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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　プロセッサを備え、前記プロセッサは、
　　少なくとも１つのアップリンク伝送コンテキスト（ＵＴＣ）を選択することであって
、前記少なくとも１つのＵＴＣは、タイミングアドバンスを含む１または複数の特徴に対
応し、少なくとも１つの受信ポイントに対応する、選択することと、
　　前記１または複数の特徴のうちの少なくとも前記タイミングアドバンスを選択するこ
とと、
　　前記１または複数の特徴のうちの少なくとも前記タイミングアドバンスに少なくとも
基づいて、前記少なくとも１つの受信ポイントへの伝送を開始することと、
　を実行するように、少なくとも構成されており、前記少なくとも１つのＵＴＣが動的に
変更される、ＷＴＲＵ。
【請求項２】
　前記伝送は、チャネルまたは信号のうちの少なくとも１つのサブフレーム内のアップリ
ンク伝送を含む、請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項３】
　前記プロセッサは、複数のアップリンク伝送コンテキスト（ＵＴＣｓ）から前記少なく
とも１つのＵＴＣを選択するようにさらに構成され、前記複数のＵＴＣｓのそれぞれは、
複数の受信ポイントにそれぞれ対応する、請求項１に記載のＷＴＲＵ。
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【請求項４】
　前記伝送は、１または複数のサブフレーム内の１または複数のアップリンク伝送を含み
、前記プロセッサは、
　前記少なくとも１つのＵＴＣの前記動的な変更が、サブフレームごとにサブフレーム上
で行われるようにさらに構成されている、請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項５】
　前記１または複数の特徴は、アップリンク周波数、帯域幅、伝送パワー、またはタイミ
ング整合のうちの、少なくとも１つをさらに含む、請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項６】
　前記１または複数の特徴は、前記伝送されるチャネルまたは信号に固有である少なくと
も１つのプロパティを含む、請求項２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのプロパティは、
　少なくとも１つの復調基準信号のプロパティ、伝送フォーマット、リソース、または少
なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルのプロパティ
のうちの少なくとも１つを含む、請求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの復調基準信号のプロパティは、循環シフト、シーケンスグループ
、またはアンテナポートのうちの１または複数を含むことが可能である、請求項７に記載
のＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのＵＴＣは、１または複数のＷＴＲＵパラメータのセット、１また
は複数のＷＴＲＵプロパティのセット、または、１または複数のＷＴＲＵ構成ＵＴＣ変数
のセットのうちの、少なくとも１つに対応する、請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのＵＴＣは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、物理
アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ
）、またはサウンディング基準信号（ＳＲＳ）のうちの、少なくとも１つを含むアップリ
ンクチャネルに対応する、請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、ダウンリンクキャリア上で測定された基準信号に基づいて、前記少
なくとも１つのＵＴＣを選択するように、さらに構成されている、請求項１に記載のＷＴ
ＲＵ。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記アップリンク伝送に対応する受信されたダウンリンク制御シグ
ナリングに基づいて、前記少なくとも１つのＵＴＣを選択するように、さらに構成されて
いる、請求項２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、
　前記複数のＵＴＣｓのそれぞれについて、必要な伝送パワーを決定することと、
　最低の必要な伝送パワーを決定することと、
　前記決定された最低の必要な伝送パワーに基づいて、前記少なくとも１つのＵＴＣを選
択することと、
を実行するようにさらに構成されている、請求項３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　プロセッサを備え、前記プロセッサは、
　　伝送タイプに対応する少なくとも１つのアップリンク伝送コンテキスト（ＵＴＣ）を
選択することと、
　　前記少なくとも１つのＵＴＣに対応する伝送パワーを決定することであって、前記伝
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送パワーは現行のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）パワー制御調整状態に基づく、決定
することと、
　　前記決定された伝送パワーで、前記伝送タイプに対応する伝送を開始することと、
　を実行するように、構成されている、ＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記伝送タイプは、周期サウンディング基準信号（ＳＲＳ）、非周期ＳＲＳ、正規ＳＲ
Ｓ、またはプロービングＳＲＳのうちの、少なくとも１つに対応し、前記伝送はサブフレ
ーム内のアップリンク伝送を含み、前記決定された伝送パワーは前記サブフレームに関す
る、請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記伝送パワーは、前記少なくとも１つのＵＴＣに対応するアップリンク経路損失また
は前記少なくとも１つのＵＴＣに対応するターゲット受信パワーのうちの、少なくとも１
つにさらに基づく、請求項１５に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記伝送タイプは物理アップリンク共有チャネルに対応しないことを特徴とする請求項
１６に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、ワイヤレス通信における多地点（Multi-Point）伝送に関する。
【背景技術】
【０００２】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１１年９月３０日に出願した米国仮特許出願第６１／５４２，１４５号
、名称「ＭＵＬＴＩＰＯＩＮＴ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　ＩＮ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　
ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＳＹＳＴＥＭ」、２０１２年１月２７日に出願した米国
仮特許出願第６１／５９１，７８９号、名称「ＭＵＬＴＩＰＯＩＮＴ　ＴＲＡＮＳＭＩＳ
ＳＩＯＮ　ＩＮ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＳＹＳＴＥＭ」、
２０１２年２月２８日に出願した米国仮特許出願第６１／６０４，３９９号、名称「ＭＵ
ＬＴＩＰＯＩＮＴ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　ＩＮ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮ
ＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＳＹＳＴＥＭ」、２０１２年３月２７日に出願した米国仮特許出願第
６１／６１６，２５６号、名称「ＭＵＬＴＩＰＯＩＮＴ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　Ｉ
Ｎ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＳＹＳＴＥＭ」、２０１２年５
月９日に出願した米国仮特許出願第６１／６４４，８２７号、名称「ＭＵＬＴＩＰＯＩＮ
Ｔ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　ＩＮ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ
Ｓ　ＳＹＳＴＥＭ」、２０１２年８月１日に出願した米国仮特許出願第６１／６７８，４
３７号、名称「ＭＵＬＴＩＰＯＩＮＴ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　ＩＮ　ＷＩＲＥＬＥ
ＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＳＹＳＴＥＭ」の利益を主張するものであり、本
明細書による６件すべての出願の開示は、すべての目的のために、それぞれが全体として
参照により本明細書に組み込まれている。
【０００３】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ：Long-Term Evolution）ワイヤレスシステム
用の多地点協調（ＣｏＭＰ：Coordinated Multi-Point）伝送は、ユーザ機器（ＵＥ：use
r equipment）（またはワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ：wireless transmit/recei
ve unit））との通信のためのネットワークの複数の地理的に離れた地点間の協調を含む
方式群を指す。アップリンク方向では、ＣｏＭＰは、干渉を制御しカバレージを向上させ
るための、複数受信地点での伝送信号の同時受信および／または地点間の協調スケジュー
リング決定を含むことができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１，Ｖ１０．ｘ．ｘ，“Ｅ－ＵＴＲＡ，Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ”
【発明の概要】
【０００５】
　下記の発明を実施するための形態で詳細に説明される単純な形式の概念の選択を紹介す
るために、概要が提供される。本概要は、請求する主題の主要な特徴または不可欠な特徴
を識別することは意図されておらず、また、請求する主題の範囲を限定するために用いら
れることも意図されていない。
【０００６】
　本明細書において単独または組み合わせで説明される方法および装置は、複数の宛先ポ
イントが存在し得るシステム配設において、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）が異
なるタイプのアップリンクチャネルまたは信号を伝送できるようにするものである。本明
細書で説明されるいくつかの実施形態において、方法は、ＷＴＲＵが動的に伝送の宛先ポ
イントを選択できるようにするものである。複数の潜在的宛先ポイント間からの宛先ポイ
ントの選択がＷＴＲＵ伝送用に可能な場合があるシステムにおいて、システムおよび方法
のいくつかの実施形態は、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：hybrid automatic rep
eat request）の再送処理の決定、および新しい（たとえば実施形態によって企図される
）パワーヘッドルーム報告メカニズムを提供する。他の実施形態において、前記ＷＴＲＵ
が接続性を失った宛先ポイントへのＷＴＲＵ伝送を削減または抑制するための方法が説明
される。基準信号（ＲＳ: reference signals）は、不対（unpaired）帯域幅（ＢＷ:
bandwidth）割り振りによるピークドリフト（peak drift）を補償するための事前循環シ
フト（ＣＳ：cyclic shift）オフセットを使用すること、異なるサイズのＲＳを超える他
のホッピング層を導入すること、または、基本シーケンスの選択からＣＳホッピングを分
離するための方法を使用することによって、機能強化することができる。ＣＳホッピング
の初期値および循環シフトフィールド（ＣＳＦ：cyclic shift field）の再解釈に基づく
他のパラメータを決定するための方法も説明される。非周期サウンディング基準信号（Ｓ
ＲＳ：sounding reference signal）、周期ＳＲＳ、および物理アップリンク共有チャネ
ル（ＰＵＳＣＨ）に関する、異なる伝送パワー制御（ＴＰＣ：transmit power control）
コマンドも説明される。分離されたＴＰＣコマンドを使用するＳＲＳに関する、追加のパ
ワー制御方法も説明される。より動的なＰＵＳＣＨ　ＲＢ割り振りに基づく、物理アップ
リンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：physical uplink shared channel）リソースブロック
（ＲＢ：resource block）マッピングを機能強化するための方法も開示される。物理アッ
プリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：physical uplink control channel）に関するアッ
プリンク伝送コンテキスト（ＵＴＣ：uplink transmission contexts）の選択のための追
加方法が説明される。複数のＵＴＣまたは物理チャネルのグループおよび／または伝送タ
イプに関するＴＰＣコマンドを処理するための方法、ならびに、ＷＴＲＵが、たとえばＦ
ｕｒｔｈｅｒ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　
ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ（ＦｅＩＣＩＣ）などの制限された伝送可能性を有することが
可能なサブフレームサブセットを処理するための方法も説明される。
【０００７】
　実施形態は、プロセッサを備えることが可能なワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）
を企図している。プロセッサは、少なくとも部分的に、少なくとも１つのアップリンク伝
送コンテキスト（ＵＴＣ）を選択するように構成され得る。少なくとも１つのＵＴＣは、
１または複数の特徴に対応可能である。プロセッサは、前記１または複数の特徴うちの少
なくとも１つを選択するように構成され得る。プロセッサは、少なくとも部分的に、前記
１または複数の特徴のうちの少なくとも１つに基づいて、伝送を開始するようにも構成さ
れ得る。
【０００８】
　実施形態は、プロセッサを備えることが可能なワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）
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を企図している。プロセッサは、少なくとも部分的に、伝送タイプに対応可能な少なくと
も１つのアップリンク伝送コンテキスト（ＵＴＣ）を選択するように構成され得る。プロ
セッサは、前記少なくとも１つのＵＴＣに対応可能な伝送パワーを決定するように構成さ
れ得る。プロセッサは、前記決定されたパワーでの前記伝送タイプに対応可能な伝送を開
始するようにも構成され得る。
【０００９】
　実施形態は、プロセッサを備えることが可能なワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）
を企図し、ここでプロセッサは、少なくとも部分的に、循環シフト（ＣＳ）ホッピングに
関する初期値を決定するように構成可能である。プロセッサは、
【００１０】
【数１】

【００１１】
からの前記ＣＳホッピングに関する初期値を分離するように構成可能である。プロセッサ
は、前記ＣＳホッピングに関する初期値を少なくとも１つのアップリンク伝送コンテキス
ト（ＵＴＣ）に相関させるようにも構成可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　添付の図面（または図）に関連して例として与えられた以下の説明から、より詳細に理
解することが可能である。詳細な説明と同様に、こうした図面内の図は例である。したが
って、図および詳細な説明は限定的であるとはみなされず、他の等しく有効な例が企図さ
れる。
【００１３】
【図１Ａ】１または複数の開示された実施形態が実装可能な、例示の通信システムを示す
システム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示された通信システム内で使用可能な、例示のワイヤレス送受信ユニ
ット（ＷＴＲＵ）を示すシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示された通信システム内で使用可能な、例示の無線アクセスネットワ
ークおよび例示のコアネットワークを示すシステム図である。
【図２】実施形態に適合する異なるシステム帯域幅構成から生じる、異なるダウンリンク
制御情報（ＤＣＩ）サイズを示す表である。
【図３】実施形態に適合する不対帯域幅割り振りの例を示す図である。
【図４】実施形態に適合する相関ピークドリフトの例を示す図である。
【図５】実施形態に適合するＰｃｅｌｌアップリンク伝送コンテキスト（ＵＴＣ）構成を
示す図である。
【図６】実施形態に適合するＰｃｅｌｌアップリンク伝送コンテキスト（ＵＴＣ）構成を
示す図である。
【図７】実施形態に適合するＵｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌ情報要素のサンプル
表を示す図である。
【図８】実施形態に適合するネットワークでの循環シフト（ＣＳ）補償の例を示す図であ
る。
【図９】実施形態に適合する例示の循環シフトフィールドを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、様々な図を参照しながら、例示の実施形態の詳細な説明について記述する。この
説明は可能な実装の詳細な例を提供するが、詳細は例示的なものであることが意図され、
いかなる場合にも本出願の範囲を制限するものではないことに留意されたい。本明細書で
使用される場合、他の修飾または特徴付けのない冠詞「ａ」または「ａｎ」は、たとえば
「１または複数」または「少なくとも１つ」を意味するものと理解され得る。
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【００１５】
　図１Ａは、１または複数の開示された実施形態が実装可能な、例示の通信システム１０
０の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、放送な
どのコンテンツを、複数のワイヤレスユーザに提供する、多重アクセスシステムとするこ
とができる。通信システム１００は、複数のワイヤレスユーザが、ワイヤレス帯域幅を含
むシステムリソースの共有を通じて、こうしたコンテンツにアクセスできるようにするこ
とが可能である。たとえば通信システム１００は、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ：co
de division multiple access）、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ：time division multi
ple access）、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ：frequency division multiple acce
ss）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ：orthogonal FDMA）、シングルキャリアＦＤＭＡ（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ：single-carrier FDMA）などの、１または複数のチャネルアクセス方法を
採用することができる。
【００１６】
　図１Ａに示されるように、通信システム１００は、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲ
Ｕ）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ：ra
dio access network）１０４、コアネットワーク１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ：pu
blic switched telephone network）１０８、インターネット１１０、および他のネット
ワーク１１２を含むことが可能であるが、開示された実施形態は、任意数のＷＴＲＵ、基
地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を企図していることを理解されよ
う。ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのそれぞれは、ワイヤレス環境
で動作および／または通信するように構成された、任意のタイプのデバイスとすることが
できる。例を挙げると、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、ワイヤ
レス信号を送信および／または受信するように構成され得、ユーザ機器（ＵＥ：user equ
ipment）、移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャ、携帯電話、携帯情報端末
（ＰＤＡ：personal digital assistant）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブッ
ク、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスセンサ、家庭用電化製品などを含むことができ
る。
【００１７】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂも含むことができる。基
地局１１４ａ、１１４ｂのそれぞれは、コアネットワーク１０６、インターネット１１０
、および／またはネットワーク１１２などの、１または複数の通信ネットワークへのアク
セスを容易にするために、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの
少なくとも１つとワイヤレスにインターフェースするように構成された、任意のタイプの
デバイスとすることができる。例を挙げると、基地局１１４ａ、１１４ｂは、送受信基地
局（ＢＴＳ：base transceiver station）、ノードＢ、ｅノードＢ、ホームｅノードＢ、
サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ：access point）、ワイヤレスルータ、な
どとすることができる。基地局１１４ａ、１１４ｂはそれぞれ単一の要素として示される
が、基地局１１４ａ、１１４ｂは任意数の相互接続された基地局および／またはネットワ
ーク要素を含むことができる。
【００１８】
　基地局１１４ａは、基地局コントローラ（ＢＳＣ：base station controller）、無線
ネットワークコントローラ（ＲＮＣ：radio network controller）、リレーノードなどの
、他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）を含むことも可能な、ＲＡＮ
　１０４の一部とすることが可能である。基地局１１４ａおよび／または基地局１１４ｂ
は、セル（図示せず）と呼ばれることのある特定の地理的領域内で、ワイヤレス信号を送
信および／または受信するように構成可能である。セルは、さらにセルセクタに分割され
得る。たとえば、基地局１１４ａに関連付けられたセルは、３つのセクタに分割され得る
。したがって一実施形態では、基地局１１４ａは３つの送受信器、すなわちセルの各セク
タに付いて１つ、を含むことができる。他の実施形態では、基地局１１４ａは多入力多出
力（ＭＩＭＯ）技術を採用することが可能であるため、セルの各セクタに付いて複数の送
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受信器を利用することができる。
【００１９】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、任意の好適なワイヤレス通信リンク（たとえば、無線周
波数（ＲＦ：radio frequency）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ：infrared）、紫外線（Ｕ
Ｖ：ultraviolet）、可視光など）とすることが可能なエアインターフェース１１６を介
して、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数と通信
可能である。エアインターフェース１１６は、任意の好適な無線アクセス技術（ＲＡＴ：
radio access technology）を使用して確立することができる。
【００２０】
　より具体的に言えば、前述のように、通信システム１００は多重アクセスシステムとす
ることが可能であり、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなど
の、１または複数のチャネルアクセス方式を採用することができる。たとえばＲＡＮ　１
０４内の基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、広帯域ＣＤ
ＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標）：wideband CDMA）を使用してエアインターフェース１１
６を確立することが可能な、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ：Universal Mo
bile Telecommunications System）地上無線アクセス（ＵＴＲＡ：UMTS Terrestrial Rad
io Access）などの無線技術を実装することができる。ＷＣＤＭＡは、高速パケットアク
セス（ＨＳＰＡ：High-Speed Uplink Packet Access）および／または進化型ＨＳＰＡ（
ＨＳＰＡ＋：Evolved HSPA）などの、通信プロトコルを含むことができる。ＨＳＰＡは、
高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ：High-Speed Downlink Packet Access
）および／または高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ：High-Speed Uplink 
Packet Access）を含むことができる。
【００２１】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは
、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ
－Ａ）を使用してエアインターフェース１１６を確立することが可能な、進化型ＵＭＴＳ
地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UMTS Terrestrial Radio Access）などの無
線技術を実装することができる。
【００２２】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは
ＩＥＥＥ　８０２．１６（すなわちＷｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉ
ｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ））、ＣＤＭＡ２０００
、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎ
ｄａｒｄ　２０００（ＩＳ－２０００）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　９５（Ｉ
Ｓ－９５）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　８５６（ＩＳ－８５６）、Ｂｌｏｂａ
ｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登
録商標））、Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔ
ｉｏｎ（ＥＤＧＥ）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）などの、無線技術を実装すること
ができる。
【００２３】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、たとえばワイヤレスルータ、ホームノードＢ、ホームｅノ
ードＢ、またはアクセスポイントとすることが可能であり、職場、家庭、車、学校などの
局所化された地域でのワイヤレス接続を容易にするために、任意の好適なＲＡＴを利用す
ることが可能である。一実施形態において、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ　１０２ｃ、
１０２ｄは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立するために、Ｉ
ＥＥＥ　８０２．１１などの無線技術を実装することができる。他の実施形態では、基地
局１１４ｂおよびＷＴＲＵ　１０２ｃ、１０２ｄは、ワイヤレスパーソナルエリアネット
ワーク（ＷＰＡＮ）を確立するために、ＩＥＥＥ　８０２．１５などの無線技術を実装す
ることができる。さらに他の実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ　１０２ｃ、
１０２ｄは、ピコセルまたはフェムトセルを確立するために、セルラベースのＲＡＴ（た
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とえばＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用するこ
とができる。図１Ａに示されるように、基地局１１４ｂはインターネット１１０への直接
接続を有することができる。したがって基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介
してインターネット１１０にアクセスする必要がない場合がある。
【００２４】
　ＲＡＮ　１０４は、音声、データ、アプリケーション、および／またはボイスオーバイ
ンターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）のサービスを、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１
０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数に提供するように構成された、任意のタイプのネ
ットワークとすることが可能な、コアネットワーク１０６と通信しているものとすること
ができる。たとえばコアネットワーク１０６は、呼制御、課金サービス、移動体位置ベー
スサービス、プリペイド電話、インターネット接続、ビデオ配布などを提供すること、お
よび／または、ユーザ認証などの高水準セキュリティ機能を実行することが、可能である
。図１Ａには示されていないが、ＲＡＮ　１０４および／またはコアネットワーク１０６
は、ＲＡＮ　１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用している他のＲＡＮと、直接
または間接的に通信しているものとすることが可能であることを理解されよう。たとえば
、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用している可能性のあるＲＡＮ　１０４に接続されているこ
とに加えて、コアネットワーク１０６は、ＧＳＭ無線技術を採用している他のＲＡＮ（図
示せず）と通信していることも可能である。
【００２５】
　コアネットワーク１０６は、ＰＳＴＮ　１０８、インターネット１１０、および／また
は他のネットワーク１１２にアクセスするために、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃ、１０２ｄ用のゲートウェイとして働くこともできる。ＰＳＴＮ　１０８は、簡易電
話サービス（ＰＯＴＳ）を提供する回線交換電話網を含むことができる。インターネット
１１０は、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、
および、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル群におけるインターネットプロトコル（
ＩＰ）などの、一般的な通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネット
ワークおよびデバイスのグローバルシステムを含むことができる。ネットワーク１１２は
、他のサービスプロバイダによって所有および／または運用される、ワイヤードまたはワ
イヤレス通信ネットワークを含むことができる。たとえばネットワーク１１２は、ＲＡＮ
　１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用することが可能な１または複数のＲＡＮ
に接続された、他のコアネットワークを含むことができる。
【００２６】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのいくつ
かまたはすべては、マルチモード機能を含むことが可能であり、すなわちＷＴＲＵ　１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、異なるワイヤレスリンクを介して異なるワイヤ
レスネットワークと通信するために複数の送受信器を含むことができる。たとえば、図１
Ａに示されたＷＴＲＵ　１０２ｃは、セルラベースの無線技術を採用している可能性のあ
る基地局１１４ａ、およびＩＥＥＥ　８０２無線技術を採用している可能性のある基地局
１１４ｂと、通信するように構成可能である。
【００２７】
　図１Ｂは、例示のＷＴＲＵ　１０２のシステム図である。図１Ｂに示されるように、Ｗ
ＴＲＵ　１０２は、プロセッサ１１８、送受信器１２０、送受信要素１２２、スピーカ／
マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド１２８、取り外
し不可能メモリ１３０、取り外し可能メモリ１３２、電源１３４、全地球測位システム（
ＧＰＳ）チップセット１３６、および他の周辺装置１３８を含むことができる。ＷＴＲＵ
　１０２は、実施形態との適合を維持しながら、前述の要素の任意の副結合を含むことが
可能であることを理解されよう。
【００２８】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、特定用途向けプロセッサ、従来型プロセッサ、
デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連した
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１または複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任
意の他のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態機械などとすることができる。プロセッサ１１
８は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／または、ＷＴＲＵ　１
０２がワイヤレス環境で動作できるようにする任意の他の機能を実行することができる。
プロセッサ１１８は、送受信要素１２２に結合可能な送受信器１２０に結合可能である。
図１Ｂはプロセッサ１１８および送受信器１２０を別々の構成要素として示しているが、
プロセッサ１１８および送受信器１２０は電子パッケージまたはチップ内に一体化できる
ことを理解されよう。
【００２９】
　送受信要素１２２は、エアインターフェース１１６を介して、基地局（たとえば基地局
１１４ａ）に信号を送信、または基地局から信号を受信するように、構成可能である。た
とえば一実施形態において、送受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信す
るように構成されたアンテナとすることができる。他の実施形態では、送受信要素１２２
は、たとえばＩＲ、ＵＶ、または可視光の信号を送信および／または受信するように構成
された、エミッタ／検出器とすることができる。さらに他の実施形態では、送受信要素１
２２は、ＲＦ信号および光信号の両方を送信および受信するように構成可能である。送受
信要素１２２は任意の組み合わせのワイヤレス信号を送信および／または受信するように
構成可能であることを理解されよう。
【００３０】
　加えて、送受信要素１２２は図１Ｂでは単一の要素として示されているが、ＷＴＲＵ　
１０２は任意数の送受信要素１２２を含むことができる。より具体的に言えば、ＷＴＲＵ
　１０２はＭＩＭＯ技術を採用することができる。したがって一実施形態において、ＷＴ
ＲＵ　１０２は、エアインターフェース１１６を介してワイヤレス信号を送信および受信
するための、２つまたはそれ以上の送受信要素１２２（たとえば複数のアンテナ）を含む
ことができる。
【００３１】
　送受信器１２０は、送受信要素１２２によって送信されることになる信号を変調し、送
受信要素１２２によって受信される信号を復調するように、構成可能である。前述のよう
に、ＷＴＲＵ　１０２はマルチモード機能を有することができる。したがって送受信器１
２０は、ＷＴＲＵ　１０２が、たとえばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ　８０２．１１などの複
数のＲＡＴを介して通信できるようにするために、複数の送受信器を含むことができる。
【００３２】
　ＷＴＲＵ　１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッ
ド１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（たとえば液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）表示ユニットまたは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示ユニット）に結合
可能であり、それらからユーザ入力データを受信可能である。プロセッサ１１８は、スピ
ーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、および／またはディスプレイ／タッチ
パッド１２８にユーザデータを入力することも可能である。加えてプロセッサ１１８は、
取り外し不可能メモリ１３０および／または取り外し可能メモリ１３２などの、任意の好
適なタイプのメモリからの情報にアクセスし、メモリにデータを格納することができる。
取り外し不可能メモリ１３０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモ
リ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ記憶デバイスを含むこ
とができる。取り外し可能メモリ１３２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、メ
モリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードなどを含むことができる。他の
実施形態では、プロセッサ１１８は、サーバまたはホームコンピュータ（図示せず）上な
どのＷＴＲＵ　１０２上に、物理的に配置されていないメモリからの情報にアクセスし、
メモリにデータを格納することができる。
【００３３】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取ることが可能であり、ＷＴＲＵ　１
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０２内の他の構成要素に電力を配布および／または制御するように構成可能である。電源
１３４は、ＷＴＲＵ　１０２に電力を供給するための任意の好適なデバイスとすることが
できる。たとえば電源１３４は、１または複数の乾電池（たとえばニッケルカドミウム（
ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（
Ｌｉ－ｉｏｎ）など）、太陽電池、燃料電池などを含むことができる。
【００３４】
　プロセッサ１１８は、ＷＴＲＵ　１０２の現在位置に関する位置情報（たとえば緯度お
よび経度）を提供するように構成可能な、ＧＰＳチップセット１３６にも結合可能である
。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはその代わりに、ＷＴＲＵ　１０
２は、基地局（たとえば基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアインターフェース１１６を
介して位置情報を受信すること、および／または、２つまたはそれ以上の近隣基地局から
の信号受信のタイミングに基づいてその位置を決定することが、可能である。ＷＴＲＵ　
１０２は、実施形態との適合を維持しながら、任意の好適な位置決定方法を用いて位置情
報が獲得可能であることを理解されよう。
【００３５】
　プロセッサ１１８は、追加の特徴、機能性、および／またはワイヤードもしくはワイヤ
レス接続性を提供する、１または複数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュ
ールを含むことが可能な、他の周辺装置１３８にさらに結合可能である。たとえば周辺装
置１３８は、加速度計、電子コンパス、衛星送受信器、デジタルカメラ（写真またはビデ
オ用）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、振動デバイス、テレビジョン送受
信器、ハンドフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数
変調（ＦＭ）無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプ
レーヤモジュール、インターネットブラウザ、などを含むことができる。
【００３６】
　図１Ｃは、実施形態に従ったＲＡＮ　１０４およびコアネットワーク１０６のシステム
図である。前述のように、ＲＡＮ　１０４は、エアインターフェース１１６を介してＷＴ
ＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するためのＥ－ＵＴＲＡ無線技術を採用する
ことができる。ＲＡＮ　１０４は、コアネットワーク１０６とも通信していることが可能
である。
【００３７】
　ＲＡＮ　１０４は、ｅノードＢ　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含むことができるが
、ＲＡＮ　１０４は、実施形態との適合を維持しながら任意数のｅノードＢを含むことが
可能であることを理解されよう。ｅノードＢ　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、エアイ
ンターフェース１１６を介してＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するため
の１または複数の送受信器をそれぞれ含むことができる。一実施形態において、ｅノード
Ｂ　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装することができる。したがっ
て、たとえばｅノードＢ　１４０ａは、ＷＴＲＵ　１０２ａにワイヤレス信号を送信する
ため、およびＷＴＲＵ　１０２ａからワイヤレス信号を受信するために、複数のアンテナ
を使用することができる。
【００３８】
　ｅノードＢ　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれは、特定のセル（図示せず）に
関連付けること、ならびに、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、アップリンクお
よび／またはダウンリンクでのユーザのスケジューリングなどを処理するように構成する
ことが可能である。図１Ｃに示されるように、ｅノードＢ　１４０ａ、１４０ｂ、１４０
ｃは、Ｘ２インターフェースを介して互いに通信可能である。
【００３９】
　図１Ｃに示されるコアネットワーク１０６は、移動性管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）１４
２、サービングゲートウェイ１４４、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲー
トウェイ１４６を含むことができる。前述の要素はそれぞれコアネットワーク１０６の一
部として示されているが、これらの要素のいずれも、コアネットワークオペレータ以外の
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エンティティによって所有および／または動作可能であることを理解されよう。
【００４０】
　ＭＭＥ　１４２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ　１０４内のｅノードＢ　１
４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれに接続可能であり、制御ノードとして働くことが
可能である。たとえばＭＭＥ　１４２は、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユ
ーザの認証、ベアラの活動化／非活動化、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの初
期接続中の特定サービングゲートウェイの選択などについて、責務を負うことができる。
ＭＭＥ　１４２は、ＲＡＮ　１０４と、ＧＳＭまたはＷＣＤＭＡなどの他の無線技術を採
用している他のＲＡＮ（図示せず）との間で切り換えるための、制御プレーン機能を提供
することもできる。
【００４１】
　サービングゲートウェイ１４４は、ＲＡＮ　１０４内のｅノードＢ　１４０ａ、１４０
ｂ、１４０ｃのそれぞれに、Ｓ１インターフェースを介して接続可能である。サービング
ゲートウェイ１４４は、一般に、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃへの／からの
ユーザデータパケットを経路指定／転送することができる。サービングゲートウェイ１４
４は、ｅノードＢ間のハンドオーバ中にユーザプレーンを固定すること、ダウンリンクデ
ータがＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに使用可能な場合にページングをトリガ
すること、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストを管理および記憶す
ることなどの、他の機能も実行可能である。
【００４２】
　サービングゲートウェイ１４４は、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対
応デバイスとの間の通信を容易にするために、インターネット１１０などのパケット交換
ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することが
可能な、ＰＤＮゲートウェイ１４６にも接続可能である。
【００４３】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を容易にすることができる。た
とえばコアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと従来の固
定電話通信デバイスとの間の通信を容易にするために、ＰＳＴＮ　１０８などの回線交換
ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することが
可能である。たとえばコアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ　
１０８との間のインターフェースとして働くＩＰゲートウェイ（たとえばＩＰマルチメデ
ィアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含むか、またはこれと通信することができる。加
えて、コアネットワーク１０６は、他のサービスプロバイダによって所有および／または
動作される他のワイヤードまたはワイヤレスネットワークを含むことが可能な、ネットワ
ーク１１２へのアクセスをＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することが可
能である。
【００４４】
　実施形態は、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）リリース８／９／１０／１１が、単一のサービングセル（以下ＬＴ
Ｅ　Ｒ８＋）で動作し、２ｘ２構成の場合、ダウンリンク（ＤＬ）で１００Ｍｂｐｓ、ア
ップリンク（ＵＬ）で５０Ｍｂｐｓまでをサポートしていることを認識している。ＬＴＥ
　ＤＬ伝送方式は、直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）エアインターフェースに
基づいている。
【００４５】
　実施形態は、柔軟な展開のために、とりわけＬＴＥ　Ｒ８＋システムが［１．４、２．
５、５、１０、１５、または２０］ＭＨｚのうちの１つのスケーラブルな伝送帯域幅をサ
ポートしていることを認識している。ＬＴＥ　Ｒ８＋では（キャリアアグリゲーション（
ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）を用いるＬＴＥ　Ｒ１０＋にも適用可能）、
１または複数の、もしくはそれぞれの無線フレーム（１０ｍｓ）が、１ｍｓサイズに等し
く分けられた１０のサブフレームを含むことができる。１または複数の、もしくはそれぞ
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れのサブフレームは、それぞれ０．５ｍｓサイズに等しく分けられた２つのタイムスロッ
トを含む。タイムスロット当たり７または６つのＯＦＤＭシンボルが存在可能であり、タ
イムスロット当たり７つのシンボルは通常の巡回プレフィックス長さで使用可能であり、
タイムスロット当たり６つのシンボルは拡張された巡回プレシックス長さの代替システム
構成で使用可能である。ＬＴＥ　Ｒ８／９システム用のサブキャリア間隔は１５ｋＨｚで
ある。７．５ｋＨｚを使用する代替の低減サブキャリア間隔モードが企図される。
【００４６】
　実施形態は、リソース要素（ＲＥ）が、１　ＯＦＤＭシンボル間隔中の１サブキャリア
に（いくつかの実施形態ではおそらく精密に）対応可能であることを認識しており、０．
５ｍｓタイムスロット中の１２の連続するサブキャリアが１リソースブロック（ＲＢ）を
構成することができる。したがって、タイムスロット当たり７つのシンボルの場合、１ま
たは複数、またはそれぞれのＲＢは、１２＊７＝８４　ＲＥを含む。ＤＬキャリアは、最
低６　ＲＢから最高１１０　ＲＢまでの、スケーラブルな数のリソースブロック（ＲＢ）
を含むことが可能である。これは、全体としておおよそ１ＭＨｚから２０ＭＨｚのスケー
ラブルな伝送帯域幅に対応可能である。いくつかの実施形態では、たとえば１．４、３、
５、１０、または２０ＭＨｚの共通伝送帯域幅のセットが指定可能である。
【００４７】
　動的スケジューリングのための基本時間領域ユニットは、少なくとも２つの連続するタ
イムスロットを含むことが可能な１つのサブフレームである。１または複数の実施形態に
おいて、これはリソースブロックペアと呼ばれることがある。時間周波数グリッド内でパ
イロット信号を搬送するために、なんらかのＯＦＤＭシンボル上にいくつかのサブキャリ
アを割り振ることができる。いくつかの実施形態では、とりわけスペクトルマスク要件に
準拠するために、伝送帯域幅の縁部で所与の数のサブキャリアが伝送できない場合がある
。
【００４８】
　ＬＴＥの場合、ダウンリンク物理チャネルは、物理制御フォーマットインジケータチャ
ネル（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Format Indicator Channel）、物理ハイブリッ
ドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
）、物理データ制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Physical Data Control Channel）、物理マ
ルチメディアデータチャネル（ＰＭＣＨ：Physical Multicast data Channel）、物理ブ
ロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：Physical Broadcast Channel）、および物理データ
共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Physical Data Shared Channel）を含むことができるが、こ
れらには限定されない。ＰＣＦＩＣＨ上で、ＷＴＲＵは、ＤＬコンポーネントキャリア（
ＣＣ：component carrier）の制御領域のサイズを示す制御データを受信する。ＰＨＩＣ
Ｈ上で、ＷＴＲＵは、前のアップリンク伝送に関するハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲ
Ｑ）肯定応答／否定応答（ＨＡＲＱ　Ａ／Ｎ、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、またはＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ）フィードバックを示す制御データを受信する。ＰＤＣＣＨ上で、ＷＴＲＵ
は、ダウンリンクおよびアップリンクのリソースをスケジューリングするために使用可能
な、ダウンリンク制御情報（ＤＯ：downlink control information）メッセージを受信す
る。ＰＤＳＣＨ上で、ＷＴＲＵは、ユーザおよび／または制御データを受信することがで
きる。たとえばＷＴＲＵは、ＵＬ　ＣＣ上で伝送可能である。
【００４９】
　ＬＴＥの場合、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（ＰＵＣ
ＣＨ）、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）、および物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）を含むことができるが、これらには限定されない。ＰＵＳＣＨ上で
、ＷＴＲＵは、ユーザおよび／または制御データを伝送可能である。ＰＵＣＣＨ上で、お
よびいくつかの場合にはＰＵＳＣＨ上で、ＷＴＲＵは、アップリンク制御情報（チャネル
品質インジケータ／プリコーディングマトリクスインジケータ／ランクインジケータまた
はスケジューリング要求（ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩまたはＳＲ）、および／またはハイブリ
ッド自動再送要求（特にＨＡＲＱ）肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバ
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ックなど）を伝送可能である。ＵＬ　ＣＣ上で、ユーザ機器（ＵＥ）またはワイヤレス送
受信ユニット（ＷＴＲＵ）（この用語は本明細書全体を通じて互換的に使用可能である）
に、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）の伝送用の専用リソースを割り振ることも可能で
ある。
【００５０】
　ＬＴＥ　Ｒ８＋システムでは、ＷＴＲＵは、異なる目的のためにセル固有ダウンリンク
基準信号を受信することができる。たとえばセル固有基準信号（以下、ＣＲＳ）の場合、
ＷＴＲＵは、ＴＭ７、ＴＭ８、またはＴＭ９で構成されたＰＭＣＨおよびＰＤＳＣＨを除
く、任意のダウンリンク物理チャネルのコヒーレント復調のためのチャネル推定に、ＣＲ
Ｓを使用することができる。ＷＴＲＵは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）測定にＣＲＳを使
用することもできる。ＷＴＲＵは、セル選択および移動性関係の測定にもＣＲＳを使用す
ることができる。ＣＲＳは任意のサブフレーム内で受信可能である。１または複数、もし
くはそれぞれのアンテナポート（１、２、または４）について１つのＣＲＳが存在可能で
ある。ＣＲＳは、１または複数、もしくはそれぞれのスロットの、第１および第３の最終
ＯＦＤＭシンボルを占有可能である。
【００５１】
　加えてＷＴＲＵは、以下のダウンリンク基準信号のうちの１または複数を受信すること
ができる。１）復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ：Demodulation Reference Signals）。ＷＴＲ
Ｕ固有基準信号は、ＴＭ７、ＴＭ８、またはＴＭ９を用いるＰＤＳＣＨの復調のためのチ
ャネル推定に使用可能である。ＤＭ－ＲＳは、該当するＷＴＲＵに関するＰＤＳＣＨ伝送
に割り当てられたリソースブロック内で伝送可能である。および／または、２）ＣＳＩ基
準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）。ＷＴＲＵは、チャネル状態情報測定にＣＳＩ－ＲＳを使用する
ことができる。ＣＳＩ－ＲＳはＴＭ９に使用可能であり（またはいくつかの実施形態では
、そのようにのみ使用可能であり）、ＣＲＳよりもネットワークにより低密度で伝送可能
である。
【００５２】
　ＵＥ　ＯＲ　ＷＴＲＵは、同期化を取得可能であり、セルの識別（以下、セルＩＤ）を
検出可能であり、同期信号を使用して巡回プレフィックスの長さ（通常／拡張）（１次同
期信号と２次同期信号との間の持続時間の差異に基づき得る）を決定可能である。ＵＥ　
ＯＲ　ＷＴＲＵは、ＰＢＣＨ上でマスタ情報ブロック（以下、ＭＩＢ）を受信可能であり
、ＭＩＢは、ＰＨＩＣＨ情報、ダウンリンク帯域幅、およびシステムフレーム数を含む。
ＵＥ　ＯＲ　ＷＴＲＵは、ＰＢＣＨを使用して、その検出がＰＢＣＨ　ＣＲＣを使用して
検証される伝送アンテナポートの数を盲目的に検出することができる。
【００５３】
　ＬＴＥシステムにおいて、ＮＷは、ＰＤＣＣＨを使用して物理無線リソースを制御する
ことが可能であり、制御メッセージは特定のメッセージ、たとえばデータ制御情報（ＤＣ
Ｉ：data control information）メッセージを使用して伝送可能である。ＵＥ　ＯＲ　Ｗ
ＴＲＵは、特定の位置で既知の無線ネットワーク一時識別子（以下、ＲＮＴＩ）を使用し
て、固有のＤＣＩスクランブルに関して、または、アグリゲーションレベル（以下、ＡＬ
、１、２、４、または８のいずれかのＣＣＥに対応する１または複数、もしくはそれぞれ
）に基づく物理リソース（たとえば、制御チャネル要素、以下ＣＣＥ：control channel 
element）の異なる組み合わせを使用して、検索スペースに関して、ＰＤＣＣＨを監視す
ることによって、所与のサブフレーム内での制御シグナリング上で作用するために有用で
あるか否かを判別することができる。ＣＣＥは、３６のＱＰＳＫシンボル、または７２の
チャネル符号化ビットを含む。
【００５４】
　１または複数の実施形態において、ＰＤＣＣＨは概念上、２つの別個の領域に分離可能
である。ＵＥまたはＷＴＲＵがその上で動作可能なＤＣＩを発見し得るＣＣＥ位置のセッ
トは、検索スペース（以下、ＳＳ：Search Space）と呼ぶことができる。ＳＳは概念上、
共通ＳＳ（以下、ＣＳＳ：Common SS）およびＵＥ　ＯＲ　ＷＴＲＵ固有ＳＳ（以下、Ｕ
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ＥＳＳ）に分割可能であり、ＣＳＳは、所与のＰＤＣＣＨを監視している１または複数、
もしくはすべてのＵＥに共通とすることができるが、ＵＥＳＳはＵＥ　ＯＲ　ＷＴＲＵに
よって異なる。いくつかの実施形態において、どちらのＳＳも所与のサブフレーム内の所
与のＵＥ　ＯＲ　ＷＴＲＵに関して重複可能である。これはランダム化機能の関数とする
ことが可能であり、この重複はサブフレームによって異なる可能性がある。
【００５５】
　共通検索スペース（ＣＳＳ）を構成するＣＣＥ位置のセットおよびその開始ポイントは
、セル識別およびサブフレーム数の関数とすることができる。ＬＴＥ　Ｒ８／９の場合、
ＤＣＩはＣＳＳ内でＡＬ４（４　ＣＣＥ）またはＡＬ８（８　ＣＣＥ）で送信可能である
（またはいくつかの実施形態では、そのようにのみ送信可能である）。ＵＥ　ＯＲ　ＷＴ
ＲＵがＰＤＣＣＨを監視するサブフレームの場合、ＵＥ　ＯＲ　ＷＴＲＵは、ＣＳＳにお
ける合計最大１２のブラインド復号試行について、ＡＬ４に関する４　ＣＣＥの４つまで
の異なるセット（たとえば８つのブラインド復号）およびＡＬ８に関する８　ＣＣＥの２
つまでの異なるセット（たとえば４つのブラインド復号）において、２つのＤＣＩフォー
マットサイズ（たとえば、以下を参照すると、フォーマット１Ａおよび１Ｃ、ならびに電
力制御に使用されるフォーマット３Ａ）を復号するように試行することができる。ＣＳＳ
は、ＡＬ４に関する４つの復号候補（たとえば、ＣＣＥ　０～３、４～７、８～１１、１
２～１５）およびＡＬ８に関する２つの復号候補（ＣＣＥ　０～７、８～１５）を示唆す
る、ＣＣＥ　０～１５に対応する。
【００５６】
　ＵＥ　ＯＲ　ＷＴＲＵ固有検索スペース（ＵＥＳＳ：UE OR WTRU-Specific Search Spa
ce）を構成するＣＣＥ位置のセットおよびその開始ポイントは、ＵＥ　ＯＲ　ＷＴＲＵ識
別およびサブフレーム数の関数とすることができる。ＬＴＥ　Ｒ８＋の場合、ＤＣＩはＵ
ＥＳＳ内でＡＬ１、ＡＬ２、ＡＬ４、またはＡＬ８で送信可能である。ＵＥまたはＷＴＲ
ＵがＰＤＣＣＨを監視するサブフレームの場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＥＳＳにおけ
る合計最大３２のブラインド復号試行について、ＡＬ１に関する６つまでの異なるＣＣＥ
Ｓ（たとえば１２のブラインド復号）、ＡＬ２に関する２　ＣＣＥの６つまでの異なるセ
ット（たとえば１２のブラインド復号）、ＡＬ８に関する８　ＣＣＥの２つまでの異なる
セット（たとえば４つのブラインド復号）、および、ＡＬ８に関する８　ＣＣＥの２つま
での異なるセット（たとえば４つのブラインド復号）において、２つのＤＣＩフォーマッ
トを復号するように試行することができる。
【００５７】
　ＵＥまたはＷＴＲＵがどのＤＣＩフォーマットを復号するかは、構成済みの伝送モード
（たとえば空間多重化が使用可能であるか否か）に依存することができる。いくつかの異
なるＤＣＩフォーマット、たとえばフォーマット０（ＵＬ許可）、フォーマット１（非Ｍ
ＩＭＯ）、フォーマット２（ＤＬ　ＭＩＭＯ）、およびフォーマット３（電力制御）が存
在可能である。制御メッセージの例示の詳細なフォーマットは、ＴＳ　３６．２１２、セ
クション５．３．３．１で定義可能である。ＵＥまたはＷＴＲＵが復号する１または複数
、もしくはそれぞれのＤＣＩフォーマットのバージョンは、少なくとも部分的に、構成済
み伝送モード（たとえば、リリース８およびリリース９の場合はモード１～７）によって
管理され得る。
【００５８】
　例示の用途の要約リストを、以下に提示する。　
　－　ＤＣＩフォーマット０（ＵＬ許可）
　－　ＤＣＩフォーマット１（ＤＬ割り当て）
　－　ＤＣＩフォーマット１Ａ（コンパクトなＤＬ割り当て／ランダムアクセス用のＰＤ
ＣＣＨ順）
　－　ＤＣＩフォーマット１Ｂ（プリコーディング情報によるＤＬ割り当て）
　－　ＤＣＩフォーマット１Ｃ（非常にコンパクトなＤＬ割り当て）
　－　ＤＣＩフォーマット１Ｄ（プリコーディング情報＋電力オフセット情報によるコン
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パクトなＤＬ割り当て）
　－　ＤＣＩフォーマット２（空間多重化のためのＤＬ割り当て）
　－　ＤＣＩフォーマット２Ａ
　－　ＤＣＩフォーマット３（ＰＵＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ用のＴＰＣ、２ビット）
　－　ＤＣＩフォーマット３Ａ（ＰＵＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ用のＴＰＣ、単一ビット）
【００５９】
　異なるシステム帯域幅構成の結果として生じる異なるＤＣＩサイズの例を示す表が、図
２に与えられている。
【００６０】
　ＬＴＥ　Ｒ８＋システムにおいて、ＰＤＣＣＨ上で受信された制御シグナリングが、ア
ップリンクコンポーネントキャリアまたはダウンリンクコンポーネントキャリアのいずれ
に関係するかは、ＵＥまたはＷＴＲＵによって復号されたＤＣＩのフォーマットに関係す
る可能性があり、ＤＣＩフォーマットは、ＵＥまたはＷＴＲＵが接続されるセルの、アッ
プリンクコンポーネントキャリア上およびダウンリンクコンポーネントキャリア上でのＵ
Ｅ通信を制御するために使用可能である。ＵＥまたはＷＴＲＵは、スケジューリング要求
（以下、ＳＲ：scheduling request）をｅＮＢに送信することによって、アップリンク伝
送のための無線リソースを要求することが可能であり、ＳＲは、構成済みであればＰＵＣ
ＣＨ上の専用リソース上で（以下、Ｄ－ＳＲ）、または、そうでなければランダムアクセ
ス手順（以下、ＲＡＣＨ）を使用して（以下、ＲＡ－ＳＲ）、伝送可能である。
【００６１】
　本明細書では以下の用語が使用可能である。いくつかの実施形態において、「ポイント
」は、地理的に共同設置された伝送アンテナのセットを指すことができる。本明細書で説
明される１または複数の実施形態において、この定義はやや一般化されている場合がある
ため、「ポイント」は、地理的に共同設置されたアンテナのセットが送信用であるか受信
用であるかにかかわらず、それらを指すこともできる。
【００６２】
　第１のＵＥまたはＷＴＲＵ伝送の「意図された受信ポイント」または「宛先ポイント」
は、ネットワーク側のポイント、もしくは、いくつかの実施形態では、この第１のＵＥま
たはＷＴＲＵ伝送を受信および処理することが予測し得る、第２のＵＥまたはＷＴＲＵを
指すことが可能である。１または複数の実施形態において、宛先ポイントは、この宛先ポ
イントによって伝送される信号（セル固有基準信号、ＣＳＩ－ＲＳ、または宛先ポイント
が第２のＷＴＲＵに対応する場合、ＤＭ－ＲＳ、ＳＲＳ、ＰＲＡＣＨプリアンブル、もし
くは他のタイプの信号などのＷＴＲＵ固有基準）の特徴により、第１のＵＥまたはＷＴＲ
Ｕによって識別可能である。実施形態は、以下の用語の用途および意味を、それらの適用
可能性を限定することなく企図している。　
　－　コンポーネントキャリア（ＣＣ）、ＤＬ　ＣＣ、およびＵＬ　ＣＣ
　－　１次セル（ＰＣｅｌｌ：primary cell）、ＰＣｅｌｌ　ＤＬ、ＰＣｅｌｌ　ＵＬ、
および２次セル（ＳＣｅｌｌ：secondary cell）、ＳＣｅｌｌ　ＤＬ、ＳＣｅｌｌ　ＵＬ
　－　セル、サービングセル、１次サービングセル、および２次サービングセル
【００６３】
　以下で言及される場合、「コンポーネントキャリア（ＣＣ）」という用語は、その一般
性を失うことなく、ＵＥまたはＷＴＲＵが動作する周波数を含むことができる。たとえば
ＵＥまたはＷＴＲＵは、ダウンリンクＣＣ（以下、「ＤＬ　ＣＣ」）上で伝送を受信する
ことが可能であり、ＤＬ　ＣＣは複数のＤＬ物理チャネルを含むことができる。他の例と
して、ＵＥまたはＷＴＲＵはアップリンクＣＣ（以下、「ＵＬ　ＣＣ」）上で伝送を実行
することが可能であり、ＵＬ　ＣＣは前述のように、複数のＵＬ物理チャネルを含むこと
ができる。
【００６４】
　セルは、ＤＬ　ＣＣ上でブロードキャストされるか、または場合によってはネットワー
クからの専用構成シグナリングを使用して、ＵＥまたはＷＴＲＵによって受信されるシス
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テム情報（ＳＩ：system information）に基づいてＵＬ　ＣＣにリンクされ得るＤＬ　Ｃ
Ｃ内に、最小限に存在することができる。たとえばＤＬ　ＣＣ上でブロードキャストされ
る場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、（たとえば、ＬＴＥ用のＲＲＣ＿ＩＤＬＥ内の場合、ま
たはＷＣＤＭＡ用のアイドル／ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ内の場合、たとえば、ＵＥまたはＷＴ
ＲＵがまだネットワークへの無線リソース接続を有さない場合）リンクされたＵＬ　ＣＣ
のアップリンク周波数および帯域幅を、システム情報要素の一部として受信することがで
きる。
【００６５】
　以下で言及される場合、「１次セル（ＰＣｅｌｌ）」という用語は、その一般性を失う
ことなく、ＵＥまたはＷＴＲＵがシステムへの初期アクセスを実行する１次周波数（prim
ary frequency）で動作するセル、たとえば、初期接続確立手順を実行するかまたは接続
再確立手順を開始するセル、もしくは、ハンドオーバ手順において１次セルとして示され
るセル、などを含む。これは、無線リソース接続構成手順の一部として示される周波数に
も対応可能である。いくつかの機能がＰＣｅｌｌ上でサポートされ得る（またはいくつか
の実施形態では、サポートのみされ得る）。たとえばＰＣｅｌｌのＵＬ　ＣＣは、物理ア
ップリンク制御チャネルリソースが、所与のＵＥまたはＷＴＲＵ用の１または複数、もし
くはすべてのＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを搬送するように構成可能な、
ＣＣに対応可能である。
【００６６】
　たとえばＬＴＥにおいて、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰＣｅｌｌを使用して、セキュリテ
ィ機能、または、ＮＡＳ移動性情報などの上部層システム情報に関するパラメータを導出
することができる。ＰＣｅｌｌ　ＤＬ上でサポート可能な（またはいくつかの実施形態で
は、サポートのみ可能な）他の機能は、ブロードキャストチャネル（ＢＣＣＨ）上でのシ
ステム情報（ＳＩ）獲得および変更監視手順、ならびにページングを含む。
【００６７】
　以下で言及される場合、「２次セル（ＳＣｅｌｌ）」という用語は、その一般性を失う
ことなく、無線リソース制御接続が確立可能であれば構成可能であり、追加の無線リソー
スを提供するために使用可能な、２次周波数（secondary frequency）上で動作するセル
を含む。該当するＳＣｅｌｌ内での動作に関連するシステム情報は、ＳＣｅｌｌをＵＥま
たはＷＴＲＵの構成に追加できる場合、専用シグナリングを用いて提供され得る。パラメ
ータは、システム情報（ＳＩ）シグナリングを用いて該当するＳＣｅｌｌのダウンリンク
上でブロードキャストされるものとは異なる値を有することが可能であるが、この情報は
、本明細書では、この情報を獲得するためにＵＥまたはＷＴＲＵによって使用される方法
とは無関係に、該当するＳＣｅｌｌのＳＩと呼ばれることが可能である。
【００６８】
　以下で言及される場合、「ＰＣｅｌｌ　ＤＬ」および「ＰＣｅｌｌ　ＵＬ」という用語
は、一般性を失うことなく、それぞれＰＣｅｌｌのＤＬ　ＣＣおよびＵＬ　ＣＣに対応す
る。同様に、「ＳＣｅｌｌ　ＤＬ」および「ＳＣｅｌｌ　ＵＬ」という用語は、それぞれ
（構成済みの場合）ＳＣｅｌｌのＤＬ　ＣＣおよびＵＬ　ＣＣに対応する。
【００６９】
　以下で言及される場合、「サービングセル」という用語は、一般性を失うことなく、１
次セル（たとえばＰＣｅｌｌ）または２次セル（たとえばＳＣｅｌｌ）を含む。より具体
的に言えば、いかなるＳＣｅｌｌでも構成され得ない、または複数のコンポーネントキャ
リア上での動作（たとえばキャリアアグリゲーション）をサポートしていない、ＵＥまた
はＷＴＲＵの場合、ＰＣｅｌｌを含む１つのサービングセルが存在可能（またはいくつか
の実施形態では、おそらくそれのみが存在可能）であり、少なくとも１つのＳＣｅｌｌで
構成されたＵＥまたはＷＴＲＵの場合、「サービングセル」という用語は、ＰＣｅｌｌお
よび１または複数、もしくはすべての構成済みＳＣｅｌｌを含む、１または複数のセルの
セットを含むことができる。
【００７０】
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　１または複数の実施形態において、ＵＥまたはＷＴＲＵが少なくとも１つのＳＣｅｌｌ
で構成可能である場合、少なくとも１つのＰＣｅｌｌ　ＤＬおよび少なくとも１つのＰＣ
ｅｌｌ　ＵＬが存在可能であり、１または複数、もしくはそれぞれの構成済みＳＣｅｌｌ
の場合、少なくとも１つのＳＣｅｌｌ　ＤＬ、および、１または複数の実施形態ではおそ
らく１つのＳＣｅｌｌ　ＵＬ（たとえば構成済みの場合）が存在可能である。
【００７１】
　１または複数の実施形態は、ＵＥまたはＷＴＲＵが、動的ベース(dynamic basis)で伝
送の宛先ポイントまたは宛先ポイントのセットを選択することが可能な、１または複数の
技法を企図している。これらの技法は、この少なくとも１つの宛先ポイントでの受信およ
び復号を容易にすることが可能な、アップリンク伝送のある特徴の調整を可能にする。た
とえばこの特徴は、伝送パワー、伝送タイミング、および／または、その基本シーケンス
、その循環シフト、または直交カバーコードなどの、復調目的またはサウンディング目的
で使用される基準信号のプロパティを含むことができる。こうした技法は、ネットワーク
の見地からのキャパシティ最適化、ならびに、ＵＥまたはＷＴＲＵの見地からの堅固な動
作のためのフォールバックメカニズムを、サポートすることができる。
【００７２】
　他の方法は、複数の潜在的宛先ポイントがＵＥまたはＷＴＲＵ伝送用であることが可能
な場合に生じる、宛先ポイント選択および他の機能に関する問題に対処する。たとえば、
ＨＡＲＱ再伝送がどのように処理できるかを決定することが有用な場合がある。加えて、
現行のパワーヘッドルーム報告メカニズムでは、複数の潜在的受信ポイントが存在する場
合、ネットワークが最適なアップリンクスケジューリングを決定できない可能性がある。
他の問題は、ＵＥまたはＷＴＲＵが少なくとも１つの宛先ポイントとの接続を失う可能性
があり、それによって、ＵＥまたはＷＴＲＵがこの宛先ポイントへの送信を試行した場合
、過度の干渉が生じ得ることから発生する。
【００７３】
　他の方法は、複数の潜在的宛先ポイントを伴う展開で動作する場合に生じる問題に対処
する。たとえば、２つの共通にスケジューリングされたＵＥまたはＷＴＲＵの間で、直交
性を達成するために同じＢＷ割り当てを割り振るスケジューリング制約は、より厳しくな
る可能性がある。
【００７４】
　特に、複数のＵＥが同じサブフレームのセル内でアップリンク伝送用に共通スケジュー
リング可能な場合、相互干渉を最小限にするために、１または複数、もしくはそれぞれの
ＵＥまたはＷＴＲＵに使用される基準信号の中で、相互直交性（または大幅に減少された
相互相関）を有することが有用な可能性がある。現行の３ＧＰＰ規格リリースでは、これ
は、１または複数の、もしくはすべての共通スケジューリングされたＵＥに対して同一の
帯域幅（ＢＷ）リソースを共有できる場合、同じ基本シーケンスグループおよび異なる循
環シフト（ＣＳ）設定を割り振ることによって達成可能である。特に、多地点アップリン
ク受信において発生するセル間ＭＵ－ＭＩＭＯ動作（inter-cell MU-MIMO operation）に
ついて、ネットワークスケジューリング効率を向上させるために、ネットワークは、部分
的に重複可能な不対ＢＷでＵＥをスケジューリングすることが必要な場合がある。図３は
、２つのＵＥに関する不対ＢＷ割り振り（unpaired BWs allocation）の２つの例示のシ
ナリオを示す。
【００７５】
　不対ＢＷ割り振りの結果として、１または複数、もしくはそれぞれのＵＥまたはＷＴＲ
Ｕに使用される基準信号間で大きなピーク相互相関(peak cross-correlation)が時折見ら
れるため、異なるＣＳ設定によって達成されるオリジナルの直交性は失われる可能性があ
る。問題は、ＲＢ割り振りの変化によって、相関ピークが時間領域内の異なる位置にドリ
フトするという事実から発生する。このドリフトしたピークが、別のＵＥまたはＷＴＲＵ
のＲＳに割り当てられた他のＣＳ領域に侵入し、重大な干渉を生成する可能性がある。こ
れが図４の例に示されており、１２ＲＢの等しいＢＷ長さが使用され、重複部分は６ＲＢ
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である。図４からわかるように、ドリフトの量はかなり大きい可能性がある（時には折り
返される）。加えて、ウィンドウ効果が重複部分の幅に比例するため、相関ピークはより
広くなり、特に２つのＲＳの重複部分が非常に小さい可能性がある場合、相関性能をさら
に低下させる可能性がある。
【００７６】
　循環シフトホッピング（ＣＳホッピング）が宛先ポイントのうちのいくつかで使用中の
可能性がある、複数の潜在的宛先ポイントを伴う展開で発生する問題に対処するための方
法も提供される。したがって、結果としてこれらのポイントに対する過度の干渉を発生さ
せない、ＵＥまたはＷＴＲＵの伝送用にＣＳを割り当てることは、より困難になる可能性
がある。
【００７７】
　循環ホッピングは、他のＵＥへの干渉をランダム化するために、復調基準信号（ＤＭＲ
Ｓ：demodulation reference signal）に適用可能である。現行の３ＧＰＰ規格では、１
または複数の、もしくはそれぞれのＵＥまたはＷＴＲＵについて、λによってインデック
ス付けされた層の循環シフトαλは、以下に従って定義され、
【００７８】
【数２】

【００７９】
上式で、
【００８０】

【数３】

【００８１】
はそれぞれ、ＵＥまたはＷＴＲＵ固有および層固有のパラメータであり得、
ｎＰＮ（ｎｓ）は、
【００８２】

【数４】

【００８３】
によって定義される、セル固有のＣＳホッピングパターンであり、これは、以下によって
開始される。
【００８４】

【数５】

【００８５】
いくつかの実施形態では、シーケンスシフトパターン
【００８６】
【数６】

【００８７】
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は、たとえば基本シーケンスグループを定義する際に使用される同じ値を共有することが
できる。
【００８８】
　セル間の多ユーザ多入力多出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）動作の場合、複数のセルまたはポイ
ントにまたがる基準信号の直交性を強化するために、共通スケジューリングされたＵＥへ
の基本シーケンスの動的割り当てを可能にすることが有利な可能性がある。したがって、
【００８９】
【数７】

【００９０】
は、たとえばここでは経時的に変化するか、またはもはやセル固有ではない可能性がある
ため、ＣＳホッピングの定義には適切でない可能性がある。
【００９１】
　本明細書で説明される方法は、単独または組み合わせることが可能であり、複数の宛先
ポイントが存在し得るシステム展開において、ＵＥまたはＷＴＲＵが異なるタイプのアッ
プリンクチャネルまたは信号をどのように伝送可能であるかを説明する。
【００９２】
　サブフレーム内の所与のチャネルまたは信号の伝送を実行する際、ＵＥまたはＷＴＲＵ
は、少なくとも１つのＵＴＣのセットから選択されるアップリンク伝送コンテキスト（以
下、ＵＴＣ）に依存する可能性のある伝送特徴を決定することができる。本明細書では、
ＵＴＣの選択方法の様々な実施形態について説明する。
【００９３】
　様々な実施形態において、ＵＥまたはＷＴＲＵは、選択されたＵＴＣを使用して所与の
チャネルまたは信号に対する伝送を実行することができるため、当該伝送に関するアップ
リンク周波数および／または帯域幅と、当該伝送に適用するための伝送パワーと、当該伝
送に適用するためのタイミングアドバンス（またはタイミング整合）と、（ｉ）たとえば
ＰＵＳＣＨまたはＳＲＳ用の（周期的または非周期的）、少なくとも１つの復調基準信号
（たとえば循環シフト、シーケンスグループ、アンテナポート）、（ｉｉ）たとえばＰＵ
ＣＣＨ伝送の場合の、伝送フォーマットおよび／またはリソース、ならびに（ｉｉｉ）た
とえばＰＲＡＣＨ伝送の場合の、少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルのプロ
パティなどの、伝送されるチャネルまたは信号に固有であり得る少なくとも１つのプロパ
ティとの、伝送特徴のうちの、少なくとも１つを決定することができる。
【００９４】
　ＵＥまたはＷＴＲＵが選択されたＵＴＣに従ってアップリンク伝送を実行できるように
する情報を表すように、ＵＴＣを定義することが可能である。ＵＴＣは、概念上、該当す
るＵＴＣに関連付けられた以下のタイプの情報のうちの少なくとも１つに関して分割する
ことができる。　
【００９５】
　－　ＵＴＣパラメータ：ＲＲＣによって構成される半静的パラメータなどの、ＵＥまた
はＷＴＲＵの構成のパラメータ（たとえば、該当するＵＴＣに関する伝送のための伝送パ
ワーを決定するために使用可能な最大伝送パワー）を含むがこれらに限定されない、１ま
たは複数のパラメータのセット、
　－　ＵＴＣプロパティ：ＵＥまたはＷＴＲＵの構成（たとえば、グループ化機能から導
出されるＤＬ経路損失および／またはタイミング基準）、ＵＥまたはＷＴＲＵによって実
行される手順（たとえば、該当するＵＴＣに関する伝送のための伝送パワーを決定するた
めに使用可能なＤＬ　ＰＬ基準から導出されるＤＬ経路損失推定）、などから導出される
プロパティを含むがこれらに限定されない、１または複数のプロパティのセット、および
／または、
　－　ＵＴＣ変数：状態変数（たとえば、ＵＴＣが活動化状態にあるか否か）、タイマ（
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たとえばタイミングアドバンス値の妥当性に関するタイマ）などを含むがこれらに限定さ
れない、１または複数の変数のセット。
【００９６】
　言い換えれば、アップリンク伝送コンテキストは、概念上、半静的パラメータのセット
、所与の伝送に関してＵＥまたはＷＴＲＵによって決定され、１または複数の実施形態で
はパラメータの構成に基づく場合のある値、および／または、該当するＵＴＣに関してＵ
ＥまたはＷＴＲＵによって維持および更新可能な変数、のうちの少なくとも１つを含むよ
うに表現されることが可能である。
【００９７】
　本明細書で説明される表現は、本明細書で説明される方法の、ＵＴＣの等価の記述およ
びその関連方法の異なる表現への適用可能性を制限するものではない。
【００９８】
　ＵＴＣは、以下のうちの少なくとも１つに従った、アップリンクチャネルまたはアップ
リンク信号の１または複数のタイプに関連付けることができる。　
【００９９】
　－　アップリンクチャネル（または伝送信号）固有：たとえば、ＵＴＣ（またはその一
部）は、所与のアップリンクチャネルに適用可能であり、たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは
、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ、またはＳＲＳ構成のうちの１または複数、もし
くはそれぞれについて、１または複数のＵＴＣで構成可能である。　
【０１００】
　－　サービングセル固有：たとえば、ＵＴＣ（またはその一部）は、ＵＥまたはＷＴＲ
Ｕの構成の所与のサービングセルに関する複数のアップリンク伝送に適用可能であり、こ
の場合、ＵＴＣは、１または複数の、もしくはすべての伝送に共通な可能性のある態様（
たとえば、ＤＬ　ＰＬおよび／またはタイミング基準）、および／または、所与のタイプ
の伝送に固有な可能性のある態様（たとえば、たとえばＳＲＳ伝送に適用するための伝送
パワーオフセット）を含むことができる。　
【０１０１】
　－　セルグループ固有：たとえば、ＵＴＣ（またはその一部）は、ＵＥまたはＷＴＲＵ
の構成の１または複数のサービングセルに関する伝送に適用可能であり、この場合、ＵＴ
Ｃは、サービングセルのグループに関する１または複数の、もしくはすべての伝送に共通
な可能性のある態様（たとえば、ＤＬ　ＰＬおよび／またはタイミング基準）を含むこと
ができる。および／または、
　－　上記の組み合わせ：たとえば、ＵＴＣ（またはその一部）は、以下のうちの１また
は複数に従って適用可能である。ＵＴＣは所与のサービングセルに適用可能であり、たと
えば、ＳＣｅｌｌ用に構成可能である。ＵＴＣは所与のアップリンクチャネルに適用可能
であり、たとえばＰＵＳＣＨ上の伝送に適用可能である。たとえば１または複数の、もし
くはそれぞれのＵＴＣが異なるＰｔＲＳおよび最大パワーを含むことができる。ＵＥまた
はＷＴＲＵは、当該セルのＰＵＳＣＨに関する複数のＵＴＣで構成可能である。ＵＥまた
はＷＴＲＵは、どのＵＴＣが所与の伝送に適用可能であるかを決定するために、本明細書
で説明したような選択方法を使用することができる。
【０１０２】
　他の例として、ＵＴＣ（またはその一部）は、以下に従って適用可能である：ＵＴＣは
、アップリンクリソースで構成された複数のサービングセルに適用可能であり、たとえば
、同じＴＡグループの１または複数の、もしくはすべてのＳＣｅｌｌについて構成可能で
ある；ＵＴＣは、１または複数の、もしくはすべてのアップリンク伝送に適用可能であり
、たとえばＰＵＳＣＨ、ＰＲＡＣＨ、およびＳＲＳ上での伝送に適用可能である；たとえ
ば、１または複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣは、異なるＰｔＲＳ、ＤＬ　ＰＬ基準、
およびＤＬタイミング基準を含むことができる；ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するセルに
関する複数のＵＴＣで構成可能である；ＵＥまたはＷＴＲＵは、どのＵＴＣが該当するセ
ルのアップリンクリソース上での伝送に適用可能であるかを決定するために、本明細書で
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説明したような選択方法を使用することができる。
【０１０３】
　他の例として、ＵＴＣ（またはその一部）は、以下に従って適用可能である：ＵＴＣは
、１つのサービングセルに関する複数のチャネル（たとえばＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／Ｐ
ＲＡＣＨ）に適用可能である；ＵＥまたはＷＴＲＵは、チャネルのグループに関する複数
のＵＴＣで構成可能である；ＵＥまたはＷＴＲＵは、グループ内の１または複数の、もし
くはすべてのチャネルにどのＵＴＣを使用するかを決定するために、本明細書で説明した
ような選択方法を使用することができる；ＵＥまたはＷＴＲＵは、他のタイプのチャネル
または伝送タイプ（たとえばＳＲＳ）に適用可能な他のＵＴＣでさらに構成可能である；
ＵＥまたはＷＴＲＵは、伝送タイプＳＲＳに関する複数のＵＴＣで構成可能である；ＵＥ
またはＷＴＲＵは、どのＵＴＣをＳＲＳ伝送に使用するかを決定するために、本明細書で
説明したような選択方法を使用することができる（たとえば、どのＵＴＣを使用するかを
決定するためにＳＲＳのタイプが使用可能である）。
【０１０４】
　ＵＴＣパラメータ：ＵＴＣに関連付けることが可能なパラメータは、以下の構成パラメ
ータのうちの少なくとも１つを含むことができる。これらのパラメータのうちのいくつか
は、複数のＵＴＣ、もしくは１または複数の、もしくはすべてのＵＴＣに共通であると定
義することができる。これらは、Ｌ１／物理層パラメータ、Ｌ２／ＭＡＣパラメータ、お
よび／またはＬ３／ＲＲＣパラメータを含むことができる。
【０１０５】
　Ｌ１／物理層パラメータは、以下のうちの少なくとも１つとすることができる：所与の
伝送の意図された受信ポイントを表すことが可能であり、複数の意図された受信ポイント
の場合、複数のＰｔＲＳを含むことが可能である、少なくとも１つのダウンリンクポイン
ト基準信号（以下、ＰｔＲＳ）；ＵＥまたはＷＴＲＵが、たとえばあるアップリンク信号
またはチャネル（たとえばＰＵＳＣＨ、ＤＭＲＳ、ＳＲＳ）の生成において少なくとも１
つのセル識別を使用することが可能であり、この識別はＵＴＣが適用可能なサービングセ
ルの識別に対応するかまたは対応しない場合がある、物理セル識別；既存のシステムと同
じ解釈を有することが可能な、ｃｙｃｌｉｃＳｈｉｆｔ、ｇｒｏｕｐＡｓｓｉｇｎｍｅｎ
ｔＰＵＳＣＨ（ΔＳＳ）、Ａｃｔｉｖａｔｅ－ＤＭＲＳ－ｗｉｔｈ　ＯＣＣ、Ｓｅｑｕｅ
ｎｃｅ－ｈｏｐｐｉｎｇ－ｅｎａｂｌｅｄ、ｇｒｏｕｐＨｏｐｐｉｎｇＥｎａｂｌｅｄ、
ｐｕｓｃｈ－ＨｏｐｐｉｎｇＯｆｆｓｅｔ、ｎ－ＳＢ、ＰＵＣＣＨ内でのＤＭ－ＲＳの生
成のためのホッピングモード、ＰＵＳＣＨ内のＤＭ－ＲＳ、および／またはＰＵＳＣＨな
どの、既存のシステムのＰＵＳＣＨ－Ｃｏｎｆｉｇ情報要素に含まれるものに対応する使
用パラメータを含むことが可能な、あるアップリンク信号の生成に使用される他のパラメ
ータ。ＵＥまたはＷＴＲＵは、本明細書で説明されるように、こうした信号を生成するた
めに新しい（たとえば実施形態によって企図された）パラメータを使用することも可能で
ある。他の例では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、１ＰＵＣＣＨ－ＡＮ（
【０１０６】
【数８】

【０１０７】
）、ｎ１ＰＵＣＣＨ－ＡＮ－ＣＳ－Ｌｉｓｔ、ｎＣＳ－Ａｎなどの、既存のシステムのＰ
ＵＣＣＨ－Ｃｏｎｆｉｇ情報要素に含まれるものに対応するパラメータと、たとえばＵＥ
またはＷＴＲＵが、所与の伝送に適応するための伝送パワーを決定するためにＰｔＲＳ測
定と組み合わせて使用可能な、パワー制御パラメータとを、使用することが可能である。
たとえばこうしたパラメータは、該当するＵＴＣを使用する伝送に適用可能な最大伝送パ
ワー（Ｐｍａｘ）、および／または、経路損失推定の目的でＴｐＲＳの伝送パワーを示す
、１または複数の、もしくはそれぞれのＴｐＲＳに関する基準伝送パワーと、たとえばＵ
ＥまたはＷＴＲＵが、該当するＵＴＣに対応するＰＤＣＣＨ上のＤＣＩフォーマットの復
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号の少なくとも１つの態様を決定することが可能な、スケジューリング関係パラメータと
を、含むことが可能であり、ＤＣＩフォーマットは、場合によってはアップリンク伝送を
トリガするダウンリンク情報を含むこと、および／または、場合によっては該当するＵＴ
Ｃの少なくとも１つの態様に適用可能なＴＰＣコマンドを含むことが、可能である。たと
えばＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するＰＤＣＣＨの少なくとも１つの検索スペースを決定
することができる。１または複数の実施形態では、異なる検索スペースが異なるＵＴＣに
対応可能である。ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマットの少
なくとも１つのセットを決定することができる。１または複数の実施形態では、異なるＤ
ＣＩフォーマットおよび／またはコンテンツが異なるＵＴＣに対応可能である。別の方法
として、所与のサービングセルに関するＵＴＣ活動化状態に応じて、ＤＣＩ復号はアクテ
ィブな（または選択された）ＵＴＣに対応する異なるＤＣＩフォーマットを使用すること
ができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するＰＤＣＣＨの少なくとも１つのＲＮＴＩを決
定することができる。１または複数の実施形態では、異なるＲＮＴＩが異なるＵＴＣに対
応可能である。
【０１０８】
　たとえばＬ２／ＭＡＣパラメータは、たとえばＵＥまたはＷＴＲＵが、選択されたＵＴ
Ｃに基づいて所与の伝送に関するＤＬタイミング基準を決定可能な、タイミングパラメー
タと、たとえばＵＥまたはＷＴＲＵが、該当するＵＴＣの活動化状態に基づいて所与のＵ
ＴＣに対応するＰＤＣＣＨをＲＮＴＩが監視することを決定可能な、スケジューリング関
係パラメータと、のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【０１０９】
　Ｌ３／ＲＲＣパラメータは、たとえばＵＥまたはＷＴＲＵが、たとえばＵＴＣの追加、
修正、および／または除去の目的で、ＵＴＣの識別として使用することが可能な、ＵＴＣ
の識別、もしくは、たとえばＵＥまたはＷＴＲＵが、アップリンク伝送用にＵＴＣが選択
され得るか否かを決定するための方法として、ＲＬＭ動作用の構成として使用することが
可能な、ＵＴＣの１または複数の選択基準もしくはパラメータ、のうちのたとえば少なく
とも１つ。
【０１１０】
　前述の１または複数、もしくはそれぞれについて、ＵＴＣは、１または複数の、もしく
はそれぞれのタイプのアップリンク伝送に固有であり得るパラメータの別個のセット（た
とえば、ＰＲＡＣＨ、ＰＵＳＣＨ、非周期ＳＲＳ、周期ＳＲＳ、ＰＵＣＣＨについて１つ
のセット）を含むことが可能である。
【０１１１】
　実施形態はＵＴＣプロパティを企図している。ＵＴＣに関連付けることが可能なプロパ
ティは、以下のうちの少なくとも１つを含むことが可能である。たとえば、少なくとも１
つのチャネルまたは信号について、このチャネルまたは信号の伝送がこのＵＴＣに対して
許可され得るか否か。たとえば、ＰＵＣＣＨの伝送はＵＴＣに対して可能であるかまたは
可能でない場合がある。少なくとも２つのチャネルまたは信号について、これらのチャネ
ルまたは信号の同時伝送が同じサブフレーム内で可能であるか否か（ＰＵＣＣＨとＰＵＳ
ＣＨ、ＰＵＣＣＨとＳＲＳなど）。たとえば少なくとも１つのチャネルまたは信号につい
て、ＤＬ経路損失基準および／またはＤＬタイミング基準および／またはＴＡグループを
、所与のＵＴＣに関連付けることができる。
【０１１２】
　実施形態はＵＴＣ変数を企図している。上記に加えて、アップリンク伝送コンテキスト
に関連付けられた以下の状態変数が、伝送特徴の決定に使用可能である：ＵＴＣが選択さ
れ得る場合（たとえばＴＰＣ蓄積）、伝送パワーの決定で使用されることになるＵＴＣに
関するパワー制御調整状態；場合によってはそのＰｔＲＳなどの基準信号に関する、ＵＴ
Ｃに関する伝送タイミング調整状態（たとえばＴＡ調整またはＴＡアキュムレータ）；Ｕ
ＥまたはＷＴＲＵは、たとえば選択されたＵＴＣに基づいてＴＡオフセットを所与の伝送
に適用することが決定可能である；ＵＴＣに関するタイミングアドバンスタイマ（たとえ
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ばＴＡＴ）；ＵＴＣを選択する目的に使用されることになる伝送コンテキストの活動化状
態；および／または、企図された他の目的の中で、このＵＴＣの選択が可能であるかどう
かを判定する目的に使用されることになる、ＵＴＣの接続状態。
【０１１３】
　上記の構成パラメータおよび状態変数のうちの少なくとも１つが、少なくとも１つのＵ
ＴＣのグループ内で共有可能である。たとえば、ＵＴＣのグループを、同じＰｔＲＳを共
有している１または複数の、もしくはすべてのＵＴＣに対して定義することができる。こ
の場合、こうしたＵＴＣのグループは、同じ伝送タイミング調整状態、タイミングアドバ
ンスタイマ、および接続状態を共有することも可能である。
【０１１４】
　ＵＴＣは、ＰｔＲＳが宛先ポイントのうちの１つに対応する「送信ポイント」から送信
されるとの想定の下で、ＵＥまたはＷＴＲＵ伝送に関する少なくとも１つの「意図された
受信ポイント」または「宛先ポイント」に対応するものとみなすことができる。ネットワ
ークでの少なくとも１つのこうしたポイントは、このＵＥまたはＷＴＲＵ伝送を受信およ
び処理することが予測可能である。したがって、ＵＴＣのＰｔＲＳは、送信ポイントに関
連付けられたダウンリンク基準信号にも対応可能である。こうした送信ポイントは、それ
自体が、ＵＥまたはＷＴＲＵによって受信可能なダウンリンク伝送の特徴（または「ダウ
ンリンク伝送コンテキスト」）を定義する、それ独自の構成に関連付けられることが可能
である。特有のＵＴＣを所与のダウンリンク伝送コンテキストにリンクづけることが可能
な場合がある。こうしたリンク付けが定義できる場合、ＵＴＣのいくつかの特徴（ＰＤＣ
ＣＨ用の検索スペースまたはＰｔＲＳの識別の決定に使用される特徴など）を、対応する
ダウンリンク伝送コンテキストの一部として定義することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵ
について構成されるＵＴＣのセットは、同じセル識別に関連付けられるかまたは関連付け
られない可能性がある。
【０１１５】
　ダウンリンクポイント基準信号（ＰｔＲＳ）：ポイント基準信号（ＰｔＲＳ）は、所与
のダウンリンクキャリア上でＵＥまたはＷＴＲＵによって測定可能なダウンリンク基準信
号として定義することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つを
実行する目的でＰｔＲＳを使用することができる：経路損失推定、たとえばＵＥまたはＷ
ＴＲＵはＰｔＲＳをＤＬ　ＰＬ基準として使用可能である；パワー制御；タイミング整合
、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰｔＲＳをＤＬタイミング基準として使用可能である；測定、
たとえば受信されたパワーまたは品質；無線リンク監視および接続状態の決定；ＵＴＣの
選択または制限。
【０１１６】
　ＵＴＣ用に構成されたＰｔＲＳは、共通基準信号（ＣＲＳ）またはＣＳＩ－ＲＳ基準信
号を含む、既存のシステム内ですでに定義されたような基準信号を含むことができる。別
の方法として、ＰｔＲＳは、ＵＴＣに関する経路損失推定の目的で最適化できるような、
任意の他の基準信号を含むことができる。こうした最適化信号の例として、物理リソース
ブロックのサブセット内、たとえば、アンテナポートインデックスに依存することが可能
なオフセットを伴うＮ個の物理リソースブロックからの１つ内で、この基準信号を伝送す
ることができる。時間領域内で、基準信号は、あらゆる時間スロットまたはあらゆるサブ
フレーム内などで、より頻繁に伝送可能である。周波数分解能は重要でないが、追跡時間
高速変動は有用な可能性がある場合、周波数領域内では疎であるが、時間領域内では密で
あるような構成は、経路損失推定のために有利な可能性がある。１または複数の実施形態
では、ＰｔＲＳは、それぞれがアンテナポートインデックスで識別可能な少なくとも１つ
のアンテナポート上で伝送可能である。
【０１１７】
　実施形態は、ＵＥまたはＷＴＲＵにおいてＵＴＣの構成を実現するための１または複数
の技法を企図している。無線リソース構成の態様は以下の通りである。ＵＥまたはＷＴＲ
Ｕは、キャリアアグリゲーションの原理に従った動作のために、１次サービングセル（た
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とえばＰＣｅｌｌ）およびゼロまたはそれ以上の追加のサービングセル（たとえばＳＣｅ
ｌｌ）上で動作するために、たとえば、最新のＲＲＣ接続再構成手順と同様の手順、およ
び／または、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージ（
ｍｏｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｉｎｆｏ情報要素を伴うかまたは伴わない）を使用し
て、構成可能である。
【０１１８】
　加えて、所与のサービングセルについて、ＵＥまたはＷＴＲＵはＵＴＣの１または複数
でさらに構成可能である。１または複数の実施形態では、これは、構成済みアップリンク
リソースを伴うサービングセルについて実行可能である（またはいくつかの実施形態では
、それについてのみ実行可能である）。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、サービングセル
について複数のＵＴＣで構成可能であり、選択されたＵＴＣは、該当するセルの無線リソ
ース上の任意のアップリンク伝送に適用できる可能性がある。
【０１１９】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣ構成は、たとえばＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＰＲ
ＡＣＨなどの特定タイプのアップリンクチャネル、および／または、所与のサービングセ
ルに対するＳＲＳなどの特定タイプのアップリンク伝送に、適用できる可能性がある。た
とえばＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨチャネルに関する複数のＵＴＣで
構成可能であり、単一のＵＴＣは、該当するサービングセルに関するＰＲＡＣＨおよびＰ
ＵＳＣＨに対して構成可能である。言い換えれば、所与のサービングセルについて、異な
るタイプのアップリンク伝送が異なるＵＴＣで構成可能であるか、または無しである（そ
れによって結果として生じる構成はデフォルトＵＴＣを表すことができる）。
【０１２０】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣ構成は、複数のサービングセルにまたがって、特
定タイプのアップリンク伝送、および／または、アップリンクチャネル、たとえばＰＵＣ
ＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＰＲＡＣＨ、またはＳＲＳに適用できる可能性がある。たとえばＵＥ
またはＷＴＲＵは、ＵＥまたはＷＴＲＵの構成の１または複数の、もしくはすべてのサー
ビングセルのＰＵＳＣＨ伝送に適用可能な複数のＵＴＣで、構成可能である。別の方法と
して、ＵＴＣは、サービングセルのサブセット、たとえば、ＵＥまたはＷＴＲＵの構成の
１または複数の、もしくはすべてのＳＣｅｌｌのＰＵＳＣＨ伝送に適用可能な複数のＵＴ
Ｃに、適用できる可能性がある。
【０１２１】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣを適用できるサブセットは、グループ化に基づく
ものとすることができる。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、たとえば、同じタイミングア
ドバンスグループ（ＴＡグループ）の一部として、または、ＲＲＣシグナリングによって
受信された明示的グループ化構成に基づいて、１または複数の、もしくはすべてのＳＣｅ
ｌｌについて、セルのグループ内の複数のサービングセルのＰＵＳＣＨチャネルに関する
ＵＴＣで、構成可能である。
【０１２２】
　ＵＴＣグループは、共通の以下の特徴のうちの少なくとも１つを有することができる：
ＤＬタイミング基準、および／またはタイミングアドバンス、および／またはＴＡタイマ
；ＤＬ経路損失基準および／または経路損失推定；無線リンク監視のためのＤＬ基準；た
とえばＵＴＣのグループに対応するＤＬ基準のＲＬＭ関数が、基準がもはや好適でない可
能性があることを決定できる場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、同じグループの１または複数
の（もしくはすべての）ＵＴＣに適用可能ないくつかのアクションを実行することができ
る。たとえば、ＵＥまたはＷＴＲＵは対応するＵＴＣを非活動化することが可能である；
パワー制御パラメータ、たとえば名目上の所望の伝送パワーＰｏ、および／または最大パ
ワーＰｃｍａｘ、および／またはＴＰＣ累積；該当するグループのＵＴＣを適用可能な制
御シグナリングを識別するためのＲＮＴＩ；および／またはグループの識別。
【０１２３】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰＣｅｌｌに関するＵＥまたはＷＴＲＵの無線リソースを構成
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するＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ情報要素を含む、ＲＲＣシグナリ
ングを受信することができる。加えてＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数のＳＣｅｌｌ
に関するＵＥまたはＷＴＲＵの無線リソースを構成するＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤ
ｅｄｉｃａｔｅｄＳＣｅｌｌ情報要素を含む、ＲＲＣシグナリングを受信することができ
る。こうした情報要素は、たとえば、ｐｕｃｃｈ－ＣｏｎｆｉｃＤｅｄｉｃａｔｅｄ、ｐ
ｕｓｃｈ－ＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ、ｕｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＤ
ｅｄｉｃａｔｅｄ、ｔｐｃ－ＰＤＣＣＨ－ＣｏｎｆｉｇＰＵＣＣＨ、ｔｐｃ－ＰＤＣＣＨ
－ＣｏｎｆｉｇＰＵＳＣＨ、ｃｑｉ－ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ、ｓｏｕｎｄｉｎｇＲＳ
－ＵＬ－ＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ、ａｎｔｅｎｎａＩｎｆｏ、ｓｃｈｅｄｕｌｉ
ｎｇＲｅｑｕｅｓｔＣｏｎｆｉｇ、ｃｑｉ－ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ、ｃｓｉ－ＲＳ－
Ｃｏｎｆｉｇ、ｓｏｕｎｄｉｎｇＲＳ－ＵＬ－ＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄＡｐｅｒ
ｉｏｄｉｃ、ｕｌ－ＡｎｔｅｎｎａＩｎｆｏ、などの、アップリンクチャネルおよび伝送
に関する構成情報を含むことが可能である。
【０１２４】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ情報要素お
よび／またはＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄＳＣｅｌｌ情報要素にお
けるＵＴＣ構成を受信することができる。
【０１２５】
　一実施形態において、所与のチャネルは、所与のサービングセルに適用可能な物理チャ
ネル構成内部に該当するチャネルに関する複数のパラメータを含めることによって、複数
のＵＴＣで構成可能である。１または複数の実施形態では、最新の構成をデフォルトのＵ
ＴＣ構成とすることが暗黙的に可能であり、所与のチャネルに関する追加のＵＴＣは、追
加のＵＴＣのリスト内部のそれらの相対位置に従ってインデックス付けすることが可能で
ある。図５は、Ｐｃｅｌｌに関する例を示す。
【０１２６】
　他の実施形態では、所与のＵＴＣが構成可能であり、所与のサービングセルに関する複
数のチャネルＵＴＣを含むことができる。一実施形態において、最新の構成をデフォルト
のＵＴＣ構成とすることが暗黙的に可能であり、所与のサービングセルに関する追加のＵ
ＴＣは、追加のＵＴＣのリスト内部のそれらの相対位置に従ってインデックス付けするこ
とが可能である。図６は、Ｐｃｅｌｌに関する例を示す。
【０１２７】
　他の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、複数の情報要素を使用することによって、
所与のサービングセルに関する複数の「サブセル」構成で構成可能である。１または複数
の実施形態では、情報要素は、同じセル識別を使用することによって所与のサービングセ
ルに関連付けることが可能であり、たとえば同じｓｅｒｖＣｅｌｌＩＤを備える複数の構
成が存在可能である。１または複数の実施形態では、サービングセル構成に関する（たと
えば所与のｓｅｒｖＣｅｌｌＩＤに関連付けられた）情報要素の順序を使用して、所与の
サービングセルに関するＵＴＣの識別を導出することができる。たとえばＰＣｅｌｌ（暗
黙的にｉｄ「０」を有する）の場合、構成は、ＰＣｅｌｌに適用可能な１または複数の、
もしくはそれぞれのＵＴＣについて１つの、複数のＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄ
ｉｃａｔｅｄを（および／または「Ｃｏｍｍｏｎ」も）含むことができる。たとえば同様
に、明示的なｓｅｒｖＣｅｌｌＩＤで識別されるＳＣｅｌｌの場合、構成は、該当するＳ
Ｃｅｌｌに適用可能な１または複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣについて１つの、複数
のＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄＳＣｅｌｌ情報要素を（および／ま
たは「Ｃｏｍｍｏｎ」も）含むことができる。
【０１２８】
　他の実施形態では、情報要素は、ＩＥがアップリンク伝送の単一もしくは複数のチャネ
ルまたはタイプに関する構成パラメータを含むことが可能な、ＵＴＣについて定義可能で
ある。
【０１２９】
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　他の実施形態では、ＵＴＣ構成をパワー制御構成の一部として提供することができる。
１または複数、もしくはそれぞれのＵＴＣについて、１または複数の、もしくはすべての
チャネルおよび伝送タイプに必要なパラメータを含む、新しい（たとえば実施形態によっ
て企図された）パワー制御専用ＩＥが追加可能である。以下に、ｐａｔｈｌｏｓｓＲｅｆ
ｅｒｅｎｃｅＰｏｉｎｔＬｉｎｋｉｎｇ－ｒｘｘが所与のＵＴＣに関するダウンリンクポ
イント基準信号に対応する、一例が示される。前述の基準信号情報は、送信ポイントに関
するダウンリンク構成の一部として提供されたか（たとえば、ＵＴＣ１は送信ポイント１
に対応し、ＵＴＣ２は送信ポイント２に対応する）、または、１または複数の、もしくは
それぞれのＵＴＣに対して明示的に提供された可能性がある。
【０１３０】
　図７は、例示のＵｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌ情報要素を示す。
【０１３１】
　所与のチャネルまたは送信タイプに関するＵＴＣ構成は、物理層態様に関して以下で説
明される方法の１つまたは組み合わせを使用して、さらに実現可能である。
【０１３２】
　所与のサービングセル（たとえばＰｃｅｌｌまたはＳｃｅｌｌ）について、所与のチャ
ネルおよび／または伝送タイプに関するＵＴＣの原理は、以下で説明される方法の１つま
たは組み合わせを使用して実装可能である。
【０１３３】
　１または複数の、もしくはそれぞれのＴＭに関する追加の欄を、３６．２１３の表８－
３に加えることができる（以下にコピー）。実施形態は、伝送モード（ＴＭ）につき複数
のＵＴＣを企図している。ＵＥまたはＷＴＲＵは、構成済みサービングセルにつき単一の
ＴＭで構成可能である（たとえばＰＵＳＣＨに関するＴＭ１またはＴＭ２）。加えて、Ｕ
ＥまたはＷＴＲＵは、複数のＵＴＣで、１または複数の、もしくはそれぞれのＴＭについ
て構成可能であり、１または複数のＵＴＣは、たとえば以下で説明される方法の１つまた
は組み合わせを使用して、チャネルまたは伝送タイプの１つまたはサブセットについて構
成可能である。
【０１３４】

【表１】

【０１３５】
　上記の表は、サービングセルに関する複数の表８－３で拡張可能である。実施形態は、
サービングセルにつき複数のＵＴＣを企図している。ＵＥまたはＷＴＲＵは、構成済みサ
ービングセルに関する複数のＵＴＣで構成可能である。この場合、ＵＴＣは、概念上、サ
ービングセルの構成内の「サブセル」としてみることができる。１または複数の実施形態
では、各ＵＴＣは単一のＴＭで構成可能である。
【０１３６】
　上記の表は、サービングセルに関する追加の行で拡張可能である。実施形態は、サービ
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ングセルにつき複数のＴＭを企図している。ＵＥまたはＷＴＲＵは、アップリンク動作に
対するＬＴＥ　Ｒ１０　ＴＭ１およびＴＭ２に加えて導入可能な、追加の伝送モードで構
成可能である。１または複数の、もしくはそれぞれの追加のＴＭについて、複数のＵＴＣ
が構成可能である。たとえばこうした追加のＴＭは、たとえばＤＣＩフォーマット（およ
び／またはフォーマットタイプ）が特定のＵＴＣの使用を示すように構成可能である。よ
り具体的に言えば、１または複数の、もしくはそれぞれのＤＣＩフォーマット０および４
について、ＵＴＣが構成可能であり（またはデフォルトのＵＴＣが使用可能であり）、場
合によっては、構成された１つまたは複数のＵＴＣを有することが可能な、新しい（たと
えば実施形態によって企図された）ＤＣＩフォーマットが導入可能である。いくつかの実
施形態では、新しい（たとえば実施形態によって企図された）ＤＣＩフォーマット内で使
用されることになるＵＴＣは、本明細書で説明される実施形態に従って決定可能である。
【０１３７】
　特に、上記は、ＰＵＳＣＨチャネルに関するＵＴＣの構成に適用できる可能性がある。
【０１３８】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣの原理は以下のうちの１または複数に従って実装
可能である。　
【０１３９】
　－　チャネル当たり１または複数のＵＴＣ：ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＬ構成内の構成
パラメータの一部として、チャネル（たとえばＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ、または場合によ
ってはＰＵＳＣＨも）当たり、または伝送タイプ（たとえばＳＲＳ）当たり、複数のＵＴ
Ｃで構成可能である。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰＵＣＣＨ構成の一部として、Ｕ
ＴＣまたはそのサブセットで構成可能である。ＵＴＣは、ＰＵＣＣＨに関する活動化状態
、ならびに、ＡＲＩを使用してインデックス付けされた構成済みＰＵＣＣＨリソースのセ
ットを含むことができる；ＡＲＩおよび／またはＰＵＣＣＨ活動化状態を使用して、Ｐｔ
ＲＳおよび／またはＰＵＣＣＨ伝送用の適用可能なＵＴＣを決定することができる。たと
えばＵＥまたはＷＴＲＵは、周期ＳＲＳ用および／または非周期ＳＲＳ用のＳＲＳ構成の
一部として、ＵＴＣまたはそのサブセットで構成可能である。ＵＴＣは、該当するＳＲＳ
構成に関する活動化状態を含むことができる。より具体的に言えば、ＵＥまたはＷＴＲＵ
は、非周期ＳＲＳ伝送および周期ＳＲＳ伝送に関する別々のＵＴＣ構成で構成可能である
。したがってＳＲＳのタイプ（たとえばＳＲＳタイプ０またはＳＲＳタイプ１）を使用し
て、どのＵＴＣを所与のサービングセルに関するＳＲＳ伝送に適用するか（場合によって
はどのＰｔＲＳを基準として使用するかを含む）を決定することができる。加えて、ＵＥ
またはＷＴＲＵは、異なるＵＴＣを伴う、いずれかのタイプに関する複数の、場合によっ
ては１または複数、もしくはそれぞれの構成で構成可能である。たとえばＵＥまたはＷＴ
ＲＵは、ＰＲＡＣＨ構成の一部として、ＵＴＣまたはそのサブセットで構成可能である。
より具体的に言えば、ＵＥまたはＷＴＲＵは、異なるタイプの専用プリアンブル、ランダ
ムアクセストリガ（たとえばＰＤＣＣＨまたはＲＡ－ＳＲによる）、および／またはＰＲ
ＡＣＨリソースインデックスに関する別々のＵＴＣ構成で、構成可能である。１または複
数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ｍｓｇ３のアップリンク伝送に関するＰＤＣ
ＣＨ　ＤＣＩフォーマット１ａ内および／またはＲＡＲ（たとえば許可）内のインジケー
ションに基づいて、どのＵＴＣがプリアンブルに適用可能であるかを決定することができ
る。別の方法として、ＵＥまたはＷＴＲＵは、受信したＰＤＣＣＨおよび／またはＲＡＲ
受信に関連付けられたＰｔＲＳに基づいて、プリアンブルに適用可能なＵＴＣを決定する
ことができる。　
【０１４０】
　－　１または複数のＵＴＣを複数のチャネル／信号に適用可能である：ＵＥまたはＷＴ
ＲＵは、他のチャネル（たとえばＰＵＣＣＨ）または伝送タイプ（たとえばＳＲＳ）のサ
ブセットの伝送に対して、（たとえば場合によっては、ＵＴＣの活動化状態に基づいて）
ＰＵＳＣＨチャネルのＵＴＣを使用することができる。および／または、
　－　それらの組み合わせ：一実施形態において、ＰＵＣＣＨがＰＵＳＣＨのＵＴＣ構成
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を使用可能であり、ＳＲＳに対する別のＵＴＣが構成可能である、組み合わせが提供可能
である。特に、上記は、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ、および／またはＳＲＳ伝送用のＵＴＣ
の構成に適用できる可能性がある。
【０１４１】
　異なる物理チャネルまたは伝送タイプに関する伝送パワーレベルは、以下の変数のうち
の少なくとも１つの組み合わせに依存可能である：ＰＣＭＡＸ，ｃ－ＵＴＣｃに関する構
成済みの最大ＵＥまたはＷＴＲＵ伝送パワー；Ｍ－チャネルの帯域幅；Ｐｏ－所望の受信
パワー；ＰＬｃ－ＵＴＣｃに適用可能なアップリンク経路損失；部分経路損失補償；パワ
ー制御調整状態；および／または構成可能オフセット。
【０１４２】
　物理チャネルまたは伝送タイプに関するＵＴＣが動的に変更可能であるものとすると、
１または複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣは、伝送パワーパラメータのそれ自体のセッ
トを有することができる。さらに１または複数の、もしくはそれぞれの物理チャネル（た
とえばＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、およびＰＲＡＣＨ）または伝送タイプ（たとえばＳＲＳ
）は、１または複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣに関する伝送パワーパラメータのそれ
自体のセットを有することができる。１または複数の実施形態では、これらのパラメータ
セットは、いくつかもしくは１または複数の、もしくはすべてのパラメータについて、同
じ値を重複および再使用することができる。異なるパラメータセットを有するには、１ま
たは複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣが経路損失に関する別個の値を有することが必要
な場合がある。したがってＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数の、もしくはすべての可
能な送信ポイントまたはＵＴＣ、ならびに１または複数の、もしくはそれぞれについて特
有の基準信号の、伝送パワーレベルで構成可能である。したがって経路損失は、ＵＴＣｃ
について、ＰＬｃ＝ｃの基準信号パワー　－　ｃのより高位層のフィルタリング済みＲＳ
ＲＰ、として定義可能である。
【０１４３】
　ＲＳＲＰは、以下のうちの少なくとも１つから算出可能である：ＰｔＲＳまたは新しい
（たとえば実施形態によって企図された）ＵＴＣ固有の基準信号；ＣＲＳ；および／また
はＣＳＩ－ＲＳ。
【０１４４】
　実施形態は、経路損失を決定するためにいずれの基準シンボルのセットを使用するかを
決定するために、とりわけ、より高位層のシグナリングを介して、ＵＴＣと基準シンボル
の適切なセットとの間のリンクをＵＥまたはＷＴＲＵに通知できるように、企図している
。ＵＴＣを（本明細書で説明されるように）選択すると、ＵＥまたはＷＴＲＵは経路損失
値を導出することができる。
【０１４５】
　実施形態では、物理チャネルまたは伝送タイプのＵＴＣは、複数の経路損失測定値が導
出可能な複数のＰｔＲＳで構成可能である。この場合、使用される経路損失を選択するた
めの方法は、以下のうちの１または複数とすることができる：任意のＰｔＲＳに関する最
低経路損失値；任意のＰｔＲＳに関する最高経路損失値；ＰｔＲＳのセットの経路損失値
の線形平均（ｌｉｎｅａｒ　ａｖｅｒａｇｅ）；および／または、特定ＰｔＲＳの事前構
成済み経路損失値；および／または、ＰｔＲＳのセットの経路損失値の関数（たとえば、
１または複数の、もしくはすべての個別の経路損失値の加算）。１または複数の実施形態
では、ＰｔＲＳ選択を使用して、ＵＬ伝送および経路損失基準の決定の目的で、ＵＴＣを
選択することも可能である。
【０１４６】
　さらに、ＵＴＣが複数のＰｔＲＳで構成可能なケースでは、他のパラメータ（たとえば
所望の受信パワーＰｏ）を同様に選択することも可能である（たとえば、所望の受信パワ
ーの最大、最低、平均、または事前構成済み選択のうちの１つ）。選択メカニズムは、よ
り高位層のＲＲＣシグナリングを介して信号送信可能であり、１または複数の、もしくは
すべてのパラメータについて同じである必要はない。
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【０１４７】
　現行のパワー制御調整状態は、以前のパワー制御調整状態と最新の補正値との合計（Ｔ
ＰＣコマンドとも呼ばれる）、または最新の補正値のみ（最新のＴＰＣコマンド）の、い
ずれかで構成され得る。適切なパワー制御調整状態を実行可能にするために、ＵＥまたは
ＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つ（またはそれらの任意の組み合わせ）を実行す
ることができる：構成されたＵＴＣごとにＴＰＣコマンドチェーンを維持する；ＰｔＲＳ
ごとにＴＰＣコマンドチェーンを維持する（ＴＰＣコマンドチェーンを経路損失にリンク
させる）；物理チャネルまたは伝送タイプごとにＴＰＣコマンドチェーンを維持する；そ
れらの組み合わせ；たとえば、物理チャネルのセット（たとえばＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ
）に対して１つのＴＰＣコマンドチェーンが維持可能であり、他のチャネルまたは伝送タ
イプ（たとえばＳＲＳ）に対して、ＵＴＣごとにＴＰＣコマンドが維持可能である。別の
方法として、いくつかの実施形態では、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨに使用されているＵＴＣ
にＳＲＳが送信されている場合、ＰＵＳＣＨと同じＴＰＣコマンドが使用可能であり、他
のポイントへのＳＲＳ伝送に対して独立したものが維持可能である（たとえばＵＴＣ）。
【０１４８】
　ＵＥまたはＷＴＲＵが複数のＴＰＣコマンドチェーンを維持することが有用であるもの
とわかり得る場合の例は、物理チャネルが伝送タイプに応じて異なるＵＴＣを使用するよ
うに構成される場合とすることができる。たとえば、ＨＡＲＱに使用されるＰＵＣＣＨは
、スケジューリング要求に使用されるＰＵＣＣＨとは異なるＵＴＣを使用することが可能
であるため、１または複数、もしくはそれぞれがそれ自体のＴＰＣコマンドチェーンを有
することが可能である。
【０１４９】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つによって、ＴＰＣコマンドをいず
れのＵＴＣ用とすることができるかを決定する：１または複数の、もしくはすべてのＴＰ
Ｃコマンドに接続されたＵＴＣインジケーション；ＤＣＩが復号可能な検索スペース；Ｄ
ＣＩのＣＲＣにスクランブルするための異なるＲＮＴＩ（ＵＴＣ当たり１つ）の使用；Ｔ
ＰＣコマンドが受信可能な時点のサブフレーム数；および、そこからＴＰＣコマンドが送
信可能なダウンリンク送信ポイント。
【０１５０】
　新しい（たとえば新たな、または更新された）ＵＴＣがアップリンク伝送用に選択可能
な場合、更新されたパワー制御調整状態は、以下のうちの少なくとも１つとすることがで
きる：事前構成済みレベル（たとえば、０ｄＢｍ）にリセットされる。このレベルはＵＴ
Ｃに固有であるか、またはアップリンク物理チャネルに固有とすることができる；事前構
成済みオフセットによって修正され、オフセットは新しいＵＴＣまたは以前のＵＴＣに固
有であるか、もしくはアップリンク物理チャネルに固有であるとすることができる；将来
のＴＰＣコマンドがパワー制御調整状態を適切に改善することが可能である旨の理解の下
で引き続き影響を受けない（たとえば、ＵＴＣに関係なく任意の後続のＴＰＣコマンドを
チャネルに関する以前の累積されたＴＰＣに追加することができる）；新しい（たとえば
新たな、または更新された）ＵＴＣに関する新しい（たとえば新たな、または更新された
）所望の受信パワーおよび経路損失にかかわらず、全体の伝送パワーが未変更のままであ
るようにスケーリングされる；ＵＴＣが使用された最新の時点から取り出される。こうし
たシナリオでは、ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数の、もしくはすべてのチャネルに
ついて、および１または複数の、もしくはすべてのＵＴＣについて、１または複数の、も
しくはすべての最新のパワー制御調整状態を保存できる（またはいくつかの実施形態では
、おそらく、しなければならない）；および／または、そのＵＴＣへの、および／または
そのＰｔＲＳへのアップリンク伝送用に、および／またはその物理チャネル用に、および
／またはその伝送タイプ用に、使用された最新の値にリセットされる。
【０１５１】
　１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、複数のＵＴＣで構成可能であり
、チャネル用のＵＴＣを自律的に選択可能である。アップリンクチャネル上での電流伝送
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用のＵＴＣを選択するために、ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つを使
用することができる：最低伝送パワーを必要とするＵＴＣ。このような場合、伝送パワー
はそのＵＴＣに関するパワー設定パラメータの適切なセットを用いることによって決定可
能である；ＵＴＣは、本明細書で説明されるメカニズムのいずれかに従って選択可能であ
る；ＵＴＣはパラメータのいずれかに選択メカニズムを適用することによって選択可能で
ある。可能な選択メカニズムは、最大、最低、以前に選択されたＵＴＣのパラメータにわ
たる最低（または最大）しきい値差を含む。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、経路損失を
最低にするものを選択することによって、ＵＴＣを選択することができる。その後、パワ
ー設定は、そのＵＴＣに適用する１または複数の、もしくはすべてのパラメータを適用す
ることによって決定可能である。他の例として、ＵＥまたはＷＴＲＵは、以前のＵＴＣと
新しい（たとえば新たな、または更新された）ＵＴＣとの間の名目上のパワーにおける差
が所定のしきい値未満であることを保証することによって、新しい（たとえば新たな、ま
たは更新された）ＵＴＣを選択することができる。パラメータリストはＭＣＳを含むよう
に拡張可能である。
【０１５２】
　他の実施形態では、新しい（たとえば実施形態によって企図された）パワーレベルオフ
セットを、ＵＴＣが複数のＰｔＲＳで構成可能なケースに使用することができる。このオ
フセットは、１または複数の、もしくはすべての意図された受信ポイントが適切な復号の
機会を有することを保証するために正であるか、または、データを復号するためにより多
くの受信ポイントの協働があり、必要なパワーが少なくてよいとネットワークが決定した
場合は、負とすることができる。オフセットは、より高位層を介して事前に構成可能であ
るか、または、ＣＲＣが新しい（たとえば実施形態によって企図された）ＲＮＴＩ（たと
えばＴＰＣ－ＣＯＭＰ－ＲＮＴＩなど）でスクランブル可能なＤＣＩフォーマット３／３
Ａを伴うＰＤＣＣＨにおいて、他のＴＰＣコマンドと合同で符号化可能である。
【０１５３】
　本明細書で考察される任意のパワー制御パラメータ（ＰＣＭＡＸ，ｃなど）は、こうし
たＵＬ伝送が発生する場合、サブフレームと結合可能である。たとえば、異なるパワー制
御パラメータのセットを必要とするサブフレームのサブセットが存在する場合がある。こ
うしたシナリオでは、１または複数の、もしくはそれぞれの物理チャネルまたは伝送タイ
プに関するＵＴＣは、サブフレーム数に関係なく、同じままであるとすることができる。
しかしながら、いくつかのパワー制御パラメータはサブフレーム数に依存する場合がある
。たとえば、あるサブフレームのサブセットでは、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＴＣおよび
／または物理チャネルおよび／または伝送タイプに依存する場合のあるオフセット値のセ
ットを使用可能であり、他のサブフレームのサブセットでは、他のオフセットのセットを
使用可能である。１または複数の実施形態では、１または複数の、もしくはそれぞれの物
理チャネルまたは伝送タイプに使用されるＵＴＣは、サブフレーム数に依存する場合があ
る。
【０１５４】
　実施形態は、ＳＲＳパワー制御に対する１または複数の機能強化を企図している。機能
強化は、１）１または複数の、もしくはすべてのＳＲＳ伝送、または、２）非周期ＳＲＳ
（いくつかの実施形態では、おそらく非周期ＳＲＳのみ）（たとえばタイプ１　ＳＲＳト
リガ）、もしくは周期ＳＲＳ（いくつかの実施形態では、おそらく周期ＳＲＳのみ）（た
とえばタイプ０　ＳＲＳトリガ）、のうちの、１または複数に適用可能である。さらに、
非周期ＳＲＳについて本明細書で説明される機能強化は、場合によっては、非周期ＳＲＳ
がＳＲＳ要求フィールドの１または複数の特定の値でトリガされ得る場合に適用可能であ
り、他の値では適用不可能である。
【０１５５】
　実施形態は、ＳＲＳパワー制御を企図している。ＳＲＳに使用されるＵＴＣがＰＵＳＣ
Ｈに使用されるものと異なり得るとすると、ｃ上にＰＵＳＣＨ伝送が存在し得ない場合、
ＵＴＣ　ｃに関するサブフレームｉ上で伝送されるＳＲＳに関するＵＥまたはＷＴＲＵ伝
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送パワーＰＳＲＳの設定は、以下のように定義可能であり、
　ＰＳＲＳ，ｃ（ｉ）＝ｍｉｎ｛ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ），１０ｌｏｇ１０（ＭＳＲＳ，ｃ

）＋ＰＯ＿ＳＲＳ，ｃ（ｊ）＋αｃ（ｊ）・ＰＬｃ＋ｈｃ（ｉ）｝［ｄＢｍ］
上式で、ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）はサブフレームｉおよびＵＴＣｃにおける構成済みＷＴＲ
Ｕ伝送パワーとすることが可能であり、ＭＳＲＳ，ｃはＳＲＳ伝送の帯域幅とすることが
可能であり、αｃ（ｊ）はＵＴＣｃ用の高位層によって提供される３ビットパラメータと
することが可能である。ＰＬｃは本明細書で説明されるようにＵＴＣごとに定義可能であ
り、ＰＯ＿ＳＲＳ，ｃ（ｊ）はＵＴＣｃに関する所望のまたはターゲットの受信パワーと
することが可能である。この変数ｊは、所望のターゲット受信パワーが、ＳＲＳが非周期
または周期であるか、もしくは正規ＳＲＳまたはプロービングＳＲＳであるかに依存し得
ることを示すために使用可能であり、ｈｃ（ｉ）はＵＴＣｃに関する現行のＳＲＳパワー
制御調整状態とすることが可能であり、以前のパワー制御調整状態ｈｃ（ｉ－１）とＳＲ
Ｓ用のＴＰＣコマンドの合計、または、ＳＲＳ用のＴＰＣコマンドのみの、いずれかとす
ることが可能である。非周期ＳＲＳの場合、ＳＲＳ用のＴＰＣコマンドは非周期ＳＲＳト
リガに含めることができる。周期ＳＲＳの場合、ＴＰＣコマンドは、ＵＴＣｃに関するＤ
ＣＩフォーマット０／４を伴うＰＤＣＣＨ内に含められるか、または、ＣＲＣパリティビ
ットがＴＰＣ－ＳＲＳ－ＲＮＴＩでスクランブルされ得るＤＣＩフォーマット３／３Ａを
伴うＰＤＣＣＨ内の他のＴＰＣコマンドと共に符号化されるかの、いずれかが可能である
。
【０１５６】
　ＤＬ　ＣｏＭＰの場合、ＤＬ　ＣｏＭＰ送信ポイントを決定するために、１または複数
の、もしくはすべてのＣｏＭＰ協働セットセルにＳＲＳ（たとえばプロービングに使用さ
れるＳＲＳ）を受信させることが有用な可能性がある。このようなケースでは、ＳＲＳに
使用されるパワー設定は、動的スケジューリングに使用される正規ＳＲＳ用とは異なるこ
とが有用な可能性がある。したがって、ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数、もしくは
それぞれが、それ自体のパワー設定パラメータ（たとえば所望のパワー、ＴＰＣコマンド
チェーン、経路損失基準など）を備える、少なくとも２つのタイプの周期ＳＲＳで構成可
能である。周期ＳＲＳのタイプは、以下のうちの少なくとも１つによって区別することが
可能である：所望のまたはターゲットの受信パワーＰＯ＿ＳＲＳ，ｃ（ｊ）；サブフレー
ム周期性；サブフレームオフセット；周波数ホッピングの使用（たとえば、多くの宛先ポ
イント用のＳＲＳの場合、使用可能パワーを狭帯域に集中させるために周波数ホッピング
を使用することが有用な場合がある）；異なるスクランブリング；基準信号シーケンスを
、１または複数、もしくはそれぞれが異なるタイプのＳＲＳに関連付けられた、２つのセ
ットに分けることが可能である。セットはより高位層のシグナリングを介して信号送信可
能である。
【０１５７】
　ＳＲＳ伝送の伝送パワーを決定するために、ＰＬｃを推定するために使用する基準ポイ
ント（ＰｔＲＳ）またはＵＴＣは、本明細書で説明されるいずれかの方法に従って決定す
ることができる。たとえば１または複数の、もしくはすべてのＣｏＭＰセルに送信するた
めに使用されるＳＲＳ構成の場合、経路損失推定に使用するためのＰｔＲＳまたはＵＴＣ
は、以下のうちの１または複数に従って決定可能である：経路損失が最高のポイント（た
とえば、１または複数の、もしくはすべてのセルがＳＲＳを取得することを保証するため
）；もしくは、このタイプのＳＲＳに使用されるデフォルトＵＴＣまたは事前構成済みＵ
ＴＣ、および、特定のＵＴＣに送信するために使用される（またはいくつかの実施形態で
は、おそらく送信するためのみに使用される）ＳＲＳに関する経路損失は、上記で説明さ
れたように、または、ＰＵＳＣＨ伝送がそのＵＴＣ用に実行可能な場合は、ＰＵＳＣＨ伝
送に使用される経路損失に従って、決定することができる。
【０１５８】
　１または複数の実施形態では、２つのタイプのＳＲＳ（プロービングおよび正規）に同
じパワー設定パラメータが使用可能であるが、プロービングＳＲＳに関する受信パワーを
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増加させるためには周波数ホッピングが使用可能であり、正規ＳＲＳには非周波数ホッピ
ングが使用可能である。
【０１５９】
　１または複数の実施形態では、２つのタイプのＳＲＳに同じパワー制御パラメータが使
用可能であるが、プロービングタイプのＳＲＳのパワーを設定する場合にＵＥまたはＷＴ
ＲＵが使用可能な新しい（たとえば実施形態によって企図された）オフセットを含めるこ
とが可能である。
【０１６０】
　１または複数の実施形態では、非周期ＳＲＳ用の少なくとも１つのパワー設定パラメー
タ、ＴＰＣコマンド、およびＳＲＳパワー制御調整状態は、ＰＵＣＣＨのパラメータ、Ｔ
ＰＣコマンド、および／またはＳＲＳパワー制御調整状態に対応可能である。実施形態は
、たとえＳＲＳ伝送が存在し得なくとも、ＳＲＳに関するパワー制御調整状態は、ダウン
リンク割り当てにおけるＴＰＣコマンドの受信によって修正可能であることを企図してい
る。
【０１６１】
　非周期ＳＲＳがトリガ可能な場合、トリガがいずれのタイプのＳＲＳ向けであるかを示
すＩＥを含むことができる。このような場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＳＲＳ伝送に適切
なパワー設定パラメータを使用することができる。別の方法として、非周期ＳＲＳが許可
される場合、オフセットを非周期ＳＲＳ用に（またはいくつかの実施形態では、おそらく
非周期ＳＲＳ用にのみ）使用し、他のＳＲＳには使用せずに、ＳＲＳに関するパワー設定
を修正するよう、ＵＥまたはＷＴＲＵに通知する、ワンタイムオフセットが伝送可能であ
る。
【０１６２】
　１または複数の実施形態では、異なるＵＴＣが異なるＳＲＳに関するパラメータのサブ
セットを共有することができる。さらに、ＵＴＣによって使用される物理チャネルまたは
伝送タイプにリンクされたいくつかのパラメータは、別のＵＴＣによって構成または伝送
されることが可能である。このような場合には、構成またはパラメータを対象とし得るＵ
ＴＣのインジケーションを、構成またはパラメータの伝送に追加することができる。これ
により、構成またはパラメータがいずれのＵＴＣおよび／またはチャネルおよび／または
伝送タイプを対象とし得るかを、ＷＴＲＵが知ることが保証できる。こうしたシナリオの
１つは、ＷＴＲＵが、１つのＵＴＣについては周期ＳＲＳ（ＰＳＲＳ）用に、別のＵＴＣ
については非周期ＳＲＳ（ＡＳＲＳ）用に、構成され得る場合とすることができる。この
例は、ポイント（またはセル）Ａからのアップリンク伝送を支援するためにはＰＳＲＳが
使用可能であり、ポイント（またはセル）Ｂからのダウンリンク伝送を支援するためには
ＡＳＲＳが使用可能である場合とすることができる。こうしたシナリオでは、２つのＳＲ
Ｓは異なるパワー制御パラメータを必要とする場合がある。たとえばＷＴＲＵは、１また
は複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣについて、異なるＰＯ＿ＳＲＳ，ｃ（ｊ）（または
同等に、ＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ，ｃ（ｍ））値によって示すことが可能である。さらに
ＰＯ＿ＳＲＳ，ｃ（ｊ）（またはＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ，ｃ（ｍ））は、Ｌ１シグナリ
ングによって動的に示されるために有用な可能性がある。たとえばオフセット値（ＰＳＲ

Ｓ＿ＯＦＦＳＥＴ，ｃ（ｍ））は、ＳＲＳ要求フィールドの値の関数とすることができる
。
【０１６３】
　実施形態は、非周期ＳＲＳ（ＡＳＲＳ）、周期ＳＲＳ（ＰＳＲＳ）、およびＰＵＳＣＨ
の間でのＴＰＣコマンドの分離を企図している。ＴＰＣコマンドは、ＡＳＲＳ、ＰＳＲＳ
、およびＰＵＳＣＨの間で、また場合によってはＡＳＲＳのトリガに使用されるＳＲＳ要
求フィールドの値に応じて、別々に維持されることが有用な可能性がある。このような場
合、ＡＳＲＳ、ＰＳＲＳ、およびＰＵＳＣＨは、それら独自のＴＰＣコマンドチェーンを
維持することができる。ＡＳＲＳおよびＰＳＲＳのＴＰＣコマンドチェーンがＰＵＳＣＨ
のＴＰＣコマンドチェーンから分離され得る場合、ＴＰＣコマンドがいずれのＵＴＣ（ま
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たはＳＲＳ）を対象とし得るかを示すための機能強化が必要な可能性がある。１つの方法
は、新しい（たとえば実施形態によって企図された）情報要素（ＩＥ）を、ＴＰＣコマン
ドを提供するＡＳＲＳトリガに追加することであり得る。さらにこのＴＰＣコマンドは、
ＡＳＲＳ、ＰＳＲＳ、ＰＵＳＣＨ、またはこれらの伝送タイプの任意の組み合わせに使用
可能である。ＴＰＣコマンドがいずれのポイントを対象とし得るかを示すために、新しい
（たとえば実施形態によって企図された）ビットフィールドを含めることができる。この
ビットフィールドは、事前構成済みマッピングを使用することができる。たとえば値００
はＡＳＲＳ用のＴＰＣコマンドを示し、値０１はＰＳＲＳ用のＴＰＣコマンドを示す、と
いう具合である。１または複数の実施形態では、いずれのＡＳＲＳパラメータを使用する
かを示すことに加えて、ＳＲＳ要求フィールドを使用して、ＴＰＣコマンドがいずれの伝
送タイプに使用可能であるかを示すことができる。１または複数の実施形態では、新しい
（たとえば実施形態によって企図された）ビットフィールドを、ＴＰＣコマンドがいずれ
の伝送タイプ（ＡＳＲＳ、ＰＳＲＳ、またはＰＵＳＣＨ）の組み合わせを対象とし得るか
を示すＰＵＳＣＨ　ＴＰＣコマンドに追加することができる。１または複数の実施形態で
は、ＴＰＣフィールド自体が、パワー制御調整と、調整がＡＳＲＳ、ＰＳＲＳ、またはＰ
ＵＳＣＨのうちの少なくとも１つに適用されるかどうかのインジケーションとの両方を示
すように、再解釈されることが可能である。
【０１６４】
　１または複数の実施形態では、非周期ＳＲＳがトリガされ得ないことをＳＲＳ要求フィ
ールドが示す（たとえば「非タイプ１　ＳＲＳトリガ」）アップリンク許可を含むＤＣＩ
の一部として、ＴＰＣコマンドが受信され得る場合、ＴＰＣコマンドをＰＵＳＣＨに（ま
たはいくつかの実施形態では、おそらくＰＵＳＣＨのみに）適用することができる。ＳＲ
Ｓ要求フィールドの他の値の場合、ＰＵＳＣＨパワーは調整できない。
【０１６５】
　１または複数の実施形態では、（他の企図された条件の中で）非周期ＳＲＳがトリガさ
れることをＳＲＳ要求フィールドが示す（たとえばフィールドのいずれの値も「非タイプ
１　ＳＲＳトリガ」に設定されていない）アップリンク許可を含むＤＣＩの一部として、
ＴＰＣコマンドが受信され得る場合、ＴＰＣコマンドをＡＳＲＳに（またはいくつかの実
施形態では、おそらくＡＳＲＳのみに）適用する。ＳＲＳ要求フィールドの他の値の場合
、ＡＳＲＳパワーは調整できない。
【０１６６】
　１または複数の実施形態では、ＳＲＳ要求フィールドの異なる値でトリガされるＡＳＲ
Ｓは、別々のパワー制御調整状態を維持することができる。こうしたシナリオでは、アッ
プリンク許可を含むＤＣＩの一部として受信されるＴＰＣコマンドは、同じＤＣＩ内のＳ
ＲＳ要求フィールドの値でトリガされるＡＳＲＳに適用すること（またはいくつかの実施
形態では、おそらく適用することのみ）が可能である。
【０１６７】
　１または複数の実施形態では、（他の企図された条件の中で）移送ブロック（アップリ
ンク内）の伝送が使用不可であるようなＤＣＩが可能な場合、たとえばＩＭＣＳが０に設
定され、ＮＰＲＢが１より大きく設定された場合、またはＩＭＣＳが２８に設定され、Ｎ

ＰＲＢが１に設定された場合など、ＴＰＣコマンドをＡＳＲＳに適用する（またはいくつ
かの実施形態では、おそらくＡＳＲＳのみに適用する）ことができる。１または複数の実
施形態では、ＴＰＣコマンドは同じ条件下でＰＵＳＣＨに適用しない。
【０１６８】
　１または複数の実施形態では、ＴＰＣコマンドを示すためにＤＣＩ（たとえばアップリ
ンク許可、ダウンリンク割り当て、またはＤＣＩ　３／３Ａ）を使用することができる。
さらに、ＤＣＩの異なる期間／オフセットと、異なる伝送タイプ（ＡＳＲＳ、ＰＳＲＳ、
ＰＵＳＣＨ）または伝送タイプの組み合わせ用のＴＰＣコマンドとの間のリンクは、ＷＴ
ＲＵで事前に構成することができる。このような場合には、ＤＣＩを受信するサブフレー
ムに基づき、ＷＴＲＵは、ＴＰＣコマンドがいずれのＵＴＣ／伝送タイプを対象とし得る



(34) JP 6068479 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

かを知ることまたは決定することができる。
【０１６９】
　１または複数の実施形態では、ＴＰＣコマンドの適用可能性は、受信され得るＤＣＩフ
ォーマットに依存することができる。たとえばＤＣＩフォーマット３で受信されるＴＰＣ
コマンドは、ＰＵＳＣＨにのみ（またはＡＳＲＳにのみ、またはＰＳＲＳにのみ）適用可
能であり、ＤＣＩフォーマット４で受信されるＴＰＣコマンドは、ＡＳＲＳにのみ適用可
能である。１または複数の実施形態では、ＴＰＣコマンドの適用可能性は、ＤＣＩのＣＲ
Ｃをマスクするために使用されるＲＮＴＩの値に依存することができる。
【０１７０】
　１または複数の実施形態では、１または複数の、もしくはそれぞれの周期ＳＲＳおよび
複数の非周期ＳＲＳ（ここで１または複数の、もしくはそれぞれのＡＳＲＳは異なるＳＲ
Ｓ要求フィールド値にマッピング可能である）は、場合によっては異なるＵＴＣで構成可
能である。このような場合、あるいは複数の伝送タイプが同じＵＴＣで構成可能である場
合、１または複数の、もしくはそれぞれのＰＳＲＳ、および複数のＡＳＲＳ、ならびにＰ
ＵＳＣＨおよびＰＵＣＣＨについて、異なるＴＰＣコマンドループを維持することが有用
な可能性がある。１または複数の実施形態では、ＳＲＳタイプおよびＰＵＳＣＨおよびＰ
ＵＣＣＨの組み合わせは、それらのパワー制御式で同じＴＰＣコマンド値を使用すること
ができる。例として、ＰＳＲＳおよび／またはＡＳＲＳのサブセットおよび／またはＰＵ
ＳＣＨは同じＴＰＣコマンド値を使用可能であり、ＡＳＲＳの他のサブセットおよびＰＵ
ＣＣＨは別の値を使用可能である。他の例では、ダウンリンク割り当て（たとえばＤＣＩ
フォーマット１Ａ／１Ｂ／１Ｄ／１／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２）に含まれるＴＰＣコマンド
は、１または複数のＡＳＲＳパワー制御式に（累積的または累積的でなく）使用可能であ
る（他の代替では、このＴＰＣコマンドはＰＵＣＣＨ　ＴＰＣコマンドの再使用とするこ
とができる）。
【０１７１】
　１または複数の実施形態では、アップリンク許可（たとえばＤＣＩフォーマット０／４
）に含まれるＴＰＣコマンドは、ＰＳＲＳ、ＰＵＳＣＨ、および１または複数のＡＳＲＳ
パワー制御式に使用可能である。さらに、ＤＣＩフォーマット３／３Ａは、適切なＣＲＣ
パリティビットスクランブリングを使用することによって、任意のＴＰＣコマンドに使用
可能である。こうした例では、１または複数の、もしくはそれぞれのＰＳＲＳ、および複
数のＡＳＲＳおよびＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨは、それ自体のスクランブリングＲＮＴ
Ｉを有することができる。したがってこの例では、アップリンク許可またはダウンリンク
割り当て内で伝送されるＴＰＣコマンドは、（ＰＳＲＳ、複数のＡＳＲＳ、ＰＵＣＣＨ、
およびＰＵＳＣＨのいくつか、または任意の事前構成済みの組み合わせに応じて）ＵＴＣ
のグループによって使用可能であり、ＵＴＣのサブセットに対するさらなる改善は、ＤＣ
Ｉフォーマット３上でＴＰＣコマンドを伝送することによって達成可能である。こうした
シナリオでは、１または複数の、もしくはそれぞれの物理チャネルまたは伝送タイプ（Ｐ
ＳＲＳまたはＡＳＲＳ）について、ＵＥまたはＷＴＲＵは別々のパワー制御調整状態を維
持することができる。
【０１７２】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣのグループ（たとえばＤＣＩフォーマット０／１
／１Ａ／１Ｂ／１Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／４の）に適用可能なＴＰＣコマンド（また
はいくつかの実施形態では、おそらくＴＰＣコマンドのみ）は累積可能であり、単一のＵ
ＴＣ（たとえばＤＣＩフォーマット３／３Ａの）に使用されるＴＰＣコマンドは、ＵＴＣ
上でのＵＬ伝送の場合に有効（または複数の実施形態では、その場合にのみ有効）とする
ことができる。１または複数の実施形態では、物理チャネルまたは伝送タイプのグループ
は、同じＴＰＣコマンドで更新（またはいくつかの実施形態では、おそらく常時更新）可
能であり、こうしたシナリオでは、ＵＥまたはＷＴＲＵは１または複数の、もしくはそれ
ぞれのグループについて別々のパワー制御調整状態を維持することができる。１または複
数の実施形態では、ＴＰＣコマンドが対象とするパワー制御ループは、ＴＰＣコマンドが
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伝送可能なサブフレームの数に依存するものとすることができる。たとえば、物理チャネ
ルおよび／または伝送タイプのグループは、特定のＤＣＩフォーマットでＴＰＣコマンド
を受信するように構成され得る。いくつかの実施形態では、グループのメンバーはさらに
サブグループに細分することが可能であり、結果としてＤＣＩフォーマットがサブフレー
ムのサブセット内で伝送（たとえば高位層によって構成）可能な場合（またはいくつかの
実施形態では、おそらくそのような場合にのみ）、サブグループはＴＰＣコマンドを適用
することができる。こうしたシナリオでは、物理チャネルおよび／または伝送タイプの１
または複数の、もしくはそれぞれのサブグループは、１または複数の高位層によって、サ
ブフレームのサブセットに結合されるように事前に構成可能である。
【０１７３】
　物理チャネルおよび／または伝送タイプのグループ（ＰＳＲＳまたは任意のＡＳＲＳ）
がＴＰＣコマンドを共有する場合（それらがＵＴＣを共有するか否かにかかわらず）、１
または複数の、もしくはそれぞれの別個の物理チャネルおよび／または伝送タイプは、異
なるオフセットをＴＰＣコマンドチェーン全体に適用するようにも構成可能である。１ま
たは複数の実施形態では、物理チャネルおよび／または伝送タイプのグループがＴＰＣコ
マンドを共有する場合、１または複数の、もしくはそれぞれの別個は、ＴＰＣコマンドコ
ードポイントを異なって解釈することができる。たとえば１または複数の、もしくはそれ
ぞれのグループは、高位層による、伝送されるＴＰＣコマンド値と、パワー制御式内で使
用されることになる値との間のマッピングによって、事前に構成可能である。いくつかの
実施形態では、物理チャネルおよび／または伝送タイプのグループは、たとえば単一要素
によって構成可能である。
【０１７４】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣの選択はサブフレーム数に依存することができる
。たとえば同じ物理チャネルまたは伝送タイプを、事前構成済みのサブフレームのサブセ
ットに基づき、特定のサブフレームに応じて異なるＵＴＣに結合することができる。サブ
フレームのサブセットは、フレーム数、サブフレーム数、オフセット、および周期性のう
ちの少なくとも１つから決定することができる。このような場合には、ＴＰＣコマンドは
、ＴＰＣコマンドが伝送されたサブフレーム内でそのＵＴＣが使用可能な、物理チャネル
または伝送タイプ（たとえばＰＳＲＳまたは複数のＡＳＲＳ）に適用可能である（または
いくつかの実施形態では、おそらく適用のみが可能である）。１または複数の実施形態で
は、ＴＰＣコマンドがサブフレームサブセット内で伝送され得る場合、その後（またはい
くつかの実施形態では、おそらくその後にのみ）、そのサブフレームのサブセットに使用
されるように構成されたＵＴＣおよび／または物理チャネルおよび／または伝送タイプ（
ＰＳＲＳまたは複数のＡＳＲＳ）は、ＴＰＣコマンドを使用することができる。１または
複数の実施形態では、ＴＰＣコマンドは、ＵＴＣに関係なく、特定の物理チャネルおよび
／または伝送タイプに結合可能である。したがってＴＰＣコマンドは、サブフレーム数に
関係なく有効とすることができる。１または複数の実施形態では、ＤＣＩフォーマット３
で伝送されるＴＰＣコマンド（またはいくつかの実施形態では、おそらくこうしたＴＰＣ
コマンドのみ）が、１または複数の、もしくはすべてのサブフレームに使用可能である。
１または複数の実施形態では、任意の他のＴＰＣコマンドをサブフレームのサブセットに
対して有効とすることが可能（またはいくつかの実施形態では、おそらく有効とすること
のみが可能）である。
【０１７５】
　複数のＵＴＣに対する複数のＳＲＳが、異なる目的で働くことができる（たとえば、Ｐ
ＳＲＳはＵＬスケジューリングに使用可能であり、ＡＳＲＳはＤＬ設定管理に使用可能で
ある）。したがって、１または複数の、もしくはそれぞれのＳＲＳが伝送され得る周波数
は、異なる可能性がある。したがって、ＴＰＣコマンドがＳＲＳに対して送信され得る周
波数（および／または周期性）と、このＳＲＳがＷＴＲＵによって伝送され得る周波数（
および／または周期性）との間には、リンクが存在し得る。さらに、開ループパワー制御
が精度に欠ける可能性がある場合、低周波数（および／または高周期性）のＴＰＣコマン
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ドは、パワー制御が適切なソリューションに収束しない可能性がある。これに対処するた
めの１つの方法は、ＴＰＣコマンドチェーンで使用される補正値の細分性を修正すること
である。たとえば１タイプのＳＲＳ（またはＰＵＳＣＨ）を、ＴＰＣコマンドフィールド
値および補正値の特定のマッピングで再構成することができる。さらに他のタイプのＳＲ
Ｓ（またはＰＵＳＣＨ）を、他のマッピングで再構成することもできる。１または複数の
実施形態では、これによって、異なるＵＴＣに関する異なるＳＲＳに、異なるＴＰＣコマ
ンドの細分性を持たせることができる可能性がある。
【０１７６】
　実施形態は、ＰＲＡＣＨパワー制御を企図している。ＳＩＢ２では、ランダムアクセス
パラメータをＵＥまたはＷＴＲＵに提供することができる。これらは、経路損失の計算に
いずれの信号基準を使用するか（たとえば、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、または他のＵＴＣ依
存基準信号のいずれか）、ならびに、ＰＲＡＣＨにいずれのリソースを使用するかを、含
むことができる。ＵＥまたはＷＴＲＵに提供される複数セットのＰＲＡＣＨパラメータが
存在可能である。これらのパラメータセットは、１または複数の、もしくはそれぞれのＵ
ＴＣについて、ＰＲＡＣＨリソース、可能なプリアンブルシーケンスのセット、プリアン
ブルが受信するターゲットパワー、および／またはＲＡ－ＲＮＴＩのうちの、少なくとも
１つを含むことができる。
【０１７７】
　たとえば、１つのセットをＵＥまたはＷＴＲＵが特定セル上でアクセスを試行するため
のものとし、別のセットをＣｏＭＰ動作用の複数のセル上でアクセスを試行するためのも
のとすることができる。たとえば、１つのパラメータセットは、ネットワークにＵＥのＵ
ＴＣを示す１つのプリアンブルセットを有することができる。ＳＩＢ２では、ＵＥまたは
ＷＴＲＵがＣｏＭＰ機能を有することを必要とするパラメータセットに関するインジケー
ションが存在する場合もある。１つのパラメータセット（場合によってはＵＴＣにリンク
付けされる）は、フォールバックパラメータ／ＵＴＣとみなすことができる。１または複
数の実施形態では、選択されたＵＴＣを、ランダムアクセスのタイプ（コンテンションベ
ースまたは非コンテンションベース）にリンク付けすることもできる。
【０１７８】
　ＵＴＣが複数のＰｔＲＳを含む場合では、経路損失を以下のうちの少なくとも１つから
決定することができる：任意のＰｔＲＳに関する経路損失の最低値；任意のＰｔＲＳに関
する経路損失の最大値；１または複数の、もしくはすべてのＰｔＲＳに関する経路損失の
線形平均；１または複数の、もしくはすべてのＰｔＲＳに関する経路損失のセットからの
任意の事前構成済み値。
【０１７９】
　ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）メッセージでは、ネットワークはＵＥまたはＷＴＲＵ
にＣｏＭＰ協働セットを示すことができる。さらにＲＡＲメッセージに含められたＴＰＣ
コマンドは、それに対して有効であり得るＵＴＣを含むことができる。
【０１８０】
　ランダムアクセス試行が失敗した場合、ＵＥまたはＷＴＲＵはフォールバックＵＴＣお
よび単一のセル経路損失を使用して、ランダムアクセスを新規に開始することができる。
１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは同じＵＴＣで続行し、パワーを適宜
ランプアップ（ｒａｍｐ　ｕｐ）させることができる。
【０１８１】
　実施形態は、アップリンク基準信号を伝送し、初期に異なる周波数割り当てで直交性を
維持する、１または複数の技法を企図している。
【０１８２】
　１または複数の実施形態は、循環シフト（ＣＳ）補償によってピーク相関を低減するこ
とを企図している。相関ピークドリフトの量は、周波数領域内のＲＳの相対位置の関数と
して見つけることが可能であり、以下のようにサンプル数に関して導出可能であり、
【０１８３】
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【数９】

【０１８４】
上式で、ｋ０１およびｋ００は、２つのＲＳの開始位置のサブキャリアインデックスとす
ることが可能である。ｑは、ｖを用いて
【０１８５】

【数１０】

【０１８６】
によって３ＧＰＰ規格に定義された、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ生成インデックスであり、
【０１８７】
【数１１】

【０１８８】
は、それぞれ、シーケンスグループインデックス、基本シーケンスインデックス、および
ＲＳシーケンスの長さである。Ｎは、ＳＣ－ＦＤＭＡベースバンド生成元（ｇｅｎｅｒａ
ｔｏｒ）における離散逆フーリエ変換（ＩＤＦＴ）のサイズとすることが可能であり、１
または複数の実施形態では、Ｎ＝２０４８とすることができる。
【０１８９】
　ピーク相関の問題を軽減するための解決策として、とりわけ、ＵＥまたはＷＴＲＵが特
定のリソースブロック（ＲＢ）割り振りに従ってスケジューリング可能であるとすると、
計画されたＣＳ設定に加えてオフセット値を適用することにより、相関ピークのドリフト
は事前に補償されることが可能である。特にｎＰＲＥによって示される追加のオフセット
値は、循環シフト計算に追加することができる。たとえば物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）ＤＭＲＳ基準信号生成の場合、循環シフトは以下のように計算可能であり
、
【０１９０】

【数１２】

【０１９１】
上式で、
【０１９２】

【数１３】

【０１９３】
はそれぞれ、本明細書に十分に記載のように参照により本明細書に組み込まれている規格
（たとえば、被特許文献１参照）によって定義された、ＵＥまたはＷＴＲＵ固有、層固有
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、および、ＣＳホッピングＣＳ変数とすることが可能である。
【０１９４】
　例示の実施形態のように、事前補償オフセット変数ｎＰＲＥは、以下のように相関ピー
クドリフトの逆方向で算出可能である。
【０１９５】
【数１４】

【０１９６】
ＰＵＣＣＨまたはＳＲＳに対するＤＭＲＳなどの他のタイプの基準信号生成の場合、ＣＳ
事前補償の同じ概念が適用可能であり、数式にはいくつかの相違点が提示されている場合
がある。
【０１９７】
　ＣＳ事前補償方法の第１の実装において、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ネットワーク動作へ
の関与なしにＣＳ補償を自律的に実行することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、ネット
ワークによってスケジューリング許可からすでに送信された、ｋ０１、
【０１９８】
【数１５】

【０１９９】
、およびｑの値に直接アクセスすることができる。しかしＵＥまたはＷＴＲＵは、一般に
、基準ＲＳの開始位置、ｋ００は利用できない。１または複数の実施形態では、ＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ動作において合同でスケジューリングされ得るＷＴＲＵは、高位層を介してネット
ワークによって事前定義または構成され得る共通のｋ００値で構成可能である。アップリ
ンク関係ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を介して、１または複数の、もしくはそれぞれ
のアップリンク許可を受信すると、ＵＥまたはＷＴＲＵは、伝送時間間隔（ＴＴＩ）ごと
に、またはより長い期間、ＣＳ補償を実行することができる。別の方法として、共通スケ
ジューリングの下で他のＵＥによって使用されるｋ００値をＵＥまたはＷＴＲＵに通知す
るために、追加の動的シグナリングメカニズムを導入することができる。１または複数の
実施形態では、ｋ００値は（たとえばある潜在的な宛先ポイントのプロパティに対応する
）アップリンク伝送コンテキストの一部として信号送信することが可能であり、これによ
ってネットワークは、示されたアップリンク伝送コンテキストから複数のｋ００値のうち
の１つを示すことができる。
【０２００】
　ＣＳ事前補償方法の第２の実装において、ＣＳ補償はネットワーク側で実行可能である
。１または複数の実施形態では、ネットワークスケジューラは、共通スケジューリングの
下で１または複数の、もしくはそれぞれのＵＥまたはＷＴＲＵが利用可能なすべての必要
な、または有用な情報を有することができる。したがって、決定したスケジューリングに
従ってＣＳ補償を計算し、１または複数の、もしくはそれぞれのアップリンク許可におい
てＵＥまたはＷＴＲＵに送信可能な、アップリンク関係ＤＣＩ内の循環シフトフィールド
を事前に修正することが可能である。例として、循環シフトフィールドは、図８に示され
たように修正可能であり、循環シフトフィールド内のビットは、ｎＰＲＥに関して所与の
表へのエントリポインタをオフセットすることによって修正可能である。いくつかの実施
形態では、表の終わりに達すると折り返しが実行可能である。
【０２０１】
　別の方法として、ＣＳの動的構成に対して追加の動的シグナリングメカニズムが導入さ
れると、他の条件の中でとりわけ、ＣＳシグナリングを直接修正することによって、ＣＳ
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【０２０２】
　企図されたＣＳ補償技法の有用性の少なくとも１つの態様は、基本シーケンスのグルー
プ化および様々なレベルのホッピング方式の構成などの、基準信号を生成する現行の技法
を変更することが有用でない場合があることであり、これが標準化の影響を最小限にする
のに役立ち、レガシーＷＴＲＵへの後方互換性をより容易にすることができる。
【０２０３】
　実施形態は、さらにランダム化によってピーク相関を低減することを企図している。ア
ップリンク伝送のための基準信号を定義する際に、基本シーケンス生成のためにＺａｄｏ
ｆｆ－Ｃｈｕシーケンスが使用され、
【０２０４】
【数１６】

【０２０５】
上式で、ｑは、異なる基本シーケンスを定義するための主要パラメータとして働くことが
可能なルートインデックスである。長さ
【０２０６】
【数１７】

【０２０７】
は、
【０２０８】
【数１８】

【０２０９】
で示される基準信号の長さと比べて最大の素数として選択可能である。長さ
【０２１０】
【数１９】

【０２１１】
のＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスは巡回性とすることが可能であり、長さ
【０２１２】
【数２０】

【０２１３】
の基本シーケンスまで拡張可能である。
【０２１４】
　使用可能な基本シーケンスのセットは、たとえば、ｕ，ｕ＝０、１、２、．．．、２９
によってラベル付けされる３０の基本シーケンスグループを含むことができる。１または
複数の、もしくはそれぞれのグループは、異なるサイズの
【０２１５】
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【数２１】

【０２１６】
の基本シーケンスのセットを有することが可能であり、
【０２１７】
【数２２】

【０２１８】
の場合、シーケンスラベルｖ，ｖ＝０，１が割り当てられた２つの基本シーケンスが存在
し得る。グループおよびシーケンスラベルとルートインデックスとの関係は、現行の３Ｇ
ＰＰ規格では、以下によって定義される。
【０２１９】

【数２３】

【０２２０】
グループホッピングが実行可能な場合、グループ数ｕは、グループホッピングパターンｆ

ｇｈ（ｎｓ）に従い、スロット番号ｎｓによって以下のように変化することが可能であり
、
　ｕ＝（ｆｇｈ（ｎｓ）＋ｆｓｓ）ｍｏｄ３０
上式で、ｆｓｓは高位層によって構成されるセル固有のシーケンスシフトパラメータとす
ることができる。
【０２２１】
　基本シーケンスグループ内の１または複数の、もしくはすべての基本シーケンスについ
ては、共通ホッピングパターンを共有していることがわかる。したがって、不対ＢＷ割り
振りの場合、使用されている基準信号は、ホッピングパターンがどのように変化するかに
かかわらず固定ペア関係を有することが（またはいくつかの実施形態では、常に有するこ
とが）可能である。不十分なピーク相互相関が稀に現れる場合があるため、長さが不均等
な基準信号のいくつかのペア（またはいくつかの実施形態では、おそらくこうしたペアの
み）の中で、異なるサイズの基準信号全体にわたってさらにホッピングを実行することが
有用な場合がある。言い換えれば、ＲＳ長さに依存可能な別の層のホッピングが企図され
る。例として、グループ数ｕは、以下のように定義可能であり、
【０２２２】
【数２４】

【０２２３】
上式で、
【０２２４】
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【０２２５】
は、本明細書で企図されるＲＳ長さのホッピングパターンとすることが可能であり、これ
はＲＳ長さの関数
【０２２６】

【数２６】

【０２２７】
とすることが可能である。さらに、ＲＳ長さのホッピングパターンは、
【０２２８】

【数２７】

【０２２９】
によって定義可能であり、これはＲＳ長さに依存する値、たとえば
【０２３０】
【数２８】

【０２３１】
で開始可能であり、上式でｃ（ｉ）は擬似ランダムシーケンス生成関数とすることができ
る。
【０２３２】
　他の例として、ＲＳ長さ依存ホッピングをグループホッピングパターンに組み込むこと
が可能である。特に、グループホッピングパターンは、以下のようにＲＳ長さに依存させ
ることが可能であり、
【０２３３】
【数２９】

【０２３４】
これはＲＳ長さに依存する値、たとえば
【０２３５】



(42) JP 6068479 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

【数３０】

【０２３６】
で開始可能である。別の方法として、グループホッピングが非セル固有である場合、初期
値は
【０２３７】

【数３１】

【０２３８】
によって定義可能であり、上式で、ＧｒｏｕｐＨｏｐｐｉｎｇＣｏｎｆｉｇは高位層によ
って構成されるか、または動的に更新されることが可能である。
【０２３９】
　実施形態は、１つまたは複数のＣＳホッピング機能強化を企図している。以下の段落で
は、複数の潜在的宛先ポイントを伴う展開において、ＵＥまたはＷＴＲＵによるＣＳホッ
ピングの使用を強化するための企図された技法について説明する。
【０２４０】
　伝送層λについてスロットｎｓ内で伝送されるＤＭ－ＲＳは、αλ＝２πｎｃｓ，λ／
１２に従った循環シフトαλの関数とすることが可能であり、ここでｎｃｓ，λは循環シ
フトインデックスとすることができる。循環シフトインデックスは、以下の式に従って計
算可能であり、
【０２４１】

【数３２】

【０２４２】
上式で、
【０２４３】
【数３３】

【０２４４】
および
【０２４５】

【数３４】

【０２４６】
のうちの少なくとも１つは、ＵＴＣに割り当てられるパラメータとすることができる。こ
れらのパラメータの値は、高位層から取得可能であるか、または、アップリンク関係ダウ
ンリンク制御信号内の循環シフトフィールド（ＣＳＦ）の値からなどの、動的選択方法か
ら取得可能である。量ｎＰＮ（ｎｓ）は「循環シフト（ＣＳ）ホッピングシーケンス」と
呼ぶことができる。これは、現行システム内と同じ関係に従って擬似ランダムシーケンス
ｃ（ｉ）から導出可能な、スロット数ｎｓの関数とすることができる。こうした擬似ラン
ダムシーケンスは、１または複数の、もしくはそれぞれの無線フレームの開始時に、「Ｃ
Ｓホッピングの初期値」と呼ぶことができる値ｃｉｎｉｔで開始することができる。循環
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本明細書で説明されるいくつかの企図された技法のうちの少なくとも１つを使用して取得
可能である。ＵＴＣが、ポイント固有の基準信号および／またはポイント固有のパワー制
御パラメータの識別などの、ある受信ポイントでの適切なレベルのアップリンク信号の受
信を可能にするパワー制御パラメータも含む場合、ｃｉｎｉｔのＵＴＣ固有の値の利用を
可能にし得る実施形態は、ＭＵ－ＭＩＭＯの結合の目的で基準信号の構造が最適な可能性
のあるポイントに適切なレベルで、基準信号が受信できることを保証する。
【０２４７】
　１または複数の実施形態では、ＣＳホッピングに使用される擬似ランダム生成元の初期
値は、
【０２４８】
【数３５】

【０２４９】
から分離可能であり、たとえば以下のように依然としてセル固有であり得、
【０２５０】
【数３６】

【０２５１】
上式で、Ｎｃｅｌｌ

ＩＤは、物理セル識別、またはＵＴＣに関連付けられた識別に、対応
可能である。１または複数の実施形態では、ＣＳホッピングは、ｃｉｎｉｔ＝Δｃｓｈを
介して独立に構成可能である。２つの企図された技法を組み合わせると、ＣＳホッピング
パターンは、
【０２５２】

【数３７】

【０２５３】
によっても開始可能である。
【０２５４】
　１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵ固有の調整を最新のアップリンク関
係ＤＣＩに（または、現行のＵＬ伝送が関係可能なアップリンク関係ＤＣＩに）動的に割
り当てることができる。１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵ固有の調整Δ

ｃｓｈはＵＥまたはＷＴＲＵで暗黙的に導出可能である。１つの可能な暗黙導出（ｉｍｐ
ｌｉｃｉｔ　ｄｅｒｉｖａｔｉｏｎ）は、現行の基本シーケンスグループに依存可能であ
る。
【０２５５】
　１または複数の実施形態では、暗黙導出は現行の基本シーケンスグループならびに以前
の基本シーケンスグループの関数とすることができる。
【０２５６】
　１または複数の実施形態では、本明細書で説明される概念と同様に、異なる長さのＤＭ
ＲＳを介して追加のランダム化が実行可能である。例示の実現は、
【０２５７】
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【数３８】

【０２５８】
によってＣＳホッピングパターンを定義することであり得、これは、
【０２５９】

【数３９】

【０２６０】
に関して、たとえば
【０２６１】
【数４０】

【０２６２】
のように、同様に開始可能であるか、または別の方法として、ＵＥまたはＷＴＲＵ固有の
調整が使用できる場合は、以下の通りである。
【０２６３】

【数４１】

【０２６４】
　１または複数の実施形態では、ＣＳは現行のシステムと同様の数式を使用して取得可能
であるが、
【０２６５】

【数４２】

【０２６６】
あるパラメータがＵＥまたはＷＴＲＵ固有のパラメータに置き換えられる場合があり、い
くつかの実施形態では、アップリンク伝送コンテキストに提供可能である。アップリンク
伝送コンテキストに提供可能なパラメータは、以下を含むことができる。　
　－　セルＩＤ（Ｎｃｅｌｌ

ＩＤ）は、ＵＴＣ固有値（ＮＵＴＣ
ＩＤ）に置き換え可能で

ある。　
　－　シーケンスシフトパターン
【０２６７】
【数４３】

【０２６８】
は、ＵＴＣ固有値
【０２６９】
【数４４】
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【０２７０】
に置き換え可能である。
後者の場合、ＵＴＣ固有値
【０２７１】
【数４５】

【０２７２】
は直接提供可能であるか、または、ＵＴＣ固有のセルＩＤパラメータ（ＮＵＴＣ

ＩＤ）か
ら、いくつかの実施形態では、おそらく他のＵＴＣ固有パラメータ（ΔＵＴＣ

ｓｓ）から
、導出可能である。これらの値は、たとえば基本シーケンスなどの、ＵＴＣの他のプロパ
ティの計算で使用される、可能な他のＵＴＣ固有のセルＩＤパラメータから、独立に構成
されるかまたはされない場合がある。１または複数の実施形態は、以下を企図している。
【０２７３】
【数４６】

【０２７４】
いくつかの実施形態では、パラメータΔＵＴＣ

ｓｓが存在しないかまたは定義されていな
い可能性がある場合、この数式は以下のように単純化することが可能である。
【０２７５】

【数４７】

【０２７６】
このような場合には、擬似ランダムシーケンス生成元の初期値ｃｉｎｉｔは、以下のよう
に要約することができる。
【０２７７】

【数４８】

【０２７８】
　こうした実施形態は、ネットワークが、他の共通スケジューリングされたＵＥまたはＷ
ＴＲＵによる使用が可能な宛先ポイントで使用可能な循環シフトホッピングパターンマッ
チングを使用してＵＥまたはＷＴＲＵをスケジューリングできるようにし、この共通スケ
ジューリングされたＵＥまたはＷＴＲＵとの干渉を最小限にすることができる。複数のＵ
ＴＣ（本明細書で説明される）のうちの１つを選択できる企図された技法は、複数のこう
した宛先ポイントが存在する場合、干渉を最小限にすることが最も適切な可能性のある宛
先ポイントおよび対応する共通スケジューリングされたＵＥまたはＷＴＲＵの、ネットワ
ークによる選択を可能にすることができる。
【０２７９】
　前述の実施形態では、ＤＭ－ＲＳをＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨの一部として伝送でき
るか否かにかかわらず、ＣＳホッピングを決定するためのパラメータは同じとすることが
できる。別の方法として、少なくとも１つのパラメータが、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨとの
間で異なる可能性がある。この場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣ
Ｈを介した伝送用に同じＵＴＣの一部として別個のパラメータを使用することが可能であ
るか、または、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨを介する伝送用に異なるＵＴＣを定義するこ
とが可能である。
【０２８０】
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　ＵＬ伝送用のＵＴＣの選択について、以下の方法を単独または組み合わせて使用するこ
とができる。以下の実施形態において、ダウンリンク制御シグナリングは、アップリンク
伝送がこのシグナリングを使用してトリガされる場合、このアップリンク伝送に「適用可
能である」ということができる。これはたとえば、ＰＵＳＣＨ伝送の許可を示すＤＣＩ（
ＰＤＣＣＨまたはＥ－ＰＤＣＣＨで復号）、非周期ＳＲＳ伝送を示すＤＣＩ、ＲＡＣＨオ
ーダーを示すＤＣＩ、または、ＨＡＲＱフィードバックがＰＵＣＣＨを介して伝送される
ことが有用な可能性のあるダウンリンク割り当てを示すＤＣＩを含むことができる。
【０２８１】
　あるアップリンク伝送用に使用するＵＴＣを決定するために、ＵＥまたはＷＴＲＵは第
１に、他の企図条件の中でとりわけ、少なくとも１つの企図された制約技法を使用して、
候補ＵＴＣのサブセットを決定することができる。次にＵＥまたはＷＴＲＵは、候補ＵＴ
Ｃのサブセット内の使用可能なＵＴＣから、ＵＴＣを選択することができる。この場合、
サブセットは空である可能性があり、ＵＥまたはＷＴＲＵは、使用可能な（またはいくつ
かの実施形態では、常時使用可能な）可能性のある「デフォルト」ＵＴＣを使用すること
ができる。こうした「デフォルト」ＵＴＣは、セルのほとんどのポイントからの受信を可
能にするＵＴＣに対応することができる。たとえば「デフォルト」ＵＴＣは、共通の基準
信号をＰｔＲＳとして使用可能である。
【０２８２】
　いくつかの例示の制約方法が、以下に提供される。１方法では、ＵＥまたはＷＴＲＵは
、ＰｔＲＳから推定される経路損失がしきい値未満である場合、ＵＴＣが候補であり得る
ものと決定することができる。経路損失は、送信パワーと受信パワー（ＲＳＲＰ）とのｄ
Ｂ単位での差異として推定することができる。１または複数の実施形態では、ＵＥまたは
ＷＴＲＵは、ＰｔＲＳから測定された受信信号のパワーまたは品質がしきい値を超える場
合、ＵＴＣが候補であり得るものと決定することができる。１または複数の実施形態では
、ＵＥまたはＷＴＲＵは、このＵＴＣに対する接続が存在する場合、ＵＴＣが候補であり
得ないものと決定することができる。１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵ
は、このＵＴＣに関連付けられた活動化状態が非活動化された場合、ＵＴＣが候補であり
得ないものと決定することができる。
【０２８３】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、アップリンク伝送のタイプに基づいて、場合によっては高位層
のインジケーションまたは構成に従って、ＵＴＣを決定することができる。一例において
、非周期ＳＲＳ伝送は、第１のＵＴＣの伝送パラメータを使用して伝送されるように構成
され得、周期ＳＲＳ伝送は、第２のＵＴＣの伝送パラメータを使用して伝送されるように
構成され得る。他の例では、第１の周期およびオフセットで実施するように構成された第
１の周期ＳＲＳ伝送について、ＵＥまたはＷＴＲＵは第１のＵＴＣを使用可能であり、第
２の周期およびオフセットで実施するように構成された第２の周期ＳＲＳ伝送について、
ＵＥまたはＷＴＲＵは第２のＵＴＣを使用可能である。他の例では、ＵＥまたはＷＴＲＵ
は、ＰＵＳＣＨ伝送に第１のＵＴＣを、ＰＵＣＣＨ伝送用に第２のＵＴＣを使用すること
ができる。他の例で、ＵＥまたはＷＴＲＵは、動的許可によってトリガされたＰＵＳＣＨ
伝送に第１のＵＴＣを、半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）許可によってトリガされた
ＰＵＳＣＨ伝送に第２のＵＴＣを使用することができる。１または複数の実施形態では、
ＵＥまたはＷＴＲＵは、同じサブフレーム内のＳＰＳ許可の代わりにダイナミック許可が
実行される場合、これによってトリガされたＰＵＳＣＨ伝送に第２を使用することができ
る。１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰＵＳＣＨ伝送によって搬送
される移送ブロックまたは移送ブロックのセット内に多重化されたデータに基づいて、Ｕ
ＴＣを決定することができる。たとえばＵＴＣは、論理チャネル、論理チャネルのタイプ
、論理チャネルグループ、および／または、移送ブロックに含まれる無線ベアラまたはデ
ータのタイプのうちの、１または複数に依存することができる。論理チャネルのＵＴＣへ
のマッピングは、１または複数の高位層によってＷＴＲＵに提供可能である。別の方法と
して、ＷＴＲＵは、論理チャネルグループ（ＬＣＧ）の優先順位に基づいて論理チャネル
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のＵＴＣへのマッピングを決定することができる。１または複数の実施形態では、ある論
理チャネルについて、ＵＴＣ選択は、ＴＢがユーザプレーンデータまたは制御プレーンデ
ータを含んでいるかどうかをさらに考慮することが可能であり、制御プレーンデータは、
ＲＬＣ制御ＰＤＵ（状況ＰＤＵなど）、またはＭＡＣ制御ＰＤＵ、またはＲＲＣメッセー
ジに対応可能である。いくつかの実施形態では、この挙動および／またはＵＴＣ選択は、
論理チャネルのサブセットに対して構成可能である。複数のＭＡＣエンティティまたはＭ
ＡＣインスタンスが構成される場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰＵＳＣＨ伝送によって搬
送される移送ブロックのセットを提供するＭＡＣエンティティまたはＭＡＣインスタンス
に基づいて、ＵＴＣを決定することができる。
【０２８４】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、アップリンク伝送に適用可能な受信されたダウンリンク制御シ
グナリングに基づいて、ＵＴＣを決定することができる。１方法では、ＰＵＳＣＨ伝送の
場合、ダウンリンク制御シグナリングは、ＰＵＳＣＨ伝送に関するＵＴＣを示すフィール
ドを含むことができる。
【０２８５】
　たとえばフィールドは、アップリンク関係ダウンリンク制御シグナリング内に循環シフ
トフィールド（ＣＳＦ）を含むことが可能であり、フィールドの解釈は既存のシステムに
おける解釈と比較して修正可能である。１または複数の、もしくはそれぞれのＣＳＦは、
特定のＵＴＣの使用、またはＵＴＣに関連付けられた少なくとも１つのパラメータの使用
、ならびに場合によっては、直交カバーコード（ＯＣＣ）、もしくは、１または複数の、
もしくはそれぞれの伝送層に関する循環シフトインデックス
【０２８６】
【数４９】

【０２８７】
などの、他のパラメータの使用を示すことができる。たとえばＣＳＦの値は、以下のうち
の少なくとも１つを示すことができる：ＵＴＣインデックスなどのＵＴＣに固有のパラメ
ータ、またはセル識別の代わりに使用されるＵＴＣ固有パラメータ；１または複数の、も
しくはそれぞれのスロットｎｓに関する基本シーケンスグループ数ｕおよび基本シーケン
ス数ｖのうちの、少なくとも１つを決定するために使用される少なくとも１つのパラメー
タ。少なくとも１つのパラメータは、ＵＴＣに関連付けるか、もしくは、１または複数の
、もしくはすべてのＵＴＣに共通とすることができる。たとえば、少なくとも１つのパラ
メータは、セル識別（ＮＵＴＣ

ＩＤ）の代わりに使用されるＵＴＣ固有パラメータと、場
合によっては、基本シーケンスパラメータを計算する目的でセル固有のΔｓｓの代わりに
使用されるＵＴＣ固有パラメータ（ΔＵＴＣ

ｓｓ）とを含むことができる；ＣＳホッピン
グに関する初期値を計算する目的で使用されるＵＴＣ固有値（Δｃｓｈまたはｃｉｎｉｔ
ＣＳＨ＿ＵＴＣ）またはＵＴＣ固有識別（ＮＵＴＣ

ＩＤ）、または、ＣＳホッピングに関
する初期値を計算する目的で使用されるＵＴＣ固有パラメータΔＵＴＣ

ｓｓなどの、ＣＳ
ホッピングに関する初期値ｃｉｎｉｔを決定するために使用される少なくとも１つのパラ
メータ；または、１つのサブフレーム内のＰＵＳＣＨに使用可能な（または等しく、ＲＢ
が１つのサブフレーム内のＰＵＣＣＨに使用可能な）リソースブロックを決定するために
使用される少なくとも１つのパラメータ。少なくとも１つのパラメータは、ＵＴＣに関連
付けるか、もしくは、１または複数の、もしくはすべてのＵＴＣに共通とすることができ
る。たとえば少なくとも１つのパラメータは、内部にＰＵＳＣＨを配置可能なＲＢを決定
するためにＷＴＲＵによる使用が可能な、ｐｕｓｃｈ－ＨｏｐｐｉｎｇＯｆｆｓｅｔなら
びにｎ－ＳＢおよびｈｏｐｐｉｎｎｇｕＭｏｄｅに関するＵＴＣ固有パラメータを含むこ
とができる。
【０２８８】
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　図９は、ＣＳＦに関する可能な修正済みマッピングの例を示し、１または複数の、もし
くはそれぞれの伝送層λに関する、循環シフトインデックス
【０２８９】
【数５０】

【０２９０】
および直交カバーコード［ｗ（λ）（０）　ｗ（λ）（１）］に加えて、ＣＳホッピング
の初期値は、１または複数の、もしくはそれぞれのコードポイントについて示すことがで
きる。１または複数の実施形態は、（最終列内の）各コードポイントに関するＣＳホッピ
ングの初期値を直接示す代わりに、１または複数の以前に説明された実施形態、たとえば
、
【０２９１】
【数５１】

【０２９２】
に従って、ＣＳホッピングのこの初期値を計算する目的で使用可能なＵＴＣ固有パラメー
タΔＵＴＣ

ｓｓが示され得ることを企図している。
【０２９３】
　ＣＳＦが上記のように解釈され得る場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＣＳホッピングに関
する初期値の（または他の企図された技法では、他のＵＴＣ固有パラメータの）示された
値に基づいて、ＵＴＣを（いくつかの実施形態では、おそらく暗黙的に）決定し、このＵ
ＴＣに基づいてアップリンク伝送の他のプロパティを推測することが可能である。たとえ
ばＵＥまたはＷＴＲＵは、ＣＳホッピングに関する初期値の示された値が第１の値であり
得る場合、伝送パワーがＵＴＣ固有パラメータの第１のセットに基づいて計算可能である
こと、および、示された値が第２の値であり得る場合、伝送パワーがＵＴＣ固有パラメー
タの第２のセットに基づいて計算可能であることを、決定することができる。ＵＥまたは
ＷＴＲＵは、ＣＳＦフィールドを構成パラメータに応じて異なって解釈することができる
。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、単一のＵＴＣで構成され得る場合はＣＳＦフィールド
を既存のシステムと同様に解釈し、複数のＵＴＣで構成され得る場合は図９を使用するこ
とが可能である。
【０２９４】
　１または複数の実施形態では、非周期ＳＲＳ伝送の場合、ＳＲＳ要求を示すフィールド
は、可能なＵＴＣのセット、ならびに非周期ＳＲＳ伝送の他の特徴のうちの１つを示すこ
とができる。
【０２９５】
　１または複数の実施形態では、ＨＡＲＱフィードバックの伝送用に使用されるＰＵＣＣ
Ｈ伝送の場合、Ａ／Ｎリソースインジケータは、使用するＵＴＣ、ならびに（ＰＵＣＣＨ
伝送のリソースインデックスまたは他のプロパティなどの）使用可能なＰＵＣＣＨリソー
スに関する他の情報を示すことができる。たとえば、リソースインデックスの決定に使用
されるパラメータ
【０２９６】

【数５２】

【０２９７】



(49) JP 6068479 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

を、第１のＵＴＣにおける第１の値および第２のＵＴＣにおける第２の値に設定すること
が可能であり、これによってより良好なパフォーマンスのために隣り合う受信ポイント間
で別個のＰＵＣＣＨ領域が使用できるようになる。他の例では、ＰＵＣＣＨ用のＤＭ－Ｒ
Ｓの基本シーケンスの決定に使用されるパラメータ（セル識別を置換するパラメータなど
）を、第１のＵＴＣにおける第１の値のセットおよび第２のＵＴＣにおける第２の値のセ
ットに設定することが可能である。他の例では、ＰＵＳＣＨに使用されるＲＢの決定に使
用されるパラメータ（ｐｕｓｃｈ－ＨｏｐｐｉｎｇＯｆｆｓｅｔなど）を、第１のＵＴＣ
における第１の値のセットおよび第２のＵＴＣにおける第２の値のセットに設定すること
が可能である。
【０２９８】
　他の例では、ＰＵＣＣＨ用のＤＭ－ＲＳのＣＳホッピングの初期値の決定に使用される
パラメータ（初期値自体またはセル識別を置換するパラメータなど）を、第１のＵＴＣに
おける第１の値のセットおよび第２のＵＴＣにおける第２の値のセットに設定することが
可能である。他の例では、１または複数の、もしくはそれぞれのスロットｎｓおよびシン
ボル数に関する循環シフト項
【０２９９】
【数５３】

【０３００】
の決定に使用される擬似ランダムシーケンスの初期値ｃ（ｉ）を、第１のＵＴＣにおける
第１の値および第２のＵＴＣにおける第２の値に設定することが可能である。１または複
数の、もしくはそれぞれのＵＴＣにおける値は、ＵＴＣ固有のセル識別パラメータに対応
することができる。
【０３０１】
　１または複数の実施形態では、ＰＤＣＣＨオーダーによってトリガされるＰＲＡＣＨ伝
送の場合、他の企図された条件の中でとりわけ、ＰＤＣＣＨオーダー内のフィールドがＵ
ＴＣを示すことができる。
【０３０２】
　上記の方法では、ＵＴＣのインジケーションは、１または複数の、もしくはそれぞれの
可能なＵＴＣ、またはそのグループについて構成された、いくつかのパラメータのセット
のうちの１つを指すインデックス（この目的で使用される場合は「宛先ポイントインデッ
クス」または「キャリアインジケーションフィールド」または「ＵＴＣ」または「送信ポ
イント」）を含むことができる。別の方法として、インジケーションは、送信ポイントへ
のインデックス、または、（たとえばＵＴＣに割り当てられた）宛先ポイントから送信さ
れ、パワー制御またはタイミング整合の目的で使用される、ＤＬ基準信号などの、ＵＴＣ
を独自に識別することができる任意の他のパラメータへのインジケーションを含むことが
できる。
【０３０３】
　ＷＴＲＵは、アップリンク伝送に適用可能なダウンリンク制御シグナリングのプロパテ
ィに基づいて、アップリンク伝送用のＵＴＣを（いくつかの実施形態では、おそらく暗黙
的に）決定することができる。１方法では、ＵＴＣは、適用可能なダウンリンク制御情報
（ＤＣＩ）を含むＰＤＣＣＨまたはＥ－ＰＤＣＣＨが復号されている可能性のある検索ス
ペース（または時間周波数グリッド内の場所）に基づいて、決定することができる。たと
えば、ダウンリンク割り当て用のＤＣＩが共通検索スペース内で復号され得る場合、この
割り当てに関するＨＡＲＱフィードバックを含むＰＵＣＣＨ用のＵＴＣは、セルの共通基
準信号（ＣＲＳ）をそのポイント基準信号として使用できるＵＴＣに対応することが可能
である。
【０３０４】
　他の例では、アップリンク許可用のＤＣＩがＵＥまたはＷＴＲＵ固有の検索スペース内
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で復号され得る場合、ＰＵＳＣＨに関するＵＴＣは、他の基準信号（たとえばＣＳＩ－Ｒ
Ｓ）をそのポイント基準信号として使用できるＵＴＣに対応することが可能である。１ま
たは複数の実施形態では、ＵＴＣは、適用可能なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を含む
、物理制御チャネルのタイプ（現行システム内で定義されたようなＰＤＣＣＨ、もしくは
、ＵＥまたはＷＴＲＵ固有の基準信号に基づくＥ－ＰＤＣＣＨ）に基づいて、決定され得
る。たとえば、ＤＣＩがＰＤＣＣＨから復号され得る場合、この割り当てに関するＨＡＲ
Ｑフィードバックを含むＰＵＣＣＨ用のＵＴＣは、セルの共通基準信号（ＣＲＳ）をその
ポイント基準信号として使用できる宛先ポイントに対応することが可能である。
【０３０５】
　他の例では、ＤＣＩがＥ－ＰＤＣＣＨから復号され得る場合、ＵＴＣは、他の基準信号
をそのポイント基準信号として使用できる宛先ポイントに対応することが可能である。１
または複数の実施形態では、ＵＴＣは、対応するダウンリンク制御シグナリングの伝送に
使用される基準信号またはアンテナポートに基づいて、決定することが可能である。たと
えば、ダウンリンク割り当て用のＤＣＩが、共通基準信号に対応するアンテナポートを介
して伝送され得る場合、この割り当てに関するＨＡＲＱフィードバックを含むＰＵＣＣＨ
用のＵＴＣは、セルの共通基準信号（ＣＲＳ）をそのポイント基準信号として使用できる
ＵＴＣに対応することが可能である。他の例では、アップリンク許可用のＤＣＩが、ＤＭ
－ＲＳ基準信号に対応するアンテナポートを介して伝送され得る場合、ＰＵＳＣＨ用のＵ
ＴＣは、他の基準信号（たとえばＣＳＩ－ＲＳ）をそのポイント基準信号として使用でき
る宛先ポイントに対応することが可能である。ダウンリンク制御シグナリングを伝送する
ために使用されるアンテナポートと、アップリンク伝送のＵＴＣに関するポイント基準信
号として使用される基準信号（またはアンテナポート）との間の関係は、１または複数の
高位層によって提供され得る。
【０３０６】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣは、対応するダウンリンク制御シグナリングの符
号化の際に使用されるＣＲＣをマスクするために使用されるＲＮＴＩに基づいて、決定す
ることができる。たとえば、ダウンリンク割り当てに関するＤＣＩの符号化に使用される
ＣＲＣを、第１のＲＮＴＩでマスクできる場合、この割り当てに関するＨＡＲＱフィード
バックを含むＰＵＣＣＨ用のＵＴＣは、第１のポイント基準信号を使用することが可能な
宛先ポイントに対応することが可能である。他の例では、ダウンリンク割り当てに関する
ＤＣＩの符号化に使用されるＣＲＣを、第２のＲＮＴＩでマスクできる場合、この割り当
てに関するＨＡＲＱフィードバックを含むＰＵＣＣＨ用のＵＴＣは、第２のポイント基準
信号を使用することが可能な宛先ポイントに対応することが可能である。他の例では、ア
ップリンク許可用のＤＣＩの符号化に使用されるＣＲＣが一時Ｃ－ＲＮＴＩである場合、
対応するＰＵＳＣＨ伝送で使用されるＤＭ－ＲＳ用のＵＴＣは、デフォルトＵＴＣに対応
可能であり、伝送プロパティは物理セル識別から導出することが可能である。１または複
数の実施形態では、ＲＮＴＩとＵＴＣ（またはそのポイント基準信号）との間のマッピン
グは、１または複数の高位層によって提供可能である。他の例では、アップリンク許可に
関するＤＣＩの符号化に使用されるＣＲＣが第１のＲＮＴＩでマスクできる場合、ＰＵＳ
ＣＨ伝送および関連付けられたＤＭ－ＲＳに関するＵＴＣ（たとえばＤＭ－ＲＳの基本シ
ーケンスを生成するために使用されるパラメータを含む）は、第１のＵＴＣに対応するこ
とが可能である。ＤＣＩの符号化に使用されるＣＲＣが第２のＲＮＴＩでマスクできる場
合、ＰＵＳＣＨ伝送および関連付けられたＤＭ－ＲＳに関するＵＴＣは、第２のＵＴＣに
対応することが可能である。
【０３０７】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣは使用されるＤＣＩフォーマットに基づいて決定
することができる。伝送モードまたは構成モードに基づいて、ＤＣＩフォーマットのＵＴ
Ｃへの直接マッピングを指定することができる。このモードで構成される時に、ＤＣＩフ
ォーマット、たとえばＤＣＩフォーマット５を受信できる場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、
ＵＬ伝送用に対応する構成済みのＵＴＣを使用することが可能であり、受信できなければ
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、ＵＥまたはＷＴＲＵは、異なるＤＣＩフォーマットを受信する場合、デフォルトまたは
関連付けられたＵＴＣを使用することができる。
【０３０８】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣまたはＵＴＣに結合される少なくとも１つのパラ
メータ（たとえばＰＵＳＣＨホッピングオフセット）は、対応するＤＣＩ割り当ての伝送
に使用されるＰＤＣＣＨを構築するために使用される、最下位のＣＣＥインデックスに基
づいて決定することができる。
【０３０９】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、少なくとも１つのＵＴＣに関連付けられた少なくとも１つの基
準信号に対して実行される測定に基づいて、ＵＴＣを（いくつかの実施形態では、おそら
く暗黙的に）決定することができる。測定を実行するために使用される基準信号は、ＵＴ
Ｃのポイント基準信号などの、本明細書の基準信号のうちの少なくとも１つに対応するこ
とが可能である。ＵＴＣの所与の基準信号に使用されることが可能な測定のタイプは、以
下のうちの少なくとも１つを含むことができる：受信される信号パワー（たとえばＲＳＲ
Ｐと同様）；受信される信号品質（たとえばＲＳＲＱと同様）；送信されるパワーと受信
されるパワーとの間の差異（ｄＢ単位）として推定される経路損失であって、送信される
パワーは構成の一部として提供可能である；別の方法として、経路損失の負数とすること
が可能な経路利得；および／またはチャネル品質インジケーション。
【０３１０】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣは、最も近い受信ポイントの１つまたはサブセッ
トに到達する（またはいくつかの実施形態では、おそらく到達するのみである）ように、
選択可能である。こうしたＵＴＣは、関連付けられた基準信号の経路損失が最も小さい可
能性のある（または経路利得が最も大きい可能性のある）ＵＴＣ、関連付けられた基準信
号の受信される信号パワー（または受信される信号品質、またはチャネル品質インジケー
ション）が最も大きい可能性のあるＵＴＣ、および／または、このＵＴＣに関する伝送パ
ワー制御コンテキストによって決定される送信されるパワーが最も小さい可能性のあるＵ
ＴＣ、の基準のうちの、少なくとも１つを使用して選択可能である。
【０３１１】
　１または複数の実施形態では、ＵＴＣは、より大きな受信ポイントのセットに到達する
ように選択可能である。こうしたＵＴＣは、関連付けられた基準信号の経路損失が最も大
きい可能性のある（または経路利得が最も小さい可能性のある）ＵＴＣ、関連付けられた
基準信号の受信される信号パワー（または受信される信号品質、またはチャネル品質イン
ジケーション）が最も小さい可能性のあるＵＴＣ、および／または、このＵＴＣに関する
伝送パワー制御コンテキストによって決定される送信されるパワーが最も大きい可能性の
あるＵＴＣ、の基準のうちの、少なくとも１つを使用して選択可能である。
【０３１２】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つに基づき、複数の上記基準のうち
の１つがＵＴＣの選択に使用できるものと決定することができる。　
【０３１３】
　－　アップリンク伝送（チャネルまたは信号）のタイプ。たとえば、最大のパワーを伴
うＵＴＣは、アップリンク伝送のタイプに適用可能な高位層インジケーションに従って、
周期ＳＲＳ伝送の場合に選択可能である。たとえばある非周期ＳＲＳ伝送は、最大のパワ
ーを伴うＵＴＣを使用するように構成可能である。　
【０３１４】
　－　アップリンク伝送に適用可能なダウンリンク制御情報に基づく。たとえば、アップ
リンク許可を示すＤＣＩ内のフィールドは、最大または最小のパワーを伴うＵＴＣを使用
するかどうかを示すことができる。および／または、
　－　サブフレームタイミングに基づく。
【０３１５】
　１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、アップリンク伝送が実行される
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サブフレームのタイミング、またはダウンリンク制御情報がアップリンク伝送に適用可能
なサブフレームのタイミングに基づいて、ＵＴＣを（いくつかの実施形態では、おそらく
暗黙的に）決定することができる。タイミングは、フレーム数、サブフレーム数、周期性
、およびオフセットのうちの、少なくとも１つを使用して定義することができる。この方
法の１適用例は、ＵＥまたはＷＴＲＵが、受信ポイントとして選択できないノードに極度
に干渉する可能性がある場合とすることができる。このような場合に、ネットワークは、
ＵＥまたはＷＴＲＵを、正規のアップリンク伝送を使用できるサブフレームのサブセット
、および制限された伝送を使用できるサブフレームの他のサブセットで、構成することが
できる。伝送に関する制限は、１または複数の、もしくはすべての物理チャネルおよび／
または伝送タイプに関する伝送パワーの削減とすることができる。または、適用可能なＣ
Ｓホッピングおよび／またはＰＵＳＣＨホッピングにおける削減とすることができる。他
の例では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数の可能なサブフレーム構成の特定セット
に基づいて、所与のサブフレーム内で使用するＵＴＣを決定することが可能であり、サブ
フレーム構成は、ＭＡＣインスタンス（１つまたは複数）またはＭＡＣエンティティ（１
つまたは複数）がＰＵＳＣＨを介して伝送可能な、いくつかまたはそれぞれのサブフレー
ムについて、もしくは別の方法として、サブフレームのサブセットがＰＵＳＣＨを介して
伝送するために使用可能な、いくつかまたはそれぞれのＭＡＣインスタンスまたはＭＡＣ
エンティティについて、定義することができる。
【０３１６】
　１例示方法では、そのフレーム数（Ｎｆ）およびサブフレーム数（Ｎｓ）が（１０×Ｎ
ｆ＋Ｎｓ）ｍｏｄ　Ｔ１＝Ｏ１を満たし、Ｔ１およびＯ１は１または複数の高位層によっ
て提供可能なパラメータとすることが可能な、サブフレームのサブセット内で生じるアッ
プリンク伝送に使用されるＵＴＣは、セルの共通基準信号（ＣＲＳ）をそのポイント基準
信号として使用することができるＵＴＣに対応するように決定することができる。他の例
では、アップリンク伝送に使用されるＵＴＣは、高位層によって提供されるビットマップ
に基づいて決定することが可能であり、ビットマップの１または複数の、もしくはそれぞ
れの位置は、あるサブフレームに対応し、ビットマップの値は使用するＵＴＣを示す。
【０３１７】
　他の例示方法では、ＣＳホッピングおよび／またはＰＵＳＣＨホッピングオフセットに
関する初期値を、偶数番号付けされたサブフレームの場合は（場合によっては第１のＵＴ
Ｃに対応する）第１の値、奇数番号付けされたサブフレームの場合は（場合によっては第
２のＵＴＣに対応する）第２の値となるように、決定することができる。２つの値は高位
層によって提供可能である。伝送パワーは、それぞれの対応するＵＴＣに関連付けられた
パラメータに基づいて決定することも可能である。たとえばサブフレームの１サブセット
では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数、もしくはそれぞれが、特定の伝送パワーオ
フセットで構成された、ＵＴＣの１セットで構成可能である。サブフレームの他のサブセ
ットでは、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＴＣの第１のセットのニアレプリカ（ｎｅａｒ　ｒ
ｅｐｌｉｃａ）とすることが可能なＵＴＣの他のセットで構成可能であり、異なる伝送パ
ワーオフセットなどのいくつかのパラメータにおけるいくつかの差異に備えることができ
る。
【０３１８】
　１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、アップリンク伝送が実行される
サブフレームのタイプに基づいて、ＵＴＣを（いくつかの実施形態では、おそらく暗黙的
に）決定することが可能であり、サブフレームのタイプは、「ＭＢＳＦＮ」サブフレーム
、「ほぼブランクの」サブフレーム、または「通常の」サブフレームの、少なくとも特定
のサブセットの１つとすることができる。たとえば、ＭＢＳＦＮサブフレームの第１のサ
ブセット中に実行されるアップリンク伝送に使用されるＵＴＣは、第１のポイント基準信
号を使用可能なＵＴＣに対応するように決定されることが可能であり、通常のサブフレー
ム中に実行されるアップリンク伝送に使用されるＵＴＣは、共通基準信号をそのポイント
基準信号として使用可能なＵＴＣに、またはデフォルトＵＴＣに対応するように決定され
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ることが可能である。
【０３１９】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、許可において動的に信号送信、または半静的に構成されてきた
、このアップリンク伝送のプロパティに基づいて、アップリンク伝送用のＵＴＣを決定す
ることができる。たとえばＰＵＳＣＨ伝送に使用されるＵＴＣは、このＰＵＳＣＨ伝送に
関するリソースブロック割り当てまたはホッピングオフセットに基づいて選択可能である
。たとえばこれは、開始リソースブロックまたはリソースブロックの数またはサブバンド
の数またはホッピングオフセットの関数とすることができる。他の例では、ＵＴＣは、Ｐ
ＵＳＣＨ伝送に使用される変調または符号化方式に基づいて選択可能である。
【０３２０】
　他の例では、ＰＵＣＣＨ伝送に使用されるＵＴＣは、ＰＵＣＣＨ伝送が実行される物理
リソースブロック（ＰＲＢ）に基づいて選択可能である。たとえば、ＰＵＣＣＨ伝送に使
用されるＵＴＣは、ＰＲＢがＰＲＢの第１のセットに属する場合は第１のＵＴＣに、ＰＲ
ＢがＰＲＢの第２のセットに属する場合は第２のＵＴＣに、設定することができる。した
がって、たとえば物理セル識別、ならびにパワー制御パラメータおよび変数のうちの少な
くとも１つは、ＰＵＣＣＨに使用されるＰＲＢに基づいて選択可能である。
【０３２１】
　他の例では、ＰＵＣＣＨ伝送に使用されるＵＴＣは、あるＰＵＣＣＨフォーマットにつ
いてＰＵＣＣＨリソースインデックスによって示されるように、ＰＵＣＣＨのアップリン
ク伝送プロパティの特定のセットに基づいて選択可能である。たとえばＰＵＣＣＨ伝送に
使用されるＵＴＣは、リソースインデックスが値の第１の範囲（またはセット）内に有り
得る場合、第１のＵＴＣに、リソースインデックスが値の第２の範囲（またはセット）内
に有り得る場合、第２のＵＴＣに、設定することができる。
【０３２２】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、このダウンリンク伝送のプロパティに基づいて、ＰＤＳＣＨ上
での少なくとも１つのダウンリンク伝送に関するＨＡＲＱフィードバックを含むアップリ
ンク伝送用のＵＴＣを決定することができる。アップリンク伝送は、ＨＡＲＱフィードバ
ックを含むＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨのうちの少なくとも１つを含むことができる。Ｐ
ＤＳＣＨ伝送のプロパティは、（１または複数の、もしくはそれぞれの伝送に関する）伝
送モード、ＰＤＳＣＨ伝送に使用される基準信号のアンテナポートまたはタイプ、および
／または、ＰＤＳＣＨ伝送のキャリア周波数（またはキャリアインデックスもしくはセル
インデックス）のうちの、少なくとも１つを含むことができる。
【０３２３】
　たとえば、ＵＥまたはＷＴＲＵは、少なくとも１つのＰＤＳＣＨ伝送が７から１５の間
のアンテナポートを使用して受信された場合、Ａ／Ｎフィードバックを（ＰＵＣＣＨまた
はＰＵＳＣＨを介して）伝送し、そうでなければポイント基準信号が共通基準信号に対応
するＵＴＣを使用するために、第１のポイント基準信号に対応するＵＴＣを使用すること
ができる。
【０３２４】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、いずれのＵＴＣを使用するかについての最も新しく受信したイ
ンジケーションに基づき、アップリンク伝送に使用するためのＵＴＣを決定することがで
きる。こうしたインジケーションは、物理、ＭＡＣ、またはＲＲＣシグナリングから受信
されている可能性がある。
【０３２５】
　たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰＤＣＣＨに関するデジタル制御情報の受信に基づい
てＵＴＣを決定することが可能であり、デジタル制御情報の少なくとも１つのフィールド
は、他のインジケーションが提供されるまで使用するＵＴＣを示す。他の例示方法では、
ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＭＡＣ制御要素の受信に基づいてＵＴＣを決定することが可能で
あり、ＭＡＣ　ＣＥの少なくとも１つのフィールドは、他のインジケーションが提供され
るまで使用するＵＴＣを示す。
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【０３２６】
　他の例示方法では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、最も新しく受信したタイミングアドバンス
コマンドに基づいてＵＴＣ（たとえば最新のＴＡＣが適用可能なＵＴＣ）を決定すること
ができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＴＡＣの受信に応じて後続の伝送用にＵＴＣを選択す
ることができる。１または複数の実施形態では、受信されたＴＡＣがいずれのＵＴＣに適
用可能であるかをＵＥまたはＷＴＲＵが決定すると、ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するチ
ャネル、伝送タイプ、および／またはサービングセル、もしくはそれらのグループに関す
る後続の伝送用に、該当するＵＴＣを選択することができる。
【０３２７】
　たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するサービングセルに関するＳＲＳを（たとえば
周期構成から、または非周期要求から）送信し、その後、該当するサービングセルに関す
るＭＡＣ　ＴＡＣ　ＣＥを受信することが可能であり、ＭＡＣ　ＴＡＣ　ＣＥは、ＴＡＣ
が適用されるＵＴＣのインジケーションを含むことが可能であり、ＵＥまたはＷＴＲＵは
、ＰＵＳＣＨ伝送などのサービングセル内での後続の伝送用にこのＵＴＣを使用すること
ができる。
【０３２８】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、活動化された状態に有り得る（またはいくつかの実施形態では
、おそらく、同様に活動化された状態に有り得るサービングセルについてのみ）ＵＴＣを
選択することが可能である。１つのＵＴＣが（またはいくつかの実施形態では、おそらく
１つのＵＴＣのみが）所与のサービングセルについて同時に活動化された状態に有り得る
場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、企図された条件の中でとりわけ、活動化されたＵＴＣを選
択することができる。そうでなければ、複数のＵＴＣが所与のサービングセルについて同
時に活動化され得る場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、アップリンク伝送を実行するためのＵ
ＴＣを選択するために、本明細書で説明される方法のいずれかをさらに適用することがで
きる。
【０３２９】
　ＰＲＡＣＨ用のＵＴＣ構成は、以下のパラメータのうちの少なくとも１つを含むことが
可能である：初期伝送パワーｐｒｅａｍｂｌｅＩｎｉｔｉａｌＲｅｃｅｉｖｅｄＴａｒｇ
ｅｔＰｏｗｅｒ；パワーランピング（ｐｏｗｅｒ　ｒａｍｐｉｎｇ）関数および／または
係数ｐｏｗｅｒＲａｍｐｉｎｇＳｔｅｐ；最大数のプリアンブル伝送ｐｒｅａｍｂｌｅＴ
ｒａｎｓＭａｘ；セルに関する伝送パワー、たとえばＰｃｍａｘ，ｃ（およびｄｅｌｔａ
ＰｒｅａｂｍｅＭｓｇ３）；プリアンブルフォーマットベースのオフセットＤＥＬＴＡ＿
ＰＲＥＡＭＢＬＥ；ＰＲＡＣＨリソースのセット（たとえばｐｒａｃｈ－ＣｏｎｆｉｇＩ
ｎｄｅｘ）；ランダムアクセスプリアンブルのグループ、グループあたりの使用可能プリ
アンブルのセット（たとえばｓｉｚｅＯｆＲＡ－ＰｒｅａｍｂｌｅｓＧｒｏｕｐＡ、ｎｕ
ｍｂｅｒＯｆＲＡ－Ｐｒｅａｍｂｌｅｓ）；プリアンブルグループＢが存在する場合、ｍ
ｅｓｓａｇｅＰｏｗｅｒＯｆｆｓｅｔＧｒｏｕｐＢおよびｍｅｓｓａｇｅＳｉｚｅＧｒｏ
ｕｐＡ；ＲＡ応答ウィンドウサイズ；最大数のＭｓｇ３　ＨＡＲＱ伝送；および／または
、競合解決タイマ。
【０３３０】
　たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、上記または下記で説明される１または複数の実施形態
に従い、第１にＵＴＣを選択することによって、サービングセルのリソース上でプリアン
ブル伝送を実行することができる。１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは
、以下のうちの１または複数に応じて、ＵＴＣおよび／またはプリアンブルの伝送を実行
する方法を選択することができる。　
【０３３１】
　－　プリアンブル伝送のタイプ、たとえばプリアンブル伝送を、競合ベースランダムア
クセス（ＣＢＲＡ）、無競合ランダムアクセス（ＣＦＲＡ）用、ハンドオーバ時のセルへ
の初期アクセス用、接続再確立用、スケジューリング要求（ＲＡ－ＳＲ）用、またはアッ
プリンクタイミング整合の獲得用、とすることができるかどうか；たとえばＵＥまたはＷ
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ＴＲＵは、プリアンブル伝送がＣＢＲＡに対応する場合、または別の方法として、ハンド
オーバ手順中のセルへの初期アクセスのためのプリアンブル伝送時、または他の代替とし
て、ＲＲＣ接続再確立手順中のプリアンブル伝送時に、該当するサービングセルのデフォ
ルトＵＴＣに対応するＵＴＣ（たとえばマクロセルへの伝送に対応するＵＴＣ）を選択す
ることができる。別の方法として、スケジューリング要求、たとえばＲＡ－ＳＲによって
トリガされたプリアンブル伝送時。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＥまたはＷＴＲＵ
が有効なアップリンクタイミング整合を有さない（たとえばＵＴＣ固有ＴＡＴが満了して
いる可能性がある）か、または代替としてＳＣｅｌｌに関するプリアンブル伝送用の、Ｕ
ＴＣに対応するＵＴＣを選択することが可能である；
　－　プリアンブルの伝送を開始したトリガ、たとえばネットワーク開始もしくはＵＥま
たはＷＴＲＵ開始のいずれか；たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、プリアンブル伝送が、Ｕ
ＥまたはＷＴＲＵによって自律的に開始され得る、たとえばＲＡ－ＳＲに対応する場合、
該当するサービングセルのデフォルトＵＴＣに対応するＵＴＣ（たとえばマクロセルへの
伝送に対応するＵＴＣ）を選択することができる。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、プリ
アンブル伝送および／またはランダムアクセス手順を実行するために、プリアンブル伝送
がＰＤＣＣＨオーダー（たとえばＤＣＩフォーマット１Ａ）の受信によってトリガされ得
る場合、該当するセルに対して現在アクティブなＵＴＣに対応するＵＴＣを選択すること
ができる。１または複数の実施形態では、これは、ＰＤＣＣＨオーダーがＳｃｅｌｌ上で
のプリアンブル伝送を示す場合（またはいくつかの実施形態では、おそらくその場合にの
み）、または他の代替では、企図された条件の中でとりわけ、プリアンブル伝送がタイミ
ングアドバンスを獲得するためであり得る場合（またはいくつかの実施形態では、おそら
くその場合にのみ）、に実行可能である；
　－　プリアンブルが伝送され得るサービングセルのタイプ、たとえばプリアンブル伝送
がＵＥまたはＷＴＲＵの構成のＰＣｅｌｌまたはＳＣｅｌｌに対応するか否か。たとえば
ＵＥまたはＷＴＲＵは、プリアンブル伝送がＰＣｅｌｌに対するものであり得る場合、該
当するサービングセルのデフォルトＵＴＣに対応するＵＴＣ（たとえばマクロセルへの伝
送に対応するＵＴＣ）を選択することができる。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、プリア
ンブル伝送がＳＣｅｌｌに対するものであり得る場合、該当するセルに対して現在アクテ
ィブなＵＴＣに対応するＵＴＣを選択することができる；
　－　制御シグナリング内部、たとえばＤＣＩフォーマット１ＡなどのＰＤＣＣＨオーダ
ー内で受信され得る明示的インジケーション。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、任意のこ
うしたインジケーションが存在し得る場合、受信された制御シグナリング内に示されるＵ
ＴＣを選択することができる；および／または、
　－　該当するセルに対して現在活動化されているＵＴＣ。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵ
は、該当するセルに対して活動化され得るＵＴＣを選択することができる（またはいくつ
かの実施形態では、常時選択することができる）。
【０３３２】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、その後、該当するＵＴＣに適用可能なパラメータのセットを識
別することができる。たとえばＰＲＡＣＨの場合、１または複数の、もしくはそれぞれの
ＵＴＣは、異なるパワー関係パラメータで構成可能である。たとえばパワーランピング関
数は、選択されるＵＴＣの関数とすることができる。したがってＵＴＣは、たとえばデフ
ォルトＵＴＣに関するパワーランピングよりも低速または高速の可能性があるランピング
で構成可能である。同様に、ＰＲＡＣＨに対するデフォルトＵＴＣでない可能性のあるＵ
ＴＣは、より少ない再伝送試行で構成され得る。次にＵＥまたはＷＴＲＵは、対応するパ
ラメータを使用してプリアンブルの伝送を開始することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは
、Ｐｃｍａｘ，ｃに基づいてプリアンブルのグループを、さらにたとえば該当するＵＴＣ
に固有であり得る基準信号を使用して該当するＵＴＣに適用可能なＰＬ推定を、選択する
ことができる。
【０３３３】
　プリアンブルの伝送用のパワー制御パラメータを導出するために使用される基準信号は
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、以下の例示の基準信号のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【０３３４】
　たとえばセル固有ＣＲＳは、デフォルト基準信号として（またはいくつかの実施形態で
は、おそらく常時、所与のセル、もしくは、１または複数の、もしくはすべてのセルに対
して）使用可能である。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、プリアンブル伝送用に使用され
るＵＴＣがＣＲＳで構成されたＵＴＣであり得ることを決定することができる。１または
複数の実施形態では、これは該当するセルに対するデフォルトＵＴＣとすることができる
。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するセルに関するプリアンブル伝送に使用される
基準信号が、プリアンブル伝送用に選択されたＵＴＣとは独立に、セル固有の基準信号で
あり得る（またはいくつかの実施形態では、おそらく常時有り得る）ことを決定すること
ができる。この場合、初期伝送パワーおよび／またはパワーランピングパラメータは、選
択されたＵＴＣ（たとえばＲＲＨまたはピコセルに対応するＵＴＣ）とデフォルトＵＴＣ
（たとえばマクロセルに対応するＵＴＣ）との間の異なるパワーレベルを補償するように
、選択されたＵＴＣに対して構成可能である。ネットワークは、場合によっては１または
複数の、もしくはそれぞれの受信ポイントに対して１つのタイミングアドバンスコマンド
を生成することを含む、いずれのプリアンブル受信を考慮し（複数の受信ポイントでプリ
アンブルを正常に復号した場合）、適宜応答するかを決定することができる。
【０３３５】
　セル固有ＣＲＳが使用できるか否かは、（たとえばＣＢＲＡに対する）プリアンブル伝
送の特徴に応じる可能性がある。ＣＲＳが使用されない場合、ＵＥまたはＷＴＲＵ固有の
ＲＳおよび／またはＵＴＣ用に構成されたＲＳを使用することが可能であり；たとえばＵ
ＥまたはＷＴＲＵは、プリアンブル伝送がＵＥまたはＷＴＲＵ開始のプリアンブル伝送お
よび／またはＣＢＲＡに対応する場合、該当するセルに対するプリアンブル伝送に使用さ
れる基準信号が、プリアンブル伝送用に選択されたＵＴＣおよび／または現在アクティブ
なＵＴＣとは独立に、セル固有の基準信号であり得ることを、決定することができる。そ
うでない場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、プリアンブル伝送用に選択されたＵＴＣに対応す
る、および／または、現在アクティブなＵＴＣの、基準信号を使用することができる。
【０３３６】
　セル固有ＣＲＳが使用できるか否かは、選択されたＵＴＣの特徴に応じるものとするこ
とができる。たとえば、選択されたＵＴＣがデフォルトＵＴＣに対応する場合、セル固有
ＣＲＳを使用することができる。
【０３３７】
　使用するＲＳは、明示的に示すことができる。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、たとえ
ばＰＤＣＣＨオーダーＤＣＩフォーマット１Ａにおいて、対応するプリアンブル伝送にい
ずれのＵＴＣおよび／または基準信号を使用するかの明示的インジケーションと共に、制
御信号を受信することが可能である。
【０３３８】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するセルに対して選択されたＵＴＣに適用可能なＰＲＡＣ
Ｈリソース上で、初期プリアンブル伝送を実行することができる。その後ＵＥまたはＷＴ
ＲＵは、ＰＤＣＣＨ上の制御シグナリングを復号するためにＲＡ－ＲＮＴＩを使用するラ
ンダムアクセス応答（ＲＡＲ）メッセージを受信することが可能であり、ＲＡ－ＲＮＴＩ
値は、たとえばいずれの時間周波数リソースが、プリアンブル伝送用に、および／または
、プリアンブルが受信されたＵＴＣ（または受信ポイント）用にも使用されたかを、ＲＡ
－ＲＮＴＩが明瞭に識別できるように、選択されたＵＴＣの関数であり得る。ＵＥまたは
ＷＴＲＵは、ＲＡ－ＲＮＴＩ上での制御シグナリングの受信を使用して、ＲＡＲがいずれ
のＵＴＣに対応するかを決定することができる。より一般的には、ＵＥまたはＷＴＲＵは
、所与のＲＮＴＩに基づいてＲＮＴＩで正常に復号可能なＤＣＩが、いずれのＵＴＣに対
するものであるかを（いくつかの実施形態では、おそらく暗黙的に）決定することが可能
であり、たとえばＵＴＣは、アップリンク伝送に対応するダウンリンク制御シグナリング
（たとえば許可、ＴＰＣ、またはＳＲＳ要求）を識別する目的でＲＮＴＩを含むことがで
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きる。
【０３３９】
　たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、たとえば、ＲＡ－ＲＮＴＩ＝１＋（伝送されるプリア
ンブルに関するＰＲＡＣＨリソースの第１のサブフレームのインデックス）＋１０＊（周
波数領域内のＰＲＡＣＨのインデックス）＋（ＵＴＣ識別）のように、該当するＵＴＣの
明示的識別子を含めることによって、所与のＵＴＣに対するＲＡ－ＲＮＴＩを決定するこ
とができる。１または複数の実施形態では、所与のサービングセルに対するデフォルトＵ
ＴＣ識別を０とすることができる。
【０３４０】
　ＵＥまたはＷＴＲＵが特定ＵＴＣに関する最大数のプリアンブル伝送に到達した場合、
ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つを実行することができる：ＵＥまた
はＷＴＲＵは、プリアンブル伝送が該当するセル（たとえばマクロセル）に対するデフォ
ルトＵＴＣとして構成されたＵＴＣに対応する場合（またはいくつかの実施形態では、お
そらくその場合にのみ）、ＲＡＣＨ障害をトリガすることができる（たとえばＭＡＣが上
位層に対する無線リンク問題を示す）；１または複数の実施形態では、該当するセルがＵ
ＥまたはＷＴＲＵの構成のＰＣｅｌｌであり得る場合（またはいくつかの実施形態では、
おそらくその場合にのみ）、ＵＥまたはＷＴＲＵは該当するＵＴＣを非活動化することが
できる；および／または、ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するサービングセルに対するデフ
ォルトＵＴＣとして構成されたＵＴＣ上で（もしくは１または複数の実施形態では、おそ
らく、ＰＣｅｌｌに対応するデフォルトＵＴＣについてのみ）、プリアンブル伝送（たと
えばＲＡＣＨ手順）を開始することができる。
【０３４１】
　実施形態は、ＬＴＥ　Ｒ８以降では、アップリンクＨＡＲＱプロセスは同期式であり得
ることを認識している。１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、伝送が正
常である、および／または、ＨＡＲＱプロセスが（たとえばＨＡＲＱ肯定応答の受信によ
って）停止されるまで、進行中のＨＡＲＱプロセスに対して（たとえば、プロセスに関し
て受信した最新のフィードバックがＨＡＲＱ否定応答の可能性があるか、またはフィード
バックが受信されなかった、ＨＡＲＱプロセスに対して）、自律的なアップリンク再伝送
を実行することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、たとえば、ＭＣＳおよび／またはいず
れのＰＲＢが再伝送に使用可能であるかに関して、再伝送を適合させるために進行中のＨ
ＡＲＱプロセスのための再伝送の許可をさらに受信することができる。
【０３４２】
　ＵＥまたはＷＴＲＵが、進行中のＨＡＲＱプロセスのための適合的な同期式ＨＡＲＱ再
伝送を実行する場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、他の条件の中でとりわけ、以下のうちの少
なくとも１つに従って、該当する伝送にいずれのＵＴＣを適用するかを選択することがで
きる：ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するＨＡＲＱプロセスに対して初期の伝送と同じＵＴ
Ｃを使用することができる；たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、このＨＡＲＱプロセスに対
して初期の伝送に適用したＵＴＣを適用することができる（またはいくつかの実施形態で
は、常に適用することができる）；いくつかの実施形態では、前の伝送が再伝送であった
場合、および再伝送が、異なるＵＴＣが使用されるように動的にスケジューリングされた
（たとえばＵＥまたはＷＴＲＵ自律的な再伝送ではなかった）場合、ＵＥまたはＷＴＲＵ
は、このＨＡＲＱプロセスに対して新しい（たとえば新たな、または更新された）伝送を
開始できるまで、任意の後続のＵＥまたはＷＴＲＵ自律的な再伝送について、このＨＡＲ
Ｑプロセスのための初期の伝送のＵＴＣに戻る；ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するＨＡＲ
Ｑプロセスに対して前の伝送の場合と同じＵＴＣを使用することができる；たとえばＵＥ
またはＷＴＲＵは、このＨＡＲＱプロセスに対して前の伝送に適用したＵＴＣを適用する
；この含意は、前の伝送が再伝送であった場合のものとすることができる；再伝送が、異
なるＵＴＣが使用されるように動的にスケジューリングされた（たとえばＵＥまたはＷＴ
ＲＵ自律的な再伝送ではなかった）場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、このＨＡＲＱプロセス
に対して初期の伝送とは異なるＵＴＣを適用することができる；ＵＥまたはＷＴＲＵは、
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該当するサービングセルに対してデフォルトＵＴＣを使用することができる；たとえば任
意のＨＡＲＱプロセスに対して、ＵＥまたはＷＴＲＵは、非適合的再伝送を実行する時に
デフォルトＵＴＣを適用することができる；ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するサービング
セルに対して現在アクティブなＵＴＣを使用することができる。たとえば任意のＨＡＲＱ
プロセスに対して、ＵＥまたはＷＴＲＵは、他の企図された条件の中でとりわけ、所与の
サブフレームにおいて１つのＵＴＣがアクティブである場合（またはいくつかの実施形態
では、１つのＵＴＣがそのようにアクティブである場合のみ）、非適合的再伝送を実行す
る時に現在アクティブなＵＴＣを適用することができる。
【０３４３】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、異なるサブセットに対して異なるＵＴＣを使用できるサブフレ
ームのサブセットで構成可能である。１または複数の実施形態は、１または複数の、もし
くはそれぞれのサブフレームのサブセット、および１または複数の、もしくはそれぞれの
ＵＴＣについて、異なるＰＣＭＡＸ，ｃが構成可能であることを企図している。こうした
シナリオでは、効率的な非適合的再伝送を達成するのが困難な場合がある。したがって非
適合的再伝送は、元の再伝送と同じサブフレームのサブセット内で実行可能である（また
はいくつかの実施形態において、おそらく実行のみが可能である）ように、機能強化する
ことができる。こうしたシナリオでは、ＵＥまたはＷＴＲＵは、元の伝送のサブフレーム
サブセットに基づいて、別々のＨＡＲＱプロセスを維持することが可能である（またはい
くつかの実施形態では、維持することが必要または有用な可能性がある）。
【０３４４】
　ＵＥまたはＷＴＲＵが進行中のＨＡＲＱプロセスのためのＨＡＲＱ再伝送の動的スケジ
ューリングのための制御信号を受信すると、ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下のうちの少なく
とも１つに従って、該当する伝送についていずれのＵＴＣを適用するかを選択することが
可能である：ＵＥまたはＷＴＲＵは、上記および下記の段落で説明されるＵＴＣの選択の
ための方法のいずれかを使用することができる；ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するＨＡＲ
Ｑプロセスのため初期伝送用と同じＵＴＣを使用することができる；たとえば、他のＵＴ
Ｃ選択方法が適用可能でない限り（たとえばＵＴＣは制御シグナリングにおいて明示的に
信号送信され得る）、ＵＥまたはＷＴＲＵは、このＨＡＲＱプロセスのための初期伝送用
と同じＵＴＣを適用することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するＨＡＲＱプロセ
スのための前の伝送用と同じＵＴＣを使用することができる；たとえば、他のＵＴＣ選択
方法が適用可能でない限り（たとえばＵＴＣは制御シグナリングにおいて明示的に信号送
信され得る）、ＵＥまたはＷＴＲＵは、このＨＡＲＱプロセスのための前の伝送用と同じ
ＵＴＣを適用することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するサービングセルにデフ
ォルトＵＴＣを使用することができる；たとえば、他のＵＴＣ選択方法が適用可能でない
限り（たとえばＵＴＣは制御シグナリングにおいて明示的に信号送信され得る）、ＵＥま
たはＷＴＲＵは、再伝送を実行する場合にデフォルトＵＴＣを適用することができる；Ｕ
ＥまたはＷＴＲＵは、該当するサービングセルに現行のアクティブＵＴＣを使用すること
ができる；たとえば、他のＵＴＣ選択方法が適用可能でない限り（たとえばＵＴＣは制御
シグナリングにおいて明示的に信号送信され得る）、ＵＥまたはＷＴＲＵは、他の企図さ
れた条件の中でとりわけ、１つのＵＴＣが所与のサブフレーム内でアクティブであり得る
場合（またはいくつかの実施形態では、おそらくその場合にのみ）、再伝送を実行する時
に、現行のアクティブＵＴＣを使用することができる。
【０３４５】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、ランダムアクセス手順中に、ＭＡＣ　ＣＥまたはＲＡＲメッセ
ージ内でタイミングアドバンスコマンド（ＴＡＣ）を受信することができる。ＵＥまたは
ＷＴＲＵは、以下の方法のうちの少なくとも１つに従って、ＴＡＣがいずれのＵＴＣを（
たとえばいずれのＴＡアキュムレータを）適用するかを決定することができる。
【０３４６】
　ＴＡＣ（たとえばＭＡＣ　ＴＡＣ　ＣＥ、ＲＡＲ）を含むメッセージ内の明示的に信号
送信される識別子：ＴＡＣを含むメッセージは、該当するＵＴＣ（および、場合によって



(59) JP 6068479 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

は該当するサービングセルも）の、および／または、該当するＵＴＣグループの識別を、
たとえばＴＡグループ内に含む；たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、任意のサービングセル
のダウンリンク上でＭＡＣ　ＴＡＣ　ＣＥを受信することができる；ＵＥまたはＷＴＲＵ
は、いずれのＵＴＣにＴＡＣが適用可能であるかの識別を含むフィールドに基づいて（ま
たはビットオーダーがこうした識別を示すことが可能なビットマップに基づいて）、決定
することができる。
【０３４７】
　ＴＡＣを用いてメッセージをスケジューリングする制御シグナリング内の明示的に信号
送信される識別子：ＴＡＣをスケジューリングするダウンリンク制御情報は、該当するサ
ービングセル、ＵＴＣ（および、場合によっては該当するサービングセルも）、および／
または、該当するＵＴＣグループの識別を、たとえばＴＡグループ内に含むことができる
；たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、セル識別フィールドを使用してＰＤＳＣＨをスケジュ
ーリングするＰＤＣＣＨ　ＤＣＩを受信することができる。ＣＩＦはサービングセルを示
すことが可能であり、この場合、他の方法を使用して、いずれのＵＴＣにＴＡＣが適用可
能であるか、たとえば示されたセルに対して活動化されたＵＴＣ、を決定することができ
る。別の方法として、ＣＩＦはＵＴＣを示すことができる。
【０３４８】
　アップリンク伝送と受信されたＴＡＣとの間の関連付け：受信されたＴＡＣは、ＵＥま
たはＷＴＲＵによって前に実行されたアップリンク伝送に関連付けることができる。たと
えばＵＥまたはＷＴＲＵは、前のプリアンブル伝送に対応するＲＡＲ内部でＴＡＣを受信
することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、いずれのプリアンブル伝送にＲＡＲが対応す
るかを決定すること、およびＴＡＣが当該プリアンブル伝送に対応するＵＴＣに適用可能
であり得ることを、決定することができる。別の方法として、ＵＥまたはＷＴＲＵのＲＮ
ＴＩ、たとえば、その値がプリアンブルの伝送用に適用可能なＵＴＣの関数であり得るＲ
Ａ－ＲＮＴＩを、使用することができる。別の方法として、これは、ＴＡＣに対応するダ
ウンリンク伝送を復調する場合に使用されるＰｔＲＳに基づくものとすることができる。
【０３４９】
　該当するサービングセルまたはＴＡグループに対する現行の活動化されたＵＴＣ：ＴＡ
Ｃは、ＴＡＣを含む伝送の受信時に活動化されるＵＴＣに関連付けることができる。
【０３５０】
　１または複数の実施形態では、サービングセルに対して活動化されたＵＴＣおよび／ま
たはＴＡＣを含むことができるメッセージ内に明示的に示されたＴＡグループ（たとえば
ＭＡＣ　ＴＡＣ　ＣＥ）。１または複数の実施形態では、所与のサービングセルおよび／
または所与のセルのグループおよび／または伝送チャネル、たとえば、同じＵＴＣおよび
／またはＴＡグループで構成されるセルおよび／またはＰＵＳＣＨチャネル。いくつかの
実施形態では、受信されたＴＡＣがいずれのＵＴＣに適用可能であるかをＵＥまたはＷＴ
ＲＵが決定できると、ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するＴＡＣの活動化状態を「活動化済
み」に変更することができる。１または複数の実施形態では、該当するチャネル、伝送タ
イプ、および／またはサービングセルについて、最大１つのＵＴＣが活動化され得た場合
はいつでも、該当するチャネル、伝送タイプ、および／またはサービングセルの、任意の
他のＵＴＣを非活動化することができる。１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴ
ＲＵは、該当するチャネル、伝送タイプ、および／またはサービングセルに関する後続の
伝送について、該当するＵＴＣを選択することができる。
【０３５１】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つに従って、パワーヘッドルーム報
告（ＰＨＲ）の伝送をトリガおよび／または開始することができる。　
【０３５２】
　－　所与のＵＴＣに関する経路損失推定が、しきい値を上回って変化する。ＵＥまたは
ＷＴＲＵは、ＵＴＣ固有基準信号に基づいて経路損失推定を実行することができる。該当
するＵＴＣは、該当するサービングセルに対するデフォルトＵＴＣとすることができる。
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別の方法として、これは、活動化された状態であり得るＵＴＣとすることができる。しき
い値は、１または複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣについて構成可能である。別の方法
として、これは、ネットワークから受信された明示的グループ化情報に基づくか、または
該当するサービングセルについて、ＵＴＣのグループに適用可能なしきい値とすることが
できる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、対応するＰＬ推定がしきい値だけ変化した時に、ＰＨＲ
報告をトリガすることができる；および／または、
　－　所与のＵＴＣに対する構成、活動化、および／または活動化状態の変化。ＵＥまた
はＷＴＲＵは、ＵＴＣの活動化状態が変化した時に、ＰＨＲ報告をトリガすることができ
る。１実施形態では、これは、ＵＴＣの活動化時に実行することができる。代替の実施形
態では、これは、ＵＥまたはＷＴＲＵによって受信された明示的シグナリングからの活動
化時に実行することができる。さらに他の実施形態では、これは、非活動化から活動化へ
と状態を変化させる活動化時に実行することができる。
【０３５３】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＰＨＲにおける以下のうちの少なくとも１つを含むことができ
る：
　－　ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数の、もしくはすべての構成されたＵＴＣに関
するＰＨＲ値を含むことができる。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、構成済みであるが非
活動化されたＵＴＣに関するＰＨを含む、複数のＰＨ値を報告することができる；
　－　ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数の、もしくはすべての活動化されたＵＴＣに
関するＰＨＲ値を含むことができる。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数の、
もしくはそれぞれの構成済みおよび活動化されたＵＴＣについて１つ、複数のＰＨ値を報
告することができる；および／または、
　－　ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数のＰＨＲを含むアップリンク伝送を実行する
サブフレーム内に、選択されたＵＴＣに関するＰＨＲ値を含むことができる。たとえばＵ
ＥまたはＷＴＲＵは、ＵＥまたはＷＴＲＵがアップリンク伝送を実行するサービングセル
に対応する１または複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣについて１つ、複数のＰＨ値を報
告することができる。
【０３５４】
　たとえば、上記のいずれかについて、および、ＵＥまたはＷＴＲＵが１または複数のＰ
ＨＲを含むアップリンク伝送を実行するサブフレーム内でアップリンク伝送が実行されな
いＵＴＣについて、ＵＥまたはＷＴＲＵは、対応するＵＴＣに関する伝送は実行されない
（たとえば仮想ＰＨＲ）が、そのサブフレーム内の伝送に関する特定パラメータに基づい
て計算された値を含めることによって、ＰＨ値を報告することができる。したがって、複
数のＵＴＣで構成された所与のサービングセルについて、複数のＰＨ値を報告することが
できる。
【０３５５】
　１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは複数のサブフレームサブセットで
構成可能である。１または複数の、もしくはそれぞれのサブフレームサブセットについて
、ＵＥまたはＷＴＲＵは、異なる伝送パワーを使用することが必要な可能性がある。これ
には、異なるサブフレームサブセットを異なるＰＣＭＡＸ，ｃで構成することが必要な可
能性がある。こうした方法では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数の、もしくはそれ
ぞれのサブフレームサブセットについて異なるＵＴＣで構成可能である。したがって、１
または複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣについて、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＴＣ固有
のパワー制御パラメータに基づいてＰＨＲを報告することが有用であるとわかり得る。１
または複数の実施形態では、１または複数の、もしくはすべての異なるサブフレームサブ
セットを介する特定の物理チャネルおよび／または伝送タイプに、同じＵＴＣを使用する
ことができる。こうしたケースでは、ＵＥまたはＷＴＲＵは、パワー制御パラメータの事
前に構成されたセットを有する１または複数の、もしくはそれぞれのサブフレームサブセ
ットを伴う、１または複数の、もしくはそれぞれのＵＴＣについて、複数のパワー制御パ
ラメータを有することができる。したがってＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数の、も
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しくはそれぞれのＵＴＣに関する複数のＰＨＲ値を、サブフレームサブセットに対応する
１または複数の、もしくはそれぞれのＰＨＲ値（したがって、伝送パワーパラメータの対
応するセット）と共に、報告することができる。こうした方法では、ＵＥまたはＷＴＲＵ
は、そのＰＨＲ報告内にサブフレームサブセット識別子を含めることができる。１または
複数の実施形態では、ＰＨＲ報告は、その内部で伝送され得るサブフレームのサブセット
に対して有効（またはいくつかの実施形態では、おそらく、こうしたサブセットに対して
のみ有効）な可能性がある。１または複数の実施形態では、サブフレームの１または複数
の、もしくはそれぞれのサブセットは、それらに結合された特定のＰＨＲ報告インスタン
スを有することができる。これらのＰＨＲ報告インスタンスは、サブフレームのサブセッ
ト内に存在しない可能性がある。
【０３５６】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＴＣが活動化され得るかまたは非活動化され得るかを示す活
動化情報に、ＵＴＣを関連付けることができる。活動化状態は、所与のアップリンク伝送
に適用可能なＵＴＣを選択するために使用することができる。この活動化状態は、ＰＣｅ
ｌｌが非活動化され得ないとすると、サービングセルの活動化状態から独立しているもの
とすることができる。１または複数の実施形態では、ＵＴＣの非活動化は、複数のＵＴＣ
で構成されたＰＣｅｌｌに適用可能である（またはいくつかの実施形態では、おそらく、
こうしたＰＣｅｌｌにのみ適用可能である）ものとすることができる。別の方法として、
この状態は、いずれの構成済みＵＴＣにも適用可能であるものとすることができる。
【０３５７】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＥまたはＷＴＲＵの構成の１または複数のサービングセルに
対するキャリアセグメントの使用を活動化する、制御シグナリングを受信することができ
る。制御シグナリングは、レイヤ１シグナリング、レイヤ２シグナリング、レイヤ３シグ
ナリング、ＵＥまたはＷＴＲＵ自律型活動化のうちの、少なくとも１つを含むことができ
る。
【０３５８】
　レイヤ１シグナリング：ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数のサービングセルに関す
るＵＴＣの活動化を示すＰＤＣＣＨ上のＤＣＩフォーマットを受信することができる。い
くつかの実施形態では、インジケーションは、以下のうちの少なくとも１つに従うものと
することができる：ＵＥまたはＷＴＲＵは、構成済みＲＮＴＩ、たとえばＵＴＣ－ＲＮＴ
Ｉを使用して、ＤＣＩフォーマットを正常に復号する；ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＤＣＩフ
ォーマットがあるタイプであり得ること、および／または、明示的インジケーション、た
とえばフィールドおよび／またはフラグを含むことを、決定することができる；および／
または、ＵＥまたはＷＴＲＵは、（たとえばＰＵＳＣＨに関する）アップリンク伝送、Ｓ
ＲＳ伝送の要求、または特定のＵＴＣに適用可能なＴＰＣを示す、ＤＣＩフォーマットを
受信することができる。
【０３５９】
　制御シグナリングは、当該ＤＣＩフォーマットが適用可能なＵＴＣに関する活動化状態
を活動化および／または変更することができる。１または複数の実施形態では、ＤＣＩフ
ォーマットは、制御信号が適用可能なＵＴＣの識別を含むことができる。別の方法として
、制御シグナリングは、該当するサービングセルのＵＴＣに順に適用することができる。
たとえば、サービングセルが２つのＵＴＣで構成可能であり、第１のＵＴＣがアクティブ
であり得、第２のＵＴＣが非アクティブであり得る場合、制御シグナリングは、第１のＵ
ＴＣを非活動化すると同時に、第２のＵＴＣを活動化することができる。
【０３６０】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、活動化コマンドとして解釈された当該ＤＣＩの受信に肯定応答
するために、ＨＡＲＱ　ＡＣＫフィードバックを伝送することができる。たとえば、サブ
フレームｎ内で受信されたＤＣＩシグナリングについて、ＵＥまたはＷＴＲＵは、サブフ
レームｎ＋ｋ内のアップリンクチャネル上でＨＡＲＱ　ＡＣＫを伝送することが可能であ
り、ここでｋは、遅延を処理するＵＥまたはＷＴＲＵを表すことが可能であり、たとえば
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ｋ＝４サブフレームである。
【０３６１】
　レイヤ２シグナリング：ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＥまたはＷＴＲＵの構成の１または
複数のサービングセルについて少なくとも１つのＵＴＣの活動化を示す、ＭＡＣ制御要素
（ＣＥ）を受信することができる。１または複数の実施形態では、ＭＡＣ　ＣＥは、ＵＥ
またはＷＴＲＵの構成の任意のサービングセルのＰＤＳＣＨ上で受信可能である。１また
は複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＭＡＣ　ＣＥに含められた明示的インジ
ケーション（たとえば、ビットマップまたはｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＣｏｎｔｅｘｔＩ
ｄ）に基づいて、サービングセルに対応するＵＴＣを活動化する。別の方法として、ＵＥ
またはＷＴＲＵは、次のＵＴＣを順に活動化することによって、そのＰＤＳＣＨ上でＭＡ
Ｃ　ＣＥが受信された、サービングセルに対応するＵＴＣを活動化することができる。１
または複数の実施形態では、ＭＡＣ　ＣＥは、対応するＵＴＣに使用するためのリソース
割り振りの構成を含む。
【０３６２】
　他の例示の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＴＡＣの受信に基づいて活動化状態
を変更することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＴＡＣの受信に応じてＵＴＣの活動化
状態を変更することができる。１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵが、受
信されたＴＡＣがいずれのＵＴＣに適用され得るかを決定すると、ＵＥまたはＷＴＲＵは
、該当するＴＡＣの活動化状態を「活動化済み」に変更することができる。１または複数
の実施形態では、該当するチャネル、伝送タイプ、および／またはサービングセル、もし
くはそれらのグループについて、最大１つのＵＴＣが活動化され得る場合はいつでも、該
当するチャネル、伝送タイプ、および／またはサービングセルの任意の他のＵＴＣを非活
動化することが可能である。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するサービングセルに
関するＳＲＳを（周期構成または非周期要求のいずれかから）送信し、その後、該当する
サービングセルに関するＭＡＣ　ＴＡＣ　ＣＥを受信することが可能であり、ＭＡＣ　Ｔ
ＡＣ　ＣＥは、ＴＡＣを適用するＵＴＣのインジケーションを含むことが可能であり、Ｕ
ＥまたはＷＴＲＵは、該当するＵＴＣの活動化状態を「活動化済み」に変更することがで
きる。
【０３６３】
　レイヤ３シグナリング：ＵＥまたはＷＴＲＵは、デフォルトＵＴＣが活動化状態であり
得る１または複数のＵＴＣに関する構成を受信することができる。
【０３６４】
　ＵＥまたはＷＴＲＵ自律型活動化（たとえば暗黙的）：ＵＥまたはＷＴＲＵは、所与の
ＵＴＣに関する信号受信品質を測定することができる。１実施形態では、これは、ＲＳＲ
Ｐ測定を使用して実行可能である。代替の実施形態では、これはＵＴＣ固有基準信号を使
用して実行可能である。ＵＥまたはＷＴＲＵが対応する測定が特定のしきい値を超える可
能性があることを検出した場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは該当するＵＴＣを活動化すること
ができる。１または複数の実施形態では、しきい値はＲＲＣによって構成可能である。
【０３６５】
　１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、単一のＵＴＣが任意の所与の時
点で活動化され得るように、該当するサービングセルについて構成された任意の他のＵＴ
Ｃをさらに非活動化することができる。いくつかの実施形態では、所与のサービングセル
に関するＵＴＣの使用の活動化は、即時（たとえばレイヤ１シグナリングの場合）、また
は１または複数の実施形態では、たとえばｋサブフレームの固定された遅延後（たとえば
レイヤ２／３シグナリングの場合）に、適用することができる。たとえば、サブフレーム
ｎで受信されるレイヤ２シグナリングの場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、サブフレームｎ＋
ｋからの活動化された状態にあるＵＴＣを考慮することが可能であり、ここでｋは８サブ
フレームに等しいものとすることが可能であり、別の方法としては、ＭＡＣ　ＣＥが受信
された移送ブロックに関するＨＡＲＱ　ＡＣＫの伝送後のサブフレーム内である。１また
は複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＨＡＲＱプロセスが正常に完了するまで
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、および／または、受信された制御シグナリングが（たとえば、ＤＣＩフォーマットのＮ
ｅｗ　Ｄａｔａインジケータ、ＮＤＩフィールドからの）新しい（たとえば新たな、また
は更新された）データ伝送を示すまで、所与の進行中のＨＡＲＱプロセスに関するＵＴＣ
の使用開始をさらに遅延させることが可能である。
【０３６６】
　ＵＥまたはＷＴＲＵが１または複数のＵＴＣを活動化する制御シグナリングを受信する
と、ＵＥまたはＷＴＲＵは、使用されるＵＴＣが変更可能なサービングセルに対応するＨ
ＡＲＱプロセスについて、新しい（たとえば新たな、または更新された）伝送として活動
化状態が変化するサブフレームに続き、対応するＨＡＲＱバッファに関する第１の割り当
てを考慮することができる。たとえばＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＥまたはＷＴＲＵが制御
シグナリングを受信するサブフレームにおいて、上記のいずれか（または少なくとも一部
）を実行することができる。別の方法として、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＥまたはＷＴＲ
Ｕが活動化されたＵＴＣを第１に使用できるサブフレームにおいて（たとえば活動化のサ
ブフレームにおいて）、上記の少なくとも一部を実行することができる。さらに他の代替
では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＴＣの活動化状態を活動化済み状態に変更する制御シグ
ナリングについて（またはいくつかの実施形態では、おそらく、こうした制御シグナリン
グについてのみ）、１または複数の前述の実施形態の少なくとも１つを実行することがで
きる。
【０３６７】
　ＵＥまたはＷＴＲＵが、所与のサービングセルに関する複数のＵＴＣで構成可能な場合
、および、複数のＵＴＣが所与のサブフレーム内で活動化可能な場合、ＵＥまたはＷＴＲ
Ｕは、該当するサービングセル上でのアップリンク伝送にいずれのＵＴＣを使用するかを
決定するために、追加の選択プロセスを実行することができる。ＵＥまたはＷＴＲＵは、
対応するＳＣｅｌｌが非活動化状態にあり得る場合、ＵＴＣが使用できないことをさらに
考慮することができる。１または複数の実施形態では、該当するＳＣｅｌｌが非活動化状
態にあり得る場合、所与のＳＣｅｌｌに対して構成された１または複数の、もしくはすべ
てのＵＴＣを非活動化することができる。
【０３６８】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＥまたはＷＴＲＵの構成の所与のサービングセルに対する１
または複数のＵＴＣの使用を非活動化する、制御シグナリングを受信することができる。
制御シグナリングは、レイヤ１シグナリング、レイヤ２シグナリング、レイヤ３シグナリ
ングのうちの、少なくとも１つを含むことができる。
【０３６９】
　レイヤ１シグナリング：ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数のＵＴＣの非活動化を示
すＰＤＣＣＨ上のＤＣＩフォーマットを受信することができる。いくつかの実施形態では
、インジケーションは以下のうちの少なくとも１つに従うものとすることができる：ＵＥ
またはＷＴＲＵは、構成済みＲＮＴＩ、たとえばＣＳ－ＲＮＴＩを使用して、ＤＣＩフォ
ーマットを正常に復号する；ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＤＣＩフォーマットがあるタイプで
あり得ること、および／または、明示的インジケーション、たとえばフィールドおよび／
またはフラグを含むことを、決定することができる；ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するサ
ービングセルに対して現在活動化されているＵＴＣとは異なるＵＴＣを活動化するための
インジケーションを受信し、単一のＵＴＣは任意の所与の時点で活動化状態とすることが
できる。
【０３７０】
　制御シグナリングは、当該ＤＣＩフォーマットが適用可能なＵＴＣに関する活動化状態
を非活動化および／または変更することができる。１または複数の実施形態では、ＤＣＩ
フォーマットは、制御シグナリングが適用されるＵＴＣの識別を含むことができる。別の
方法として、制御シグナリングは、該当するサービングセルのＵＴＣに順に適用すること
ができる。たとえばサービングセルが２つのＵＴＣで構成可能である場合、第１のＵＴＣ
が非アクティブ、第２のＵＴＣがアクティブであることが可能であり、制御シグナリング
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は第１のＵＴＣを活動化すると同時に、第２のＵＴＣを非活動化することができる。
【０３７１】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、非活動化コマンドとして解釈された当該ＤＣＩの受信に肯定応
答するために、ＨＡＲＱ　ＡＣＫフィードバックを伝送することができる。たとえば、サ
ブフレームｎ内で受信されたＤＣＩシグナリングについて、ＵＥまたはＷＴＲＵは、サブ
フレームｎ＋ｋ内のアップリンクチャネル上でＨＡＲＱ　ＡＣＫを伝送することが可能で
あり、ここでｋは、遅延を処理するＵＥまたはＷＴＲＵを表すことが可能であり、たとえ
ばｋ＝４サブフレームである。
【０３７２】
　レイヤ２シグナリング：ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数のサービングセルについ
て少なくとも１つのＵＴＣの非活動化を示す、ＭＡＣ制御要素（ＣＥ）を受信することが
できる。１または複数の実施形態では、ＭＡＣ　ＣＥは、ＵＥまたはＷＴＲＵの構成の任
意のサービングセルのＰＤＳＣＨ上で受信可能である。１または複数の実施形態では、Ｕ
ＥまたはＷＴＲＵは、ＭＡＣ　ＣＥに含められた明示的インジケーション（たとえば、ビ
ットマップまたはｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＣｏｎｔｅｘｔＩｄ）に基づいて、サービン
グセルに対応するＵＴＣを非活動化する。別の方法として、ＵＥまたはＷＴＲＵは、次の
ＵＴＣを順に活動化することによって、そのＰＤＳＣＨ上でＭＡＣ　ＣＥが受信された、
サービングセルに対応するＵＴＣを非活動化することができる。１または複数の実施形態
では、ＭＡＣ　ＣＥは、対応するＵＴＣに使用するためのリソース割り振りの構成を含む
ことができる。
【０３７３】
　１実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、該当するチャネル、伝送タイプ、および／ま
たはサービングセル、もしくはそれらのグループについて、他のＵＴＣを活動化するＴＡ
Ｃの受信に続いて、ＵＴＣを非活動化することができる。いくつかの実施形態では、これ
は、他の企図された条件の中でとりわけ、任意の所与の時点で単一のＵＴＣがアクティブ
状態にあり得る場合に（またはいくつかの実施形態では、おそらく、こうした場合にのみ
）実行可能である。
【０３７４】
　レイヤ３シグナリング：ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数のサービングセルに関す
る１または複数のＵＴＣを修正および／または除去する構成を受信することが可能であり
、これによって該当するＵＴＣを非活動化することができる（たとえばＵＥまたはＷＴＲ
Ｕは、該当するサービングセルのデフォルトＵＴＣに戻る）。ＵＥまたはＷＴＲＵは、Ｕ
ＴＣを暗黙的に非活動化することが可能であり、１または複数の実施形態では、以下のう
ちの少なくとも１つに従って、デフォルトＵＴＣに戻ることができる：
　－　該当するＵＴＣを使用した最新の伝送（または、たとえば、ＰＤＣＣＨ上でのスケ
ジューリング、たとえば許可、および／または、ＤＬ　ＨＡＲＱフィードバック、たとえ
ばＨＡＲＱ肯定応答の、いずれかの、伝送に適用可能な制御シグナリングの受信）後の時
間は、特定の値（場合によっては構成済み）よりも長い可能性がある（たとえばｔｃ－Ｄ
ｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒを、複数のＵＴＣで構成された１または複数の、もし
くはそれぞれのサービングセルに使用することができる）；
　－　該当するＵＴＣおよび／またはサービングセルに関するタイミングアドバンスは、
たとえばタイミング整合タイマが満了したなど、もはや有効でない可能性がある；
　－　ＵＥまたはＷＴＲＵは、１または複数の実施形態では、ＵＴＣがサービングセルに
対するデフォルトＵＴＣでない可能性がある場合（またはいくつかの実施形態では、おそ
らく、こうした場合にのみ）、該当するサービングセルに関するＵＴＣの構成を修正する
、制御シグナリングを受信する；
　－　特定のＵＴＣを使用することができるＨＡＲＱプロセスが、最大数のＨＡＲＱ伝送
に到達した（たとえばＨＡＲＱ障害）（１または複数の実施形態では、該当するＵＴＣが
デフォルトＵＴＣであり得る場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、アップリンクがなんらかの形
の無線リンク障害、たとえばＵＬ　ＲＬＦを経験するものと決定することができる）；
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　－　ＵＥまたはＷＴＲＵは、たとえばＵＥまたはＷＴＲＵが最大数のプリアンブル伝送
に到達した時、該当するＵＴＣに関するＤＬタイミングおよび／またはＤＬ　ＰＬ基準の
障害時に、該当するＵＴＣを使用する伝送が無線リンク障害を経験している可能性がある
ことを決定することができる。１または複数の実施形態では、該当するＵＴＣがデフォル
トＵＴＣであり得る場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、アップリンクが、何らかの形の無線リ
ンク障害、たとえばＵＬ　ＲＬＦを経験するものと決定することができる；および／また
は、
　－　ＳＣｅｌｌが非活動化され得る場合、所与のサービングセルに関する１または複数
の、もしくはすべての構成済みＵＴＣの暗黙的非活動化。
【０３７５】
　ＵＥまたはＷＴＲＵが、所与のサービングセルに関する１または複数のＵＴＣを非活動
化する制御シグナリングを受信した場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下のうちの少なくと
も１つを実行することができる：ＵＴＣが使用された可能性のあるＨＡＲＱプロセスにつ
いて、ＵＥまたはＷＴＲＵは、活動化状態が新しい（たとえば新たな、または更新された
）伝送として変化するサブフレームに続く、対応するＨＡＲＱバッファに対する第１の割
り当てを考慮することができる；ＵＥまたはＷＴＲＵは、適用可能であれば、ＣＱＩ報告
、ＳＲＳ伝送などの他の手順に関するデフォルトＵＴＣに戻ることができる。活動化に関
する同様の遅延が、ＵＴＣの非活動化に適用可能である。１実施形態では、これは明示的
シグナリングを使用する非活動化に対して実行可能である。
【０３７６】
　ＵＴＣに対する接続性を決定するために、ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下、ＵＴＣに関す
るＲＬＭと呼ばれる、ＵＴＣに関連付けられた無線リンクの無線リンク条件を監視するこ
とができる。送信ポイントの接続性は、ＲＡＣＨ手順状況に従ってさらに決定することが
できる。ＲＡＣＨ手順に障害が発生した場合、または所与のＵＴＣへのタイミング整合が
満了した場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＵＴＣに対する接続性が失われたことを確立する
ことができる。１または複数の実施形態では、ＵＥまたはＷＴＲＵは、このＵＴＣと第２
のＵＴＣとの間の経路損失の差異がしきい値より大きい可能性がある場合、ＵＴＣに対す
る接続性が存在しないものと決定することができる。
【０３７７】
　ＵＴＣの無線リンク監視は、ＰｔＲＳなどの所与のＵＴＣに関連付けることが可能なダ
ウンリンク固有の基準信号に基づくものとすることができる。基準信号は、こうした基準
信号が所与のＵＴＣに対して存在する場合、ＣＲＳに対応可能であるか、または、対応す
るＵＴＣに対するＰｔＲＳとして構成された基準信号のうちの少なくとも１つに対応可能
である。
【０３７８】
　１または複数の、もしくはそれぞれの決定されたＵＴＣについて、以下で説明されるよ
うに、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ダウンリンク無線リンク品質を監視および推定し、これを
しきい値ＱｏｕｔおよびＱｉｎと比較することができる。無線リンク監視に関連付けられ
たしきい値（たとえばＱｏｕｔ／Ｑｉｎ、Ｔ３１０、Ｎ３１０）は、ＵＴＣ固有であるか
、または、ＵＥまたはＷＴＲＵ内の無線リンク障害を評価するために、パラメータの１つ
の共通セットを構成および使用することができる。
【０３７９】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つに従って、いずれのＵＴＣの無線
リンク品質または接続性状態を監視するかを決定することができる：１または複数の、も
しくはすべての構成済みＵＴＣに対する監視が実行可能である；１または複数の、もしく
はすべてのＵＴＣに対する監視が実行可能である；チャネル／信号の特定のサブセットの
伝送に使用されるように構成された少なくとも１つのＵＴＣに対する監視が実行可能であ
る。たとえば、ＰＵＣＣＨの伝送に使用されるＵＴＣに対して、ＲＬＭが実行可能である
。他の例では、ＰＵＳＣＨに関するＵＴＣまたはＳＲＳのそれが監視可能である。さらに
他の例では、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ伝送に使用されることになるＵＴＣに対してＲＬＭ
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が実行可能である；構成済みのデフォルトＵＴＣに対する監視が実行可能である；チャネ
ル品質（ＣＱＩ）測定、所与のＵＴＣに関連付けられたダウンリンクチャネルに関するＲ
ＳＲＰ／ＲＳＲＱ、または最大ＲＨＲ値を伴うＵＴＣのうちの、少なくとも１つに従って
決定された最良リンク上での監視が実行可能である（たとえば、１または複数の、もしく
はすべての構成済み／アクティブＵＴＣについてＰＨＲが決定可能な場合）；構成済みデ
フォルトＵＴＣおよび前述の方法のいずれかに従って決定された他のＵＴＣに対する監視
が実行可能である。
【０３８０】
　１または複数の、もしくはそれぞれの決定および選択されたＵＴＣについて、関連付け
られたダウンリンク基準ポイントでのＲＬＭが実行可能である。１または複数の、もしく
はそれぞれのダウンリンク信号の品質は独立に監視可能であり、特定リンク上の無線リン
ク障害の決定は、独立に決定および表明可能である。以下で言及される場合、ＵＴＣにお
ける無線リンク障害は、ＵＴＣに対する接続性が失われた可能性があることを決定するた
めの条件の１つとして言及され得る。
【０３８１】
　代替の実施形態では、無線リンク監視／障害決定は、１または複数の、もしくはすべて
の監視されるＵＴＣに対して合同で実行することができる。より具体的に言えば、１また
は複数の、もしくはすべてのセットの物理層ダウンリンク品質は、独立に監視可能である
が、他の企図された条件の中でとりわけ、１または複数の、もしくはすべての監視される
セットの品質がＱｏｕｔしきい値を下回る可能性がある場合、ＵＥまたはＷＴＲＵは、高
位層との同期外れを報告可能（またはいくつかの実施形態では、報告のみ可能）であり、
それ以外の場合は、同期していることを報告可能である。
【０３８２】
　少なくとも１つのＵＴＣにおける接続性の損失が決定される（たとえば、ＲＬＦ、同期
外れ、ＲＡＣＨ障害、またはある経路損失差が検出され得る）と、ＵＥまたはＷＴＲＵは
、以下のアクションのうちの１つまたは組み合わせを実行することができる：関連付けら
れたＵＴＣへのＵＬ伝送を停止する；関連付けられたＵＴＣの活動化状態を考慮するかま
たは非活動化に設定する；ＴＡＴがＵＴＣに対して満了したものとみなす；ＵＴＣの構成
を除去する；もしくは、ＵＥまたはＷＴＲＵは、障害を起こしたＵＴＣを使用している対
応するチャネルの伝送を停止し、構成済みチャネルに対する新しい（たとえば新たな、ま
たは更新された）ＵＴＣの使用を開始するための明示的命令または許可を待機することが
可能であり、ＵＥまたはＷＴＲＵは、デフォルトＵＴＣまたは以下で説明されるようにフ
ォールバックしたセットのダウンリンクの監視を開始することができる。
【０３８３】
　ＵＥまたはＷＴＲＵは、伝送チャネルまたは信号の１つまたはサブセットを伝送する目
的で、および／または、ＰＤＣＣＨおよび他の構成済みダウンリンク信号のダウンリンク
監視の目的で、異なるＵＴＣへのフォールバックをさらに選択することができる。フォー
ルバックするＵＴＣは、以下のうちの少なくとも１つを使用して決定することができる：
１）デフォルトＵＴＣがフォールバックＵＴＣとして選択可能である；または２）次の使
用可能または活動化されたＵＴＣを新しい（たとえば新たな、または更新された）ＵＴＣ
であると決定可能である。複数の活動化された／構成済みのセットが使用可能な場合、Ｕ
ＥまたはＷＴＲＵは、ｉ）最良のダウンリンクチャネル品質を提供するＵＴＣ、ｉｉ）第
１の使用可能ＵＴＣ、ここでＵＴＣの順序は、ＲＲＣメッセージ内で構成された順序に従
うか、または構成メッセージ内に提供された明示的インデックスに従うことが可能である
、またはｉｉｉ）伝送を実行するように他のチャネルが構成可能なＵＴＣが選択可能であ
る。たとえばＰＵＣＣＨが伝送され得るＵＴＣは、他のＵＬ伝送を実行するための次のＵ
ＴＣとして選択することができる。
【０３８４】
　１または複数の実施形態では、新しい（たとえば新たな、または更新された）選択され
たＵＴＣは、無線リンク接続を確立するため、およびＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨをｅＮ
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Ｂに通信／伝送するために、ＵＥまたはＷＴＲＵによって使用されることが可能である。
ＵＥまたはＷＴＲＵは、新しい（新たな、または更新された）選択されたＵＴＣ上で、以
下のアクションの１つまたは組み合わせを実行することができる：１）新しい（たとえば
新たな、または更新された）選択されたＵＴＣの伝送特徴／パラメータを使用して、プリ
アンブル伝送を開始する；２）伝送パラメータおよびリソースの選択されたセットを使用
して、ＰＵＣＣＨ上でのスケジューリング要求をトリガする。１または複数の実施形態で
は、このアクションは、有効なＴＡＴを有するＵＥまたはＷＴＲＵに依存可能であり、Ｕ
ＴＣは障害を起こしたＵＴＣと同じグループの一部とすることができる；または、３）Ｕ
ＥまたはＷＴＲＵは、メッセージの理由（たとえばＵＴＣ障害）、障害理由（たとえばＲ
ＬＦ、ＲＡＣＨ、ＴＡＴ満了など）、障害が発生したＵＴＣの識別、新しい（たとえば新
たな、または更新された）選択されたセットのＵＴＣ識別、のうちの少なくとも１つを示
すメッセージを、ネットワークに送信することによって、ＲＬＦ、もしくは、ネットワー
クへの少なくとも１つの送信ポイントに対して発生した接続性の損失を、示すことができ
る。メッセージはＲＲＣシグナリング、ＭＡＣ制御要素を介して伝送可能であり、別の方
法として、ＵＥまたはＷＴＲＵは、新しい（新たな、または更新された）ＵＴＣ特徴の使
用を開始する。ＵＴＣ特徴またはリソースインデックスの変更は、古いＵＴＣに障害が発
生したこと、ＵＥまたはＷＴＲＵが新しい（新たな、または更新された）ＵＴＣを使用可
能であることの、暗黙のインジケーションとして働くことが可能である。
【０３８５】
　１または複数の実施形態では、デフォルトＵＴＣに障害が発生した場合、他の企図され
た条件の中でとりわけ、ＵＥまたはＷＴＲＵは、ＲＬＦを即時に表明することおよび／ま
たはＲＲＣ再確立技法を開始することが可能であり、いくつかの実施形態では、他の非デ
フォルトＵＴＣの接続状況に関係なく、これらを実行することができる。
【０３８６】
　本明細書での説明および図１～図９に鑑み、実施形態は、複数のアップリンク伝送コン
テキスト（ＵＴＣ）のうちの１つから導出される特徴を取得すること、および／または特
徴のうちの少なくとも一部に基づいてＷＴＲＵ（またはＵＥ）から伝送することを含むこ
とが可能な、１または複数の技法および／またはＷＴＲＵ（またはＵＥ）構成を企図して
いる。１または複数の実施形態では、特徴は、ある意図された受信ポイントに対応可能で
ある。意図された受信ポイントは、同じ周波数で動作可能である。いくつかの実施形態で
は、ＵＴＣは少なくとも１つのポイント基準信号によって特徴付けることができる。企図
された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＵＴＣが少なくとも１つの構成パラメータお
よび／または状態変数によって特徴付けられるものとすることができる。いくつかの実施
形態では、特徴は、該当するＵＴＣ向けの伝送に関する伝送パワーを決定するために使用
可能な最大伝送パワーを含む、無線リソースコントローラ（ＲＲＣ）によって構成された
半静的パラメータを含む、ＷＴＲＵの構成のパラメータを含むがこれに限定されない、１
または複数のパラメータのセットを含むことができる。
【０３８７】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、特徴が、該当するＵＴＣ向けの伝送に
関する伝送パワーを決定するために使用されるＤＬ経路損失基準から導出されるＤＬ経路
損失推定などの、ＵＥによって実行される手順からのグループ化機能から導出される、ダ
ウンリンク（ＤＬ）経路損失および／またはタイミング基準を含む、ＷＴＲＵの構成から
導出されるプロパティを含むがこれらに限定されない、１または複数のプロパティのセッ
トを含むことが可能であるものとすることができる。
【０３８８】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、特徴が、活動化／非活動化されたＵＴ
Ｃを含む状態変数、および／または、タイミングアドバンス値の妥当性に関するタイマを
含むタイマを含む、１または複数の変数のセットを含むことが可能であるものとすること
ができる。
【０３８９】
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　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、特徴が、以下のうちの１または複数を
含むことが可能であるものとすることができる：当該伝送に関するアップリンク周波数お
よび／または帯域幅；当該伝送に適用するための伝送パワー；当該伝送に適用するための
タイミングアドバンス（またはタイミング整合）；（ｉ）物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）またはサウンディング基準信号（ＳＲＳ）周期またはＳＲＳ非周期に関す
る、循環シフト、シーケンスグループ、アンテナポートを含む、少なくとも１つの復調基
準信号のプロパティ、（ｉｉ）伝送フォーマットおよび／またはリソース、および／また
は（ｉｉｉ）少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルのプロパティ、を含む、伝
送されるチャネルまたは信号に固有であり得る少なくとも１つのプロパティ。
【０３９０】
　実施形態は、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）、ＰＵＳＣＨ、ランダムア
クセスチャネル（ＲＡＣＨ）、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）を含む、異なるタイプ
の伝送に関するアップリンク伝送コンテキストを選択するための技法および／またはＷＴ
ＲＵ構成を企図している。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、選択が、ダウ
ンリンク制御シグナリングを伝送するために使用されるアンテナポートに少なくとも部分
的に基づき、および／または、選択が少なくとも部分的にダウンリンク測定に基づき得る
ものとすることができる。
【０３９１】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＵＴＣに適用可能な経路損失推定がし
きい値を上回って変化し得る場合、パワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）をトリガすること
を含むことができる。
【０３９２】
　実施形態は、ＵＴＣの活動化状態を決定すること、および／または、活動化または非活
動化のうちの少なくとも１つに関するトリガを検出すること、を含むことが可能な、技法
および／またはＷＴＲＵ構成を企図している。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構
成は、トリガが受信された信号品質に基づき得るものとすることができる。
【０３９３】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、（ｉ）ポイント基準信号上での測定、
（ｉｉ）ＲＡＣＨ手順の成功／失敗、および（ｉｉｉ）デフォルトＵＴＣへのフォールバ
ックおよび／またはＵＴＣの非活動化などの、接続性の損失の検出時のアクションのうち
の、１または複数に少なくとも部分的に基づいて、ＵＴＣに対する接続性を決定すること
を含むことができる。
【０３９４】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、以下の伝送特徴のうちの少なくとも１
つの特徴を決定することを含むことができる：当該伝送に関するアップリンク周波数およ
び／または帯域幅；当該伝送に適用するための伝送パワー；当該伝送に適用するためのタ
イミングアドバンス（またはタイミング整合）；および／または、（ｉ）少なくとも１つ
の復調基準信号のプロパティ（循環シフト、シーケンスグループ、アンテナポートなど）
、（ｉｉ）伝送フォーマットおよび／またはリソース、および／または、（ｉｉｉ）少な
くとも１つのランダムアクセスプリアンブルのプロパティなどの、伝送されるチャネルま
たは信号に固有であり得る少なくとも１つのプロパティ。
【０３９５】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ランダムアクセス手順中に、媒体アク
セスチャネル（ＭＡＣ）制御要素（ＣＥ）内および／またはランダムアクセス応答（ＲＡ
Ｒ）メッセージ内で、タイミングアドバンスコマンド（ＴＡＣ）を受信すること、および
／または、ＴＡＣをいずれのＵＴＣに適用するかを決定することを、含むことができる。
企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＵＴＣが、以下の方法のうちの少なくと
も１つに従って決定され得るものとすることができる：（ｉ）ＴＡＣを含むメッセージ内
の明示的に信号送信される識別子（たとえばＭＡＣ　ＴＡＣ　ＣＥ、ＲＡＲ）、（ｉｉ）
ＴＡＣでメッセージをスケジューリングする制御シグナリング内の明示的に信号送信され
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る識別子；（ｉｉｉ）アップリンク送信と受信されるＴＡＣとの間の関係；および／また
は、（ｉｖ）該当するサービングセルまたはＴＡグループに関する現在活動化されたＵＴ
Ｃ。
【０３９６】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、（ｉ）しきい値を上回る所与のＵＴＣ
の変化に関する経路損失推定、および／または、（ｉｉ）所与のＵＴＣに関する活動化状
態の構成、活動化、および／または変更のうちの、少なくとも１つに従って、ＷＴＲＵで
のパワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）の伝送をトリガおよび／または開始することを含む
ことができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＵＴＣの活動化時、およ
び／またはＷＴＲＵによって受信された明示的シグナリングからの活動化時、または非活
動化から活動化へ状態を変更する活動化時の、いずれかを含む、ＵＴＣの活動化状態が変
化した時に、ＷＴＲＵがパワーヘッドルーム（ＰＨＲ）報告をトリガできるようにするも
のとすることができる。
【０３９７】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＰＨＲが、（ｉ）１または複数の、も
しくはすべての構成されたＵＴＣに関するＰＨＲ値、（ｉｉ）１または複数の、もしくは
すべての活動化されたＵＴＣに関するＰＨＲ値、（ｉｉｉ）１または複数のＰＨＲを含み
得るアップリンク伝送を実行するサブフレーム内の選択されたＵＴＣに関するＰＨＲ値の
うちの、少なくとも１つを含み得るものとすることができる。
【０３９８】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵ構成の１または複数のサービ
ングセルに対するキャリアセグメントの使用を活動化することが可能な、制御シグナリン
グを受信することを含むことができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、
制御シグナリングが、レイヤ１シグナリング、レイヤ２シグナリング、レイヤ３シグナリ
ング、および／またはＵＥ自律型活動化のうちの、少なくとも１つを含み得るものとする
ことができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、レイヤ１シグナリングが
、１または複数のサービングセルに対するＵＴＣの活動化を示すことが可能な物理ダウン
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で、ＤＣＩフォーマットを受信することを含み得る
ものとすることができる。
【０３９９】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、インジケーションが以下のうちの少な
くとも１つに従い得るものとすることができる：ＷＴＲＵは、ＵＴＣ－ＲＮＴＩを含む構
成済みの無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を使用して、ＤＣＩフォーマットを正
常に復号する；ＷＴＲＵは、ＤＣＩフォーマットがあるタイプであり得、ならびに／また
は、フィールドおよび／もしくはフラグを含む明示的インジケーションを含むものと決定
することができる；および／または、ＷＴＲＵは、アップリンク伝送に関する許可、ＳＲ
Ｓ伝送に関する要求、または特定のＵＴＣに適用可能なＴＰＣを示す、ＤＣＩフォーマッ
トを受信することができる。
【０４００】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、活動化コマンドとして解釈された当該
ＤＣＩの受信に肯定応答するために、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）肯定応答（
ＡＣＫ）フィードバックを伝送することも、含むことができる。企図された技法および／
またはＷＴＲＵ構成は、レイヤ２シグナリングが、ＷＴＲＵの構成の１または複数のサー
ビングセルに対する少なくとも１つのＵＴＣの活動化を示すことが可能な、ＭＡＣ制御要
素（ＣＥ）を受信することを含み得るものとすることができる。
【０４０１】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＵＥでのＴＡＣの受信に基づく活動化
状態の変更を含むことができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、受信さ
れたＴＡＣがいずれのＵＴＣに適用可能であるかを決定すること、および／または、該当
するＴＡＣの活動化状態を「活動化済み」に変更することを、含むことができる。企図さ
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れた技法および／またはＷＴＲＵ構成は、該当するチャネル、伝送タイプ、および／また
はサービングセルの、１または複数の他のＵＴＣを非活動化することも含むことができる
。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、レイヤ３シグナリングが、デフォルト
ＵＴＣが活動化状態になり得る１または複数のＵＴＣに関する構成を受信することを含み
得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＵＥ自律
型活動化が、所与のＵＴＣに関する信号受信品質を測定することを含むものとすることが
できる。
【０４０２】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、所与のサービングセルに関する複数の
ＵＴＣでＷＴＲＵを構成すること、および／または、該当するサービングセル上でのアッ
プリンク伝送にいずれのＵＴＣを使用するかを決定するために追加の選択プロセスを実行
することを、含むことができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、対応す
るＳＣｅｌｌが非活動化状態にあり得る場合、選択的にＵＴＣを使用しないことを含むこ
とができる。
【０４０３】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵの構成の所与のサービングセ
ルに対する１または複数のＵＴＣの使用を非活動化することが可能な、ＷＴＲＵで制御シ
グナリングを受信することを含むことができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ
構成は、制御シグナリングが、レイヤ１シグナリング、レイヤ２シグナリング、および／
またはレイヤ３シグナリングのうちの、少なくとも１つを含み得るものとすることができ
る。
【０４０４】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、所与のサービングセルについて１また
は複数のＵＴＣを非活動化することが可能な制御シグナリングを受信すること、および、
以下のうちの少なくとも１つを実行することを、含むことができる：ＵＴＣが使用された
可能性のあるＨＡＲＱプロセスについて、ＷＴＲＵは、活動化状態が新しい（たとえば新
たな、または更新された）伝送として変更可能なサブフレームに続く、対応するＨＡＲＱ
バッファに関する第１の割り当てを考慮可能であること；および／または、ＷＴＲＵは、
適用可能であれば、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）報告、ＳＲＳ伝送などの、他の
手順に対するデフォルトＵＴＣに戻り得ること。
【０４０５】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵで、ＵＴＣに関連付けられた
無線リンクの無線リンク条件を監視することによって、またはＲＡＣＨ手順状況に従って
、および／または、このＵＴＣとしきい値より高い可能性のある第２のＵＴＣとの間の経
路損失の決定された差異に従って、ＵＴＣに対する接続性を決定することを含むことがで
きる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＵＴＣの無線リンク監視が、ポイ
ント基準信号（ＰｔＲＳ）などの、所与のＵＴＣに関連付けられ得るダウンリンク固有の
基準信号に、少なくとも部分的に基づき得るものとすることができる。企図された技法お
よび／またはＷＴＲＵ構成は、１または複数の、もしくはそれぞれの決定されたＵＴＣに
ついて、ＷＴＲＵが、ダウンリンク無線リンク品質を監視および推定すること、および／
またはこれをしきい値ＱｏｕｔおよびＱｉｎと比較することを実行可能であるものとする
ことができる。
【０４０６】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、少なくとも１つのＵＴＣにおける接続
性の損失（無線リンク障害（ＲＬＦ）、同期外れ、ＲＡＣＨ障害、またはある経路損失差
が検出され得ることを含む）を決定すること、以下のアクション：関連付けられたＵＴＣ
へのＵＬ伝送を停止する；関連付けられたＵＴＣの活動化状態を考慮するかまたは非活動
化に設定する；ＴＡＴがＵＴＣに対して満了したものとみなす；ＵＴＣの構成を除去する
；および／または、ＷＴＲＵは、障害を起こしたＵＴＣを使用している対応するチャネル
の伝送を停止し、構成済みチャネルに対する新しい（たとえば新たな、または更新された
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）ＵＴＣの使用を開始するための明示的命令または許可を待機する、のうちの１つまたは
組み合わせを実行することを、含むことが可能である。
【０４０７】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、デフォルトＵＴＣを選択すること、お
よび／または次の使用可能なもしくは活動化されたＵＴＣを選択すること、のうちの少な
くとも１つを使用して、フォールバックするＵＴＣを決定することを含むことができる。
企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、複数の活動化された／構成済みのセット
が使用可能な場合、ＷＴＲＵは、（ｉ）最良のダウンリンクチャネル品質を提供するＵＴ
Ｃ、（ｉｉ）第１の使用可能ＵＴＣ、ここでＵＴＣの順序は、ＲＲＣメッセージ内で構成
された順序に従うか、または構成メッセージ内に提供された明示的インデックスに従うこ
とが可能である、および／または、（ｉｉｉ）伝送を実行するように他のチャネルが構成
可能なＵＴＣ、のうちの１または複数を選択可能である。企図された技法および／または
ＷＴＲＵ構成は、無線リンク接続を確立し、ｅＮＢにＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨを通信
／伝送するために、ＷＴＲＵによって新しい（たとえば新たな、または更新された）選択
されたＵＴＣを使用することを含むことができる。企図された技法および／またはＷＴＲ
Ｕ構成は、ＷＴＲＵが、新しい（新たな、または更新された）選択されたＵＴＣ上で、以
下のアクションの１つまたは複数を実行し得るものとすることができる：新しい（たとえ
ば新たな、または更新された）選択されたＵＴＣの伝送特徴／パラメータを使用して、プ
リアンブル伝送を開始する；伝送パラメータおよびリソースの選択されたセットを使用し
て、ＰＵＣＣＨ上でのスケジューリング要求をトリガする；メッセージの理由、障害理由
、障害が発生したＵＴＣの識別、および／または、新しい（たとえば新たな、または更新
された）選択されたセットのＵＴＣ識別、のうちの少なくとも１つを示すメッセージを、
ネットワークに送信することによって、ＲＬＦ、もしくは、ネットワークへの少なくとも
１つの送信ポイントに対して発生した接続性の損失を、示す。
【０４０８】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＰＵＳＣＨ伝送の不在時にＳＲＳのパ
ワーを制御すること、および／または、ＵＴＣが複数のポイント基準信号を有し得る場合
に、ＲＡＣＨプリアンブルのパワーを制御することのうちの、１または複数によって、パ
ワーを制御することを含むことができる。
【０４０９】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、アップリンク伝送に関して複数のＵＥ
が共通スケジューリングできる場合、計画された循環シフト設定に加えて事前補償オフセ
ット値を適用することにより、相関ドリフトピークを事前補償することを含むことが可能
である。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、事前補償オフセット値が相関ピ
ークドリフトの反対方向で計算し得るものとすることができる。企図された技法および／
またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが、ネットワーク動作の関与なしにＣＳ補償を自律的に
実行し得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、共
通スケジューリングの下で、他のＷＴＲＵによって使用される事前補償オフセット値をＷ
ＴＲＵに通知するために、追加の動的シグナリングメカニズムを導入し得るものとするこ
とができる。
【０４１０】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ネットワークが、示されたアップリン
ク伝送コンテキストからの複数の事前補償オフセット値のうちの１つを示すことができる
ようにする、ある潜在的宛先ポイントのプロパティに対応するアップリンク伝送コンテキ
ストの一部として、事前補償オフセット値が信号送信され得るものとすることができる。
企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ネットワークが事前補償オフセット値を
適用し得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、基
準信号ＲＳ長さに依存し得るホッピングの他の層を追加することも含むことができる。企
図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＲＳ長さに依存するホッピングがグループ
ホッピングパターンと組み合わせ得るものとすることができる。企図された技法および／
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またはＷＴＲＵ構成は、ＣＳホッピングに関する初期値が分離され、依然としてセル固有
であり得るものとすることができる。
【０４１１】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＣＳホッピングが、ＷＴＲＵ固有の調
整を用いる高位層シグナリングを介して独立に構成され得るものとすることができる。企
図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵ固有の調整が、最新のアップリン
ク関係ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）内で動的に割り当てられ得るものとすることがで
きる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、追加のランダム化が、異なる長さ
の復調基準信号（ＤＭＲＳ）を介して実行され得るものとすることができる。企図された
技法および／またはＷＴＲＵ構成は、循環シフトフィールドの再解釈に基づいて、循環シ
フトホッピングに関する初期値を決定することを含むことができる。
【０４１２】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、非周期サウンディング基準信号（ＡＳ
ＲＳ）、周期ＳＲＳ（ＰＳＲＳ）、および／または物理アップリンク共有チャネル（ＰＵ
ＳＣＨ）に対して、異なる伝送パワー制御（ＴＰＣ）を使用することを含むことができる
。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＰＵＳＣＨリソースブロック（ＲＢ）
が、動的ＰＵＳＣＨ　ＲＢ割り振りに鑑みて修正され得るものとすることができる。企図
された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、１または複数の、もしくはそれぞれの物理チ
ャネルがＴＰＣコマンドチェーンを有し得るものとすることができる。
【０４１３】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、複数のＴＰＣコマンドチェーンが、１
または複数の、または、１または複数の、もしくはそれぞれの、構成済み物理チャネルに
使用され得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、
異なるＵＴＣが異なるＳＲＳ用のパラメータのサブセットを共有し得るものとすることが
できる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＵＴＣによって使用される物理
チャネルまたは伝送タイプにリンクされたいくつかのパラメータが、他のＵＴＣによって
構成または伝送され得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲ
Ｕ構成は、構成またはパラメータが適用可能なＵＴＣのインジケーションが、構成または
パラメータの伝送中であり得るものとすることができる。企図された技法および／または
ＷＴＲＵ構成は、ＡＳＲＳ、ＰＳＲＳ、および／またはＰＵＳＣＨがＴＰＣコマンドチェ
ーンを維持し得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成
は、ＡＳＲＳトリガがＴＰＣコマンドを提供する情報要素を含み得るものとすることがで
きる。
【０４１４】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドが、ＡＳＲＳ、ＰＳＲ
Ｓ、および／またはＰＵＳＣＨのうちの少なくとも１つに使用され得るものとすることが
できる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドがいずれのポイ
ントに関するものであるかを示すために、ビットフィールドが使用され得るものとするこ
とができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ビットフィールドが事前構
成済みマッピングを使用できるものとすることができる。企図された技法および／または
ＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドがいずれの伝送タイプに使用できるかを示すために、Ｓ
ＲＳ要求フィールドが使用され得るものとすることができる。企図された技法および／ま
たはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドが伝送タイプのいずれの組み合わせのためのもので
あるかを示すことが可能なビットフィールドを、ＰＵＳＣＨ　ＴＰＣコマンドが含み得る
ものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマン
ドを示すためにＤＣＩが使用され得るものとすることができる。
【０４１５】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＤＣＩの異なる期間／オフセットと異
なる伝送タイプに関するＴＰＣコマンドとの間のリンクが、ＷＴＲＵで事前に構成され得
るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、複数のＵＴ
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Ｃに対する複数のＳＲＳが異なる目的で働くことができるものとすることができる。企図
された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、１または複数の、または、１または複数の、
もしくはそれぞれのＳＲＳが伝送される周波数が異なり得るものとすることができる。企
図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、そのためにＴＰＣコマンドを送信できる周
波数と、このＳＲＳがＷＴＲＵによって伝送されるときに用いる周波数との間に、リンク
が存在し得るものとすることができる。
【０４１６】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、１または複数の、または、１または複
数の、もしくはそれぞれのタイプのＳＲＳまたはＰＵＳＣＨが、ＴＰＣコマンドのフィー
ルド値および補正値の特定のマッピングで事前構成され得るものとすることができる。企
図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＰＵＳＣＨに使用されるＲＢの決定に使用
されるパラメータが、第１のＵＴＣ内の第１の値セットおよび第２のＵＴＣ内の第２の値
セットに設定され得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ
構成は、ＵＴＣまたはＵＴＣに関連付けられた少なくとも１つのパラメータが、対応する
ダウンリンク制御インジケータ（ＤＣＩ）割り当ての伝送に使用される物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を構築するために使用される、最下位の制御チャネル要素（
ＣＣＥ）インデックスに基づいて決定され得るものとすることができる。
【０４１７】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、非周期ＳＲＳ（ＡＳＲＳ）に関するパ
ワー設定パラメータ、ＴＰＣコマンド、および／またはＳＲＳパワー制御調整状態のうち
の少なくとも１つが、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のパワー設定パラメ
ータ、ＴＰＣコマンド、および／またはＳＲＳパワー制御調整状態に対応し得るものとす
ることができる。
【０４１８】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＳＲＳに関するパワー制御調整状態が
、ダウンリンク割り当てにおけるＴＰＣコマンドの受信によって修正され得るものとする
ことができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、オフセットの値が、ＳＲ
Ｓ要求フィールドの値の関数であり得るものとすることができる。企図された技法および
／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドが、ＡＳＲＳ、周期ＳＲＳ（ＰＳＲＳ）、およ
び／またはＰＵＳＣＨ間で、ならびにＡＳＲＳをトリガするために使用されるＳＲＳ要求
フィールドの値に関して、別々に維持され得るものとすることができる。企図された技法
および／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣフィールドが、パワー制御調整と、パワー制御調
整をＡＳＲＳ、ＰＳＲＳ、および／またはＰＵＳＣＨのうちの少なくとも１つに適用する
か否かのインジケーションとの、両方を示すように再解釈され得るものとすることができ
る。
【０４１９】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドがアップリンク許可を
含むことが可能なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）の一部として受信され得る条件で、Ｔ
ＰＣコマンドがＰＵＳＣＨに適用可能であり、ＳＲＳ要求フィールドは、ＡＳＲＳがトリ
ガされ得ないことを示すものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲ
Ｕ構成は、ＴＰＣコマンドがアップリンク許可を含むことが可能なＤＣＩの一部として受
信され得る条件で、ＴＰＣコマンドがＡＳＲＳに適用可能であり、ＳＲＳ要求フィールド
は、ＡＳＲＳがトリガされ得ることを示すものとすることができる。企図された技法およ
び／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドがアップリンク許可を含むことが可能なダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）の一部として受信され得る条件で、ＴＰＣコマンドがＰＵＳ
ＣＨに適用可能であり、ＳＲＳ要求フィールドは、ＡＳＲＳがトリガされ得ないことを示
し得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＡＳＲ
Ｓが、別々のパワー制御調整状態を維持することが可能なＳＲＳ要求フィールドの異なる
値でトリガされ得るものとすることができる。
【０４２０】
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　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、アップリンク許可を含むＤＣＩの一部
として受信されたＴＰＣコマンドが、同じＤＣＩ内のＳＲＳ要求フィールドの値でトリガ
されたＡＳＲＳに適用可能であるものとすることができる。企図された技法および／また
はＷＴＲＵ構成は、移送ブロックの（アップリンクでの）伝送が使用不可であるようなＤ
ＣＩが可能な条件で、ＴＰＣコマンドがＡＳＲＳに適用可能であるものとすることができ
る。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドの適用可能性が、受
信され得るＤＣＩフォーマットに依存可能であるものとすることができる。企図された技
法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＤＣＩフォーマット３で受信されたＴＰＣコマンドが
、ＰＵＳＣＨ、ＡＳＲＳ、および／またはＰＳＲＳのうちの１または複数に適用可能であ
るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＤＣＩフォ
ーマット４で受信されたＴＰＣコマンドが、ＡＳＲＳに適用可能であるものとすることが
できる。
【０４２１】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドの適用可能性が、ＤＣ
Ｉの巡回冗長検査（ＣＲＣ）をマスクするために使用される無線ネットワーク一時識別子
の値に依存可能であるものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ
構成は、アップリンク許可に関するＤＣＩの符号化に使用され得るＣＲＣが第１のＲＮＴ
Ｉでマスクできる条件で、ＰＵＳＣＨ伝送および関連付けられたＤＭ－ＲＳに関するＵＴ
Ｃが、第１のＵＴＣに対応可能であるものとすることができる。
【０４２２】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＤＣＩの符号化に使用されＣＲＣが第
２のＲＮＴＩでマスクできる条件で、ＰＵＳＣＨ伝送および関連付けられたＤＭ－ＲＳに
関するＵＴＣが、第２のＵＴＣに対応可能であるものとすることができる。企図された技
法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＰＵＣＣＨ伝送に使用されるＵＴＣが、ＰＵＣＣＨ伝
送が実行される物理リソースブロック（ＰＲＢ）に基づいて選択され得るものとすること
ができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＰＵＣＣＨ伝送に使用される
ＵＴＣが、ＰＲＢがＰＲＢの第１のセットに属する条件で第１のＵＴＣに、およびＰＲＢ
がＰＲＢの第２のセットに属する条件で第２のＵＴＣに、設定され得るものとすることが
できる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、物理セル識別、ならびにパワー
制御パラメータおよび変数のうちの少なくとも１つが、ＰＵＣＣＨに使用されるＰＲＢに
基づいて選択され得るものとすることができる。
【０４２３】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＰＵＣＣＨ伝送に使用されるＵＴＣが
、あるＰＵＣＣＨフォーマットに関するＰＵＣＣＨリソースインデックスによって示され
るような、ＰＵＣＣＨのアップリンク伝送プロパティの特定のセットに基づいて選択され
得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＰＵＣＣ
Ｈ伝送に使用されるＵＴＣが、リソースインデックスが値の第１の領域（またはセット）
内にあり得るという条件で第１のＵＴＣに、および、リソースインデックスが値の第２の
領域（またはセット）内にあり得るという条件で第２のＵＴＣに、設定され得るものとす
ることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、パワー制御パラメータ
がサブフレームに結合され得るものとすることができる。
【０４２４】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、周期ＳＲＳの１または複数、または、
１または複数、もしくはそれぞれ、および複数の非周期ＳＲＳが、異なるＵＴＣで構成さ
れ得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＰＳＲ
Ｓの１または複数、または、１または複数、もしくはそれぞれ、複数のＡＳＲＳ、ＰＵＳ
ＣＨ、および／またはＰＵＣＣＨについて、異なるＴＰＣコマンドループが維持され得る
ものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＳＲＳタイプ
ならびにＰＵＳＣＨおよびＰＵＣＣＨの組み合わせが、パワー制御式において同じＴＰＣ
コマンド値を使用可能であるものとすることができる。企図された技法および／またはＷ
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ＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドが、累積的な可能性のあるＵＴＣのグループに適用され得
るものとすることができる。
【０４２５】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、単一のＵＴＣに使用されるＴＰＣコマ
ンドが、ＵＴＣ上でのＵＬ伝送の１インスタンスに対して有効であり得るものとすること
ができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、物理チャネルまたは伝送タイ
プのグループが、同じＴＰＣコマンドで更新され得るものとすることができる。企図され
た技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが、１または複数の、または、１または
複数の、もしくはそれぞれのグループに対して別々のパワー制御調整状態を維持すること
が可能であるものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、
ＴＰＣコマンドが対象とし得るパワー制御ループが、ＴＰＣコマンドが伝送されるサブフ
レーム数に依存可能であるものとすることができる。
【０４２６】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、物理チャネルおよび／または伝送タイ
プのサブグループが、サブフレームのサブセットに結合されるように事前構成され得るも
のとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、物理チャネルお
よび／または伝送タイプのグループがＴＰＣコマンドを共有する条件で、１または複数の
、または、１または複数の、もしくはそれぞれの個々の物理チャネルおよび／または伝送
タイプが、ＴＰＣコマンドチェーン全体に異なるオフセットを適用するように構成され得
るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、物理チャネ
ルおよび／または伝送タイプのグループがＴＰＣコマンドを共有する場合、１または複数
の、または、１または複数の、もしくはそれぞれの個々の物理チャネルおよび／または伝
送タイプが、ＴＰＣコマンドコードポイントを異なって解釈可能であるものとすることが
できる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＵＴＣの選択がサブフレーム数
に依存可能であるものとすることができる。
【０４２７】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、サブフレームのサブセットが、フレー
ム数、サブフレーム数、オフセット、および／または周期性のうちの少なくとも１つから
決定され得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、
ＴＰＣコマンドが、ＴＰＣコマンドが伝送されたサブフレーム内でそのＵＴＣが使用され
得る、物理チャネルまたは伝送タイプに適用可能であるものとすることができる。企図さ
れた技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＴＰＣコマンドがサブフレームサブセット内で
伝送される条件で、そのサブフレームのサブセットに使用されるように構成されたＵＴＣ
および／または物理チャネルおよび／または伝送タイプが、ＴＰＣコマンドを使用するこ
とが可能であるものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は
、ＴＰＣコマンドが、ＵＴＣとは独立に、特定の物理チャネルおよび／または伝送タイプ
に結合され得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は
、ＤＣＩフォーマット３で伝送されるＴＰＣコマンドが、１または複数の、もしくはすべ
てのサブフレームに使用可能であり、任意の他のＴＰＣコマンドは、サブフレームのサブ
セットに有効であり得るものとすることができる。
【０４２８】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ネットワークが、正規のアップリンク
伝送を使用できるサブフレームのサブセット、および制限された伝送を使用できるサブフ
レームの他のサブセットで、ＵＥを構成することが可能であるものとすることができる。
企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、１または複数、または、１または複数、
もしくはそれぞれが、特定の伝送パワーオフセットで構成された、ＵＴＣの１セットで、
ＷＴＲＵが構成され得るものとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲ
Ｕ構成は、サブフレームの他のサブセットにおいて、いくつかの伝送パラメータにおける
差異を除き、ＷＴＲＵが、ＵＴＣの第１のセットのニアレプリカとすることが可能なＵＴ
Ｃの他のセットで構成され得るものとすることができる。
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【０４２９】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが、異なるサブセットに対し
て異なるＵＴＣが使用可能な、サブフレームのサブセットで構成され得るものとすること
ができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、サブフレームの１または複数
の、もしくはそれぞれのサブセット、ならびに、１または複数の、もしくはそれぞれのＵ
ＴＣについて、異なるＰＣＭＡＸ，ｃが構成され得るものとすることができる。企図され
た技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが、元の伝送のサブフレームサブセット
に基づいて別々のＨＡＲＱプロセスを維持することが可能であるものとすることができる
。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが複数のサブフレームサブセ
ットで構成され得るものとすることができる。
【０４３０】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、１または複数の、もしくはそれぞれの
サブフレームサブセットについて、ＷＴＲＵが異なる伝送パワーを使用可能であるものと
することができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、異なるサブフレーム
サブセットが異なるＰＣＭＡＸ，ｃで構成され得るものとすることができる。企図された
技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが、サブフレームサブセットの１または複
数、もしくはそれぞれについて異なるＵＴＣで構成され得るものとすることができる。企
図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが、ＵＴＣ固有のパワー制御パラ
メータに基づいてＰＨＲを報告できるものとすることができる。企図された技法および／
またはＷＴＲＵ構成は、同じＵＴＣが、１または複数の、もしくはすべての異なるサブフ
レームサブセットを介して、特定の物理チャネルおよび／または伝送タイプに使用され得
るものとすることができる。
【０４３１】
　企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが、１または複数の、もしく
はそれぞれのＵＴＣに対して複数のパワー制御パラメータを有することが可能であり、１
または複数の、もしくはそれぞれのサブフレームサブセットは、パワー制御パラメータの
事前構成されたセットを有することが可能であるものとすることができる。企図された技
法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが、１または複数の、もしくはそれぞれのＵ
ＴＣについて複数のパワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）値を報告することが可能であるも
のとすることができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、１または複数の
、もしくはそれぞれのＰＨＲ値が、サブフレームサブセットに対応可能であるものとする
ことができる。企図された技法および／またはＷＴＲＵ構成は、ＷＴＲＵが、ＰＨＲ内に
サブフレームサブセット識別子を含むことが可能であるものとすることができる。企図さ
れた技法および／またはＷＴＲＵは、ＰＨＲ報告が、その中で伝送され得るサブフレーム
のサブセットに対して有効であり得るものとすることができる。
【０４３２】
　上記では、特徴および要素が特定の組み合わせで説明されているが、当業者であれば、
それぞれの特徴および要素が単独で、または他の特徴および要素と組み合わせて使用可能
であることを理解されよう。加えて、本明細書で説明された方法は、コンピュータまたは
プロセッサによる実行のために、コンピュータ読み取り可能媒体に組み込まれたコンピュ
ータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェア内に実装可能である。コンピュー
タ読み取り可能媒体の例は、（ワイヤードまたはワイヤレス接続を介して伝送される）電
子信号およびコンピュータ読み取り可能記憶媒体を含む。コンピュータ読み取り可能記憶
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）、レジスタ
、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内部ハードディスクおよび取り外し可能デ
ィスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびに、ＣＤ－ＲＯＭディスクおよびデジタル多
用途ディスク（ＤＶＤ）などの光媒体を含むが、それらに限定されない。ソフトウェアに
関連付けられたプロセッサを使用して、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮＣ、または
任意のホストコンピュータで使用するための、無線周波数送受信器を実装することができ
る。
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