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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてユーザ機器で基地局からダウンリンク信号を受信する方法で
あって、
　前記方法は、
　ダウンリンク制御情報を伝達するダウンリンク制御チャネルを受信することと、
　２個以下のコードワードを伝達するダウンリンクデータチャネルを受信することと
　を含み、
　前記ダウンリンク制御情報に含まれるスワッピングフラグは、前記基地局における２個
の転送ブロックと２個のコードワードとのマッピング関係を規定し、
　前記基地局において前記２個の転送ブロックのうちの１個の転送ブロックが不活性化さ
れる場合、前記スワッピングフラグは、使用が留保される、方法。
【請求項２】
　前記２個の転送ブロックのうちの前記１個の転送ブロックが不活性化される場合、前記
ダウンリンク制御情報に含まれる前記２個の転送ブロックのうちの前記１個の転送ブロッ
クに対する変調及びコーディング方式インデックスが０として構成される、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記２個の転送ブロックのうちの前記１個の転送ブロックが不活性化される場合、前記
スワッピングフラグの値によらずに、もう１個の転送ブロックは、前記２個のコードワー
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ドのうちの所定のコードワードにマッピングされる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記２個の転送ブロックの全てが活性化され、前記スワッピングフラグが０の値を有す
る場合、第１転送ブロックは第１コードワードにマッピングされ、第２転送ブロックは第
２コードワードにマッピングされ、
　前記２個の転送ブロックの全てが活性化され、前記スワッピングフラグが１の値を有す
る場合、前記第１転送ブロックは前記第２コードワードにマッピングされ、前記第２転送
ブロックは前記第１コードワードにマッピングされる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ダウンリンクデータチャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）で
あり、
　前記ダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）であ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記２個の転送ブロックのうちの前記１個の転送ブロックが不活性化される場合、前記
ダウンリンク制御情報に含まれる前記２個の転送ブロックのうちの前記１個の転送ブロッ
クに対するリダンダンシーバージョンインデックスが１として構成される、請求項２に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムに係り、特に、転送ブロックとコードワード間のマッピン
グ関係を效率的に規定する方法とこれを用いてダウンリンク信号を效率的に転送する方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、通信システムで用いられる誤り制御アルゴリズムは、自動再送要求（Ａｕｔｏｍ
ａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ：ＡＲＱ）と誤り訂正（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒ
ｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ：ＦＥＣ）とに分類することができる。ＡＲＱ方式の種類
には、Ｓｔｏｐ　ａｎｄ　Ｗａｉｔ　ＡＲＱ、Ｇｏ－Ｂａｃｋ－Ｎ　ＡＲＱ、選択的反復
（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ－Ｒｅｐｅａｔ）ＡＲＱなどがある。Ｓｔｏｐ　ａｎｄ　Ｗａｉｔ
　ＡＲＱは、毎度転送されたフレームが正確に受信されたか否かを確認（ＡＣＫ信号確認
）した後に次のフレームを転送する手法であり、Ｇｏ－Ｂａｃｋ－Ｎ　ＡＲＱは、連続し
たＮ個のデータフレームを転送し、転送に成功しなかった場合、エラーの発生したフレー
ム以降に転送された全てのデータフレームを再転送する方式である。そして、選択的反復
ＡＲＱ手法は、エラーの生じたフレームのみを選択的に再転送する方式である。
【０００３】
　一方、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ
）とは、再転送と誤り訂正とを結合して誤りを制御する技術で、再転送時に受信されたデ
ータの誤り訂正符号能力を極大化させる方式のことをいう。再転送時に転送されるビット
の特性によって、ＣＣ（ｃｈａｓｅ　ｃｏｍｂｉｎｇ）、ＩＲ（ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ
　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ）ＨＡＲＱとに大別することができる。ＣＣ　ＨＡＲＱは、再転
送時に、１次転送で使用したデータをそのまま使用することによって受信端でＳＮＲ比を
高めて利得（ｇａｉｎ）を得る方法であり、ＩＲ　ＨＡＲＱは、再転送時に冗長ビット（
ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｂｉｔｓ）を転送して結合する方式で受信端でコーディング利得
（ｃｏｄｉｎｇ　ｇａｉｎ）を得、性能を向上させる方式である。
【０００４】
　図１は、ＨＡＲＱ方式のうち、Ｓｔｏｐ　ａｎｄ　Ｗａｉｔ　ＡＲＱ方式の概念を説明
するための図である。
【０００５】
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　図１に示すように、Ｓｔｏｐ　ａｎｄ　ｗａｉｔ　ＨＡＲＱプロトコルは、一つのプロ
セスブロックを転送した後、受信端から個別にＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）／ＮＡＣＫ（Ｎｏ　ＡＣＫ）を受信して、再転送するか否かを判別する方法である。こ
のようなＳｔｏｐ　ａｎｄ　ｗａｉｔ　ＨＡＲＱプロトコルは、最も単純ながらも効率的
な転送方法であるが、データの送信端がＡＣＫ／ＮＡＣＫをデータの受信端から受信する
までの往復時間（Ｒｏｕｎｄｉｎｇ　Ｔｒｉｐ　ｔｉｍｅ；以下、“ＲＴＴ”という。）
によりリンク転送効率が低下する。
【０００６】
　図２は、Ｎ－チャネルＳｔｏｐ　ａｎｄ　ｗａｉｔ　ＨＡＲＱプロトコル手法を説明す
るための図である。
【０００７】
　すなわち、Ｎ－チャネルＳｔｏｐ　ａｎｄ　ｗａｉｔ　ＨＡＲＱプロトコル手法は、図
１に基づいて上述した方式の問題点を補完するために、図２に示すように、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを送受信するまでにおいて転送リンクが使用されない時間に複数（Ｎ）の独立したＳ
ｔｏｐ－ａｎｄ　Ｗａｉｔ　ＨＡＲＱを動作させる手法を意味する。これにより、プロセ
シング遅延を減少させることができる。
【０００８】
　一方、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）
手法とは、基地局と端末機で２個以上の送／受信アンテナを用いて空間的に複数のデータ
ストリームを同時に送受信することによってシステムの容量を増加させる方式のことをい
う。このＭＩＭＯ手法によると、複数の送信アンテナを用いて送信ダイバーシティ（ｄｉ
ｖｅｒｓｉｔｙ）利得またはビームフォーミング（Ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）利得を得る
ことができる。
【０００９】
　送信ダイバーシティ手法は、複数の送信アンテナを通じて同一のデータ情報を転送する
ことによって、速い時変チャネル状況において高信頼度のデータ転送を可能にしながら、
受信機からのチャネル関連フィードバック情報なしにも具現できるというメリットを有す
る。ビームフォーミングは、複数の送信アンテナにそれぞれ好適な重み値を乗算して受信
機の受信ＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉ
ｓｅ　Ｒａｔｉｏ）を増加させるために用いられるもので、通常、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）システムでアップ／ダウンリンクのチ
ャネルが独立していることから、好適なビームフォーミング利得を得るためには高信頼性
のチャネル情報が必要とされ、よって、受信機から別のフィードバック（Ｆｅｅｄｂａｃ
ｋ）を受けて使用する。
【００１０】
　一方、単一ユーザ及び多重ユーザに対する空間多重化方式について簡略に説明すると、
下記の通りである。
【００１１】
　図３は、ＭＩＭＯ通信システムで用いれる空間多重化（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ：ＳＭ）及び空間分割多重接続（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式の概念を示す図である。
【００１２】
　単一ユーザに対する空間多重化は、ＳＭあるいはＳＵ－ＭＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓ
ｅｒ　ＭＩＭＯ）と呼ばれ、図３の左図に示すように、一つのユーザの複数のアンテナを
用いてデータを送信する。したがって、ＭＩＭＯチャネルの容量はアンテナ数に比例して
増加する。一方、多重ユーザに対する空間多重化は、ＳＤＭＡあるいはＭＵ－ＭＩＭＯ（
Ｍｕｌｔｉ－Ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ）で呼ばれ、図３の右図に示すように、複数のユーザア
ンテナを通じてデータを送受信する。
【００１３】
　ＭＩＭＯ手法の使用に当たり、同時に転送されるＮ個のデータストリームを、一つのチ
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ャネルエンコーディングブロックを用いて転送する単一コードワード（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃ
ｏｄｅＷｏｒｄ：ＳＣＷ）方式と、Ｎ個のデータストリームをＭ（ここで、Ｍは、常にＮ
より小さいまたは同一である。）個のチャネルエンコーディングブロックを用いて転送す
る多重コードワード（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ＣｏｄｅＷｏｒｄ：ＭＣＷ）方式がある。ここ
で、各チャネルエンコーディングブロックは、独立したコードワードをを生成し、各コー
ドワードは、独立したエラー検出が可能なように設計される。
【００１４】
　一方、かかるコードワードは、一つ以上のレイヤーを通じて転送され、各コードワード
を通じて転送される情報は、互いにスワッピング（ｓｗａｐｐｉｎｇ）して転送されるこ
とができる。また、複数のコードワードを同時に転送できる無線通信システムで、特定コ
ードワードそのものまたはそれを通じて転送される情報のサイズが０になる場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、上記の多重アンテナ通信システムにおいて、上述のように各コードワ
ードを通じて転送される情報がスワッピングされることを具体的に規定し、これを簡単な
スワッピングフラグによって明確に表す方法を提供することにある。
【００１６】
　特に、特定コードワードを通じて転送される情報のサイズが０の場合、上記のスワッピ
ングフラグとコードワードマッピングとの関係を明確に規定する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するための本発明の一実施形態では、２個以下のコードワードを同時に
転送できる多重アンテナシステムにおいてダウンリンク信号を転送する方法において、２
個以下の転送ブロック（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ）を、前記２個以下のコードワ
ードにマッピングし；前記２個以下のコードワードを４個以下のレイヤーにマッピングし
て、ダウンリンクデータチャネルを通じて転送し；及び、前記２個以下の転送ブロックと
前記２個以下のコードワードとのマッピング関係を規定するスワッピング指示子をダウン
リンク制御チャネルを通じて転送すること、を含むダウンリンク信号転送方法を提案する
。
【００１８】
　ここで、前記２個以下の転送ブロックのうち、第１転送ブロックのサイズが０の場合も
、第２転送ブロックのサイズが０の場合も存在することができ、前記第１転送ブロック及
び前記第２転送ブロックのうちいずれか一方のサイズが０の場合を受信側に知らせるため
に、変調及びコーディング方式（ＭＣＳ）インデックスを含む制御情報を用いることがで
きる。
【００１９】
　また、前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックのうちいずれかの一方のサイズ
が０の場合、前記スワッピングフラグは使用を留保することができ、このように前記第１
転送ブロック及び前記第２転送ブロックのうちいずれか一方のサイズが０の場合、前記ス
ワッピングフラグの論理値によらず、前記第１転送ブロックまたは前記第２転送ブロック
は第１コードワードにマッピングされるように設定することができる。
【００２０】
　また、前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックの両方ともサイズが０でなく、
前記スワッピングフラグが第１論理値を有する場合には、前記第１転送ブロックは第１コ
ードワードに、前記第２転送ブロックは第２コードワードにマッピングすることができ、
前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックの両方ともサイズが０でなく、前記スワ
ッピングフラグが第２論理値を有する場合、前記第１転送ブロックは前記第２コードワー
ドに、前記第２転送ブロックは前記第１コードワードにマッピングすることができる。
【００２１】
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　なお、前記ダウンリンクデータチャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣ
Ｈ）とし、前記ダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣ
Ｈ）とすることができる。
【００２２】
　一方、上記目的を達成するための本発明の他の実施形態では、第１転送ブロック及び第
２転送ブロックを含む転送ブロックと第１コードワード及び第２コードワードを含むコー
ドワードとのマッピング関係を規定する方法において、前記転送ブロックと前記コードワ
ードとのマッピング関係は、スワッピングフラグ及び用いられる転送ブロックまたはコー
ドワードの個数によって規定し、前記用いられる転送ブロックまたはコードワードの個数
が１である場合、前記スワッピングフラグの論理値によらず、前記第１転送ブロック及び
前記第２転送ブロックのうち、用いられる転送ブロックを前記第１コードワードにマッピ
ングし、前記用いられる転送ブロックまたはコードワードの個数が２である場合、前記ス
ワッピングフラグの論理値によって前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックのそ
れぞれを前記第１コードワードまたは前記第２コードワードにマッピングすることを特徴
とする転送ブロック－コードワードマッピング関係規定方法を提案する。
【００２３】
　ここで、前記用いられる転送ブロックまたはコードワードの個数が２であり、前記スワ
ッピングフラグの論理値が‘０’の場合、前記第１転送ブロックを前記第１コードワード
に、前記第２転送ブロックを前記第２コードワードにマッピングし、前記用いられる転送
ブロックまたはコードワードの個数が２であり、前記スワッピングフラグの論理値が‘１
’の場合、前記第１転送ブロックを前記第２コードワードに、前記第２転送ブロックを前
記第１コードワードにマッピングすることができる。
　本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　２個以下のコードワードを同時に転送できる多重アンテナシステムでダウンリンク信号
を転送する方法であって、
　２個以下の転送ブロックを前記２個以下のコードワードにマッピングし、
　前記２個以下のコードワードを４個以下のレイヤーにマッピングしてダウンリンクデー
タチャネルを通じて転送し、
　前記２個以下の転送ブロックと前記２個以下のコードワードとのマッピング関係を規定
するスワッピング指示子をダウンリンク制御チャネルを通じて転送すること
を含む、ダウンリンク信号転送方法。
（項目２）
　前記２個以下の転送ブロックのうち、第１転送ブロックのサイズが０の場合及び第２転
送ブロックのサイズが０の場合が存在し、
　前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックのうちいずれか一方のサイズが０の場
合を受信側に知らせるために、変調及びコーディング方式（ＭＣＳ）インデックスを含む
制御情報が用いられる、項目１に記載のダウンリンク信号転送方法。
（項目３）
　前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックのうちいずれか一方のサイズが０の場
合、前記スワッピングフラグは、使用が留保される、項目２に記載のダウンリンク信号転
送方法。
（項目４）
　前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックのうちいずれか一方のサイズが０の場
合、前記スワッピングフラグの論理値によらずに、前記第１転送ブロックまたは前記第２
転送ブロックは第１コードワードにマッピングされる、項目３に記載のダウンリンク信号
転送方法。
（項目５）
　前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックの両方ともサイズが０でなく、前記ス
ワッピングフラグが第１論理値を有する場合、前記第１転送ブロックは第１コードワード
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に、前記第２転送ブロックは第２コードワードにマッピングされ、
　前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックの両方ともサイズが０でなく、前記ス
ワッピングフラグが第２論理値を有する場合、前記第１転送ブロックは前記第２コードワ
ードに、前記第２転送ブロックは前記第１コードワードにマッピングされる、項目２に記
載のダウンリンク信号転送方法。
（項目６）
　前記ダウンリンクデータチャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）で
あり、
　前記ダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）であ
る、項目１に記載のダウンリンク信号転送方法。
（項目７）
　第１転送ブロック及び第２転送ブロックを含む転送ブロックと第１コードワード及び第
２コードワードを含むコードワードとのマッピング関係を規定する方法であって、
　前記転送ブロックと前記コードワードとのマッピング関係は、スワッピングフラグ及び
用いられる転送ブロックまたはコードワードの個数によって規定し、
　前記用いられる転送ブロックまたはコードワードの個数が１の場合、前記スワッピング
フラグの論理値によらずに、前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックのうち、用
いられる転送ブロックを前記第１コードワードにマッピングし、
　前記用いられる転送ブロックまたはコードワードの個数が２の場合、前記スワッピング
フラグの論理値によって前記第１転送ブロック及び前記第２転送ブロックのそれぞれを前
記第１コードワードまたは前記第２コードワードにマッピングすることを特徴とする、転
送ブロック－コードワードマッピング関係規定方法。
（項目８）
　前記用いられる転送ブロックまたはコードワードの個数が２であり、前記スワッピング
フラグの論理値が‘０’の場合、前記第１転送ブロックを前記第１コードワードに、前記
第２転送ブロックを前記第２コードワードにマッピングし、
　前記用いられる転送ブロックまたはコードワードの個数が２であり、前記スワッピング
フラグの論理値が‘１’の場合、前記第１転送ブロックを前記第２コードワードに、前記
第２転送ブロックを前記第１コードワードにマッピングする、項目７に記載の転送ブロッ
ク－コードワードマッピング関係規定方法。
【発明の効果】
【００２４】
　上記の本発明の実施形態によれば、多重アンテナ通信システムにおいてコードワードと
コードワードを通じて転送される転送ブロックとのマッピング関係を明確に規定し、これ
をスワッピングフラグ及び／または転送ブロックサイズ情報を用いて表すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】ＨＡＲＱ方式のうち、Ｓｔｏｐ　ａｎｄ　Ｗａｉｔ　ＡＲＱ方式の概念を説明す
るための図である。
【図２】Ｎ－チャネルＳｔｏｐ　ａｎｄ　ｗａｉｔ　ＨＡＲＱプロトコル手法を説明する
ための図である。
【図３】ＭＩＭＯ通信システムで用いられる空間多重化（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ：ＳＭ）及び空間分割多重接続（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式の概念を示す図である。
【図４】多重コードワードを使用するＭＩＭＯシステムの送信端構造を示す図である。
【図５】コードワードと物理的なアンテナとのマッピング関係を示す図である。
【図６】コードワードスワッピングを通じた転送の概念を説明するための図である。
【図７】特定コードワードにヌルデータを転送する概念を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
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　以下、本発明の好適な実施形態を、添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。添付の図
面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのも
ので、本発明が実施されうる唯一の実施形態を表すためのものではない。
【００２７】
　以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的細部事項を含む。し
かし、当業者には、それら具体的細部事項なしにも本発明を実施できることが理解される
。場合によっては、本発明の概念が曖昧になることを避けるために公知の構造及び装置は
省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示すことができ
る。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付して説明する。
【００２８】
　上記のように、本発明は、多重アンテナ通信システムで各コードワードを通じて転送さ
れる情報がスワッピングされることを具体的に規定し、特定コードワードを通じて転送さ
れる情報のサイズが０の場合などについて、上記のスワッピングフラグとコードワードマ
ッピング関係を明確に規定する方法を提供する。まず、以下では、多重アンテナシステム
においてコードワードの転送関係について説明する。
【００２９】
　図４は、多重コードワードを使用するＭＩＭＯシステムの送信端構造を示す図である。
【００３０】
　具体的に、Ｍ個のデータパケット（Ｄａｔａ　Ｐａｃｋｅｔ）は、エンコーディング（
例えば、図４のターボエンコーディング）と変調（例えば、図４のＱＡＭ変調）をそれぞ
れ経てＭ個のコードワードを生成し、各コードワードは、独立したＨＡＲＱプロセスブロ
ックを有するようになる。変調されたＭ個のデータシンボルは、同時にＭＩＭＯ端で多重
アンテナ手法によってエンコーディングされて、それぞれの物理アンテナ（Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ａｎｔｅｎｎａ）を通じて転送される。その後、受信端では、多重アンテナチャネ
ル状況に関するチャネル品質情報をフィードバックして、空間多重化率、コーディング率
及び変調方式を調節することができる。
【００３１】
　それ以外に、図４に示すようなＭＩＭＯ転送のためには、送信端が利用する変調及びコ
ーディング方式に関するＭＣＳ情報、転送されるデータが新しいデータなのか或いは再転
送されるデータなのかを示す新しいデータ指示子（ＮＤＩ）、再転送の場合、どのサブパ
ケットを再転送するのかを示すリダンダンシーバージョン（ＲＶ）情報などが必要とされ
る。
【００３２】
　一方、コードワードと物理的なアンテナとのマッピング関係は、任意の形態を有するこ
とができる。
【００３３】
　図５は、コードワードと物理的なアンテナとのマッピング関係を示す図である。
【００３４】
　図５は、具体的に、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１においてダウンリンクでの空間多重
化率によるコードワード（ＣＷ）対レイヤーマッピング方法を示している。すなわち、空
間多重化率が１の場合、一つのコードワードが一つのレイヤーにマッピングされ、プリコ
ーディング手法によって一つのレイヤーで生成されたデータは、４個の送信アンテナを通
じて転送されるようにエンコーディングされる。空間多重化率が２の場合、２個のコード
ワードが２個のレイヤーにマッピングされ、プリコーダによって４個のアンテナにマッピ
ングされる例を示している。また、空間多重化率が３の場合、２個のコードワードのうち
一つのコードワードは、直－並列変換器（Ｓ／Ｐ）により２個のレイヤーにマッピングさ
れ、総２個のコードワードが３個のレイヤーにマッピングされた後、プリコーダにより４
個のアンテナにマッピングされる例を示している。また、空間多重化率が４の場合、２個
のコードワードのそれぞれが直－並列変換器によりそれぞれ２個のレイヤーにマッピング
され、総４個のレイヤーがプリコーダにより４個のアンテナにマッピングされる例を示し
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ている。
【００３５】
　すなわち、４個の送信アンテナを有する基地局の場合、最大４個のレイヤーを有するこ
とができ、４個の独立したコードワードを有することができるものの、図５では、コード
ワードの個数を最大２個にして構成されたシステムを例示している。したがって、図５に
示すシステムでは、各コードワード（ＣＷ）が独立したＨＡＲＱプロセスを有するとする
場合、最大２個の独立したＨＡＲＱプロセスを転送できることがわかる。
【００３６】
　一方、上記のようにＣＷ１とＣＷ２を通じて転送される情報は、その位置を取り替えて
転送することもできる。
【００３７】
　図６は、コードワードスワッピングを通じた転送の概念を説明するための図である。
【００３８】
　図６では、図５のようなレイヤーマッピング関係のうち、２以上のコードワードが転送
される場合、ＣＷ１とＣＷ２がスワッピング（ｓｗａｐｐｉｎｇ）された形態を示してい
る。このようなスワッピングは、１ビットのスワッピングフラグ（Ｓｗａｐｐｉｎｇ　Ｆ
ｌａｇ）の‘１’または‘０’の論理値で表すことができる。ただし、図６に示すように
、ＣＷ１とＣＷ２の位置が取り替えられる場合、図５に示すようなコードワード－レイヤ
ーマッピングが変更される必要がある。
【００３９】
　したがって、本発明の一実施形態では、上記のスワッピングフラグが、コードワード自
体のスワッピングを表すのではなく、各コードワードにマッピングされる転送ブロックの
マッピングがスワッピングされることを表すように設定することを提案する。これにより
、図５に示すようなコードワード対レイヤーマッピング関係は、スワッピングフラグによ
らずに常に固定した形態で用いられることができる。
【００４０】
　すなわち、本実施形態によるダウンリンク信号転送方法では、２個以下の転送ブロック
を２個以下のコードワードにマッピングする段階で、各転送ブロックとコードワードとの
マッピング関係を、１ビット長のスワッピングフラグを用いて表すことができる。その後
、２個以下のコードワードにマッピングされた情報は４個以下のレイヤーにマッピングし
て、ダウンリンクデータチャネル、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの場合は物理ダウンリンク
共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：
ＰＤＳＣＨ）を通じて転送し、このコードワード－レイヤーのマッピング関係は、スワッ
ピングフラグによらずに、図５に示す形態で固定して利用されることができる。
【００４１】
　また、上記のスワッピングフラグは、ダウンリンク制御チャネル、３ＧＰＰ　ＬＴＥシ
ステムでは物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＣＣＨ）を通じて転送することができる。
【００４２】
　一方、上記のように複数のコードワードを同時に転送できる無線通信システムにおいて
、特定コードワード自体またはこれを通じて転送される情報のサイズが０になる場合があ
る。
【００４３】
　例えば、最大２個のコードワード転送が可能であり、４個の送信アンテナを有する多重
アンテナシステムを取り上げる。ここで、空間多重化率が４の場合、１番目のコードワー
ド（ＣＷ１）は、（１，２）番目のレイヤーを通じて転送され、２番目のコードワード（
ＣＷ２）は、（３，４）番目のレイヤーを通じて転送されることができる。この場合、エ
ラー検出はコードワード単位で可能なため、もし、ＣＷ１にのみエラーが検出される場合
、エラーの発生しなかったＣＷ２は転送に用いられなくて良い。また、ＣＷ２の転送が完
了してＣＷ２のバッファーが空いている場合も可能である。



(9) JP 5653491 B2 2015.1.14

10

20

30

40

【００４４】
　図７は、特定コードワードにヌル（ｎｕｌｌ）データを転送する概念を示す図である。
【００４５】
　具体的に、図７は、図５のようなレイヤーマッピング関係のうち、２以上の空間多重化
率で転送される状況で不意に一つのＣＷのバッファーが空になったり、チャネルの空間多
重化率が小さくなる場合、一つのＣＷにヌルデータを転送する概念を示すもので、　図７
の（ａ）は、コードワードＡにヌルデータを転送する場合を、図７の（ｂ）は、コードワ
ードＢにヌルデータを転送する場合を示している。
【００４６】
　このような方式により、表面的には２つのＣＷが全て使用されるかのように多重アンテ
ナ手法が用いられるが、実際にはヌルデータによって空間多重化率を小さく利用するよう
に設定することができる。
【００４７】
　ただし、上記のように、コードワードを通じて転送される情報は転送ブロックとみなす
ことができ、特定コードワードを通じてヌルデータが転送される場合は、該当のコードワ
ードを通じて転送される転送ブロックのサイズが０の場合と解釈することができる。例え
ば、図７では、ＣＷ１またはＣＷ２自体が不活性化される場合を示しているが、これは、
ＣＷ１／ＣＷ２にマッピングされる転送ブロック１／転送ブロック２のサイズが０の場合
を含む概念である。
【００４８】
　近年、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムで、第１転送ブロックと第２転送ブロックがそれぞれ
コードブロックを通じて転送される場合のうち、転送ブロックサイズが０になる場合に対
する設定において（ＴＢＳｘ＝０）、第２転送ブロックのサイズのみが０を有するように
設定する方法（ｘ＝２　ｏｎｌｙ）と、第１転送ブロック、第２転送ブロック両方ともサ
イズが０になるように設定する方法（ｂｏｔｈ　ｘ＝１　ａｎｄ　ｘ＝２）について論議
された。これについて、上述したように、コードワード対レイヤーマッピングは、スワッ
ピングフラグによらずに固定して用いられなければならなく、転送ブロック自体のみスワ
ッピングされなければならない。したがって、本発明の好適な一実施形態では、２個の転
送ブロックともバッファーが空になる場合が発生できるので、第１転送ブロックのサイズ
が０になる場合、第２転送ブロックのサイズが０になる場合の両方を支援することを提案
する。
【００４９】
　また、このようにいずれか一つの転送ブロックのサイズが０の場合を表す明示的な制御
情報を転送せずに、別の制御情報を通じて暗黙的に伝達することが好ましい。このために
、本実施形態では、変調及びコーディング方式（ＭＣＳ）インデックスを含む制御情報を
用いて表すことを提案する。具体的な実施形態で、ＭＣＳ＝２９で、ＮＤＩ（Ｎｅｗ　Ｄ
ａｔａ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）がトーグリング（ｔｏｇｇｌｉｎｇ）されるものを、いず
れか一つの転送ブロックのサイズが０であることを表す情報として用いることができる。
この場合、同一のＨＡＲＱプロセス番号を有する、サイズが０でない最新転送ブロックは
、ＮＤＩトーグリングのための基準になることができる。
【００５０】
　他の実施形態で、ＭＣＳ＝０で、リダンダンシーバージョン（ＲＶ）が１であるものを
、いずれか一つの転送ブロックのサイズが０であることを表す情報として用いることがで
きる。
【００５１】
　上述の実施形態を、下記の表のように整理することができる。
【００５２】
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【表１】

　上記表１は、スワッピングフラグ及び用いられるコードワードの数（すなわち、用いら
れる転送ブロックの数）によって、転送ブロックとコードワードとのマッピング関係を規
定した一例である。もし、ユーザ機器（ＵＥ）が一つのコードワードのみを用いるように
構成される場合、スワッピングフラグは、ユーザ機器では考慮される必要がない。上記の
ようにユーザ機器が一つのコードワードのみを用いるように構成される場合、上記表１に
表した通り、ＣＷ１のみが転送に用いられるからである。
【００５３】
　一方、下記の表２は、上記表１の変形例である。
【００５４】
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【表２】

　上記表２では、上記表１とは違い、一つのコードワードのみが用いられ、ＴＢ２がＣＷ
１にマッピングされる場合を、スワッピングフラグが‘１’の場合と設定していることが
わかる。ただし、このように一つのコードワードのみが用いられる場合、スワッピングフ
ラグは考慮されないから、これは大きな意味を有しない。
【００５５】
　以上の本発明の好適な実施形態についての詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実
施できるように提供された。以上では本発明の好適な実施形態に挙げて本発明を説明した
が、該当技術分野における熟練した当業者には、添付の特許請求の範囲に記載された本発
明の思想及び領域を逸脱しない範囲内で、本発明を様々に修正及び変更できるということ
は明らかである。したがって、本発明は、具体的な実施形態に制限されるものではなく、
ここに開示された原理及び新規の特徴と一致する最も広い範囲を有するものである。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　上述した本発明の実施形態は、スワッピングフラグなどを用いて效率的にダウンリンク
信号を転送するのに用いることができる。このような特徴は、上述の３ＧＰＰ　ＬＴＥシ
ステムに好適に適用できる他、転送ブロックとコードワードとのマッピング、コードワー
ドとアンテナまたはレイヤーとのマッピングなどが用いられる任意の無線通信システムに
同一の原理により適用することができる。
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