｎｏ
ｄｅＢ）がＰＵＣＣＨのリソースでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を受信する方法及び装置を提供
する。
【００７７】
　本発明の一実施形態によれば、ＴＴＩにおいて基地局から送信されるＰＤＣＣＨの検出
に応じて、ＰＵＣＣＨリソースでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信する方法、及びＵＥ装置が
提供される。ＵＥは、多数のＣＣＥを介してＰＤＣＣＨを検出する。前記ＰＤＣＣＨは、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースオフセット（HARQ‐ACK　PUCCH Resource Offset
:ＨＰＲＯ）情報フィールドを含むＤＣＩフォーマットを伝達する。
【００７８】
　ＵＥは、ＰＵＣＣＨリソースnPUCCHを、
【００７９】
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【数２０】

【００８０】
のように決め、ここで、nECCEは、ＰＤＣＣＨに含まれているＤＣＩフォーマットのため
に用いられる第１のＣＣＥであり、f(HPRO)は、ＨＰＲＯ情報フィールドに基づいた整数
を提供するマッピング関数（mapping function）であり、
【００８１】

【数２１】

【００８２】
は、上位階層シグナリングを介して、基地局からＵＥに割当てられたオフセットである。
前記ＵＥは、決められたＰＵＣＣＨリソースでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信する。前記Ｎ
ｏｄｅＢは、決められたＰＵＣＣＨリソースでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を受信する。
【００８３】
　本発明の他の実施形態によれば、ＴＴＩにおけるＰＤＣＣＨの検出に応じて、ＵＥから
送信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を、ＰＵＣＣＨで受信する方法及び基地局（ＮｏｄｅＢ
）装置が提供される。ＮｏｄｅＢは、複数のＣＣＥを介してＰＤＣＣＨを送信する。ＰＤ
ＣＣＨは、ＨＰＲＯ情報フィールドを含むＤＣＩフォーマットを伝達する。
【００８４】

【数２２】

【００８５】
　本発明のまた他の実施形態によれば、ＴＴＩにおける基地局から送信される第１のＰＤ
ＣＣＨ又は第２のＰＤＣＣＨの検出に応じて、ＰＵＣＣＨでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信
する方法及びＵＥ装置が提供される。前記ＵＥは、第１タイプの第１のＣＣＥの第１番を
介して、第１のＰＤＣＣＨを検出するか、又は第２タイプの第２番のＣＣＥを介して、第
２のＰＤＣＣＨを検出する。第１のＰＤＣＣＨは、情報フィールドを含む第１のＤＣＩフ
ォーマットを伝達する。第２のＰＤＣＣＨは、第１のＤＣＩフォーマットの全ての情報フ
ィールドを含み、さらにＨＰＲＯ情報フィールドを含む第２のＤＣＩフォーマットを伝達
する。
【００８６】
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【数２３】

【００８７】
　前記ＵＥは、決められた第１又は第２のＰＵＣＣＨリソースにおいて前記ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ信号を送信する。
【００８８】
　本発明のまた他の実施形態によれば、ＴＴＩにおける第１のＰＤＣＣＨ又は第２のＰＤ
ＣＣＨの検出に応じて、ＵＥから送信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を、ＰＵＣＣＨで受信
する方法及び基地局（ＮｏｄｅＢ）装置が提供される。前記ＮｏｄｅＢは、第１タイプの
第１のＣＣＥの第１番を介して、第１のＰＤＣＣＨを送信するか、又は第２タイプの第２
番のＣＣＥを介して、第２のＰＤＣＣＨを送信する。第１のＰＤＣＣＨは、情報フィール
ドを含む第１のＤＣＩフォーマットを伝達する。第２のＰＤＣＣＨは、第１のＤＣＩフォ
ーマットの全ての情報フィールドを含み、さらにＨＰＲＯ情報フィールドを含む第２のＤ
ＣＩフォーマットを伝達する。前記ＮｏｄｅＢは、該ＮｏｄｅＢが第１のＰＤＣＣＨを送
信する場合、第１のＰＵＣＣＨリソースnPUCCHを、nPUCCH=nCCE+NPUCCHのように決め、こ
こで、nCCEは、第１のＰＤＣＣＨに含まれている第１のＤＣＩフォーマットに用いられる
第１のＣＣＥであり、NPUCCHは、第１のオフセットである。
【００８９】
【数２４】

【００９０】
　本発明のまた他の実施形態によれば、基地局から送信される第１のＰＤＣＣＨ又は第２
のＰＤＣＣＨの検出に応じて、ＰＵＣＣＨでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信する方法及びＵ
Ｅ装置が提供される。前記ＵＥは、前記基地局から第１のＰＤＣＣＨの受信のためのＰＲ
Ｂの第１集合を割り当て、第２のＰＤＣＣＨの受信のためのＰＲＢの第２集合を割り当て
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る上位階層シグナリングを受信する。ＰＲＢは、ＴＴＩの間、複数の隣接する周波数ＲＥ
を含む。第１のＰＤＣＣＨの受信は、ＰＲＢの第１集合に含まれている単一のＰＲＢにお
いて局所的となり、第２のＰＤＣＣＨの受信は、ＰＲＢの第２集合に含まれている複数の
ＰＲＢを介して分散される。前記ＵＥは、多数の各ＣＣＥを介して第１のＰＤＣＣＨ又は
第２のＰＤＣＣＨを検出する。第１のＰＤＣＣＨ又は第２のＰＤＣＣＨは、ＨＰＲＯ情報
フィールドを含むＤＣＩフォーマットを伝達し、前記ＵＥは、単一のＰＲＢの各ＲＥで受
信されるＤＭＲＳから獲得されるチャネルの推定を用いて、そして基地局アンテナポート
番号（antenna port number）NDMRSに相応して単一のＰＲＢで第１のＰＤＣＣＨを検出す
る。前記ＵＥは、前記ＵＥが第１のＰＤＣＣＨを検出する場合、第１のＣＣＥのインデッ
クス（index）と、NDMRSと、ＨＰＲＯ情報フィールドと、前記上位階層シグナリングを介
して、前記基地局から前記ＵＥに割当てられた第１のオフセットの関数として第１のＰＵ
ＣＣＨリソースを決定する。前記ＵＥは、該ＵＥが前記第２のＰＤＣＣＨを検出する場合
、第１のＣＣＥのインデックスと、ＨＰＲＯ情報フィールドと、上位階層シグナリングと
を介して、前記基地局から前記ＵＥに割当てられた第２のオフセットの関数として第２の
ＰＵＣＣＨリソースを決定する。前記ＵＥは、決められた第１又は第２のＰＵＣＣＨリソ
ースにおいてＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信する。
【００９１】
　本発明のまた他の実施形態によれば、第１のＰＤＣＣＨ又は第２のＰＤＣＣＨの検出に
応じて、ＵＥから送信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号をＰＵＣＣＨで受信する方法及び基地
局（ＮｏｄｅＢ）装置が提供される。前記ＮｏｄｅＢは、上位階層シグナリングを介して
、ＵＥに第１のＰＤＣＣＨの送信のためのＰＲＢの第１集合と、第２のＰＤＣＣＨの送信
のためのＰＲＢの第２集合を割り当てる。ＰＲＢは、送信ＴＴＩの間、複数の隣接する周
波数ＲＥを含む。第１のＰＤＣＣＨの受信は、ＰＲＢの第１集合に含まれている単一のＰ
ＲＢで局所的となり、第２のＰＤＣＣＨの受信は、ＰＲＢの第２集合に含まれている複数
のＰＲＢに分散される。前記ＮｏｄｅＢは、複数の各ＣＣＥを介して、第１のＰＤＣＣＨ
又は第２のＰＤＣＣＨを送信する。第１のＰＤＣＣＨ又は第２のＰＤＣＣＨは、ＨＰＲＯ
情報フィールドを含むＤＣＩフォーマットを伝達する。前記ＮｏｄｅＢは、ＮｏｄｅＢア
ンテナポート番号NDMRSから単一のＰＲＢの各ＲＥにおいてＤＭＲＳを送信し、前記ＤＭ
ＲＳは、第１のＰＤＣＣＨと関連付けられる。前記ＮｏｄｅＢは、前記ＮｏｄｅＢが第１
のＰＤＣＣＨを送信する場合、第１のＣＣＥのインデックスと、NDMRSと、ＨＰＲＯ情報
フィールドと、第１のオフセットの関数として第１のＰＵＣＣＨリソースを決定する。前
記ＮｏｄｅＢは、該ＮｏｄｅＢが第２のＰＤＣＣＨを送信する場合、第１のＣＣＥのイン
デックスと、ＨＰＲＯ情報フィールドと、第２のオフセットの関数として第２のＰＵＣＣ
Ｈリソースを決定する。前記ＮｏｄｅＢは、決められた第１又は第２のＰＵＣＣＨリソー
スでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を受信する。
【００９２】
　本発明の上記及び他の態様、特徴、及び長所は、添付の図面と共に、以下の詳細な説明
から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】ＤＬ　ＴＴＩの構造を示すダイアグラムである。
【図２】ＮｏｄｅＢ送信機におけるＤＣＩフォーマットのエンコーディング（encoding）
プロセスを示すダイアグラムである。
【図３】ＵＥ受信機におけるＤＣＩフォーマットのデコーディング（decoding）プロセス
を示すダイアグラムである。
【図４】各ＰＤＣＣＨにおけるＤＣＩフォーマットの送信プロセスを示すダイアグラムで
ある。
【図５】ＺＣシーケンスのためのＵＥ送信機を示すブロック図である。
【図６】ＤＬサブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨ送信を示すダイアグラムである。
【図７】局所的なＥＰＤＣＣＨ送信のためのＥＣＣＥの割当を示すダイアグラムである。
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【図８】同一のＥＣＣＥを用いて、空間多重化（spatial multiplexing）を介した２個の
ＥＰＤＣＣＨの送信を示すダイアグラムである。
【図９】ＵＥによる局所的なＥＰＤＣＣＨ検出に応じた、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信の非明示
的なＰＵＣＣＨリソースの決定を示すダイアグラムである。
【図１０】本発明の一実施形態による、ＵＥが各ＰＤＣＣＨ、分散されたＥＰＤＣＣＨ、
又は局所的なＥＰＤＣＣＨの検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号の送信のためのＰＵＣ
ＣＨリソースを決めるプロセスを示すダイアグラムである。
【図１１】本発明の一実施形態による、サブフレームにおいて分散されたＥＰＤＣＣＨ送
信および局所的なＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられるＰＲＢを指示するＥＰＣＦＩＣＨ
の使用を示すダイアグラムである。
【図１２】本発明の一実施形態による、ＵＥの場合に、ＥＰＣＦＩＣＨの検出値に基づき
、サブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨ送信用に構成されたＰＲＢが、ＥＰＤＣＣＨ送信
のために用いられるか、又はＰＤＳＣＨ送信のために用いられるかを決めるプロセスを示
すダイアグラムである。
【図１３】本発明の一実施形態による、ＥＰＤＣＣＨ検出に応じた、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信
号送信のためのＰＵＣＣＨリソースの決定を示すダイアグラムである。
【図１４】本発明の一実施形態による、異なるＤＭＲＳアンテナポートと関連付けのＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ送信のＰＵＣＣＨリソースを決めるための異なるオフセットの割当を示すダ
イアグラムである。
【図１５】本発明の一実施形態による、ＥＰＤＣＣＨの各検出に応じて、異なるＵＥから
のＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソースを分離するＨＰＲＯの使用を示
すダイアグラムである。
【図１６】本発明の一実施形態による、ＥＰＤＣＣＨ送信が局所的となるか、又は分散さ
れるかに基づき、ＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信するためのア
ンテナダイバーシティ（antenna diversity）の適応的使用を示すダイアグラムである。
【図１７】本発明の一実施形態による、各々の検出されたＥＰＤＣＣＨが、１個のＥＣＣ
Ｅ又は複数個のＥＣＣＥを用いて送信されたかの可否に基づいて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号
のための送信機アンテナダイバーシティの適応的使用を示すダイアグラムである。
【図１８】本発明の一実施形態による、ＵＥがＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ信号送信のためのリソースを決める適応的機能性を示すダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００９４】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の実施態様について詳細に説明する。同一又は類
似の構成要素には、これらの構成要素がその他の図面に示されていても、同一の又は類似
の参照番号を付けてもよい。また、以下の詳細な説明において示される様々な特定の定義
は、専ら本発明の一般的な理解を助けるために提供されるだけであって、そのような定義
を使用せず、本発明が実現できることは、当該技術分野における技術者には明らかである
。当該技術分野における公知の構成、又はプロセスの具体的な説明は、本発明の内容を曖
昧にすることを避けるために省略してもよい。
【００９５】
　また、本発明の実施形態が、ＯＦＤＭ及び離散フーリエ変換拡散ＯＦＤＭ（Discrete F
ourier Transform Spread ＯＦＤＭ:ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ）を参照して後述されるが、
本発明の実施形態は、一般に、全ての周波数分割多重化（Frequency Division Multiplex
ing:ＦＤＭ）送信にも適用可能である。
【００９６】
　本発明の第１実施形態は、各ＰＤＳＣＨと関連付けのＰＤＣＣＨ及びＥＰＤＣＣＨの検
出に応じて、ＰＵＣＣＨリソースを多重化する方法を考慮する。さらに、本発明の第１実
施形態は、ＰＤＳＣＨと関連付けのＥＰＤＣＣＨの検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号
送信のためのＰＵＣＣＨリソースを決定し、ＰＲＢがサブフレームでＥＰＤＣＣＨを送信
するために用いられるか、又はＰＤＳＣＨを送信するために用いられるかを決めるＵＥ装
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置を考慮する。
【００９７】
　以下の説明において、ＥＣＣＥは、ＥＣＣＥが分散されたＥＰＤＣＣＨ（distributed 
ＥＰＤＣＣＨ）に割り当てられる場合、ＤＣＣＥに分類され、ＥＣＣＥが局所的なＥＰＤ
ＣＣＨに割り当てられる場合、ＬＣＣＥに分類される。ＤＣＣＥは、ＬＣＣＥと同一のサ
イズを有してもよいし、又は有していなくてもよい。また、特記していない限り、本発明
の実施形態について、ＥＰＤＣＣＨ送信は、常に各ＰＤＳＣＨ送信又はＳＰＳ ＰＤＳＣ
Ｈ送信の解除と関連付けられると仮定する。
【００９８】
　第１のアプローチ方式において、ＵＥには、サブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨを、Ｎ
ｏｄｅＢと通信している任意のＵＥへ送信するために、潜在的に使用できるＰＲＢの集合
が、上位階層シグナリングを介してＮｏｄｅＢにより構成される。さらに、異なるＰＲＢ
は、分散されたＥＰＤＣＣＨ及び局所的なＥＰＤＣＣＨを送信するために使用することも
でき、ＵＥは、サブフレームにおいて各ＥＰＤＣＣＨ送信のタイプのためのＰＲＢの別途
の集合から構成されることができる。ＵＥには、またサブフレームにおいて前記ＵＥにＥ
ＰＤＣＣＨを送信するために、潜在的に使用できるＰＲＢのサブ集合（ＰＲＢのＵＥ－特
定の集合）が構成される。異なるＰＲＢが、分散されたＥＰＤＣＣＨ及び局所的なＥＰＤ
ＣＣＨの送信に用いられる場合、ＰＲＢのサブ集合は、さらにＵＥに対して個別的に構成
される（前記ＮｏｄｅＢから上位階層シグナリングにより）２個の各サブ集合に分けられ
る。簡略性のために、以下のような分析は、局所的なＥＰＤＣＣＨを考慮するが、同一の
プロセスが分散されたＥＰＤＣＣＨについて適用される。
【００９９】
　ＰＲＢ別に固定された個数のＬＣＣＥを仮定する場合、局所的なＥＰＤＣＣＨを送信す
るためのＰＲＢの集合、又はサブ集合の構成は、各々サブフレーム別のＬＣＣＥの集合、
又はサブ集合の構成と同等である。前記ＰＲＢの集合において、ＬＣＣＥには順次に番号
が付けられ、ＵＥは、前記ＬＣＣＥの集合における各ＬＣＣＥ番号に基づいて、また前記
ＬＣＣＥのサブ集合における各ＬＣＣＥ番号、又は前記局所的なＥＰＤＣＣＨ送信のＰＲ
Ｂにおける各ＬＣＣＥ番号に基づいていないＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ送信のためのＰＵＣＣＨリソースを決定する。ＰＲＢの異なるサブ集合は、ＵＥに対し
て構成されることができ、ＰＲＢの全集合は、潜在の局所的なＥＰＤＣＣＨ送信のために
、全てのＵＥを含む、任意のＵＥに対して構成されてもよい。
【０１００】
　ＵＥへの局所的なＥＰＤＣＣＨ送信について、ＰＲＢの異なる集合を構成する理由の一
つは、例えば、セル内のＵＥのような非利得ＵＥ（non-benefiting ＵＥ）についてのＰ
ＲＢの他の集合ではなく、例えば、セル-エッジ（cell-edge）ＵＥのような利得ＵＥ（be
nefiting ＵＥ）についてのＰＲＢの一部集合において、プランニング（planning）を簡
単にし、特にレガシー（legacy）ＵＥについてのＰＤＳＣＨスケジューリングに影響を与
え得る過度なＤＬ　ＢＷフラグメンテーション（fragmentation）を避けるために、前記
周波数ドメインで干渉協力を提供することである。局所的なＥＰＤＣＣＨ送信について、
ＵＥにＰＲＢの異なる集合を構成する他の理由は、ＥＰＤＣＣＨが協力マルチポイント（
Coordinated Multi-Point:CoMP）送信規則に従って、ＰＲＢの異なる集合において異なる
ポイントから送信されることを許容するためである。ＰＲＢの単一のサブ集合が、潜在的
なＥＰＤＣＣＨ送信のためにＵＥに対して構成され、図７又は図８に示されているように
、異なるスクランブリングが、ＰＲＢの異なるサブ集合に使用されてもよい（同一のスク
ランブリングは、ＰＲＢの単一のサブ集合に使用される）。
【０１０１】
　局所的なＥＰＤＣＣＨ送信のためのＵＳ－ＤＳＳは、各々の構成されたＰＲＢのサブ集
合に渡って制限され、各候補が単一のＰＲＢに含まれている制約と共に、前記レガシーＵ
Ｅ－ＤＳＳと類似の設計（例えば、数式１に示したような）に基づいていてもよい。ＵＥ
は、前記ＬＣＣＥにＰＲＢの構成されたサブ集合を介して連続的に番号が付けられること
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を考慮してもよく、ＰＲＢの構成された集合のうち、残りのＰＲＢにおけるＬＣＣＥは、
前記ＵＥ－ＤＳＳを決めるために考慮されない。しかし、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のた
めのＰＵＣＣＨリソースを決めるために、ＵＥはＰＲＢの構成された集合において全ての
ＬＣＣＥを考慮してもよい。これは、各ＵＥ－ＤＳＳについて、同一の番号を有するＬＣ
ＣＥがＰＲＢの異なる各構成されたサブ集合を有する各ＵＥへの局所的なＥＰＤＣＣＨ送
信のために使用されても、異なるＰＵＣＣＨリソースが各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のた
めに使用されることを保障する。
【０１０２】
　図９は、ＵＥによる局所的なＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信のため
の非明示的なＰＵＣＣＨリソースの決定を示すダイアグラムである。
【０１０３】
　図９を参照すると、ＰＲＢの集合は、基準ＵＥ、又は任意の他のＵＥへの潜在の局所的
なＥＰＤＣＣＨ送信９１０、９１２、９１４、９１６のために、ＵＥに対して構成される
。ＰＲＢのこのような集合から、ＰＲＢのサブ集合９１０、９１４は、前記ＵＥへの局所
的なＥＰＤＣＣＨ送信のために前記ＵＥに対して構成される。さらに、ＰＲＢのサブ集合
は、潜在の分散されたＥＰＤＣＣＨ送信９２０、９２２のために前記ＵＥに対して構成さ
れてもよい。ＰＲＢ別のＬＣＣＥの個数は４である。ＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソースを決めるために、ＰＲＢ９１０、９１４
に含まれるＬＣＣＥのみが局所的なＥＰＤＣＣＨについてのＵＥ－ＤＳＳを構成するとし
ても、ＵＥは順次に総１６個のＬＣＣＥについてのＰＲＢの構成された集合９３０におい
て全てのＬＣＣＥを考慮する。ＰＵＣＣＨリソース９４０についての非明示的なマッピン
グは、数式３に示した通りである。
【０１０４】
【数２５】

【０１０５】
　また、ＵＥはＥＰＤＣＣＨ送信のために、サブフレームで使用してもよいＰＲＢの集合
のみを知っていることがあり、一部の他のＵＥへのＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられる
他の可能なＰＲＢの集合を知らないこともある。ＵＥは、前記ＵＥがサブフレームで各Ｅ
ＰＤＣＣＨ送信のために用いられるように、例えば、ＰＲＢ９１０、９１４などを知って
いるＰＲＢの各集合において、ＤＣＣＥについてのインデックス、又はＬＣＣＥについて
のインデックスを知っている場合のみがある。ＬＣＣＥについて、インデックス付与（in
dexing）は、図９に示しているが、ＵＥに知られたＰＲＢの集合についてのみ制限できる
（例えば、ＰＲＢ９１０において、ＬＣＣＥは、上りのＰＲＢの順に、第１に、０から３
までインデックスが与えられ、ＰＲＢ９１４において、ＬＣＣＥは、第２に、８から１１
までの代わりに、４から７までインデックスが与えられる）。サブフレームにおいてＵＥ
－特定のＰＲＢの第１集合が、ＥＰＤＣＣＨを送信するために用いられる第１のＵＥと、
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サブフレームにおいてＵＥ－特定のＰＲＢの第２集合が、ＥＰＤＣＣＨを送信するために
用いられる第２のＵＥとは、少なくとも部分的に、各々の分散されたＥＰＤＣＣＨ検出、
又は局所的なＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨ
リソースを導き出す場合、同一のＤＣＣＥインデックス又はＬＣＣＥインデックスを使用
してもよい。その結果、一般に、好ましくないスケジューリングの制限なく、同一のＰＵ
ＣＣＨリソースは、複数のＥＰＤＣＣＨ検出各々に応じて、複数のＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号
各々を送信するために、複数のＵＥにより導き出されることにより、衝突及び各ＨＡＲＱ
－ＡＣＫ信号の信頼性のない受信を招き得る。
【０１０６】
【数２６】

【０１０７】
　図１０は、本発明の一実施形態による、ＵＥが各ＰＤＣＣＨ、分散されたＥＰＤＣＣＨ
、又は局所的なＥＰＤＣＣＨの検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号の送信のためのＰＵ
ＣＣＨリソースを決定するプロセスを示すダイアグラムである。
【０１０８】
　図１０を参照すると、ＰＤＣＣＨ　ＣＣＥｋ及び総Ｋ1個のＣＣＥ１０１０について、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のための各ＰＵＣＣＨリソースは、NPUCCH+k１０２０のように
決められる。分散されたＥＰＤＣＣＨ　ＤＣＣＥｋ及び総Ｋ２個のＤＣＣＥ１０３０につ
いて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のための各ＰＵＣＣＨリソースは、
【０１０９】
【数２７】

【０１１０】
のように決められる。局所的なＥＰＤＣＣＨ　ＬＣＣＥｋ及び総Ｋ３個のＬＣＣＥ１０５
０について、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のための各ＰＵＣＣＨリソースは、
【０１１１】
【数２８】

【０１１２】
のように決められる。
【０１１３】
【数２９】

【０１１４】
の値を制御することにより、ＮｏｄｅＢは、各ＰＵＣＣＨリソースの完全オーバーラップ
（full overlap）を考慮して、前記関連のオーバーヘッドを最小化することができ、又は
部分的なオーバーラップを考慮に入れることができ、又は各ＰＵＣＣＨリソースの完全分
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離を考慮して、いずれのスケジューラ制限を避けることができる。前者の場合において、
専らNPUCCHのみがＵＥについて対して構成される必要がある。また、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信
号送信のためのＰＵＣＣＨリソースを決めるための目的として、分散されたＥＰＤＣＣＨ
及び局所的なＥＰＤＣＣＨについて構成されたＰＲＢの集合及びサブ集合を共に（jointl
y）考慮することが可能である。しかし、これは何のスケジューラの制限もなく、ＰＵＣ
ＣＨリソースの衝突を常に避けることができるとしても、より大きなＰＵＣＣＨオーバー
ヘッドを招く。
【０１１５】
　第２のアプローチ方式において、局所的なＥＰＤＣＣＨ送信又は分散されたＥＰＤＣＣ
Ｈ送信についてのＰＲＢの構成された集合は、例えば、毎サブフレームでＥＰＣＦＩＣＨ
の送信を介して、サブフレームの単位で調整されてもよい。ＰＲＢの構成された集合を調
整することにより、ＰＲＢのＵＥ－特定の構成されたサブ集合もまた調整される。「通信
システムにおける物理ダウンリンク制御チャネルの拡張（Extension of a Physical Down
link Control Channel in a Communication System）」という発明の名称として、ＵＳ特
許出願第６１／５２２、３９９号に記載されているように、前記ＥＰＣＦＩＣＨ送信は、
一部のサブフレームシンボルを通じて、一部の各ＲＥをＥＰＣＦＩＣＨ送信に割り当てる
ことにより、分散されたＥＰＤＣＣＨ送信のために常に存在する、構成されたＰＲＢの最
小集合に存在することができる。前記ＥＰＣＦＩＣＨは、分散されたＥＰＤＣＣＨ送信及
び局所的なＥＰＤＣＣＨ送信の両方について、前記構成されたＰＲＢの情報を提供しても
よく、又は２個の別途のＥＰＣＦＩＣＨは、それぞれ分散されたＥＰＤＣＣＨ送信及び局
所的なＥＰＤＣＣＨ送信のために用いてもよい。
【０１１６】
　図１１は、本発明の一実施形態による、サブフレームにおいて分散されたＥＰＤＣＣＨ
送信及び局所的なＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられるＰＲＢを指示するＥＰＣＦＩＣＨ
の使用を示すダイアグラムである。
【０１１７】
　図１１を参照すると、ＰＲＢ１１１０、１１１２は、常に分散されたＥＰＤＣＣＨ送信
のために存在し、ＥＰＣＦＩＣＨを伝達するＲＥを含んでもよい。上位階層は、局所的な
ＥＰＤＣＣＨ送信のために、前記ＵＥにＰＲＢ１１２０、１１２２、１１２４、１１２６
の集合を構成し、分散されたＥＰＤＣＣＨ送信のために、前記ＵＥにＰＲＢ１１１４、１
１１６の追加的な集合を構成する。これらの追加の構成されたＰＲＢが、サブフレームで
ＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられることを、ＵＥが仮定するべきかの可否は、前記ＥＰ
ＣＦＩＣＨ値により指示される。前記ＥＰＣＦＩＣＨをデコードする場合、ＵＥは、追加
的なＰＲＢがサブフレームで分散されたＥＰＤＣＣＨ送信又は局所的なＥＰＤＣＣＨ送信
のために用いられるか否かを決めることができる。２ビットからなる値を伝達するＥＰＣ
ＦＩＣＨを仮定する場合、前記ＥＰＣＦＩＣＨ値が「１０」であるとき（１１３０）、Ｐ
ＲＢ１１２０、１１２２、１１２４、１１２６は、またＵＥが、前記各サブフレームで局
所的なＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられると仮定するように指示される。ＰＲＢ１１１
４、１１１６は、分散されたＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられないと指示され、ＵＥは
ＰＲＢ１１１４、１１１６が、ＰＤＳＣＨ送信１１４０のために用いられることを仮定す
ることができる。
【０１１８】
　前記ＥＰＣＦＩＣＨ値が「０１」である場合（１１５０）、専らＰＲＢ１１６０、１１
６４が局所的なＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられ、その反面に、潜在の局所的なＥＰＤ
ＣＣＨ送信について構成されても、ＰＲＢ１１６２、１１６６は、これらが用いられない
ＥＰＣＦＩＣＨにより指示される。ＬＣＣＥの番号付けは、前記ＥＰＣＦＩＣＨ値が「１
０」の場合と比べて変更されて、局所的なＥＰＤＣＣＨ送信についての「０１」のＥＰＣ
ＦＩＣＨ値により指示されるＰＲＢのみを考慮する。「００」のＥＰＣＦＩＣＨ値は、専
らＰＲＢ１１１０、１１１２が、各サブフレームでＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられる
ことを指示してもよい（専ら分散されたＥＰＤＣＣＨ送信のみがＰＲＢの最小集合に存在
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する）。「１１」のＥＰＣＦＩＣＨ値は、各サブフレームでＰＲＢ１１１０、１１１２、
１１１４、１１１６が、分散されたＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられ、ＰＲＢ１１６０
、１１６４が、局所的なＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられることを指示してもよい。
【０１１９】
　サブフレーム別の分散されたＥＰＤＣＣＨ送信、及び局所的なＥＰＤＣＣＨ送信につい
てのＰＲＢの構成された集合を調整することにより、ＰＤＳＣＨと関連付けのＥＰＤＣＣ
Ｈ検出に相応するＰＵＣＣＨリソースは、またサブフレーム別に調整される。これは、前
記関連付けのＰＵＣＣＨオーバーヘッドをさらに減少することから有利である。
【０１２０】
　ＵＥへのＰＤＳＣＨ送信のために用いられるＰＲＢを指示するために求められるシグナ
リングオーバーヘッドを低減するために、このような指示が、ＲＢＧに存在することがで
き、ここで、ＲＢＧは複数のＰＲＢから構成され、割当タイプに基づき、ＰＤＳＣＨ送信
のために、ＵＥには複数のＰＲＢの代わりに、複数のＲＢＧが割り当てられてもよい。Ｒ
ＢＧがＥＰＤＣＣＨ送信に構成されるＰＲＢを含む場合、ＵＥには基準ＲＢＧでＰＤＳＣ
Ｈ受信が指示され、前記ＵＥは基準ＰＲＢでＥＰＤＣＣＨを検出せず、前記ＵＥは、検出
されたＥＰＣＦＩＣＨ値による指示に基づいて、ＰＤＳＣＨ受信について基準ＰＲＢを考
慮するかの可否を決めてもよい。前記ＥＰＣＦＩＣＨ値が、各サブフレームでＥＰＤＣＣ
Ｈ送信のために基準ＰＲＢが用いられないと指示する場合、前記ＵＥは、ＰＤＳＣＨがま
た、前記基準ＰＲＢで送信されると仮定する。ＥＰＣＦＩＣＨ値が、各サブフレームでＥ
ＰＤＣＣＨ送信のために前記基準ＰＲＢが用いられると指示する場合、前記ＵＥは、ＰＤ
ＳＣＨが前記基準ＰＲＢで送信されていなく、前記基準ＲＢＧの残りのＰＲＢで送信され
るだけであると仮定する。
【０１２１】
　図１２は、本発明の一実施形態による、ＵＥの場合に、ＥＰＣＦＩＣＨの検出値に基づ
き、サブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨ送信用に構成されたＰＲＢが、ＥＰＤＣＣＨ送
信のために用いられるか、又はＰＤＳＣＨ送信のために用いられるかを決めるプロセスを
示すダイアグラムである。
【０１２２】
　図１２を参照すると、ＲＢＧは３個のＰＲＢから構成され、各ＲＢＧ１２１０、１２２
０は、少なくとも、可能なＵＥ－共通制御シグナリング（ＵＥ-common control signalin
g）を伝達する分散されたＥＰＤＣＣＨとＥＰＣＦＩＣＨとを送信するために用いられる
ＰＲＢの最小集合において、それぞれＰＲＢ１２１２、１２２２を含む。検出されたＥＰ
ＣＦＩＣＨ値又は検出された分散されたＥＰＤＣＣＨと関係なく、ＵＥは、常にＲＢＧ１
２１０又は１２２０のうちのいずれかを含むＰＤＳＣＨ受信からＰＲＢ１２１２、１２２
２各々を廃棄すると仮定する。ＲＢＧ１２３０は、局所的なＥＰＤＣＣＨ送信用に構成さ
れ、各サブフレームで局所的な送信のために用いられる検出されたＥＰＣＦＩＣＨ値によ
り指示されるＰＲＢ１２３２を含む。この指示に基づいて、ＲＢＧ１２３０でＰＤＳＣＨ
を受信するＵＥは、ＰＤＳＣＨを伝達する前記ＰＲＢからＰＲＢ１２３２を無視する。Ｒ
ＢＧ１２４０は、分散されたＥＰＤＣＣＨ送信用に構成されるが、各サブフレームで分散
されたＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられない検出されたＥＰＣＦＩＣＨ値により指示さ
れるＰＲＢ１２４２を含む。この指示に基づいて、ＲＢＧ１２４０でＰＤＳＣＨを受信す
るＵＥは、ＰＤＳＣＨを伝達するＰＲＢにＰＲＢ１２４２を含む。それぞれＰＲＢ１２５
２、１２６２を含み、検出されたＥＰＣＦＩＣＨ値に基づいて、分散されたＥＰＤＣＣＨ
及び局所的なＥＰＤＣＣＨ用にそれぞれ構成されるＲＢＧ１２５０、１２６０について同
様に適用され、ＵＥは前記ＲＢＧ１２５０、１２６０がＥＰＤＣＣＨを送信するために前
記基準サブフレームで用いられないと決め、前記ＲＢＧ１２５０、１２６０がＰＤＳＣＨ
を伝達すると仮定する。
【０１２３】
　本発明の第２の実施形態は、ＥＰＤＣＣＨ送信の空間多重化を考慮する間、ＵＥがＰＤ
ＳＣＨ（又はＳＰＳ解除（release））と関連付けのＥＰＤＣＣＨの検出に応じて、ＨＡ
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略性のために、次のような解析は、局所的なＥＰＤＣＣＨを考慮するが、同一のプロセス
が分散されたＥＰＤＣＣＨに適用される。
【０１２４】
　第１のアプローチ方式において、空間的に多重化されたＥＰＤＣＣＨ送信が、それぞれ
同一の第１のＬＣＣＥを用いる場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソ
ースの衝突は、ＥＰＤＣＣＨの送信のためにのみ空間多重化の使用を制限することにより
防止され、ここで、最大１個のＥＰＤＣＣＨが、ＰＤＳＣＨをスケジュールする（残りの
ＥＰＤＣＣＨは、例えば、ＰＵＳＣＨをスケジュールしてもよい）。しかし、多くのアプ
リケーション（application）において、ＤＬトラフィック（traffic）は、ＵＬトラフィ
ックより顕著に大きく、以前の制限は、ＥＰＤＣＣＨ送信への空間多重化の適用から生ず
る潜在的なオーバーヘッドの減少を顕著に弱化し得る。
【０１２５】
　第２のアプローチ方式において、空間的に多重化されたＥＰＤＣＣＨ送信（各ＰＤＳＣ
Ｈと関連付けの）が、それぞれ同一の第１のＬＣＣＥを用いる場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信
号送信のためのＰＵＣＣＨリソースの衝突は、非明示的なマッピングを用いる前記ＰＵＣ
ＣＨリソースの決定において、各ＥＰＤＣＣＨ送信と関連したＤＭＲＳポートを組み合わ
せることにより防止される。そしてから、前記ＰＵＣＣＨリソースは、下記数式４に示さ
れているように、決定することができる。
【０１２６】
【数３０】

【０１２７】
　図１３は、本発明の一実施形態による、ＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
信号送信のためのＰＵＣＣＨリソースの決定を示すダイアグラムである。
【０１２８】
　図１３を参照すると、第１のＵＥへの第１のＥＰＤＣＣＨ送信のための第１のＬＣＣＥ
及びＤＭＲＳポートは、それぞれ
【０１２９】
【数３１】

【０１３０】
であり（１３１０）、これに反し、第２のＵＥへの第２のＥＰＤＣＣＨ送信のための第１
のLＣＣＥ及びＤＭＲＳポートは、それぞれ
【０１３１】
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【数３２】

【０１３２】
である（１３２０）。第１のＵＥは、第１のＥＰＤＣＣＨの検出に応じて、ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ信号送信のための第１のＰＵＣＣＨリソースを
【０１３３】

【数３３】

【０１３４】
のように決定する（１３３０）。第２のＵＥは、第２のＥＰＤＣＣＨの検出に応じて、Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のための第２のＰＵＣＣＨリソースを、
【０１３５】

【数３４】

【０１３６】
のように決定する（１３４０）。
【０１３７】
　したがって、複数のＥＰＤＣＣＨが、これらの送信のための第１のＬＣＣＥと同一のＬ
ＣＣＥを有してもよいとしても、１対１マッピングが、ＥＰＤＣＣＨ１３５０及び各ＰＵ
ＣＣＨリソース１３６０の間に存在し、かつ衝突を回避することができる。
【０１３８】
　前記第２のアプローチ方式によるＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信ための前記非明示的なＰＵ
ＣＣＨリソースの決定は、潜在的なＰＵＣＣＨリソースの衝突を避けるものの、一部のス
ケジューリング制限を招く。例えば、ＤＭＲＳポート１を用いるＥＰＤＣＣＨ送信を有す
る前記ＵＥが、ＰＵＣＣＨリソース
【０１３９】

【数３５】

【０１４０】
を用いる場合、前記スケジューラは、このＰＵＣＣＨリソースが他のＨＡＲＱ－ＡＣＫ信
号送信のために用いられないことを保障すべきである。これは、各ＥＰＤＣＣＨ送信が、
１個のＬＣＣＥから構成される場合、次のＬＣＣＥは、ＰＤＳＣＨをスケジュールする他
のＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられないことを意味する。したがって、第２のアプロー
チ方式の機能性は、複数の空間的に多重化されたＥＰＤＣＣＨの送信が、少なくとも同一
又はより多くの個数のＬＣＣＥから構成されることを必要とするか、又は前記複数の空間
的に多重化されたＥＰＤＣＣＨの送信が単一のＬＣＣＥから構成される場合において、次
のＬＣＣＥがＥＰＤＣＣＨ送信のために用いられないか、又はＰＵＳＣＨ送信をスケジュ
ールするＥＰＤＣＣＨの送信のために用いられることを必要とする。
【０１４１】
　第３のアプローチ方式において、空間的に多重化されたＥＰＤＣＣＨ送信が、それぞれ
同一の第１のＬＣＣＥを用いる場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソ
ースの衝突は、各ＤＭＲＳポートについて別途のＰＵＣＣＨオフセットを割り当てること
により避けられる。第２のアプローチ方式と関連付けの前述の制限が重要ではなくても、
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第２のアプローチ方式と関連付けの前述の制限は、一部の追加的なＰＵＣＣＨオーバーヘ
ッドを犠牲して、第３のアプローチ方式により回避することができる。そして、アンテナ
ポートNDMRSと関連付けのＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソースは、下
記数式５に示されているように獲得することができる。
【０１４２】
【数３６】

【０１４３】
　図１４は、本発明の一実施形態による、異なるＤＭＲＳアンテナポートと関連付けのＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ送信のためのＰＵＣＣＨリソースを決めるための異なるオフセットの割当
を示すダイアグラムである。
【０１４４】
【数３７】

【０１４５】
　したがって、複数のＥＰＤＣＣＨが、これらの送信のための第１のＬＣＣＥと同一のＬ
ＣＣＥを有してもよいとしても、１対１マッピングがＥＰＤＣＣＨ１４５０及び各ＰＵＣ
ＣＨリソース１４６０の間に存在し、かつ衝突を避けることができる。
【０１４６】
　第４のアプローチ方式において、空間的に多重化されたＥＰＤＣＣＨ送信がそれぞれ同
一の第１のＬＣＣＥを用いる場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソー
スの衝突は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースオフセットフィールドを、各ＰＤＳ
ＣＨをスケジュールするＥＰＤＣＣＨにより伝達される前記ＤＣＩフォーマットに含ませ
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ることにより避けられる。前記ＨＰＲＯは、名目上の（nominal）ＨＡＲＱ－ＡＣＫリソ
ースに対して、ＰＵＣＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫリソースにインデックスを付与する機能を
する。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースインデックス（HARQ‐ACKPUCCH Resource 
Index:ＨＰＲＩ）の類似した原則が、異なる用途のために、「複数の割当の受信に対応す
る肯定応答信号のためのリソースインデックス付与（RESOURCE INDEXING FOR ACKNOWLEDG
EMENT SIGNALS IN RESPONSE TO RECEPTIONS OF MULTIPLE ASSIGNMENTS）」という発明の
名称として、米国特許出願第１２／９８６、６７５号に記載されている。続いて説明され
るように、本発明の実施形態は、ＰＵＣＣＨリソースの予め定められた、構成された集合
からのＰＵＣＣＨリソースの直接的な指示子より、ＵＥにより動的に決められるＰＵＣＣ
Ｈリソースについてのオフセットとして動作する各ＤＣＩフォーマットに含まれているＨ
ＰＲＯフィールドを考慮する。一般に、ＥＰＤＣＣＨの送信は局所的となるか（同一の第
１のＬＣＣＥを共有）、又は分散されているか（同一の第１のＤＣＣＥを共有）、又は局
所的及び分散されることができる（各々同一の第１のＬＣＣＥと同一の第１のＤＣＣＥを
共有）。
【０１４７】
　図１５は、本発明の一実施形態による、ＥＰＤＣＣＨの各検出に応じて、異なるＵＥか
らのＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソースを分離するＨＰＲＯの使用を
示すダイアグラムである。
【０１４８】
　図１５を参照すると、ＨＰＲＯ１５１０は、２個のビットから構成され、例えば、「０
０」は、－２にマッピングされ、「０１」は－１にマッピングされ、「１０」は０にマッ
ピングされ、「１１」は１にマッピングされる。第１のＥＰＤＣＣＨにより第１のＵＥに
伝達されるＤＣＩフォーマットは、前記ＨＰＲＯフィールド１５２０についてのＨＰＲＯ
（１）の値を指示する。第２のＥＰＤＣＣＨにより第２のＵＥに伝達されるＤＣＩフォー
マットは、前記ＨＰＲＯフィールド１５３０についてのＨＰＲＯ（２）の値を指示する。
【０１４９】
【数３８】

【０１５０】
　したがって、複数のＥＰＤＣＣＨが、第１のＬＣＣＥと同一のＬＣＣＥを有してもよい
としても、１対１マッピングがＥＰＤＣＣＨ１５６０及び各ＰＵＣＣＨリソース１５７０
の間に存在し、衝突が避けることができる。
【０１５１】



(29) JP 6482631 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

　ＰＤＳＣＨをスケジュールするＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信
のためのＰＵＣＣＨリソースは、
【０１５２】
【数３９】

【０１５３】
のように決められることができ、ここで、nECCEは、各ＥＰＤＣＣＨの最も低いインデッ
クスを有するＥＣＣＥであり（分散されたＥＰＤＣＣＨについてはnECCE=nDCCE、局所的
なＥＰＤＣＣＨについてはnECCE=nLCCE）、ＨＰＲＯは、各ＥＰＤＣＣＨにより伝達され
るＤＣＩフォーマットに含まれている二進ＨＰＲＯフィールドのマッピングされた整数値
であり（例えば、００、０１、１０、１１の二進のＨＰＲＯ値は、それぞれ－１、０、１
、２の整数ＨＰＲＯ値にマッピングされてもよい）、
【０１５４】

【数４０】

【０１５５】
は、ＰＲＢ集合別のＵＥ－特定のＰＵＣＣＨリソースオフセットである。
【０１５６】

【数４１】

【０１５７】

【数４２】

【０１５８】
　従って、ＰＤＣＣＨ送信、又は分散されたＥＰＤＣＣＨ送信、又はＥＰＤＣＣＨ送信に
相応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信のためにオーバーラップされるＰＵＣＣＨリソースの量は
、
【０１５９】

【数４３】
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【０１６０】
を介して制御されることができ、これに反し、オーバーラッピングが発生する場合、ＰＵ
ＣＣＨリソースの衝突は、ＨＰＲＯフィールドを介して解決することができる。
【０１６１】
　ＰＤＳＣＨをスケジュールするＤＣＩフォーマットにおいて、ＨＰＲＯフィールドの使
用は、同一の第１のＬＣＣＥを共有する局所的なＥＰＤＣＣＨの空間多重化の使用につい
て説明されていても、その使用は、同一の第１のＤＣＣＥを共有する分散されたＥＰＤＣ
ＣＨについて同一の方式、及び各々第１のＬＣＣＥ及びＤＣＣＥについて同一の番号を有
する局所的なＥＰＤＣＣＨ及び分散されたＥＰＤＣＣＨついて同一の方式で拡張されるこ
とができる。また、ＨＰＲＯによりレガシーＰＵＣＣＨリソースにインデックスが付与さ
れることができないとしても、前記ＨＰＲＯの使用は、分散されたＥＰＤＣＣＨ検出又は
局所的なＥＰＤＣＣＨ検出に対応するリソースに適合にインデックスを与えることにより
、ＰＤＣＣＨ検出及び分散されたＥＰＤＣＣＨ検出又は局所的なＥＰＤＣＣＨ検出に応じ
て、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソースの衝突を回避するために、依
然として適用することができる。このような方式で、最小のスケジューラ制限を有するこ
とで、衝突を回避しながら、ＰＤＣＣＨ検出と、分散されたＥＰＤＣＣＨ検出及び局所的
なＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソースの
完全オーバーラップ又は部分オーバーラップが支援されることができる。
【０１６２】
　本発明の第３の実施形態は、ＵＥがＰＤＳＣＨと関連付けのＥＰＤＣＣＨの検出に応じ
て、送信機アンテナダイバーシティを用いて、ＰＵＣＣＨでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信
する方法及び装置を考慮する。
【０１６３】
　ＵＥには、ＮｏｄｅＢによりＰＵＣＣＨでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信についての送信機
アンテナダイバーシティ（transmitter antenna diversity）を用いるか否かの可否が構
成される。ＰＲＢで局所的なＥＰＤＣＣＨ送信は、ビームフォーミング又はＦＤＳから利
得が生じるため、同一のＤＣＩフォーマットの分散されたＥＰＤＣＣＨ送信のためのＤＣ
ＣＥより少ないＬＣＣＥを求める可能性がある。その結果、単一のＬＣＣＥを通じた局所
的なＥＰＤＣＣＨ送信は、一般に、より高いＳＩＮＲを経験し、従って、高いコーディン
グレート又は変調次数を持って送信され、より少ない個数のリソースを必要とすることが
できるため、同一のＤＣＩフォーマットについて、単一のＬＣＣＥを通じた局所的なＥＰ
ＤＣＣＨ送信が、単一のＤＣＣＥを通じた分散されたＥＰＤＣＣＨ送信よりもっと可能性
がある。
【０１６４】
　単一のＬＣＣＥを通じた第１の局所的なＥＰＤＣＣＨ送信の可能性の増加は、従来の方
法が、第２のアンテナについてのＰＵＣＣＨを導き出すのに用いられる場合、各ＨＡＲＱ
－ＡＣＫ信号についての送信機アンテナダイバーシティの使用に強力な制限を置くことに
なる。これは、このような第２のリソースが、第１のＥＰＤＣＣＨ送信の第１のＬＣＣＥ
の後、次のＬＣＣＥに相応するためであり、次のＬＣＣＥは、第２のＥＰＤＣＣＨ送信の
第１のＬＣＣＥとなる可能性がある。そしてから、ＰＵＣＣＨリソースの衝突は、第２の
ＥＰＤＣＣＨがＰＤＳＣＨと関連する限り、発生する。しかし、これは、ＤＬトラフィッ
クが一般に、ＵＬトラフィックより大きく、ＮｏｄｅＢが局所的なＥＰＤＣＣＨを送信す
るために必要とするチャネル状態情報は、ＰＤＳＣＨ送信とは関連付けられ、ＰＵＳＣＨ
送信とは関連づけられていないため、多くの場合不可能である。
【０１６５】
　第１のアプローチ方式において、送信機アンテナダイバーシティを用いるように構成さ
れたＵＥからのＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号についての前記送信機アンテナダイバーシティは、
前記検出されたＥＰＤＣＣＨが、分散されたＥＰＤＣＣＨであるか、又は局所的なＥＰＤ
ＣＣＨであるかの可否に基づいて、適応的に適用される。前記検出されたＥＰＤＣＣＨが
、分散されたＥＰＤＣＣＨの場合において、ＵＥは送信機アンテナダイバーシティを用い
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て、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信する。前記検出されたＥＰＤＣＣＨが局所的なＥＰＤＣ
ＣＨである場合において、ＵＥは単一の送信機アンテナ（予め定められた又はＵＥが選択
した）を用いて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信する。
【０１６６】
　図１６は、本発明の一実施形態による、ＥＰＤＣＣＨ送信が局所的であるか又は分散さ
れるかに基づいて、ＥＰＤＣＣＨ検出に応じてＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信するためのア
ンテナダイバーシティの適応的使用を示すダイアグラムである。
【０１６７】
　図１６を参照すると、ＵＥは、ステップ１６１０において、ＰＤＳＣＨと関連付けのＥ
ＰＤＣＣＨを検出する。ステップ１６２０において、ＥＰＤＣＣＨ送信が分散されたもの
であるかの可否が決められる。ＥＰＤＣＣＨ送信が分散されたものである場合、前記ＵＥ
はステップ１６３０において、送信機アンテナダイバーシティを用いて各ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ信号を送信する。第１の送信機アンテナについてのＰＵＣＣＨリソースは、ＥＰＤＣＣ
Ｈの第１のＤＣＣＥの番号nDCCEから決められる。第２のアンテナについてのＰＵＣＣＨ
リソースは、例えば、数式１に示されているようなnDCCE+1から決められるか、又は本発
明の第１の実施形態、又は第２の実施形態について、前述したアプローチ方式のうちの一
つのように決められ、ここで、単一のＰＵＣＣＨリソースの代わりに、ＰＵＣＣＨリソー
スのペアが考慮される。前記ＥＰＤＣＣＨ送信が局所的なことである場合、又は分散され
ていないことである場合、前記ＵＥは、ステップ１６４０で単一の送信機アンテナを用い
て各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信する。
【０１６８】
　第２のアプローチ方式において、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号についての送信機アンテナダイ
バーシティは、検出されたＥＰＤＣＣＨが局所的なＥＰＤＣＣＨの場合には、各ＥＣＣＥ
アグリゲーションレベル（aggregation level）に基づいて適応的に適用される。専ら１
個のＬＣＣＥが、検出されたＥＰＤＣＣＨの送信のために用いられる場合、各ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ信号について、送信機アンテナダイバーシティは適用されない。複数のＬＣＣＥが
、検出されたＥＰＤＣＣＨの送信のために用いられる場合、各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号につ
いて、送信機アンテナダイバーシティが適用される。検出された分散されたＥＰＤＣＣＨ
については、各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号に対して、各ＤＣＣＥアグリゲーションレベルに対
する別途の制限なく、送信機アンテナダイバーシティが常に適用される（構成される場合
）。
【０１６９】
　図１７は、本発明の一実施形態による、各々の検出されたＥＰＤＣＣＨが、１個のＥＣ
ＣＥ又は複数個のＥＣＣＥを用いて送信されたかの可否に基づいて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信
号に対する送信機アンテナダイバーシティの適応的使用を示すダイアグラムである。
【０１７０】
　図１７を参照すると、ＵＥはステップ１７１０において、ＰＤＳＣＨと関連付けの局所
的なＥＰＤＣＣＨを検出する。ステップ１７２０において、前記ＥＰＤＣＣＨ送信が、複
数個のＬＣＣＥから構成されるかの可否が決められる。前記ＥＰＤＣＣＨ送信が、複数個
のＬＣＣＥから構成される場合、前記ＵＥは、ステップ１７３０で送信機アンテナダイバ
ーシティを用いて、各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信する。第１の送信機アンテナについて
のＰＵＣＣＨリソースは、前記ＥＰＤＣＣＨの第１のＬＣＣＥの番号nLCCEから決められ
る。第２のアンテナについてのＰＵＣＣＨリソースは、nLCCS+1から決められる。前記Ｅ
ＰＤＣＣＨ送信が単一のＬＣＣＥから構成される場合、前記ＵＥは、ステップ１７４０で
単一の送信機アンテナを用いて、各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信する。
【０１７１】
　ＰＤＣＣＨ検出と、分散されたＥＰＤＣＣＨ検出と、局所的なＥＰＤＣＣＨ検出に応じ
て、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のＰＵＣＣＨリソースが、少なくとも部分的に共有される
場合、送信機アンテナダイバーシティが用いられる際、リソース衝突をより回避し難くな
り得る。しかし、ＥＰＤＣＣＨにより伝達されるＤＣＩフォーマットに含まれているＨＰ
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ＲＯフィールドの使用は、送信機アンテナダイバーシティを用いて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信
号を送信する場合、ＰＵＣＣＨリソースの衝突を回避するために、スケジューラ制限を容
易に緩和することができる。その後、前記ＵＥは、第２のアンテナからＨＡＲＱ－ＡＣＫ
信号送信についてのＰＵＣＣＨリソースを
【０１７２】
【数４４】

【０１７３】
のように決定する。
【０１７４】
　局所的なＥＰＤＣＣＨの場合において、前記ＬＣＣＥアグリゲーションレベルに加えて
、ＤＭＲＳアンテナポートがまた、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のための送信機アンテナダ
イバーシティ（構成される場合）の適応的使用の時、考慮され得る。前記ＤＭＲＳアンテ
ナポートが、第１のＤＭＲＳアンテナポートではない場合、前記ＤＭＲＳアンテナポート
は、空間ＥＰＤＣＣＨ多重化の使用と関連付けられてもよい。この場合において、ＰＵＣ
ＣＨリソース衝突確率の増加を防止するために、空間ＥＰＤＣＣＨ多重化の使用が、ＵＥ
に対してトランスペアレント（transparent）であると仮定するので、各ＥＰＤＣＣＨに
ついてＤＭＲＳアンテナポートが、第１のＤＭＲＳアンテナポートではない場合、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫシグナリングの送信機アンテナダイバーシティは適用されなくてもよい。
【０１７５】
　さらに、ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫシグナリングについて送信機アンテナダイバーシティ
（構成される場合）を適用することであるかの可否に関して、ＵＥによる動的な決定は、
各ＥＰＤＣＣＨの送信のために用いられる変調方式に基づくことができる。ＱＡＭ１６が
用いられる場合、ＵＥは良好のリンク品質を有し、ＮｏｄｅＢに対して小さい経路損失を
有すると仮定されることができ、各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号について送信機アンテナダイバ
ーシティを適用しなくてもよい。各ＥＰＤＣＣＨを送信するために、ＱＰＳＫが用いられ
る場合、それと逆に適用される。
【０１７６】
　ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫシグナリングについて送信機アンテナダイバーシティ（構成さ
れる場合）を適用すべきであるか否かの動的な指示は、ＰＤＳＣＨと関連付けの各ＥＰＤ
ＣＣＨにより伝達されるＤＣＩフォーマットに含まれている各1-ビットフィールド（例え
ば、送信機アンテナダイバーシティを指示する０と、単一の送信機アンテナを指示する１
を使用）の包含を介して支援されることができる。
【０１７７】
　本発明の第４の実施形態は、ＥＰＤＣＣＨタイプ（分散された又は局所的な）について
可能なＥＣＣＥアグリゲーションレベルが、サブフレーム別に変更され、特に１個のＥＣ
ＣＥのアグリゲーションレベルの存在が、サブフレーム別に変更される場合、ＥＰＤＣＣ
Ｈ検出に応じて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのＰＵＣＣＨリソースをＵＥが決定す
る方法及び装置を考慮する。
【０１７８】
　ＥＰＤＣＣＨ送信のために使用してもよい前記ＥＣＣＥアグリゲーションレベルは、サ
ブフレームでＵＥに割り当てられる各ＰＲＢにおけるＥＰＤＣＣＨ送信に有用なＲＥの各
可変数に調整するために、サブフレーム別に変更されてもよい。例えば、図４において、
ＰＲＢで局所的なＥＰＤＣＣＨ送信に有用なＲＥは、最初の３個のＯＦＤＭシンボルにお
いて、従来のＤＬ制御領域により用いられるＲＥ、及び多様なＲＳタイプ（ＤＭＲＳ、Ｃ
ＲＳなど）を送信するために用いられるＲＥを排除する。したがって、図４において、Ｐ
ＲＢで局所的なＥＰＤＣＣＨ送信に有用なＲＥの総数は、９６と同等であり、ＬＣＣＥサ
イズは、ＰＲＢで４個のＬＣＣＥについての２４個のＲＥと同等である。ＲＥ別に２ビッ
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トを伝達するＱＰＳＫ変調と、４０ビットを超過するＤＣＩフォーマットの一般的なペイ
ロード（payload）を仮定する場合、１個のＬＣＣＥのアグリゲーションレベルを有する
ＤＣＩフォーマット送信について得られるコードレートは、少なくとも約０.８３（４０
／（２＊２４））であり、この値は、一般に、ＤＣＩフォーマットを信頼性よく伝達する
には高過ぎる。これとは逆に、専ら１個のＯＦＤＭシンボルが、従来のＤＬ制御領域によ
り用いられる場合、ＰＲＢで局所的なＥＰＤＣＣＨ送信に有用なＲＥの総数は、１２０と
同等であり、ＬＣＣＥサイズは、ＰＲＢ別に４個のＬＣＣＥについて３０個のＲＥである
。このような場合において、１個のＬＣＣＥのアグリゲーションレベルを有する、少なく
とも４０ビットから構成されるＤＣＩフォーマットを送信するために得られるコードレー
トは、少なくとも約０．６７（４０／（２＊３０））であり、前記ＤＣＩフォーマット送
信は、少なくとも適正なＤＬ　ＳＩＮＲを経験するＵＥに信頼性よく伝達されることがで
きる。したがって、ＰＲＢ別のＲＥの個数が臨界値より大きいか、又は小さいかに基づい
て、各ＥＰＤＣＣＨ送信に用いられるＥＣＣＥアグリゲーションレベルが変わることがで
きる。ＮｏｄｅＢからＥＰＤＣＣＨを送信し、ＵＥでＥＰＤＣＣＨを検出する場合、ＰＲ
Ｂ別のＲＥの可変数を考慮するために、サブフレーム別に支援されるＥＣＣＥアグリゲー
ションレベルを変更するこのようなアプローチ方式は、「通信システムにおける物理ダウ
ンリンク制御チャネルの探索プロセス（Search Process for Physical Downlink Control
 Channels in a Communication System）」という発明の名称を有するＵＳ特許出願第６
１／５５２、８４６号に記載されている。
【０１７９】
　各ＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＵＥからＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のためのリソースを
決定することについて、サブフレーム別にＥＣＣＥアグリゲーションレベルにおいて前述
した可変性が考慮されて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信するための各リソースオーバーヘ
ッドを減少することができる。１個のＥＣＣＥの最小アグリゲーションレベルが、Ｎｏｄ
ｅＢからＵＥにＥＰＤＣＣＨを送信するためにサブフレームで用いられ得る場合、ＵＥか
らのＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のための各リソースは、例えば、数式３に示したように、
各ＥＰＤＣＣＨの第１の（最も低い）ＥＣＣＥに基づくことができる。しかし、２個のＥ
ＣＣＥの最小アグリゲーションレベルのみが、ＮｏｄｅＢからＵＥにＥＰＤＣＣＨを送信
するためにサブフレームで用いられ得る場合、各ＥＰＤＣＣＨの第１の（最も低い）ＥＣ
ＣＥからＵＥからのＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のための各リソースを決めることは、少な
くともＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信のための全ての他のリソースが用いられない状態で保持
されることであるため、不要なＵＬオーバーヘッドを招く。この場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
信号送信のリソース
【０１８０】
【数４５】

【０１８１】
は、下記数式６に基づいて決定することができる。
【０１８２】
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【数４６】

【０１８３】
　図１８は、本発明の一実施形態による、ＵＥがＥＰＤＣＣＨ検出に応じて、ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ信号送信のためのリソースを決める適応的機能性を示すダイアグラムである。
【０１８４】
　図１８を参照すると、ステップ１８１０において、各ＥＰＤＣＣＨを介したＵＥについ
てのＰＤＳＣＨスケジューリングと関連付けのＤＣＩフォーマットは、１個のＥＣＣＥの
アグリゲーションレベルを用いて送信される（各サブフレームのＰＲＢにおいて、ＥＰＤ
ＣＣＨ送信に有用な複数のＲＥからＵＥにより決定されるように）。ステップ１８２０に
おいて、ＵＥは、第１の（最も低い）ＥＣＣＥインデックスnECCEを用いて、各ＨＡＲＱ
－ＡＣＫ信号送信のリソースを決定する。これとは反対に、ステップ１８３０において、
同一のＤＣＩフォーマットは、少なくとも２個のＥＣＣＥのアグリゲーションレベルを用
いて、ＥＰＤＣＣＨを介して専ら送信される。
【０１８５】
【数４７】

【０１８６】
　一方、本発明の詳細な説明では、具体的な実施形態について説明したが、後述の特許請
求の範囲のみならず、この特許請求の範囲と均等なものにより定められるように本発明の
精神及び範囲から逸脱しない範囲内で、様々な変形が可能であることは、当業者に明らか
である。
【符号の説明】
【０１８７】
　１１０　サブフレーム
　１２０　スロット
　１５０　ＣＲＳ　ＲＥ
　２１０，３６０　ＤＣＩフォーマットビット
　２２０　ＣＲＣ演算ユニット
　２４０，３８０　Ｃ－ＲＮＴＩマスク
　２５０　ＣＲＣ付加ユニット
　２６０　チャネルコーディングユニット
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　２７０，３３０　レートマッチングユニット
　２８０　インターリービング&変調ユニット
　２９０，３１０　制御信号
　３２０　復調＆デインターリビングユニット
　３４０　チャネルデコーダー
　３５０　ＣＲＣ抽出ユニット
　３９０　ＣＲＣテストユニット
　５１０　ＺＣシーケンスユニット
　５２０　サブキャリアマッピングユニット
　５２５　ＲＥ選択ユニット
　５３０　ＩＦＦＴユニット
　５４０　ＣＳユニット
　５５０　スクランブリングユニット
　５６０　ＣＰ挿入ユニット
　５７０　時間ウィンドウユニット
　５８０　電力増幅器

【図１】 【図２】
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