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(57)【要約】
本発明は、ダウンリンクフィードバック情報を伝送する
ための方法、基地局、および端末デバイスを開示して、
端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィード
バック情報を基地局が正しく受信することを確実にし、
それによってダウンリンクフィードバック情報の伝送成
功率を効果的に改善する。本発明の実施形態においては
、この方法は、基地局によってインジケーション情報を
端末デバイスへ送信するステップであって、インジケー
ション情報は、ターゲット時間周波数リソースロケーシ
ョンを示すために使用され、ターゲット時間周波数リソ
ースロケーションは、端末デバイスがダウンリンクフィ
ードバック情報を送信する時間周波数リソースロケーシ
ョンであり、ダウンリンクフィードバック情報は、端末
デバイスによって受信されるべきであるダウンリンクデ
ータの受信ステータスをフィードバックするために使用
される、ステップと、端末デバイスによって送信された
ダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受信
するステップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方法であって、
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステップであって、前
記インジケーション情報は、ターゲット時間周波数リソースロケーションを示すために使
用され、前記ターゲット時間周波数リソースロケーションは、前記端末デバイスが前記ダ
ウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数リソースロケーションであり、前記
ダウンリンクフィードバック情報は、前記端末デバイスによって受信されるべきであるダ
ウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される、ステップと
、
　前記端末デバイスによって送信された前記ダウンリンクフィードバック情報を前記基地
局によって受信するステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記方法は、
　前記基地局によってダウンリンクスケジューリング情報を前記端末デバイスへ送信する
ステップをさらに含み、
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信する前記ステップの後に、
前記方法は、
　前記基地局によって前記ダウンリンクスケジューリング情報に従って前記ダウンリンク
データを前記端末デバイスへ送信するステップをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信する前記ステップは、
　前記基地局によって物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上で前記インジケーショ
ン情報を前記端末デバイスへ送信するステップを含み、
　前記ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、前記インジケーション情
報は、単独で前記ＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占める請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信する前記ステップは、
　前記基地局によって物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上で前記インジケーショ
ン情報を前記端末デバイスへ送信するステップを含み、
　前記ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、前記インジケーション情
報は、１つのスケジューリングユニットを前記ダウンリンクスケジューリング情報と共有
する請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信する前記ステップの前に、
前記方法は、
　前記基地局によってダウンリンクスケジューリング情報を前記端末デバイスへ送信する
ステップと、
　前記基地局によって前記ダウンリンクスケジューリング情報に従って前記ダウンリンク
データを前記端末デバイスへ送信するステップとを含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末デバイスによって送信された前記ダウンリンクフィードバック情報を前記基地
局によって受信する前記ステップは、
　前記端末デバイスによって送信された前記ダウンリンクフィードバック情報を前記基地
局によって受信するステップであって、前記ダウンリンクフィードバック情報はシーケン
スである、ステップを含み、
　前記ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、
別々のシーケンスを使用することによって別々に表し、前記ＡＣＫを表すシーケンスおよ
び前記ＮＡＣＫを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交し
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ている請求項１乃至５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記インジケーション情報はさらに、前記端末デバイスが前記ダウンリンクフィードバ
ック情報を送信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　前記端末デバイスによって送信された前記ダウンリンクフィードバック情報を前記基地
局によって受信する前記ステップは、
　前記端末デバイスによって送信される前記ダウンリンクフィードバック情報を、前記イ
ンジケーション情報によって示されている前記データフォーマットに従って前記基地局に
よって受信するステップを含む請求項１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方法であって、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスによって受信するステ
ップと、
　前記端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、前記
インジケーション情報によって示されている前記ターゲット時間周波数リソースロケーシ
ョンに従って前記ダウンリンクフィードバック情報を前記基地局へ送信するステップであ
って、前記ダウンリンクフィードバック情報は、前記端末デバイスによって受信されるべ
きであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される、
ステップとを含む方法。
【請求項９】
　前記方法は、
　前記基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を前記端末デバイス
によって受信するステップをさらに含み、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスによって受信する前記
ステップの後に、前記方法は、
　前記基地局によって送信された前記ダウンリンクデータを前記端末デバイスによって受
信するステップであって、前記ダウンリンクデータは、前記基地局によって前記ダウンリ
ンクスケジューリング情報に従って前記端末デバイスへ送信されるダウンリンクデータで
ある、ステップをさらに含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスによって受信する前記
ステップの前に、前記方法は、
　前記基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を前記端末デバイス
によって受信するステップと、
　前記基地局によって送信された前記ダウンリンクデータを前記端末デバイスによって受
信するステップであって、前記ダウンリンクデータは、前記基地局によって前記ダウンリ
ンクスケジューリング情報に従って前記端末デバイスへ送信されるダウンリンクデータで
ある、ステップとをさらに含む請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記端末デバイスによって前記ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、
前記インジケーション情報によって示されている前記ターゲット時間周波数リソースロケ
ーションに従って前記ダウンリンクフィードバック情報を前記基地局へ送信する前記ステ
ップは、
　前記端末デバイスによって前記ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、
前記インジケーション情報によって示されている前記ターゲット時間周波数リソースロケ
ーションに従って前記ダウンリンクフィードバック情報を前記基地局へ送信するステップ
であって、前記ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ステップを含み、
　前記ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、
別々のシーケンスを使用することによって別々に表し、前記ＡＣＫを表すシーケンスおよ
び前記ＮＡＣＫを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交し
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ている請求項８乃至１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記インジケーション情報はさらに、前記端末デバイスが前記ダウンリンクフィードバ
ック情報を送信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　前記端末デバイスによって前記ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、
前記インジケーション情報によって示されている前記ターゲット時間周波数リソースロケ
ーションに従って前記ダウンリンクフィードバック情報を前記基地局へ送信する前記ステ
ップは、
　前記端末デバイスによって前記ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、
前記インジケーション情報によって示されている前記ターゲット時間周波数リソースロケ
ーションおよび前記データフォーマットに従って前記ダウンリンクフィードバック情報を
前記基地局へ送信するステップを含む請求項８乃至１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　インジケーション情報を端末デバイスへ送信し、前記インジケーション情報は、ターゲ
ット時間周波数リソースロケーションを示すために使用され、前記ターゲット時間周波数
リソースロケーションは、前記端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信す
る時間周波数リソースロケーションであり、前記ダウンリンクフィードバック情報は、前
記端末デバイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフ
ィードバックするために使用される、ように構成されている送信ユニットと、
　前記端末デバイスによって送信された前記ダウンリンクフィードバック情報を受信する
ように構成されている受信ユニットと
　を含む基地局。
【請求項１４】
　前記送信ユニットは、ダウンリンクスケジューリング情報を前記端末デバイスへ送信す
るようにさらに構成されており、
　前記送信ユニットが、前記インジケーション情報を前記端末デバイスへ送信した後に、
前記送信ユニットは、前記ダウンリンクスケジューリング情報に従って前記ダウンリンク
データを前記端末デバイスへ送信するようにさらに構成されている
　請求項１３に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記送信ユニットは、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上で前記インジケーシ
ョン情報を前記端末デバイスへ送信するように特に構成されており、
　前記ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、前記インジケーション情
報は、単独で前記ＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占める請求項１３に
記載の基地局。
【請求項１６】
　前記送信ユニットは、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上で前記インジケーシ
ョン情報を前記端末デバイスへ送信するように特に構成されており、
　前記ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、前記インジケーション情
報は、１つのスケジューリングユニットを前記ダウンリンクスケジューリング情報と共有
する請求項１４に記載の基地局。
【請求項１７】
　前記送信ユニットは、ダウンリンクスケジューリング情報を前記端末デバイスへ送信し
、前記ダウンリンクスケジューリング情報に従って前記ダウンリンクデータを前記端末デ
バイスへ送信するようにさらに構成されている請求項１３に記載の基地局。
【請求項１８】
　前記受信ユニットは、前記端末デバイスによって送信された前記ダウンリンクフィード
バック情報を受信し、前記ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ように
特に構成されており、
　前記ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、
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別々のシーケンスを使用することによって別々に表し、前記ＡＣＫを表すシーケンスおよ
び前記ＮＡＣＫを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交し
ている請求項１３乃至１７のいずれか一項に記載の基地局。
【請求項１９】
　前記インジケーション情報はさらに、前記端末デバイスが前記ダウンリンクフィードバ
ック情報を送信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　前記受信ユニットは、前記端末デバイスによって送信される前記ダウンリンクフィード
バック情報を、前記インジケーション情報によって示されている前記データフォーマット
に従って受信するように特に構成されている請求項１３乃至１８のいずれか一項に記載の
基地局。
【請求項２０】
　端末デバイスであって、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を受信するように構成されている受信
ユニットと、
　ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、前記インジケーション情報によ
って示されている前記ターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンク
フィードバック情報を前記基地局へ送信し、前記ダウンリンクフィードバック情報は、前
記端末デバイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフ
ィードバックするために使用される、ように構成されている送信ユニットとを含む端末デ
バイス。
【請求項２１】
　前記受信ユニットは、前記基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情
報を受信するようにさらに構成されており、
　前記受信ユニットが、前記基地局によって送信された前記インジケーション情報を受信
した後に、前記受信ユニットは、前記基地局によって送信された前記ダウンリンクデータ
を受信し、前記ダウンリンクデータは、前記基地局によって前記ダウンリンクスケジュー
リング情報に従って前記端末デバイスへ送信されるダウンリンクデータである、ようにさ
らに構成されている請求項２０に記載の端末デバイス。
【請求項２２】
　前記受信ユニットが、前記基地局によって送信された前記インジケーション情報を受信
する前に、前記受信ユニットは、前記基地局によって送信されたダウンリンクスケジュー
リング情報を受信し、前記基地局によって送信された前記ダウンリンクデータを受信し、
前記ダウンリンクデータは、前記基地局によって前記ダウンリンクスケジューリング情報
に従って前記端末デバイスへ送信されるダウンリンクデータである、ようにさらに構成さ
れている請求項２０に記載の端末デバイス。
【請求項２３】
　前記送信ユニットは、前記ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、前記
インジケーション情報によって示されている前記ターゲット時間周波数リソースロケーシ
ョンに従って前記ダウンリンクフィードバック情報を前記基地局へ送信し、前記ダウンリ
ンクフィードバック情報はシーケンスである、ように特に構成されており、
　前記ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、
別々のシーケンスを使用することによって別々に表し、前記ＡＣＫを表すシーケンスおよ
び前記ＮＡＣＫを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交し
ている請求項２０乃至２２のいずれか一項に記載の端末デバイス。
【請求項２４】
　前記インジケーション情報はさらに、前記端末デバイスが前記ダウンリンクフィードバ
ック情報を送信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　前記送信ユニットは、前記ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、前記
インジケーション情報によって示されている前記ターゲット時間周波数リソースロケーシ
ョンおよび前記データフォーマットに従って前記ダウンリンクフィードバック情報を前記
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基地局へ送信するように特に構成されている請求項２０乃至２３のいずれか一項に記載の
端末デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信テクノロジーの分野に関し、詳細には、ダウンリンクフィードバック情
報を伝送するための方法、基地局、および端末デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　マシンツーマシン（フルネーム：Ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｏ　Ｍａｃｈｉｎｅ、略してＭ２
Ｍ）通信アプリケーションの急速な発展に伴って、市場の要件および市場のスケールが、
爆発的に増大している。Ｍ２Ｍ通信アプリケーションは、深いカバレッジおよび低い電力
消費など、従来の通信サービスのサービス要件とは異なるサービス要件を有する。Ｍ２Ｍ
通信アプリケーションのサービス要件に関して、次のソリューションが提唱されている。
すなわち、端末デバイスは、物理ダウンリンク共有チャネル（フルネーム：Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ、略してＰＤＳＣＨ）上で基地
局によって送信されたダウンリンクデータを受信した後に、そのダウンリンクデータに関
するフィードバックを提供する必要がある。端末デバイスがダウンリンクデータを成功裏
に受信した場合には、端末デバイスは、肯定応答（フルネーム：Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
ｍｅｎｔ、略してＡＣＫ）をフィードバックし、または端末デバイスがダウンリンクデー
タを受信することに失敗した場合には、端末デバイスは、否定応答（フルネーム：Ｎｅｇ
ａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ、略してＮＡＣＫ）をフィードバックする
。たとえば、データ伝送プロセスが図１において示され得る。
【０００３】
　現在、図１におけるデータ伝送プロセスにおいては、ダウンリンクフィードバック情報
の時間周波数リソースロケーションが、主として物理ダウンリンク制御チャネル（フルネ
ーム：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ、略して
ＰＤＣＣＨ）の時間周波数リソースロケーションを使用することによってマッピングされ
、それによって、ダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションが
決定され、ＰＤＳＣＨ上で送信されたダウンリンクデータが、ダウンリンクフィードバッ
ク情報の時間周波数リソースロケーションにおいてフィードバックされる。
【０００４】
　しかしながら、クロスＰＤＣＣＨスケジューリングが実行されるシステムに関しては、
ダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションが、ＰＤＣＣＨの時
間周波数リソースロケーションを使用することによってマッピングされる場合には、ダウ
ンリンクフィードバック情報の同じ時間周波数リソースロケーションにおいてダウンリン
クデータの複数の断片に関してフィードバックが提供されるので、リソースコンフリクト
が生じ得る。したがって基地局は、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィー
ドバック情報を正しく受信することができず、ダウンリンクフィードバック情報の伝送成
功率は高くない。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の実施形態は、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方法、基地局
、および端末デバイスを提供して、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィー
ドバック情報を基地局が正しく受信することを確実にし、それによってダウンリンクフィ
ードバック情報の伝送成功率を効果的に改善する。
【０００６】
　これを考慮して、本発明の第１の態様は、ダウンリンクフィードバック情報を伝送する
ための方法であって、
　ダウンリンク情報の同じ時間周波数リソースロケーションにおいてダウンリンクデータ
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の複数の断片に関してフィードバックが提供されることに起因してもたらされるリソース
コンフリクトを回避するために、基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ
送信するステップであって、インジケーション情報は、ターゲット時間周波数リソースロ
ケーションを示すために使用され、ターゲット時間周波数リソースロケーションは、端末
デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数リソースロケーション
であり、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受信されるべきであ
るダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される、ステッ
プと、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップとを含む方法を提供する。
【０００７】
　端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数リソースロケー
ションが、基地局によってインジケーション情報を使用することによって示され、基地局
は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダウンリンクデータのダウン
リンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションどうしが異なることを確実
にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避することができるということ
に留意されたい。したがって、本発明においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【０００８】
　本発明の第１の態様に関連して、本発明の第１の態様の第１の実施態様においては、こ
の方法は、
　基地局によってダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信するステップ
をさらに含み、
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステップの後に、この
方法は、
　基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末
デバイスへ送信するステップをさらに含む。
【０００９】
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報は、順に送信されず、
すなわち、インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報は、同じメッ
セージ内で送信され得、または別々に送信され得るということに留意されたい。
【００１０】
　本発明の第１の態様に関連して、本発明の第１の態様の第２の実施態様においては、
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステップは、
　基地局によって物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を
端末デバイスへ送信するステップを含み、
　ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情報は、単
独でＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占め、スケジューリングユニット
は、ダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションに関する情報を
含む。
【００１１】
　本発明の第１の態様の第１の実施態様に関連して、本発明の第１の態様の第３の実施態
様においては、基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステップ
は、
　基地局によって物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を
端末デバイスへ送信するステップを含み、
　ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情報は、１
つのスケジューリングユニットをダウンリンクスケジューリング情報と共有する。
【００１２】
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　本発明の第１の態様に関連して、本発明の第１の態様の第４の実施態様においては、
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステップの前に、この
方法は、
　基地局によってダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信するステップ
と、
　基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末
デバイスへ送信するステップとを含む。
【００１３】
　本発明の第１の態様、本発明の第１の態様の第１の実施態様、本発明の第１の態様の第
２の実施態様、本発明の第１の態様の第３の実施態様、または本発明の第１の態様の第４
の実施態様に関連して、本発明の第１の態様の第５の実施態様においては、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップは、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップであって、ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ステッ
プを含み、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００１４】
　本発明の第１の態様、本発明の第１の態様の第１の実施態様、本発明の第１の態様の第
２の実施態様、本発明の第１の態様の第３の実施態様、本発明の第１の態様の第４の実施
態様、または本発明の第１の態様の第５の実施態様に関連して、本発明の第１の態様の第
６の実施態様においては、
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップは、
　端末デバイスによって送信されるダウンリンクフィードバック情報を、インジケーショ
ン情報によって示されているデータフォーマットに従って基地局によって受信するステッ
プを含む。
【００１５】
　これを考慮して、本発明の第２の態様は、ダウンリンクフィードバック情報を伝送する
ための方法であって、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスによって受信するステ
ップと、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従って
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップであって、ダウンリンクフ
ィードバック情報は、端末デバイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータの
受信ステータスをフィードバックするために使用される、ステップとを含む方法を提供す
る。
【００１６】
　端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数リソースロケー
ションが、基地局によってインジケーション情報を使用することによって示され、基地局
は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダウンリンクデータのダウン
リンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションどうしが異なることを確実
にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避することができるということ
に留意されたい。したがって、本発明においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
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ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００１７】
　本発明の第２の態様に関連して、本発明の第２の態様の第１の実施態様においては、こ
の方法は、
　基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスによって
受信するステップをさらに含み、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスによって受信するステ
ップの後に、この方法は、
　基地局によって送信されたダウンリンクデータを端末デバイスによって受信するステッ
プであって、ダウンリンクデータは、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報
に従って端末デバイスへ送信されるダウンリンクデータである、ステップをさらに含む。
【００１８】
　本発明の第２の態様に関連して、本発明の第２の態様の第２の実施態様においては、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスによって受信するステ
ップの前に、この方法は、
　基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスによって
受信するステップと、
　基地局によって送信されたダウンリンクデータを端末デバイスによって受信するステッ
プであって、ダウンリンクデータは、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報
に従って端末デバイスへ送信されるダウンリンクデータである、ステップとをさらに含む
。
【００１９】
　本発明の第２の態様、本発明の第２の態様の第１の実施態様、または本発明の第２の態
様の第２の実施態様に関連して、本発明の第２の態様の第３の実施態様においては、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従って
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップは、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従って
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップであって、ダウンリンクフ
ィードバック情報はシーケンスである、ステップを含み、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００２０】
　本発明の第２の態様、本発明の第２の態様の第１の実施態様、本発明の第２の態様の第
２の実施態様、または本発明の第２の態様の第３の実施態様に関連して、本発明の第２の
態様の第４の実施態様においては、
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従って
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップは、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションおよびデ
ータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップ
を含む。
【００２１】
　これを考慮して、本発明の第３の態様は、
　インジケーション情報を端末デバイスへ送信し、インジケーション情報は、ターゲット
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時間周波数リソースロケーションを示すために使用され、ターゲット時間周波数リソース
ロケーションは、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数
リソースロケーションであり、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによっ
て受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするため
に使用される、ように構成されている送信ユニットと、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を受信するように構
成されている受信ユニットとを含む基地局を提供する。
【００２２】
　本発明の第３の態様に関連して、本発明の第３の態様の第１の実施態様においては、
　送信ユニットは、ダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信するように
さらに構成されており、
　送信ユニットが、インジケーション情報を端末デバイスへ送信した後に、送信ユニット
は、ダウンリンクスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末デバイスへ送
信するようにさらに構成されている。
【００２３】
　本発明の第３の態様に関連して、本発明の第３の態様の第２の実施態様においては、
　送信ユニットは、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報
を端末デバイスへ送信するように特に構成されており、
　ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情報は、単
独でＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占める。
【００２４】
　本発明の第３の態様の第１の実施態様に関連して、本発明の第３の態様の第３の実施態
様においては、
　送信ユニットは、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報
を端末デバイスへ送信するように特に構成されており、
　ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情報は、１
つのスケジューリングユニットをダウンリンクスケジューリング情報と共有する。
【００２５】
　本発明の第３の態様に関連して、本発明の第３の態様の第４の実施態様においては、
　送信ユニットは、ダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信し、ダウン
リンクスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末デバイスへ送信するよう
にさらに構成されている。
【００２６】
　本発明の第３の態様、本発明の第３の態様の第１の実施態様、本発明の第３の態様の第
２の実施態様、本発明の第３の態様の第３の実施態様、または本発明の第３の態様の第４
の実施態様に関連して、本発明の第３の態様の第５の実施態様においては、
　受信ユニットは、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を
受信し、ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ように特に構成されてお
り、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００２７】
　本発明の第３の態様、本発明の第３の態様の第１の実施態様、本発明の第３の態様の第
２の実施態様、本発明の第３の態様の第３の実施態様、本発明の第３の態様の第４の実施
態様、または本発明の第３の態様の第５の実施態様に関連して、本発明の第３の態様の第
６の実施態様においては、
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　受信ユニットは、端末デバイスによって送信されるダウンリンクフィードバック情報を
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、インジケーション情報によって示されているデータフォーマットに従って受信するよう
に特に構成されている。
【００２８】
　これを考慮して、本発明の第４の態様は、端末デバイスであって、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を受信するように構成されている受信
ユニットと、
　ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって
示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィード
バック情報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによっ
て受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするため
に使用される、ように構成されている送信ユニットとを含む端末デバイスを提供する。
【００２９】
　本発明の第４の態様に関連して、本発明の第４の態様の第１の実施態様においては、
　受信ユニットは、基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を受信
するようにさらに構成されており、
　受信ユニットが、基地局によって送信されたインジケーション情報を受信した後に、受
信ユニットは、基地局によって送信されたダウンリンクデータを受信し、ダウンリンクデ
ータは、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従って端末デバイスへ送信
されるダウンリンクデータである、ようにさらに構成されている。
【００３０】
　本発明の第４の態様に関連して、本発明の第４の態様の第２の実施態様においては、
　受信ユニットが、基地局によって送信されたインジケーション情報を受信する前に、受
信ユニットは、基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を受信し、
基地局によって送信されたダウンリンクデータを受信し、ダウンリンクデータは、基地局
によってダウンリンクスケジューリング情報に従って端末デバイスへ送信されるダウンリ
ンクデータである、ようにさらに構成されている。
【００３１】
　本発明の第４の態様、本発明の第４の態様の第１の実施態様、または本発明の第４の態
様の第２の実施態様に関連して、本発明の第４の態様の第３の実施態様においては、
　送信ユニットは、ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーシ
ョン情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック情報はシー
ケンスである、ように特に構成されており、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００３２】
　本発明の第４の態様、本発明の第４の態様の第１の実施態様、本発明の第４の態様の第
２の実施態様、または本発明の第４の態様の第３の実施態様に関連して、本発明の第４の
態様の第４の実施態様においては、
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　送信ユニットは、ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーシ
ョン情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションおよびデータ
フォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するように特に構
成されている。
【００３３】
　従来技術と比較されると、本発明においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバ
ック情報を送信する時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーショ
ン情報を使用することによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用すること
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によって、別々のダウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リ
ソースロケーションどうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフ
リクト問題を回避することができる。したがって、本発明においては、端末デバイスによ
って送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実に
され、それによってダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　本発明の実施形態における技術的なソリューションについてより明確に記述するために
、以降では、実施形態について記述するために必要とされる添付の図面について簡単に記
述する。明らかに、以降の説明における添付の図面は、本発明のいくつかの実施形態を示
しているにすぎず、または当技術分野における標準的な技術者なら、それでもなお、創造
的な取り組みを伴わずにこれらの添付の図面からその他の図面を導き出し得る。
【００３５】
【図１】ダウンリンクフィードバック情報の既存の伝送フローチャートである。
【図２】本発明の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法のフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法の別のフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法の対話フローチャートである。
【図５】本発明の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法の別の対話フローチャートである。
【図６】本発明の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法の別の対話フローチャートである。
【図７】本発明の実施形態による基地局の概略構造図である。
【図８】本発明の実施形態による端末デバイスの概略構造図である。
【図９】本発明の実施形態によるサーバの概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明の実施形態は、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方法、基地局
、および端末デバイスを提供して、クロスＰＤＣＣＨスケジューリングが実行される通信
システムにおけるフィードバック情報リソース選択の問題を解決する。
【００３７】
　本発明における技術的なソリューションを当業者によりよく理解させるために、以降で
は、本発明の実施形態における添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態における技
術的なソリューションについて明確にかつ完全に記述する。明らかに、記述されている実
施形態は、本発明の実施形態のうちのいくつかにすぎず、すべてではない。当技術分野に
おける標準的な技術者によって本発明の実施形態に基づいて創造的な取り組みを伴わずに
入手されるその他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲内に収まるものとする。
【００３８】
　本発明の本明細書、特許請求の範囲、および添付の図面においては、「第１の」、「第
２の」、「第３の」、「第４の」などの用語は（存在する場合には）、類似しているオブ
ジェクトどうしの間において区別を行うことを意図されているが、必ずしも特定の順序ま
たはシーケンスを示しているとは限らない。そのような方法で呼ばれているデータは、適
切な状況において交換可能であり、それによって、本明細書において記述されている本発
明の実施形態は、本明細書において示されているまたは記述されている順序以外の順序で
実施されることが可能であるということを理解されたい。加えて、「ｉｎｃｌｕｄｅ（含
む）」、「ｃｏｎｔａｉｎ（含む）」という用語、およびその他の任意の変形は、非排他
的な包含をカバーすることを意図している。たとえば、ステップまたはユニットのリスト
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を含むプロセス、方法、システム、製品、またはデバイスは、それらのユニットに必ずし
も限定されず、明示的に列挙されてはいない、またはそのようなプロセス、方法、システ
ム、製品、もしくはデバイスに固有のその他のユニットを含み得る。
【００３９】
　前述の背景技術部分における説明のための例としてＬＴＥシステムが使用されているが
、本発明は、ＬＴＥシステムに当てはまるだけでなく、グローバルシステムフォーモバイ
ルコミュニケーションズ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、ＧＳＭ）、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシス
テム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓ
ｙｓｔｅｍｃ、ＵＭＴＳ）、符号分割多元接続（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、ＣＤＭＡ）システム、および新たなネットワークシステムなど
、その他のワイヤレス通信システムにも当てはまるということを当業者ならわかるはずで
ある。以降では、ＬＴＥシステムを例として使用することによって、特定の実施形態につ
いて記述する。
【００４０】
　本発明の実施形態に関連した端末デバイスは、ユーザに音声および／もしくはデータ接
続を提供するデバイス、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、またはワイ
ヤレスモデムに接続されている別の処理デバイスを指し得る。ワイヤレス端末は、無線ア
クセスネットワーク（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＲＡＮ）を使用する
ことによって、１つまたは複数のコアネットワークと通信し得る。ワイヤレス端末は、モ
バイル電話（または「セルラー」電話と呼ばれている）などのモバイル端末、またはモバ
イル端末機能を有するコンピュータであり得る。たとえば、ワイヤレス端末は、無線アク
セスネットワークと音声および／またはデータをやり取りする、ポータブルな、ポケット
サイズの、ハンドヘルドの、コンピュータに内蔵された、または車載のモバイル装置であ
り得る。たとえば、ワイヤレス端末は、パーソナル通信サービス（ＰＣＳ、Ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）電話、コードレス電話、セッショ
ン開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓ　Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｏｐ）ステーション、または携帯情報端末（ＰＤＡ、Ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などのデバイスであり得る。ワイヤレス端
末は、システム、サブスクライバーユニット（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｕｎｉｔ）、サブ
スクライバーステーション（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、移動局（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、モバイル（Ｍｏｂｉｌｅ）端末、リモートステーション（Ｒ
ｅｍｏｔｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）、リモ
ート端末（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、アクセス端末（Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｒｍ
ｉｎａｌ）、ユーザ端末（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ユーザエージェント（Ｕｓｅ
ｒ　Ａｇｅｎｔ）、ユーザデバイス（Ｕｓｅｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）、またはユーザ機器（Ｕ
ｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と呼ばれることもある。
【００４１】
　本発明のこの実施形態に関連した基地局は、受信されたオーバージエアフレームとＩＰ
パケットとの間における変換を実行して、ワイヤレス端末とアクセスネットワークの残り
の部分との間におけるルータとしての役割を果たすように構成され得る。アクセスネット
ワークの残りの部分は、インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークを含み得る。基
地局は、エアインターフェースの属性管理を調整するようにさらに構成され得る。たとえ
ば、基地局は、ＧＳＭまたはＣＤＭＡにおけるベーストランシーバステーション（ＢＴＳ
、Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）であり得、ＷＣＤＭＡにおける
ノードＢ（ＮｏｄｅＢ）であり得、またはＬＴＥにおけるエボルブドノードＢ（ｅＮＢも
しくはｅ－ＮｏｄｅＢ、ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）であり得る。これは、
本出願においては限定されない。
【００４２】
　以降では、特定の実施形態を参照しながら、本開示における、ダウンリンクフィードバ
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ック情報を伝送するための方法について記述する。
【００４３】
　図２を参照すると、本開示の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の実施形態が、下記のステップを含む。
【００４４】
　１０１．　基地局が、インジケーション情報を端末デバイスへ送信し、インジケーショ
ン情報は、ターゲット時間周波数リソースロケーションを示すために使用され、ターゲッ
ト時間周波数リソースロケーションは、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報
を送信する時間周波数リソースロケーションであり、ダウンリンクフィードバック情報は
、端末デバイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフ
ィードバックするために使用される。
【００４５】
　この実施形態においては、基地局は、ＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を端末デバ
イスへ送信し得、または基地局は、ＰＤＳＣＨ上でインジケーション情報を端末デバイス
へ送信し得る。
【００４６】
　ダウンリンクデータは、基地局によって端末デバイスへ事前に送信されるダウンリンク
データであり、基地局がダウンリンクデータを端末デバイスへ事前に送信する時間は、ス
テップ１０１の前であり得、ステップ１０１の後であり得、または可能な場合には、ステ
ップ１０１が実行されるときと同じであり得るということに留意されたい。加えて、前述
の受信ステータスは、端末デバイスがダウンリンクデータを正しく受信しているかどうか
を示し、時間周波数リソースロケーションは、時間ロケーションおよび／または周波数ロ
ケーションを含む。
【００４７】
　本開示のいくつかの実施形態においては、基地局によってインジケーション情報を端末
デバイスへ送信するステップは、
　基地局によってＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステッ
プを含み、ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情
報は、単独で１つのスケジューリングユニットを占めるということに留意されたい。
【００４８】
　単独でＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占めるインジケーション情報
は、ダウンリンク制御情報（フルネーム：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ、略してＤＣＩ）であり得るということに留意されたい。例示的なスケジ
ューリングユニットは、時間周波数リソースロケーション、変調および符号化方式（フル
ネーム：Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ、略してＭＣＳ）
、コードブロックサイズ（フルネーム：Ｃｏｄｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｉｚｅ）、およびメッ
セージ識別子（フルネーム：Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、略してＭＩＤ）に
関する情報を含み得、本明細書においては列挙されていないその他の情報をさらに含み得
る。時間周波数リソースロケーションに関する情報は、ユーザがダウンリンクフィードバ
ック情報を送信する時間ロケーションおよび／または周波数ロケーションを示すために使
用される。時間ロケーションを示す情報および周波数ロケーションを示す情報は、別々に
示され得、または一緒に示され得る。ＭＣＳインジケーション情報およびＣＢＳインジケ
ーション情報は、ユーザがダウンリンクフィードバック情報を送信するときに使用される
データフォーマットを示すために使用される。たとえば、ダウンリンクフィードバック情
報が、コーディング、変調などを用いて処理される必要がある場合には、そのダウンリン
クフィードバック情報のものであるビットレートおよび変調スキームを示すためにＭＣＳ
情報が使用され得、そのダウンリンクフィードバック情報のパケットサイズを示すために
ＣＢＳインジケーション情報が使用され得る。加えて、ダウンリンクフィードバック情報
の形式がシーケンスである場合には、そのダウンリンクフィードバック情報のシーケンス
長さを示すためにＣＢＳインジケーション情報が使用され得る。ＰＤＳＣＨスケジューリ
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ング情報、ＰＵＳＣＨスケジューリング情報、またはフィードバック情報スケジューリン
グ情報など、インジケーション情報が属する特定のタイプのスケジューリング情報を識別
するためにメッセージ識別子が使用され得る。
【００４９】
　１０２．　基地局は、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情
報を受信する。
【００５０】
　基地局がインジケーション情報を端末デバイスへ送信した後に、基地局は、端末デバイ
スによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を受信する。
【００５１】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態においては、端末デバイスによって送信され
たダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受信するステップは、特に、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップであって、ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ステッ
プであり得、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００５２】
　たとえば、相互相関されている、シーケンスグループ内の２つのシーケンスが、疑似ラ
ンダムシーケンス１および疑似ランダムシーケンス２であり、互いに直交している、シー
ケンスグループ内の２つのシーケンスが、Ｈａｄａｍａｒｄシーケンス１×Ｈａｄａｍａ
ｒｄシーケンス２である。別の組合せがさらに含まれ、ここでは詳細は記述されない。
【００５３】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
ることができる。したがって、本発明においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００５４】
　前述の内容は、本発明における技術的なソリューションについて基地局の観点から記述
している。以降では、本発明における技術的なソリューションについて端末デバイスの観
点から記述する。
【００５５】
　図３を参照すると、本発明の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の別の実施形態が、下記のステップを含む。
【００５６】
　２０１．　端末デバイスが、基地局によって送信されたインジケーション情報を受信す
る。
【００５７】
　この実施形態においては、端末デバイスは、基地局によって送信されたインジケーショ
ン情報をＰＤＣＣＨ上で受信し得、または端末デバイスは、基地局によって送信されたイ
ンジケーション情報をＰＤＳＣＨ上で受信し得る。
【００５８】
　２０２．　端末デバイスは、ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、イ
ンジケーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに
従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック
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情報は、端末デバイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータ
スをフィードバックするために使用される。
【００５９】
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスが受信した後に、端末
デバイスは、ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情
報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリン
クフィードバック情報を基地局へ送信する。ダウンリンクフィードバック情報は、端末デ
バイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータのフィードバック情報である。
【００６０】
　ダウンリンクデータは、基地局によって端末デバイスへ事前に送信されるダウンリンク
データであり、基地局がダウンリンクデータを端末デバイスへ事前に送信する時間は、ス
テップ２０１の前であり得、ステップ２０１の後であり得、または可能な場合には、ステ
ップ２０１が実行されるときと同じであり得るということに留意されたい。加えて、前述
の受信ステータスは、端末デバイスがダウンリンクデータを正しく受信しているかどうか
を示す。
【００６１】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
ることができる。したがって、本発明においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００６２】
　前述の内容は、本発明における技術的なソリューションについて基地局および端末デバ
イスの観点から記述している。以降では、本発明における技術的なソリューションについ
て基地局と端末デバイスとの間における対話の観点から記述する。
【００６３】
　図４を参照すると、本発明の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の別の実施形態が、下記のステップを含む。
【００６４】
　３０１．　基地局が、ダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信する。
【００６５】
　この実施形態においては、ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信するために、基地
局は、はじめにダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信する必要がある
。
【００６６】
　３０２．　基地局は、ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信する。
【００６７】
　基地局がダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信した後に、基地局は
、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウンリンクデータを端末デバイス
へ送信する。
【００６８】
　３０３．　基地局は、インジケーション情報を端末デバイスへ送信する。
【００６９】
　基地局がダウンリンクデータを端末デバイスへ送信した後に、基地局は、インジケーシ
ョン情報を端末デバイスへ送信する。インジケーション情報は、ターゲット時間周波数リ
ソースロケーションを示すために使用され、ターゲット時間周波数リソースロケーション
は、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数リソースロケ
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ーションであり、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受信される
べきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される
。
【００７０】
　３０４．　端末デバイスは、ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信する。
【００７１】
　基地局がインジケーション情報を端末デバイスへ送信した後に、端末デバイスは、ター
ゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって示され
ているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック
情報を基地局へ送信する。ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受
信されるべきであるダウンリンクデータに対応している。
【００７２】
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され得るということに留意
されたい。したがって、本発明のいくつかの実施形態においては、端末デバイスによって
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップはさらに、特に、端末デバ
イスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいてデータフォーマットで
、インジケーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーショ
ンおよびデータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信す
るステップであり得る。
【００７３】
　加えて、インジケーション情報は、本明細書においては列挙されていないその他の情報
を示すために使用され得る。
【００７４】
　本発明のいくつかの実施形態においては、インジケーション情報およびダウンリンクス
ケジューリング情報は、順に送信されず、すなわち、インジケーション情報およびダウン
リンクスケジューリング情報は、同じメッセージ内で送信され得、または別々に送信され
得るということに留意されたい。
【００７５】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
ることができる。したがって、本発明においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００７６】
　加えて、この実施形態においては、インジケーション情報は、ダウンリンクデータの送
信が完了した後に端末デバイスへ送信される。したがって、本発明における技術的なソリ
ューションをサポートするプロセスが提供され、それによって、本発明における技術的な
ソリューションを豊かにする。
【００７７】
　図５を参照すると、本発明の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の別の実施形態が、下記のステップを含む。
【００７８】
　４０１．　基地局が、ダウンリンクスケジューリング情報およびインジケーション情報
を端末デバイスへ送信する。
【００７９】
　この実施形態においては、基地局は、ＰＤＣＣＨ上でダウンリンクスケジューリング情
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報およびインジケーション情報を端末デバイスへ送信する。ＰＤＣＣＨは、複数のスケジ
ューリングユニットを含み、インジケーション情報は、１つのスケジューリングユニット
をダウンリンクスケジューリング情報と共有する。加えて、インジケーション情報が、１
つのスケジューリングユニットをダウンリンクスケジューリング情報と共有するというこ
とは、インジケーション情報がダウンリンクスケジューリング情報内に含まれることであ
り得る。
【００８０】
　インジケーション情報は、伝送のために任意のＰＤＣＣＨ期間内に置かれ得るというこ
とに留意されたい。好ましくは、基地局は、ダウンリンクスケジューリング情報およびイ
ンジケーション情報を同じスケジューリング期間内に置き得、それによって端末デバイス
は、そのスケジューリング期間においてダウンリンクスケジューリング情報およびインジ
ケーション情報を同時に入手し得る。もちろん、ダウンリンクスケジューリング情報が配
置されているスケジューリング期間内のスケジューリングリソースが限られている場合に
は、基地局は、代わりに別のスケジューリング期間内にインジケーション情報を置き得る
。たとえば、インジケーション情報は、ダウンリンクスケジューリング情報が配置されて
いるスケジューリング期間の前または後のスケジューリング期間内に配置される。
【００８１】
　４０２．　基地局は、ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信する。
【００８２】
　基地局がダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信した後に、基地局は
、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウンリンクデータを端末デバイス
へ送信する。
【００８３】
　４０３．　端末デバイスは、ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信する。
【００８４】
　端末デバイスがインジケーション情報を受信した後に、端末デバイスは、ターゲット時
間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって示されているタ
ーゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情報を基
地局へ送信する。ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受信される
べきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される
。
【００８５】
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され得るということに留意
されたい。したがって、本発明のいくつかの実施形態においては、端末デバイスによって
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップはさらに、特に、端末デバ
イスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいてデータフォーマットで
、インジケーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーショ
ンおよびデータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信す
るステップであり得る。
【００８６】
　加えて、インジケーション情報は、本明細書においては列挙されていないその他の情報
を示すために使用され得る。
【００８７】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
ることができる。したがって、本発明においては、端末デバイスによって送信されたダウ
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ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００８８】
　加えて、この実施形態においては、インジケーション情報は、基地局によってダウンリ
ンクスケジューリング情報とともに送信される。したがって、本発明における技術的なソ
リューションをサポートするプロセスが提供され、それによって、本発明における技術的
なソリューションを豊かにする。
【００８９】
　図６を参照すると、本発明の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の別の実施形態が、下記のステップを含む。
【００９０】
　５０１．　基地局が、ダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信する。
【００９１】
　この実施形態においては、基地局は、ＰＤＣＣＨ上でダウンリンクスケジューリング情
報を端末デバイスへ送信する。
【００９２】
　５０２．　基地局は、ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信し、ダウンリンクデー
タは、インジケーション情報を搬送する。
【００９３】
　基地局は、ＰＤＳＣＨ上で、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウン
リンクデータを端末デバイスへ送信する。ダウンリンクデータは、インジケーション情報
を搬送する。
【００９４】
　５０３．　端末デバイスは、ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信する。
【００９５】
　端末デバイスがインジケーション情報を受信した後に、端末デバイスは、ターゲット時
間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって示されているタ
ーゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情報を基
地局へ送信する。ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受信される
べきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される
。
【００９６】
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され得るということに留意
されたい。したがって、本発明のいくつかの実施形態においては、端末デバイスによって
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップはさらに、特に、端末デバ
イスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいてデータフォーマットで
、インジケーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーショ
ンおよびデータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信す
るステップであり得る。
【００９７】
　加えて、インジケーション情報は、本明細書においては列挙されていないその他の情報
を示すために使用され得る。
【００９８】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
ることができる。したがって、本発明においては、端末デバイスによって送信されたダウ
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ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００９９】
　加えて、この実施形態においては、インジケーション情報は、基地局によってダウンリ
ンクデータとともに送信される。したがって、本発明における技術的なソリューションを
サポートするプロセスが提供され、それによって、本発明における技術的なソリューショ
ンを豊かにする。
【０１００】
　理解しやすくするために、以降では、実際の適用シナリオを使用することによって、本
発明のこの実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方法に
ついて記述する。
【０１０１】
　基地局が、ＰＤＣＣＨ上でダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信す
る。基地局は、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウンリンクデータを
端末デバイスへ送信する。基地局がダウンリンクデータを端末デバイスへ送信した後に、
基地局は、インジケーション情報を端末デバイスへ送信する。インジケーション情報は、
単独で１つのスケジューリングユニットを占め、スケジューリングユニットは、時間周波
数リソースロケーションに関する情報、ＭＣＳ情報、およびＣＢＳ情報を含み、ＭＣＳ情
報およびＣＢＳ情報は、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信するとき
に使用されるデータフォーマットを示すために使用される。インジケーション情報を受信
した後に、端末デバイスは、そのインジケーション情報を解析し、そのインジケーション
情報によって示されている時間周波数リソースロケーションおよびデータフォーマットに
従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へフィードバックする。
【０１０２】
　前述の実施形態においては、基地局は、ダウンリンクフィードバック情報のものである
時間周波数リソースロケーションおよび送信フォーマットをリアルタイムで示す。加えて
、固定されたリソースマッピングのスキームが使用され得る。
【０１０３】
　具体的には、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報におい
ては、信号形式はシーケンスであり得る。したがって、ＡＣＫおよびＮＡＣＫが、別々の
シーケンスを使用することによって別々に表され得る。端末デバイスがダウンリンクデー
タを成功裏に受信した場合には、端末デバイスは、ＡＣＫをフィードバックする必要があ
り、すなわち端末デバイスは、ＡＣＫを表すシーケンスを送信し、または端末デバイスが
ダウンリンクデータを受信することに失敗した場合には、端末デバイスは、ＮＡＣＫをフ
ィードバックする必要があり、すなわち端末デバイスは、ＮＡＣＫを表すシーケンスを送
信する。加えて、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣＫを表すシーケンスは、疑似ラン
ダムシーケンス、Ｈａｄａｍａｒｄシーケンス、または疑似ランダムシーケンスおよびＨ
ａｄａｍａｒｄシーケンスのプロダクトシーケンスなど、相互相関されるべきであり、お
よび／または互いに直交しているべきである。
【０１０４】
　時間周波数リソースロケーションの決定のために、ダウンリンクデータを受信した後に
、端末デバイスは、ダウンリンクデータの終わりの瞬間に従って、時間において最も近い
利用可能なフィードバック情報リソースブロックを決定し、次いでダウンリンクデータの
スケジューリング情報の開始制御チャネル要素（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌ
ｅｍｅｎｔ、ＣＣＥ）リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情報の
時間周波数リソースロケーションを決定する。
【０１０５】
　ダウンリンクフィードバック情報の決定のために、端末デバイスによってフィードバッ
クされるＡＣＫおよびＮＡＣＫを表すために使用されるシーケンスは、端末デバイスのダ
ウンリンクデータのダウンリンクスケジューリング情報が配置されているスケジューリン
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グ期間の開始フレーム番号に関連している。別々のスケジューリング期間においてスケジ
ューリングされているダウンリンクデータに関しては、フィードバックされるＡＣＫおよ
びＮＡＣＫを表すために使用されるシーケンスどうしが異なり、相互相関されているか、
または互いに直交している。
【０１０６】
　一般に、端末デバイスは、ダウンリンクデータの終わりの瞬間に従ってダウンリンクフ
ィードバック情報の時間周波数ロケーションを決定し、または端末デバイスは、ダウンリ
ンクデータの終わりの瞬間、およびスケジューリングされているダウンリンクデータのダ
ウンリンク制御情報（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、Ｄ
ＣＩ）の開始ＣＣＥリソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情報の時
間周波数ロケーションを決定し、スケジューリングされているダウンリンクデータのＤＣ
Ｉが配置されているスケジューリング期間の開始フレーム番号に従って、ＡＣＫおよびＮ
ＡＣＫを表すための別々のシーケンスを選択する。
【０１０７】
　固定されたリソースマッピングの前述のスキームにおいては、ＡＣＫおよびＮＡＣＫを
表すシーケンス上で、別々のＤＣＩ期間に基づいて、符号分割処理が実行される。たとえ
、端末デバイスのものであって別々のＤＣＩ期間内にあるダウンリンクフィードバック情
報どうしが衝突しても、符号分割のおかげで、干渉が生じることはなく、それによって、
ダウンリンクフィードバック情報が正しく受信されることを確実にする。
【０１０８】
　以降では、本発明の実施形態における基地局について記述する。図７を参照すると、本
発明の実施形態における基地局の実施形態が、
　インジケーション情報を端末デバイスへ送信し、インジケーション情報は、ターゲット
時間周波数リソースロケーションを示すために使用され、ターゲット時間周波数リソース
ロケーションは、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数
リソースロケーションであり、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによっ
て受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするため
に使用される、ように構成されている送信ユニット６０１と、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を受信するように構
成されている受信ユニット６０２とを含む。
【０１０９】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、送信ユニット６０１によってインジケーション情報
を使用することによって示され、送信ユニット６０１は、インジケーション情報を使用す
ることによって、別々のダウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周
波数リソースロケーションどうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソース
コンフリクト問題を回避することができる。したがって、本発明においては、端末デバイ
スによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが
確実にされ、それによってダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善
することが可能である。
【０１１０】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態においては、送信ユニット６０１は、ダウン
リンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信し、ダウンリンクスケジューリング情
報に従ってダウンリンクデータを端末デバイスへ送信するようにさらに構成されている。
さらに、本発明のいくつかの実施形態においては、送信ユニット６０１は、物理ダウンリ
ンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を端末デバイスへ送信するように
特に構成されている。ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケ
ーション情報は、単独でＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占める。
【０１１１】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態においては、送信ユニット６０１は、ダウン
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リンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信するようにさらに構成されており、イ
ンジケーション情報を端末デバイスへ送信した後に、送信ユニット６０１は、ダウンリン
クスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末デバイスへ送信するようにさ
らに構成されている。さらに、本発明のいくつかの実施形態においては、送信ユニット６
０１は、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を端末デバ
イスへ送信するように特に構成されている。ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニ
ットを含み、インジケーション情報は、１つのスケジューリングユニットをダウンリンク
スケジューリング情報と共有する。インジケーション情報が、１つのスケジューリングユ
ニットをダウンリンクスケジューリング情報と共有するということは、インジケーション
情報がダウンリンクスケジューリング情報内に含まれることを含む。
【０１１２】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態においては、受信ユニット６０２は、端末デ
バイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を受信し、ダウンリンクフィ
ードバック情報はシーケンスである、ように特に構成されており、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【０１１３】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態においては、インジケーション情報はさらに
、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信するときに使用されるデータフ
ォーマットを示すために使用され、受信ユニット６０２は、端末デバイスによって送信さ
れるダウンリンクフィードバック情報を、インジケーション情報によって示されているデ
ータフォーマットに従って受信するように特に構成されている。
【０１１４】
　以降では、本発明における端末デバイスについて記述する。図８を参照すると、本発明
の実施形態における端末デバイスの実施形態が、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を受信するように構成されている受信
ユニット７０１と、
　ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって
示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィード
バック情報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによっ
て受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするため
に使用される、ように構成されている送信ユニット７０２とを含む。
【０１１５】
　この実施形態においては、送信ユニット７０２がダウンリンクフィードバック情報を送
信する時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用
することによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別
々のダウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケー
ションどうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を
回避することができる。したがって、本発明においては、端末デバイスによって送信され
たダウンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それに
よってダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能であ
る。
【０１１６】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態においては、受信ユニット７０１が、基地局
によって送信されたインジケーション情報を受信する前に、受信ユニット７０１は、基地
局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を受信し、基地局によって送信
されたダウンリンクデータを受信するようにさらに構成されている。ダウンリンクデータ
は、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従って端末デバイスへ送信され
るダウンリンクデータである。
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【０１１７】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態においては、受信ユニット７０１が、基地局
によって送信されたインジケーション情報を受信した後に、受信ユニット７０１は、基地
局によって送信されたダウンリンクデータを受信するようにさらに構成されている。ダウ
ンリンクデータは、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従って端末デバ
イスへ送信されるダウンリンクデータである。
【０１１８】
　本発明のいくつかの実施形態においては、インジケーション情報およびダウンリンクス
ケジューリング情報は、順に送信されず、すなわち、インジケーション情報およびダウン
リンクスケジューリング情報は、同じメッセージ内で送信され得、または別々に送信され
得るということに留意されたい。
【０１１９】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態においては、送信ユニット７０２は、ターゲ
ット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって示されて
いるターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情
報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ように特に
構成されており、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【０１２０】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態においては、インジケーション情報はさらに
、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信するときに使用されるデータフ
ォーマットを示すために使用され、送信ユニット７０２は、ターゲット時間周波数リソー
スロケーションにおいてデータフォーマットで、インジケーション情報によって示されて
いるターゲット時間周波数リソースロケーションおよびデータフォーマットに従ってダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するように特に構成されている。
【０１２１】
　理解しやすくするために、以降では、実際の適用シナリオを使用することによって、本
発明の実施形態における、基地局と端末デバイス内のユニットとの間における対話につい
て記述する。
【０１２２】
　送信ユニット６０１は、ＰＤＣＣＨ上でダウンリンクスケジューリング情報を端末デバ
イスへ送信し、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウンリンクデータを
端末デバイスへ送信する。ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信した後に、送信ユニ
ット６０１は、インジケーション情報を受信ユニット７０１へ送信する。インジケーショ
ン情報は、単独で１つのスケジューリングユニットを占め、スケジューリングユニットは
、時間周波数リソースロケーションに関する情報、ＭＣＳ情報、およびＣＢＳ情報を含み
、ＭＣＳ情報およびＣＢＳ情報は、送信ユニット７０２がダウンリンクフィードバック情
報を送信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用される。インジケー
ション情報を受信した後に、受信ユニット７０１は、そのインジケーション情報を解析し
、送信ユニット７０２は、そのインジケーション情報によって示されている時間周波数リ
ソースロケーションおよびデータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報
を受信ユニット６０２へフィードバックする。
【０１２３】
　本発明の実施形態はさらに、サーバを提供する。図９を参照すると、本発明の実施形態
におけるサーバの実施形態が、下記を含む。
【０１２４】
　図９は、本発明のこの実施形態によるサーバの概略構造図である。サーバ８００は、構
成またはパフォーマンスにおける相違に起因して比較的大きな相違を有し得、１つまたは
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複数の中央処理装置（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔｓ、ＣＰＵ）８
０１（たとえば、１つまたは複数のプロセッサ）と、アプリケーションプログラム８０２
またはデータ８０３を格納する１つまたは複数のストレージメディア８０４（たとえば、
１つまたは複数のマスストレージデバイス）とを含み得る。ストレージメディア８０４は
、一時ストレージまたは永続ストレージであり得る。ストレージメディア８０４内に格納
されるプログラムは、１つまたは複数のモジュール（図９においては示されていない）を
含み得、それぞれのモジュールは、スイッチ上で実行されることになる一連の命令オペレ
ーションを含み得る。さらに中央処理装置８０１は、ストレージメディア８０４と通信し
てストレージメディア８０４内の一連の命令オペレーションをサーバ８００上で実行する
ように構成され得る。
【０１２５】
　サーバ８００は、１つもしくは複数の電源８０５、１つもしくは複数の有線ネットワー
クインターフェースもしくはワイヤレスネットワークインターフェース８０６、１つもし
くは複数の入力／出力インターフェース８０７、および／または１つもしくは複数のオペ
レーティングシステム８０８、たとえば、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ（商標）、ＭＡ
Ｃ　ＯＳ　Ｘ（商標）、Ｕｎｉｘ（商標）、Ｌｉｎｕｘ（商標）、もしくはＦｒｅｅＢＳ
Ｄ（商標）をさらに含み得る。
【０１２６】
　前述の実施形態においては、基地局によって実行されるステップは、図９において示さ
れているサーバ構造に基づき得る。
【０１２７】
　前述の実施形態は、本発明の技術的なソリューションについて記述することを意図され
ているにすぎず、本発明を限定することを意図されているものではない。前述の実施形態
を参照しながら本発明が詳細に記述されているが、当技術分野における標準的な技術者た
ちなら、彼らが、それでもなお、本発明の実施形態の技術的なソリューションの趣旨およ
び範囲から逸脱することなく、前述の実施形態において記述されている技術的なソリュー
ションに対する修正形態を作成し得る、またはそれらのいくつかの技術的な特徴に対する
均等な代替形態を作成し得るということを理解するはずである。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月2日(2018.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局によって実行される、ダウンリンクフィードバック情報を受信するための方法で
あって、
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信
するステップであって、前記インジケーション情報は、ターゲット時間周波数リソースロ
ケーションを示し、前記ターゲット時間周波数リソースロケーションは、ダウンリンクフ
ィードバック情報のための時間ロケーションおよび周波数ロケーションを含み、前記ダウ
ンリンクフィードバック情報は、前記ダウンリンクスケジューリング情報に対応している
ダウンリンクデータの受信ステータスを示し、前記インジケーション情報および前記ダウ
ンリンクスケジューリング情報は、１つのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、
ステップと、
　前記ダウンリンクデータを前記端末へ送信するステップと、
　前記ダウンリンクフィードバック情報を前記端末から受信するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信
する前記ステップは、
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を前記端末デバイスへ
物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信すること
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ダウンリンクフィードバック情報は、第１のシーケンスまたは第２のシーケンスで
あり、前記第１のシーケンスはＡＣＫを表し、前記第２のシーケンスはＮＡＣＫを表し、
前記第１のシーケンスおよび前記第２のシーケンスは、相互相関されている、または、互
いに直交している、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記インジケーション情報は、さらに、前記ダウンリンクフィードバック情報のための
データフォーマットを示す、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つのＤＣＩは、さらに、ＭＣＳ情報を含む、請求項１から４のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項６】
　端末デバイスによって実行される、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための
方法であって、
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を基地局から受信する
ステップであって、前記インジケーション情報は、ターゲット時間周波数リソースロケー
ションを示し、前記ターゲット時間周波数リソースロケーションは、ダウンリンクフィー
ドバック情報のための時間ロケーションおよび周波数ロケーションを含み、前記ダウンリ
ンクフィードバック情報は、前記ダウンリンクスケジューリング情報に対応しているダウ
ンリンクデータの受信ステータスを示し、前記インジケーション情報および前記ダウンリ
ンクスケジューリング情報は、１つのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、ステ
ップと、
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　前記ダウンリンクスケジューリング情報に対応しているダウンリンクデータを前記基地
局から受信するステップと、
　前記ダウンリンクフィードバック情報を前記時間ロケーションおよび前記周波数ロケー
ションに従って前記基地局へ送信するステップと
を含む方法。
【請求項７】
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を基地局から受信する
前記ステップは、
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を前記基地局から物理
ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で受信すること
を含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ダウンリンクフィードバック情報は、第１のシーケンスまたは第２のシーケンスで
あり、前記第１のシーケンスはＡＣＫを表し、前記第２のシーケンスはＮＡＣＫを表し、
前記第１のシーケンスおよび前記第２のシーケンスは、相互相関されている、または、互
いに直交している、請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　前記インジケーション情報は、さらに、前記ダウンリンクフィードバック情報のための
データフォーマットを示す、請求項６から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１つのＤＣＩは、さらに、ＭＣＳ情報を含む、請求項６から９のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１１】
　基地局であって、
　プロセッサと、
　命令を含む、前記プロセッサに連結されたストレージであって、前記プロセッサによっ
て実行されると前記基地局に、
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信
するステップであって、前記インジケーション情報は、ターゲット時間周波数リソースロ
ケーションを示し、前記ターゲット時間周波数リソースロケーションは、ダウンリンクフ
ィードバック情報のための時間ロケーションおよび周波数ロケーションを含み、前記ダウ
ンリンクフィードバック情報は、前記ダウンリンクスケジューリング情報に対応している
ダウンリンクデータの受信ステータスを示し、前記インジケーション情報および前記ダウ
ンリンクスケジューリング情報は、１つのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、
ステップと、
　前記ダウンリンクデータを前記端末へ送信するステップと、
　前記ダウンリンクフィードバック情報を前記端末から受信するステップと
を含むステップを実行させる、ストレージと
を備えた基地局。
【請求項１２】
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信
する前記ステップは、
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を前記端末デバイスへ
物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信すること
を含む請求項１１に記載の基地局。
【請求項１３】
　前記ダウンリンクフィードバック情報は、第１のシーケンスまたは第２のシーケンスで
あり、前記第１のシーケンスはＡＣＫを表し、前記第２のシーケンスはＮＡＣＫを表し、
前記第１のシーケンスおよび前記第２のシーケンスは、相互相関されている、または、互
いに直交している、請求項１１または１２に記載の基地局。
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【請求項１４】
　前記インジケーション情報は、さらに、前記ダウンリンクフィードバック情報のための
データフォーマットを示す、請求項１１から１３のいずれか一項に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記１つのＤＣＩは、さらに、ＭＣＳ情報を含む、請求項１１から１４のいずれか一項
に記載の基地局。
【請求項１６】
　端末デバイスであって、
　プロセッサと、
　命令を含む、前記プロセッサに連結されたストレージであって、前記プロセッサによっ
て実行されると前記端末デバイスに、
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を基地局から受信する
ステップであって、前記インジケーション情報は、ターゲット時間周波数リソースロケー
ションを示し、前記ターゲット時間周波数リソースロケーションは、ダウンリンクフィー
ドバック情報のための時間ロケーションおよび周波数ロケーションを含み、前記ダウンリ
ンクフィードバック情報は、前記ダウンリンクスケジューリング情報に対応しているダウ
ンリンクデータの受信ステータスを示し、前記インジケーション情報および前記ダウンリ
ンクスケジューリング情報は、１つのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、ステ
ップと、
　前記ダウンリンクスケジューリング情報に対応しているダウンリンクデータを前記基地
局から受信するステップと、
　前記ダウンリンクフィードバック情報を前記時間ロケーションおよび前記周波数ロケー
ションに従って前記基地局へ送信するステップと
を含むステップを実行させる、ストレージと
を備えた端末デバイス。
【請求項１７】
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を基地局から受信する
前記ステップは、
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報を前記基地局から物理
ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で受信すること
を含む請求項１６に記載の端末デバイス。
【請求項１８】
　前記ダウンリンクフィードバック情報は、第１のシーケンスまたは第２のシーケンスで
あり、前記第１のシーケンスはＡＣＫを表し、前記第２のシーケンスはＮＡＣＫを表し、
前記第１のシーケンスおよび前記第２のシーケンスは、相互相関されている、または、互
いに直交している、請求項１６または１７に記載の端末デバイス。
【請求項１９】
　前記インジケーション情報は、さらに、前記ダウンリンクフィードバック情報のための
データフォーマットを示す、請求項１６から１８のいずれか一項に記載の端末デバイス。
【請求項２０】
　前記１つのＤＣＩは、さらに、ＭＣＳ情報を含む、請求項１６から１９のいずれか一項
に記載の端末デバイス。
【請求項２１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法を実行するための命令を備えたプログラ
ム。
【請求項２２】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法を実行するための命令を格納したコンピ
ュータ可読媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、通信テクノロジーの分野に関し、詳細には、ダウンリンクフィードバック情
報を伝送するための方法、基地局、および端末デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　マシンツーマシン（フルネーム：Ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｏ　Ｍａｃｈｉｎｅ、略してＭ２
Ｍ）通信アプリケーションの急速な発展に伴って、市場の要件および市場のスケールが、
爆発的に増大している。Ｍ２Ｍ通信アプリケーションは、深いカバレッジおよび低い電力
消費など、従来の通信サービスのサービス要件とは異なるサービス要件を有する。Ｍ２Ｍ
通信アプリケーションのサービス要件に関して、次のソリューションが提唱されている。
すなわち、端末デバイスは、物理ダウンリンク共有チャネル（フルネーム：Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ、略してＰＤＳＣＨ）上で基地
局によって送信されたダウンリンクデータを受信した後に、そのダウンリンクデータに関
するフィードバックを提供する必要がある。端末デバイスがダウンリンクデータを成功裏
に受信した場合には、端末デバイスは、肯定応答（フルネーム：Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
ｍｅｎｔ、略してＡＣＫ）をフィードバックし、または端末デバイスがダウンリンクデー
タを受信することに失敗した場合には、端末デバイスは、否定応答（フルネーム：Ｎｅｇ
ａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ、略してＮＡＣＫ）をフィードバックする
。たとえば、データ伝送プロセスが図１において示され得る。
【０００３】
　現在、図１におけるデータ伝送プロセスにおいては、ダウンリンクフィードバック情報
の時間周波数リソースロケーションが、主として物理ダウンリンク制御チャネル（フルネ
ーム：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ、略して
ＰＤＣＣＨ）の時間周波数リソースロケーションを使用することによってマッピングされ
、それによって、ダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションが
決定され、ＰＤＳＣＨ上で送信されたダウンリンクデータが、ダウンリンクフィードバッ
ク情報の時間周波数リソースロケーションにおいてフィードバックされる。
【０００４】
　しかしながら、クロスＰＤＣＣＨスケジューリングが実行されるシステムに関しては、
ダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションが、ＰＤＣＣＨの時
間周波数リソースロケーションを使用することによってマッピングされる場合には、ダウ
ンリンクフィードバック情報の同じ時間周波数リソースロケーションにおいてダウンリン
クデータの複数の断片に関してフィードバックが提供されるので、リソースコンフリクト
が生じ得る。したがって基地局は、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィー
ドバック情報を正しく受信することができず、ダウンリンクフィードバック情報の伝送成
功率は高くない。
【発明の概要】
【０００５】
　本開示の実施形態は、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方法、基地局
、および端末デバイスを提供して、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィー
ドバック情報を基地局が正しく受信することを確実にし、それによってダウンリンクフィ
ードバック情報の伝送成功率を効果的に改善する。
【０００６】
　これを考慮して、本開示の第１の態様は、ダウンリンクフィードバック情報を伝送する
ための方法であって、
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　ダウンリンク情報の同じ時間周波数リソースロケーションにおいてダウンリンクデータ
の複数の断片に関してフィードバックが提供されることに起因してもたらされるリソース
コンフリクトを回避するために、基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ
送信するステップであって、インジケーション情報は、ターゲット時間周波数リソースロ
ケーションを示すために使用され、ターゲット時間周波数リソースロケーションは、端末
デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数リソースロケーション
であり、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受信されるべきであ
るダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される、ステッ
プと、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップとを含む方法を提供する。
【０００７】
　端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数リソースロケー
ションが、基地局によってインジケーション情報を使用することによって示され、基地局
は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダウンリンクデータのダウン
リンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションどうしが異なることを確実
にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避することができるということ
に留意されたい。したがって、本開示においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【０００８】
　本開示の第１の態様に関連して、本開示の第１の態様の第１の実施態様においては、こ
の方法は、
　基地局によってダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信するステップ
をさらに含み、
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステップの後に、この
方法は、
　基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末
デバイスへ送信するステップをさらに含む。
【０００９】
　インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報は、順に送信されず、
すなわち、インジケーション情報およびダウンリンクスケジューリング情報は、同じメッ
セージ内で送信され得、または別々に送信され得るということに留意されたい。
【００１０】
　本開示の第１の態様に関連して、本開示の第１の態様の第２の実施態様においては、
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステップは、
　基地局によって物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を
端末デバイスへ送信するステップを含み、
　ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情報は、単
独でＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占め、スケジューリングユニット
は、ダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションに関する情報を
含む。
【００１１】
　本開示の第１の態様の第１の実施態様に関連して、本開示の第１の態様の第３の実施態
様においては、基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステップ
は、
　基地局によって物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を
端末デバイスへ送信するステップを含み、
　ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情報は、１
つのスケジューリングユニットをダウンリンクスケジューリング情報と共有する。
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【００１２】
　本開示の第１の態様に関連して、本開示の第１の態様の第４の実施態様においては、
　基地局によってインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステップの前に、この
方法は、
　基地局によってダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信するステップ
と、
　基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末
デバイスへ送信するステップとを含む。
【００１３】
　本開示の第１の態様、本開示の第１の態様の第１の実施態様、本開示の第１の態様の第
２の実施態様、本開示の第１の態様の第３の実施態様、または本開示の第１の態様の第４
の実施態様に関連して、本開示の第１の態様の第５の実施態様においては、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップは、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップであって、ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ステッ
プを含み、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００１４】
　本開示の第１の態様、本開示の第１の態様の第１の実施態様、本開示の第１の態様の第
２の実施態様、本開示の第１の態様の第３の実施態様、本開示の第１の態様の第４の実施
態様、または本開示の第１の態様の第５の実施態様に関連して、本開示の第１の態様の第
６の実施態様においては、
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップは、
　端末デバイスによって送信されるダウンリンクフィードバック情報を、インジケーショ
ン情報によって示されているデータフォーマットに従って基地局によって受信するステッ
プを含む。
【００１５】
　これを考慮して、本開示の第２の態様は、ダウンリンクフィードバック情報を伝送する
ための方法であって、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスによって受信するステ
ップと、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従って
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップであって、ダウンリンクフ
ィードバック情報は、端末デバイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータの
受信ステータスをフィードバックするために使用される、ステップとを含む方法を提供す
る。
【００１６】
　端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数リソースロケー
ションが、基地局によってインジケーション情報を使用することによって示され、基地局
は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダウンリンクデータのダウン
リンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーションどうしが異なることを確実
にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避することができるということ
に留意されたい。したがって、本開示においては、端末デバイスによって送信されたダウ
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ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００１７】
　本開示の第２の態様に関連して、本開示の第２の態様の第１の実施態様においては、こ
の方法は、
　基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスによって
受信するステップをさらに含み、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスによって受信するステ
ップの後に、この方法は、
　基地局によって送信されたダウンリンクデータを端末デバイスによって受信するステッ
プであって、ダウンリンクデータは、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報
に従って端末デバイスへ送信されるダウンリンクデータである、ステップをさらに含む。
【００１８】
　本開示の第２の態様に関連して、本開示の第２の態様の第２の実施態様においては、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスによって受信するステ
ップの前に、この方法は、
　基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスによって
受信するステップと、
　基地局によって送信されたダウンリンクデータを端末デバイスによって受信するステッ
プであって、ダウンリンクデータは、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報
に従って端末デバイスへ送信されるダウンリンクデータである、ステップとをさらに含む
。
【００１９】
　本開示の第２の態様、本開示の第２の態様の第１の実施態様、または本開示の第２の態
様の第２の実施態様に関連して、本開示の第２の態様の第３の実施態様においては、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従って
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップは、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従って
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップであって、ダウンリンクフ
ィードバック情報はシーケンスである、ステップを含み、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００２０】
　本開示の第２の態様、本開示の第２の態様の第１の実施態様、本開示の第２の態様の第
２の実施態様、または本開示の第２の態様の第３の実施態様に関連して、本開示の第２の
態様の第４の実施態様においては、
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従って
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップは、
　端末デバイスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケ
ーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションおよびデ
ータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップ
を含む。
【００２１】
　これを考慮して、本開示の第３の態様は、
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　インジケーション情報を端末デバイスへ送信し、インジケーション情報は、ターゲット
時間周波数リソースロケーションを示すために使用され、ターゲット時間周波数リソース
ロケーションは、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数
リソースロケーションであり、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによっ
て受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするため
に使用される、ように構成されている送信ユニットと、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を受信するように構
成されている受信ユニットとを含む基地局を提供する。
【００２２】
　本開示の第３の態様に関連して、本開示の第３の態様の第１の実施態様においては、
　送信ユニットは、ダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信するように
さらに構成されており、
　送信ユニットが、インジケーション情報を端末デバイスへ送信した後に、送信ユニット
は、ダウンリンクスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末デバイスへ送
信するようにさらに構成されている。
【００２３】
　本開示の第３の態様に関連して、本開示の第３の態様の第２の実施態様においては、
　送信ユニットは、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報
を端末デバイスへ送信するように特に構成されており、
　ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情報は、単
独でＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占める。
【００２４】
　本開示の第３の態様の第１の実施態様に関連して、本開示の第３の態様の第３の実施態
様においては、
　送信ユニットは、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報
を端末デバイスへ送信するように特に構成されており、
　ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情報は、１
つのスケジューリングユニットをダウンリンクスケジューリング情報と共有する。
【００２５】
　本開示の第３の態様に関連して、本開示の第３の態様の第４の実施態様においては、
　送信ユニットは、ダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信し、ダウン
リンクスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末デバイスへ送信するよう
にさらに構成されている。
【００２６】
　本開示の第３の態様、本開示の第３の態様の第１の実施態様、本開示の第３の態様の第
２の実施態様、本開示の第３の態様の第３の実施態様、または本開示の第３の態様の第４
の実施態様に関連して、本開示の第３の態様の第５の実施態様においては、
　受信ユニットは、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を
受信し、ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ように特に構成されてお
り、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００２７】
　本開示の第３の態様、本開示の第３の態様の第１の実施態様、本開示の第３の態様の第
２の実施態様、本開示の第３の態様の第３の実施態様、本開示の第３の態様の第４の実施
態様、または本開示の第３の態様の第５の実施態様に関連して、本開示の第３の態様の第
６の実施態様においては、
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
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　受信ユニットは、端末デバイスによって送信されるダウンリンクフィードバック情報を
、インジケーション情報によって示されているデータフォーマットに従って受信するよう
に特に構成されている。
【００２８】
　これを考慮して、本開示の第４の態様は、端末デバイスであって、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を受信するように構成されている受信
ユニットと、
　ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって
示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィード
バック情報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによっ
て受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするため
に使用される、ように構成されている送信ユニットとを含む端末デバイスを提供する。
【００２９】
　本開示の第４の態様に関連して、本開示の第４の態様の第１の実施態様においては、
　受信ユニットは、基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を受信
するようにさらに構成されており、
　受信ユニットが、基地局によって送信されたインジケーション情報を受信した後に、受
信ユニットは、基地局によって送信されたダウンリンクデータを受信し、ダウンリンクデ
ータは、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従って端末デバイスへ送信
されるダウンリンクデータである、ようにさらに構成されている。
【００３０】
　本開示の第４の態様に関連して、本開示の第４の態様の第２の実施態様においては、
　受信ユニットが、基地局によって送信されたインジケーション情報を受信する前に、受
信ユニットは、基地局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を受信し、
基地局によって送信されたダウンリンクデータを受信し、ダウンリンクデータは、基地局
によってダウンリンクスケジューリング情報に従って端末デバイスへ送信されるダウンリ
ンクデータである、ようにさらに構成されている。
【００３１】
　本開示の第４の態様、本開示の第４の態様の第１の実施態様、または本開示の第４の態
様の第２の実施態様に関連して、本開示の第４の態様の第３の実施態様においては、
　送信ユニットは、ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーシ
ョン情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック情報はシー
ケンスである、ように特に構成されており、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００３２】
　本開示の第４の態様、本開示の第４の態様の第１の実施態様、本開示の第４の態様の第
２の実施態様、または本開示の第４の態様の第３の実施態様に関連して、本開示の第４の
態様の第４の実施態様においては、
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され、
　送信ユニットは、ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーシ
ョン情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションおよびデータ
フォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するように特に構
成されている。
【００３３】
　従来技術と比較されると、本開示においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバ
ック情報を送信する時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーショ
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ン情報を使用することによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用すること
によって、別々のダウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リ
ソースロケーションどうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフ
リクト問題を回避することができる。したがって、本開示においては、端末デバイスによ
って送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実に
され、それによってダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　本開示の実施形態における技術的なソリューションについてより明確に記述するために
、以降では、実施形態について記述するために必要とされる添付の図面について簡単に記
述する。明らかに、以降の説明における添付の図面は、本開示のいくつかの実施形態を示
しているにすぎず、または当技術分野における標準的な技術者なら、それでもなお、創造
的な取り組みを伴わずにこれらの添付の図面からその他の図面を導き出し得る。
【００３５】
【図１】ダウンリンクフィードバック情報の既存の伝送フローチャートである。
【図２】本開示の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法のフローチャートである。
【図３】本開示の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法の別のフローチャートである。
【図４】本開示の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法の対話フローチャートである。
【図５】本開示の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法の別の対話フローチャートである。
【図６】本開示の実施形態による、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方
法の別の対話フローチャートである。
【図７】本開示の実施形態による基地局の概略構造図である。
【図８】本開示の実施形態による端末デバイスの概略構造図である。
【図９】本開示の実施形態によるサーバの概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本開示の実施形態は、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方法、基地局
、および端末デバイスを提供して、クロスＰＤＣＣＨスケジューリングが実行される通信
システムにおけるフィードバック情報リソース選択の問題を解決する。
【００３７】
　本開示における技術的なソリューションを当業者によりよく理解させるために、以降で
は、本開示の実施形態における添付の図面を参照しながら、本開示の実施形態における技
術的なソリューションについて明確に記述する。明らかに、記述されている実施形態は、
本開示の実施形態のうちのいくつかにすぎず、すべてではない。当技術分野における標準
的な技術者によって本開示の実施形態に基づいて創造的な取り組みを伴わずに入手される
その他のすべての実施形態は、本開示の保護範囲内に収まるものとする。
【００３８】
　本開示の本明細書、特許請求の範囲、および添付の図面においては、「第１の」、「第
２の」、「第３の」、「第４の」などの用語は（存在する場合には）、類似しているオブ
ジェクトどうしの間において区別を行うことを意図されているが、必ずしも特定の順序ま
たはシーケンスを示しているとは限らない。そのような方法で呼ばれているデータは、適
切な状況において交換可能であり、それによって、本明細書において記述されている本開
示の実施形態は、本明細書において示されているまたは記述されている順序以外の順序で
実施されることが可能であるということを理解されたい。加えて、「ｉｎｃｌｕｄｅ（含
む）」、「ｃｏｎｔａｉｎ（含む）」という用語、およびその他の任意の変形は、非排他
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的な包含をカバーすることを意図している。たとえば、ステップまたはユニットのリスト
を含むプロセス、方法、システム、製品、またはデバイスは、それらのユニットに必ずし
も限定されず、明示的に列挙されてはいない、またはそのようなプロセス、方法、システ
ム、製品、もしくはデバイスに固有のその他のユニットを含み得る。
【００３９】
　前述の背景技術部分における説明のための例としてＬＴＥシステムが使用されているが
、本開示は、ＬＴＥシステムに当てはまるだけでなく、グローバルシステムフォーモバイ
ルコミュニケーションズ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、ＧＳＭ）、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシス
テム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ、ＵＭＴＳ）、符号分割多元接続（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、ＣＤＭＡ）システム、および新たなネットワークシステムなど、
その他のワイヤレス通信システムにも当てはまるということを当業者ならわかるはずであ
る。以降では、ＬＴＥシステムを例として使用することによって、特定の実施形態につい
て記述する。
【００４０】
　本開示の実施形態に関連した端末デバイスは、ユーザに音声および／もしくはデータ接
続を提供するデバイス、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、またはワイ
ヤレスモデムに接続されている別の処理デバイスを指し得る。ワイヤレス端末は、無線ア
クセスネットワーク（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＲＡＮ）を使用する
ことによって、１つまたは複数のコアネットワークと通信し得る。ワイヤレス端末は、モ
バイル電話（または「セルラー」電話と呼ばれている）などのモバイル端末、またはモバ
イル端末機能を有するコンピュータであり得る。たとえば、ワイヤレス端末は、無線アク
セスネットワークと音声および／またはデータをやり取りする、ポータブルな、ポケット
サイズの、ハンドヘルドの、コンピュータに内蔵された、または車載のモバイル装置であ
り得る。たとえば、ワイヤレス端末は、パーソナル通信サービス（ＰＣＳ、Ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）電話、コードレス電話、セッショ
ン開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓ　Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｏｐ）ステーション、または携帯情報端末（ＰＤＡ、Ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などのデバイスであり得る。ワイヤレス端
末は、システム、サブスクライバーユニット（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｕｎｉｔ）、サブ
スクライバーステーション（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、移動局（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、モバイル（Ｍｏｂｉｌｅ）端末、リモートステーション（Ｒ
ｅｍｏｔｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）、リモ
ート端末（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、アクセス端末（Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｒｍ
ｉｎａｌ）、ユーザ端末（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ユーザエージェント（Ｕｓｅ
ｒ　Ａｇｅｎｔ）、ユーザデバイス（Ｕｓｅｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）、またはユーザ機器（Ｕ
ｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と呼ばれることもある。
【００４１】
　本開示のこの実施形態に関連した基地局は、受信されたオーバージエアフレームとＩＰ
パケットとの間における変換を実行して、ワイヤレス端末とアクセスネットワークの残り
の部分との間におけるルータとしての役割を果たすように構成され得る。アクセスネット
ワークの残りの部分は、インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークを含み得る。基
地局は、エアインターフェースの属性管理を調整するようにさらに構成され得る。たとえ
ば、基地局は、ＧＳＭまたはＣＤＭＡにおけるベーストランシーバステーション（ＢＴＳ
、Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）であり得、ＷＣＤＭＡにおける
ノードＢ（ＮｏｄｅＢ）であり得、またはＬＴＥにおけるエボルブドノードＢ（ｅＮＢも
しくはｅ－ＮｏｄｅＢ、ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）であり得る。これは、
本出願においては限定されない。
【００４２】
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　以降では、特定の実施形態を参照しながら、本開示における、ダウンリンクフィードバ
ック情報を伝送するための方法について記述する。
【００４３】
　図２を参照すると、本開示の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の実施形態が、下記のステップを含む。
【００４４】
　１０１．　基地局が、インジケーション情報を端末デバイスへ送信し、インジケーショ
ン情報は、ターゲット時間周波数リソースロケーションを示すために使用され、ターゲッ
ト時間周波数リソースロケーションは、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報
を送信する時間周波数リソースロケーションであり、ダウンリンクフィードバック情報は
、端末デバイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフ
ィードバックするために使用される。
【００４５】
　この実施形態においては、基地局は、ＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を端末デバ
イスへ送信し得、または基地局は、ＰＤＳＣＨ上でインジケーション情報を端末デバイス
へ送信し得る。
【００４６】
　ダウンリンクデータは、基地局によって端末デバイスへ事前に送信されるダウンリンク
データであり、基地局がダウンリンクデータを端末デバイスへ事前に送信する時間は、ス
テップ１０１の前であり得、ステップ１０１の後であり得、または可能な場合には、ステ
ップ１０１が実行されるときと同じであり得るということに留意されたい。加えて、前述
の受信ステータスは、端末デバイスがダウンリンクデータを正しく受信しているかどうか
を示し、時間周波数リソースロケーションは、時間ロケーションおよび／または周波数ロ
ケーションを含む。
【００４７】
　本開示のいくつかの実施形態においては、基地局によってインジケーション情報を端末
デバイスへ送信するステップは、
　基地局によってＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を端末デバイスへ送信するステッ
プを含み、ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケーション情
報は、単独で１つのスケジューリングユニットを占めるということに留意されたい。
【００４８】
　単独でＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占めるインジケーション情報
は、ダウンリンク制御情報（フルネーム：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ、略してＤＣＩ）であり得るということに留意されたい。例示的なスケジ
ューリングユニットは、時間周波数リソースロケーション、変調および符号化方式（フル
ネーム：Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ、略してＭＣＳ）
、コードブロックサイズ（フルネーム：Ｃｏｄｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｉｚｅ）、およびメッ
セージ識別子（フルネーム：Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、略してＭＩＤ）に
関する情報を含み得、本明細書においては列挙されていないその他の情報をさらに含み得
る。時間周波数リソースロケーションに関する情報は、ユーザがダウンリンクフィードバ
ック情報を送信する時間ロケーションおよび／または周波数ロケーションを示すために使
用される。時間ロケーションを示す情報および周波数ロケーションを示す情報は、別々に
示され得、または一緒に示され得る。ＭＣＳインジケーション情報およびＣＢＳインジケ
ーション情報は、ユーザがダウンリンクフィードバック情報を送信するときに使用される
データフォーマットを示すために使用される。たとえば、ダウンリンクフィードバック情
報が、コーディング、変調などを用いて処理される必要がある場合には、そのダウンリン
クフィードバック情報のものであるビットレートおよび変調スキームを示すためにＭＣＳ
情報が使用され得、そのダウンリンクフィードバック情報のパケットサイズを示すために
ＣＢＳインジケーション情報が使用され得る。加えて、ダウンリンクフィードバック情報
の形式がシーケンスである場合には、そのダウンリンクフィードバック情報のシーケンス
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長さを示すためにＣＢＳインジケーション情報が使用され得る。ＰＤＳＣＨスケジューリ
ング情報、ＰＵＳＣＨスケジューリング情報、またはフィードバック情報スケジューリン
グ情報など、インジケーション情報が属する特定のタイプのスケジューリング情報を識別
するためにメッセージ識別子が使用され得る。
【００４９】
　１０２．　基地局は、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情
報を受信する。
【００５０】
　基地局がインジケーション情報を端末デバイスへ送信した後に、基地局は、端末デバイ
スによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を受信する。
【００５１】
　任意選択で、本開示のいくつかの実施形態においては、端末デバイスによって送信され
たダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受信するステップは、特に、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局によって受
信するステップであって、ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ステッ
プであり得、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【００５２】
　たとえば、相互相関されている、シーケンスグループ内の２つのシーケンスが、疑似ラ
ンダムシーケンス１および疑似ランダムシーケンス２であり、互いに直交している、シー
ケンスグループ内の２つのシーケンスが、Ｈａｄａｍａｒｄシーケンス１×Ｈａｄａｍａ
ｒｄシーケンス２である。別の組合せがさらに含まれ、ここでは詳細は記述されない。
【００５３】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
ることができる。したがって、本開示においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００５４】
　前述の内容は、本開示における技術的なソリューションについて基地局の観点から記述
している。以降では、本開示における技術的なソリューションについて端末デバイスの観
点から記述する。
【００５５】
　図３を参照すると、本開示の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の別の実施形態が、下記のステップを含む。
【００５６】
　２０１．　端末デバイスが、基地局によって送信されたインジケーション情報を受信す
る。
【００５７】
　この実施形態においては、端末デバイスは、基地局によって送信されたインジケーショ
ン情報をＰＤＣＣＨ上で受信し得、または端末デバイスは、基地局によって送信されたイ
ンジケーション情報をＰＤＳＣＨ上で受信し得る。
【００５８】
　２０２．　端末デバイスは、ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、イ
ンジケーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに
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従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック
情報は、端末デバイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータ
スをフィードバックするために使用される。
【００５９】
　基地局によって送信されたインジケーション情報を端末デバイスが受信した後に、端末
デバイスは、ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情
報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリン
クフィードバック情報を基地局へ送信する。ダウンリンクフィードバック情報は、端末デ
バイスによって受信されるべきであるダウンリンクデータのフィードバック情報である。
【００６０】
　ダウンリンクデータは、基地局によって端末デバイスへ事前に送信されるダウンリンク
データであり、基地局がダウンリンクデータを端末デバイスへ事前に送信する時間は、ス
テップ２０１の前であり得、ステップ２０１の後であり得、または可能な場合には、ステ
ップ２０１が実行されるときと同じであり得るということに留意されたい。加えて、前述
の受信ステータスは、端末デバイスがダウンリンクデータを正しく受信しているかどうか
を示す。
【００６１】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
ることができる。したがって、本開示においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００６２】
　前述の内容は、本開示における技術的なソリューションについて基地局および端末デバ
イスの観点から記述している。以降では、本開示における技術的なソリューションについ
て基地局と端末デバイスとの間における対話の観点から記述する。
【００６３】
　図４を参照すると、本開示の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の別の実施形態が、下記のステップを含む。
【００６４】
　３０１．　基地局が、ダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信する。
【００６５】
　この実施形態においては、ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信するために、基地
局は、はじめにダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信する必要がある
。
【００６６】
　３０２．　基地局は、ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信する。
【００６７】
　基地局がダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信した後に、基地局は
、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウンリンクデータを端末デバイス
へ送信する。
【００６８】
　３０３．　基地局は、インジケーション情報を端末デバイスへ送信する。
【００６９】
　基地局がダウンリンクデータを端末デバイスへ送信した後に、基地局は、インジケーシ
ョン情報を端末デバイスへ送信する。インジケーション情報は、ターゲット時間周波数リ
ソースロケーションを示すために使用され、ターゲット時間周波数リソースロケーション
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は、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数リソースロケ
ーションであり、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受信される
べきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される
。
【００７０】
　３０４．　端末デバイスは、ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信する。
【００７１】
　基地局がインジケーション情報を端末デバイスへ送信した後に、端末デバイスは、ター
ゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって示され
ているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック
情報を基地局へ送信する。ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受
信されるべきであるダウンリンクデータに対応している。
【００７２】
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され得るということに留意
されたい。したがって、本開示のいくつかの実施形態においては、端末デバイスによって
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップはさらに、特に、端末デバ
イスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいてデータフォーマットで
、インジケーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーショ
ンおよびデータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信す
るステップであり得る。
【００７３】
　加えて、インジケーション情報は、本明細書においては列挙されていないその他の情報
を示すために使用され得る。
【００７４】
　本開示のいくつかの実施形態においては、インジケーション情報およびダウンリンクス
ケジューリング情報は、順に送信されず、すなわち、インジケーション情報およびダウン
リンクスケジューリング情報は、同じメッセージ内で送信され得、または別々に送信され
得るということに留意されたい。
【００７５】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
ることができる。したがって、本開示においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００７６】
　加えて、この実施形態においては、インジケーション情報は、ダウンリンクデータの送
信が完了した後に端末デバイスへ送信される。したがって、本開示における技術的なソリ
ューションをサポートするプロセスが提供され、それによって、本開示における技術的な
ソリューションを豊かにする。
【００７７】
　図５を参照すると、本開示の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の別の実施形態が、下記のステップを含む。
【００７８】
　４０１．　基地局が、ダウンリンクスケジューリング情報およびインジケーション情報
を端末デバイスへ送信する。
【００７９】
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　この実施形態においては、基地局は、ＰＤＣＣＨ上でダウンリンクスケジューリング情
報およびインジケーション情報を端末デバイスへ送信する。ＰＤＣＣＨは、複数のスケジ
ューリングユニットを含み、インジケーション情報は、１つのスケジューリングユニット
をダウンリンクスケジューリング情報と共有する。加えて、インジケーション情報が、１
つのスケジューリングユニットをダウンリンクスケジューリング情報と共有するというこ
とは、インジケーション情報がダウンリンクスケジューリング情報内に含まれることであ
り得る。
【００８０】
　インジケーション情報は、伝送のために任意のＰＤＣＣＨ期間内に置かれ得るというこ
とに留意されたい。基地局は、ダウンリンクスケジューリング情報およびインジケーショ
ン情報を同じスケジューリング期間内に置き得、それによって端末デバイスは、そのスケ
ジューリング期間においてダウンリンクスケジューリング情報およびインジケーション情
報を同時に入手し得る。もちろん、ダウンリンクスケジューリング情報が配置されている
スケジューリング期間内のスケジューリングリソースが限られている場合には、基地局は
、代わりに別のスケジューリング期間内にインジケーション情報を置き得る。たとえば、
インジケーション情報は、ダウンリンクスケジューリング情報が配置されているスケジュ
ーリング期間の前または後のスケジューリング期間内に配置される。
【００８１】
　４０２．　基地局は、ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信する。
【００８２】
　基地局がダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信した後に、基地局は
、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウンリンクデータを端末デバイス
へ送信する。
【００８３】
　４０３．　端末デバイスは、ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信する。
【００８４】
　端末デバイスがインジケーション情報を受信した後に、端末デバイスは、ターゲット時
間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって示されているタ
ーゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情報を基
地局へ送信する。ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受信される
べきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される
。
【００８５】
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され得るということに留意
されたい。したがって、本開示のいくつかの実施形態においては、端末デバイスによって
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップはさらに、特に、端末デバ
イスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいてデータフォーマットで
、インジケーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーショ
ンおよびデータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信す
るステップであり得る。
【００８６】
　加えて、インジケーション情報は、本明細書においては列挙されていないその他の情報
を示すために使用され得る。
【００８７】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
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ることができる。したがって、本開示においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００８８】
　加えて、この実施形態においては、インジケーション情報は、基地局によってダウンリ
ンクスケジューリング情報とともに送信される。したがって、本開示における技術的なソ
リューションをサポートするプロセスが提供され、それによって、本開示における技術的
なソリューションを豊かにする。
【００８９】
　図６を参照すると、本開示の実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝
送するための方法の別の実施形態が、下記のステップを含む。
【００９０】
　５０１．　基地局が、ダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信する。
【００９１】
　この実施形態においては、基地局は、ＰＤＣＣＨ上でダウンリンクスケジューリング情
報を端末デバイスへ送信する。
【００９２】
　５０２．　基地局は、ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信し、ダウンリンクデー
タは、インジケーション情報を搬送する。
【００９３】
　基地局は、ＰＤＳＣＨ上で、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウン
リンクデータを端末デバイスへ送信する。ダウンリンクデータは、インジケーション情報
を搬送する。
【００９４】
　５０３．　端末デバイスは、ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信する。
【００９５】
　端末デバイスがインジケーション情報を受信した後に、端末デバイスは、ターゲット時
間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって示されているタ
ーゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情報を基
地局へ送信する。ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによって受信される
べきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするために使用される
。
【００９６】
　インジケーション情報はさらに、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送
信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用され得るということに留意
されたい。したがって、本開示のいくつかの実施形態においては、端末デバイスによって
ダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するステップはさらに、特に、端末デバ
イスによってターゲット時間周波数リソースロケーションにおいてデータフォーマットで
、インジケーション情報によって示されているターゲット時間周波数リソースロケーショ
ンおよびデータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へ送信す
るステップであり得る。
【００９７】
　加えて、インジケーション情報は、本明細書においては列挙されていないその他の情報
を示すために使用され得る。
【００９８】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用するこ
とによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別々のダ
ウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケーション
どうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を回避す
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ることができる。したがって、本開示においては、端末デバイスによって送信されたダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それによって
ダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能である。
【００９９】
　加えて、この実施形態においては、インジケーション情報は、基地局によってダウンリ
ンクデータとともに送信される。したがって、本開示における技術的なソリューションを
サポートするプロセスが提供され、それによって、本開示における技術的なソリューショ
ンを豊かにする。
【０１００】
　理解しやすくするために、以降では、実際の適用シナリオを使用することによって、本
開示のこの実施形態における、ダウンリンクフィードバック情報を伝送するための方法に
ついて記述する。
【０１０１】
　基地局が、ＰＤＣＣＨ上でダウンリンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信す
る。基地局は、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウンリンクデータを
端末デバイスへ送信する。基地局がダウンリンクデータを端末デバイスへ送信した後に、
基地局は、インジケーション情報を端末デバイスへ送信する。インジケーション情報は、
単独で１つのスケジューリングユニットを占め、スケジューリングユニットは、時間周波
数リソースロケーションに関する情報、ＭＣＳ情報、およびＣＢＳ情報を含み、ＭＣＳ情
報およびＣＢＳ情報は、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信するとき
に使用されるデータフォーマットを示すために使用される。インジケーション情報を受信
した後に、端末デバイスは、そのインジケーション情報を解析し、そのインジケーション
情報によって示されている時間周波数リソースロケーションおよびデータフォーマットに
従ってダウンリンクフィードバック情報を基地局へフィードバックする。
【０１０２】
　前述の実施形態においては、基地局は、ダウンリンクフィードバック情報のものである
時間周波数リソースロケーションおよび送信フォーマットをリアルタイムで示す。加えて
、固定されたリソースマッピングのスキームが使用され得る。
【０１０３】
　具体的には、端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報におい
ては、信号形式はシーケンスであり得る。したがって、ＡＣＫおよびＮＡＣＫが、別々の
シーケンスを使用することによって別々に表され得る。端末デバイスがダウンリンクデー
タを成功裏に受信した場合には、端末デバイスは、ＡＣＫをフィードバックする必要があ
り、すなわち端末デバイスは、ＡＣＫを表すシーケンスを送信し、または端末デバイスが
ダウンリンクデータを受信することに失敗した場合には、端末デバイスは、ＮＡＣＫをフ
ィードバックする必要があり、すなわち端末デバイスは、ＮＡＣＫを表すシーケンスを送
信する。加えて、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣＫを表すシーケンスは、疑似ラン
ダムシーケンス、Ｈａｄａｍａｒｄシーケンス、または疑似ランダムシーケンスおよびＨ
ａｄａｍａｒｄシーケンスのプロダクトシーケンスなど、相互相関されるべきであり、お
よび／または互いに直交しているべきである。
【０１０４】
　時間周波数リソースロケーションの決定のために、ダウンリンクデータを受信した後に
、端末デバイスは、ダウンリンクデータの終わりの瞬間に従って、時間において最も近い
利用可能なフィードバック情報リソースブロックを決定し、次いでダウンリンクデータの
スケジューリング情報の開始制御チャネル要素（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌ
ｅｍｅｎｔ、ＣＣＥ）リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情報の
時間周波数リソースロケーションを決定する。
【０１０５】
　ダウンリンクフィードバック情報の決定のために、端末デバイスによってフィードバッ
クされるＡＣＫおよびＮＡＣＫを表すために使用されるシーケンスは、端末デバイスのダ
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ウンリンクデータのダウンリンクスケジューリング情報が配置されているスケジューリン
グ期間の開始フレーム番号に関連している。別々のスケジューリング期間においてスケジ
ューリングされているダウンリンクデータに関しては、フィードバックされるＡＣＫおよ
びＮＡＣＫを表すために使用されるシーケンスどうしが異なり、相互相関されているか、
または互いに直交している。
【０１０６】
　一般に、端末デバイスは、ダウンリンクデータの終わりの瞬間に従ってダウンリンクフ
ィードバック情報の時間周波数ロケーションを決定し、または端末デバイスは、ダウンリ
ンクデータの終わりの瞬間、およびスケジューリングされているダウンリンクデータのダ
ウンリンク制御情報（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、Ｄ
ＣＩ）の開始ＣＣＥリソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情報の時
間周波数ロケーションを決定し、スケジューリングされているダウンリンクデータのＤＣ
Ｉが配置されているスケジューリング期間の開始フレーム番号に従って、ＡＣＫおよびＮ
ＡＣＫを表すための別々のシーケンスを選択する。
【０１０７】
　固定されたリソースマッピングの前述のスキームにおいては、ＡＣＫおよびＮＡＣＫを
表すシーケンス上で、別々のＤＣＩ期間に基づいて、符号分割処理が実行される。たとえ
、端末デバイスのものであって別々のＤＣＩ期間内にあるダウンリンクフィードバック情
報どうしが衝突しても、符号分割のおかげで、干渉が生じることはなく、それによって、
ダウンリンクフィードバック情報が正しく受信されることを確実にする。
【０１０８】
　以降では、本開示の実施形態における基地局について記述する。図７を参照すると、本
開示の実施形態における基地局の実施形態が、
　インジケーション情報を端末デバイスへ送信し、インジケーション情報は、ターゲット
時間周波数リソースロケーションを示すために使用され、ターゲット時間周波数リソース
ロケーションは、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する時間周波数
リソースロケーションであり、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによっ
て受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするため
に使用される、ように構成されている送信ユニット６０１と、
　端末デバイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を受信するように構
成されている受信ユニット６０２とを含む。
【０１０９】
　この実施形態においては、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信する
時間周波数リソースロケーションが、送信ユニット６０１によってインジケーション情報
を使用することによって示され、送信ユニット６０１は、インジケーション情報を使用す
ることによって、別々のダウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周
波数リソースロケーションどうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソース
コンフリクト問題を回避することができる。したがって、本開示においては、端末デバイ
スによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが
確実にされ、それによってダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善
することが可能である。
【０１１０】
　任意選択で、本開示のいくつかの実施形態においては、送信ユニット６０１は、ダウン
リンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信し、ダウンリンクスケジューリング情
報に従ってダウンリンクデータを端末デバイスへ送信するようにさらに構成されている。
さらに、本開示のいくつかの実施形態においては、送信ユニット６０１は、物理ダウンリ
ンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を端末デバイスへ送信するように
特に構成されている。ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニットを含み、インジケ
ーション情報は、単独でＰＤＣＣＨ上の１つのスケジューリングユニットを占める。
【０１１１】
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　任意選択で、本開示のいくつかの実施形態においては、送信ユニット６０１は、ダウン
リンクスケジューリング情報を端末デバイスへ送信するようにさらに構成されており、イ
ンジケーション情報を端末デバイスへ送信した後に、送信ユニット６０１は、ダウンリン
クスケジューリング情報に従ってダウンリンクデータを端末デバイスへ送信するようにさ
らに構成されている。さらに、本開示のいくつかの実施形態においては、送信ユニット６
０１は、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ上でインジケーション情報を端末デバ
イスへ送信するように特に構成されている。ＰＤＣＣＨは、複数のスケジューリングユニ
ットを含み、インジケーション情報は、１つのスケジューリングユニットをダウンリンク
スケジューリング情報と共有する。インジケーション情報が、１つのスケジューリングユ
ニットをダウンリンクスケジューリング情報と共有するということは、インジケーション
情報がダウンリンクスケジューリング情報内に含まれることを含む。
【０１１２】
　任意選択で、本開示のいくつかの実施形態においては、受信ユニット６０２は、端末デ
バイスによって送信されたダウンリンクフィードバック情報を受信し、ダウンリンクフィ
ードバック情報はシーケンスである、ように特に構成されており、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【０１１３】
　任意選択で、本開示のいくつかの実施形態においては、インジケーション情報はさらに
、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信するときに使用されるデータフ
ォーマットを示すために使用され、受信ユニット６０２は、端末デバイスによって送信さ
れるダウンリンクフィードバック情報を、インジケーション情報によって示されているデ
ータフォーマットに従って受信するように特に構成されている。
【０１１４】
　以降では、本開示における端末デバイスについて記述する。図８を参照すると、本開示
の実施形態における端末デバイスの実施形態が、
　基地局によって送信されたインジケーション情報を受信するように構成されている受信
ユニット７０１と、
　ターゲット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって
示されているターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィード
バック情報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック情報は、端末デバイスによっ
て受信されるべきであるダウンリンクデータの受信ステータスをフィードバックするため
に使用される、ように構成されている送信ユニット７０２とを含む。
【０１１５】
　この実施形態においては、送信ユニット７０２がダウンリンクフィードバック情報を送
信する時間周波数リソースロケーションが、基地局によってインジケーション情報を使用
することによって示され、基地局は、インジケーション情報を使用することによって、別
々のダウンリンクデータのダウンリンクフィードバック情報の時間周波数リソースロケー
ションどうしが異なることを確実にして、従来技術におけるリソースコンフリクト問題を
回避することができる。したがって、本開示においては、端末デバイスによって送信され
たダウンリンクフィードバック情報を基地局が正しく受信することが確実にされ、それに
よってダウンリンクフィードバック情報の伝送成功率を効果的に改善することが可能であ
る。
【０１１６】
　任意選択で、本開示のいくつかの実施形態においては、受信ユニット７０１が、基地局
によって送信されたインジケーション情報を受信する前に、受信ユニット７０１は、基地
局によって送信されたダウンリンクスケジューリング情報を受信し、基地局によって送信
されたダウンリンクデータを受信するようにさらに構成されている。ダウンリンクデータ
は、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従って端末デバイスへ送信され



(46) JP 2019-506788 A 2019.3.7

るダウンリンクデータである。
【０１１７】
　任意選択で、本開示のいくつかの実施形態においては、受信ユニット７０１が、基地局
によって送信されたインジケーション情報を受信した後に、受信ユニット７０１は、基地
局によって送信されたダウンリンクデータを受信するようにさらに構成されている。ダウ
ンリンクデータは、基地局によってダウンリンクスケジューリング情報に従って端末デバ
イスへ送信されるダウンリンクデータである。
【０１１８】
　本開示のいくつかの実施形態においては、インジケーション情報およびダウンリンクス
ケジューリング情報は、順に送信されず、すなわち、インジケーション情報およびダウン
リンクスケジューリング情報は、同じメッセージ内で送信され得、または別々に送信され
得るということに留意されたい。
【０１１９】
　任意選択で、本開示のいくつかの実施形態においては、送信ユニット７０２は、ターゲ
ット時間周波数リソースロケーションにおいて、インジケーション情報によって示されて
いるターゲット時間周波数リソースロケーションに従ってダウンリンクフィードバック情
報を基地局へ送信し、ダウンリンクフィードバック情報はシーケンスである、ように特に
構成されており、
　ダウンリンクフィードバック情報は、肯定応答ＡＣＫまたは否定応答ＮＡＣＫを、別々
のシーケンスを使用することによって別々に表し、ＡＣＫを表すシーケンスおよびＮＡＣ
Ｋを表すシーケンスは、相互相関されており、および／または互いに直交している。
【０１２０】
　任意選択で、本開示のいくつかの実施形態においては、インジケーション情報はさらに
、端末デバイスがダウンリンクフィードバック情報を送信するときに使用されるデータフ
ォーマットを示すために使用され、送信ユニット７０２は、ターゲット時間周波数リソー
スロケーションにおいてデータフォーマットで、インジケーション情報によって示されて
いるターゲット時間周波数リソースロケーションおよびデータフォーマットに従ってダウ
ンリンクフィードバック情報を基地局へ送信するように特に構成されている。
【０１２１】
　理解しやすくするために、以降では、実際の適用シナリオを使用することによって、本
開示の実施形態における、基地局と端末デバイス内のユニットとの間における対話につい
て記述する。
【０１２２】
　送信ユニット６０１は、ＰＤＣＣＨ上でダウンリンクスケジューリング情報を端末デバ
イスへ送信し、ダウンリンクスケジューリング情報の表示に従ってダウンリンクデータを
端末デバイスへ送信する。ダウンリンクデータを端末デバイスへ送信した後に、送信ユニ
ット６０１は、インジケーション情報を受信ユニット７０１へ送信する。インジケーショ
ン情報は、単独で１つのスケジューリングユニットを占め、スケジューリングユニットは
、時間周波数リソースロケーションに関する情報、ＭＣＳ情報、およびＣＢＳ情報を含み
、ＭＣＳ情報およびＣＢＳ情報は、送信ユニット７０２がダウンリンクフィードバック情
報を送信するときに使用されるデータフォーマットを示すために使用される。インジケー
ション情報を受信した後に、受信ユニット７０１は、そのインジケーション情報を解析し
、送信ユニット７０２は、そのインジケーション情報によって示されている時間周波数リ
ソースロケーションおよびデータフォーマットに従ってダウンリンクフィードバック情報
を受信ユニット６０２へフィードバックする。
【０１２３】
　本開示の実施形態はさらに、サーバを提供する。図９を参照すると、本開示の実施形態
におけるサーバの実施形態が、下記を含む。
【０１２４】
　図９は、本開示のこの実施形態によるサーバの概略構造図である。サーバ８００は、構
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成またはパフォーマンスにおける相違に起因して比較的大きな相違を有し得、１つまたは
複数の中央処理装置（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔｓ、ＣＰＵ）８
０１（たとえば、１つまたは複数のプロセッサ）と、アプリケーションプログラム８０２
またはデータ８０３を格納する１つまたは複数のストレージメディア８０４（たとえば、
１つまたは複数のマスストレージデバイス）とを含み得る。ストレージメディア８０４は
、一時ストレージまたは永続ストレージであり得る。ストレージメディア８０４内に格納
されるプログラムは、１つまたは複数のモジュール（図９においては示されていない）を
含み得、それぞれのモジュールは、スイッチ上で実行されることになる一連の命令オペレ
ーションを含み得る。さらに中央処理装置８０１は、ストレージメディア８０４と通信し
てストレージメディア８０４内の一連の命令オペレーションをサーバ８００上で実行する
ように構成され得る。
【０１２５】
　サーバ８００は、１つもしくは複数の電源８０５、１つもしくは複数の有線ネットワー
クインターフェースもしくはワイヤレスネットワークインターフェース８０６、１つもし
くは複数の入力／出力インターフェース８０７、および／または１つもしくは複数のオペ
レーティングシステム８０８、たとえば、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＭＡＣ　ＯＳ
　Ｘ、Ｕｎｉｘ、Ｌｉｎｕｘ、もしくはＦｒｅｅＢＳＤをさらに含み得る。
【０１２６】
　前述の実施形態においては、基地局によって実行されるステップは、図９において示さ
れているサーバ構造に基づき得る。
【０１２７】
　前述の実施形態は、本開示の技術的なソリューションについて記述することを意図され
ているにすぎず、本開示を限定することを意図されているものではない。前述の実施形態
を参照しながら本開示が詳細に記述されているが、当技術分野における標準的な技術者た
ちなら、彼らが、それでもなお、本開示の実施形態の技術的なソリューションの範囲から
逸脱することなく、前述の実施形態において記述されている技術的なソリューションに対
する修正形態を作成し得る、またはそれらのいくつかの技術的な特徴に対する均等な代替
形態を作成し得るということを理解するはずである。
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