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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制
御信号を送信する方法であって、コンポーネントキャリアそれぞれが、送信スロット、サ
ブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも１つによって指定される物理リ
ソース、を備えており、
　データ信号を送信するためのリソースを第１のコンポーネントキャリアに対して指定す
るスケジューリング割当て（１１１１）、を生成するステップ（１１１０）と、
　第２のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当て（１１１１）が生成さ
れたかを指定する割当てマップ（１１２１）、を求める（１１２０）ステップと、
　制御信号（１１３１）を前記第１のコンポーネントキャリアの中で送信する（１１４０
）ステップであって、前記制御信号が、生成された前記スケジューリング割当て（１１１
１）と前記割当てマップ（１１２１）とを備えている、前記ステップ（１１１０）と、
　前記データ信号を送信するための前記リソースを使用して前記データ信号を送信する（
１１４０）ステップであって、前記データ信号を送信するための前記リソースが、前記第
１のコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング割当て（１１１１）によって
指定されている、前記ステップ（１１１０）と、
　前記第１のコンポーネントキャリアに対して指定されている、前記データ信号を送信す
るための前記リソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中
で、送信された前記データ信号に関連する応答信号を受信する（１１４５）ステップであ
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って、前記応答信号が、複数のコンポーネントキャリアにおけるデータ信号に対して共通
である、前記ステップ（１１１０）と、
　を含んでおり、
　前記第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号（１１３１）が、
　前記第１のコンポーネントキャリアの中の、前記共通の応答信号を送信するための前記
リソース、にリンクされている相対インデックス、
　を備えている、
　方法。
【請求項２】
　前記複数のコンポーネントキャリアそれぞれが、前記割当てマップおよび前記相対イン
デックスのうちの少なくとも一方を備えている、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記無線通信システムが、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄをベースとするシステムである、
　請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制
御信号を受信する方法であって、コンポーネントキャリアそれぞれが、送信スロット、サ
ブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも１つによって指定されるリソー
ス、を備えており、
　第１のコンポーネントキャリアの中と第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号を
受信する（１１６０）ステップと、
　前記第１のコンポーネントキャリアの中の前記制御信号から、データ信号を受信するた
めのリソースを前記第１のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割
当て（１１７１）、を取り出す（１１８０）ステップと、
　前記第１のコンポーネントキャリアの中の前記制御信号から、前記第２のコンポーネン
トキャリアにおいてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する割当てマップ（１
１７２）、を取り出すステップと、
　前記割当てマップ（１１７２）と、前記第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号
とに基づいて、前記第２のコンポーネントキャリアに対するスケジューリング割当てが送
られて受信されたかを評価する（１１８０）ステップと、
　前記データ信号を受信するための前記リソースを使用して前記データ信号を受信する（
１１６０）ステップであって、前記データ信号を受信するための前記リソースが、前記第
１のコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング割当て（１１７１）によって
指定されている、前記ステップと、
　前記第１のコンポーネントキャリアに対して指定されている、前記データ信号を受信す
るための前記リソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中
で、受信された前記データ信号に関連する応答信号を送信する（１１６５）ステップであ
って、前記応答信号が、複数のコンポーネントキャリアにおけるデータ信号に対して共通
である、前記ステップと、
含んでおり、
　前記第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号が、
　前記第１のコンポーネントキャリアの中の、前記共通の応答信号を送信するための前記
リソース、にリンクされている相対インデックス、
　を備えている、
　方法。
【請求項５】
　前記複数のコンポーネントキャリアそれぞれが、前記割当てマップおよび前記相対イン
デックスのうちの少なくとも一方を備えている、
　請求項４に記載の方法。
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【請求項６】
　前記無線通信システムが、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄをベースとするシステムである、
　請求項４または請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制
御信号を送信する装置であって、コンポーネントキャリアそれぞれが、送信スロット、サ
ブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも１つによって指定されるリソー
ス、を備えており、
　データ信号を送信するためのリソースを第１のコンポーネントキャリアに対して指定す
るスケジューリング割当て（１１１１）、を生成する割当てユニット（１１１０）と、
　第２のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当て（１１１１）が生成さ
れたかを指定する割当てマップ（１１２１）、を求めるマップ判定ユニット（１１２０）
と、
　前記第１のコンポーネントキャリアの中の制御信号（１１３１）を送信する制御信号送
信ユニット（１１４０）であって、前記制御信号が、生成された前記スケジューリング割
当て（１１１１）と前記割当てマップ（１１２１）とを備えている、前記制御信号送信ユ
ニット（１１４０）と、
　前記データ信号を送信するための前記リソースを使用して前記データ信号を送信するデ
ータ信号送信ユニット（１１４０）であって、前記データ信号を送信するための前記リソ
ースが、前記第１のコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング割当て（１１
１１）によって指定されている、前記データ信号送信ユニット（１１４０）と、
　前記第１のコンポーネントキャリアに対して指定されている、前記データ信号を送信す
るための前記リソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中
で、送信された前記データ信号に基づく応答信号を受信するフィードバック受信ユニット
（１１４５）であって、前記応答信号が、複数のコンポーネントキャリアにおけるデータ
信号に対して共通である、前記フィードバック受信ユニット（１１４５）と、
備えており、
　前記第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号が、
　前記第１のコンポーネントキャリアの中の、前記共通の応答信号を送信するための前記
リソースにリンクされている相対インデックス、
　を備えている、
　装置。
【請求項８】
　前記複数のコンポーネントキャリアそれぞれが、前記割当てマップおよび前記相対イン
デックスのうちの少なくとも一方を備えている、
　請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記無線通信システムが、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄをベースとするシステムである、
　請求項７または請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制
御信号を受信する装置であって、コンポーネントキャリアそれぞれが、送信スロット、サ
ブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも１つによって指定されるリソー
ス、を備えており、
　第１のコンポーネントキャリアの中と第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号を
受信する制御信号受信ユニット（１１６０）と、
　前記第１のコンポーネントキャリアの中の前記制御信号から、データ信号を受信するた
めのリソースを前記第１のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割
当て（１１７１）、を取り出し、前記第１のコンポーネントキャリアの中の前記制御信号
から、前記第２のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが生成された
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かを指定する割当てマップ（１１７２）、を取り出す、取り出しユニット（１１７０）と
、
　前記割当てマップ（１１７２）と、前記第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号
とに基づいて、前記第２のコンポーネントキャリアに対するスケジューリング割当てが送
られて受信されたかを評価する評価ユニット（１１８０）と、
　前記データ信号を受信するための前記リソースを使用して前記データ信号を受信するデ
ータ信号受信ユニット（１１６０）であって、前記データ信号を受信するための前記リソ
ースが、前記第１のコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング割当て（１１
７１）によって指定されている、前記データ信号受信ユニット（１１６０）と、
　前記第１のコンポーネントキャリアに対して指定されている、前記データ信号を受信す
るための前記リソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中
で、受信された前記データ信号に基づく応答信号を送信するフィードバック送信ユニット
（１１６５）であって、前記応答信号が、複数のコンポーネントキャリアにおけるデータ
信号に対して共通である、前記フィードバック送信ユニット（１１６５）と、
　を備えており、
　前記第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号が、
　前記第１のコンポーネントキャリアの中の、前記共通の応答信号を送信するための前記
リソースにリンクされている相対インデックス、
　を備えている、
　装置。
【請求項１１】
　前記複数のコンポーネントキャリアそれぞれが、前記割当てマップおよび前記相対イン
デックスのうちの少なくとも一方を備えている、
　請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記無線通信システムが、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄをベースとするシステムである、
　請求項１０または請求項１１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおけるデータ信号および制御信号の送信および受信に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代（３Ｇ）モバイルシステム（例えば、３ＧＰＰ（Third-Generation Partnersh
ip Project：第三世代パートナーシッププロジェクト）において標準化されたＵＭＴＳ（
Universal Mobile Telecommunications System：ユニバーサル移動通信システム））は、
ＷＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access：広帯域符号分割多元接続）無線
アクセス技術に基づいている。現在、３Ｇシステムは、世界中で大規模に配備されている
。この技術を機能強化するうえでの最初のステップは、高速下りリンクパケットアクセス
（HSDPA:High-Speed Downlink Packet Access）と、エンハンスト上りリンク（高速上り
リンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ：High Speed Uplink Packet Access）とも称する
）とを導入することであり、いずれも、通常のＵＭＴＳと比較して無線アクセスのスペク
トル効率および柔軟性の向上をもたらす。
【０００３】
　ＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡは、ＷＣＤＭＡ無線アクセス技術を依然として利用してい
るが、ＵＭＴＳ規格のその後の大きな前進（進化）によって、下りリンクにおけるＯＦＤ
Ｍ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing：直交周波数分割多重）と、上りリン
クにおけるＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency Division Multiplexing Access
：シングルキャリア周波数分割多元接続）とが組み合わされた。新しい研究項目（後から
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作業項目となった）の名称は、「進化したＵＴＲＡ（Evolved UMTS Terrestrial Radio A
ccess：ＵＭＴＳ地上無線アクセス）および進化したＵＴＲＡＮ（UMTS terrestrial Radi
o Access Network：ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク）」（略してＥ－ＵＴＲＡお
よびＥ－ＵＴＲＡＮ）であり、これらは将来的な技術進化に対処することを目的としてい
るため、しばしばロングタームエボリューション（ＬＴＥ）と称される。
【０００４】
　ＬＴＥの目標は、ＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡと比較して大幅に高いデータレートを達
成すること、高いデータレートのカバレッジを改善すること、上位層プロトコル（例えば
ＴＣＰ）のパフォーマンスを改善するためユーザプレーンにおけるレイテンシを大幅に低
減すること、制御プレーン手順（例えばセッションの確立）に関連付けられる遅延を低減
すること、である。現在までの中心的な課題として、将来的なすべてのサービスのベース
としてＩＰ（Internet Protocol）の使用に統一すること、したがってパケット交換（Ｐ
Ｓ）領域の機能強化が進められた。
【０００５】
　無線アクセスネットワークは、一般的には、無線アクセスに関連するすべての機能（例
えば、無線チャネルリソースのスケジューリング）を処理する役割を担っている。コアネ
ットワークは、呼のルーティングおよび外部ネットワークとのデータ接続の役割を担って
いる。一般的に、現在の移動通信システム（例えば、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ、ｃｄｍａ２００
、ＩＳ－９５、およびこれらの進化バージョン）は、時間、周波数、符号、アンテナ放射
パターンのうちの少なくとも１つを使用して物理リソースを定義する。これらのリソース
は、送信用として１人のユーザに割り当てる、または分割して複数のユーザに割り当てる
ことができる。例えば、送信時間を、通常はタイムスロットと称される時間枠に分割する
ことができ、それを複数の異なるユーザに割り当てる、または１人のユーザのデータの送
信用に割り当てることができる。このような移動システムの周波数帯域は、複数のサブバ
ンドに分割することができる。データは、（擬似）直交拡散符号を使用して拡散すること
ができ、異なる符号によって拡散された異なるデータを、例えば同じ周波数もしくは同じ
時間またはその両方を使用して送信することができる。別の可能な方法は、同じ時間に、
もしくは同じ符号を使用して、またはその両方において、同じ周波数上で複数の異なるデ
ータを送信するためのビームを形成する目的で、送信アンテナの複数の異なる放射パター
ンを使用することである。
【０００６】
　ＬＴＥにおいて定義されているアーキテクチャはＥＰＳ（Evolved Packet System：進
化型パケットシステム）と称され、無線アクセス側のＥ－ＵＴＲＡＮとは別に、コアネッ
トワーク側にＥＰＣ（Evolved Packet Core：進化型パケットコア）も備えている。ＬＴ
Ｅは、データおよびメディアを高速伝送するための搬送波の要件を満たして、今後１０年
間にわたり大容量音声通信がサポートされるように設計されている。
【０００７】
　ＬＴＥネットワークは、アクセスゲートウェイ（ａＧＷ）および強化された基地局（い
わゆるｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ））からなる２ノードアーキテクチャである。アクセスゲ
ートウェイは、コアネットワークの機能（すなわち、呼のルーティング、外部ネットワー
クとのデータ接続）を処理し、無線アクセスネットワークの機能も実施する。したがって
、アクセスゲートウェイは、現在の３ＧネットワークにおいてＧＧＳＮ（Gateway GPRS S
upport Node：ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード）およびＳＧＳＮ（Serving GPRS Su
pport Node：サービングＧＰＲＳサポートノード）によって実行される機能と、無線アク
セスネットワークの機能（例えば、ヘッダー圧縮、暗号化／整合性保護）とを兼ね備えて
いるものと考えることができる。ｅＮｏｄｅＢは、例えば、無線リソース制御（ＲＲＣ）
、データの分割／連結、リソースのスケジューリングおよび割当て、多重化、および物理
層の機能といった機能を処理する。したがって、Ｅ－ＵＴＲＡＮエア（無線）インタフェ
ースは、ユーザ機器（ＵＥ）とｅＮｏｄｅＢとの間のインタフェースである。この場合、
ユーザ機器は、例えば、移動端末、ＰＤＡ、携帯型ＰＣ、ＰＣ、または、ＬＴＥ規格に準
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拠する受信器／送信器を有するその他の任意の装置とすることができる。
【０００８】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮエアインタフェースに導入されたマルチキャリア伝送では、無線チャネ
ル周波数選択性に起因して増大する信号劣化の影響を受けることなく、全体的な送信帯域
幅が大きくなる。提案されているＥ－ＵＴＲＡＮシステムは、下りリンクにＯＦＤＭ、上
りリンクにＳＣ－ＦＤＭＡを使用し、基地局／移動局あたり最大４本のアンテナによるＭ
ＩＭＯを採用する。例えばＵＭＴＳの初期のリリースにおけるように１つの広帯域信号を
送信する代わりに、複数の狭帯域信号（「サブキャリア」と称する）を周波数多重化し、
無線リンクを通じてまとめて送信する。これによって、Ｅ－ＵＴＲＡのスペクトル利用に
関する柔軟性および効率を大幅に高めることができる。
【０００９】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいては、以下の下りリンク物理チャネルが定義されている（非特
許文献１）（http://www.3gpp.orgにおいて入手可能であり、参照によって本文書に組み
込まれている）。
－　物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）
－　物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
－　物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）
－　物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）
－　物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）
－　物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）
【００１０】
　さらに、以下の上りリンクチャネルが定義されている。
－　物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）
－　物理上り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）
 
【００１１】
　ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨは、それぞれ、下りリンク（ＤＬ）および上りリンク（Ｕ
Ｌ）においてデータおよびマルチメディアを送信するために使用され、したがって、高い
データレート用に設計されている。ＰＤＳＣＨは、下りリンク（すなわちｅＮｏｄｅ　Ｂ
から少なくとも１基のＵＥへの）送信用に設計されている。一般的に、この物理チャネル
は、個別の物理リソースブロックに分けられて、複数のＵＥによって共有することができ
る。ｅＮｏｄｅＢにおけるスケジューラは、対応するリソースを割り当てる役割を担い、
割当て情報をシグナリングする。ＰＤＣＣＨは、下りリンクにおいてＵＥに固有および共
通の制御情報を伝え、ＰＵＣＣＨは、上りリンク送信においてＵＥに固有な制御情報を伝
える。
【００１２】
　ＬＴＥ規格では２種類の無線フレーム構造がサポートされており、これらはＬＴＥ規格
の周波数分割複信（ＦＤＤ）方式および時分割複信（ＴＤＤ）方式に適用することができ
る。
【００１３】
　図１は、ＬＴＥの下りリンクにおける一般的なベースバンド信号処理を示している（非
特許文献２）（http://www.3gpp.orgにおいて入手可能であり、参照によって本文書に組
み込まれている）。最初に、情報ビット（ユーザデータまたは制御データを含んでいる）
をブロック単位で符号化し（順方向誤り訂正によるチャネル符号化（例：ターボ符号化）
）、これにより符号語が生成される。次に、符号化されたビットのブロック（符号語）を
スクランブルする（１１０）。下りリンクにおいて隣接するセルに対して異なるスクラン
ブリングシーケンスを適用することによって、干渉する信号がランダム化され、これによ
り、チャネル符号によって提供される処理利得が完全に利用される。スクランブルされた
ビットのブロック（符号語）（採用される変調方式に応じて所定の数のビットのシンボル
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を形成する）を、データ変調器を使用して複素変調シンボルのブロックに変換する（１２
０）。ＬＴＥの下りリンクによってサポートされる一連の変調方式としては、ＱＰＳＫ、
１６－ＱＡＭ、および６４－ＱＡＭが挙げられ、これらは変調シンボルあたり２ビット、
４ビット、または６ビットに対応する。
【００１４】
　層マッピング１３０およびプリコーディング１４０は、より多くの受信アンテナもしく
は送信アンテナまたはその両方をサポートする多入力多出力（ＭＩＭＯ）アプリケーショ
ンに関連する。送信する符号語それぞれの複素変調シンボルを１層または複数の層にマッ
ピングする。ＬＴＥでは、最大４本の送信アンテナがサポートされる。アンテナのマッピ
ングは、マルチアンテナ方式（例えば、送信ダイバーシチ、ビームフォーミング、空間多
重化）が提供されるように、さまざまな方法で設定することができる。各アンテナで送信
される、生成された一連のシンボルを、無線チャネルのリソースに（すなわち、スケジュ
ーラによって特定のＵＥに送信用として割り当てられる一連のリソースブロックに）さら
にマッピングする（１５０）。スケジューラによる一連のリソースブロックの選択は、チ
ャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）（ＵＥによって上りリンクでシグナリングされるフィ
ードバック情報であり、下りリンクにおいて測定されたチャネル品質を反映する）に依存
する。シンボルを一連の物理リソースブロックにマッピングした後、ＯＦＤＭ信号を生成
し（１６０）、アンテナポートから送信する。ＯＦＤＭ信号の生成は、逆離散フーリエ変
換（高速フーリエ変換ＦＦＴ）を使用して実行する。
【００１５】
　ＬＴＥ上りリンク送信は、ＦＤＤモードおよびＴＤＤモードのいずれの場合も、サイク
リックプレフィックスを使用するＳＣ－ＦＤＭＡ（シングルキャリア周波数分割多元接続
）に基づく。Ｅ－ＵＴＲＡＮにおけるＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、ＤＦＴ拡散ＯＦＤＭ法を使
用して生成する（ＤＦＴは離散フーリエ変換の意）。ＤＦＴ拡散ＯＦＤＭの場合、最初に
サイズＭのＤＦＴをＭ個の変調シンボルのブロックに適用する。Ｅ－ＵＴＲＡＮの上りリ
ンクでは、下りリンクと同様に、変調方式としてＱＰＳＫ、１６－ＱＡＭ、および６４－
ＱＡＭがサポートされる。ＤＦＴによって変調シンボルを周波数領域に変換し、その結果
を連続するサブキャリア上にマッピングする。次いで、ＯＦＤＭ下りリンクと同じように
逆ＦＦＴを実行した後、サイクリックプレフィックスを加える。したがって、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡの信号生成とＯＦＤＭＡの信号生成の主たる違いは、ＤＦＴ処理である。ＳＣ－ＦＤ
ＭＡ信号においては、各サブキャリアが、送信されるすべての変調シンボルの情報を含ん
でおり、なぜなら、入力データストリームが、利用可能なサブキャリア全体にわたりＤＦ
Ｔ変換によって拡散されているためである。ＯＦＤＭＡ信号においては、各サブキャリア
は、特定の変調シンボルに関連する情報を伝えるのみである。
【００１６】
　図２は、ＦＤＤモードに適用することのできる、ＬＴＥ送信のための時間領域の構造を
示している。無線フレーム２３０は、長さＴｆｒａｍｅ＝１０ｍｓを有し、これは以前の
ＵＭＴＳリリースにおける無線フレームの長さに対応している。さらに、各無線フレーム
は、同じ長さＴｓｕｂｆｒａｍｅ＝１ｍｓの１０個の同じ大きさのサブフレーム２２０か
らなる。さらに、各サブフレーム２２０は、長さＴｓｌｏｔ＝０．５ｍｓの２個の同じ大
きさのタイムスロット（ＴＳ）２１０からなる。１個のサブフレームにおいて最大２個の
符号語を送信することができる。
【００１７】
　図３は、ＴＤＤモードに適用することのできる、ＬＴＥ送信のための時間領域の構造を
示している。長さＴｆｒａｍｅ＝１０ｍｓの各無線フレーム３３０は、それぞれ長さ５ｍ
ｓの２個の半フレーム３４０からなる。半フレーム３４０それぞれは、長さＴｓｕｂｆｒ

ａｍｅ＝１ｍｓの５個のサブフレーム３２０からなり、さらに、サブフレーム３２０それ
ぞれは、長さＴｓｌｏｔ＝０．５ｍｓの２個の同じ大きさのタイムスロット３１０からな
る。
【００１８】
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　各半フレーム３４０には、サブフレーム番号ＳＦ１およびＳＦ６に、ＤｗＰＴＳ　３５
０、ＧＰ　３６０、ＵｐＰＴＳ　３７０と称される３個の特殊フィールドが含まれている
（無線フレーム内の１０個のサブフレームの番号がＳＦ０～ＳＦ９であると想定する）。
サブフレームＳＦ０およびＳＦ５と特殊フィールドＤｗＰＴＳ　３５０は、下りリンク送
信用につねに予約されている。表１は、１個のフレーム内の上りリンク－下りリンクのサ
ブフレーム割当てとして、サポートされる７種類の構成を示しており、表において、Ｄは
、下りリンク送信専用のサブフレーム、Ｕは上りリンク送信専用のサブフレーム、Ｓは、
特殊フィールドＤｗＰＴＳ　３５０、ＧＰ　３６０、ＵｐＰＴＳ　３７０を伝える特殊サ
ブフレームを表している。
【００１９】
【表１】

【００２０】
　ＯＦＤＭ（下りリンク）送信およびＳＣ－ＦＤＭＡ（上りリンク）送信のための物理リ
ソースは、時間－周波数のグリッドで示されることが多く、この場合、各列が１個のＯＦ
ＤＭシンボルまたはＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに対応し、各行が１個のＯＦＤＭサブキャリ
アまたはＳＣ－ＦＤＭＡサブキャリアに対応する。したがって、列の番号は時間領域内の
リソースの位置を指定し、行の番号は周波数領域内のリソースの位置を指定する。
【００２１】

【００２２】

【数１】

【００２３】

【００２４】
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【００２５】

【００２６】
【表２】

　周波数領域における物理リソースブロック番号ｎＰＲＢと、スロットにおけるリソース
要素（ｋ，ｌ）との間の関係は、次式によって与えられる。
【数２】

【００２７】
　したがって、各リソースブロック４３０は、１２個の連続するサブキャリアからなり、
指定された数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを有する０．５ｍｓのスロット４１０を範囲とす
る。
【００２８】
　下りリンク制御シグナリングは、以下の３種類の物理チャネルによって伝えられる。
－　物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）：サブフレームにおけ
る制御チャネルに使用されるＯＦＤＭシンボルの数を示すために使用される。
－　物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）：上りリンクデータ送
信に関連付けられる下りリンクの応答（肯定：ＡＣＫ、否定：ＮＡＣＫ）を伝えるために
使用される。
－　物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）：下りリンクのスケジューリング割当て
および上りリンクのスケジューリンググラントを伝える。
【００２９】
　物理下りリンク制御チャネルは、下りリンクスケジューリング割当てを伝える。各スケ
ジューリンググラントは、ＣＣＥ（Control Channel Elements：制御チャネル要素）に基
づいて定義される。各制御チャネル要素は、一連のリソース要素に対応する。具体的には
、１個のＣＣＥは９個のＲＥＧ（Resource Element Groups：リソース要素グループ）を
含んでおり、ＲＥＧは４個のＲＥ（Resource Elements：リソース要素）に対応する。イ
ンデックスｋを有するサブフレームの制御領域は、総数ＮＣＣＥ，ｋの一連のＣＣＥ（番
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time and frequency control resources）全体にわたり分散する。複数のＣＣＥを結合し
て、制御信号の符号化率を有効に下げることができる。ＣＣＥは、図５に示したようにさ
まざまな符号化率を達成するため、ツリー構造を使用する所定の方式で結合される。ＰＤ
ＣＣＨは、１個、２個、４個、または８個のＣＣＥのアグリゲーションである。
【００３０】
　ＬＴＥにおいては、ＰＤＣＣＨは、サブフレームの最初のｎ個のＯＦＤＭシンボルにマ
ッピングされる（ｎは１以上３以下）。サブフレームの先頭においてＰＤＣＣＨを送信す
ることは、ＰＤＣＣＨに含まれている対応するＬ１／Ｌ２制御情報が早く復号化されると
いう利点がある。
【００３１】
　サブフレームの中では、複数のＰＤＣＣＨを送信することができる。ＰＤＣＣＨは、Ｄ
ＣＩ（Downlink Control Information：下りリンク制御情報）フォーマットと称される複
数のフォーマットを有する。ＤＣＩは、下りリンクまたは上りリンクのスケジューリング
情報、あるいは上りリンクの電力制御コマンドを伝える。特定のＵＥを対象とする、ＤＣ
ＩフォーマットのＰＤＣＣＨをサブフレームの中に検出すると、そのＵＥは、同じサブフ
レームの中の対応するＰＤＳＣＨを復号化する。さらに、そのＵＥは、共通の探索空間の
中でＰＤＣＣＨによってシグナリングされるＤＣＩフォーマットに関連付けられるＰＤＳ
ＣＨブロードキャスト制御送信（すなわち、ページング、ＲＡＣＨ応答、およびＢＣＣＨ
）を受信する。さらには、このＵＥは、ＵＥ固有のＰＤＣＣＨ探索空間を介してシグナリ
ングされるＰＤＳＣＨデータ送信を受信するように、送信モードとして、単一アンテナポ
ート（ポート０）、送信ダイバーシチ、開ループ空間多重化、閉ループ空間多重化、マル
チユーザＭＩＭＯ、閉ループＲａｎｋ＝１プリコーディング、単一アンテナポート（ポー
ト５）、のいずれかに基づいて、上位層シグナリングによって半静的に設定される。
【００３２】
　ＵＥは、非ＤＲＸサブフレームそれぞれにおいて、制御情報が存在しないか一連のＰＤ
ＣＣＨ候補を監視する。この場合、監視とは、一連のＰＤＣＣＨそれぞれについて、監視
対象のすべてのＤＣＩフォーマットに従って復号化を試みることを意味する。チャネルの
符号化率が３／４より大きい場合、ＵＥはＰＤＣＣＨ上の制御情報を復号化する必要がな
い（チャネルの符号化率とは、下りリンクの制御情報ビットの数を、ＰＤＣＣＨ上の物理
チャネルビットの数で除した数として定義される）。
【００３３】
　ＵＥによって監視される制御チャネルは、上位層のシグナリングによって設定すること
ができる。制御チャネルの割当てに利用可能であるＣＣＥの数は、いくつかの要因、例え
ば、キャリアの帯域幅、送信アンテナの数、制御に使用されるＯＦＤＭシンボルの数、お
よびＣＣＥのサイズに依存する。
【００３４】
　監視される一連のＰＤＣＣＨ候補は、探索空間に基づいて定義され、表３に示したよう
に、アグリゲーションレベル１，２，４，または８における探索空間が、一連のＰＤＣＣ
Ｈ候補によって定義される。
【００３５】
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【表３】

【００３６】
　ＵＥは、アグリゲーションレベル４および８のそれぞれにおいて１つの共通探索空間を
監視する。共通探索空間は、候補のアグリゲーションレベル４および８における特定の数
のＣＣＥに対応する（表３の最後の２行を参照）。セル内のすべてのＵＥは、共通の探索
空間を監視する。
【００３７】
　さらに、ＵＥは、アグリゲーションレベル１，２，４，および８のそれぞれにおいてＵ
Ｅ固有の１つの探索空間を監視する。表３に示したように、ＵＥは、ＵＥ固有の探索空間
内でアグリゲーションレベルあたり何回か復号化を試みる。アグリゲーションレベルあた
り２種類のペイロードサイズ（ＤＣＩ）（下りリンクのスケジューリング割当て用に１つ
、上りリンクグラント用に１つ）と想定すると、ペイロードサイズそれぞれにおけるアグ
リゲーションレベルあたりの復号化の試行回数は、アグリゲーションレベル１における６
回の復号化試行＋アグリゲーションレベル２における６回の復号化試行＋アグリゲーショ
ンレベル４における２回の復号化試行＋アグリゲーションレベル８における２回の復号化
試行である。したがって、ペイロードサイズあたりのブラインド復号化の試行回数は１６
回であり、全体で３２回のブラインド復号化の試行によって、ＵＥ固有の探索空間内でＰ
ＤＣＣＨを検出する。同様に、共通探索空間内では、ＰＤＣＣＨを検出するために１２回
の試行が行われる。したがって、ＰＤＣＣＨを検出するのに全体として４４回の試行が行
われる。
【００３８】
　共通探索空間とＵＥ固有の探索空間は、重なっていることができる。
【００３９】
　物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、上りリンク制御情報を伝える。表４は
、サポートされるＰＵＣＣＨフォーマットを示している。
【００４０】

【表４】

【００４１】
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　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａおよび１ｂは、ＰＵＣＣＨ送信のみにおいてＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫの送信に適用することができる。ＰＵＣＣＨフォーマット１，１ａ，および１ｂの送
信に使用されるリソースは、リソースインデックスｎ（１）

ＰＵＣＣＨによって識別され
る。リソースインデックスｎ（１）

ＰＵＣＣＨから、直交シーケンスインデックスｎＯＣ

（ｎＳ）およびサイクリックシフトα（ｎｓ，ｌ）が求められ、直交シーケンスインデッ
クスおよびサイクリックシフトは、ＳＣ－ＦＤＭＡにおいて使用される拡散符号を定義す
る。一般的には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信に使用される物理リソースは、さまざまな要因
に依存し、例えば、上りリンクの帯域幅構成、ＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂに
予約されている帯域幅、フォーマット１／１ａ／１ｂおよびフォーマット２／２ａ／２ｂ
の混合を使用する場合にリソースブロックにおいてＰＵＣＣＨフォーマットに使用される
サイクリックシフトの数、周波数領域におけるリソースブロックサイズ（ＰＵＣＣＨフォ
ーマット１／１ａ／１ｂの場合にサブキャリアの数およびリソースインデックスｎ（１）

ＰＵＣＣＨによって表される）である。
【００４２】
　ＬＴＥリリース８によると、ＴＤＤモードでは、上りリンクにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック情報を送信するための方法として、上位層の設定によってサポートされる
以下の２つの可能な方法がある。
－　デフォルトモード：ＰＵＣＣＨフォーマット１ａまたは１ｂを使用してＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫをバンドリングする。バンドリングとは、複数のＰＤＳＣＨ送信に対して１つのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ信号を送信することを意味する。
－　チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫを多重
化する。
【００４３】
　図６は、ＴＤＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを示している。ＡＣＫ／ＮＡＣＫバン
ドリングは、１個の上りリンクサブフレームに関連付けられる複数の下りリンクサブフレ
ーム６０１，６０２，６０３，６０４にまたがる符号語ごとに実行される。下りリンクサ
ブフレーム６０１，６０２，６０３，６０４における符号語に対応する、（動的およびセ
ミパーシステントにスケジューリングされた）個々のＰＤＳＣＨ送信ＡＣＫ／ＮＡＣＫす
べてに、論理「ＡＮＤ」演算を適用する。したがって、バンドリングされた下りリンクサ
ブフレームすべてに対してＡＣＫが送信される場合、ＡＣＫを送信する。少なくとも１個
の下りリンクサブフレームに対してＮＡＣＫが送信される場合、ＮＡＣＫを送信する。バ
ンドリングされた１個または２個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは、それぞれ、表４に示した
ようにＰＵＣＣＨフォーマット１ａおよびＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを使用して送信さ
れる。
【００４４】
　サブフレームｎにおけるＰＤＳＣＨ上の下りリンク送信に対して、ＵＥは、サブフレー
ムｍ＝ｎ＋ｋにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信し、ｋは、表１に示した上りリンク－下り
リンク構成モードそれぞれにおいて、表５に示したように下りリンクサブフレームそれぞ
れに対して定義されている。
【００４５】



(13) JP 5498506 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

【表５】

　ＵＥは、サブフレームｍにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するのに、リソースインデッ
クスｎ（１）

ＰＵＣＣＨを有するＰＵＣＣＨリソースを使用する。ＰＵＣＣＨリソースは
、最後に検出された下りリンクサブフレームのＰＤＣＣＨの最小のＣＣＥインデックスお
よび対応する下りリンクサブフレーム番号にリンクされている。
【００４６】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングは、下りリンクスケジューリング割当てが受信されない
ことに起因して誤りが生じやすい。ＵＥがサブフレーム内の下りリンクスケジューリング
割当てを認識しない（受信しない）場合、バンドリングされたＡＣＫ／ＮＡＣＫが正しく
送信されないことがある。この問題を克服する目的で、バンドリングされる下りリンクサ
ブフレームのセットそれぞれについて、少なくとも、セットとしてバンドリングされたサ
ブフレームの数に関する情報を、ｅＮＢとＵＥとの間で交換する。
【００４７】
　バンドリングされたサブフレームの数を提供することによって、受信されなかった下り
リンクスケジューリング割当てを検出することができ、したがって、不必要な再送信が減
少する。下りリンクスケジューリング割当てに関する情報は、ＤＡＩ（Downlink Assignm
ent Index：下りリンク割当てインデックス）によって示される。ＤＡＩは、受信されな
かった可能性のあるスケジューリング割当てをＵＥが検出できるようにする２個のビット
情報をＰＤＣＣＨの中で伝える。具体的には、ＴＤＤの場合、ＤＡＩの値は、バンドリン
グされたすべてのサブフレームｎの中でＵＥに送信される動的下りリンク割当ての最小数
を表す。ＤＡＩは、サブフレームごとに更新することができる。したがって、ＤＡＩは、
バンドリングウィンドウ（bundling window）内の、その時点までに割り当てられた下り
リンクサブフレームの数のカウンタと考えることができる。表６は、ＤＡＩの値を示して
いる。
【００４８】

【表６】

【００４９】
　ＵＥは、ＰＤＣＣＨを受信すると、それまでに受信されなかった下りリンク割当てを検
出する目的で、受信した下りリンクスケジューリング割当ての数とＤＡＩの値とを比較す
る。
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【００５０】
　３ＧＰＰでは、現在、「Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced)：Ｅ－ＵＴ
ＲＡのさらなる進歩（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）」というテーマが検討されており、こ
れは非特許文献３（http://www.3gpp.orgにおいて入手可能であり、参照によって本文書
に組み込まれている）に記載されている。この研究項目は、Ｅ－ＵＴＲＡを進化させる目
的で、例えば、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄのキャリアアグリゲーション（２個以上のコン
ポーネントキャリアをまとめる）における要件を満たすために、考慮すべき技術要素をカ
バーしている。これによって、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａとも称する）では
２０ＭＨｚより大きい下りリンク送信帯域幅をサポートできるようになるはずである。Ｌ
ＴＥリリース８の端末は、１個のみのコンポーネントキャリア上の送信を受信することが
できる。２０ＭＨｚを超える受信能力を有するＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ端末は、複数の
コンポーネントキャリア上の送信を同時に受信することができる。この場合、「同時に」
とは、同じ無線フレーム内を意味する。例えば、ＬＴＥ－ＡのＴＤＤモードにおいては、
複数の異なるコンポーネントキャリアを複数の異なるサブフレームにおいて送信／受信す
ることができる。ＦＤＤモードにおいては、さらに同じサブフレーム内で複数のコンポー
ネントキャリアの送信／受信が可能である。
【００５１】
　このようなシステムでは、データ信号（例：ＰＤＳＣＨ）および制御信号（上りリンク
、下りリンク）を送信するための効率的かつ高い信頼性のメカニズムが必要である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００５２】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 ‘’Physical Channels and Modulations‘’, Releas
e 8, v. 8.3.0, May 2008
【非特許文献２】3GPP TS 36.211 ‘’Multiplexing and Channel Coding‘’, Release 
8, v. 8.3.0, May 2008
【非特許文献３】3GPP TS 36.814
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００５３】
　本発明の目的は、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデ
ータ信号および制御信号を送信および受信するための効率的かつ高い信頼性の方法および
装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００５４】
　この目的は、独立請求項の特徴によって達成される。
【００５５】
　本発明の有利な実施形態は、従属請求項の主題である。
【００５６】
　本発明の具体的な方法は、コンポーネントキャリアの中で、別のコンポーネントキャリ
アの中のスケジューリング割当ての存在を指定する割当てマップを送信することである。
【００５７】
　割当てマップをシグナリングすることによって、その割当てマップの対象である複数の
コンポーネントキャリアのうち受信されなかったスケジューリング割当てを検出すること
が可能である。
【００５８】
　本発明の第１の態様によると、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システ
ムにおいてデータ信号および制御信号を送信する方法、を提供する。コンポーネントキャ
リアは、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも１つ
によって指定される物理リソース、を備えている。データ信号を送信するためのリソース
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を第１のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当て、を生成する
。さらに、第２のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが生成された
かを指定する割当てマップ、を求める。生成されたスケジューリング割当てと割当てマッ
プとを備えている制御信号を、第１のコンポーネントキャリアの中で送信する。
【００５９】
　本発明の別の態様によると、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システム
においてデータ信号および制御信号を受信する方法、を提供する。コンポーネントキャリ
アは、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも１つに
よって指定されるリソース、を備えている。制御信号は、第１のコンポーネントキャリア
の中と第２のコンポーネントキャリアの中で受信される。第１のコンポーネントキャリア
の中の制御信号から、データ信号を受信するためのリソースを第１のコンポーネントキャ
リアに対して指定するスケジューリング割当て、を取り出し、第２のコンポーネントキャ
リアにおいてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する割当てマップ、を取り出
す。割当てマップと、第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号とに基づいて、第２
のコンポーネントキャリアに対するスケジューリング割当てが送られて受信されたかを評
価する。
【００６０】
　本発明のさらに別の態様によると、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信シ
ステムにおいてデータ信号および制御信号を送信する送信器、を提供する。コンポーネン
トキャリアは、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくと
も１つによって指定されるリソース、を備えている。送信器は、データ信号を送信するた
めのリソースを第１のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当て
、を生成する割当てユニット、を備えている。さらに、送信器は、第２のコンポーネント
キャリアにおいてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する割当てマップ、を求
めるマップ判定ユニット、を備えている。制御信号送信ユニットは、生成されたスケジュ
ーリング割当てと割当てマップとを含んでいる制御信号を、第１のコンポーネントキャリ
アの中で送信することができる。
【００６１】
　本発明のさらに別の態様によると、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信シ
ステムにおいてデータ信号および制御信号を受信する受信器、を提供する。コンポーネン
トキャリアは、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくと
も１つによって指定されるリソース、を備えている。受信器は、第１のコンポーネントキ
ャリアの中と第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号を受信する制御信号受信ユニ
ット、を備えている。さらに、受信器は、第１のコンポーネントキャリアの中の制御信号
から、スケジューリング割当ておよび割当てマップを取り出す取り出しユニット、を備え
ている。スケジューリング割当ては、データ信号を受信するためのリソースを第１のコン
ポーネントキャリアに対して指定する。割当てマップは、第２のコンポーネントキャリア
においてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する。評価ユニットは、割当てマ
ップと、第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号とに基づいて、第２のコンポーネ
ントキャリアに対するスケジューリング割当てが送られて受信されたかを評価することが
できる。
【００６２】
　用語「第１のコンポーネントキャリア」および「第２のコンポーネントキャリア」は、
本文書においては、システムの任意のコンポーネントキャリアを意味し、周波数領域にお
ける順序には関係ない。
【００６３】
　応答信号は、第１のコンポーネントキャリアに対して指定されている、データ信号を送
信するためのリソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中
で受信／送信することが好ましい。応答信号は、送信されたデータ信号に関連しており、
複数のコンポーネントキャリアの中のデータ信号に対して共通である。
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【００６４】
　具体的には、応答信号は、例えば肯定応答または否定応答をシグナリングする１個また
は複数のビットからなるバイナリ形式を有する。共通の応答信号は、複数のコンポーネン
トキャリア上のデータ信号に関連するバイナリ応答信号に論理ＡＮＤ演算を適用すること
によって求められることが好ましい。このような共通の応答信号は、まとめられた応答す
べてが肯定（確認）である場合のみに肯定応答を示す。それ以外の場合、共通否定応答が
示される。複数のコンポーネントキャリアに対する共通の応答を送ることは、必要なリソ
ースが減少するという利点がある。しかしながら、共通の応答は、別の方法、例えば、別
の演算（例：論理ＯＲ演算）を使用する、あるいはバンドリングされたコンポーネントキ
ャリアの中の個々の否定応答または肯定応答の数をシグナリングすることで、得ることも
できる。さらには、共通の応答は、例えばビットマップの形で個々の応答報告を含んだ集
合的な応答報告とすることもできる。
【００６５】
　本発明の実施形態によると、第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号は、第１の
コンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当てのリソースにリンクされている相
対インデックス、を備えている。特に、第１のコンポーネントキャリアの中のスケジュー
リング割当ては、応答信号リソースにさらに関連している。したがって、相対インデック
スも、応答信号リソースにリンクされている。この方策は、応答信号報告の信頼性が向上
するという利点があり、なぜなら、たとえ第１のコンポーネントキャリアの制御信号が受
信されない場合でも、第２のコンポーネントキャリアの中の相対インデックスは、第１の
コンポーネントキャリアにリンクされている正しい応答信号リソースにリンクされている
ためである。応答信号は、データ信号および制御信号と同じコンポーネントキャリアの中
で送信することができる（ただし必須要件ではない）。
【００６６】
　複数のコンポーネントキャリアそれぞれは、割当てマップおよび相対インデックスのう
ちの少なくとも一方を備えていることが好ましい。さまざまな代替形態が可能であり、そ
れぞれが利点を有する。
【００６７】
　本発明の実施形態によると、基準コンポーネントキャリアは、少なくとも１個のメンバ
ーコンポーネントにおけるスケジューリング割当ての存在を指定する割当てマップ、を伝
える。１個または複数のメンバーキャリアは、割当てマップを備えておらず、相対インデ
ックスを備えている。この代替形態によると、基準コンポーネントキャリアおよび（１個
または複数の）メンバーキャリアに対するバンドリングされた応答信号用に、１個の応答
リソースを使用することができる。メンバーコンポーネントキャリアと基準コンポーネン
トキャリアのうちの受信されなかったスケジューリング割当てを検出することができる。
【００６８】
　本発明の別の実施形態によると、キャリアそれぞれが割当てマップを備えている。基準
メンバーコンポーネントキャリアは、相対インデックスも備えていることが好ましい。こ
れによって、各コンポーネントキャリアの割当てテーブルが自身以外のすべてのコンポー
ネントキャリアに関連する情報を備えているならば、すべてのコンポーネントキャリアの
うちの受信されなかったスケジューリング割当てを検出することができる。しかしながら
、コンポーネントキャリアそれぞれが割当てマップおよび相対インデックスの両方を含ん
でいることもできる。
【００６９】
　割当てマップは、コンポーネントキャリアにおいて、そのキャリア以外のコンポーネン
トキャリアがスケジューリング割当てを備えているか否かを指定するビットマップによっ
て、表されていることが好ましい。このようなスケジューリング割当ての存在の有無をシ
グナリングするため、各キャリアに１個のビットが必要である。しかしながら、割当てマ
ップは別の形態をとることもできる。特に、割当てマップは、バンドリングされたコンポ
ーネントキャリアのどのサブセットがスケジューリング割当てを含んでいるかを指定する
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値（バイナリ形式でシグナリングすることができる）を含んでいる。さまざまなサブセッ
トと、シグナリングされる値との間のマッピングを、例えばルックアップテーブルとして
定義することができる。一般的には、割当てマップは、他の任意の形式をとることができ
る。
【００７０】
　複数の異なるコンポーネントキャリアの応答信号をバンドリングし、１個の物理リソー
スの中で送ることが好ましい。バンドリングは、全体的または部分的に行うことができる
。具体的には、Ｍ個のコンポーネントキャリアが送信されるように設定されている場合、
バンドリングを部分的に、すなわちＭ個のコンポーネントキャリアのサブセットに対して
、行うことができる。サブセットは互いに重複していることができる（ただし必須要件で
はない）。この場合、各サブセットに対して基準コンポーネントキャリアを定義すること
ができる。しかしながら、Ｍ個のコンポーネントキャリアすべてに対して１個の基準キャ
リアを定義することもできる。
【００７１】
　通信システムは、複数のコンポーネントキャリアを有する、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ
をベースとするシステムであることが好ましい。
【００７２】
　本発明の別の実施形態によると、通信システムはＭＩＭＯ　ＳＤＭを採用しており、し
たがって、複数の符号語が形成される。このような場合におけるバンドリングは、同じ符
号語のコンポーネントキャリアに対して行われることが好ましい。しかしながら、同じコ
ンポーネントキャリアおよび異なる符号語に対して、または任意の他の組合せに対して行
うこともできる。
【００７３】
　本発明は、通信システムの方式として、周波数分割複信および時分割複信の両方に適用
することができる。時分割復信モードにおいては、本発明は、各サブフレーム内で、また
は複数のサブフレームの間で、コンポーネントキャリアの受信されなかったスケジューリ
ング割当てを検出するために適用されることが好ましい。
【００７４】
　本発明のさらに別の態様によると、コンピュータ可読プログラムコードが具現化された
コンピュータ可読媒体を備えているコンピュータプログラム製品であって、プログラムコ
ードが、本発明のいずれかの実施形態を実行するようにされている、コンピュータプログ
ラム製品、を提供する。
【００７５】
　本発明の上記およびそれ以外の目的および特徴は、添付の図面を参照しながらの以下の
説明および好ましい実施形態から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】ＬＴＥシステムにおける下りリンクベースバンド処理を示したブロック図である
。
【図２】ＬＴＥ　ＦＤＤシステムにおける無線フレームの構造を示している。
【図３】ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームの構造を示している。
【図４】上りリンクＬＴＥの場合の時間－周波数グリッドにおける物理リソースを示して
いる。
【図５】ＬＴＥにおけるＣＣＥツリー構造の例である。
【図６】ＬＴＥ　ＴＤＤリリース８におけるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングの概略図であ
る。
【図７】複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ
バンドリングの概略図である。
【図８】複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムに適用される、ＬＴＥ　Ｔ
ＤＤリリース８に類似したＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングの概略図である。
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【図９】複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムに適用される、ＬＴＥ　Ｔ
ＤＤリリース８に類似するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングの信頼性の問題を示した例であ
る。
【図１０】本発明による割当てマップ（ＡＭ）の概略図である。
【図１１】本発明による送信装置および受信装置を示したブロック図である。
【図１２】本発明の実施形態による、制御信号の送信および受信を示した概略図である。
【図１３】本発明による割当てマップの例を示した概略図である。
【図１４】本発明の実施形態による、基準コンポーネントキャリアのアグリゲーションレ
ベルおよびＣＣＥインデックスと、メンバーコンポーネントキャリアのアグリゲーション
レベルおよびＣＣＥインデックスとの間の関係の例を示した概略図である。
【図１５】メンバーコンポーネントキャリア上の相対インデックスのシグナリングの例を
示した概略図である。
【図１６】割当てマップもしくは相対インデックスまたはその両方を送信するための制御
チャネルの可能なフォーマットを示した概略図である。
【図１７】基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアにおける
ＣＣＥアグリゲーションレベルおよびＣＣＥインデックスの可能な構成の例を表している
一連の表である。
【図１８】４個のリンクされたコンポーネントキャリアの割当てマップの例を示した概略
図である。
【図１９】リンクされたすべてのコンポーネントキャリアにおいて同じＣＣＥインデック
スを使用する場合の、ＣＣＥインデックスからＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスへのマッピ
ングの例を示した概略図である。
【図２０】リンクされたコンポーネントキャリアにおいて異なるＣＣＥインデックスを使
用する場合の、ＣＣＥインデックスからＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスへのマッピングの
別の例を示した概略図である。
【図２１】ＣＣＥインデックスからＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスへのマッピングの別の
例として、複数の異なるコンポーネントキャリアにおいて独立して行われるマッピングを
示した概略図である。
【図２２】制御信号の受信／送信の例として、すべてのコンポーネントキャリアにおいて
割当てマップを送信し、メンバーコンポーネントキャリアにおいて相対インデックスをシ
グナリングする例を示した概略図である。
【図２３】制御信号の受信／送信の例として、各コンポーネントキャリアにおいて割当て
マップおよび相対インデックスをシグナリングする例を示した概略図である。
【図２４】応答信号の部分的バンドリングを示した概略図である。
【図２５】部分的にバンドリングされたコンポーネントキャリアに対して１個のＡＣＫ／
ＮＡＣＫリソースを使用し、複数の基準コンポーネントキャリアが存在する例の概略図で
ある。
【図２６】部分的にバンドリングされたコンポーネントキャリアに対して１個のＡＣＫ／
ＮＡＣＫリソースを使用し、１個の基準コンポーネントキャリアが存在する例の概略図で
ある。
【図２７】ＭＩＭＯ　ＳＤＭにおける２個以上の符号語に適用される、本発明の概略図で
あり、バンドリングが符号語ごとに行われる。
【図２８】ＭＩＭＯ　ＳＤＭにおける２個以上の符号語に適用される、本発明の概略図で
あり、バンドリングが複数の符号語ごとに行われる。
【図２９】ＴＤＤモードにおいてサブフレームレベルにおいて受信されなかったスケジュ
ーリング割当てを検出する目的で本発明を適用する場合の概略図である。
【図３０】ＴＤＤモードにおいて受信されなかった下りリンクサブフレーム割当てを検出
する目的で本発明を適用する場合を示した概略図である。
【図３１】３ＧＰＰ　ＬＴＥアーキテクチャを示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
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【００７７】
　本発明は、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信
号および制御信号を送信および受信することに関連する。具体的には、本発明は、データ
信号に関連付けられる制御信号（例えば、スケジューリング／割当て情報もしくはフィー
ドバック情報またはその両方）を送信／受信するための効率的かつ信頼性の高い方法を提
供する。
【００７８】
　本発明は、例えば、移動通信システム（例えば前述したＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（Ｌ
ＴＥ－Ａ）通信システム）に関連して、有利に使用することができる。しかしながら、本
発明の用途は、この特定の例示的な通信ネットワークに限定されない。複数のコンポーネ
ントキャリアを有する任意の標準化された移動通信システム、あるいはそのような標準化
された移動通信システムの任意の進化バージョン、今後に標準化される任意の移動通信シ
ステム、またはプロプライエタリな任意の移動通信システムを通じて、本発明を使用して
データ信号および制御信号を送信するもしくは受信する、またはその両方を行うことは、
有利である。
【００７９】
　複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムにおける上りリンクフィードバッ
クシグナリング（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ制御シグナリング）は、上述したＬＴＥ　Ｔ
ＤＤの場合と同様に設計することができる。具体的には、図６に示したように複数のサブ
フレームに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをバンドリングする方式と同様に、複数のコンポーネ
ントキャリアに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫのバンドリングを行うことができる。図７は、複
数のコンポーネントキャリア７０１，７０２，７０３，７０４に対する、このようなＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫバンドリングの例を示している。ＬＴＥ　ＴＤＤの原理を採用する利点とし
て、上りリンクと下りリンクとの間の対称的な帯域幅分布および非対称的な帯域幅分布（
すなわちコンポーネントキャリアのアグリゲーション）の両方に適用できる。特に、コン
ポーネントキャリアのアグリゲーションを使用するＬＴＥ－Ａにおいては、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫのバンドリングによって、ＰＵＣＣＨのカバレッジおよび容量を改善することができ
る。したがって、複数の下りリンクコンポーネントキャリアに対する１つのＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを、１個の上りリンクコンポーネントキャリアによって伝える。
【００８０】
　複数のコンポーネントキャリアに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングの信頼性および
効率をさらに改善するため、ＳＡＩ（Scheduling Assignment Index：スケジューリング
割当てインデックス）（ＬＴＥリリース８のＰＤＣＣＨにおけるＤＡＩ情報に類似する）
を使用して、ＵＥにおける受信されなかったスケジューリング割当てを検出することがで
きる。ＳＡＩは、ＤＡＩと同様に、その時点までのコンポーネントキャリアの中の割当て
の数を示すカウンタとして使用される。図８は、２個のコンポーネントキャリア８０１，
８０２の場合における、このような例を示している。第１のコンポーネントキャリア８０
１においては、ＳＡＩは値０を有する。この第１のコンポーネントキャリア８０１の中の
ＰＤＣＣＨは、インデックス値が１であるＣＣＥ上でスケジューリング割当てを伝える。
第２のコンポーネントキャリア８０２の中のＰＤＣＣＨは、インデックス値が３であるＣ
ＣＥ上でスケジューリング割当てを伝える。第２のコンポーネントキャリア８０２におけ
るＳＡＩの値は１であり、この値は、第１のコンポーネントキャリア８０１の中で送られ
たスケジューリング割当てを指している。ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース７１１，７１２は、
コンポーネントキャリアの一方において割り当てられているＰＤＣＣＨの最小のＣＣＥイ
ンデックスにリンクされている。ＣＣＥインデックスとＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスと
の間のマッピングは、コンポーネントキャリアごとに行われる。上りリンクにおけるバン
ドリングされたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、所定の（例えば最後の）コンポーネントキャリアに
対応する１個のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースを使用して送信される。
【００８１】
　図９は、第２のコンポーネントキャリア８０２における受信されなかった割当てをＳＡ
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Ｉによって検出できない場合を示している。ｅＮＢにより、２個のコンポーネントキャリ
ア８０１，８０２におけるスケジューリング割当てがスケジューリングされている。これ
に対応して、第１のコンポーネントキャリア８０１および第２のコンポーネントキャリア
８０２において、それぞれ値０のＳＡＩおよび値１のＳＡＩが制御信号の中で送られる。
上りリンクでは、これら２個のコンポーネントキャリアに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫリソ
ースが予約される。コンポーネントキャリア８０２の中のＰＤＣＣＨスケジューリング割
当てをＵＥが受信しなかったとき、この状況は、ＵＥの観点およびｅＮＢの観点では以下
のように分析される。
【００８２】
　ＵＥは、コンポーネントキャリア８０１の中のスケジューリング割当てを受信し、コン
ポーネントキャリア８０２の中のスケジューリング割当てを受信し損なうと、その後、Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ報告をバンドリングするときに第２のコンポーネントキャリア８０２を考
慮しない。この理由として、ＵＥは第２のコンポーネントキャリア８０２の中のＰＤＣＣ
Ｈを受信しなかったため、その中のＳＡＩ情報を検出できないためである。したがって、
コンポーネントキャリア８０１上のＰＤＳＣＨ送信が正常に行われた場合、ＵＥは応答信
号として肯定応答（ＡＣＫ）を送る。しかしながら、コンポーネントキャリア８０２上の
ＰＤＳＣＨ送信が受信されていないため、コンポーネントキャリア８０１およびコンポー
ネントキャリア８０２の両方に対する実際の正しい共通応答信号は、否定応答（ＮＡＣＫ
）である。したがって、たとえＳＡＩがシグナリングされても、第２のコンポーネントキ
ャリアの中のＰＤＣＣＨを受信しなかった結果として、「ＮＡＣＫがＡＣＫとなる」誤り
が生じ、したがって、ＵＥからｅＮＢへのＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告の信頼性が低下する。こ
のようなＵＥの挙動のさらなる結果として、コンポーネントキャリア８０２上のスケジュ
ーリングされたパケットを上位層（無線リンク制御層）が再送信し、さらなる時間リソー
スおよび無線リソースが消費される。
【００８３】
　ｅＮＢは、受信したＡＣＫ／ＮＡＣＫに使用されたリソースに基づいて、ＵＥからのＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ報告が信頼できないものであることを検出することができる。この場合、
ＵＥによって使用されるＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースは１個のみであるが、ｅＮＢは、コン
ポーネントキャリアの数に比例するＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースを予約しなければならない
。結果として、各ＵＥのためにｅＮＢが予約するＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースが増大する。
ｅＮＢは、信頼できない応答信号を検出したとき、そのＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告にバンドリ
ングされているコンポーネントキャリアをブラインド検出しなければならない。
【００８４】
　ｅＮＢは、リンクされている複数のコンポーネントキャリアに対して１個のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫリソースをＵＥに割り当てる場合、すべてのコンポーネントキャリアにおいて同じ
ＣＣＥインデックスを割り当てなければならない。このようにすることで、すべてのコン
ポーネントキャリアにおけるそのＣＣＥインデックスが、１個のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソー
スを指す。このことは、ｅＮＢのスケジューラに厳しい制約につながる。このケースにお
いては、ｅＮＢは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告によってバンドリングされたコンポーネントキ
ャリアをブラインド検出できないことがある。
【００８５】
　したがって、たとえＳＡＩが送信される場合でも、信頼できないＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告
を回避することができない。信頼できないＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告の結果として、上位層が
データ信号を再送信することに起因して必要なリソースが増大し、送信遅延が大きくなり
、ブラインド復号化の場合には電力消費量および処理遅延が増大する。
【００８６】
　ＬＴＥ　ＴＤＤにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫのバンドリングの原理を、複数のコンポーネ
ントキャリアを有するシステム（例えばＬＴＥ－Ａ）に適用した例を使用して上に示した
ように、スケジューリング割当ての数（カウンタ）のみでは、コンポーネントキャリアに
おける受信されなかったスケジューリング割当てを識別できないことがあり、本発明はこ
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の考察に基づいている。
【００８７】
　無線通信システムにおけるデータ信号に関連する制御信号の送信の信頼性および効率を
高める目的で、本発明によると、特定のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリン
グ割当てが含まれたかを示す割当てマップ（ＡＭ）を、制御信号の中で提供する。
【００８８】
　図１０は、このような割当てマップの例を概略的に示しており、コンポーネントキャリ
アに対する０は、そのコンポーネントキャリアにスケジューリング割当てが含まれていな
いことを指定し、コンポーネントキャリアに対する１は、そのコンポーネントキャリアに
スケジューリング割当てが含まれていることを指定する。この割当てマップは、コンポー
ネントキャリアの制御信号の中に含めることができ、１個または複数の他のコンポーネン
トキャリアに関連するスケジューリング割当ての存在に関する情報を含んでいることがで
きる。
【００８９】
　図１１は、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信
号および制御信号を送信／受信するための、本発明による送信装置および受信装置のブロ
ック図である。送信器１１０１は、制御信号送信ユニット１１４０を備えており、このユ
ニット１１４０は、チャネル１１５０上で制御信号１１３１を送信する。この制御信号送
信ユニットは、無線通信システムを通じて制御信号を送るために必要であるさまざまな機
能として、多重化機能、変調機能、符号化機能、およびパルス成形機能を備えていること
ができる。チャネル１１５０は、コンポーネントキャリアなど無線通信システムのリソー
ス（時間スロット／シンボル、サブキャリア、拡散符号もしくはスクランブル符号または
その両方、アンテナの放射パターン、のうちの少なくとも１つ）によって定義されるチャ
ネル（例えばコンポーネントキャリア）である。生成される（１１３０）制御信号１１３
１は、スケジューリング割当て１１１１および割当てマップ１１２１を備えている。スケ
ジューリング割当て１１１１は、割当てユニット１１１０によって生成され、データ信号
を送信するのに使用されるリソースをコンポーネントキャリアに指定する。割当てマップ
１１２１は、マップ生成ユニット１１２０によって求められ、別のコンポーネントキャリ
アがスケジューリング割当てを伝えているかを指定する。
【００９０】
　受信器１１０２は、チャネル１１５０から制御信号を受信する制御信号受信ユニット１
１６０を含んでいる。取り出しユニット１１７０は、制御信号からスケジューリング割当
て１１７１および割当てマップ１１７２を取り出す。スケジューリング割当て１１７１お
よび割当てマップ１１７２は、他のコンポーネントキャリアへのスケジューリング割当て
が送られて受信されたかを評価するために使用される。他のコンポーネントキャリアへの
スケジューリング割当ては、そのスケジューリング割当てが受信されたことを示す。第１
のコンポーネントキャリアの中の割当てマップは、第２のコンポーネントキャリアの中の
スケジューリング割当てが送られたかを示す。
【００９１】
　したがって、コンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当てが受信されなくて
も、そのキャリアについて、割当てが指定されたことが割当てマップによってシグナリン
グされる場合、受信されなかったスケジューリングの情報を検出することができる。した
がって、受信されなかったスケジューリング割当ての検出の信頼性が高まる。特に、送信
器は、ＬＴＥ（－Ａ）をベースとする無線通信システムにおけるＮｏｄｅＢ（例えばｅＮ
Ｂ）であり、受信器はこのようなシステムにおけるＵＥに対応する。
【００９２】
　さらに、送信器１１０１は、スケジューリング割当て１１１１によって指定されるリソ
ースの中でデータ信号を送信するデータ信号送信ユニット１１４０を備えている。さらに
、送信器は、応答信号を受信するフィードバック受信ユニット１１４５を備えていること
が好ましい。応答信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）は、第１のコンポーネントキャリアに対して
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スケジューリング割当て１１１１の中で指定されている、データ信号を送信するためのリ
ソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中で受信される。
特に、応答信号は、２個以上のコンポーネントキャリアに対してバンドリングされる。
【００９３】
　これに相応して、受信器１１０２は、スケジューリング割当て１１７１によって指定さ
れるリソースの中でデータ信号を受信するデータ信号受信ユニット１１６０をさらに備え
ている。さらに、受信器１１０２は、応答信号を送信するフィードバック送信ユニット１
１６５をさらに備えていることが好ましい。応答信号（肯定応答または否定応答）は、受
信されたデータの正しさ、もしくは、評価ユニット１１８０によって実行された評価の結
果、またはその両方に従って、送られる。
【００９４】
　本発明の実施形態によると、アグリゲートされるコンポーネントキャリアとして、以下
の２種類のコンポーネントキャリアが定義される。
－　ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース（応答信号を送信するためのリソース）がリンクされる基
準コンポーネントキャリア。例えば、基準コンポーネントキャリアのＣＣＥインデックス
がＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースインデックスにリンクされる。
－　メンバーコンポーネントキャリア
【００９５】
　図１２は、ＬＴＥ－Ａなどのシステムの例を示しており、各ＵＥに対して基準コンポー
ネントキャリア１２０１上のＰＤＣＣＨによって割当てマップ１２２１がシグナリングさ
れる。割当てマップ１２２１は、メンバーコンポーネントキャリア１２０２に関する情報
として、メンバーコンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを含んでいるかを提
供する。基準コンポーネントキャリア１２０１の中の割当てマップ１２２１によって、Ｕ
Ｅは、（１個または複数の）メンバーコンポーネントキャリア１２０２における受信され
なかったスケジューリング割当てを検出することができる。特に、割当てマップは、どの
メンバーコンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを伝えているかを示すビット
マップとすることができる。基準コンポーネントキャリアのＰＤＣＣＨは、複数のＣＣＥ
を備えており、インデックス１を有するＣＣＥは、上りリンクにおける特定のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫリソース１２１１にリンクされている。ＣＣＥインデックスとＡＣＫ／ＮＡＣＫリ
ソースインデックスとの間のマッピングを定義する必要があり、これは任意の順列によっ
て与えることができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースは、この実施形態においては、つねに
基準コンポーネントキャリアのみのＰＤＣＣＨにリンクされている。
【００９６】
　ＵＥが、基準コンポーネントキャリア１２０１の中の受信されなかったスケジューリン
グ割当ても検出できるようにする目的で、メンバーコンポーネントキャリア１２０２上の
ＰＤＣＣＨは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース１２１１にリンクしている、基準キャリアのＰ
ＤＣＣＨにリンクしている情報１２２２をシグナリングする。このような情報１２２２は
、例えば、基準コンポーネントキャリア１２０１のＰＤＣＣＨの中のＣＣＥの相対インデ
ックス（ＲＩ）である。
【００９７】
　一般的には、このようにして、２個以上のメンバーコンポーネントキャリア１２０２を
１個の基準コンポーネントキャリアに関連付けることができる。基準コンポーネントキャ
リアは、メンバーコンポーネントキャリアそれぞれを参照する割当てマップを備えており
、その一方で、各メンバーコンポーネントキャリアは、基準キャリアの中のＰＤＣＣＨを
参照している相対インデックスを備えている。したがって、相対インデックスによって、
基準コンポーネントキャリアに関連付けられる１個のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースとのリン
クが可能であり、これにより、基準コンポーネントキャリアおよび（１個または複数の）
メンバーコンポーネントキャリアに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングがサポートされ
る。ＵＥが、（基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアの中
で送信されたＰＤＣＣＨのうち）少なくとも１個のＰＤＣＣＨを正しく復号化すれば、他
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のコンポーネントキャリアにおける受信されなかったスケジューリング割当ての検出の信
頼性が高まる。さらには、この実施形態においては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースは１個の
（基準）コンポーネントキャリアにリンクされるため、結果として、ＵＥあたり予約され
るＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースの数が減少する。
【００９８】
　メンバーコンポーネントキャリアが２個以上である場合、基準コンポーネントキャリア
のＰＤＣＣＨの中で送信される割当てマップは、図１３に示したように、（メンバー）コ
ンポーネントキャリアごとのビットを有するビットマップに対応したものとすることがで
き、ビットはスケジューリング割当ての存在を示す。図１３においては、割当てマップ１
３１０は４個のビット（番号：ビット０～ビット３）を備えており、４個のビットそれぞ
れは、スケジューリング割当てが存在することを値１によって示し、スケジューリング割
当てが存在しないことを値０によって示している。４個のビットそれぞれは、４個のメン
バーコンポーネントキャリア１３０１，１３０２，１３０３，１３０４のうちの１個に関
連付けられている。したがって、この実施形態においては、基準コンポーネントキャリア
のＰＤＣＣＨの中の割当てマップフィールドのサイズはＮビットであり、Ｎはメンバーコ
ンポーネントキャリアの数である。
【００９９】
　ＵＥによって受信される少なくとも１個のメンバーコンポーネントキャリアにおいては
、相対インデックスがＰＤＣＣＨ上でシグナリングされる。図１４に示したように、基準
コンポーネントキャリア１４０１における各ＣＣＥアグリゲーションレベル（１，２，４
，８）およびＣＣＥインデックス１４２０に対して、メンバーコンポーネントキャリア１
４０２における可能なＣＣＥアグリゲーションレベルおよびＣＣＥインデックスのセット
が存在する。メンバーコンポーネントキャリアにおけるこのような可能なＣＣＥアグリゲ
ーションレベルおよびＣＣＥインデックスの例は、矢印１４１０によって示してある。
【０１００】
　図１５に示したように、相対インデックス（ＲＩ）１５０１，１５０２は、メンバーコ
ンポーネントキャリア１４０２におけるＣＣＥを、基準コンポーネントキャリア１４０１
におけるＣＣＥアグリゲーションレベルおよびインデックス１４２０に関連付けるインデ
ックス値とすることができる。矢印１５１１，１５１２，１５１３，１５１４は、メンバ
ーコンポーネントキャリア１４０２における４個の異なるＣＣＥ（アグリゲーションレベ
ル、インデックス）と、値「００」を有する同じ相対インデックス１５０１との関連付け
を示している。ＵＥは、メンバーコンポーネントキャリアの中のＰＤＣＣＨを検出すると
、このＰＤＣＣＨの中のＲＩ情報によって、基準コンポーネントキャリアの中のＣＣＥイ
ンデックスを検出することができる。図１５の例においては、メンバーコンポーネントキ
ャリア上のＰＤＣＣＨスケジューリング割当て１５２０は、ＣＣＥアグリゲーションレベ
ル１、ＣＣＥインデックス２上にある。（図１５にはＣＣＥインデックスを明示的に示し
ていない。同じアグリゲーションレベルの中のインデックスの値は、最上段の１から始ま
り、下向きに１ずつ大きくなるものと想定する）　ＵＥがメンバーコンポーネントキャリ
ア１４０２の中のＰＤＣＣＨを復号化するとき、ＲＩフィールド１５０１は、基準コンポ
ーネントキャリア１４０１の中のＣＣＥを指している（１５１１）。このＲＩシグナリン
グによって、ＵＥは、基準コンポーネントキャリアの中の受信されなかった割当てを検出
して、基準コンポーネントキャリアにリンクされているＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースを求め
ることができ、これによって、ＵＥに予約されるＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースが減少する。
【０１０１】
　図１６は、本発明による制御信号の送信に使用することのできるフォーマットの３つの
例１６０１，１６０２，１６０３を示している。割当てマップもしくは相対インデックス
またはその両方は、他の層１／層２制御データ（例えば、リソース割当て（スケジューリ
ング割当て）、トランスポートフォーマット（ＴＦ）、冗長バージョン（ＲＶ）、新規デ
ータインジケータ（ＮＤＩ）、ＨＡＲＱプロセスＩＤ、ＣＲＣ／ＵＥ　ＩＤ）と一緒に、
制御信号の中で送信することができる。
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【０１０２】
　メンバーコンポーネントキャリアおよび基準コンポーネントキャリア上のＣＣＥアグリ
ゲーションレベルおよびインデックスの可能な組合せは、図１７に示したように制限され
ることが好ましい。図１７は、そのような可能な設定による、例としての４つのテーブル
１７０１，１７０２，１７０３，１７０４を示している。
【０１０３】
　表８は、符号語が１個の場合における、２個のコンポーネントキャリア（一方が基準コ
ンポーネントキャリア、他方がメンバーコンポーネントキャリア）におけるスケジューリ
ングの例を示している。
【０１０４】
【表８】

【０１０５】
　この例における想定として、図１７に示した相対インデックステーブル１７０１が有効
であり、メンバーコンポーネントキャリアに対する、基準コンポーネントキャリア上の割
当てマップの値が１であり（このメンバーコンポーネントキャリアの中にスケジューリン
グ割当てが存在することを示す）、メンバーコンポーネントキャリアには値「００」を有
する相対インデックスが設定されているものとする。
【０１０６】
　ＵＥは、最初に基準コンポーネントキャリア上のＰＤＣＣＨを復号化するときには、以
下のステップを実行する。ＵＥは、表８の第１列に従って、ＣＣＥアグリゲーションレベ
ルを１として、ＣＣＥインデックスを１として識別する。ＵＥは、ＣＣＥアグリゲーショ
ンレベルおよびＣＣＥインデックスのこれらの情報に基づいて、対応するＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋリソースを、所定のマッピングを使用して求めることができる。次いで、ＵＥは、メン
バーキャリアに対する割当てマップの値１（メンバーコンポーネントキャリアの中にスケ
ジューリング割当てが存在することを示す）を検出する。
【０１０７】
　ＵＥは、最初にメンバーコンポーネントキャリア上のＰＤＣＣＨを復号化するときには
、以下のステップを実行する。ＵＥは、表８の第２列に従って、ＣＣＥアグリゲーション
レベルを２、ＣＣＥインデックスを１として識別する。さらに、ＵＥは、値「００」を有
する相対インデックスを受信し、これは、基準コンポーネントキャリアの中のスケジュー
リング割当てが、アグリゲーションレベル１およびＣＣＥインデックス１上であることを
示している（図１７の表１７０１の第１行を参照）。ＵＥは、この場合も、基準コンポー
ネントキャリアにおけるこれら既知のＣＣＥアグリゲーションレベルおよびＣＣＥインデ
ックスに基づいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースインデックスを求めることができる。
【０１０８】
　したがって、ＵＥは、基準コンポーネントキャリアを最初に読み取って、メンバーコン
ポーネントキャリア上のＰＤＣＣＨを受信しなかった場合、および、メンバーコンポーネ
ントキャリアを最初に読み取って、基準コンポーネントキャリア上のＰＤＣＣＨを受信し
なかった場合に、受信されていない可能性のあるスケジューリング割当てを求めることが
でき、さらに、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースインデックスを求めることができる。
【０１０９】
　基準コンポーネントキャリアに送信が存在せず、メンバーコンポーネントキャリアの中
にスケジューリング割当てが存在する場合、ｅＮＢは、基準コンポーネントキャリアにお
けるＣＣＥインデックス（上りリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースに対応する）を依然とし
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て予約することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースの衝突を回避するため、このＣＣＥ
インデックスが他のＵＥに割り当てられることを阻止することができる。基準コンポーネ
ントキャリアにおける共通探索空間領域およびメンバーコンポーネントキャリアにおける
ＵＥ固有の探索空間領域に送信が存在するケースにおいては、同様に、基準コンポーネン
トキャリアのＣＣＥインデックスをＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースインデックスにリンクする
ことが依然として可能である。基準コンポーネントキャリアに送信が存在しない場合、符
号点（code point）を予約することも可能であり、これによりＵＥは、送信が存在しなか
ったことを識別することができる。
【０１１０】
　本発明は、バンドリングされたすべてのコンポーネントキャリアにおける受信されなか
った割当てをほぼ完璧に検出することによって、ＵＥ側におけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告の
信頼性を向上させる。ＵＥは、基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネン
トキャリアの両方についてスケジューリング割当ての情報を有する。さらに、これによっ
て、あらゆる場合においてＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告を正しくバンドリングすることができ、
なぜなら、ＵＥは、リンクされたコンポーネントキャリアの少なくとも１個のＰＤＣＣＨ
を正しく検出することによって、受信されなかったスケジューリング割当てに関する情報
を有するためである。したがって、ＵＥからのＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告のバンドリングは、
ほとんどの場合に正しい。本発明の別の利点として、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースはつねに
基準コンポーネントキャリアにリンクされるため、ＵＥに対して予約されるＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫリソースを減少させることが可能である。基準コンポーネントキャリアが１個のみで
ある場合、ＵＥに必要なＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースは１個のみである。さらに、ｅＮＢは
、不必要に予約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースに対してブラインド検出を実行する必要
がない。
【０１１１】
　本発明の別の利点は、ＣＣＥの制限に起因するスケジューラの制約が緩和されることで
ある。すべてのコンポーネントキャリアにおいて、複数の異なるＣＣＥ位置を使用するこ
とができる。ＵＥは、受信されなかった割当てを認識しているため、コンポーネントキャ
リアごとのＤＲＸ動作も堅牢である。ＵＥおよびｅＮＢのいずれも、ＵＥがスケジューリ
ング割当てを受信しなかったことを認識している。このようにすることで、ＵＥとｅＮＢ
とが同期した状態に維持される。スケジューリング割当ては、リンクされているコンポー
ネントキャリアにおいて認識されるため、ＰＤＣＣＨのブラインド復号化の回数が減少す
る。ＲＩを使用することで、ＵＥは、基準コンポーネントキャリアの中の正確なＣＣＥイ
ンデックス割当てを知ることができ、これによって、基準コンポーネントキャリアの中の
ＰＤＣＣＨのブラインド復号化の回数を減少させることができる。各コンポーネントキャ
リアについての割当てマップをシグナリングすることと、すべてのコンポーネントキャリ
アまたはメンバーコンポーネントキャリアのみにおいて相対インデックスをシグナリング
することによって、メンバーコンポーネントキャリアの中のＰＤＣＣＨのブラインド復号
化の回数を減少させることも可能である。さらには、ＵＥは、コンポーネントキャリアに
送信が存在しない場合にはＰＤＣＣＨ割当ての探索を試みないため、電力を節約すること
ができる。ＵＥは、基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリア
の中のスケジューリング割当てを認識している。リンクされているコンポーネントキャリ
アの１個にスケジューリング割当てが存在しない場合、ＵＥは、電力を節約する目的でＰ
ＤＣＣＨの探索を停止することができる。
【０１１２】
　本発明の別の実施形態によると、基準コンポーネントキャリアおよび１個または複数の
メンバーコンポーネントキャリアの両方が、割当てマップをシグナリングする。
【０１１３】
　本発明のいずれの実施形態においても、割当てマップのフォーマットは、図１３を参照
しながら上述したビットマップに限定されない。図１８は、メンバーコンポーネントキャ
リアの数が２個以上の場合の割当てマップの別の例を示している。この場合、各コンポー
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ネントキャリアの割当てマップは、少なくとも１個のコンポーネントキャリアの中のスケ
ジューリング割当てを示す、所定の数のビットによって表される値、をシグナリングする
。このような割当てマップをシグナリングするために要求されるＰＤＣＣＨビットの数は
、シグナリングされる割当てマップが対象とするリンクされたコンポーネントキャリアの
数に依存する。２個のコンポーネントキャリアがリンクされている場合、各コンポーネン
トキャリアにおいて、他方のコンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを含んで
いるかをシグナリングするため１個のビットが必要である。リンクされるコンポーネント
キャリアが３個、４個、および５個の場合、それぞれ、割当てマップには２ビット、３ビ
ット、および４ビットが必要である。図１８は、リンクされるコンポーネントキャリアが
４個の場合のさまざまなスケジューリング割当ての組合せに対する、このようなシグナリ
ングの例を示している。３個のビットｂ０，ｂ１，ｂ２は、４個のコンポーネントキャリ
アそれぞれの割当てマップを形成している。これら３個のビットは、コンポーネントキャ
リアごとに、表の該当する列（ＰＤＣＣＨ１～４）に対応する異なる意味を持つ。例えば
、割当てマップのビット「０１１」は、コンポーネントキャリア２（ＰＤＣＣＨ２）にお
いては、コンポーネントキャリア２およびコンポーネントキャリア４にスケジューリング
割当てが含まれていることを示している。割当てマップの同じビット「０１１」は、コン
ポーネントキャリア４（ＰＤＣＣＨ４）においては、コンポーネントキャリア４およびコ
ンポーネントキャリア３にスケジューリング割当てが含まれていることを示している。
【０１１４】
　ＣＣＥインデックスからＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスへのマッピングを、基準コンポ
ーネントキャリアに対してのみ実行することができる。相対インデックスはシグナリング
されないため、基準コンポーネントキャリア上に割り当てられているＣＣＥインデックス
をメンバーコンポーネントキャリアから認識できる必要がある。これは、図１９に示した
ように、基準コンポーネントキャリアとメンバーコンポーネントキャリアとに同じＣＣＥ
インデックスを割り当てることによって達成することができ、３個のコンポーネントキャ
リア１９０１，１９０２，１９０３は、同じＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース１９１１にリンク
されている同じＣＣＥインデックス１を有する。ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース１９１２およ
び１９１３は、割り当てる必要がない。
【０１１５】
　図２０は、基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアにおけ
るＣＣＥインデックス処理の代替方法を示しており、この方法では、基準コンポーネント
キャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアの両方に同じＣＣＥ位置を割り当てる必
要がない。基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアの両方に
おいてＣＣＥを独立して割り当てることも可能である。しかしながら、このような場合に
おけるＣＣＥインデックスからＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスへのマッピングは、コンポ
ーネントキャリアごとに実行される。受信されなかった割当ての検出の信頼性は、上述し
たソリューションの場合と同じままである。しかしながら、図２１に示したように、追加
のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースが要求される。
【０１１６】
　本発明のさらに別の実施形態によると、図２２に示したように、基準コンポーネントキ
ャリアが割当てマップをシグナリングし、メンバーコンポーネントキャリアが、割当てマ
ップおよび相対インデックス（ＲＩ）をシグナリングする。この場合、１個のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫリソースを基準コンポーネントキャリアにリンクすることが可能である。ＵＥは、
相対インデックスをシグナリングする、メンバーコンポーネントキャリアのＰＤＣＣＨを
検出することによって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースインデックスにリンクされた基準コン
ポーネントキャリアのＣＣＥインデックスを認識する。この実施形態においては、メンバ
ーコンポーネントキャリアの間で受信されなかった割当てを検出することが可能である（
２個以上のメンバーコンポーネントキャリアの場合）。
【０１１７】
　本発明のさらに別の実施形態によると、図２３に示したように、メンバーコンポーネン
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トキャリアのみならず基準コンポーネントキャリアが、割当てマップおよび相対インデッ
クス（ＲＩ）をシグナリングする。ＵＥは、メンバーコンポーネントキャリアの中の割当
てマップによって、メンバーコンポーネントキャリアにおける受信されなかった割当てを
検出することができる。さらには、基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポー
ネントキャリアの両方において相対インデックス位置をシグナリングすることによって、
ＵＥは、ＰＤＣＣＨ割当てに使用されるＣＣＥインデックスに関する情報の精度を高める
ことができる。ＵＥは、少なくとも１個のＰＤＣＣＨを検出すれば、各コンポーネントキ
ャリアの中のスケジューリング割当てに関する情報をＰＤＣＣＨの割当てマップフィール
ドから取得し、各コンポーネントキャリアの中のＣＣＥ割当てに関する情報をＰＤＣＣＨ
のＲＩフィールドから取得する。２個以上のコンポーネントキャリアにおけるＲＩの情報
によって、ブラインド復号化の回数をさらに減らすことができ、ＵＥは電力を節約するこ
とができる。
【０１１８】
　ＰＵＣＣＨにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信、またはＰＵＳＣＨにおいてＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫおよびデータを多重化する場合にも、受信されなかったスケジューリング割当てを検
出する目的に本発明を適用することができる。一般的には、本発明は、下りリンクでスケ
ジューリング割当てを送信して上りリンクで応答を送信する方式に制限されない。
【０１１９】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫのバンドリングは、全体的または部分的とすることができる。全体的
なバンドリングにおいては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告のバンドリング対象として設定される
リンクされたコンポーネントキャリアすべてをバンドリングし、１つの応答信号を送信す
る。部分的なバンドリングにおいては、図２４に示したように、１つの応答信号に対応す
るリンクされたコンポーネントキャリアの束を複数個形成することができる。４個のコン
ポーネントキャリア２４０１，２４０２，２４０３，２４０４は、部分的にバンドリング
されている。バンドリングウィンドウ２４１１の中でコンポーネントキャリア２４０１お
よび２４０２がバンドリングされ、１つのＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告２４２１が割り当てられ
る。バンドリングウィンドウ２４１２の中でコンポーネントキャリア２４０３および２４
０４がバンドリングされ、１つのＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告２４２２が割り当てられる。
【０１２０】
　図２５は、部分的にバンドリングされたウィンドウごとに１個のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソ
ースを割り当てることが可能であることを示している。部分的なバンドリングでは、全体
的なバンドリングの場合と比較して、再送信の確率をさらに減らすことができる。コンポ
ーネントキャリアの数は、部分的にバンドリングされた（サブバンドリング）ウィンドウ
それぞれにおいて異なっていてもよい。さらには、部分的なバンドリングの場合、図２５
に示したように、基準コンポーネントキャリアを２個以上とすることができる。サブ（部
分的）バンドリングウィンドウあたり１個の基準コンポーネントキャリアが存在すること
が好ましい。図２６は代替方法を示しており、２個以上のサブ（部分的）バンドリングウ
ィンドウに対して１個のみの基準コンポーネントキャリアが共通である。
【０１２１】
　本発明のさらに別の実施形態によると、ＭＩＭＯ　ＳＤＭ（Spatial Division Multipl
exing：空間分割多重）においては、図２７に示したように、符号語ごとに、すべてのコ
ンポーネントキャリアにまたがってバンドリングを実行することができる。さらに、図２
８に示したように、コンポーネントキャリアごとに、複数の符号語にまたがってＡＣＫ／
ＮＡＣＫをバンドリングすることも可能である。全体的なバンドリングおよび部分的なバ
ンドリングの両方を使用して、３個以上の符号語に本発明を適用することもできる。バン
ドリングされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告は、１つのＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告として送信するこ
とができ、あるいは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを多重化して集合的なＡＣＫ／ＮＡＣＫ報
告を送信することができる。
【０１２２】
　コンポーネントキャリアの数は、上りリンクと下りリンクとで同じ（対称的）、または
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異なっている（非対称的）ことができる。複数のコンポーネントキャリアを有する（帯域
幅のアグリゲーション）ＴＤＤモードの場合、１個の無線フレームの中に複数の下りリン
クサブフレームに対する複数のコンポーネントキャリアが存在する。例えば、コンポーネ
ントキャリアはサブフレームごとに異なっていることができる。サブフレームは、１個の
コンポーネントキャリアを備えることができる。このようなシナリオにおいては、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫバンドリングのさまざまな可能な方式を適用することができる。
【０１２３】
　図２９は、下りリンクサブフレームそれぞれにおける少なくとも１個のコンポーネント
キャリアのＰＤＣＣＨ中のＤＡＩ情報に基づいて、サブフレームレベルにおいて受信され
なかったスケジューリング割当てを検出する目的で、ＬＴＥリリース８のＴＤＤコンセプ
トを適用する方法を示している。本発明を直接適用することによって、各サブフレーム内
のリンクされたコンポーネントキャリアに対する受信されなかった割当てを検出すること
ができる。
【０１２４】
　図３０は、（本発明の方法において）コンポーネントキャリアを下りリンクサブフレー
ムに置き換えることによって、本発明を適用して、受信されなかった下りリンクサブフレ
ームを検出する方法を示している。図３０には、下りリンクサブフレームそれぞれにおけ
るコンポーネントキャリアのＰＤＣＣＨの１個における割当てマップもしくは相対インデ
ックスまたはその両方を示してある。割当てマップもしくは相対インデックスまたはその
両方をシグナリングすることによって、ＵＥは、バンドリングウィンドウの中の下りリン
クサブフレームの受信されなかった割当てを検出することができる。スケジューリングも
、バンドリングウィンドウに基づいて行うことができる。
【０１２５】
　ここまで、ＬＴＥに固有の手順について説明してきたが、これは、本文書に記載したＬ
ＴＥに固有な例示的な実施形態を良好に理解できるようにするためであり、本発明は、移
動通信ネットワークにおけるプロセスおよび機能の記載した特定の実施形態に限定されな
いことを理解されたい。同様に、ＬＴＥに固有の用語を使用してきたが、本発明の重要な
発想および態様の説明を容易にするためであり、本発明はＬＴＥシステムに限定されない
ことを理解されたい。
【０１２６】
　本発明の別の実施形態は、上述したさまざまな実施形態をハードウェアおよびソフトウ
ェアを使用して実施することに関する。本発明のさまざまな実施形態は、コンピューティ
ングデバイス（プロセッサ）を使用して実施または実行することができる。コンピューテ
ィングデバイスまたはプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ
（ＤＳＰ）、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）、またはその他のプログラマブルロジックデバイスとすることができる。
本発明のさまざまな実施形態は、これらのデバイスの組合せによって実行あるいは具体化
することもできる。
【０１２７】
　さらに、本発明のさまざまな実施形態は、ソフトウェアモジュールによって実施するこ
ともでき、これらのソフトウェアモジュールは、プロセッサによって実行される、あるい
はハードウェアにおいて直接実行される。さらに、ソフトウェアモジュールとハードウェ
ア実装とを組み合わせることも可能である。ソフトウェアモジュールは、任意の種類のコ
ンピュータ可読記憶媒体、例えば、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモ
リ、レジスタ、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなどに格納することができる。
【０１２８】
　ほとんどの例は、３ＧＰＰベースの通信システム（特にＬＴＥ）に関連して概説してあ
り、用語は主として３ＧＰＰの用語に関連している。しかしながら、さまざまな実施形態
の説明および用語が３ＧＰＰベースのアーキテクチャに関連していることは、本発明の原
理および発想をそのようなシステムに限定することを意図するものではない。
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【０１２９】
　さらには、ＬＴＥにおけるリソースマッピングについて詳しく説明したが、これは、本
文書に記載した、ほとんどが３ＧＰＰに固有の例示的な実施形態を良好に理解することを
目的としており、本発明は、移動通信ネットワークにおけるプロセスおよび機能の記載し
た特定の実施形態に限定されないことを理解されたい。しかしながら、本文書に提案した
改良・改善は、記載したアーキテクチャにおいて容易に適用することができる。さらには
、本発明の概念は、現在３ＧＰＰによって検討されているＬＴＥ　ＲＡＮ（無線アクセス
ネットワーク）においても容易に使用することができる。
【０１３０】
　要約すれば、本発明は、複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムにおいて
データ信号および制御信号を送信もしくは受信または送受信する方法および装置、を提供
する。第１のコンポーネントキャリアの制御信号において、スケジューリング割当てと一
緒に割当てマップをシグナリングし、割当てマップは、別の（第２の）（１個または複数
の）コンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを含んでいるか、もしくは、どの
コンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを含んでいるかを指定する。第１およ
び第２のコンポーネントキャリアの中の制御信号に基づいて、第２のコンポーネントキャ
リアにおいてスケジューリング割当てが送られて受信されたかを評価する。
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