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(57)【要約】
【課題】本発明は、多重無線周波数をサポートする無線
接続システムに関するもので、より詳細には、無線接続
システムの性能向上のためにアップリンク及びダウンリ
ンク物理チャンネルを割り当てる方法に関するものであ
る。
【解決手段】本発明の一実施例として、無線周波数をサ
ポートする無線接続システムを最適化するための送受信
方法は、送信端で一つ以上の物理チャンネルを構成し、
一つ以上の物理チャンネルの特性を考慮して受信端に第
１の物理チャンネルを割り当て、受信端に割り当てた第
１の物理チャンネルに対する構成情報を含む一つ以上の
制御チャンネルを第１の物理チャンネルのうち所定の物
理チャンネルを介して受信端に伝送することを含むこと
ができる。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重周波数バンドをサポートする無線アクセスシステムにおいて周期的チャンネル状態
情報（ＣＳＩ）報告を伝送するための方法であって、前記方法は、移動局によって実行さ
れ、
　前記方法は、
　第１の区間において、物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）を介して、第
１のダウンリンク周波数バンドのための第１のＣＳＩ報告を伝送することと、
　第２の区間において、前記ＰＵＣＣＨを介して、第２のダウンリンク周波数バンドのた
めの第２のＣＳＩ報告を伝送することと
　を含み、
　前記多重周波数バンドは、複数のアップリンク周波数バンドおよび複数のダウンリンク
周波数バンドを含み、
　前記移動局は、前記第１のＣＳＩ報告および前記第２のＣＳＩ報告が同じ時間において
同時に伝送されなければならない場合に、前記第１のＣＳＩ報告または前記第２のＣＳＩ
報告のみを伝送する、方法。
【請求項２】
　前記ＰＵＣＣＨは、前記複数のアップリンク周波数バンドの中の特定のアップリンク周
波数バンドに含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の区間の時間値は、前記第２の区間の時間値と異なるように設定される、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　多重周波数バンドをサポートする無線アクセスシステムにおいて周期的チャンネル状態
情報（ＣＳＩ）報告を伝送するための移動局であって、前記移動局は、
　送信機と、
　前記周期的ＣＳＩ報告を伝送するように前記送信機を制御するプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　第１の区間において、物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）を介して、第
１のダウンリンク周波数バンドのための第１のＣＳＩ報告を伝送することと、
　第２の区間において、前記ＰＵＣＣＨを介して、第２のダウンリンク周波数バンドのた
めの第２のＣＳＩ報告を伝送することと
　を実行するように構成されており、
　前記多重周波数バンドは、複数のアップリンク周波数バンドおよび複数のダウンリンク
周波数バンドを含み、
　前記移動局は、前記第１のＣＳＩ報告および前記第２のＣＳＩ報告が同じ時間において
同時に伝送されなければならない場合に、前記第１のＣＳＩ報告または前記第２のＣＳＩ
報告のみを伝送する、移動局。
【請求項５】
　前記ＰＵＣＣＨは、前記複数のアップリンク周波数バンドの中の特定のアップリンク周
波数バンドに含まれる、請求項４に記載の移動局。
【請求項６】
　前記第１の区間の時間値は、前記第２の区間の時間値と異なるように設定される、請求
項４に記載の移動局。
【請求項７】
　多重周波数バンドをサポートする無線アクセスシステムにおいて周期的チャンネル状態
情報（ＣＳＩ）報告を受信するための方法であって、前記方法は、基地局によって実行さ
れ、
　前記方法は、
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　第１の区間において、物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）を介して、第
１のダウンリンク周波数バンドのための第１のＣＳＩ報告を受信することと、
　第２の区間において、前記ＰＵＣＣＨを介して、第２のダウンリンク周波数バンドのた
めの第２のＣＳＩ報告を受信することと
　を含み、
　前記多重周波数バンドは、複数のアップリンク周波数バンドおよび複数のダウンリンク
周波数バンドを含み、
　前記第１のＣＳＩ報告および前記第２のＣＳＩ報告が同じ時間において同時に伝送され
なければならない場合に、前記第１のＣＳＩおよび前記第２のＣＳＩのうちの１つのみが
受信される、方法。
【請求項８】
　前記ＰＵＣＣＨは、前記複数のアップリンク周波数バンドの中の特定のアップリンク周
波数バンドに含まれる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の区間の時間値は、前記第２の区間の時間値と異なるように設定される、請求
項７に記載の方法。
【請求項１０】
　多重周波数バンドをサポートする無線アクセスシステムにおいて周期的チャンネル状態
情報（ＣＳＩ）報告を受信するための基地局であって、前記基地局は、
　受信機と、
　前記周期的ＣＳＩを受信するように前記受信機を制御するプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　第１の区間において、物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）を介して、第
１のダウンリンク周波数バンドのための第１のＣＳＩ報告を受信することと、
　第２の区間において、前記ＰＵＣＣＨを介して、第２のダウンリンク周波数バンドのた
めの第２のＣＳＩ報告を受信することと
　を実行するように構成されており、
　前記多重周波数バンドは、複数のアップリンク周波数バンドおよび複数のダウンリンク
周波数バンドを含み、
　前記第１のＣＳＩおよび前記第２のＣＳＩが同じ時間において同時に伝送されなければ
ならない場合に、前記第１のＣＳＩおよび前記第２のＣＳＩのうちの１つのみが受信され
る、基地局。
【請求項１１】
　前記ＰＵＣＣＨは、前記複数のアップリンク周波数バンドの中の特定のアップリンク周
波数バンドに含まれる、請求項１０に記載の基地局。
【請求項１２】
　前記第１の区間の時間値は、前記第２の区間の時間値と異なるように設定される、請求
項１０に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多重無線周波数をサポートする無線接続システムに関するもので、より詳細
には、無線接続システムの性能向上のためにアップリンク及びダウンリンク物理チャンネ
ルを割り当てる方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　以下では、一般的に使用される無線通信システムの構造及び無線チャンネルの割り当て
方法について簡略に説明する。
【０００３】
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　図１は、一つ以上の無線周波数（ＲＦ）を使用する通信システムの概念図である。
【０００４】
　図１を参照すれば、無線周波数（ＲＦ：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）をサポート
する通信システムは、合計Ｎ個のＲＦを使用して通信システムを構成することができる。
基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）は、一つ以上のＲＦを用いて同時に一つの端
末にデータを伝送することができ、端末も一つ以上のＲＦを用いて基地局にデータを伝送
することができる。このとき、一つのＲＦは、それぞれ一つ又は複数の物理チャンネルと
して構成され、基地局及び端末は多数の送信アンテナ（Ｔｘ）を備えることができる。こ
のようなシステムをマルチキャリアシステムと称することができる。
【０００５】
　図２は、多重無線周波数を使用する送信機及び受信機の構造を示す図である。
【０００６】
　図２を参照すれば、物理チャンネルに対する論理的概念をアップリンクチャンネル及び
ダウンリンクチャンネルによって知ることができる。図２において、無線周波数はＮ個（
ＲＦ１、ＲＦ２、…、ＲＦＮ）で構成され、物理チャンネルはＭ個（ＰＨＹ１、ＰＨＹ２
、…、ＰＨＹＭ）で構成される。
【０００７】
　送信機でＮ個のＲＦを通して生成された信号は、Ｍ個の物理チャンネルを介して受信端
に伝送される。このとき、Ｎ個の信号は、ＲＦ多重化器を通して同時に伝送されるように
スケジューリングされる。送信機でＲＦ多重化器を通して多重化された各信号は、Ｎｔ個
の物理的送信アンテナ（Ｔｘ）を介して受信機に伝送される。
【０００８】
　このように伝送された各信号は、無線チャンネルを介して多重ＲＦ受信をサポートする
受信機のＮｒ個の受信アンテナ（Ｒｘ）を介して受信される。Ｎｒ個の受信アンテナを介
して受信された各信号は、多重ＲＦ逆多重化器を通してＭ個のＰＨＹチャンネルに分離さ
れる。受信機は、分離された各ＰＨＹチャンネルを介して送信機から伝送された各信号を
復元することができる。
【０００９】
　前記多重ＲＦ送信機及び受信機の各物理チャンネルでは、既存の単一ＲＦを使用するシ
ステムで使用される全ての技法が使用される。図２のシステムを構成するにおいて、多数
のＲＦ通信モジュールを構成することもでき、一つのＲＦモジュールを用いて多数の物理
チャンネルの信号を順次生成及び復元することもできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　一般的に使用する多重ＲＦシステムでは、物理チャンネル別に周波数チャンネル特性を
考慮せずに多重アンテナ技法を適用したり、又は制御チャンネルなどを設計しないので、
通信システムを最適化できないという問題がある。
【００１１】
　本発明は、前記のような一般的な技術の問題を解決するためになされたもので、その目
的は、無線接続システムの性能を向上させる方法を提供することにある。
【００１２】
　本発明の他の目的は、多重ＲＦをサポートする通信システムの性能向上のためのアップ
リンクとダウンリンクとの間の最適な送受信方法を提供することにある。
【００１３】
　本発明の更に他の目的は、物理チャンネル別に周波数チャンネル特性を考慮して多重ア
ンテナ技法を適用したり、又は制御チャンネルなどを設計することによって、最適化され
た通信システムを提供することにある。
【００１４】
　本発明の更に他の目的は、各物理チャンネル別に最適化された送受信技法及び物理チャ
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ンネル別に最適化されたシステムパラメータを提供することにある。
【００１５】
　本発明の更に他の目的は、本発明の技術的思想が反映された物理チャンネルが既存の特
定システムと同一のフレーム構造を有する場合、適切な制御チャンネルの変形を通して既
存のシステム及び本発明の各実施例で提案するシステムの互換性を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記技術的課題を解決するために、本発明は、無線接続システムの性能を向上させるた
めのアップリンク及びダウンリンク物理チャンネルを割り当てる方法を開示する。
【００１７】
　本発明の一様態として、無線周波数をサポートする無線接続システムを最適化するため
の送受信方法は、送信端で一つ以上の物理チャンネルを構成し、一つ以上の物理チャンネ
ルの特性を考慮して受信端に第１の物理チャンネルを割り当て、受信端に割り当てた第１
の物理チャンネルに対する構成情報を含む一つ以上の制御チャンネルを第１の物理チャン
ネルのうち所定の物理チャンネルを介して受信端に伝送することを含むことができる。
【００１８】
　本発明の一様態で、第１の物理チャンネルを割り当てるのは、第１の物理チャンネルの
特性によって第１の物理チャンネルを多重化する多重化モードを決定することをさらに含
むことができる。このとき、第１の物理チャンネルは、ＴＤＤ方式及びＦＤＤ方式のうち
一つ以上を用いて多重化される。また、多重化モードを決定するとき、送信端は、第１の
物理チャンネルを介して伝送されるサービストラフィックの性質を考慮して多重化モード
を決定することができる。
【００１９】
　本発明の一様態で、第１の物理チャンネルを割り当てるのは、第１の物理チャンネルの
特性によって第１の物理チャンネルがそれぞれ伝送される最大のランク数を決定すること
をさらに含むことができる。
【００２０】
　本発明の一様態で、第１の物理チャンネルを割り当てるのは、第１の物理チャンネルの
それぞれの特性によって第１の物理チャンネルをプリコーディングするためのコードワー
ドを選択することをさらに含むことができる。
【００２１】
　本発明の一様態で、第１の物理チャンネルを割り当てるのは、第１の物理チャンネルの
各特性によって第１の物理チャンネルが伝送される送信アンテナの個数を決定することを
さらに含むことができる。
【００２２】
　本発明の一様態で、第１の物理チャンネルの各特性によって第１の物理チャンネルに使
用される参照信号割り当て構造を選択することをさらに含むことができる。このとき、第
１の物理チャンネルに使用される各参照信号は、第１の物理チャンネルの各特性によって
互いに異なるように割り当てられる。
【００２３】
　本発明の一様態で、第１の物理チャンネルを割り当てるのは、受信端のレベルによって
受信端に割り当てられる第１の物理チャンネルの個数を決定することをさらに含むことが
できる。
【００２４】
　本発明の一様態で、一つ以上の制御チャンネルは、第１の物理チャンネルを前記受信端
に割り当てるための一つ以上のダウンリンク制御チャンネル又は一つ以上のアップリンク
制御チャンネルである。
【００２５】
　本発明の一様態で、一つ以上の制御チャンネルは、ジョイントコーディング方法及び分
散型コーディング方法のうち一つ以上を用いて符号化され、多重制御チャンネルに集中化
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されることが望ましい。このとき、送信端は、制御チャンネルにそれぞれ循環重複検査（
ＣＲＣ）をマスキングすることができる。また、送信端は、多重制御チャンネルに循環重
複検査（ＣＲＣ）をマスキングすることができる。また、送信端は、制御チャンネルにそ
れぞれ循環重複検査をマスキングした後、多重制御チャンネルに再び循環重複検査をマス
キングすることができる。
【００２６】
　また、一つ以上の制御チャンネルは、第１の物理チャンネルのうち特定物理チャンネル
のみを介して前記受信端に伝送される。このとき、特定物理チャンネルは、第１の物理チ
ャンネルのうち最も低い周波数帯域の物理チャンネルである。
【００２７】
　また、一つ以上の制御チャンネルは、一つ以上の物理チャンネルを介して分散されて前
記受信端に伝送される。
【００２８】
　本発明の一様態で、一つ以上の制御チャンネルを伝送するのは、一つ以上の制御チャン
ネルが伝送される位置情報を含む制御チャンネルマップを受信端に伝送することをさらに
含むことができる。このとき、制御チャンネルマップは、所定のホッピングパターンを用
いて第１の物理チャンネルのうち一つ以上の物理チャンネルを介して伝送される。
【００２９】
　本発明の一様態は、受信端から一つ以上の制御チャンネルを介して割り当てた一つ以上
のアップリンク制御チャンネルを介して第１の物理チャンネルに対するチャンネル状態情
報のフィードバックを受けることをさらに含むことができる。ここで、送信端でチャンネ
ル状態情報のフィードバックを受けるのは、一つ以上のアップリンク制御チャンネルを介
して同時にフィードバックを受けたり、又は一つ以上のアップリンク制御チャンネルに対
して互いに倍数の周期を有してフィードバックを受けることができる。
【００３０】
　本発明の他の様態として、無線周波数をサポートする無線接続システムを最適化するた
めのチャンネル割り当て方法は、第１の物理チャンネルに対する構成情報を含む一つ以上
の制御チャンネルを受信し、構成情報を用いて第１の物理チャンネルを受信し、第１の物
理チャンネルに対するチャンネル状態情報を送信端にフィードバックすることを含むこと
ができる。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線周波数をサポートする無線接続システムを最適化するためのチャンネル割り当て方
法であって、
　送信端で一つ以上の物理チャンネルを構成し、
　前記一つ以上の物理チャンネルの特性を考慮し、受信端に第１の物理チャンネルを割り
当て、
　前記受信端に割り当てた前記第１の物理チャンネルに対する構成情報を含む一つ以上の
制御チャンネルを、前記第１の物理チャンネルのうち所定の物理チャンネルを介して前記
受信端に伝送することを含むチャンネル割り当て方法。
（項目２）
　前記第１の物理チャンネルを割り当てるのは、
　前記第１の物理チャンネルの特性によって前記第１の物理チャンネルを多重化する多重
化モードを決定することをさらに含み、
　前記第１の物理チャンネルは、ＴＤＤ方式及びＦＤＤ方式のうち一つ以上を用いて多重
化されることを特徴とする、項目１に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目３）
　前記多重化モードを決定するのは、
　前記第１の物理チャンネルを介して伝送されるサービストラフィックの性質を考慮して
多重化モードを決定することを特徴とする、項目２に記載のチャンネル割り当て方法。
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（項目４）
　前記第１の物理チャンネルを割り当てるのは、
　前記第１の物理チャンネルの特性によって前記第１の物理チャンネルがそれぞれ伝送さ
れる最大のランク数を決定することをさらに含む、項目１に記載のチャンネル割り当て方
法。
（項目５）
　前記第１の物理チャンネルを割り当てるのは、
　前記第１の物理チャンネルのそれぞれの特性によって前記第１の物理チャンネルをプリ
コーディングするためのコードワードを選択することをさらに含む、項目１に記載のチャ
ンネル割り当て方法。
（項目６）
　前記第１の物理チャンネルを割り当てるのは、
　前記第１の物理チャンネルの各特性によって前記第１の物理チャンネルが伝送される送
信アンテナの個数を決定することをさらに含む、項目１に記載のチャンネル割り当て方法
。
（項目７）
　前記第１の物理チャンネルを割り当てるのは、
　前記第１の物理チャンネルの各特性によって前記第１の物理チャンネルに使用される参
照信号割り当て構造を選択することをさらに含む、項目１に記載のチャンネル割り当て方
法。
（項目８）
　前記第１の物理チャンネルに使用される各参照信号は、前記第１の物理チャンネルの各
特性によって互いに異なるように割り当てられることを特徴とする、項目７に記載のチャ
ンネル割り当て方法。
（項目９）
　前記第１の物理チャンネルを割り当てるのは、
　前記受信端のレベルによって前記受信端に割り当てられる前記第１の物理チャンネルの
個数を決定することをさらに含む、項目１に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目１０）
　前記一つ以上の制御チャンネルは、前記第１の物理チャンネルを前記受信端に割り当て
るための一つ以上のダウンリンク制御チャンネル又は一つ以上のアップリンク制御チャン
ネルであることを特徴とする、項目１に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目１１）
　前記一つ以上の制御チャンネルは、ジョイントコーディング方法及び分散型コーディン
グ方法のうち一つ以上を用いて符号化され、多重制御チャンネルに集中化されることを特
徴とする、項目１０に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目１２）
　前記制御チャンネルに循環重複検査（ＣＲＣ）をそれぞれマスキングしたり、
　前記多重制御チャンネルに循環重複検査（ＣＲＣ）をマスキングしたり、又は
　前記制御チャンネルに循環重複検査をそれぞれマスキングした後、前記多重制御チャン
ネルに再び循環重複検査をマスキングすることを特徴とする、項目１１に記載のチャンネ
ル割り当て方法。
（項目１３）
　前記一つ以上の制御チャンネルは、前記第１の物理チャンネルのうち特定物理チャンネ
ルのみを介して前記受信端に伝送されることを特徴とする、項目１０に記載のチャンネル
割り当て方法。
（項目１４）
　前記特定物理チャンネルは、前記第１の物理チャンネルのうち最も低い周波数帯域の物
理チャンネルであることを特徴とする、項目１３に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目１５）



(8) JP 2016-48969 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

　前記一つ以上の制御チャンネルは、一つ以上の物理チャンネルを介して分散されて前記
受信端に伝送されることを特徴とする、項目１０に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目１６）
　前記一つ以上の制御チャンネルを伝送するのは、
　前記一つ以上の制御チャンネルが伝送される位置情報を含む制御チャンネルマップを前
記受信端に伝送することをさらに含む、項目１０に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目１７）
　前記制御チャンネルマップは、所定のホッピングパターンを用いて前記第１の物理チャ
ンネルのうち一つ以上の物理チャンネルを介して伝送されることを特徴とする、項目１６
に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目１８）
　前記受信端から前記一つ以上の制御チャンネルを介して割り当てた一つ以上のアップリ
ンク制御チャンネルを介して、前記第１の物理チャンネルに対するチャンネル状態情報の
フィードバックを受けることをさらに含む、項目１に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目１９）
　前記チャンネル状態情報のフィードバックを受けるのは、
前記一つ以上のアップリンク制御チャンネルを介して同時にフィードバックを受けたり、
又は前記一つ以上のアップリンク制御チャンネルに対して互いに倍数の周期を有してフィ
ードバックを受けることを特徴とする、項目１８に記載のチャンネル割り当て方法。
（項目２０）
　無線周波数をサポートする無線接続システムを最適化するためのチャンネル割り当て方
法であって、
　第１の物理チャンネルに対する構成情報を含む一つ以上の制御チャンネルを受信し、
　前記構成情報を用いて前記第１の物理チャンネルを受信し、
　前記第１の物理チャンネルに対するチャンネル状態情報を送信端にフィードバックする
ことを含むチャンネル割り当て方法。
（項目２１）
　前記第１の物理チャンネルは、それぞれのチャンネル特性を考慮して受信端に割り当て
られることを特徴とする、項目２０に記載のチャンネル割り当て方法。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の各実施例によれば、次のような効果がある。
【００３２】
　第一に、本発明の各実施例を用いることによって、無線接続システムの性能を向上させ
ることができる。したがって、多重ＲＦをサポートする通信システムのアップリンク及び
ダウンリンクで最適な送受信方法を適用することができる。
【００３３】
　第二に、物理チャンネル別に周波数チャンネル特性を考慮して多重アンテナ技法を適用
することによって、最適化された通信システムを具現することができる。
【００３４】
　第三に、本発明の技術的思想が反映された通信システムと既存のシステムとの互換性を
図ることによって、効率的にデータを送受信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】一つ以上の無線周波数（ＲＦ）を使用する通信システムの概念図である。
【図２】多重無線周波数を使用する送信機及び受信機の構造を示す図である。
【図３】物理チャンネル及び物理チャンネルを構成する副搬送波を示す図である。
【図４】物理チャンネル及び物理チャンネルを構成する副搬送波を示す図である。
【図５】多重ＲＦをサポートする通信システムで使用されるアップリンク及びダウンリン
ク構造の一例を示す図である。
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【図６】非対称的構造を有するシステムでのダウンリンク制御チャンネルの割り当て方法
を示す図である。
【図７】本発明の一実施例として、物理チャンネルの周波数帯域による最適化方法を示す
図である。
【図８】本発明の一実施例として、物理チャンネルの二重化モードを決定する方法を示す
図である。
【図９】本発明の一実施例として、ＭＩＭＯシステムで物理チャンネルの特性を考慮して
コードワードを選択する方法を示す図である。
【図１０】本発明の一実施例として、物理チャンネルの特性によって適用される参照信号
構造の各例示を示す図である。
【図１１】本発明の一実施例として、端末の用途又はレベルによって物理チャンネルの個
数を決定する方法のうち一つを示す図である。
【図１２】本発明の一実施例として、制御メッセージを用いて最適化された各物理チャン
ネルを割り当てる方法を示す図である。
【図１３】本発明の一実施例として、多重ＰＤＣＣＨが物理チャンネルを介して伝送され
る方法を示す図である。
【図１４】本発明の一実施例として、階層化されたＰＤＣＣＨ構造を示す図である。
【図１５】本発明の一実施例として、全てのアップリンクのＰＵＣＣＨ報告周期を同期化
する場合を示す図である。
【図１６】本発明の一実施例として、各アップリンク物理チャンネルの周期を倍数形態（
又は非周期的形態）で構成する一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　前記技術的課題を解決するために、本発明は、無線接続システムの性能向上のためにア
ップリンク及びダウンリンク物理チャンネルを割り当てる方法を開示する。
【００３７】
　以下の各実施例は、本発明の各構成要素と特徴を所定形態で結合したものである。各構
成要素又は特徴は、別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮することが
できる。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で実施され得る
。また、一部の構成要素及び／又は特徴を結合し、本発明の実施例を構成することもでき
る。本発明の各実施例で説明する各動作の順序は変更可能である。特定の実施例の一部の
構成や特徴は、他の実施例に含まれたり、又は、他の実施例の対応する構成又は特徴に取
り替えられる。
【００３８】
　本明細書で、本発明の各実施例は、基地局と端末との間のデータ送受信関係を中心に説
明した。ここで、基地局は、端末と直接的に通信を行うネットワークの終端ノードとして
の意味を有する。本文書で基地局によって行われると説明された特定動作は、場合によっ
ては、基地局の上位ノードによって行われることもある。
【００３９】
　すなわち、基地局を含む多数のネットワークノードからなるネットワークで端末との通
信のために行われる多様な動作が、基地局又は基地局以外の他のネットワークノードによ
って行われ得ることは自明である。「基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）」は、
固定局、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、アクセスポイント（ＡＰ：Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）などの用語に取り替えられる。また、「端末」は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）又はＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔ
ｉｏｎ）などの用語に取り替えられる。
【００４０】
　本発明の各実施例は、多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウ
ェア又はそれらの結合などによって具現される。
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【００４１】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の各実施例に係る方法は、一つ又はそれ以上の
ＡＳＩＣｓ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、
ＤＳＰＤｓ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）
、ＰＬＤｓ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（
Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コン
トローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現される。
【００４２】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の各実施例に係る方法は、以
上説明した機能又は各動作を行うモジュール、手順、関数などの形態で具現される。ソフ
トウェアコードは、メモリユニットに格納され、プロセッサによって駆動される。前記メ
モリユニットは、前記プロセッサの内部又は外部に位置し、既に公知となった多様な手段
によって前記プロセッサとデータを取り交わすことができる。
【００４３】
　本発明の各実施例は、無線接続システムであるＩＥＥＥ　８０２システム、３ＧＰＰシ
ステム、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム及び３ＧＰＰ２システムのうち少なくとも一つに開示
された標準文書によって裏づけられる。特に、本発明の各実施例は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３
６．２１１、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１２、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３標準文書によ
って裏づけられる。
【００４４】
　すなわち、本発明の各実施例のうち、本発明の技術的思想を明確に示すために説明して
いない各段階又は各部分は、前記各文書によって裏付けられる。また、本文書で開示して
いる全ての用語は、前記標準文書によって説明される。
【００４５】
　以下の説明で使用される特定用語は、本発明の理解を促進するために提供されたもので
、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態に変更
可能である。
【００４６】
　以下では、本発明の各実施例が適用される物理チャンネルについて説明する。
【００４７】
　図３及び図４は、物理チャンネル及び物理チャンネルを構成する副搬送波を示す図であ
る。
【００４８】
　図３を参照すれば、一つの物理チャンネルは約２０Ｍｈｚの大きさを有することができ
る。Ｍの物理チャンネルは、それぞれＮｆｆｔ＊Δｆの帯域幅を有し、Δｆは、副搬送波
の周波数単位を示す。また、各物理チャンネルは、ｆｉ（ｉ＝１、２、…、Ｍ）の中心周
波数を有することができる。このとき、各中心周波数は、一定間隔単位で離れていたり、
不規則な間隔で位置することができる。また、各物理チャンネルは、図４のように、端末
又は基地局のセルによって最大の帯域幅より小さい大きさの帯域幅を使用することができ
る。
【００４９】
　また、セル検索のための同期チャンネル（ＳＣＨ：Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）は、全ての帯域幅に存在することができる。このような同期チャンネル
（ＳＣＨ）を全ての物理チャンネルに位置させることによって、全ての端末を同期化する
ことができる。図３及び図４のようにシステムが構成されている場合、端末又は基地局は
一つ以上の物理チャンネルを用いてデータを送受信することができる。
【００５０】
　端末と基地局が有する物理チャンネルの個数は互いに異なり得る。例えば、基地局はＭ
個の物理チャンネルを全て使用することができ、端末はＬ個の物理チャンネルを使用する
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ことが望ましい。このとき、Ｌの大きさは、Ｍより小さいか同じである。一般的に、Ｌの
個数は、端末の種類によって変わり得る。
【００５１】
　図５は、多重ＲＦをサポートする通信システムで使用されるアップリンク及びダウンリ
ンク構造の一例を示す。
【００５２】
　多数のＲＦを有するシステムでは、多様な形態でアップリンク（ＵＬ：ＵｐＬｉｎｋ）
及びダウンリンク（ＤＬ：ＤｏｗｎＬｉｎｋ）の構造を設計することができる。例えば、
周波数分割二重化（ＦＤＤ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎ
ｇ）システムでＵＬ／ＤＬの帯域幅を同一に設計することができる。すなわち、Ｍ個の物
理チャンネルをＵＬ／ＤＬで同一の個数の物理チャンネルを有するように構成すれば、Ｆ
ＤＤの対称的構造を得ることができる。
【００５３】
　また、ＵＬ／ＤＬを構成する物理チャンネルの個数が互いに異なるように構成すること
ができる。この場合、特定リンクがより高いデータ収率を有するように非対称的構造を得
る。図５（ａ）は、ＦＤＤモードでの非対称的構造を示し、図５（ｂ）は、時分割二重化
（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）モードによる非対称的構
造を示す。
【００５４】
　図６は、非対称的構造を有するシステムでのダウンリンク制御チャンネルの割り当て方
法を示す図である。
【００５５】
　図６を参照すれば、一つの端末が多数の物理チャンネルを使用する場合、物理的ダウン
リンク制御チャンネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を割り当てる方法を知ることができる。
【００５６】
　図６（ａ）は、ダウンリンク制御チャンネルを端末に割り当てる方法のうち第１のタイ
プを示す。基地局は、ダウンリンクデータ伝送に対する情報を含むＰＤＣＣＨを多数の物
理チャンネルのＰＤＣＣＨ領域を用いて端末に伝送することができる。第１のタイプの場
合、ダウンリンクに対する制御情報が多数の物理チャンネルに広がって伝送されるので、
ＰＤＣＣＨがダイバーシティ利得を得ることができる。ただし、特定物理チャンネルのチ
ャンネル状態が良くない場合、データを受信できないこともあり得る。
【００５７】
　図６（ｂ）は、ダウンリンク制御チャンネルを端末に割り当てる方法のうち第２のタイ
プを示す。すなわち、基地局が多数のダウンリンク物理チャンネルを割り当てる場合、特
定物理チャンネルのみにＰＤＣＣＨ情報を送信する方法を示す。第２のタイプの場合、ダ
ウンリンク制御情報の量を最少化できるという長所がある。ただし、物理チャンネルの状
態が良くない場合、他の物理チャンネルに存在するデータも受信しにくくなる。
【００５８】
　図６（ｃ）は、ダウンリンク制御チャンネルを端末に割り当てる方法のうち第３のタイ
プを示す。すなわち、端末にＬ個の物理チャンネルが割り当てられる場合、Ｌ個のＰＤＣ
ＣＨを用いてデータを受信し、物理チャンネルごとに独立的なＰＤＣＣＨを使用する方式
である。第３のタイプでは、物理チャンネルごとに独立的なＰＤＣＣＨが割り当てられる
ので、流動性が最も大きく、特定物理チャンネルの状態が悪いとしても、他の物理チャン
ネルのデータ伝送が可能であるという長所がある。したがって、チャンネル環境に強いと
いう特性がある。ただし、物理チャンネルごとに反復的に伝送される制御情報が含まれる
ので、不必要なオーバーヘッドが発生するおそれがある。
【００５９】
　図７は、本発明の一実施例として、物理チャンネルの周波数帯域による最適化方法を示
す。
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【００６０】
　図７を参照すれば、基地局は、システムを最適化するために物理チャンネルの周波数帯
域によって適用される二重化モードを選択することができる。例えば、物理チャンネルの
特性によってＦＤＤ方式又はＴＤＤ方式を選択して使用したり、ＦＤＤ方式及びＴＤＤ方
式を混用して使用することができる（Ｓ７０１）。
【００６１】
　また、基地局は物理チャンネルの二重化モードを選択した後、物理チャンネルによって
各アンテナを介して伝送するランクの数を決定することができる。物理チャンネル別にラ
ンクを決定する方法として、最大伝送ランク（ＭＴＲ：Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　Ｒａｎｋ）を制限する方法がある。ＭＴＲ制限方法によれば、各物理チャン
ネルは、それぞれ異なる大きさの最大伝送ランク（ＭＴＲ）を有することができる（Ｓ７
０２）。
【００６２】
　基地局は、各アンテナを介して伝送するランクの数を決定した後、物理チャンネルをプ
リコーディングするために使用されるコードワードを選択することができる。このとき、
各物理チャンネルによって多重コードワードを使用したり、単一のコードワードを使用す
ることができる（Ｓ７０３）。
【００６３】
　基地局から伝送される各物理チャンネルは、それぞれ異なる個数のアンテナを使用する
ことができる。同一の基地局から伝送される多数の物理チャンネルは、それぞれ異なる個
数のアンテナを使用することができる。送信アンテナ（Ｔｘ）の個数が多い場合、パイロ
ットシンボルオーバーヘッドが高くなり得る。低周波領域では資源が十分でないので、少
ない個数の送信アンテナを有するように構成すれば、データ伝送率を増加させることがで
きる。また、低周波領域では送信アンテナの相関度が高いので、Ｔ個の送信アンテナから
相関度の小さいＫ個の送信アンテナを選択して使用すれば、最大のランクで物理チャンネ
ルを伝送することができる。また、同一の基地局から伝送される多数のＲＦが、異なる個
数の送信アンテナを介して伝送される場合、物理チャンネルは、各ＲＦ別に独立的な放送
チャンネル（ＢＣＨ：Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を有し、それぞれ異
なる個数の送信アンテナを介して伝送される（Ｓ７０４）。
【００６４】
　また、基地局は、それぞれの物理チャンネル別特性を考慮し、異なるパイロット構造を
適用することができる。例えば、高周波帯域及び低周波帯域の各物理チャンネルに対して
、周波数特性によって異なるパイロット割り当て個数及び割り当て位置を有するパイロッ
ト割り当て構造を使用することができる（Ｓ７０５）。
【００６５】
　また、基地局は、端末の用途及び端末のレベルによって端末に割り当てられる物理チャ
ンネルの個数を選択することができ（Ｓ７０６）、データの送受信のための制御チャンネ
ルは、高い信頼度を有して伝送されなければならないので、基地局は、低周波帯域に制御
チャンネルを割り当てることができる（Ｓ７０７）。
【００６６】
　上述したように、基地局は、周波数帯域の多様な特性を用い、周波数帯域によって物理
チャンネルを割り当てることによって、システムを最適化することができる。基地局は、
上述したＳ７０１段階～Ｓ７０７段階を順次適用することができ、チャンネル状況によっ
てその順序を変更して適用することができる。
【００６７】
　以下では、図７を参照して説明した各段階を具体的に検討する。
【００６８】
＜二重化モード決定方法＞
【００６９】
　図８は、本発明の一実施例として、物理チャンネルの二重化モードを決定する方法を示
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す図である。
【００７０】
　一つの端末に割り当てられる多数の物理チャンネルが同一の二重化モードを使用せず、
物理チャンネルによって異なる二重化モードを適用することによって、通信システムを最
適化することができる。
【００７１】
　周波数分割二重化（ＦＤＤ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉ
ｎｇ）方式は、ＵＬ／ＤＬがそれぞれ異なる周波数バンドを使用する方式である。ＦＤＤ
方式では、フィードバックなしにチャンネル情報を得られないので、多量のフィードバッ
ク情報を必要とする。しかし、ＦＤＤの場合、フル二重化（ｆｕｌｌ　ｄｕｐｌｅｘｉｎ
ｇ）をサポートするので、データ送信の遅延がないという長所がある。
【００７２】
　時分割二重化（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）は、ＤＬ
／ＵＬが同一の周波数バンドを使用しながら、時間上の資源を共有するという特徴がある
。したがって、ＵＬ／ＤＬが同一のチャンネルを有するので、受信チャンネル情報をデー
タ送信時に再び用いることができる。ただし、ＴＤＤ方式では、アップリンク（ＵＬ）送
信区間の間にはダウンリンク（ＤＬ）のチャンネルを送信できないので、データ送信の遅
延が発生するおそれがあり、全ての周波数バンドを使用するので、データのバースト（ｂ
ｕｒｓｔ）伝送が行われる。
【００７３】
　したがって、基地局は、物理チャンネルの性質及び端末に提供するサービストラフィッ
クの性質を考慮し、ＦＤＤ方式及びＴＤＤ方式を結合して使用することができる。すなわ
ち、特定物理チャンネルはＦＤＤモード又はＴＤＤモードのみを使用し、他の物理チャン
ネルはＦＤＤモード及びＴＤＤモードを混用して使用することができる。
【００７４】
　図８を参照すれば、基地局は、サービストラフィック又はサービストラフィックのタイ
プによって互いに異なる二重化モードを有するように物理チャンネルを構成することがで
きる（Ｓ８０１）。
【００７５】
　例えば、Ｓ８０１段階で、音声通信及び時間遅延が相対的に小さくなるべき実時間サー
ビスタイプの通信はＦＤＤモードを使用し（Ｓ８０３ａ）、比較的正確なＤＬ／ＵＬのチ
ャンネル情報及び高いデータ収率を必要とする信頼性のあるサービスを提供するためには
、ＴＤＤモードを使用することが望ましい。
【００７６】
　ただし、信頼性のある通信サービスを提供する場合は、直ぐにＴＤＤモードを使用せず
、物理チャンネルの性質に基づいて再びチャンネル別にいずれの二重化モードを使用する
かを選択することができる（Ｓ８０２）。
【００７７】
　例えば、各物理チャンネルの周波数バンド特性によって異なる多重アンテナ技法を適用
することができる。このとき、多くのフィードバック情報を必要とするＳＶＤ基盤のビー
ムフォーミング（Ｓｉｎｇｕｌａｒ　Ｖａｌｕｅ　Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ―ｂａｓ
ｅｄ　ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）形態の多重アンテナ技法を使用する物理チャンネルでは
、ＴＤＤモードを使用してフィードバックオーバーヘッドを最小化し（Ｓ８０３ｂ）、開
ループ基盤又は制限されたフィードバックを用いる多重アンテナ技法を使用するＰＨＹチ
ャンネルでは、ＦＤＤモードを使用することができる（Ｓ８０３ａ）。
【００７８】
　Ｓ８０２段階で物理チャンネルの性質を考慮するとき、端末の移動速度も考慮すること
ができる。端末機の移動速度によって各物理チャンネルが受ける影響はそれぞれ異なる。
例えば、低い周波数領域の物理チャンネルの場合、ドップラーに強いという特性を有する
。したがって、多数の物理チャンネルのうち、移動速度より比較的低いチャンネル変化量
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を有する低周波帯域の物理チャンネルでは、チャンネル変化に敏感なＴＤＤモードを使用
し（Ｓ８０３ｂ）、高周波帯域ではＦＤＤモードを使用することが望ましい（Ｓ８０３ａ
）。
【００７９】
　図８の方法は、図７のＳ７０１段階で使用されることが望ましいが、物理チャンネルの
性質によってシステムを最適化するための方法として独立的に使用される。
【００８０】
＜ＭＴＲ制限技法＞
【００８１】
　以下では、物理チャンネルによる最大伝送ランク（ＭＴＲ：Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｒａｎｋ）を決定するＭＴＲ制限技法について詳細に説明する。ＭＴ
Ｒ制限技法は、Ｓ７０２段階で使用され、図７とは別途に独立的に使用される。
【００８２】
　多重ＲＦシステムは、多重入出力アンテナ（ＭＩＭＯ：Ｍｕｌｔｉ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕ
ｌｔｉ　Ｏｕｔｐｕｔ）システムにも適用することができる。同一の基地局で多数の物理
チャンネルを介して信号が伝送されるとしても、各物理チャンネルはそれぞれ異なる特性
のＭＩＭＯチャンネルを有することができる。
【００８３】
　例えば、送受信アンテナの相関度によってＭＩＭＯチャンネルの特性が変わり得る。し
たがって、各物理チャンネルが物理的アンテナを共有する場合は、各物理チャンネルの特
性によって送受信アンテナの相関度を考慮し、各アンテナから伝送されるデータストリー
ムの個数を決定することが望ましい。
【００８４】
　本発明の各実施例で空間的に同時に伝送されるデータストリームの個数をランクとすれ
ば、比較的チャンネル相関度の高い低周波チャンネル領域ではＭＴＲが小さくなり得る。
したがって、各物理チャンネル別に独立的なランク適用の使用が適切であり、各物理チャ
ンネルが同一の個数の送受信アンテナを使用するとしても、各物理チャンネル別にＭＴＲ
の個数を異なるように限定することができる。
【００８５】
　次の表１は、物理チャンネルの特性によるＭＴＲ制限技法の一実施例を示す。
【００８６】
【表１】

【００８７】
　表１を参照すれば、物理チャンネル別にＭＴＲの個数が異なるので、各アンテナ別に異
なるチャンネルフィードバックの容量を適用することができる。表１において、中心周波
数（ｆｃ）が略４００ＭＨｚである第１の物理チャンネル（ＰＨＹ＃１）の場合、低周波
領域に属するので、多重アンテナシステムでアンテナ間の相関度が相対的に高い。したが
って、第１の物理チャンネルの場合、ＭＴＲの大きさを１に設定することが望ましい。ま
た、第Ｍの物理チャンネル（ＰＨＹ＃Ｍ）の場合、中心周波数が略３５００ＭＨｚである
ので、多重アンテナシステムでアンテナ間の相関度が相対的に低い。したがって、第Ｍの
物理チャンネルの場合、ＭＴＲの大きさを４に設定することが望ましい。
【００８８】
　各アンテナの中心周波数（ｆｃ）の大きさが低周波領域又は高周波領域に属することが
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不明確であれば、図８を参照して説明したように、サービストラフィックの性質又は物理
チャンネルの他の特性を追加的に考慮してＭＴＲを決定することができる。
【００８９】
＜ＭＣＷ及びＳＣＷ決定＞
【００９０】
　図９は、本発明の一実施例として、ＭＩＭＯシステムで物理チャンネルの特性を考慮し
てコードワードを選択する方法を示す図である。
【００９１】
　表１を参照すれば、同一の個数の送受信アンテナを有する各物理チャンネルがそれぞれ
異なる大きさのＭＴＲを有することが分かる。この場合、周波数帯域によってフィードバ
ックオーバーヘッドを最小化するために、ＭＴＲが２以上であるにもかかわらず、単一の
コードワード（ＳＣＷ：Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｏｄｅ　Ｗｏｒｄ）を用いることができる。
【００９２】
　各物理チャンネルによって、多重コードワード（ＭＣＷ：Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｃｏｄｅ
　Ｗｏｒｄ）及びＳＣＷをそれぞれ独立的に適用することができる。例えば、図９は、最
大２個のコードワード（ＣＷ）を有するＭＣＷ方式と、ランクと関係なしに一つのＣＷの
みを有するＳＣＷ方式を示す。この場合、多数の物理チャンネルのうち特定物理チャンネ
ルは図９（ａ）のＭＣＷ方式の多重アンテナ伝送技法を適用し、他の物理チャンネルは図
９（ｂ）のＳＣＷ方式を適用することによって、状況に合わせて設計することができる。
【００９３】
　図９（ａ）は、物理チャンネルに多重コードワード（ＭＣＷ）をマッピングする方法を
示すもので、ＭＴＲと関係なしに２個のコードワードを使用する場合を示す。図９（ｂ）
は、物理チャンネルに単一のコードワードをマッピングする方法を示すもので、ＭＴＲと
関係なしに１個のコードワードを使用する場合を示す。したがって、ランクが１又は４で
あるとしても、二つ又は一つのコードワードを使用することができる。
【００９４】
　図９（ａ）及び図９（ｂ）は、ランクと関係なしに同一のコードワードを使用する場合
を示している。しかし、基地局が提供するサービストラフィック及び物理チャンネルの特
性によって、ランクが低いとき（例えば、ｒａｎｋ＝１又は２）は単一のコードワードを
使用し、ランクが高いとき（例えば、ｒａｎｋ＝３又は４）は多重コードワードを使用す
ることができる。もちろん、その反対の場合も適用することができる。また、各ランク別
に異なる個数を有するコードワードを物理チャンネルにマッピングすることができる。
【００９５】
　図９は、図７のＳ７０３段階で使用されることが望ましい。ただし、ユーザの要求事項
や通信環境又はチャンネル環境によって、図７と関係なしに独立的に使用される。
【００９６】
＜物理チャンネルによる送信アンテナの個数選択＞
【００９７】
　同一の基地局から伝送される一つ以上の物理チャンネルは、それぞれ異なる個数のアン
テナを使用することができる。このとき、送信アンテナの個数が多い場合、各アンテナ別
にパイロットシンボルが使用されるので、高いパイロットシンボルオーバーヘッドが発生
するおそれがある。
【００９８】
　このとき、低周波領域の物理チャンネルでは無線資源（例えば、割り当てられた帯域幅
）が十分でないので、少ない個数の送信アンテナを使用するように構成することによって
、データの伝送率を増加させることが望ましい。また、低周波領域の物理チャンネルの場
合、送信アンテナの相関度が高い。したがって、Ｔ個（又は４個）の送信アンテナで相関
度の低いＫ個（又は２個）の送信アンテナを選択して使用すれば、最大のランクでデータ
を伝送することができる。例えば、基地局が多数のアンテナを使用する場合、空間上に最
も遠く離れているアンテナを選択することによって、アンテナ間の相関度を減少させるこ
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とができる。
【００９９】
　また、同一の基地局から伝送される多数のＲＦが互いに異なる個数の送信アンテナを用
いる場合、各ＲＦ別に独立的な放送チャンネル（ＢＣＨ：Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）を有することができ、それぞれ異なる個数の送信アンテナを用いることができる
。
【０１００】
　物理チャンネルによる送信アンテナの個数を決定する方法は、図７のＳ７０４段階で使
用される。また、物理チャンネルの特性によって物理チャンネルに対する送信アンテナの
個数を決定する方法は、図７とは独立的に使用される。
【０１０１】
＜参照信号構造＞
【０１０２】
　図１０は、本発明の一実施例として、物理チャンネルの特性によって適用される参照信
号構造の各例示を示す。
【０１０３】
　各物理チャンネルの周波数特性及び端末の移動速度によって、物理チャンネル間に及ぶ
干渉の影響が異なり得る。したがって、基地局及び端末は、各物理チャンネル別に異なる
参照信号（ＲＳ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）割り当て構造を用いることができ
る。また、基地局及び端末は、物理チャンネルに割り当てられる送信アンテナの個数別に
多数の参照信号（又はパイロットシンボル）割り当て構造を生成しておき、チャンネル状
況又は物理チャンネルによって異なる形態の参照信号割り当て構造を使用することができ
る。
【０１０４】
　図１０の参照信号割り当て構造は、固定的に使用されたり、一定時間ごとに変更される
。一定時間ごとに参照信号構造が変更される場合、基地局は、参照信号構造が変更される
ときごとに変更された参照信号構造に対する情報を端末に知らせることが望ましい。
【０１０５】
　図１０は、本発明の各実施例で使用される各参照信号の一例として、三つのＲＳ構造を
示す。このとき、図１０（ａ）は、第１のタイプの参照信号構造（ＲＳ　ｔｙｐｅ―１）
であって、周波数領域及び時間領域に均等な分布として参照信号が割り当てられた構造を
示す。
【０１０６】
　図１０（ｂ）は、第２のタイプの参照信号構造（ＲＳ　ｔｙｐｅ―２）であって、時間
領域より周波数領域上に相対的に多くの参照信号が割り当てられた参照信号構造を示す。
また、図１０（ｃ）は、第３のタイプの参照信号構造（ＲＳ　ｔｙｐｅ―３）であって、
周波数領域より時間領域上に相対的に多くの参照信号が割り当てられた参照信号構造を示
す。基地局は、状況によって図１０の参照信号タイプを選択して適用することができ、こ
れを端末に知らせることができる。
【０１０７】
　低周波帯域の物理チャンネルの場合、相対的に周波数選択性が大きく、移動速度による
チャンネル変化に強い。したがって、基地局は、周波数領域で相対的に多数の参照信号を
割り当て、時間領域に相対的に少ない量の参照信号を割り当てることによって、チャンネ
ル推定性能を最適化することができる。一例として、基地局は、周波数選択性が相対的に
大きい低周波帯域の物理チャンネルの場合、図１０（ｂ）のようなパイロットシンボル構
造を適用することができる。
【０１０８】
　高周波帯域の物理チャンネルの場合、周波数選択性が相対的に小さく、移動速度による
チャンネル変化に敏感である。したがって、基地局は、特定資源ブロックで時間領域に多
くの量の参照信号を割り当て、周波数領域に相対的に少ない量の参照信号を割り当てるこ
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とによって、チャンネル推定性能を最適化することができる。一例として、基地局は、実
時間サービスを提供する場合、時間領域上に参照信号がより多く割り当てられた形態の参
照信号を特定物理チャンネルに使用することによって、高速移動環境でも高いチャンネル
推定性能を維持することができる。
【０１０９】
　図１０で、基地局は、ＴＤＤモードを使用する物理チャンネルで専用参照信号を使用す
ることができる。これを通して、基地局は、コントロールチャンネルのオーバーヘッドを
最小化し、各参照信号によるオーバーヘッドも減少させることができる。また、基地局は
、ＦＤＤモードを使用する物理チャンネルでは共通参照信号を使用し、チャンネル状態情
報のフィードバックを容易にすることができる。
【０１１０】
　図１０を参照して説明した参照信号の割り当て構造は、本発明の技術的思想を容易に説
明するためのもので、多様な形態で変形される。すなわち、物理チャンネルの特性によっ
て異なる参照信号構造を適用することができる。例えば、低周波領域の物理チャンネルの
場合、ＴＤＤモードを用いて物理チャンネルを構成することができる。このとき、周波数
領域上に相対的に多くの量の参照信号を割り当てることによって、最適化された通信シス
テムを構成することができる。また、高周波領域の物理チャンネルの場合、ＦＤＤモード
を用いて物理チャンネルを構成することができる。このとき、時間領域上に相対的に多く
の量の参照信号を割り当てることによって、最適化された通信システムを構成することが
できる。
【０１１１】
　図１０は、図７のＳ７０５段階で使用され、図７とは独立的に基地局で物理チャンネル
を構成するときに使用することができる。
【０１１２】
＜端末レベルによる物理チャンネルの個数決定方法＞
【０１１３】
　図１１は、本発明の一実施例として、端末の用途又はレベルによって物理チャンネルの
個数を決定する方法のうち一つを示す図である。
【０１１４】
　一つ以上の物理チャンネルが存在するシステムで同時に多くの個数の物理チャンネルを
受信すれば、複雑度が増加するようになる。このとき、端末（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ）の用途及びレベル（ＵＥ　ｃｌａｓｓ）によって、各端末で同時に受信でき
る物理チャンネルの最大個数を限定することができる。また、端末レベルによって、隣接
した物理チャンネル（ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　ＰＨＹ）のみを同時に使用できる端末と、
隣接していない物理チャンネル（ｎｏｎ―ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　ＰＨＹ）も同時に使用
できる端末レベルを定義することによって、端末のレベル（ＵＥ　ｃｌａｓｓ）を分類す
ることができる。
【０１１５】
　図１１を参照すれば、本発明の各実施例が適用されるＲＦシステムは、Ｍ個の物理チャ
ンネルを使用することができる。このとき、第１のレベル（Ｃｌａｓｓ１）に属する端末
は、周波数帯域全体の物理チャンネルをいずれも用いることができ、第２のレベル（Ｃｌ
ａｓｓ２）に属する端末は一つの物理チャンネルのみを用いることができ、第３のレベル
（Ｃｌａｓｓ３）に属する端末は第２の物理チャンネル（ＰＨＹ＿２）及び第３の物理チ
ャンネル（ＰＨＹ＿３）のみを用いることができる。また、第４のレベル（Ｃｌａｓｓ４
）に属する端末は、第１の物理チャンネル（ＰＨＹ＿１）及び第１の物理チャンネルと隣
接していない他の物理チャンネル（ＰＨＹ＿Ｎ）のみを用いることができる。
【０１１６】
　また、本発明の各実施例で、特定端末のレベル（ＵＥ　ｃｌａｓｓ）は、システム具現
の複雑度を低下させるために、ＦＤＤ、ＴＤＤ又はその他の多重化モードのうち一つのみ
をサポートするように構成することができる。したがって、端末は、多数の物理チャンネ
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ルのうち該当の多重化モードで動作する物理チャンネルのみを使用することができる。ま
た、前記端末は、多数の物理チャンネルを使用することもでき、一つの物理チャンネルの
みを使用することもできる。
【０１１７】
　特定端末のレベル（ＵＥ　ｃｌａｓｓ）は、特定物理チャンネルのみを受信できるよう
に構成することができる。このとき、特定物理チャンネルとは、ＭＢＳ（Ｍｕｌｔｉｃａ
ｓｔｉｎｇ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を含む物理チャンネルである
か、又はＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）をサポートする物理チャンネルである
。
【０１１８】
　図１２は、本発明の一実施例として、制御メッセージを用いて最適化された各物理チャ
ンネルを割り当てる方法を示す図である。
【０１１９】
　図１２を参照すれば、基地局は、物理チャンネルを生成し、各物理チャンネルを最適化
することができる。すなわち、基地局は、各物理チャンネルの周波数帯域によって物理チ
ャンネルを最適化したり、各物理チャンネル間の協力を通してシステムの性能を向上させ
ることができる。したがって、基地局は、上述した図７～図１１を参照して説明した各方
法を用いて物理チャンネルを割り当てることができる（Ｓ１２０１）。
【０１２０】
　基地局は、Ｓ１２０１段階で割り当てた物理チャンネルに対する各情報を制御メッセー
ジを通して端末に伝送することができる（Ｓ１２０２）。
【０１２１】
　このとき、Ｓ１２０２段階で基地局が端末に伝送する物理チャンネル割り当て情報は、
図７～図１１を参照して説明したように、物理チャンネルの特性による物理チャンネルモ
ード情報、ＭＴＲ制限技法の使用時に各物理チャンネルが割り当てられた周波数帯域別ラ
ンク情報、物理チャンネルの特性によって選択したコードワード情報、各物理チャンネル
の周波数特性によって割り当てられたアンテナの個数に対する情報、物理チャンネル別の
参照信号割り当て構造情報及び端末のレベルによって割り当てられる物理チャンネルの個
数に対する情報を含むことができる。
【０１２２】
　基地局及び端末は、前記制御メッセージを通して割り当てた物理チャンネルを用いてダ
ウンリンクデータ及びアップリンクデータを送受信することができる（Ｓ１２０３）。
【０１２３】
　図１２でＳ１２０２段階で使用される制御メッセージとして、多様な種類の制御シグナ
ルが使用される。本発明の各実施例では、物理的ダウンリンク制御チャンネル（ＰＤＣＣ
Ｈ）又は物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）が使用される。
【０１２４】
　以下では、多重物理チャンネルのための制御信号シグナリング方法について詳細に説明
する。
【０１２５】
＜ダウンリンク制御シグナリング＞
【０１２６】
　図１３は、本発明の一実施例として、多重ＰＤＣＣＨが物理チャンネルを介して伝送さ
れる方法を示す図である。
【０１２７】
　ダウンリンクデータ伝送に対する情報を知らせるためのＰＤＣＣＨチャンネルは、多数
の物理チャンネルを使用することができる。ただし、基地局は、ＰＤＣＣＨが使用する物
理チャンネルの個数を端末に知らせなければならない。このとき、基地局は、多数の物理
チャンネル（ＰＨＹ）に割り当てられた多数のＰＤＣＣＨを図６のように多様なタイプで
端末に知らせることができる。
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【０１２８】
　図６を参照すれば、第１のタイプ及び第２のタイプは、多数のダウンリンクに対する制
御情報を同時に伝送できる方式を示す。以下では、図６のように、制御チャンネルを伝送
するために多重ＰＤＣＣＨを構成して伝送する方法について説明する。本発明の各実施例
で、ダウンリンクのための多数のＰＤＣＣＨ情報をグルーピングしたものを多重ＰＤＣＣ
Ｈ（ｍｕｌｔｉ―ＰＤＣＣＨ）と称し、アップリンクのための多数のＰＵＣＣＨ情報をグ
ルーピングしたものを多重ＰＵＣＣＨ（ｍｕｌｔｉ―ＰＵＣＣＨ）と称することができる
。
【０１２９】
　多重ＰＤＣＣＨ（Ｍｕｌｔｉ―ＰＤＣＣＨ）を構成する方法は、大きくジョイントコー
ディング（ｊｏｉｎｔ　ｃｏｄｉｎｇ）方式と分散型コーディング方式に区分することが
できる。
【０１３０】
　基地局は、多重ＰＤＣＣＨを構成するにおいて、全ての物理チャンネルのダウンリンク
データ情報を同時にチャンネル符号化し、ジョイントコーディングを行うことができる。
ジョイントコーディング時、一つの集中化されたＰＤＣＣＨが全てのダウンリンクデータ
伝送に対する情報を有しているので、端末は、集中化されたＰＤＣＣＨを受信したとき、
多数の物理チャンネルから伝送されるダウンリンクデータを受信することができる。
【０１３１】
　端末がジョイントコーディング方式を用いて生成された多重ＰＤＣＣＨを受信すれば、
端末は、１回のチャンネル復号を通して多数の物理チャンネルに対するダウンリンクデー
タ情報を全て得ることができる。
【０１３２】
　基地局は、分散型コーディング方式を使用して多数のＰＤＣＣＨ情報を端末に伝送する
ことができる。基地局は、分散型コーディング方法を使用して多重ＰＤＣＣＨを構成する
ことができる。例えば、基地局は、各物理チャンネルのＰＤＣＣＨをそれぞれ符号化し、
それぞれ符号化されたＰＤＣＣＨをパッキングし、多重ＰＤＣＣＨを構成することができ
る。すなわち、基地局は、多くのＰＤＣＣＨをそれぞれコーディングし、これを再びグル
ーピングすることによって、特定資源領域を通して多重ＰＤＣＣＨを端末に伝送すること
ができる。
【０１３３】
　基地局でジョイントコーディング又は分散型コーディング方式を用いて集中された多重
ＰＤＣＣＨは、一つ以上の物理チャンネルのＰＤＣＣＨチャンネル領域を通して端末に伝
送される。
【０１３４】
　多重ＰＤＣＣＨは、図６の第１のタイプ又は第２のタイプの形態で伝送される。したが
って、多重ＰＤＣＣＨに含まれたそれぞれのＰＤＣＣＨは、同一の符号化率を有すること
が望ましい。しかし、エラー確認のためのＣＲＣは、各ＰＤＣＣＨ別に適用したり、多重
ＰＤＣＣＨのみに適用したり、又は、各ＰＤＣＣＨに適用した後、多重ＰＤＣＣＨ全体に
適用することができる。
【０１３５】
　このとき、各ＰＤＣＣＨ及び多重ＰＤＣＣＨの両方にＣＲＣを適用する場合、ＣＲＣの
長さはそれぞれ異なり得る。また、多数のＰＤＣＣＨを用いて多重ＰＤＣＣＨを構成する
ためには、各ＰＤＣＣＨがいずれの物理チャンネルのためのＰＤＣＣＨであるかに対する
指示が必要である。このために、各ＰＤＣＣＨに特定パターンのＣＲＣマスキング技法を
適用することができる。
【０１３６】
　したがって、各ＰＤＣＣＨがＣＲＣを含む場合、ＣＲＣマスキングパターンを用いて該
当のＰＤＣＣＨがいずれの物理チャンネルのためのＰＤＣＣＨであるかを区分することが
できる。図１３は、図６の第２のタイプを用いて多重ＰＤＣＣＨを適用する方法を示す図
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である。
【０１３７】
　多重ＰＤＣＣＨの場合、図６の第１のタイプのように、特定物理チャンネルのみを介し
て伝送されたり、多くの物理チャンネルを介して伝送される。多重ＰＤＣＣＨは、第１の
タイプのような方法で伝送される場合、多数の物理チャンネルのダイバーシティ利得を極
大化するために、物理チャンネル間に定められた特定パターンによってホッピングされて
伝送される。このようなホッピング方法を適用する場合、物理チャンネルのダイバーシテ
ィ利得を得ることができる。
【０１３８】
　また、第１のタイプと第２のタイプをチャンネル状況によって適応的に使用することが
できる。例えば、高速移動環境の移動端末は、いずれの物理チャンネルの環境が良いかを
判断しにくい。したがって、高速の移動端末は、多数の物理チャンネルを用いて多重ＰＤ
ＣＣＨを伝送することによって、チャンネルダイバーシティ利得を獲得することができる
。
【０１３９】
　低速移動環境の移動端末の場合、移動端末は、多様なフィードバックチャンネルを介し
ていずれの物理チャンネルが良好であるかを判断することができる。したがって、低速の
移動端末は、時間によって特定物理チャンネルを選択して伝送することができる。この場
合、基地局は、多重ＰＤＣＣＨを伝送する物理チャンネルに対する情報を移動端末に知ら
せることが望ましい。
【０１４０】
　図１４は、本発明の一実施例として階層化されたＰＤＣＣＨ構造を示す図である。
【０１４１】
　図１４では、図６を参照して説明した第３のタイプでＰＤＣＣＨを伝送する場合を仮定
する。基地局がＰＤＣＣＨを図６の第３のタイプのように伝送する場合、端末は、物理チ
ャンネルごとに該当のＰＤＣＣＨを受信するために数十回のブラインド検出方法を行う。
ブラインド検出方法は、端末の電力を多く消耗し、受信機の複雑度を増加させるという短
所を有する。
【０１４２】
　したがって、このような問題を解決するために、基地局は、各物理チャンネルのＰＤＣ
ＣＨ位置を端末に知らせたり、各物理チャンネルで該当の端末に対するＰＤＣＣＨの割り
当て有無を知らせるＰＤＣＣＨマップを予め定められたチャンネルを介して端末に伝送す
る方法を使用することができる。
【０１４３】
　このように、端末は、受信したＰＤＣＣＨマップを用いてブラインド検出回数を減少又
は除去することによって、受信機の複雑度を低下させることができる。また、端末は、こ
のような過程で浪費される電力消耗を大いに減少させることができる。しかし、ＰＤＣＣ
Ｈマップは、強い信頼度を有するように構成しなければならない。したがって、ＰＤＣＣ
Ｈマップは、図１４のように特定物理チャンネルを介して端末に伝送されることが望まし
い。
【０１４４】
　例えば、基地局は、第１の物理チャンネル（ＰＨＹ＿１）を介してＰＤＣＣＨマップを
端末に伝送することができる。ただし、基地局は、ＰＤＣＣＨマップを伝送するために第
１の物理チャンネルを固定して使用することができ、チャンネル状況によって一定の時間
周期で物理チャンネルを変更することができる。
【０１４５】
　端末レベル（ＵＥ　ｃｌａｓｓ）によって、多数の物理チャンネルが割り当てられる周
波数帯域が異なり得る。このとき、基本的に最も低い周波数帯域を用いてＰＤＣＣＨマッ
プを伝送することができる。これは、低い周波数帯域の信頼度が最も高いためである。
【０１４６】
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　しかし、ＰＤＣＣＨマップを伝送する物理チャンネルは、時間によって変更される。ま
た、一定のホッピングパターンによって、ＰＤＣＣＨマップは、多数の物理チャンネルか
ら伝送されたり、多数の物理チャンネルに分散されて伝送される。
【０１４７】
　全ての物理チャンネルにＰＤＣＣＨが伝送されない場合、基地局は、ＰＤＣＣＨの存在
有無を知らせるためにＰＤＣＣＨマップを端末に伝送したり、ＰＤＣＣＨマップを端末に
伝送しないことによって、端末がエラーの発生を認識することができる。
【０１４８】
＜アップリンクフィードバックチャンネル＞
【０１４９】
　一つの端末に多数のダウンリンク物理チャンネルが割り当てられる場合、端末は、各物
理チャンネルに対するチャンネル状態情報を基地局にフィードバックすることによって、
適応的にシステムを最適化することができる。
【０１５０】
　次の表２は、物理的アップリンク共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）報告モードのためのＣ
ＱＩ及びＰＭＩフィードバックタイプモードの一例を示す。
【０１５１】
【表２】

【０１５２】
　前記表２は、無線接続システムのうち一つである３ＧＰＰ　ＬＥＴシステムのアップリ
ンクデータチャンネルを用いたチャンネル状態情報フィードバックモードを示す。表２を
参照すれば、各チャンネル状態情報フィードバックモードによって、チャンネル品質指示
子（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）及びプリコーディ
ングマトリックスインデックス（ＰＭＩ：Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｅ
ｘ）の周波数領域の粒度（Ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）が多様に分けられる。
【０１５３】
　例えば、モード２―０は、ＰＭＩが使用されず、フィードバックＰＵＳＣＨ　ＣＱＩタ
イプが端末選択のサブバンドＣＱＩであることを示し、モード３―０は、ＰＭＩが使用さ
れず、フィードバックＰＵＳＣＨ　ＣＱＩタイプが上位階層で構成されたサブバンドＣＱ
Ｉであることを示す。モード３―１は、単一のＰＭＩの場合、フィードバックＰＵＳＣＨ
　ＣＱＩタイプが上位階層で構成されたサブバンドＣＱＩであることを示す。また、モー
ド１―２は、多重ＰＭＩの場合、フィードバックＰＵＳＣＨ　ＣＱＩタイプが広帯域ＣＱ
Ｉであることを示し、モード２―２は、フィードバックＰＵＳＣＨ　ＣＱＩタイプが端末
選択のサブバンドＣＱＩであるとき、多重ＰＭＩが使用されることを示す。
【０１５４】
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　それぞれの状態情報フィードバックモードによってフィードバックオーバーヘッドとシ
ステム性能がそれぞれ異なる。したがって、端末の移動速度及び多重アンテナチャンネル
状態などに合わせたチャンネル状態情報フィードバックモードを使用することによって、
システムを最適化することができる。表２の場合、基地局の要請によってチャンネル状態
情報をフィードバックする方法を一般的に適用することができる。
【０１５５】
　次の表３は、物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）報告モードに対するＣ
ＱＩ及びＰＭＩフィードバックタイプモードの一例を示す。
【０１５６】
【表３】

【０１５７】
　前記表３の各フィードバックモードは、主に周期的なチャンネル状態情報フィードバッ
クを使用し、これが制御チャンネルを介して伝送される。特定システムがＳＣ―ＦＤＭＡ
（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ―ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）をアップリンクに使用する場合、ＰＵＣＣＨ報告モードとアップ
リンクデータ伝送は同時に行われない。この場合、前記ＰＵＣＣＨ報告は、データチャン
ネルを介して伝送されることが望ましい。
【０１５８】
　表３を参照すれば、モード１―０は、ＰＭＩが使用されない広帯域ＣＱＩを示し、モー
ド１―１は、単一のＰＭＩが使用される広帯域ＣＱＩを示す。モード２―０は、ＰＭＩが
使用されない端末選択のサブバンドＣＱＩを示し、モード２―１は、単一のＰＭＩが使用
される端末選択のサブバンドＣＱＩを示す。
【０１５９】
＜物理チャンネル間の同期的チャンネル状態情報フィードバック方法＞
【０１６０】
　図１５は、本発明の一実施例として、全てのアップリンクのＰＵＣＣＨ報告周期を同期
化する場合を示す図である。
【０１６１】
　前記表３の周期的なチャンネル状態情報フィードバックを適用する場合、端末は、二つ
の形態で周期的ＰＵＣＣＨ報告を行うことができる。一つの形態は、全てのアップリンク
チャンネルのＰＵＣＣＨ報告周期を同一に使用することであり、他の一つの形態は、それ
ぞれのアップリンク物理チャンネルが互いに異なる周期を有するようにするが、互いに倍
数の周期を有するように設計し、効率的なチャンネル状態情報フィードバックを行うこと
である。
【０１６２】
　図１５のように全てのアップリンクのＰＵＣＣＨ報告周期を同期化する場合、多数のＰ
ＵＣＣＨをグルーピングして多重ＰＵＣＣＨを生成することができ、多重ＰＵＣＣＨは、
本発明のダウンリンクで提案した形式のうち一つで伝送することができる。この場合、全
てのアップリンク物理チャンネルが同一の周期を有するので、各フィードバック時点ごと
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に特定アップリンク物理チャンネルに多重ＰＵＣＣＨ伝送を行うことができる。
【０１６３】
　図１６は、本発明の一実施例として、各アップリンク物理チャンネルの周期を倍数形態
（又は非周期的形態）で構成する一例を示す図である。
【０１６４】
　図１６のように非周期的にフィードバックされるＰＵＳＣＨ報告で、アップリンク及び
ダウンリンクの物理チャンネルの個数が対称的である場合、多重ＰＵＳＣＨの形態を構成
しないことが望ましい。ただし、ＰＵＳＣＨ報告の場合、端末に付加されるオーバーヘッ
ドが大きいので、特定アップリンク物理チャンネルのみに多重ＰＵＳＣＨを構成して伝送
することができる。
【０１６５】
　多数のアップリンク物理チャンネルが存在する場合、一つのアップリンク物理チャンネ
ルのみをＰＵＣＣＨ報告のために使用することができる。このとき、端末が多数のダウン
リンク物理チャンネルのための多数の周期的ＰＵＣＣＨ報告を同時に基地局に伝送する場
合、端末は、順序にしたがって１回に一つのＰＵＣＣＨのみを伝送することもできる。こ
の場合、多数のダウンリンク物理チャンネルに対するＰＵＣＣＨは、循環反復の形態で伝
送されるように構成することができる。
【０１６６】
　基地局が多重ＰＵＣＣＨを伝送するとき、既存のＰＵＣＣＨチャンネルの容量が不足す
るおそれがある。この場合、基地局は、アップリンクデータチャンネルであるＰＵＳＣＨ
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して多重ＰＵ
ＣＣＨを伝送することができる。このとき、基地局は、多重ＰＵＳＣＨをデータと結合し
て伝送することもでき、多重ＰＵＣＣＨのみを伝送することもできる。
【０１６７】
　基地局は、多数のＰＵＣＣＨがグルーピングされた多重ＰＵＣＣＨを特定アップリンク
物理チャンネルのみを介して伝送することもできる。また、基地局は、多重ＰＵＣＣＨを
時間によって特定アップリンク物理チャンネルを選択することによって伝送することもで
きる。また、基地局は、多重ＰＵＣＣＨに予め定義したホッピングパターンを適用するこ
とによって、多重ＰＵＣＣＨがホッピングされて伝送され、その結果、各物理チャンネル
間のダイバーシティ利得を極大化することができる。
【０１６８】
　以下では、周波数分割多重化方法を使用する場合、非対称的にダウンリンク及びアップ
リンク物理チャンネルを割り当てる方法について説明する。
【０１６９】
＜非対称的ＵＬ／ＤＬ　ＦＤＤ割り当て方法＞
【０１７０】
　以下では、ダウンリンク物理チャンネルをＤＬ＿ＰＨＹとし、アップリンク物理チャン
ネルをＵＬ＿ＰＨＹとする。ここで、一つの端末機がＤ個のＤＬ＿ＰＨＹを使用し、Ｕ個
のＵＬ＿ＰＨＹを使用するとき、Ｄ＝Ｕを満足しない場合、これは、アップリンク及びダ
ウンリンクが常に非対称的構造を有することを意味する（図５参照）。
【０１７１】
　特定フレームが非対称的構造を有する場合、端末及び基地局で多様な制御情報を送／受
信するのに問題が発生するおそれがある。したがって、以下の本発明の各実施例では、多
重ＲＦをサポートするシステムでアップリンク及びダウンリンクが非対称的構造である場
合、制御チャンネルの容量を増大させる方法について説明する。
【０１７２】
（１）ダウンリンク制御シグナリング
【０１７３】
　ダウンリンク制御シグナリングのために、物理的ＨＡＲＱ指示子（ＰＨＩＣＨ：Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉｎ
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ｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）バンドリング（ｂｕｎｄｌｉｎｇ）技法を使用するこ
とができる。ＰＨＩＣＨバンドリング技法は、次の通りである。
【０１７４】
　Ｄ＜Ｕ形態の非対称的構造を有する場合、多数のＵＬ＿ＰＨＹチャンネルに対して少数
のＤＬ＿ＰＨＹチャンネルを用いて適切なＨＡＲＱプロセスを具現しなければならない。
したがって、アップリンクデータ伝送に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫチャンネルである物理的
ＨＡＲＱ指示子チャンネル（ＰＨＩＣＨ）の容量は、対称的構造に比べて増大されること
が望ましい。しかし、ＰＨＩＣＨの容量を増大させることは容易でない。
【０１７５】
　したがって、このような問題を効果的に解決するために、一つのＰＨＩＣＨにＡＣＫ／
ＮＡＣＫ信号を伝送する方法を考慮することができる。このとき、受信端でＮＡＣＫが発
生した場合、送信端は、多数のＵＬ＿ＰＨＹのうち一つ以上のＵＬ＿ＰＨＹチャンネルで
エラーが発生したと認識することができる。すなわち、送信端は、全てのＵＬ＿ＰＨＹを
再び伝送することができる。
【０１７６】
　ただし、この場合、一つのＵＬ＿ＰＨＹでエラーが発生するとしても、全てのＵＬ＿Ｐ
ＨＹに対するデータを全て再伝送しなければならないという問題が発生する。したがって
、一つのＰＨＩＣＨチャンネル及び他の一つのＰＤＣＣＨを用いて、このような問題を解
決することができる。
【０１７７】
　例えば、ＰＨＩＣＨは、多数のＵＬ＿ＰＨＹのうちエラー発生有無のみを指示し、特定
ＰＤＣＣＨは、特定ＵＬ＿ＰＨＹでエラーが発生したかどうかを知らせることができる。
これを通して、送信端は、少数のＤＬ＿ＰＨＹチャンネルを用いて多数のＵＬ＿ＰＨＹの
ＨＡＲＱプロセスを効果的に制御することができる。
【０１７８】
　Ｄ＞Ｕである形態の非対称的構造を有する場合、少数のＵＬ＿ＰＨＹチャンネルに関す
るＰＨＩＣＨを多数のＤＬ＿ＰＨＹのうちいずれのＤＬ＿ＰＨＹチャンネルを介して伝送
しなければならないかに関する指示が必要である。このために、各ＵＬ＿ＰＨＹに対して
、ＰＨＩＣＨチャンネルをＤ個のＤＬ＿ＰＨＹチャンネルに１：１にマッピングして伝送
することができる。また、特定ＤＬ＿ＰＨＹチャンネルに多数のＰＨＩＣＨチャンネルを
割り当てて伝送することもできる。
【０１７９】
　ダウンリンク制御シグナリングのために、スケジューリング確認指示フィールドを用い
ることができる。
【０１８０】
　Ｄ＜Ｕ又はＤ＞Ｕである場合、各ＵＬ＿ＰＨＹに対するスケジューリング確認のための
ＰＤＣＣＨがいずれのＤＬ＿ＰＨＹチャンネルを介して伝送されるかに対する指示が必要
である。この場合、多数の端末識別子（ＵＥ＿ＩＤ）を一つの端末に割り当て、スケジュ
ーリング確認のためのＰＤＣＣＨに対してＣＲＣマスキングを行い、特定ＵＥ＿ＩＤを用
いてスケジューリング確認を受ければ、該当のＵＥ＿ＩＤが特定ＵＬ＿ＰＨＹチャンネル
を示しているので、これに対する指示が可能である。さらに、一つのＤＬ＿ＰＨＹチャン
ネルに一つの端末のための多数の端末識別子（ＵＥ＿ＩＤ）を有するスケジューリング確
認ＰＤＣＣＨが伝送されるようにすれば、Ｄ＜Ｕである場合も、一つのＤＬ＿ＰＨＹを用
いて多数のＵＬ＿ＰＨＹに関するスケジューリング確認ＰＤＣＣＨを伝送できるので、Ｐ
ＤＣＣＨがブラインド検出に基づいて構成されていても、資源割り当てを行うことができ
る。
【０１８１】
（２）アップリンクフィードバックチャンネル
【０１８２】
　送信端は、アップリンクフィードバックチャンネルに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリ



(25) JP 2016-48969 A 2016.4.7

10

20

30

40

ング技法を使用することができる。以下では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング技法につい
て説明する。
【０１８３】
　多数のＤＬ＿ＰＨＹチャンネルに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を少数のＵＬ＿ＰＨＹチ
ャンネルを介して伝送するためには、多数のＡＣＫ／ＮＡＣＫチャンネルを伝送しなけれ
ばならない。しかし、既存のＡＣＫ／ＮＡＣＫチャンネルの容量を増加させるのは容易で
ないので、多数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をＰＵＳＣＨを介して伝送するように構成するこ
とができる。
【０１８４】
　また、送信端及び受信端は、既存のようにＡＣＫ／ＮＡＣＫチャンネルを使用し、この
情報は、多数のＤＬ＿ＰＨＹチャンネルのうち一つ以上のＤＬ＿ＰＨＹチャンネルにエラ
ーがあることを指示し、次のサブフレーム又はＰＵＳＣＨチャンネルでいずれかのＤＬ＿
ＰＨＹチャンネルにエラーが発生したことを指示することができる。また、送信端及び受
信端は、多数のＡＣＫ／ＮＡＣＫチャンネルを順次受けて使用することができる。
【０１８５】
　アップリンクフィードバックチャンネルのための多重ＰＵＣＣＨ伝送（Ｍｕｌｔｉ―Ｐ
ＵＣＣＨ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）方法は、次の通りである。
【０１８６】
　Ｄ＞Ｕである場合、送信端又は受信端は、特定ＵＬ＿ＰＨＹチャンネルでは、多数のＤ
Ｌ＿ＰＨＹチャンネルに対するＰＵＣＣＨをグルーピングし、多重ＰＵＣＣＨを生成して
伝送することができ、他のＵＬ＿ＰＨＹチャンネルでは、一つのＤＬ＿ＰＨＹチャンネル
に対するＰＵＣＣＨを伝送することができる。
【０１８７】
　一実施例で、５個のＤＬ＿ＰＨＹチャンネル（ＤＬ＿ＰＨＹ＿ｉ、ｉ＝１、２、…、５
）及び３個のＵＬ＿ＰＨＹ（ＵＬ＿ＰＨＹ＿ｕ、ｕ＝１、２、３）チャンネルが一つの端
末機に割り当てられた場合、ＵＬ＿ＰＨＹ＿１がＤＬ＿ＰＨＹ＿１、ＤＬ＿ＰＨＹ＿２、
ＤＬ＿ＰＨＹ＿３に対するＰＵＣＣＨをグルーピングして多重ＰＵＣＣＨを伝送し、残り
のＵＬ＿ＰＨＹ＿２はＤＬ＿ＰＨＹ＿４に対するＰＵＣＣＨを伝送し、ＵＬ＿ＰＨＹ＿３
はＤＬ＿ＰＨＹ＿５に対するＰＵＣＣＨを伝送するように構成することができる。
【０１８８】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態で具体化され
得る。したがって、上述した詳細な説明は、全ての面で制限的に解釈してはならず、例示
的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲の合理
的な解釈によって決定しなければならず、本発明の等価的範囲内での全ての変更は本発明
の範囲に含まれる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係のない各請求項を結合して
実施例を構成したり、出願後の補正によって新しい請求項を含ませることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１８９】
　本発明の各実施例は、多様な無線接続システムに適用され得る。多様な無線接続システ
ムの一例として、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　
Ｐｒｏｊｅｃｔ）、３ＧＰＰ２及び／又はＩＥＥＥ　８０２．ｘｘ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ　
８０２）システムなどがある。本発明の各実施例は、前記多様な無線接続システムのみな
らず、前記多様な無線接続システムを応用した全ての技術分野に適用され得る。
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