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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一次セル（ＰＣｅｌｌ）から１以上の同期信号を受信する段階と、
　二次セル（ＳＣｅｌｌ）のための動作指示を受信する段階と、
　前記ＳＣｅｌｌにおける物理下り回線共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送信を示す前記ＰＣ
ｅｌｌにおける物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）送信を１以上の制御チャネル要
素（ＣＣＥ）中で受信する段階と、
　前記１以上のＣＣＥの第１ＣＣＥに基づいて、物理上り回線制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）リソースの割り当てを決定する段階とを備え、
　前記第１ＣＣＥは、前記ＳＣｅｌｌのＰＤＳＣＨをスケジュールする前記ＰＣｅｌｌの
任意の一つのＰＤＣＣＨから選択され、２から４つのサブフレーム以内で送信される、
　方法。
【請求項２】
　前記ＰＤＣＣＨ送信は、第１のＰＤＣＣＨ送信であり、
　前記ＰＵＣＣＨリソースは、第１のＰＵＣＣＨリソースであり、
　少なくとも１つのＣＣＥにおいて、送信電力制御（ＴＰＣ）フィールドを含む下り回線
制御情報を有する第２のＰＤＣＣＨ送信を前記ＳＣｅｌｌで受信する段階と、
　第２のＰＵＣＣＨリソースの割り当てを前記ＴＰＣフィールドに基づいて決定する段階
とを更に含む、
　請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記ＰＤＳＣＨ送信は、第１のＰＤＳＣＨ送信であり、
　前記ＰＵＣＣＨリソースは、前記ＰＣｅｌｌ上の前記第１のＰＤＳＣＨ送信及び第２の
ＰＤＳＣＨ送信についてハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）応答情報を含むための上
り回線サブフレームである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記割り当てを決定する段階は、
　前記ＰＵＣＣＨリソースの割り当てを前記第１ＣＣＥの指標に基づいて決定する段階を
有する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１以上のＣＣＥは、関連付けられた複数の指標を有する複数のＣＣＥを有し、
　前記第１ＣＣＥの指標は、前記複数のＣＣＥに関連づけられた前記複数の指標のうち最
も低いものである、
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＰＵＣＣＨリソースは、時分割二重化（ＴＤＤ）ハイブリッド自動再送要求（ＨＡ
ＲＱ）応答（ＡＣＫ）情報のフィードバックのために提供される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＰＵＣＣＨリソースは、上り回線スケジューリングリクエストのために提供される
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＰＵＣＣＨリソースは、上り回線サブフレームであり、
　前記上り回線サブフレームにおいて、時分割二重化（ＴＤＤ）ハイブリッド自動再送要
求（ＨＡＲＱ）応答（ＡＣＫ）情報を、２個、３個又は４個のいずれかの下り回線サブフ
レームのＰＤＳＣＨ送信のために、送信する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＴＤＤ　ＨＡＲＱ　ＡＣＫ情報は、４個の下り回線サブフレームに含まれるＰＤＳ
ＣＨ送信のための情報を含み、
　前記４個の下り回線サブフレームの各々でＰＤＣＣＨ送信を受信する段階と、
　前記４個の下り回線サブフレームの各々で受信された前記ＰＤＣＣＨ送信に基づいて、
前記上り回線サブフレーム中の４個のＰＵＣＣＨリソースの割り当てを決定する段階と、
　を含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＰＵＣＣＨリソースは、第１のＰＵＣＣＨリソースであり、
　前記ＰＤＣＣＨ送信は、下り回線サブフレームにおいて受信された第１のＰＤＣＣＨ送
信であり、
　前記下り回線サブフレームの前記ＰＣｅｌｌで第２のＰＤＣＣＨ送信を受信して、前記
ＰＣｅｌｌのＰＤＳＣＨ送信をスケジュールする段階と、
　前記第２のＰＤＣＣＨ送信に基づいて、第２のＰＵＣＣＨリソースの割り当てを決定す
る段階とを更に備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　第３世代パートナシッププロジェクト（３ＧＰＰ）のリリース１０ロングタームエボリ
ューションアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）に準拠して実行される、
　請求項１に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記ＰＵＣＣＨリソースは、チャンネル選択を伴うフォーマット１ｂを有する、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＰＤＣＣＨ送信は、前記ＰＣｅｌｌ上で行われる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　無線ネットワークに用いられる装置であり、
　二次セル（ＳＣｅｌｌ）の物理下り回線共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を示す物理下り回
線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の第１制御チャネル要素（第１ＣＣＥ）から、物理上り回
線制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース割り当てを決定する処理回路を備え、
　一次セル（ＰＣｅｌｌ）での１以上のＰＤＣＣＨ送信により、２から４個のＰＵＣＣＨ
リソースが暗示的に示され、
　前記第１ＣＣＥは、前記ＳＣｅｌｌのＰＤＳＣＨをスケジュールする前記ＰＣｅｌｌの
任意の１つのＰＤＣＣＨから選択され、２から４個のサブフレーム内で送信される、
　装置。
【請求項１５】
　無線インタフェースを更に備え、
　前記無線インタフェースは、前記ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌから下り回線サブフレーム
を受信する、
　請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　下り回線通信において直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）により動作し、上り回線
通信において単一搬送波周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）により動作するユーザ機
器（ＵＥ）の一部である、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ送信の下り回線制御情報中の送信電力制御フィールドを用
いて、前記２から４個のＰＵＣＣＨリソースのうち第１のＰＵＣＣＨリソースを決定する
、請求項１４に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ＰＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ送信の第１制御チャネル要素（ＣＣＥ）指標を用いて、前
記２から４個のＰＵＣＣＨリソースのうち第１のＰＵＣＣＨリソースを決定する、
　請求項１４に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ユーザ機器（ＵＥ）は、タッチスクリーンユーザインタフェースを有する、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　一次セル（ＰＣｅｌｌ）及び二次セル（ＳＣｅｌｌ）を備える無線ネットワーク中で用
いられる装置であって、
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）応答（ＡＣＫ）情報の送信のために、上り回線
サブフレームの１以上の物理上り回線制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースを、前記ＰＣ
ｅｌｌの１以上の物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）送信を用いて割り当てる、処
理回路を備え、
　前記１以上のＰＵＣＣＨリソース中の第１のＰＵＣＣＨリソースを、前記１以上のＰＤ
ＣＣＨ送信中の第１のＰＤＣＣＨ送信を搬送する制御チャネル要素（ＣＣＥ）の指標を用
いて示し、２から４の間の個数の下り回線サブフレームが、前記上り回線サブフレームの
割り当てられた前記ＰＵＣＣＨリソースを示すために用いられ、
　前記ＣＣＥの前記指標は、前記ＳＣｅｌｌのＰＤＳＣＨをスケジュールする前記ＰＣｅ
ｌｌの任意の１つのＰＤＣＣＨから選択され、２から４個のサブフレーム以内で送信され
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る、
　装置。
【請求項２１】
　前記第１のＰＤＣＣＨ送信は、第１の下り回線サブフレーム内で送信され、
　前記装置は、前記第１の下り回線サブフレームの第２のＰＤＣＣＨ送信を用いて、前記
複数のＰＵＣＣＨリソースのうち第２のＰＵＣＣＨリソースを示す、
　請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記制御チャネル要素（ＣＣＥ）は、第１ＣＣＥであり、
　前記装置は、前記第１のＰＤＣＣＨ送信を搬送する第２ＣＣＥの指標を用いて、前記複
数のＰＵＣＣＨリソースのうち第２のＰＵＣＣＨを示す、
　請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記１以上のＰＤＣＣＨ送信は、前記ＰＣｅｌｌ及び前記ＳＣｅｌｌの両方において行
われる、
　請求項２０に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＰＵＣＣＨリソースのうち少なくとも１つは、前記ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ送信で
送信されれる下り回線制御情報中のフィールドを用いて、明示的に示される、
　請求項２３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［優先権の主張］
　本願は、２０１１年１月７日に提出され、発明の名称が「ＬＴＥ－Ａ－ＴＤＤシステム
におけるチャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂでのリソース割り当て」である
米国仮特許出願第６１／４３０，８７９号の優先権を主張する。当該仮特許出願は、その
全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　通信サービスの分野においては、固定型および移動型の端末を使用する加入者に対し、
可能な限り効率よく、かつ、可能な限り低いコストでサービスを提供する必要が常にある
。さらに、携帯型端末向けのアプリケーションが増加していることにより、高容量のデー
タを高速度で送信出来る無線システムの開発が加速している。より効率性が高く、より高
い帯域幅の無線ネットワークの開発はその重要性が増しており、そのようなネットワーク
においていかにして効率性を最大化するかの課題が存在する。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
　本願発明の実施形態の態様、特徴、および効果は、添付の図面を参照して以下の説明か
ら明らかとなるであろう。図面においては、同様の要素には同様の参照符号が付されてい
る。
【図１】図１は、様々な実施形態に係る例示的な無線ネットワークのブロック図である。
【図２】図２は、様々な実施形態に係る、例示的なリソース割り当て方法を示すフロー図
である。
【図３】図３は、様々な実施形態に係るリソース割り当ての例を示す図である。
【図４】図４は、様々な実施形態に係るリソース割り当ての例を示す図である。
【図５】図５は、様々な実施形態に係るリソース割り当ての例を示す図である。
【図６】図６は、様々な実施形態に係るリソース割り当ての例を示す図である。
【図７】図７は、様々な実施形態に係るリソース割り当ての例を示す図である。
【図８】図８は、様々な実施形態に係るリソース割り当ての例を示す図である。
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【図９】図９は、様々な実施形態に係るリソース割り当ての例を示す図である。
【図１０】図１０は、様々な実施形態に係るリソース割り当ての例を示す図である。
【図１１】図１１は、無線ネットワークで通信を行う例示的な無線システムを示すブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　以下の詳細な説明では、ブロードバンドの無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）に関連し
て本願発明の例示的な実施形態を説明するが、本願発明はそれら実施形態に限定されず、
他のタイプの無線ネットワークへ適用することが出来、またその場合でも同様の効果を得
ることが出来る。そのような他のネットワークの詳細な例としては、無線ローカルエリア
ネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）、および／
または無線メトロポリタンエリアネットワーク（ＷＭＡＮ）などが挙げられ、これらに適
宜適用可能である。さらに、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）または直交周波数分割多元
接続（ＯＦＤＭＡ）を用いる無線ネットワークを参照し詳細な実施形態を説明するが、本
願発明の実施形態はそれら実施形態に限定されず、例えば、単一搬送波周波数分割多元接
続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）または他のプロトコルを用いる単一搬送波通信チャネルを含む他の
無線インタフェース、または上り回線（ＵＬ）および下り回線（ＤＬ）通信用の無線イン
タフェースを用いて適宜実装してもよく、またはこれらの通信インタフェースと適宜組み
合わせられてもよい。
【０００５】
　以下に説明する本願発明の実施形態は、無線システムの送信機および受信機を含む様々
な適用例において用いることが可能である。ただし、本願発明の実施形態は、それらに限
定されない。本願発明の態様に含まれる無線システムは、詳細には、固定型または携帯型
デバイス、中継局、ゲートウェイ、ブリッジ、ハブ、ルータ、ネットワークインタフェー
スカード（ＮＩＣ）、ネットワークアダプタ、および他のネットワークデバイスを含むが
、これらに限定されない。さらに、当該無線システムは、携帯無線電話システム、衛星シ
ステム、双方向無線システム、並びに、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ネットブック
、タブレット、関連周辺機器、携帯情報端末（ＰＤＡ）、パーソナルコンピューティング
アクセサリ、スマートフォンなどのハンドヘルド通信デバイス、および本願発明の実施形
態の原理を適宜適用することが出来る性質的に関わりのある全てのシステムを含む、その
ような無線システムを含むコンピューティングデバイスにおいて実装することが出来る。
さらにそれぞれのシステムは、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮなど２以上
のタイプのネットワークが重なり合って併存する複数の異種ネットワーク上で多数の無線
を用いて動作してもよい。
【０００６】
　詳細な説明において、「Ａ／Ｂ」という表現は、ＡまたはＢであることを示す。「Ａお
よび／またはＢ」という表現は、「Ａ、Ｂ、またはＡおよびＢ」であることを示す。「Ａ
、Ｂ、およびＣの少なくとも１つ」という表現は、「Ａ、Ｂ、Ｃ、ＡおよびＢ、Ａおよび
Ｃ、ＢおよびＣ、またはＡ、Ｂ、およびＣ」であることを示す。また、「（Ａ）Ｂ」とい
う表現は、「Ｂ、またはＡおよびＢ」であり、Ａは任意選択的に用いられる要素であるこ
とを示す。
【０００７】
　図１を参照すると、本願発明の様々な実施形態に係る例示的な無線通信ネットワーク１
００は、コアネットワークまたはプロバイダネットワーク（ＰＮ）（１１０）と、１以上
のイボルブド（ｅｖｏｌｖｅｄ）ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）１１４、１１６と、携帯型お
よび／または固定型の加入者を含む１以上のユーザ機器（ＵＥ）１２０～１２６との間の
無線アクセスを促すことが出来る何らかの無線システムであってよい。様々な実施形態に
おいて、ｅＮｏｄｅＢ１１４および／または１１６は、固定局（例えば固定ノード）また
は移動局／ノードであってよい。代替的な実施形態において、中継ノード（図示せず）も
、１以上のＵＥ１２０～１２６および／またはドナーｅＮｏｄｅＢと通信を行ってもよい
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。さらに、多数のＵＥ１２０～１２６も、異種のネットワーク構成（図示せず）を介して
、異なるタイプの無線ネットワークを含む１以上の他の無線ネットワーク１００と通信を
行ってもよい。
【０００８】
　ネットワーク１００は、３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐ
ｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）のＬｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）携帯電
話ネットワーク、およびその発展型のＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）、電気電
子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６携帯ブロードバンド無線アクセス（ＢＷＡ）ネッ
トワーク、ＩＥＥＥ　８０２．１１　ＷＬＡＮ、または本願発明の実施形態の原理を適宜
適用可能な他のタイプのネットワークなどの無線通信ネットワークであってよい。本明細
書で用いられるように、「ＬＴＥ－Ａ」という用語は、バージョン１０を含む、過去に存
在した、現在存在する、または将来的に開発されるＬＴＥ基準のいずれかを指し得、また
これらに限定されない。
【０００９】
　本明細書でユーザ機器（ＵＥ）とは、加入者局（ＳＳ）、局（ＳＴＡ）、端末、移動局
（ＭＳ）、アドバンスト移動局（ＡＭＳ）、高スループット（ＨＴ）局（ＳＴＡ）、また
は超ＨＴ　ＳＴＡ（ＶＨＴ　ＳＴＡ）などのプラットフォームであり得る。ＵＥ、端末、
ＳＳ、ＭＳ、ＨＴ　ＳＴＡ、およびＶＨＴ　ＳＴＡを含む様々な形態のプラットフォーム
は、互いに置き換えて利用可能であり、特定のプラットフォームについて言及したとして
も、様々な実施形態において、他のプラットフォームを代替的に用いることが出来ないこ
とを意味するものではない。ｅＮｏｄｅＢは、基地局（ＢＳ）、アドバンスト基地局（Ａ
ＢＳ）、アクセスポイント（ＡＰ）、ノード、またはノードＢであってよい。さらにこれ
らの用語は、どの無線プロトコルが用いられるかに応じて概念的に互換的に使用可能であ
り、本明細書でｅＮｏｄｅＢについて言及したとしてもそれは、様々な実施形態において
、ＢＳ、ＡＢＳ、またはＡＰについて言及したものとして見なすことも可能である。
【００１０】
　ＵＥ１２０～１２６および／またはｅＮｏｄｅＢ１１４および／または１１６は、単一
ユーザ多重入出力（ＳＵ－ＭＩＭＯ）、マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）、閉ル
ープＭＩＭＯ、開ループＭＩＭＯ、または様々なタイプのスマートアンテナ処理を含む、
様々な形態のＭＩＭＯで動作することが出来るＭＩＭＯ送信システムを実装するよう複数
のアンテナを含んでよい。また、ＵＥ１２０～１２６、並びに／若しくはｅＮｏｄｅＢ１
１４および／または１１６のそれぞれは、複数の入力アンテナ、および単一の出力アンテ
ナ（ＭＩＳＯ）を用いて構成してもよく、若しくは、単一の入力アンテナ、および複数の
出力アンテナ（ＳＩＭＯ）を用いて構成してもよい。
【００１１】
　ＵＥ１２０～１２６は、１以上の上り回線チャネルを介して１以上のｅＮｏｄｅＢ１１
４および／または１１６へ何らかのタイプのチャネル情報（ＣＳＩ）フィードバックを提
供してもよく、ｅＮｏｄｅＢ１１４および／または１１６は受信したＣＳＩフィードバッ
クに基づいて１以上のＤＬチャネルを調整してもよい。ＣＳＩフィードバックの正確性は
、ＭＩＭＯシステムの性能に影響を与える。ＣＳＩフィードバックはチャネル品質指標（
ＣＱＩ）、プリコーディング行列指標（ＰＭＩ）、およびランク指標（ＲＩ）に関する情
報を含んでよい。ＰＭＩはコードブック内のプリコーダについて言及するか、若しくは一
意的に特定する。ｅＮｏｄｅＢ１１４および／または１１６はＰＭＩが言及するプリコー
ダに基づいてＤＬチャネルを調整してよい。
【００１２】
　ＵＬチャネルおよびＤＬチャネルは、互いに共通の、または共通ではない１以上の周波
数帯域と関連付けることが出来る。一実施形態において、周波数分割双方向（ＦＤＤ）の
構成において、ＵＬチャネルは第１周波数帯域に位置付けられ、ＤＬチャネルは、第２周
波数帯域に位置付けられる。他の実施形態において、ＵＬチャネルおよびＤＬチャネルは
、時分割二重化（ＴＤＤ）構成において、共通の周波数帯域に位置付けられる。さらに、
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各周波数帯域は互いに隣接していてもしていなくてもよい。各周波数帯域はさらに、ＵＬ
チャネルとＤＬチャネルとで共有されてもされなくてもよい１以上のサブバンドに分割さ
れてもよい。ＵＬチャネルまたはＤＬチャネル（広帯域）の周波数サブバンド、搬送波、
またはサブ搬送波のそれぞれ、１以上の統合されたサブバンド、若しくは１以上の周波数
帯域は周波数リソースとも呼ばれる。
【００１３】
　図２は物理リソースブロック（ＰＲＢ）、並びに、変調および符号化方式（ＭＣＳ）な
どの物理上り回線制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り当て方法の例示的な実施形
態を示す。本実施形態においては、複数のサービスするセルに対し複数の搬送波のキャリ
アアグリゲーションをサポートする時分割二重化（ＴＤＤ）システムにおいて、ハイブリ
ッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）応答（ＡＣＫ）／否定応答（ＮＡＣＫ）情報のフィードバ
ックに用いるチャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂが用いられる。サービスす
るセルは、一次セル（ＰＣｅｌｌ）および二次セル（ＳＣｅｌｌ）を含み得るが、実施形
態はこの場合に限定されず、１以上のサービスするセルが追加で含まれてもよい。例えば
、追加のＳＣｅｌｌが他の実施形態において加えられてもよい。
【００１４】
　ＴＤＤシステムは、周波数分割二重（ＦＤＤ）により動作してもよく、若しくは、ＦＤ
Ｄにより動作するシステムと併存してもよい。ＴＤＤシステムは、２以上の搬送波のキャ
リアアグリゲーションをサポートする３ＧＰＰ　ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａシステムであっ
てもよく、若しくは２以上の搬送波を用いてＴＤＤ通信を行う他の無線システムであって
もよい。チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂを用いる場合、それぞれが２ビ
ットを伝送出来る４つの固有のＰＵＣＣＨリソースからのチャネル選択を行って、４ビッ
ト以下の情報を送信してよい。
【００１５】
　ＴＤＤにより通信を行うＵＥ１２０～１２６並びに／若しくはｅＮｏｄｅＢ１１４およ
び／または１１６などのＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａデバイスに関して、ＰＣｅｌｌおよびＳ
Ｃｅｌｌのサブフレーム数に対応するＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、下り回線アソ
シエーションセットに従って、ＵＬサブフレームでＵＥによりｅＮｏｄｅＢへ通信される
。ＴＤＤに関する、そのような下り回線アソシエーションセット指標Ｋ：｛ｋ０，ｋ１，
...ｋＭ－１）を表１に示す。
【００１６】
【表１】

【００１７】
　表１の下り回線アソシエーションセット指標の用い方の一例として、ＵＬ－ＤＬ構成１
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で（ｎ＝２；ＰＵＣＣＨを用いてＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信するのに用いら
れるＵＬサブフレームである）サブフレーム２関しては、物理下り回線共有チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ）上でｎ－ｋサブフレーム（２つの要素を含む本例ではｋ＝７または６）で前に
送信され、関連付けられた物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）によりスケジューリ
ングが行われた対応するＤＬデータは、自身のＡＣＫ／ＮＡＣＫがサブフレームｎ（本例
ではｎ＝２）で送信されるようにする。これらの実施形態において１つのフレームあたり
１０のサブフレームがあるとすると、ｋ＝７に関しては、ｎ－ｋ＝２＋１０（前のフレー
ムから）－７＝５となる。ｋ＝６に関しては、ｎ－ｋ＝２＋１０（前のフレームから）－
６＝６となる。よってＵＬ－ＤＬ構成１においては、前のフレームのサブフレーム５およ
び６で送信されたＰＤＳＣＨは、続くフレームのサブフレーム２でＡＣＫ／ＮＡＣＫ処理
がされる。本例において、サブフレームｎ＝２は、全ての構成においてＵＬサブフレーム
である。他の例において、ＵＬ－ＤＬ構成４におけるサブフレーム３は、４つの要素を有
する他のＵＬサブフレームである。
【００１８】
　本願発明の実施形態は、表１に示すようなセットＫ内の要素数であるＭ＝２、３、また
は４である場合のＵＬサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。ＵＬ－ＤＬ構成１
のサブフレーム２に関しては、２つの要素が存在するのでＭ＝２である。Ｍは、時間領域
（つまりサブフレーム）のバンドリングのバンドリングウィンドウ（ｂｕｎｄｌｉｎｇ　
ｗｉｎｄｏｗ）のサイズと見なすことも出来る。
【００１９】
　チャネルへのリソース割り当ては、暗示的および／または明示的に行われてよい。暗示
的なリソース割り当ては、異なる目的で送信される情報の転送によって意図されるリソー
ス割り当てが推察されるときに行われ得る。暗示的なリソース割り当てを用いることによ
り、リソースを追加で用いることなくより多くの情報を転送することが可能となり、シグ
ナリング処理の効率性が向上する。明示的なリソース割り当ては、リソース割り当ての転
送に割り当てられたリソースを用いて意図されるリソース割り当てがシグナリングされる
ときに行われ得る。
【００２０】
　ＤＬサブフレームの送信によって行われるＵＬ送信へのリソース割り当てのシグナリン
グは、他の場合おいてはＤＬフレームまたはＤＬサブフレームで送信されるであろうビッ
トを減らすべく暗示的なシグナリングを用いて効率的に示され、検知され、または決定さ
れるので、消費電力、スループット、および遅延などの性能基準を向上させられる。さら
に、ＤＬサブフレームの送信によって行われるＵＬ送信へのリソース割り当てのシグナリ
ングは、ＤＬで送信される既存のサブフレームのフィールドを用いて明示的に示すことが
出来、これによって、ＤＬサブフレームフォーマットを単純化することが出来、互換性を
向上させられる。
【００２１】
　複数の実施形態において、チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂで用いられ
るリソース割り当て情報は、ＰＤＣＣＨによって伝送される。ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａに
おいて、チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂに用いられる変調は、２ビット
の直角位相シフトキー（ＱＰＳＫ）を用いて行われる。他の実施形態においては、異なる
変調方式および／またはビット数を用いてもよい。
【００２２】
　図２を参照すると、無線通信ネットワーク１００において通信を行う例示的な方法２０
０は、段階２０５において、ＵＥ３　１２４などのＵＥを、一次セル（ＰＣｅｌｌ）内の
ｅＮｏｄｅＢ１　１１４などのｅＮｏｄｅＢと関連付ける。ＵＥとｅＮｏｄｅＢとの関連
付けは、ＵＥがＰＣｅｌｌとの時間および周波数に関する同期を行い、ＰＣｅｌｌの物理
層セルアイデンティフィケーション（ＩＤ）を検出するセルサーチ手順を含みうる。セル
サーチ手順は、ＤＬ送信において一次および二次同期信号をｅＮｏｄｅＢからＵＥへ送信
する段階を含んでよい。段階２１０において、ＵＥは、二次セル（ＳＣｅｌｌ）内のｅＮ
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ｏｄｅＢ２　１１６などｅＮｏｄｅＢとの関連付けを行う。ここでＵＥは、動作指示を受
けた後にＳＣｅｌｌとの関連付けを行ってもよい。
【００２３】
　ＵＥは段階２１５において、当該ＵＥのＰＵＣＣＨリソース割り当ての全て、若しくは
少なくとも一部を決定してもよい。ＰＣｅｌｌ上の対応するＰＤＣＣＨの検出により示さ
れる、ＰＣｅｌｌおよび／またはＳＣｅｌｌ上で送信される複数のサブフレームで行われ
るＰＤＳＣＨ送信に関し、ＰＵＣＣＨリソースの数は、対応するＰＤＣＣＨの、下り回線
制御情報（ＤＣＩ）の指定の送信に用いられる、最も低い、つまり第１の、制御チャネル
要素（ＣＣＥ）指標（ｎＣＣＥ）または（ｎＣＣＥ，ｍ）の適切な関数を用いて暗示的に
示され得る。３ＧＰＰ　ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａにおいて制御チャネル要素指標は、ＰＤ
ＣＣＨメッセージの一部または全てをマッピングすることが出来る１つのセットのリソー
ス要素である。セット内に３６のリソース要素が存在し得るが、他の実施形態ではそれよ
り多くの、またはより少ないリソース要素が用いられてもよい。
【００２４】
　ＰＵＣＣＨリソースの数が段階２２０で示されてもよい。ＳＣｅｌｌ上の対応するＰＤ
ＣＣＨの検出によって示されるＳＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨ送信に関して、対応するＰＤＣ
ＣＨのＤＣＩにおける送信電力制御（ＴＰＣ）フィールドを再利用し、４以下のＰＵＣＣ
Ｈリソース値のうち１以上を示すことにより、１以上のＰＵＣＣＨリソースを明示的に示
してもよい。ここでＰＵＣＣＨリソースの数、またはＰＵＣＣＨリソース値は、媒体アク
セス制御（ＭＡＣ）層、無線リンク制御（ＲＬＣ）層、および／またはパケットデータコ
ンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）層を含んでよいより上位の層によって、無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）シグナリング介してなどにより設定される。ＤＬデータの受信および
復号化に必要な情報、並びにスケジューラおよびＨＡＲＱプロトコルを提供するのに用い
られるＵＬ制御情報をＵＥに関する情報と共にＵＥ１２４などのＵＥへ提供する層１／層
２（Ｌ１／Ｌ２）制御チャネル上で、ＤＣＩを転送してもよい。代替的な実施形態におい
ては、ＴＰＣフィールド以外の追加または代替のフィールドを用いてＰＵＣＣＨリソース
の数を示す。
【００２５】
　図３は、様々な実施形態に係るＰＵＣＣＨリソース割り当ての例を示す図である。一次
セル（ＰＣｅｌｌ）３０２および二次セル（ＳＣｅｌｌ）３０４はそれぞれ、図１のｅＮ
ｏｄｅＢｌ　１１４およびｅＮｏｄｅＢ２　１１６により用いられてよく、バンドリング
ウィンドウ３００においてサブフレームバンドリングウィンドウサイズ（Ｍ）が４である
複数のサブフレームは、ＰＣｅｌｌ３０２およびＳＣｅｌｌ３０４で送信されてもよい。
代替的な実施形態においては、より多くの、またはより少ないサブフレームを各バンドリ
ングウィンドウで用いる。ＰＣｅｌｌ３０２のバンドリングウィンドウ３００は、ＤＬサ
ブフレーム３１０～３１３を含み、ＳＣｅｌｌ３０４は、サブフレーム３２０～３２３を
含む。ＰＣｅｌｌ３０２およびＳＣｅｌｌ３０４はそれぞれ、帯域幅が１．４、３、５、
１０、または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）であってよい１以上のコンポーネントキャリア（
ＣＣ）を用いてよい。各ＣＣは隣接していてもしていなくてもよい。
【００２６】
　図３において、ＤＬ上で２以下のＣＣを用いて、ＰＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨのスケジュ
ーリングを行うＰＤＣＣＨ３３２を用いて各ＤＬサブフレームでスケジューリング情報を
送信し、ＳＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨのスケジューリングを行うＰＤＣＣＨ３３４を用いて
スケジューリング情報を送信する。これにより、４つのＰＵＣＣＨリソースが１以上のＵ
Ｌサブフレーム３５０でＵＬ上で暗示的にスケジューリングされる。ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳ
ＣＨ、およびＰＵＣＣＨは物理チャネルである。ここで、各物理チャネルは、情報および
／またはデータの転送に用いられる時間－周波数グリッドにおけるリソース要素の１つの
セットに対応する。
【００２７】
　ＰＤＣＣＨは転送フォーマット、ＤＬ－ＳＣＨに関するリソース割り当て、ページング
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チャネル（ＰＣＨ）転送チャネル、および関連するＨＡＲＱ情報などの情報を伝送出来る
。ＰＤＳＣＨはユーザデータおよび他のシグナリング情報を伝送出来るＤＬチャネルであ
る。他方、ＰＵＣＣＨは、ＤＬ送信およびＵＬスケジューリングリクエストに応答し、チ
ャネル品質指標（ＣＱＩ）、応答（ＡＣＫ）および否定応答（ＮＡＣＫ）を含むＵＬ制御
情報をＨＡＲＱに対して伝送出来る。
【００２８】
　複数の実施形態において、図３に示すＵＬリソース割り当ては、バンドリングウィンド
ウ３００のサイズが４であり、かつ、搬送波間スケジューリングを行う２つの構成された
サービスするセルを含む、チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂによるＴＤＤ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化へ適用される。図３に示す実施形態において、ＵＬサブフレー
ム３５０と関連付けられたバンドリングウィンドウ３００のＤＬサブフレームで送信を行
うことにより、２つから４つのＰＵＣＣＨリソースを導出することが出来る。ここで、各
ＰＵＣＣＨリソースは対応するＰＤＳＣＨ送信により示すことが出来る。例えば、第１Ｐ
ＵＣＣＨリソースは、第１下り回線サブフレーム３１０のＰＣｅｌｌ３０２上で送信され
る第１ＰＤＳＣＨによって示され、第２ＰＵＣＣＨリソースは、第２下り回線サブフレー
ム３１１のＰＣｅｌｌ３０２上で送信される第２ＰＤＳＣＨによって示され、このような
処理により、４つのＰＵＣＣＨリソースが示される。代替的な実施形態においては、より
少ないＰＵＣＣＨリソースが示される。
【００２９】
　図４に示す実施形態においては、ＰＤＣＣＨがＰＣｅｌｌ３０２およびＳＣｅｌｌ３０
４上で送信される。図４に示すＵＬリソース割り当ては、バンドリングウィンドウ３００
のサイズが４であり、かつ、搬送波間スケジューリングを行わない２つの構成されたサー
ビスするセルを含む、チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂによるＴＤＤ　Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫ多重化へ適用される。ＵＬに関し、２つから４つのＰＵＣＣＨリソース割
り当てが暗示的に示される。各ＰＵＣＣＨリソースは対応するＰＤＳＣＨ送信により暗示
的に示すことが出来る。例えば、第１ＰＵＣＣＨリソースは、ＰＣｅｌｌ３０２で送信さ
れる第１ＰＤＳＣＨによって示され、第２ＰＵＣＣＨリソースは、ＰＣｅｌｌ３０２上で
送信される第２ＰＤＳＣＨによって示され、このような処理により、各ＰＵＣＣＨリソー
スはＰＣｅｌｌ３０２および／またはＳＣｅｌｌ３０４上で送信されるＰＤＳＣＨによっ
て示され得る。
【００３０】
　図３および図４において、４つのＤＬサブフレーム、つまりサブフレーム♯ｉ～サブフ
レーム♯ｉ＋３内でＰＣｅｌｌ３０２および／またはＳＣｅｌｌ３０４上のＰＤＳＣＨの
スケジューリングを行うべくＰＣｅｌｌ３０２上で送信されるＰＤＣＣＨの最も低い制御
チャネル要素（ＣＣＥ）指標（ＮＣＣＥ）を用いてＰＵＣＣＨリソースを割り当てること
が出来、これにより、４つのＰＵＣＣＨリソースが暗示的に示され得る。
【００３１】
　他の実施形態において、ＰＵＣＣＨリソースの数は、ＰＣｅｌｌ３０２上のＰＤＳＣＨ
送信のスケジューリングを行うべくＰＣｅｌｌ上で送信されるＰＤＣＣＨにより暗示的に
示され得、ＰＵＣＣＨリソースの数は、搬送波間スケジューリングを行う実施形態におい
ては、ＳＣｅｌｌ３０４上のＰＤＳＣＨ送信のスケジューリングを行うべくＰＣｅｌｌ上
で送信されるＰＤＣＣＨにより暗示的に示され得、若しくは、搬送波間スケジューリング
を行わない実施形態においては、ＳＣｅｌｌ３０４上のＰＤＳＣＨ送信のスケジューリン
グを行うべくＳＣｅｌｌ上で送信されるＰＤＣＣＨにより示され得る。これにより、ＵＬ
サブフレーム３５０に対する合計４つのＰＵＣＣＨリソースを示す。
【００３２】
　図５に示すＵＬリソース割り当ては、バンドリングウィンドウ３００のサイズが３であ
り、かつ、搬送波間スケジューリングを行う２つの構成されたサービスするセルを含む、
チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂによるＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化
へ適用されるＵＬサブフレーム３５０と関連付けられたバンドリングウィンドウ３００の
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ＤＬサブフレームでの送信から、４つのＰＵＣＣＨリソースを導出し得る。代替的な実施
形態においては、より少ないＰＵＣＣＨリソースが示されてもよい。
【００３３】
　図５において、２以下のＤＬコンポーネントキャリアを用いることが出来、全てのＰＤ
ＣＣＨがＤＬのＰＣｅｌｌ３０２上で送信される。ＳＣｅｌｌ３０４上のＰＤＳＣＨは、
搬送波間スケジューリングを用いるＰＣｅｌｌ３０２上のＰＤＣＣＨによりスケジューリ
ングされる。本実施形態において、ＵＬサブフレーム３５０に対し４つのＰＵＣＣＨリソ
ース割り当てが示される。ＬＴＥ－Ａ　ＴＤＤのチャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマ
ットｌｂによりリソース割り当てが行われる場合、ＵＬリソースは、３つのＤＬサブフレ
ーム内で、Ｃｅｌｌ３０２上で送信される、ＰＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨのスケジューリン
グを行うＰＤＣＣＨ３３２の第１の、または最も低いＣＣＥ指標（ＮＣＣＥ）を用いて割
り当てられ、３つのＰＵＣＣＨリソースが暗示的に示される。さらに、３つのＤＬサブフ
レーム内で、ＰＣｅｌｌ３０２上で送信される、ＳＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨのスケジュー
リングを行うＰＤＣＣＨ３３４の第１の、または最も低いＣＣＥ指標（ＮＣＣＥ）は、も
う１つのＰＵＣＣＨリソースを暗示的に示し、合計４つのＵＬリソースを提供することが
出来る。
【００３４】
　図６に示すＵＬリソース割り当ては、バンドリングウィンドウ３００のサイズが３であ
り、かつ、搬送波間スケジューリングを行わない２つの構成されたサービスするセルを含
む、チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂによるＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多
重化へ適用される。ＵＬサブフレーム３５０と関連付けられたバンドリングウィンドウ３
００のＤＬサブフレームでの送信から、４つのＰＵＣＣＨリソースを導出し得る。本実施
形態において、それぞれ独立したスケジューリングにより、ＤＬのＰＣｅｌｌ３０２およ
びＤＬのＳＣｅｌｌ３０４の両方でＰＤＣＣＨが送信される。さらに、３つのＤＬサブフ
レーム内にＰＣｅｌｌ３０２上のＰＤＳＣＨのスケジューリングを行うべく送信されるＰ
ＤＣＣＨの最も低い、または第１のＣＣＥ指標（ＮＣＣＥ）を用いてリソースを割り当て
、暗示的に３つのＰＵＣＣＨリソースを示すことが出来る。また、３つのＤＬサブフレー
ム内にＰＣｅｌｌ３０２上のＰＤＳＣＨのスケジューリングを行うべく送信される任意の
ＰＤＣＣＨの、次に最も低いＮＣＣＥ＋１を用いて、もう１つのＰＵＣＣＨリソースを明
示的に示すことが出来る。
【００３５】
　図７に示すＵＬリソース割り当ては、バンドリングウィンドウ３００のサイズが３であ
り、かつ、搬送波間スケジューリングを行わない２つの構成されたサービスするセルを含
む、チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂによるＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多
重化へ適用される。ＵＬサブフレーム３５０と関連付けられたバンドリングウィンドウ３
００のＤＬサブフレームでの送信から、４つのＰＵＣＣＨリソースを導出し得る。ＰＣｅ
ｌｌ３０２上のＰＤＳＣＨ送信のスケジューリングを行うべくＰＣｅｌｌ上で送信される
ＰＤＣＣＨにより、１以上のＰＵＣＣＨリソースを暗示的に示すことが出来、ＳＣｅｌｌ
３０４上のＰＤＳＣＨ送信のスケジューリングを行うべくＳＣｅｌｌ上で送信されるＰＤ
ＣＣＨを介して１以上のＰＵＣＣＨリソースを示すことが出来る。これにより、ＵＬサブ
フレーム３５０に対する合計４つのＰＵＣＣＨリソースを示す。各ＰＵＣＣＨリソースは
対応するＰＤＳＣＨ送信により暗示的に示すことが出来る。例えば、第１ＰＵＣＣＨリソ
ースは、ＰＣｅｌｌ３０２で送信される第１ＰＤＳＣＨによって示され、第２ＰＵＣＣＨ
リソースは、ＰＣｅｌｌ３０２上で送信される第２ＰＤＳＣＨによって示され、このよう
な処理により、各ＰＵＣＣＨリソースはＰＣｅｌｌ３０２および／またはＳＣｅｌｌ３０
４上で送信されるＰＤＳＣＨによって示され得る。
【００３６】
　ＡＣＫ／ＮＡＫリソースインジケータ（ＡＲＩ）ビットとしての３つのＤＬサブフレー
ム内のＤＬのＳＣｅｌｌ３０４のＰＤＣＣＨに対応するＤＣＩフォーマット内の送信電力
制御（ＴＰＣ）フィールドなどのフィールドを用いて、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグ
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ナリングを介してなど、より上位の層により構成されるＰＵＣＣＨリソースを明示的に示
してもよい。結果的に、３つのＰＵＣＣＨリソースが暗示的に示され、加えてもう１つの
ＰＵＣＣＨリソースが明示的に示される。これにより、ＵＬサブフレーム３５０に対する
合計４つのＰＵＣＣＨリソースを示す。
【００３７】
　図８に示すＵＬリソース割り当ては、バンドリングウィンドウ３００のサイズが２であ
り、かつ、搬送波間スケジューリングを行う２つの構成されたサービスするセルを含む、
チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂによるＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化
へ適用される。ＵＬサブフレーム３５０と関連付けられたバンドリングウィンドウ３００
のＤＬサブフレームでの送信から、複数のＰＵＣＣＨリソースを導出し得る。第３バンド
リングウィンドウ３００は、ＳＣｅｌｌ３０４に関して搬送波間スケジューリングにより
ＰＣｅｌｌ上の２つのＰＤＳＣＨのスケジューリングを行う２つのＰＤＣＣＨ３３２、お
よび、ＳＣｅｌｌ上の２つのＰＤＳＣＨのスケジューリングを行う２つのＰＤＣＣＨ３３
４を含む第１サブフレーム３１０および第２サブフレーム３１１を備える。図８において
ＤＬサブフレーム３１０、３１１に関しＰＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨの送信のスケジューリ
ングを行うＰＤＣＣＨ３３２およびＳＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨの送信のスケジューリング
を行うＰＤＣＣＨ３３４を用いて、ＵＬサブフレーム３５０に関して３つのＰＵＣＣＨリ
ソースが暗示的に示され得る。他の実施形態においては、ＰＵＣＣＨリソースが暗示的ま
たは明示的に追加で示される。
【００３８】
　図９に示すＵＬリソース割り当ては、バンドリングウィンドウ３００のサイズが２であ
り、かつ、搬送波間スケジューリングを行わない２つの構成されたサービスするセルを含
む、チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂによるＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ多
重化へ適用される。一実施形態において、ＵＬサブフレーム３５０と関連付けられたバン
ドリングウィンドウ３００のＤＬサブフレームでの送信から、３つのＰＵＣＣＨリソース
を導出し得る。
【００３９】
　ＰＵＣＣＨリソースは、２つのＤＬサブフレーム内で、ＰＣｅｌｌ３０２上で送信され
る、ＰＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨのスケジューリングを行うＰＤＣＣＨ３３２の第１の、ま
たは最も低いＣＣＥ指標（ＮＣＣＥ）を用いて割り当てられ、２つのＰＵＣＣＨリソース
が暗示的に示される。さらに、２つのＤＬサブフレーム内で、ＰＣｅｌｌ３０２上で送信
される、ＰＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨのスケジューリングを行うＰＤＣＣＨ３３２の次に最
も低いＮＣＣＥ＋１を用いて、もう１つのＰＵＣＣＨリソースを暗示的に示し、ＵＬサブ
フレーム３５０に関し３つのＰＵＣＣＨリソースが示され得る。他の実施形態においては
、ＰＵＣＣＨリソースが暗示的または明示的に追加で示される。
【００４０】
　図１０に示すＵＬリソース割り当ては、バンドリングウィンドウ３００のサイズが２で
あり、かつ、搬送波間スケジューリングを行わない２つの構成されたサービスするセルを
含む、チャネル選択を行うＰＵＣＣＨフォーマットｌｂによるＴＤＤ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
多重化へ適用される。ＵＬサブフレーム３５０と関連付けられたバンドリングウィンドウ
３００のＤＬサブフレームでの送信から、３つのＰＵＣＣＨリソースを導出し得る。本実
施形態においては、ＡＣＫ／ＮＡＫリソースインジケータ（ＡＲＩ）ビットとして、２つ
のＤＬサブフレーム内のＤＬのＳＣｅｌｌ３０４のＰＤＣＣＨに対応するＤＣＩのＴＰＣ
フィールドを用いて、ＵＬサブフレーム３５０に関し、ＰＵＣＣＨリソースを明示的に追
加で示すことが出来る。図１０において、ＰＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨのスケジューリング
を行うＰＤＣＣＨ３３２によって暗示的に２つのＰＵＣＣＨリソースが示され、かつ、Ｐ
ＵＣＣＨリソースがＡＲＩとしてのＳＣｅｌｌ上のＰＤＣＣＨのＴＰＣコマンドを再利用
することにより明示的に追加で示される。これにより、ＵＬサブフレーム３５０に対する
合計３つのＰＵＣＣＨリソースを示す。他の実施形態においては、ＰＵＣＣＨリソースが
暗示的または明示的に追加で示される。
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【００４１】
　図１１を参照すると、無線通信ネットワーク１００で用いられる装置１１００は、上述
した１以上の処理で説明されたような短縮された（ａｂｂｒｅｖｉａｔｅｄ）帯域幅のリ
クエスト／認可を実行する論理を含む処理回路１１５０（例えば、回路、プロセッサ、お
よびソフトウェア、若しくはこれらの組み合わせ）を含んでよい。限定するわけではない
が特定の実施形態においては、装置１１００は一般的に、無線周波数（ＲＦ）インタフェ
ース１１１０、および媒体アクセスコントローラ（ＭＡＣ）／ベースバンドプロセッサ部
１１５０を含んでよい。図１１の要素は、本明細書で説明する動作および方法を実装する
手段を提供するように構成される。
【００４２】
　１つの例示的な実施形態において、ＲＦインタフェース１１１０は、マルチキャリア変
調信号を送受信するコンポーネントであるか、コンポーネントの組み合わせであってよい
。ただし、本願発明の実施形態は、特定の無線（ＯＴＡ）インタフェースまたは変調方式
に何ら限定されない。ＲＦインタフェース１１１０は、受信機１１１２、送信機１１１４
、および周波数合成器１１１６などを含んでよい。インタフェース１１１０は所望される
場合、バイアス制御器、水晶振動子、および／または１以上のアンテナ１１１８、１１１
９を含んでよい。さらに、ＲＦインタフェース１１１０は所望される場合、代替、または
追加で、外部の電圧制御発振器（ＶＣＯ）、弾性表面波フィルタ、中間周波数（ＩＦ）フ
ィルタ、および／または無線（ＲＦ）フィルタを用いてよい。ＲＦインタフェースの様々
な設計、および動作が当技術分野では公知であるので、詳細な説明は省略する。
【００４３】
　処理部１１５０は受信／送信信号を処理するべくＲＦインタフェース１１１０と通信を
行ってよく、受信信号をダウンコンバートするアナログ―デジタル変換器１１５２、およ
び、送信信号をアップコンバートするデジタル―アナログ変換器１１５４、および所望さ
れる場合、各受信／送信信号の物理（ＰＨＹ）リンク層処理を行うベースバンドプロセッ
サ１１５６などを含んでよい。また処理部１１５０は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）／デ
ータリンク層処理を行う処理回路１１５９を含むか、またはこれにより構成されてもよい
。
【００４４】
　特定の実施形態において、ＭＡＣ処理回路１１５９はスケジューラ１１８０を、バッフ
ァメモリ（図示せず）などの追加の回路およびベースバンドプロセッサ１１５６と組み合
わせて含んでもよく、上述した方法を実行するよう機能する。代替または追加で、ベース
バンドプロセッサ１１５６は、ＭＡＣ処理回路１１５９とは独立してこれらの処理を実行
してもよい。ＭＡＣおよびＰＨＹ処理は、所望される場合、単一の回路に統合されてもよ
い。
【００４５】
　装置１１００は例えば、基地局、アクセスポイント、ｅＮｏｄｅＢ、ハイブリッドコー
ディネータ、無線ルータ、若しくは、ＮＩＣおよび／またはコンピューティングデバイス
のネットワークアダプタを含む、ＵＥ、プラットフォーム、または端末などの固定型また
は携帯型のユーザ局であってもよい。したがって、装置１１００の上述した機能および／
または特定の構成は、適宜所望されるように含まれても省略されてもよい。
【００４６】
　装置１１００の実施形態は、ＳＩＳＯ、ＭＩＳＯ、またはＳＩＭＯアーキテクチャを用
いて実装してもよい。しかし図１１に示すように、特定の好ましい実装例は、空間多重化
、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）、ビーム形成、および／または多重入出力（ＭＩＭＯ）
通信技術により送信および／または受信を行うべく複数のアンテナ（１１１８、１１１９
など）を含む。さらに本願発明の実施形態は、マルチキャリア符号分割多重化（ＭＣ－Ｃ
ＤＭＡ）、マルチキャリアダイレクトシーケンス符号分割多重化（ＭＣ－ＤＳ－ＣＤＭＡ
）、ＯＴＡリンクアクセスを行う単一キャリア変調技術、または他の任意の、本願発明の
実施形態の特徴と互換性のある変調または多重化方式を用いてもよい。
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【００４７】
　以下の説明はさらに他の実施形態に関する。装置１１００は、一次ＰＣｅｌｌおよび二
次セルＳＣｅｌｌを含む無線ネットワークにおいてＰＣｅｌｌを用いる。装置１１００は
、ＰＣｅｌｌのＰＤＳＣＨを用いてＰＵＣＣＨリソースを割り当てる処理回路１１５０を
備える。装置はさらに、ＰＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ上で第１の、または最も低い制御チャネ
ル要素指標を用いて、ＵＥ３　１２４などのＵＥに対してＰＵＣＣＨリソースを示す。２
つから４つのサブフレームを用いてＰＵＣＣＨリソースが示される。装置１１００はさら
に、複数のＤＬサブフレームをＰＣｅｌｌへ送信する無線インタフェース１１１０を備え
る。装置１１００は、ＰＵＣＣＨリソースをＵＥへ割り当てる、２つのサービスするセル
を用いるべくｅＮｏｄｅＢ２　１１６など他のｅＮｏｄｅＢと通信を行うｅＮｏｄｅＢ１
　１１４などｅＮｏｄｅＢの一部であってもよい。
【００４８】
　さらに装置１１００は、ＰＤＳＣＨでＵＥへＤＬサブフレームを送信することによりＰ
ＵＣＣＨリソース割り当てを行ってもよい。ここでＰＤＳＣＨはＰＣｅｌｌ上のＵＥによ
るＰＤＣＣＨの検出により示され、ＰＵＣＣＨリソースは、ＰＤＣＣＨの第１制御チャネ
ル要素指標を用いて示される。ＵＥはＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌによってサービスされ
ることも出来る。さらにＰＤＳＣＨは、搬送波間スケジューリングを用いてＰＣｅｌｌに
よりＳＣｅｌｌ上でスケジューリングされてもよい。２つから４つのＤＬサブフレームを
用いて、ＰＤＣＣＨの第１制御チャネル要素指標を示してもよい。さらに装置は、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ－Ａ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０に準拠して動作してもよい。
【００４９】
　加えて、ｅＮｏｄｅＢの一部であってもよい装置１１００は、ＳＣｅｌｌのＰＤＳＣＨ
のＵＥへＤＬサブフレームを送信することによりＰＵＣＣＨリソース割り当てを行っても
よい。ここでＰＤＳＣＨは、ＳＣｅｌｌ上のＵＥによるＰＤＣＣＨの検出により示され、
ＰＵＣＣＨリソースは、ＰＤＣＣＨ上で送信されるＤＣＩのフィールドを用いて示される
。ＰＵＣＣＨリソースはＰＣｅｌｌ上で用いるべくＵＥへ割り当てられてもよい。他の実
施形態において、ＰＵＣＣＨリソースはＰＣｅｌｌ上のＰＤＣＣＨの検出により暗示的に
示されてもよい。さらにＵＥは、２つのコンポーネントキャリアを用いるＰＣｅｌｌおよ
びＳＣｅｌｌによってサービスされてもよい。またフィールドは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソ
ースインジケータビットとして、３つのＤＬサブフレーム内のＤＬのＳＣｅｌｌのＰＤＣ
ＣＨに対応するＤＣＩのＴＰＣフィールドであってもよく、このとき、ＴＰＣフィールド
を用いて、ＰＵＣＣＨリソースを明示的に示してもよく、またこのときＰＵＣＣＨリソー
スは、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介してなど、より上位の層によって設
定される。
【００５０】
　装置１１００は一次セル（ＰＣｅｌｌ）および二次セル（ＳＣｅｌｌ）内で無線通信を
行うように構成されてもよい。ここで、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌは、図１の無線通信
ネットワーク１００などの時分割二重化（ＴＤＤ）無線ネットワークで、当該装置にサー
ビスするセルとして構成される。装置１１００は、無線ネットワークのＰＤＳＣＨからＰ
ＵＣＣＨリソース割り当てを決定する処理回路１１５０を備えてもよい。ここでＰＵＣＣ
Ｈリソースは、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ上の２以上のＰＤＳＣＨサブフレーム送信か
ら導出される。本実施形態において、ＰＵＣＣＨを用いて、ｅＮｏｄｅＢ１　１１４など
のｅＮｏｄｅＢへＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をフィードバックしてもよい。２つから４つのＰ
ＵＣＣＨリソースをＰＤＳＣＨサブフレーム送信に関連付けることが出来る。さらにＰＵ
ＣＣＨリソースは、上り回線（ＵＬ）サブフレームと関連付けられる。ここで、装置によ
って暗示的および／または明示的に示される、または導出されるＰＵＣＣＨリソースは、
１つのＵＬサブフレームでＵＬシグナリングを行うべく装置へ提供される。他の実施形態
においては、サブフレームが追加で提供される。本実施形態において、各ＰＵＣＣＨリソ
ースはＰＤＳＣＨ上で送信されるサブフレームに関連付けられる。加えて、ＳＣｅｌｌの
ＰＤＣＣＨ上で送信される下り回線制御情報の送信電力制御（ＴＰＣ）フィールドを用い
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て、１以上のＰＵＣＣＨリソースを示すことが出来る。さらに本実施形態において、当該
装置はＵＥ、移動局、または端末の一部であってよい。
【００５１】
　装置１１００は、図１の無線通信ネットワーク１００などの一次セル（ＰＣｅｌｌ）お
よび二次セル（ＳＣｅｌｌ）を含む時分割二重化（ＴＤＤ）無線ネットワークで無線通信
を行ってもよい。装置１１００は、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ上の１以上のＰＤＳＣＨ
サブフレーム送信からＵＥによって導出されるＰＵＣＣＨリソースを、無線ネットワーク
１００のＰＤＳＣＨを用いて割り当てる処理回路１１５０を備えてもよい。２つから４つ
のＰＵＣＣＨリソースが、ＰＤＳＣＨサブフレーム送信と関連付けられてもよい。ここで
ＰＵＣＣＨリソースは、ＰＵＣＣＨ上の上り回線（ＵＬ）サブフレームと関連付けられる
。ＵＬサブフレームはＰＤＳＣＨサブフレーム送信と同じフレームに含まれてもよく、ま
たは続くフレームに含まれてもよい。一実施形態において、各ＰＵＣＣＨリソースは、Ｐ
ＤＳＣＨ上で送信されるサブフレームと関連付けられる。
【００５２】
　装置１１００のコンポーネントおよび特徴は、別個の回路、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、論理ゲート、および／または単一チップアーキテクチャなどから成る任意の組
み合わせを用いて実装してよい。さらに装置１１００の特徴は、マイクロコントローラ、
プログラム可能論理アレイ、および／またはマイクロプロセッサなどを用いて実装されて
よく、並びに／若しくは、適宜これらを組み合わせて実装されてもよい。ハードウェア、
ファームウェア、および／またはソフトウェア要素は、総じて、若しくは個別に、「論理
」または「回路」と呼ぶこともある。
【００５３】
　図１１のブロック図に示す例示的な装置１１００は、メモリデバイス、プロセッサ、並
びに、ディスプレイおよび／またはタッチスクリーン、キーボード、および／または通信
ポートなどのインタフェースと組み合わせられ得る多くの利用可能な実装例の機能を説明
するための例でしかない。したがって、添付の図面に示されるブロックの機能の分割、省
略、または統合は、本願発明の実施形態において、これらの機能を実装するハードウェア
コンポーネント、回路、ソフトウェア、および／または要素がそのように分割、省略、ま
たは統合されてなければならないことを示唆するものではない。
【００５４】
　物理的に不可能でない限り、本発明者は、（ｉ）本明細書で説明される方法を、あらゆ
る順序、および／またはあらゆる組み合わせで実行することが出来、並びにｉｉ）各実施
形態のコンポーネントがいかなる方法で組み合わせられてもよいものと考えている。
【００５５】
　本願発明の実施形態は、任意の形態の処理コア上で実行される命令のセットを含んでも
よく、若しくは、機械可読媒体で実装または実現されてもよい。機械可読媒体は、（コン
ピュータなどの）機械が読み取り可能な有形の形態で情報を格納または送信出来るメカニ
ズムを有する。例えば、機械可読媒体は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光学記憶媒体、およびフラッシュメモリ
デバイスなどの製品を含む。加えて、機械可読媒体は、電気、光、音響、または他の形態
の（搬送波、赤外線信号、デジタル信号などの）伝搬信号を含んでよい。
【００５６】
　本願発明の例示的な実施形態を説明したが、本願発明の態様から逸脱することなく多く
の変形および修正を加えることが可能である。したがって、本願発明の実施形態は上述し
た特定の開示によって限定されなく、むしろ、以下の請求項、およびそれらの同等物の範
囲によってのみ定められる。以下に、本発明の実施形態の例を項目として示す。
［項目１］
　物理上り回線制御チャネルリソース（ＰＵＣＣＨリソース）の割り当てを決定する方法
であり、
　一次セル（ＰＣｅｌｌ）および二次セル（ＳＣｅｌｌ）によりサービスされるユーザ機
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器（ＵＥ）により、物理下り回線共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）において下り回線サブフレ
ームを受信する段階を備え、
　ＰＤＳＣＨはＰＣｅｌｌにおける物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の検出によ
り示され、
　ＰＵＣＣＨリソースは、ＰＤＣＣＨの第１制御チャネル要素指標を用いて示される、方
法。
［項目２］
　ＰＵＣＣＨリソースは、時分割二重化（ＴＤＤ）ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ
）応答（ＡＣＫ）情報のフィードバックを行うべく提供される、項目１に記載の方法。
［項目３］
　ＳＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨの搬送波間スケジューリングを用いる段階をさらに備える、
項目２に記載の方法。
［項目４］
　２つから４つのサブフレームを用いてＰＤＣＣＨの第１制御チャネル要素指標が示され
る、項目２または３に記載の方法。
［項目５］
　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ
）Ｒｅｌｅａｓｅ　１０　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ａｄｖａｎｃｅｄ
（ＬＴＥ－Ａ）に準拠して実行される、項目１から４のいずれか１項に記載の方法。
［項目６］
　物理上り回線制御チャネルリソース（ＰＵＣＣＨリソース）の割り当てを決定するユー
ザ機器（ＵＥ）であり、
　二次セル（ＳＣｅｌｌ）上の物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の検出により示
されるＳＣｅｌｌの物理下り回線共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）において下り回線サブフレ
ームを受信する受信手段を備え、
　ＰＵＣＣＨリソースは、ＰＤＣＣＨ上で送信される下り回線制御情報のフィールドを用
いて示される、ユーザ機器。
［項目７］
　ＰＵＣＣＨリソースはさらに一次セル（ＰＣｅｌｌ）を用いて示される、項目６に記載
のユーザ機器。
［項目８］
　ＰＵＣＣＨリソースはＰＣｅｌｌ上で暗示的に示され、ＳＣｅｌｌ上で明示的に示され
る、項目７に記載のユーザ機器。
［項目９］
　２つのコンポーネントキャリアを用いる２つのセルからサービスされる、項目６から８
のいずれか１項に記載のユーザ機器。
［項目１０］
　一次セル（ＰＣｅｌｌ）および二次セル（ＳＣｅｌｌ）を含む無線環境における物理下
り回線共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）から物理上り回線制御チャネルリソース（ＰＵＣＣＨ
リソース）の割り当てを決定する処理回路を備え、
　２つから４つのＰＵＣＣＨリソースが、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ上の１以上のＰＤ
ＳＣＨ送信によりＰＵＣＣＨに対して暗示的に示される、無線ネットワークで用いられる
装置。
［項目１１］
　ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌから下り回線サブフレームを受信する無線インタフェース
をさらに備える、項目１０に記載の装置。
［項目１２］
　下り回線通信において直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）により動作し、上り回線
通信において単一搬送波周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）により動作するユーザ機
器（ＵＥ）の一部である、項目１１に記載の装置。
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［項目１３］
　物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で搬送される下り回線制御情報を用いてＰ
ＵＣＣＨリソースが決定される、項目１０から１２のいずれか１項に記載の装置。
［項目１４］
　イボルブドノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）からＰＵＣＣＨリソースを受信する、項目１３に
記載の装置。
［項目１５］
　ＰＵＣＣＨリソースは、ＰＣｅｌｌ上の物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の第
１制御チャネル要素（ＣＣＥ）指標を用いて示される、項目１１から１４のいずれか１項
に記載の装置。
［項目１６］
　２つのコンポーネントキャリアを用いて動作する、項目１１から１５のいずれか１項に
記載の装置。
［項目１７］
　ユーザ機器（ＵＥ）はタブレット、スマートフォン、ネットブック、ノートパソコン、
または携帯デバイスの形態である、項目１２に記載の装置。
［項目１８］
　一次セル（ＰＣｅｌｌ）および二次セル（ＳＣｅｌｌ）を含む無線ネットワークに用い
られる装置であり、
　ＰＣｅｌｌにおける物理下り回線共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を用いて物理上り回線制
御チャネルリソース（ＰＵＣＣＨリソース）を割り当てる処理回路を備え、
　ＰＣｅｌｌの物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で第１制御チャネル要素指標
を用いてＰＵＣＣＨリソースが示され、
　２つから４つのサブフレームを用いてＰＵＣＣＨリソースが示される、装置。
［項目１９］
　ＰＣｅｌｌにおいて複数の下り回線サブフレームを送信する無線インタフェースをさら
に備える、項目１８に記載の装置。
［項目２０］
　ＰＵＣＣＨリソースをユーザ機器（ＵＥ）へ割り当てるべく、２つのサービスするセル
を用いる他のイボルブドノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）と通信を行うｅＮｏｄｅＢの一部であ
る、項目１９に記載の装置。
［項目２１］
　一次セル（ＰＣｅｌｌ）および二次セル（ＳＣｅｌｌ）を含む無線ネットワークで用い
られる装置であり、
　物理上り回線制御チャネルリソース（ＰＵＣＣＨリソース）を割り当てる処理回路を備
え、
　ＳＣｅｌｌにおける物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信される下り回線
制御情報の送信電力制御フィールドを用いてＰＵＣＣＨリソースのうち１以上が示される
、装置。
［項目２２］
　ＰＵＣＣＨリソースはイボルブドノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）の上位層により構成される
、項目２１に記載の装置。
［項目２３］
　装置にハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）応答（ＡＣＫ）／否定応答（ＮＡＣＫ）
情報を送信するＰＵＣＣＨリソースをユーザ機器（ＵＥ）に提供する、項目２１または２
２に記載の装置。
［項目２４］
　時分割二重化（ＴＤＤ）無線ネットワークの一次セル（ＰＣｅｌｌ）および二次セル（
ＳＣｅｌｌ）において無線通信を行う装置であり、
　無線ネットワークの物理下り回線共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）からの物理上り回線制御
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チャネルリソース（ＰＵＣＣＨリソース）の割り当てを決定する処理回路を備え、
　ＰＵＣＣＨリソースは、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ上の２以上のＰＤＳＣＨサブフレ
ーム送信から導出される、装置。
［項目２５］
　ＰＵＣＣＨを用いて、イボルブドノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）へハイブリッド自動再送要
求（ＨＡＲＱ）応答（ＡＣＫ）情報をフィードバックする、項目２４に記載の装置。
［項目２６］
　２つから４つのＰＵＣＣＨリソースがＰＤＳＣＨサブフレーム送信と関連付けられる、
項目２５に記載の装置。
［項目２７］
　ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌは装置にサービスするセルである、項目２６に記載の装置
。
［項目２８］
　ＰＵＣＣＨリソースは上り回線（ＵＬ）サブフレームと関連付けられる、項目２４にか
ら２７のいずれか１項記載の装置。
［項目２９］
　ＰＵＣＣＨリソースのそれぞれがＰＤＳＣＨ上で送信されるサブフレームと関連付けら
れる、項目２４から２８のいずれか１項に記載の装置。
［項目３０］
　ＰＵＣＣＨリソースの１以上は、ＳＣｅｌｌの物理下り回線制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）上で送信される下り回線制御情報のフィールドを用いて示される、項目２４から２９の
いずれか１項に記載の装置。
［項目３１］
　下り回線制御情報のフィールドは送信電力制御（ＴＰＣ）フィールドである、項目３０
に記載の装置。
［項目３２］
　一次セル（ＰＣｅｌｌ）および二次セル（ＳＣｅｌｌ）を含む時分割二重化（ＴＤＤ）
無線ネットワークで無線通信を行う装置であり、
　無線ネットワークの物理下り回線共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を用いて物理上り回線制
御チャネルリソース（ＰＵＣＣＨリソース）を割り当てる処理回路を備え、
　ＰＵＣＣＨリソースはユーザ機器（ＵＥ）により、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ上の１
以上のＰＤＳＣＨサブフレーム送信から導出される、装置。
［項目３３］
　２つから４つのＰＵＣＣＨリソースがＰＤＳＣＨサブフレーム送信と関連付けられる、
項目３２に記載の装置。
［項目３４］
　ＰＵＣＣＨリソースはＰＵＣＣＨ上の上り回線（ＵＬ）サブフレームと関連付けられる
、項目３２または３３に記載の装置。
［項目３５］
　ＰＵＣＣＨリソースのそれぞれがＰＤＳＣＨ上で送信されるサブフレームと関連付けら
れる、項目３２から３４のいずれか１項に記載の装置。
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