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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】サブフレームの２個のＣＧで２個のアップリン
ク(ＵＬ)プライマリセル上に２個の物理的アップリンク
制御チャンネル(ＰＵＣＣＨ）を送信するようにスケジ
ューリングできる無線ネットワークにおけるアップリン
ク制御情報送／受信の方法を提供する。
【解決手段】ＵＥは、ＵＥが電力制限されるか否かを判
定し、ＵＥは、物理的アップリンク共有チャンネル(Ｐ
ＵＳＣＨ)での確認情報をＣＧ１のセルに伝送し、確認
情報以外に、物理的アップリンク制御チャンネル(ＰＵ
ＣＣＨ)でのアップリンク制御情報(ＵＣＩ)をＣＧ２の
セルに伝送するようにスケジューリングする。ＵＥが電
力制限されることに応答して、電力割り当てのためにＰ
ＵＳＣＨの優先順位をつけ、ＣＧ１のセルにＰＵＳＣＨ
を伝送するように構成されるプロセッシング回路を含む
。
【選択図】図１２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおけるユーザー端末（ＵＥ）であって、
　信号を送信又は受信するように構成される送受信器と、
　前記送受信器と結合され、前記ＵＥがキャリアアグリゲーション（ＣＡ）で通信するよ
うに動作し、アップリンクチャンネル伝送のための線形値の総電力が最大伝送電力を超過
する場合に、優先順位順序によってアップリンクチャンネル伝送に電力を割り当てるよう
に構成されるプロセッサと、を含み、
　ここで、前記優先順位順序は、
　ハイブリッド自動反復受信確認信号（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）を有するアップリンクチャン
ネル伝送がチャンネル状態情報（ＣＳＩ）を有するアップリンクチャンネル伝送より優先
順位を有し、
　ＣＳＩを有するアップリンクチャンネル伝送がＨＡＲＱ－ＡＣＫ、又は、ＣＳＩを有し
ないアップリンクチャンネル伝送より優先順位を有するように定義される
　ことを特徴とするユーザー端末。
【請求項２】
　プライマリサービングセル（ＰＣｅｌｌ）のアップリンクチャンネル伝送とセカンダリ
サービングセル（ＳＣｅｌｌ）のアップリンク伝送が同一の優先順位を有する場合、前記
プライマリサービングセル（ＰＣｅｌｌ）のアップリンクチャンネル伝送が、前記セカン
ダリサービングセル（ＳＣｅｌｌ）のアップリンクチャンネル伝送より優先順位を有する
ように決定される
　ことを特徴とする請求項１に記載のユーザー端末 。
【請求項３】
　プライマリＣＡグループ（ＰＣＧ）に関連したセル内のアップリンクチャンネル伝送と
セカンダリＣＡグループ（ＳＣＧ）に関連したセル内のアップリンクチャンネル伝送が同
一の優先順位を有する場合、前記ＰＣＧに関連したセル内のアップリンクチャンネル伝送
が前記ＳＣＧに関連したセル内のアップリンクチャンネル伝送より優先順位を有するよう
に決定される
　ことを特徴とする請求項１に記載のユーザー端末。
【請求項４】
　プライマリＣＡグループ（ＰＣＧ）内の物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）伝送とセカンダリＣＡグループ（ＳＣＧ）内のＰＵＣＣＨ伝送が同一の優先順位を有
する場合、前記ＰＣＧのプライマリサービングセル内のＰＵＣＣＨ伝送が前記ＳＣＧのプ
ライマリサービングセル内のＰＵＣＣＨ伝送より優先順位を有するように決定される
　ことを特徴とする請求項１に記載のユーザー端末。
【請求項５】
　前記優先順位順序は、アップリンクチャンネル伝送がＰＵＣＣＨであるか、又は、物理
的アップリンク共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）であるかに関係なく定義される
　ことを特徴とする請求項１に記載のユーザー端末。
【請求項６】
　前記優先順位順序は、
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ及び／又はスケジューリング要請（ＳＲ）を有するアップリンクチャ
ンネル伝送がＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＳＲでない他のアップリンク制御情報を有するアップリ
ンクチャンネル伝送より優先順位を有するように定義される
　ことを特徴とする請求項１に記載のユーザー端末。
【請求項７】
　前記プロセッサは、より高い優先順位順序を有するアップリンクチャンネル伝送に伝送
電力を割り当てて、残りのアップリンクチャンネル伝送に残りの電力を割り当てるように
構成される請求項１に記載のユーザー端末。
【請求項８】
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　無線通信ネットワークにおけるユーザー端末（ＵＥ）を動作させる方法であって、
　前記ＵＥがキャリアアグリゲーション（ＣＡ）で通信するように動作し、アップリンク
チャンネル伝送のための線形値の総電力が最大伝送電力を超過する場合に、優先順位順序
によってアップリンクチャンネル伝送に電力を割り当てるステップと、
　前記割り当てられた電力によって前記アップリンクチャンネル伝送の信号を伝送するス
テップと、を含み、
　ここで、前記優先順位順序は、
　ハイブリッド自動反復受信確認信号（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）を有するアップリンクチャン
ネル伝送がチャンネル状態情報（ＣＳＩ）を有するアップリンクチャンネル伝送より優先
順位を有し、
　ＣＳＩを有するアップリンクチャンネル伝送がＨＡＲＱ－ＡＣＫ又はＣＳＩを有しない
アップリンクチャンネル伝送より優先順位を有するように定義される
　ことを特徴とする方法 。
【請求項９】
　プライマリサービングセル（ＰＣｅｌｌ）のアップリンクチャンネル伝送とセカンダリ
サービングセル（ＳＣｅｌｌ）のアップリンク伝送が同一の優先順位を有する場合、前記
プライマリサービングセル（ＰＣｅｌｌ）のアップリンクチャンネル伝送が、前記セカン
ダリサービングセル（ＳＣｅｌｌ）のアップリンクチャンネル伝送より優先順位を有する
ように決定される
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法 。
【請求項１０】
　プライマリＣＡグループ（ＰＣＧ）に関連したセル内のアップリンクチャンネル伝送と
セカンダリＣＡグループ（ＳＣＧ）に関連したセル内のアップリンクチャンネル伝送が同
一の優先順位を有する場合、前記ＰＣＧに関連したセル内のアップリンクチャンネル伝送
が前記ＳＣＧに関連したセル内のアップリンクチャンネル伝送より優先順位を有するよう
に決定される
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　プライマリＣＡグループ（ＰＣＧ）内の物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）伝送とセカンダリＣＡグループ（ＳＣＧ）内のＰＵＣＣＨ伝送が同一の優先順位を有
する場合、前記ＰＣＧのプライマリサービングセル内のＰＵＣＣＨ伝送が前記ＳＣＧのプ
ライマリサービングセル内のＰＵＣＣＨ伝送より優先順位を有するように決定される
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記優先順位順序は、アップリンクチャンネル伝送がＰＵＣＣＨであるか、又は、物理
的アップリンク共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）であるかに関係なく定義される
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記優先順位順序は、
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ及び／又はスケジューリング要請（ＳＲ）を有するアップリンクチャ
ンネル伝送がＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＳＲでない他のアップリンク制御情報を有するアップリ
ンクチャンネル伝送より優先順位を有するように定義される
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記電力を割り当てるステップは、
　より高い優先順位順序を有するアップリンクチャンネル伝送に伝送電力を割り当てて、
残りのアップリンクチャンネル伝送に残りの電力を割り当てるステップを含む
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法 。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
 本発明は一般的に物理的アップリンクチャンネルを選択することに関するもので、より
具体的に、物理的アップリンクチャンネルへの電力割り当てに優先順位をつけることに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　物理的アップリンク制御チャンネル手順は、３ＧＰＰ技術仕様(ＴＳ)３６.２１３バー
ジョン１０.１.０リリース１０に記載されたように、３ＧＰＰ　ＬＴＥ(Long Term Evolu
tion)標準のリリース１０で“物理階層手順”として論議されている。ＣｏＭＰ(Coordina
ted　multi-point)送信及び受信は、高いデータレートのカバレッジを改善し、セルエッ
ジスループットを向上させ、システムスループットを増加させるための方法として進化し
たＬＴＥに対して考慮された。
【０００３】
　２つのキャリアグループ(ＣＧ)に対するＰＵＣＣＨ送信は、独立的に構成され、それに
よってユーザー端末(ＵＥ)は、サブフレームの２個のＣＧで２個のアップリンク(ＵＬ)プ
ライマリセル上に２個の物理的アップリンク制御チャンネル(ＰＵＣＣＨ）を送信するよ
うにスケジューリングできる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１２－５１７７４７号公報
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の一態様によれば、無線通信ネットワークで使用するための装置が提供される。
その装置は、少なくとも第１のＣＡグループ(ＣＧ１)及び第２のＣＡグループ(ＣＧ２）
を有する複数のキャリアアグリゲーション(ＣＡ)グループと通信するように構成されるユ
ーザー端末(ＵＥ)を含む。ＵＥは、ＵＥが電力制限されるか否かを判定し、ＵＥは、物理
的アップリンク共有チャンネル(ＰＵＳＣＨ)での確認情報をＣＧ１のセルに伝送し、確認
情報以外に、物理的アップリンク制御チャンネル(ＰＵＣＣＨ)でのアップリンク制御情報
(ＵＣＩ)をＣＧ２のセルに伝送するようにスケジューリングされ、ＵＥが電力制限される
ことに応答して、電力割り当てのためにＰＵＳＣＨの優先順位をつけ、ＣＧ１のセルにＰ
ＵＳＣＨを伝送するように構成されるプロセッシング回路を含む。
【０００６】
　本発明の他の態様によれば、無線通信ネットワークで使用するための装置が提供される
。その装置は、少なくとも第１のＣＡグループ(ＣＧ１)及び第２のＣＡグループ(ＣＧ２
）を有する複数のキャリアアグリゲーション(ＣＡ)グループと通信するように構成される
ユーザー端末(ＵＥ)を含む。ＵＥは、ＵＥが電力制限されるか否かを判定し、ＵＥは、第
１の物理的アップリンク共有チャンネル(ＰＵＳＣＨ)又は物理的アップリンク制御チャン
ネル(ＰＵＣＣＨ)で第１のペイロードを有する確認情報をＣＧ１のセルに伝送し、第２の
ＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨでの第２のペイロードを有する確認情報をＣＧ２のセルに伝送
するようにスケジューリングされ、ＵＥが電力制限されることに応答し、第１のペイロー
ド及び第２のペイロードのうちより大きいものを決定し、電力割り当てのために、より大
きいペイロードを伝達する第１のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨ、あるいは第２のＰＵＳＣＨ
又はＰＵＣＣＨの優先順位をつけ、優先順位つけのＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨを伝送する
ように構成されるプロセッシング回路を含む。
【０００７】
　また、本発明の他の態様によれば、無線通信ネットワークで使用するための装置が提供
される。その装置は、少なくとも第１のキャリアアグリゲーション(ＣＡ)グループ(ＣＧ
１)及び第２のＣＡグループ(ＣＧ２）を有する複数のＣＡグループと通信するように構成
されるユーザー端末(ＵＥ)を含む。ＵＥは、ＵＥが電力制限されるか否かを判定され、Ｕ
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Ｅは、第１の物理的アップリンク共有チャンネル(ＰＵＳＣＨ)又は物理的アップリンク制
御チャンネル(ＰＵＣＣＨ)で第１のアップリンク制御情報(ＵＣＩ)をＣＧ１のセルに伝送
し、第２のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨでの第２のＵＣＩをＣＧ２のセルに伝送するように
スケジューリングされ、ＵＥが電力制限されることに応答し、第１のＵＣＩ又は第２のＵ
ＣＩがより多くのＵＣＩタイプを含むか否かを判定し、ＵＣＩタイプは、確認情報、チャ
ンネル品質情報、及びスケジューリング要請情報を含み、電力割り当てのために、より多
くのＵＣＩタイプを含むＵＣＩを伝達する第１のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨ、あるいは第
２のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨの優先順位をつけ、優先順位つけのＰＵＣＨ又はＰＵＣＣ
Ｈを伝送するように構成されるプロセッシング回路を含む。
【０００８】
　さらに、本発明の他の態様によれば、少なくとも第１のキャリアアグリゲーション(Ｃ
Ａ)グループ(ＣＧ１)及び第２のＣＡグループ(ＣＧ２）を有する複数のＣＡグループと通
信するように構成されるユーザー端末(ＵＥ)で、物理的アップリンク共有チャンネル(Ｐ
ＵＳＣＨ)及び物理的アップリンク制御チャンネル(ＰＵＣＣＨ）の優先順位をつける方法
が提供される。その方法は、ＵＥが電力制限されるか否かを判定するステップと、ＵＥが
電力制限されることに応答して、電力割り当てのためにＰＵＳＣＨの優先順位を付けるス
テップと、ＣＧ２のセルにＰＵＳＣＨを送信するステップとを有し、ＵＥは、ＰＵＳＣＨ
での確認情報をＣＧ１のセルに伝送し、確認情報以外に、ＰＵＣＣＨでのアップリンク制
御情報(ＵＣＩ)をＣＧ２のセルに送信するようにスケジューリングされる。
【０００９】
　なお、本発明の他の態様によれば、少なくとも第１のキャリアアグリゲーション(ＣＡ)
グループ(ＣＧ１)及び第２のＣＡグループ(ＣＧ２）を有する複数のＣＡグループと通信
するように構成されるユーザー端末(ＵＥ)において、物理的アップリンク共有チャンネル
(ＰＵＳＣＨ)及び物理的アップリンク制御チャンネル(ＰＵＣＣＨ）の優先順位をつける
方法が提供される。その方法は、ＵＥが電力制限されるか否かを決定するステップと、Ｕ
Ｅが電力制限されることに応答して、第１のペイロード及び第２のペイロードのうちより
大きいペイロードを決定するステップと、電力割り当てのために、より大きいペイロード
を伝達する第１のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨ、あるいは第２のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨ
の優先順位をつけるステップと、優先順位つけのＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨを伝送するス
テップとを有し、ＵＥは、第１のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨで第１のペイロードを有する
確認情報をＣＧ１のセルに伝送し、第２のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨで第２のペイロード
を有する確認情報をＣＧ２のセルに伝送するようにスケジューリングされる。
【００１０】
　本発明の他の態様によれば、少なくとも第１のキャリアアグリゲーション(ＣＡ)グルー
プ(ＣＧ１)及び第２のＣＡグループ(ＣＧ２）を有する複数のＣＡグループと通信するよ
うに構成されるユーザー端末(ＵＥ)において、物理的アップリンク共有チャンネル(ＰＵ
ＳＣＨ)及び物理的アップリンク制御チャンネル(ＰＵＣＣＨ）の優先順位をつける方法が
提供される。その方法は、ＵＥが電力制限されるか否かを判定するステップと、ＵＥが電
力制限されることに応答し、第１のＵＣＩ又は第２のＵＣＩがより多くのＵＣＩタイプを
含むか否かを判定し、ＵＣＩタイプは、確認情報、チャンネル品質情報、及びスケジュー
リング要請情報を含むステップと、電力割り当てのために、より多くのＵＣＩタイプを含
むＵＣＩを伝達する第１のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨ、あるいは第２のＰＵＳＣＨ又はＰ
ＵＣＣＨの優先順位をつけるステップと、優先順位がつけられたＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣ
Ｈを伝送するステップとを有し、ＵＥは、第１のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨで第１のアッ
プリンク制御情報(ＵＣＩ)をＣＧ１のセルに伝送し、第２のＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨで
の第２のＵＣＩをＣＧ２のセルに伝送するようにスケジューリングされる。
【００１１】
　本発明を詳細に説明するのに先立って、本明細書の全般にわたって使用される特定の単
語及び語句の定義を開示することが望ましい。“含む（include）”及び “備える（comp
rise）”という語句だけではなく、その派生語（derivatives thereof）は、限定ではな
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く、含みを意味する。“又は（or）”という用語は、“及び／又は（and/or）”の意味を
包括する。“関連した（associated with）”及び“それと関連した（associated therew
ith）”という語句だけではなく、その派生語句は、“含む（include）”、“含まれる（
be included within）”、“相互に連結する（interconnect with）”、“包含する（con
tain）”、“包含される（be contained within）”、“連結する（connect to or with
）”、“結合する（couple to or with）”、“疎通する（be communicable with）”、
“協力する（cooperate with）”、“相互配置する（interleave）”、“並置する（juxt
apose）”、“近接する（be proximate to）”、“接する（be bound to or with）”、
“有する（have）”、及び“特性を有する（have a property of）”などを意味すること
ができる。制御部は、少なくとも１つの動作を制御する装置、システム又はその部分を意
味するもので、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのうちの２
つ以上の組合せで実現することができる。特定の制御部に関連する機能は、集中している
か、あるいは近距離、又は遠距離に分散されることもあることに留意すべきである。特定
の単語及び語句に関するこのような定義は、本明細書の全般にわたって規定されるもので
、当業者には、大部分の場合ではなくても、多くの場合において、このような定義がその
ように定義された単語及び語句の先行使用にはもちろん、将来の使用にも適用されるもの
であることが自明である。
【００１２】
　本発明のより完全な理解及びそれに従う利点は、添付された図面とともに考慮すれば、
後述する詳細な説明を参照してより容易に理解できる。また、図面中、同一の参照符号は
、同一であるか又は類似した構成要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明による無線ネットワークの一例を示す図である。
【図２Ａ】本発明による無線送信経路及び無線受信経路のハイレバルを示す例示図である
。
【図２Ｂ】本発明による無線送信経路及び無線受信経路のハイレバルを示す例示図である
。
【図３】本発明によるユーザー端末を示す図である。
【図４】本発明により、スモールセルとマクロセル４０４の配置シナリオの一例を示す図
である。
【図５Ａ】本発明による擬似セル(quasi-cell)、新たなキャリアタイプ(ＮＣＴ)セル、及
び逆方向互換セル(backward　compatible　cell）の一例を示す図である。一実施形態で
は、擬似セルは、セルと共にキャリア(又はキャリア周波数)に同一チャンネルに配置され
る。
【図５Ｂ】本発明による擬似セル(quasi-cell)、新たなキャリアタイプ(ＮＣＴ)セル、及
び逆方向互換セル(backward　compatible　cell）の一例を示す図である。一実施形態で
は、擬似セルは、セルと共にキャリア(又はキャリア周波数)に同一チャンネルに配置され
る。
【図６Ａ】本発明によるインタｅＮＢ　ＣＡ及びＣｏＭＰシステムの一例を示す図である
。
【図６Ｂ】本発明によるインタｅＮＢ　ＣＡ及びＣｏＭＰシステムの一例を示す図である
。
【図６Ｃ】本発明によるインタｅＮＢ　ＣＡ及びＣｏＭＰシステムの一例を示す図である
。
【図６Ｄ】本発明によるインタｅＮＢ　ＣＡ及びＣｏＭＰシステムの一例を示す図である
。
【図７Ａ】本発明の有利な実施形態によるプライマリＣＡグループ(ＰＣＧ)及びセカンダ
リＣＡグループ(ＳＣＧ）を示す図である。
【図７Ｂ】本発明の有利な実施形態によるプライマリＣＡグループ(ＰＣＧ)及びセカンダ
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リＣＡグループ(ＳＣＧ）を示す図である。
【図８】本発明の実施形態により、多重ＰＵＣＣＨがサブフレームでスケジューリングさ
れる場合に衝突処理のためのプロセスの一例を示す図である。
【図９】本発明の実施形態により、多重ＰＵＣＣＨがサブフレームでスケジューリングさ
れる場合に衝突処理のためのプロセスの一例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態により、ＵＣＩ送信のための全体的なＣＧ優先順位規則のた
めのプロセスの一例を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態により、ＵＣＩ送信のための全体的なＣＧ優先順位規則のた
めのプロセスの一例を示す図である。
【図１２Ａ】本発明の実施形態によるデュプレックス方式/フレーム構造タイプによる規
則ベースの優先順位に対するプロセスを示す図である。
【図１２Ｂ】本発明の実施形態によるデュプレックス方式/フレーム構造タイプによる規
則ベースの優先順位に対するプロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００１５】
　後述される図１～図１２Ｂ及び、本発明の原理を説明するために使用される多様な実施
形態は、単にその実施例を示すものに過ぎず、本発明の範囲を限定するものとして捉えて
はならない。本発明の原理が適切に配列された無線通信システムで実現できることは、当
該技術分野で通常の知識を有する者には明らかである。
【００１６】
　説明の便宜のために、以下に本願で使用される略語が定義される。
【００１７】
・ｅＮＢ＝ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ
・ＵＥ＝Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
・ＣＡ＝Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
・ＣｏＭＰ＝Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ-Ｐｏｉｎｔ
・ＵＬ＝Ｕｐｌｉｎｋ
・ＤＬ＝Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
・ＰＤＳＣＨ＝Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ
・ＰＵＳＣＨ＝Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｅｌ
・ＰＵＣＣＨ＝Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
・ＰＤＣＣＨ＝Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
・ｅＰＤＣＣＨ＝ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ
・ＲＳ＝Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
・ＣＳＩ-ＲＳ＝Ｃｈａｎｎｅｌ-Ｓｔａｔｅ-Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
・ＣＲＳ＝Ｃｅｌｌ-ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
・ＤＭＲＳ＝Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
・ＨＡＲＱ＝Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ-Ｒｅｑｕｅｓｔ
・ＡＣＫ＝Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　ｓｉｇｎａｌ
・ＤＣＩ＝Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
・ＴＰＣ＝Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
・ＰＣｅｌｌ＝Ｐｒｉｍａｒｙ　ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ
・ＳＣｅｌｌ＝ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ
・ＲＲＣ＝Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ(ｌａｙｅｒ)
・ＴＭ＝Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｍｏｄｅ
・ＳＲ＝Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
・ＱｏＳ＝Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
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【００１８】
　次の文書と標準説明は、これによって完全に説明されたように本発明に組み込まれる。
【００１９】
・ＲＥＦ１-３ＧＰＰ　ＴＳ　３６.２１１　ｖ１０.５.０，“Ｅ-ＵＴＲＡ，Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ”
・ＲＥＦ２-３ＧＰＰ　ＴＳ　３６.２１２　ｖ１０.５.０，“Ｅ-ＵＴＲＡ，Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ”
・ＲＥＦ３-３ＧＰＰ　ＴＳ　３６.２１３　ｖ１０.５.０，“Ｅ-ＵＴＲＡ，Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”
・ＲＥＦ４-Ｄｒａｆｔ　３ＧＰＰ　ＴＲ３６.９３２　ｖ０.１.０，“Ｓｃｅｎａｒｉｏ
ｓ　ａｎｄ　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｓｍａｌｌ　Ｃｅｌｌ　Ｅｎｈａｎｃ
ｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｅ-ＵＴＲＡ　ａｎｄ　Ｅ-ＵＴＲＡＮ”
【００２０】
　図１は、本発明による無線ネットワーク１００の一例を示す。図１に示すように、無線
ネットワーク１００は、ｅＮｏｄｅＢ(ｅＮＢ)１０１、ｅＮＢ１０２、及びｅＮＢ１０３
を含む。ｅＮＢ１０１は、ｅＮＢ１０２及びｅＮＢ１０３と通信する。また、ｅＮＢ１０
１は、インターネット、専用ＩＰネットワーク、又は他のデータネットワークのようなイ
ンターネットプロトコル(ＩＰ)ネットワーク１３０と通信する。
【００２１】
　図１は、本発明による無線ネットワーク１００の一例を示す。図１に示す無線ネットワ
ーク１００の実施形態は、但し説明のためのものである。無線ネットワーク１００の他の
実施形態は、本発明の範囲を逸脱することなく使用することができる。
【００２２】
　図１に示すように、無線ネットワーク１００は、ｅＮｏｄｅＢ(ｅＮＢ)１０１、ｅＮＢ
１０２、及びｅＮＢ１０３を含む。ｅＮＢ１０１は、ｅＮＢ１０２及びｅＮＢ１０３と通
信する。また、ｅＮＢ１０１は、インターネット、専用ＩＰネットワーク、又は他のネッ
トワークのようなインターネットプロトコル(ＩＰ)ネットワーク１３０と通信する。
【００２３】
　ｅＮＢ１０２は、ｅＮＢ１０２のカバレッジ領域１２０内に複数の第１のユーザー端末
(ＵＥ）に対するネットワーク１３０に無線広帯域アクセスを提供する。複数の第１のＵ
Ｅはスモールビジネス(ＳＢ)に位置するＵＥ１１１、エンタープライズ(Ｅ)に位置するＵ
Ｅ１１２、ＷｉＦｉホットスポット(ＨＳ）に位置するＵＥ１１３、第１のレジデンス(Ｒ
)に位置するＵＥ１１４、第２のレジデンス(Ｒ)に位置するＵＥ１１５、及び携帯電話、
無線ラップトップ、無線ＰＤＡのような携帯機器(Ｍ)であるＵＥ１１６を含む。ｅＮＢ１
０３は、ｅＮＢ１０３のカバレッジ領域１２５内で複数の第２のＵＥに対するネットワー
ク１３０への無線広帯域アクセスを提供する。複数の第２のＵＥは、ＵＥ１１５及びＵＥ
１１６を含む。一部実施形態において、ｅＮＢ１０１～１０３のうち一つ以上は、相互通
信でき、５Ｇ、ＬＴＥ、ＬＴＥ-Ａ、ＷｉＭＡＸ、又は他の進歩した無線通信技術を用い
てＵＥ１１１～１１６と通信できる。
【００２４】
　ネットワークタイプによって、例えば“ｅＮｏｄｅＢ”又は“ｅＮＢ”の代わりに“基
地局”又は“アクセスポイント”のような公知の他の用語が使用されてもよい。便宜上、
用語“ｅＮｏｄｅＢ”及び“ｅＮＢ”は、遠隔端末に無線アクセスを提供するネットワー
クインフラストラクチャ構成要素を参照するために本願に使われる。また、ネットワーク
タイプによって、“ユーザー端末”又は“ＵＥ”の代わりに、“移動局”、“加入者局”
、“遠隔端末”、“無線端末”、又は“ユーザー装置”のように他の公知の用語を使用し
てもよい。便宜上、用語“ユーザー端末”及び“ＵＥ”は、ＵＥが移動装置(例えば、携
帯電話又はスマートフォン)であるか否かによって無線でｅＮＢをアクセスする遠隔無線
機器を示すために本願で使用され、あるいは一般的に(デスクトップコンピュータ又は自
動販売機のような）固定装置が考えられる。
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【００２５】
　点線は、但し例示及び説明のためにほぼ円形で示されるカバレッジ領域１２０、１２５
の概略的な範囲を表す。カバレッジ領域１２０，１２５のように、ｅＮＢと関連したカバ
レッジ領域は、自然及び人工障害物と関連した無線環境でｅＮＢの構成及び変形に従って
、不規則な形状を含む他の形状を有することができることを理解すべきである。
【００２６】
　以下により詳細に説明されるように、ｅＮＢ１０１～１０３のうち一つ以上は、優先順
位ＰＵｘＣＨでＵＣＩを受信するように構成されるプロセッシング回路を含む。ＵＥは、
電力制限され、ここでＵＥは、一つ以上の物理的アップリンクチャンネル(ＰＵｘＣＨ)の
ＣＧ１にアップリンク制御情報(ＵＣＩ)を送信するようにスケジューリングされる。ＵＥ
は、電力が制限されることに応答してＰＵｘＣＨに優先順位をつける。
【００２７】
　図１が無線ネットワーク１００の一例を示すが、図１に多様な変形がなされることがで
きる。例えば、無線ネットワーク１００は、任意の適合した構成で任意の数のｅＮＢ及び
任意の数のＵＥを含むことができる。また、ｅＮＢ１０１は、任意の数のＵＥと直接通信
され、無線広帯域アクセスを有するＵＥをネットワーク１３０に提供する。同様に、各ｅ
ＮＢ１０２，１０３は、ネットワーク１３０と直接通信し、直接無線広帯域アクセスを有
するＵＥをネットワーク１３０に提供できる。さらに、ｅＮＢ１０１，１０２，及び/又
は１０３は、外部の電話ネットワーク又は他のタイプのデータネットワークのように、他
の又は追加の外部ネットワークに対するアクセスを提供できる。
【００２８】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本発明による無線送信及び受信経路の例を示す。次の説明で、送
信経路２００は、ｅＮＢ(ｅＮＢ１０２など)で実現されると説明する一方、受信経路２５
０は、ＵＥ(ＵＥ１１６など)で実現されると説明することができる。しかしながら、受信
経路２５０がｅＮＢで実現され、送信経路２００がＵＥでも実現されることがわかる。一
部実施形態で、送信経路２００及び受信経路２５０は、優先順位のＰＵｘＣＨでＵＣＩを
受信するように構成される。ＵＥは、電力が制限され、ＵＥは、一つ以上の物理的アップ
リンクチャンネル(ＰＵｘＣＨ)上のＣＧ１にアップリンク制御情報(ＵＣＩ)を送信するよ
うにスケジューリングされる。ＵＥは、電力制限されることに応答してＰＵｘＣＨに優先
順位をつける。
【００２９】
　送信経路２００は、チャンネル符号化及び変調ブロック２０５、直列-並列(Ｓ-Ｐ)２１
０、サイズＮのＩＦＦＴ(Inverse Fast Fourier Transform)ブロック２１５、並列-直列(
Ｐ-Ｓ)ブロック２２０、巡回プレフィックス追加ブロック２２５、及びアップコンバータ
(ＵＣ)２３０を含む。受信経路２５０は、ダウンコンバータ(ＤＣ)２５５、巡回プレフィ
ックス除去ブロック２６０、直列-並列(Ｓ-Ｐ)ブロック２６５、サイズＮの高速フーリエ
変換(ＦＦＴ)ブロック２７０、並列-直列(Ｐ-Ｓ）ブロック２７５、及びチャンネル符号
化及び復調ブロック２８０を含む。
【００３０】
　送信経路２００において、チャンネル符号化及び変調ブロック２０５は、情報ビットの
セットを受信し、(例えば、低密度パリティ検事(ＬＤＰＣ)符号化など）の符号化を適用
し、入力ビットを(例えば、直交位相シフトキーイング(ＱＰＳＫ)又は直交振幅変調(ＱＡ
Ｍ)を用いて)変調して周波数領域の変調シンボルのシーケンスを生成する。Ｓ-Ｐブロッ
ク２１０は、Ｎ個の並列シンボルストリームを生成するために直列変調されたシンボルを
並列データに変換する。ここで、ＮはｅＮＢ１０２及びＵＥ１１６で使用されるＩＦＦＴ
/ＦＦＴサイズである。サイズＮのＩＦＦＴブロック２１５は、Ｎ個の並列シンボルスト
リームにＩＦＦＴ演算を遂行して時間ドメイン出力信号を生成する。Ｐ-Ｓブロック２２
０は、直列時間ドメイン時間を生成するためにサイズＮのＩＦＦＴブロック２１５から並
列時間ドメイン出力シンボルを変換(マルチプレクシング)する。巡回プレフィックス追加
ブロック２２５は、巡回プレフィックスを時間ドメイン信号に挿入する。アップコンバー
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タ２３０は、巡回プレフィックス追加ブロック２２５の出力を無線チャンネルを通じる送
信のためにＲＦ周波数で変調(アップコンバート)する。また、信号は、ＲＦ周波数に変換
する前に基底帯域でフィルタリングできる。
【００３１】
　ｅＮＢ１０２から伝送されたＲＦ信号は、無線チャンネルを通過した後ＵＥ１１６に到
達し、ｅＮＢ１０２に該当する逆動作をＵＥ１１６で遂行する。ダウンコンバータ２５５
は、受信された信号を基底帯域周波数でダウンコンバートし、巡回プレフィックス除去ブ
ロック２６０は、一連の時間ドメイン基底帯域信号を生成するために巡回プレフィックス
を除去する。Ｓ-Ｐブロック２６５は、時間ドメイン信号を並列時間ドメイン信号に変換
する。サイズＮのＦＦＴブロック２７０は、Ｎ個の並列周波数ドメイン信号を生成するよ
うにＦＦＴアルゴリズムを遂行する。Ｐ-Ｓブロック２７５は、並列周波数ドメイン信号
を変調データシンボルのシーケンスに変換する。チャンネル復号化及び復調ブロック２８
０は、変調されたシンボルを復調して復号化して元の入力データストリームを復旧する。
【００３２】
　ｅＮＢ１０１～１０３の各々は、ＵＥ１１１～１１６へのダウンリンクで伝送と類似し
た送信経路２００を実現でき、受信経路２５０は、アップリンクでＵＥ１１１～１１６か
らの受信と類似した受信経路２５０を実現できる。同様ように、ＵＥ１１１～１１６の各
々は、アップリンクでｅＮＢ１０１～１０３への伝送のための送信経路２００を実現でき
、ダウンリンクでｅＮＢ１０１～１０３からの受信のための受信経路２５０を実現できる
。
【００３３】
　図２Ａ及び図２Ｂの各構成要素は、専用のハードウェアを使用するか、あるいはハード
ウェア及びソフトウェア/ファームウェアの組み合わせを使用して実現することができる
。特定の実施形態で、他の構成要素は構成可能なハードウェア又はソフトウェアと構成可
能なハードウェアとの混合物により実現できるが、図２Ａ及び図２Ｂの構成要素のうち少
なくとも一部は、ソフトウェアで実現することができる。例えば、ＦＦＴブロック２７０
及びＩＦＦＴブロック２１５は、構成可能なソフトウェアアルゴリズムで実現され、ここ
で、サイズＮの値は実現によって変形され得る。
【００３４】
　さらに、ＦＦＴ及びＩＦＦＴを用いて説明されるが、これは、但し例示のために示し、
本発明の範囲を制限すると解析されてはならない。離散フーリエ変換(ＤＦＴ)及び逆離散
フーリエ変換(ＩＤＦＴ)のような他のタイプの変換が使用され得る。それは、変数Ｎの値
がＤＦＴ及びＩＤＦＴ関数に対する任意の整数(例えば、１，２，３，４など)であり、変
数Ｎの値はそのＦＦＴ及びＩＦＦＴ関数に対する２の累乗(例えば１，２，４，８，１６
など）の任意の整数であり得る。
【００３５】
　図２Ａ及び図２Ｂに無線送信及び受信経路の例を示したが、図２Ａ及び図２Ｂに対する
多様な変形がなされ得る。例えば、図２Ａ及び図２Ｂに各種構成要素を組み合わせ、より
細分化し、省略し、付加的な構成要素が特定の必要に従って追加することができる。また
、図２Ａ及び図２Ｂは、無線ネットワークに使用される送信及び受信経路のタイプの例を
示す。任意の他の適当なアーキテクチャが無線ネットワークで無線通信をサポートするの
に使用することができる。
【００３６】
　図３は、本発明によるＵＥ１１６の一例を示す。図３に示すＵＥ１１６の実施形態は、
但し説明のためのものであり、図１のＵＥ１１１～１１５は、同一又は類似した構成を有
することができる。しかしながら、ＵＥは、多様な構成で提供し、図３のＵＥの特定実現
が本発明の範囲を限定するものではない。
【００３７】
　図３に示すように、ＵＥ１１６は、アンテナ３０５、無線周波数(ＲＦ)送受信器３１０
、送信(ＴＸ)処理回路３１５、マイク３２０、及び受信(ＲＸ)処理回路３２５を含む。ま
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た、ＵＥ１１６は、スピーカ３３０、メインプロセッサ３４０、入出力(Ｉ/Ｏ)インター
フェース(ＩＦ)３４５、キーパッド３５０、ディスプレイ３５５、及びメモリ３６０を含
む。メモリ３６０は、基本オペレーティングシステム(ＯＳ)プログラム３６１及び一つ以
上のアプリケーション３６２を含む。
【００３８】
　ＲＦ送受信器３１０は、アンテナ３０５からネットワーク１００のｅＮＢにより伝送さ
れる入力ＲＦ信号を受信する。ＲＦ送受信器３１０は、中間周波数(ＩＦ)又は基底帯域信
号を生成するために入力ＲＦ信号をダウンコンバートする。ＩＦ又は基底帯域信号は、Ｒ
Ｘ処理回路３２５に送信されて基底帯域又はＩＦ信号をフィルタリング、復号化、及び/
又はデジタル化することにより、処理された基底帯域信号を生成する。ＲＸ処理回路３２
５は、追加処理のために、処理された基底帯域信号を(音声データの場合)スピーカ３３０
へ、あるいは(ウェブブラウジングデータ)メインプロセッサ３４０に伝送する。
【００３９】
　ＴＸ処理回路３１５は、マイク３２０からアナログ又はデジタル音声データを、あるい
はメインプロセッサ３４０から他の送信基底帯域データ(例えば、ウェブデータ、ｅメー
ル、又は双方向ビデオゲームデータ)を受信する。ＴＸ処理回路３１５は、送信基底帯域
データを符号化し、多重化し、及び/又はデジタル化して処理された基底帯域又はＩＦ信
号を生成する。ＲＦ送受信器３１０は、ＴＸ処理回路３１５から送信処理された基底帯域
又はＩＦ信号を受信し、基底帯域又はＩＦ信号をアンテナ３０５を通じて送信されるＲＦ
信号にアップコンバートする。
【００４０】
　メインプロセッサ３４０は、一つ以上のプロセッサ又は他の処理装置を含み、ＵＥ１１
６の全般的な動作を制御するようにメモリ３６０に格納された基本ＯＳプログラム３６１
を実行することができる。例えば、メインプロセッサ３４０は、公知の原理によってＲＦ
送受信器３１０、ＲＸ処理回路３２５、及びＴＸ処理回路３１５により逆方向チャンネル
信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御できる。一部実施形態で、メインプロ
セッサ３４０は、少なくとも一つのマイクロプロセッサ又はマイクロコントローラを含む
。
【００４１】
　メインプロセッサ３４０は、本願に記載されたように物理的アップリンクチャンネル(
ＰＵｘＣＨ）を選択するための動作のように、メモリ３６０に他のプロセス及びプログラ
ムを実行できる。メインプロセッサ３４０は、実行プロセスにより要求されるようにメモ
リ３６０の内部/外部にデータを移動できる。一部実施形態では、メインプロセッサ３４
０は、ＯＳプログラム３６１に基づいて、又はｅＮＢ又はオペレータから受信された信号
に応答してアプリケーション３６２を実行するように構成される。また、メインプロセッ
サ３４０は、Ｉ/Ｏインターフェース３４５に連結され、ラップトップコンピュータ及び
ハンドヘルドコンピューターのような他の装置に接続できる能力を提供する。Ｉ/Ｏイン
ターフェース３４５は、周辺装置とメイン制御器３４０との間の通信経路である。
【００４２】
　さらに、メインプロセッサ３４０は、キーパッド３５０及びディスプレイ部３５５に連
結される。ＵＥ１１６のオペレータは、キーパッド３５０を使用してデータをＵＥ１１６
に入力できる。ディスプレイ３５５は、液晶ディスプレイであり、又はウェブサイトから
テキスト及び/又は少なくとも制限されたグラフィックをレンダリングできる他のディス
プレイであり得る。
【００４３】
　メモリ３６０は、メインプロセッサ３４０に結合される。メモリ３６０の一部は、ラン
ダムアクセスメモリ(ＲＡＭ)を含み、メモリ３６０の他の部分はフラッシュメモリ又は他
の読み取り専用メモリ(ＲＯＭ)を含むことができる。
【００４４】
　図３は、ＵＥ１１６の一例を示すが、図３に対して多様な変形がなされることができる



(12) JP 2019-83539 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

。例えば、図３の多様な構成要素が組み合わされ、より細分化され、省略して、付加的な
構成要素が特定の必要に従って追加することができる。特定例として、メインプロセッサ
３４０は、一つ以上の中央処理装置(ＣＰＵ)及び一つ以上のグラフィック処理装置(ＧＰ
Ｕ）のように複数のプロセッサに分けられる。また、図３は携帯電話又はスマートフォン
のように構成されるＵＥ１１６を示すが、ＵＥは、モバイル又は固定的装置として動作す
るように構成され得る。
【００４５】
　図４は、本発明によるスモールセル４０２及びマクロセル４０４の配置シナリオ４００
の一例を示す。一部実施形態において、スモールセル高度化(enhancement)と関連して、
３ＧＰＰ　ＴＲ３６.９３２　ＲＥＦ４は、スモールセル研究のターゲットシナリオを説
明する。スモールセル高度化は、マクロカバレッジ内外に、室内及び屋外スモールセル配
置、理想及び非理想的バックホール(backhaul）を対象とすることができる。低密度及び
高密度のスモールセル配置が両方ともに考慮できる。
【００４６】
　図４に示すように、マクロカバレッジが有り無しの多様な実施形態で、スモールセル高
度化は、既に配置されたセルラーネットワークの容量を増加させるために、スモールセル
ノードが一つ以上の重複されたＥ-ＵＴＲＡＮマクロセル層のカバレッジの下方に配置さ
れる配置シナリオをターゲットとすることができる。多様な実施形態で、シナリオの例は
、次のようである。
【００４７】
　１)ＵＥがマクロセル及びスモールセル両方とものカバレッジ内に同時にある場合、　
２)ＵＥがマクロセル及びスモールセル両方とものカバレッジ内に同時にない場合
【００４８】
　図４は、領域４０６内のスモールセルのようなスモールセルノードが、一つ以上の重複
されるＥ-ＵＴＲＡＮマクロセル層４０８のカバレッジの下に配置されない場合を示す。
このシナリオは、スモールセル高度化ＳＩのターゲットであり得る。
【００４９】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明のよる擬似セル(quasi-cell)５０２、新たなキャリアタイ
プ(ＮＣＴ)セル５０４、及び逆互換セル(backward　compatible　cell)５０６を示す。一
部実施形態で、擬似セル５０２は、セル５０４，５０６と共にキャリア上に同一のチャン
ネル配置される。疑似セル５０２及びセル５０４，５０６は、地理的に分離された２個の
位置で配置されなければならない。疑似セル５０２は、擬似セルの特定発見信号(及び発
見識別子又は“ＩＤ”)により識別される。レガシＵＥが擬似セル５０２を識別できない
が、向上したＵＥは、擬似セル特定発見信号を検出することによって擬似セル５０２を識
別できる。
【００５０】
　ネットワークは、レガシＵＥ及び進歩したＵＥともに物理的アップリンク共有チャンネ
ル(ＰＤＳＣＨ)データを伝送するために擬似セル５０２を使用することができる。進歩し
たＵＥが擬似セル５０２からＰＤＳＣＨデータを受信する場合、進歩したＵＥは、擬似セ
ル５０２からＰＤＳＣＨデータを受信することを認識できる。レガシＵＥが擬似セル５０
２からＰＤＳＣＨデータを受信しても、擬似セル５０２の動作はレガシＵＥに透明であり
、レガシＵＥは、特定のプロトコルが擬似セルに対して定義されないレガシ仕様によって
動作するために擬似セル５０２の存在を知らない。一部実施形態では、擬似セル５０２は
、セル及び物理的セルＩＤ(ＰＣＩ)を識別するために使用されるＰＳＳ/ＳＳＳを搬送し
ないため、伝統セルでなくなる。
【００５１】
　一部実施形態において、３ＧＰＰ　ＬＴＥで、スケジューリングされる物理的リソース
ブロック(ＰＲＢ）のセット、伝送ランク、アンテナポート番号の設定、変調及び符号化
方式、ＰＵＣＣＨに対する伝送電力制御(ＴＰＣ)命令のスケジューリング情報を搬送する
複数のダウンリンク(ＤＬ)割り当てダウンリンク制御情報(ＤＣＩ)フォーマットであり得
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る。ＤＬ割り当てＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット１Ａ/１Ｃ/２/２Ａ/２Ｂ/
２Ｃ/２Ｄを含む、３６.２１２ＲＥＦ２で探すことができる。本発明で、“ＤＬ割り当て
ＤＣＩフォーマット”は、これらのＤＣＩフォーマット及びその変形を言及するために使
われる。
【００５２】
　一部実施形態では、レガシＲＡＮ２仕様(３６.３３１　ｖ１０.５.０)、Ｐｃｅｌｌ、
Ｓｃｅｌｌ、及びサービングセルは、次の方式で定義され得る。
【００５３】
　・プライマリセル(Ｐｃｅｌｌ)：ＵＥが初期接続設定手順を遂行し、あるいは接続再確
立手順を開始するプライマリ周波数で動作するセル、又はハンドオーバー手順でプライマ
リセルとして示すセル。
　・セカンダリセル(Ｓｃｅｌｌ)：ＲＲＣ接続が設定されると構成され、追加無線リソー
スを提供するために使用されるセカンダリ周波数で動作するセル。
　・サービングセル：ＣＡで構成されないＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤでＵＥの場合、プ
ライマリセルを含む但し一つのサービングセルが存在する。ＣＡで構成されたＲＲＣ_Ｃ
ＯＮＮＥＣＴＥＤでＵＥの場合、用語“サービングセル”は、プライマリセル及びすべて
のセカンダリセルを含む一つ以上のセルの集合を表すために使われる。
【００５４】
　一部実施形態では、メディアアクセス制御/無線リソース制御(ＭＡＣ/ＲＲＣ)階層パー
スペクティブ(ＲＡＮ２)で、Ｓcｅｌｌがデータ送信/受信に使用される一方、Ｐｃｅｌｌ
(マクロ）は移動性及びＵＥの初期アクセスを処理する。この方法は、複数のピコセル間
の非常に頻繁なハンドオーバーを回避できる。
【００５５】
　物理的(ＰＨＹ)階層仕様(ＲＡＮ１)で、一部実施形態において、用語Ｐｃｅｌｌ及びＳ
ｃｅｌｌは、ＵＬ/ＤＬ制御シグナリングに関連したＵＥの行動を定義するために採択さ
れる。一部の例は、次の通りである。ＰＵＣＣＨは、Ｐｃｅｌｌのみで伝送され、Ｐｃｅ
ｌｌのみが多重サービングセルで構成されるＵＥにＰＤＳＣＨを伝送すると、ＵＥはＰＵ
ＣＣＨフォーマット１ａ/１ｂを用いて該当ＨＡＲＱ-ＡＣＫを伝送し、ＳｃｅｌｌがＵＥ
にＰＤＳＣＨを送信すると、ＵＥは、(表１のように)ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて
該当ＨＡＲＱ-ＡＣＫを送信し、共通ＤＬ制御シグナリング(ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ共
通検索空間）がＰｃｅｌｌのみで伝送される。
【００５６】
　本発明の多様な実施形態で、Ｐｃｅｌｌは、レガシＰｃｅｌｌとしてＲｅｌ-１０/１１
で定義される。
【００５７】
　図６Ａ～図６Ｄは、本発明によるｅＮＢ間ＣＡ及びＣｏＭＰシステム６００ａ～６００
ｄの例を示す。図６Ａ～図６Ｄで、通信は、ＵＥ６０６ａ～６０６ｄ及び２個のｅＮＢ、
すなわちｅＮＢ６０２ａ～６０２ｄとｅＮＢ６０４ａ～６０４ｄとの間で発生する。ｅＮ
Ｂは、図６Ｃ及び図６Ｄで同一のキャリア周波数及び図６Ａ及び図６Ｂで２個の異なるキ
ャリア周波数で動作する。
【００５８】
　図６Ａ～図６Ｄにおいて、２個のｅＮＢのうち一つ(ｃｅｌｌ１)はマクロｅＮＢである
一方、他のｅＮＢ(ｃｅｌｌ２)はピコｅＮＢである。しかしながら、このような本発明の
概念は、一般的に任意のタイプの２個のｅＮＢに適用できる。ｅＮＢは、スローバックホ
ール(slow　backhaul)に接続され、一つのｅＮＢから他のｅＮＢ(又は２個のｅＮＢ間の
シグナリング遅延）への一つのメッセージ伝送は、数ミリ秒以上、例えば１０ミリ秒(又
はサブフレーム）以上がかかる。
【００５９】
　図６Ａは、周波数分割デュプレックス(ＦＤＤ)ｅＮＢ間ＣＡシステム６００ａを示す。
システム６００ａは、ｅＮＢ６０２ａ、６０４ａ及びＵＥ６０６ａを含む。システム６０
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０ａにおいて、ＵＥ６０６ａは、２個の異なるキャリア周波数で２個のサービングセルで
構成される。ＵＥ６０６ａは、各々キャリア周波数ｆ１-ＤＬ及びｆ１-ＵＬに対するマク
ロｅＮＢ６０２ａと信号を送受信する。ＵＥ６０６ａは、各々キャリア周波数ｆ２-ＤＬ
及びｆ２-ＵＬに対するピコｅＮＢ６０４ａと信号を送信及び受信する。
【００６０】
　図６Ｂは、時間分割デュプレックス(ＴＤＤ)ｅＮＢ間ＣＡシステム６０６ｂを示す。シ
ステム６００ｂは、ｅＮＢ６０２ｂ，６０４ｂ及びＵＥ６０６ｂを含む。一部実施形態に
おいて、システム６００ｂで、ＵＥ６０６ｂは、２個の異なるキャリア周波数に対する２
個のサービングセルで構成される。ＵＥ６０６ｂは、キャリア周波数Ｆ１に対するマクロ
ｅＮＢ６０２ｂと信号を送信及び受信し、ＵＥ６０６ｂは、キャリア周波数Ｆ２に対する
ピコｅＮＢ６０４ｂと信号を送信及び受信する。
【００６１】
　図６Ｃは、ＦＤＤｅＮＢ間ＣｏＭＰシステム６００ｃを示す。システム６００ｃは、各
ｅＮＢに６０２ｃ、６０４ｃ、及びＵＥ６０６ｃを含む。一部実施形態で、ＵＥ６０６ｃ
は、ＤＬに対するｆ１-ＤＬ及びＵＬに対するｆ１-ＵＬの同一キャリア周波数に対する２
個のサービングセル(例えば、マクロ及びピコセル)から２ＰＤＳＣＨの同時受信をサポー
トするように構成される。
【００６２】
　図６Ｄは、ＴＤＤｅＮＢ間ＣｏＭＰシステム６００ｄを示す。システム６００ｄは、ｅ
ＮＢ６０２ｄ及び６０４ｄとＵＥ６０６ｄを含む。一部実施形態で、ＵＥ６０６ｄは、同
一のキャリア周波数Ｆ１に対する２個のサービングセル(例えば、マクロ及びピコセル)か
ら２個のＰＤＳＣＨの送信モード(ＴＭ)サポート受信で構成される。
【００６３】
　一部実施形態において、図６Ａ～図６Ｄで説明した動作の場合、ＵＥは、３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ　Ｒｅｌ-１０キャリアアグリゲーション仕様により(図６Ａ及び図６Ｂの場合に２個
のキャリア周波数で、又は図６Ｃ及び図６Ｄの場合に同一のキャリア周波数で動作する)
２個のサービングセルで構成することができる。Ｒｅｌ-１０キャリアアグリゲーション
で、仮定は、２個のセルが一つのサイトに共同で位置すると仮定する一方で、共同で位置
しない場合、バックホール遅延は、無視できるほどなので(又は、２個のセル間にシグナ
リング遅延は一つのサブフレームよりかなり少ないので)、単一サイトにあるように２個
の異なるサイトで２個のセルが動作できる。このような例で、２個のセルのダウンリンク
/アップリンクスケジューリング情報(例えば、ＰＵＳＣＨ及びＰＤＳＣＨ)が２個のセル
で各々動的に使用可能である。
【００６４】
　動的に使用可能なスケジューリング情報は、仮定による様々なＲｅｌ-１０キャリアア
グリゲーション動作がある。その一例では、ＰＵＣＣＨ　ＨＡＲＱ-ＡＣＫ伝送がある。
Ｒｅｌ-１０で、ＰＵＣＣＨは、但し２個のセルのうちプライマリセル(Ｐｃｅｌｌ)のみ
に対して伝送することができる。動的にスケジューリングされるＰＤＳＣＨに応答してＰ
ＵＣＣＨリソースは、ＰｃｅｌｌでＰＤＳＣＨをスケジューリングするＰＤＣＣＨのＣＣ
Ｅインデックス、セカンダリセル(Ｓｃｅｌｌ）のＰＤＳＣＨをスケジューリングするＰ
ＤＣＣＨでＴＰＣフィールドの状態などの動的に使用可能な情報のうち少なくとも一つに
より決定される。
【００６５】
　図７Ａ及び図７Ｂは、本発明の望ましい実施形態によるプライマリＣＡグループ(ＰＣ
Ｇ)７０２及びセカンダリＣＡグループ(ＳＣＧ)７０４を示す。一実施形態において、特
殊(special)セルを有するセルの連関性は、ＵＥに構成されるセルを一つ以上のＣＡグル
ープにグルーピングすることで実現できる。ＣＡグループは、一つ以上のセルを含むこと
ができる。ＣＡグループにグルーピングされるセルは、特定ｅＮｏｄｅＢ(例えば、サー
ビングｅＮｏｄｅＢ又はドリフトｅＮｏｄｅＢ)に関連される。一つのＣＡグループでＳ
ｃｅｌｌに対するアップリンク制御情報(ＵＣＩ)(例えば、ＨＡＲＱ-ＡＣＫ、ＣＳＩ）は
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、同一のＣＡグループに属するセルに送信される。すなわち、一つのＣＡグループでセル
に対するＵＣＩは、他のＣＡグループでセルに決して伝送されない。
【００６６】
　一実施形態で、Ｐｃｅｌｌを含むＣＡグループはプライマリＣＡグループ(ＰＣＧ)と呼
ばれ、Ｐｃｅｌｌを含まないＣＡグループはセカンダリＣＡグループ(ＳＣＧ)と呼ばれる
。一つのＰＣＧ、あるいは０個又は１個以上のＳＣＧがあり得る。一実施形態で、ＰＣＧ
をハンドリングするｅＮｏｄｅＢは、ＰＣＧ　ｅＮｏｄｅＢと呼ばれ、ＳＣＧをハンドリ
ングするｅＮｏｄｅＢは、ＳＣＧ　ｅＮｏｄｅＢと呼ばれる。
【００６７】
　一実施形態で、図７Ａは、ｅＮＢ間ＣＡシナリオに対するプライマリ７０２ａ及びセカ
ンダリ７０４ａＣＡグループ(ＣＧ）の構成を示す。時々プライマリＣＧ７０２ａ及びセ
カンダリＣＧ７０４ａは、各々ＣＧ１及びＣＧ２と称される。Ｘ２インターフェースを通
じる調整を仮定すると、Ｒｅｌ-１０/１１基本ＣＡフレームワークは維持できるが、ｅＮ
Ｂ-中心手順で向上することができる:
【００６８】
・　マクロセル(セル１)への‘メイン’ＲＲＣ接続、スモールセル(又はピコ、又はセル
２)への‘サブ’-ＲＲＣ接続
　(ａ)まだ一つの実際ＲＲＣ接続のみ、すなわちＣＮに信号接続を有するＲＡＮノード。
・　キャリアがｅＮＢとの連関性に基づいてグルーピングされる：プライマリキャリアグ
ループ(ＰＣＧ)及び一つ以上のセカンダリキャリアグループ(ＳＣＧ)。
・　ＣＧ間にスケジューリング可能なクロスキャリアがない。各々のＣＧ内にクロスキャ
リアスケジューリングがまだ可能である。
・　それぞれのＣＧのＵＬキャリアが異なるタイミングアドバンスグループ(ＴＡＧ
)に属しなければならない。
・　ランダムアクセス手順は、それぞれのＣＧで完壁に遂行される。
・　異なるＣＧに属するＵＣＩは、それぞれのＣＧのＵＬキャリアで伝送される。
【００６９】
　一実施形態で、図７Ｂは、ｅＮＢ間ＣＡシナリオに対する第１及び第２のプライマリＣ
Ａグループ７０２ｂ，７０４ｂの構成を示す。第１のＰＣＧ７０２ｂ及び第２のＰＣＧ７
０４ｂは、時々各々ＣＧ１及びＣＧ２と称される。Ｘ２インターフェースを通じる調整が
ない場合を仮定すると(しかしながら、調整がＳＩを通じて可能である)、各ＣＧは、独立
的にＲＲＣ接続される(デュアルＲＲＣ接続)。
【００７０】
・　与えられた時間にそれぞれのセルのＲＲＣ接続状態は異なることがある。
　(ａ)２個のＲＲＣが連結される場合、２個のＣ-ＲＮＴＩ。
　(ｂ)各ｅＮＢを通過するトラフィックの量がＳ-ＧＷで制御される。
【００７１】
　一実施形態で、ＣＧに対して上記したような特性を有するタイミングアドバンスグルー
プ(ＴＡＧ)と同一にＣＧを定義することも可能である。
【００７２】
　ＵＣＩを遂行するための物理的チャンネル：
【００７３】
　非周期的なＣＳＩは、ＨＡＲＱ-ＡＣＫ/ＳＲが同一のサブフレームでフィードバックで
あるか、あるいは同一のＣＧに対するものでないかに関係なく、ＰＵＳＣＨを通じて伝送
される。
【００７４】
　ＨＡＲＱ-ＡＣＫ/ＳＲは、周期的ＣＳＩと多重化しない場合、及び同一のＣＧでスケジ
ューリングされるＰＵＳＣＨがない場合、チャンネル選択と共にＰＵＣＣＨフォーマット
１/１ａ/１ｂ/３及びＰＵＣＣＨフォーマット１ｂで伝送され、周期的ＣＳＩと多重化さ
れ、同一のＣＧでスケジューリングされたＰＵＳＣＨがない場合、ＰＵＣＣＨフォーマッ
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【００７５】
　周期的ＣＳＩは、同一のＣＧでスケジューリングされたＰＵＳＣＨがない場合、ＰＵＣ
ＣＨフォーマット２で伝送され、少なくとも一つのＰＵＳＣＨが同一のＣＧにスケジュー
リングされた場合、ＰＵＳＣＨを通じて伝送される。
【００７６】
　周期的ＣＳＩ優先順位/ドロップ規則
【００７７】
　ＲＥＦ３は、周期的ＣＳＩフィードバックに対して次のように説明する。
【００７８】
　以下のＣＱＩ/ＰＭＩ及び別の期間とオフセットを有するＲＩ報告タイプは、表７.２.
２.２-３に与えられたＰＵＣＣＨ　ＣＳＩ報告モードに対してサポートされる。
【００７９】
　・タイプ１レポートは、ＵＥ選択したサブバンドに対するＣＱＩフィードバックをサポ
ートする。
　・タイプ１ａレポートは、サブバンドＣＱＩ及び第２のＰＭＩフィードバックをサポー
トする。
　・タイプ２、タイプ２ｂ、及びタイプ２ｃレポートは、広帯域ＣＱＩ及びＰＭＩフィー
ドバックをサポートする。
　・タイプ２ａは、広帯域ＰＭＩフィードバックをサポートする。
　・タイプ３レポートは、ＲＩフィードバックをサポートする。
　・タイプ４レポートは、広帯域ＣＱＩをサポートする。
　・タイプ５レポートは、ＲＩ及び広帯域ＰＭＩフィードバックをサポートする。
　・タイプ６レポートは、ＲＩ及びＰＴＩフィードバックをサポートする。
【００８０】
　＜表１＞は、ＰＵＣＣＨ報告モード及びモード状態当たりＰＵＣＣＨ報告タイプペイロ
ードサイズを表す。
【００８１】
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【表１】

【００８２】
　一つのサービングセルのＰＵＣＣＨ報告タイプ３，５，６を有するＣＳＩレポートが同
一のサービングセルのＰＵＣＣＨ報告タイプ１，１ａ，２，２ａ，２ｂ，２ｃ，又は４を
有するＣＳＩレポートと衝突する場合、ＰＵＣＣＨ報告タイプ(１，１ａ，２，２ａ，２
ｂ，２ｃ,又は４)を有する後者のＣＳＩレポートが低い順位を有し、ドロップされる。
【００８３】
　送信モード１０で構成されるサービングセルとＵＥに対して、同一の優先順位のＰＵＣ
ＣＨ報告タイプを有する同一のサービングセルのＣＳＩレポートと異なるＣＳＩプロセス
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に対応するＣＳＩレポートとの間の衝突である場合、最も低いＣＳＩＰｒｏｃｅｓｓＩｎ
ｄｅｘを有するＣＳＩプロセスを除外したすべてのＣＳＩプロセスに対応するＣＳＩレポ
ートはドロップされる。
【００８４】
　ＵＥが一つ以上のサービングセルで構成される場合、ＵＥは、任意の与えられたサブフ
レームで一つのサービングセルのＣＳＩ報告を伝送する。与えられたサブフレームである
場合、一つのサービングセルのＰＵＣＣＨ報告タイプ３，５，６、又は２ａを有するＣＳ
Ｉレポートが異なるサービングセルのＰＵＣＣＨ報告タイプ（１，１ａ，２，２ｂ，２ｃ
，又は４）を有するＣＳＩレポートと衝突する場合、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１，１ａ，２
，２ｂ，２ｃ，又は４を有する後者のＣＳＩレポートが低い順位を有してドロップされる
。一つのサービングセルのＰＵＣＣＨ報告タイプ２，２ｂ，２ｃ，又は４を有するＣＳＩ
レポートが他のサービングセルのＰＵＣＣＨ報告タイプ１又は１ａを有するＣＳＩレポー
トと衝突する場合、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１又は１ａを有する後者のＣＳＩレポートが低
い順位を有してドロップされる。
【００８５】
　すべてのサービングセルに対する伝送モード１－９で構成される所定のサブフレーム及
びＵＥは、異なるサービングセルのＣＳＩ報告と同一の優先順位のＰＵＣＣＨ報告タイプ
との間の衝突が発生する場合、最低ＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘを有するサービングセル
のＣＳＩが報告され、他のすべてのサービングセルのＣＳＩはドロップされる。
【００８６】
　所定のサブフレーム及び伝送モード１０で構成されたＵＥを有するサービングセルの場
合、同一の優先順位のＰＵＣＣＨ報告タイプを有する異なるサービングセルのＣＳＩレポ
ートと同一のＣＳＩＰｒｏｃｅｓｓＩｎｄｅｘを有するＣＳＩプロセスに該当するＣＳＩ
レポートとの間の衝突である場合、最も低いＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘを有するサービ
ングセルを除外したすべてのサービングセルのＣＳＩレポートはドロップされる。
【００８７】
　所定のサブフレーム及び伝送モード１０で構成されるＵＥを有するサービングセルであ
る場合、同一の優先順位のＰＵＣＣＨ報告タイプを有する異なるサービングセルのＣＳＩ
レポートと、同一のＣＳＩＰｒｏｃｅｓｓＩｎｄｅｘを有するＣＳＩプロセスに該当する
ＣＳＩレポートとの間の衝突である場合、最も低いＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘを有する
ＣＳＩプロセスに対応するＣＳＩレポートを有するサービングセルを除外したすべてのサ
ービングセルのＣＳＩレポートがドロップされる。
【００８８】
　所定のサブフレームの場合、伝送モード１-９で構成されるＵＥを有する所定のサービ
ングセルのＣＳＩレポートと、伝送モード１０で構成されたＵＥを有する異なるサービン
グセルのＣＳＩＰｒｏｃｅｓｓＩｎｄｅｘ＝１であるＣＳＩプロセスに対応するＣＳＩレ
ポート、及び同一の優先順位のＰＵＣＣＨ報告タイプを有するサービングセルのＣＳＩレ
ポート間の衝突である場合、最も高いＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘを有するサービングセ
ルのＣＳＩレポートはドロップされる。
【００８９】
　ＲＥＦ３で、他のものに優先する周期的ＣＳＩの優先順位は、順位がより低い(de-prio
ritized)ＣＳＩが常にドロップされる方式で説明される。しかしながら、現在開示されて
いる一部実施形態で、優先順位で押されたＣＳＩは、同一の優先順位規則が考慮される場
合であっても異なって処理される。
【００９０】
　図６のＵＥが図７の構成のうちの一つで動作する場合、２個のＣＧに対するＰＵＣＣＨ
伝送は、独立的に構成され、これによってＵＥは、サブフレームで２個のＣＧで２個のＵ
Ｌ　Ｐｃｅｌｌに対する２個のＰＵＣＣＨを送信するようにスケジューリングされ得る。
一つのサブフレームでＵＥが２個のＰＵＣＣＨを送信することは、ＵＥがサブフレーム内
で電力制限を経験する理由で問題となり得る。ＵＥが電力制限される場合、ＵＥは、十分
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に設定された電力で２個のＰＵＣＣＨを送信できず、ＵＥは、ＵＥの電力等級を満たすた
めにＰＵＣＣＨのうち少なくとも一つの電力を減少させなければならない(例えば、ＵＥ
の総送信電力が２３ｄＢｍを超えず、あるいはＰｃｍａｘ≦２３ｄＢｍ)。電力減少した
ＰＵＣＣＨがｅＮＢで他の全電力(full　power)ＰＵＣＣＨと一緒に受信される場合、特
に電力減少したＰＵＣＣＨ及び全電力ＰＵＣＣＨが同一の対のＰＲＢで伝送される場合、
電力減少したＰＵＣＣＨは、全電力ＰＵＣＣＨとして確実に受信されない。この問題は、
ＣＤＭＡシステムで発生する遠近(near-far)効果に類似する。
【００９１】
　“遠近”効果を解決するために、少なくとも電力制限の場合に、ＵＥは、２個のスケジ
ューリングされたＰＵＣＣＨのうちいずれか一つをドロップさせ、ＰＵＣＣＨ優先順位規
則によって一つのＰＵＣＣＨのみを伝送することを提案する。
【００９２】
　図８は、複数のＰＵＣＣＨが本発明の実施形態によるサブフレームでスケジューリング
される場合、衝突処理のための例示的なプロセス８００を示す。ここで、図示のプロセス
は、図６のｅＮＢ及びＵＥのような任意の適合した装置で使用され得る。
【００９３】
　一実施形態で、図７での構成のうち一つで動作する図６のＵＥを考慮する。ステップ８
０２及び８０４において、ＵＥは、サブフレームｎからＣＧ１及びＣＧ２の各々にＵＣＩ
のセット(例えば、ＨＡＲＱ-ＡＣＫ、ＣＳＩ、ＳＲ)を送信するようにスケジューリング
される。さらに、サブフレームｎでＵＥが送信されるようにスケジューリングされたＰＵ
ＳＣＨはない。一実施形態で、各ＣＧに対して、ＵＣＩのサブセットはＣＧのために意図
的ＵＣＩのセットから選択され、ＵＣＩのサブセットを搬送するためのＰＵＣＣＨフォー
マットは、Ｒｅｌ-１１ＣＡ手順によって決定される。
【００９４】
　ステップ８０６で、ＵＥは、サブフレームｎで伝送するように２個のＰＵＣＣＨのうち
いずれか一つを選択する。選択したＰＵＣＣＨは、優先順位規則に従って決定され、他の
ＰＵＣＣＨはドロップされる。
【００９５】
　図９は、本発明の一実施形態によるサブフレームで複数のＰＵＣＣＨがスケジューリン
グされる場合、衝突処理のための例示的なプロセス９００を示す。図示したプロセスは、
例えば図６のｅＮＢ及びＵＥのような任意の適合した装置で使用することができる。
【００９６】
　一実施形態において、図７の構成のうち一つで動作する図６のＵＥを考慮する。ステッ
プ９０２及び９０４で、ＵＥは、サブフレームｎからＣＧ１及びＣＧ２の各々にＵＣＩの
セット(例えば、ＨＡＲＱ-ＡＣＫ、ＣＳＩ、ＳＲ)を送信するようにスケジューリングさ
れる。また、サブフレームｎでＵＥが送信されるようにスケジューリングされたＰＵＳＣ
Ｈはない。一実施形態で、各ＣＧに対して、ＵＣＩのサブセットは、ＣＧのために意図的
ＵＣＩのセットから選択され、ＵＣＩのサブセットを搬送するためのＰＵＣＣＨフォーマ
ットは、Ｒｅｌ-１１ＣＡ手順によって決定される。
【００９７】
　さらに、サブフレームでＰＵＣＣＨを伝送するＵＥの動作は、ＵＥが現在のサブフレー
ムで電力制限されるか否かに依存する。ＵＥが電力制限され、総電力、すなわち個別的に
計算された２個のＰＵＣＣＨの電力の合計はＵＥの電力等級より大きく、あるいは
【数１】

である。ステップ９０６で、ＵＥが電力制限されない場合、ステップ９０８で、２個のＰ
ＵＣＣＨがこれら各々のＣＧに同時に伝送される。ステップ９０６で、ＵＥが電力制限さ
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れる場合、ステップ９１０及び９１２で、ＵＥが２個のＰＵＣＣＨのうちいずれか一つの
みを伝送し、ステップ９１０で優先順位規則によって一つの選択されたＰＵＣＣＨが決定
される。一つ以上の実施形態で、用語“選択された”は、一つのＰＵＣＣＨが他のものよ
り優先順位であり得る。例えば、電力は、選択されたＰＵＣＣＨに割り当てられ、残りの
電力は、他のＰＵＣＣＨに割り当てられる。
【００９８】
　プロセス８００，９００の場合、衝突ＰＵＣＣＨのための優先順位規則が定義されなけ
ればならない。このようなアプリケーションで、次のように提案する。
【００９９】
　一実施形態で、優先順位に従属するＰＵＣＣＨフォーマットは、一つのＰＵＣＣＨフォ
ーマットが他のＰＵＣＣＨフォーマットより優先する場合に存在する。
【０１００】
　ＨＡＲＱ-ＡＣＫを搬送するＰＵＣＣＨフォーマットは、ＣＳＩを搬送するＰＵＣＣＨ
フォーマットよりシステムの動作のために一層重要であると見なされる。したがって、Ｈ
ＡＲＱ-ＡＣＫを搬送するＰＵＣＣＨフォーマットは、ＣＳＩを搬送するＰＵＣＣＨフォ
ーマットより優先する。
【０１０１】
　例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ/１ｂは、ＰＵＣＣＨフォーマット２に優先する
。
【０１０２】
　ＣＡに対するＰＵＣＣＨフォーマットがノンＣＡに対するＰＵＣＣＨフォーマットより
多くの情報を搬送するため、ＨＡＲＱ-ＡＣＫを搬送するＰＵＣＣＨフォーマット間に、
ＣＡに対するＰＵＣＣＨフォーマットは、ノンＣＡに対するＰＵＣＣＨフォーマットより
優先する。
【０１０３】
　例えば、チャンネル選択でＨＡＲＱ-ＡＣＫ及びＰＵＣＣＨフォーマット１ａ/１ｂを搬
送するために使用されるＰＵＣＣＨフォーマット３は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ/１
ｂに優先する。
【０１０４】
　複数のタイプの情報(例えば、ＨＡＲＱ-ＡＣＫ及びＣＳＩ)を搬送するＰＵＣＣＨフォ
ーマットと一つのタイプの情報を搬送するＰＵＣＣＨフォーマットとの間で、複数のタイ
プの情報を搬送するＰＵＣＣＨフォーマットは損失を最小化するために、優先順位化され
る。
【０１０５】
　例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット２ａ/２ｂは、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ/１ｂ及び
ＰＵＣＣＨフォーマット２より優先される。
【０１０６】
　例えば、ＨＡＲＱ-ＡＣＫとＣＳＩを搬送するＰＵＣＣＨフォーマット３は、ＨＡＲＱ-
ＡＣＫのみを搬送するＰＵＣＣＨフォーマット３に対して優先する。
【０１０７】
　ＰＵＣＣＨフォーマット１(ポジティブＳＲのみ)とＰＵＣＣＨフォーマット２(周期的
ＣＳＩのみ)との間で、ポジティブＳＲが優先する。
【０１０８】
　一実施形態で、ＵＥは、他のＣＧでＣＳＩフィードバックによる中断なしにポジティブ
ＳＲを送信することができる。
【０１０９】
　これら３つの優先順位原則を考慮すれば、全体優先順位リストに対する代案が次のよう
に要約される(ここで、‘Ａ＜Ｂ’は、ＡがＢより小さい優先順位を有することを意味す
る)。
【０１１０】
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　代案１：ＰＵＣＣＨフォーマット２＜ＰＵＣＣＨフォーマット１＜ＰＵＣＣＨフォーマ
ット１ａ/１ｂ＜ＰＵＣＣＨフォーマット２ａ/２ｂ＜チャンネル選択を有するＰＵＣＣＨ
フォーマット１ａ/１ｂ＜ＨＡＲＱ-ＡＣＫのみを搬送するＰＵＣＣＨフォーマット３＜Ｈ
ＡＲＱ-ＡＣＫ及びＣＳＩを搬送するＰＵＣＣＨフォーマット３。
【０１１１】
　ここで、ＰＵＣＣＨフォーマット３がチャンネル選択を有するＰＵＣＣＨフォーマット
１ａ/１ｂより多くのＨＡＲＱ-ＡＣＫ情報ビットを潜在的に搬送できるため、ＣＡでＨＡ
ＲＱ-ＡＣＫのために使用される２個のＰＵＣＣＨフォーマット間に、ＰＵＣＣＨフォー
マット３は、チャンネル選択を有するＰＵＣＣＨフォーマット１ａ/１ｂに対して優先順
位を有する。
【０１１２】
　代案２：ＰＵＣＣＨフォーマット２＜ＰＵＣＣＨフォーマット１＜ＰＵＣＣＨフォーマ
ット１ａ/１ｂ＜ＰＵＣＣＨフォーマット２ａ/２ｂ＜チャンネル選択を有するＰＵＣＣＨ
フォーマット１ａ/１ｂ＝ＨＡＲＱ-ＡＣＫのみを搬送するＰＵＣＣＨフォーマット３＜Ｈ
ＡＲＱ-ＡＣＫ及びＣＳＩを搬送するＰＵＣＣＨフォーマット３。
【０１１３】
　ここで、ＣＡでＨＡＲＱ-ＡＣＫに使われる２個のＰＵＣＣＨフォーマットは同一の優
先順位である。
【０１１４】
　代案３：ＰＵＣＣＨフォーマット２＜ＰＵＣＣＨフォーマット１、及び大きいＨＡＲＱ
-ＡＣＫペイロードを搬送するＰＵＣＣＨフォーマットは小さいＨＡＲＱ-ＡＣＫペイロー
ドを搬送するＰＵＣＣＨフォーマットに対して優先する。ＨＡＲＱ-ＡＣＫペイロードは
、ＣＧでの複数の構成セル、(１個又は２個の伝送ブロックのうちいずれか一つを搬送す
る)それぞれのＰＤＳＣＨ伝送モード、及びＴＤＤシステムの場合、ＵＥがＵＬサブフレ
ームでＨＡＲＱ-ＡＣＫを送信する最大ＤＬサブフレームの個数により決定される(ＤＬサ
ブフレームの最大個数は、バンドリングウィンドウと称される)。
【０１１５】
　タイブレーキング(tie-breaking)規則：優先順位依存ＰＵＣＣＨフォーマットは、サブ
フレーム内に伝送のためにＰＵＣＣＨフォーマットを決定するのに使用することができる
。しかしながら、これは、２個のＰＵＣＣＨが同一のフォーマットを有し、あるいは(例
えば、上記の代案２のように)２個のＰＵＣＣＨが同一の優先順位を有する場合に発生で
きる。すると、ＵＥがサブフレームで伝送するＰＵＣＣＨを決定するためにタイブレーキ
ング規則が必要である。
【０１１６】
　ＨＡＲＱ-ＡＣＫ/ＳＲに対する２個の同一のＰＵＣＣＨフォーマットの間に、あるいは
この優先順位がＨＡＲＱ-ＡＣＫ/ＳＲに対する２個のＰＵＣＣＨフォーマット間に２個の
代案が考慮される。
【０１１７】
　代案１：２個の設定ＣＧのうち低いＣＧインデックスを有するＣＧでスケジューリング
されたＰＵＣＣＨが伝送される。あるいは、ＰＣＧ及びＳＣＧが構成される場合、ＰＣＧ
は、ＳＣＧに優先し、ＰＣＧでスケジューリングされるＰＵＣＣＨのみが伝送される。こ
れは、ＳＣＧが主にベストエフォート型トラフィックを搬送するために使用され、ＰＣＧ
がより厳格なＱｏＳ要件を有するトラフィックを搬送するのに主に使用される場合に有利
である。
【０１１８】
　代案２：２個のＰＵＣＣＨでＨＡＲＱ-ＡＣＫビットを比較し、第１のＰＵＣＣＨが第
２のＰＵＣＣＨより多いＨＡＲＱ-ＡＣＫビットを搬送する場合、第１のＰＵＣＣＨのみ
が伝送される。ここで、ＨＡＲＱ-ＡＣＫビットの個数は、設定されたサービングセルに
設定されたＴＭに基づいて算出された、ＴＤＤシステムの場合にバンドルリングウィンド
ウサイズに対して算出された設定ＨＡＲＱ-ＡＣＫビットの個数を意味する。第１及び第
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のうち低いＣＧインデックスを有するＣＧでＰＵＣＣＨが伝送され、あるいはＰＣＧは、
ＳＣＧ対応優先され、ＰＣＧ内でスケジューリングされたＰＵＣＣＨのみを伝送される。
【０１１９】
　ＣＳＩに対する２個の同一のＰＵＣＣＨフォーマットの間に、又は同一の優先順位を有
するＣＳＩに対する２個のＰＵＣＣＨフォーマットの間に：
【０１２０】
　代案１：２個の設定ＣＧのうち低いＣＧインデックスを有するＣＧでスケジューリング
されるＰＵＣＣＨが伝送される。ＰＣＧ及びＳＣＧが設定される場合、ＰＣＧは、ＳＣＧ
に対して優先され、ＰＣＧでスケジューリングされるＰＵＣＣＨのみが伝送される。これ
は、ＳＣＧが主にベストエフォート型トラフィックを搬送するために使用され、ＰＣＧが
より厳格なＱｏＳ要件を有するトラフィックを搬送するために主に使用される場合に有利
である。
【０１２１】
　代案２：２個のスケジューリングされたＰＵＣＣＨで伝送されるＣＳＩタイプを比較し
、第１のＰＵＣＣＨが第２のＰＵＣＣＨより優先順位のＣＳＩを算出する場合、第１のＰ
ＵＣＣＨのみが伝送される(周期的ＣＳＩドロップ規則の背景技術部分を参照)。第１及び
第２のＰＵＣＣＨが同一のタイプのＣＳＩを搬送する場合、２個の設定ＣＧのうち低いＣ
Ｇインデックスを有するＣＧでＰＵＣＣＨが伝送され、あるいはＰＣＧはＳＣＧに優先さ
れ、ＰＣＧ内でスケジューリングされたＰＵＣＣＨのみが伝送される。
【０１２２】
　もう一つの代案としては、ＲＲＣ-構成基盤の優先順位を考慮することができる。例え
ば、ＣＧは、ＣＧがインデックスで構成される。最小インデックスを有するＣＧでスケジ
ューリングされたＰＵＣＣＨは、他のＰＵＣＣＨより優先する。
【０１２３】
　ＵＣＩを有するＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨがサブフレーム内でスケジューリングされる
場合の電力割り当て
【０１２４】
　図７の構成のうちの一つで動作する図６のＵＥを考慮する。ＵＥがサブフレームｎ内の
ＣＧ１及びＣＧ２の各々にＵＣＩセット(ＨＡＲＱ-ＡＣＫ、ＣＳＩ、ＳＲ)を送信するよ
うにスケジューリングされると仮定する。また、第１のＣＧに対する少なくとも一つのＰ
ＵＳＣＨがサブフレームｎに伝送されるＵＥに対してスケジューリングされるが、ＵＥは
、第２のＣＧ上の任意のＰＵＳＣＨを伝送するようにスケジューリングされないと仮定す
る。
【０１２５】
　すると、(ＰＵＳＣＨなしの)第２のＣＧである場合、ＵＣＩのサブセットは、ＣＧのた
めに意図的ＵＣＩのセットから選択され、ＵＣＩのサブセットを伝送するＰＵＣＣＨフォ
ーマットは、Ｒｅｌ-１１ＣＡ手順に従って決定される。また、(ＰＵＳＣＨなしの)第１
のＣＧである場合、ＵＣＩのサブセットは、ＣＧのために意図的ＵＣＩのセットから選択
されてＲｅｌ-１１ＣＡ手順によって、一つの選択されたＰＵＳＣＨ上にマルチプレクシ
ングされる。
【０１２６】
　時々、例えばサブフレームｉで、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨとＵＣＩに対する電力の合
計はＵＥの電力等級
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【数２】

(すなわち、ＵＥは電力制限)である。本発明の実施形態で電力制限を解決するために、２
つの他の方法、すなわち方法３及び方法４が考慮される。
【０１２７】
　方法３：電力が制限される場合、電力優先順位は、ＰＵＣＣＨ＞ＵＣＩを有するＰＵＳ
ＣＨ＞ＵＣＩなしのＰＵＳＣＨである。本発明の実施形態で、サービングセルｊでＵＣＩ
を有するＰＵＳＣＨ伝送及び第１のＣＧの残りのサービングセルのうち任意の一つでＵＣ
ＩＳなしに他のＰＵＳＣＨを伝送することは電力制御されることによってＵＥの総伝送電
力が次のように
【数３】

を超えない。
【０１２８】
　第１に、ＰＵＣＣＨに全電力
【数４】

を割り当てる。
【０１２９】
　第２に、全電力
【数５】

及び残りの電力のうちより小さい電力をサービングセルｊでＵＣＩを有するＰＵＳＣＨに
与える。
【０１３０】
　最後に、残りの電力をサービングセルｃのＵＣＩなしにＰＵＳＣＨに同一に合わせるよ
うに調整する。
【０１３１】
　この実施形態で、ＵＥは
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【数６】

、及び

【数７】

によって

【数８】

を獲得する。
【０１３２】
　ここで、
【数９】

の線形値であり、
【数１０】

の線形値であり、
【数１１】

はサブフレームｉでＲＥＦ６に定義された最大出力電力Ｐcmaxに設定されたＵＥの総線形
値であり、ｗ(ｉ)は、サービングセルｃに対する



(25) JP 2019-83539 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

【数１２】

のスケーリング係数である。ここで、０≦ｗ(ｉ) ≦１である。サブフレームｉでＰＵＣ
ＣＨ伝送がない場合、
【数１３】

である。
【０１３３】
　方法４：電力制限される場合、電力優先順位がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨで遂行される
ＵＣＩのコンテンツに基づく。
【０１３４】
　ＰＵＣＣＨがＵＣＩを有するＰＵＳＣＨより優先する場合、ＵＥは

【数１４】

、及び　
【数１５】

によって
【数１６】

を獲得する。
【０１３５】
　一方、ＵＣＩを有するＰＵＳＣＨがＰＵＣＣＨより優先する場合、２つの代案が考えら
れる。
【０１３６】
　一つの代案(ＰＵＣＣＨ電力割り当て代案１)で、ＵＥは、次の式により
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【数１７】

を獲得する。
【数１８】

、及び
【数１９】

【０１３７】
　このような代案は、伝送電力が減少する場合でも、低い優先順位のＰＵＣＣＨが伝送さ
れるように保証する。
【０１３８】
　他の代案(ＰＵＣＣＨ電力割り当て代案２)で、ＰＵＣＣＨは、ＵＬ伝送が電力制限され
ない場合のみに伝送され、ＵＬ伝送が電力制限された場合にＰＵＣＣＨはドロップされる
。すなわち、ＵＥは、次の式により
【数２０】

を獲得する。
【数２１】

、及び
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【数２２】

【０１３９】
　このような代案によれば、ＰＵＣＣＨはＰＵＣＣＨが伝送される度に全電力で伝送され
、全電力

【数２３】

をに割り当てた後に残りの電力が全電力でＰＵＣＣＨを伝送するのに十分でない場合、Ｐ
ＵＣＣＨは、ドロップされる(又はゼロ電力で割り当てられる)。この方法は、遠近効果を
除去する。
【０１４０】
　一つの代案で、ＵＣＩを有するＰＵＳＣＨは、次のような場合のうち少なくとも一つで
ＰＵＣＣＨより優先する。
【０１４１】
　ＰＵＳＣＨは、非周期的ＣＳＩを搬送する。
【０１４２】
　ＰＵＳＣＨは、ＰＵＣＣＨがスケジューリングされているＣＧより低いインデックスを
有するＣＧで伝送される。
【０１４３】
　ｅＮＢは、構成されたＣＧに対するＣＧインデックスを構成できる。
【０１４４】
　ＰＵＳＣＨは、ＰＵＣＣＨにより伝送されたＵＣＩより高い優先順位でＵＣＩを搬送す
る。
【０１４５】
　例えば、ＰＵＳＣＨはＨＡＲＱ-ＡＣＫを伝達し、ＰＵＣＣＨはＨＡＲＱ-ＡＣＫを伝達
しない。
【０１４６】
　例えば、ＰＵＳＣＨは、ＰＵＣＣＨにより伝送されたＨＡＲＱ-ＡＣＫより高いペイロ
ードを有するＨＡＲＱ-ＡＣＫを搬送する。
【０１４７】
　それとも、ＰＵＣＣＨは、ＵＣＩを有するＰＵＳＣＨより優先する。
【０１４８】
　ｅＮＢがそれぞれのＣＧで非周期的ＣＳＩをトリガする度に非周期的ＣＳＩ受信を予想
できるよう非周期的ＣＳＩが最も高い優先順位となる。ＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＳＲ及び定期
的ＣＳＩ間に、ＨＡＲＱ-ＡＣＫ/ＳＲは、信頼可能なＨＡＲＱ動作を保証するために優先
順位となる。
【０１４９】
　ＵＣＩを有する少なくとも２個のＰＵＳＣＨがサブフレームでスケジューリングされる
場合の電力割り当て
【０１５０】
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　図７の構成のうち一つで動作する図６のＵＥを考慮する。ＵＥがサブフレームｎ内のＣ
Ｇ１及びＣＧ２で各々ＵＣＩセット(ＨＡＲＱ-ＡＣＫ、ＣＳＩ、ＳＲ)を送信するように
スケジューリングされると仮定する。また、第１のＣＧに対する少なくとも一つのＰＵＳ
ＣＨ及び第２のＣＧがサブフレームｎに伝送されるＵＥに対してスケジューリングされる
と仮定する。
【０１５１】
　ＰＵＳＣＨを有する第１及び第２のＣＧがそれぞれである場合、ＵＣＩのサブセットは
、ＣＧのために意図的ＵＣＩのセットから選択され、Ｒｅｌ-１１ＣＡ手順によって、一
つの選択されたＰＵＳＣＨ上に多重化される。
【０１５２】
　時々、例えば、サブフレームｉで、ＰＵＣＣＨ及びＵＣＩを有するＰＵＳＣＨに対する
電力の合計は、ＵＥの電力等級
【数２４】

を超過できる。すなわち、ＵＥは、電力制限される。この実施形態で、サービングセルｊ
１及びサービングセルｊ２でＵＣＩを有するＰＵＳＣＨ伝送及び残りのサービングセルの
うち任意の一つでＵＣＩなしに他のＰＵＳＣＨを伝送することは電力制御されることによ
って、ＵＥの総伝送電力が次のように

【数２５】

を超えない。ＵＣＩを有するＰＵＳＣＨを搬送するためのサービングセルインデックスの
セットは、Ｊで表記され、本実施形態ではＪ＝{ｊ１，ｊ２}である。
【０１５３】
　電力制限の問題を解決するための２つの他の方法、すなわち方法５及び方法６が次のよ
うに考慮される。
【０１５４】
　方法５：電力が制限される場合、ＵＣＩを有する２つのＰＵＳＣＨが次のように電力制
御でＵＣＩなしのＰＵＳＣＨに優先する。
【０１５５】
　サービングセルｊ１及びｊ２で２つのＰＵＳＣＨ伝送電力の合計が総電力(すなわち、
【数２６】

）を超える場合、ＰＵＳＣＨに対して同一のスケーリング係数ｗ(ｉ)を適用することによ
って総電力が
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(すなわち、
【数２８】

）を超えないようにして他のＰＵＳＣＨにゼロ電力を割り当てる。
【０１５６】
　そうでないと、まずサービングセルｊ１及びｊ２でＵＣＩを有するＰＵＳＣＨ伝送に全
電力を割り当てから、サービングセルｃでＵＣＩなしのＰＵＳＣＨで残っている電力を同
一に分割する(すなわち、

【数２９】

)。
【０１５７】
　方法６：電力が制限される場合、より高い優先順位を有するＵＣＩを搬送するＰＵＳＣ
Ｈに電力割り当ては、他のＰＵＳＣＨにより伝送されるＵＣＩよりさらに優先順位化され
る。
【０１５８】
　サービングセルｊ１でＰＵＳＣＨが電力割り当てにおいてサービングセルｊ２でＰＵＳ
ＣＨに優先する場合、次により電力制御が遂行される。
【０１５９】
　サービングセルｊ１及びｊ２で２個のＰＵＳＣＨ伝送電力の合計が総電力(すなわち、
【数３０】

）を超える場合、サービングセルｊ１でＰＵＳＣＨに全電力を割り当て、サービングセル
ｊ２でＰＵＳＣＨに残りの電力を割り当て(すなわち、
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)、他のＰＵＳＣＨにゼロ電力を割り当てる。
【０１６０】
　そうでないと、まずサービングセルｊ１及びｊ２でＵＣＩを有するＰＵＳＣＨ伝送に全
電力を割り当てた後に、サービングセルｃでＵＣＩのないＰＵＳＣＨに対して同一のスケ
ーリング係数ｗ(ｉ)を適用することによって、総電力が

【数３２】

を超えない(すなわち、
【数３３】

)。
【０１６１】
　一つの代案的ＵＣＩ優先順位で、非周期的ＣＳＩ(ＨＡＲＱ-ＡＣＫ/ＳＲの有無に関係
なく)＞ＨＡＲＱ-ＡＣＫ/ＳＲ(周期的ＣＳＩの有無に関係なく)＞周期的ＣＳＩ(ＨＡＲＱ
-ＡＣＫのない)である。
【０１６２】
　ＵＣＩを有するすべてのＰＵＳＣＨが同一の優先順位のＵＣＩを搬送する場合、電力制
限ケース代替方法は、
【０１６３】
　代案１：ＵＣＩを有するＰＵＳＣＨに同一のスケーリング係数が適用されることによっ
て総伝送電力が
【数３４】

を超えない(すなわち、
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【数３５】

【０１６４】
　代案２：ＰＣＧで伝送されるＰＵＳＣＨが優先され、ＳＣＧで伝送されるＰＵＳＣＨは
残りの電力が割り当てられ、あるいはその伝送がＵＥにより一時中止される。
【０１６５】
　代案３：ＵＥは、ＵＣＩのコンテンツによってどのＰＵＳＣＨが優先順位となるかを決
定する。
【０１６６】
　同一の優先順位のＵＣＩがＨＡＲＱ-ＡＣＫ/ＳＲである場合、より多くの数のＨＡＲＱ
-ＡＣＫビットを搬送する一つのＰＵＳＣＨが電力割り当てで他のＰＵＳＣＨに優先する
。ＨＡＲＱ-ＡＣＫビットの個数がＵＣＩを有するすべてのＰＵＳＣＨに対して同一であ
る場合、代案１又は代案２のうちいずれか一つが電力割り当てのために使われる。
【０１６７】
　同一の優先順位のＵＣＩが周期的ＣＳＩである場合、Ｒｅｌ-１１周期的ＣＳＩ優先順
位/ドロッピング規則によってより優先する周期的ＣＳＩを搬送する一つのＰＵＳＣＨが
電力割り当てで他のＰＵＳＣＨより優先される。周期的ＣＳＩのタイプが同じである場合
、代案１又は代案２のうちいずれか一つは電力割り当てのために使用される。
【０１６８】
　実施形態：ＣＧ-優先順位化-インデックスベースの優先順位
【０１６９】
　簡略化のために、ＵＣＩ伝送のためのＣＧ-優先順位化-インデックスベースの優先順位
化を提案する。ここで、ｅＮＢは、上位階層(例えば、ＲＲＣ)で構成されるＣＧに対する
ＣＧ-優先順位化-インデックスを構成できることを理解する。ＣＧ構成により、ＣＧを構
成するＲＲＣ情報要素(ＩＥ)を表す。
【０１７０】
　一つの代案において、ＣＧ-優先順位化-インデックスは、ＣＧ-インデックス(ＣＧ-ア
イデンティティ)と同一であり、明示的にシグナリングされない。本発明の実施形態で、
ＣＧ-構成は次のように示すことができる:
ＣＧ-Ｃｏｎｆｉｇ{
…
ＣＧ-Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｉｎｔｅｇｅｒ
…
}
【０１７１】
　一例では、ＰＣＧに対するＣＧ-アイデンティティは、構成されたＣＧ-アイデンティテ
ィ値のうち最も小さい値を有する。もう一つの例では、ＰＣＧに対するＣＧ-アイデンテ
ィティは、０と同一であり、ＳＣＧに対するＣＧ-アイデンティティは０より大きい。一
つの代案で、ＣＧ-優先順位化-インデックス(ＣＧ-優先順位化-アイデンティティ）は、
ＣＧを構成するＩＥでフィールドで構成される。本発明の実施形態で、ＣＧ-構成は、次
のように示すことができる:
ＣＧ-Ｃｏｎｆｉｇ{
…
ＣＧ-Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｉｎｔｅｇｅｒ
ＣＧ-Ｐｒｉｏｒｉｔｉｚａｔｉｏｎ-Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｉｎｔｅｇｅｒ
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…}
【０１７２】
　一つの代案として、２個のＣＧ-優先順位化-インデックスは、ＣＧ当たり構成され、一
つは、ＨＡＲＱ-ＡＣＫ(ＣＧ-優先順位化-ＨＡＲＱ-ＡＣＫ-アイデンティティ)及び他の
一つは周期的ＣＳＩ(ＣＧ-優先順位化-ＰＣＳＩ-アイデンティティ)に対して構成される
。本発明の実施形態で、ＣＧ-構成は、次のように示すことができる:
ＣＧ-Ｃｏｎｆｉｇ{
…
ＣＧ-Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｉｎｔｅｇｅｒ
ＣＧ-Ｐｒｉｏｒｉｔｉｚａｔｉｏｎ-ＨＡＲＱ-ＡＣＫ-Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｉｎｔｅｇｅ
ｒ
ＣＧ-Ｐｒｉｏｒｉｔｉｚａｔｉｏｎ-ＰＣＳＩ-Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｉｎｔｅｇｅｒ…}
【０１７３】
　２個のＰＵＣＣＨがＵＥに対するサブフレームにスケジューリングされる場合：
【０１７４】
　一つの代案で、他のＰＵＣＣＨがドロップされる間に、最も低いＣＧ-優先順位化-イン
デックスを有するＣＧでスケジューリングされたＰＵＣＣＨが伝送される。
【０１７５】
　他の代案で、電力が制限されない場合、２個のＰＵＣＣＨが伝送され、電力が制限され
る場合、他のＰＵＣＣＨがドロップされる間に、最も低いＣＧ-優先順位-インデックスを
有するＣＧでスケジューリングされたＰＵＣＣＨが伝送される。
【０１７６】
　ＵＣＩ伝送に対するＰＵｘＣＨ間に、ＵＣＩを有するサブフレーム内でＵＥに対してス
ケジューリングされる場合、最も低いＣＧ-優先順位化-インデックスを有するＣＧでスケ
ジューリングされたＰｕｘＣＨが電力割り当てで優先される。ＵＣＩのないＰＵＳＣＨで
ある場合も同一のサブフレームでスケジューリングされ、ＰＵｘＣＨに電力を割り当てた
後の残りの電力は、ＵＣＩなしにＰＵＳＣＨに割り当てられ、同一の電力スケーリングを
適用する。
【０１７７】
　電力が制限され、ＵＣＩを有する２個のＰＵＳＣＨがサブフレーム内でＵＥに対してス
ケジューリングされる場合、ＵＣＩを有する２個のＰＵＳＣＨは、電力割り当てでＵＣＩ
のないＰＵＳＣＨより優先する。ＵＣＩを有するＰＵＳＣＨの間に、小さいＣＧ-優先順
位化-インデックスを有するＣＧで搬送されるＵＣＩを有するＰＵＳＣＨは、他のＰＵＳ
ＣＨより優先する。
【０１７８】
　サービングセルｊ１及びｊ２で２個のＰＵＳＣＨ伝送の合計が総電力(すなわち、
【数３６】

）を超える場合、サービングセルｊ＝ｍｉｎ(ｊ１，ｊ２)でＰＵＳＣＨに全電力を割り当
て、他のサービングセル(例えば、ｊ＝ｊ１である場合、他のサービングセルはｊ２、及
び
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【数３７】

)でのＰＵＳＣＨに残りの電力を割り当て、他のＰＵＳＣＨにはゼロ電力を割り当てる。
【０１７９】
　そうでない場合、まずサービングセルｊ１及びｊ２でＵＣＩを有するＰＵＳＣＨ伝送に
全電力を割り当て、その後にサービングセルｃ(すなわち、
【数３８】

)でＵＣＩのないＰＵＳＣＨに残っている電力を均等に分割する。
【０１８０】
　図１０は、本発明の実施形態によるＵＣＩ伝送のためのＣＧ優先順位化規則のための例
示的なプロセス１０００を示す。図示のプロセスは、図６のｅＮＢ及びＵＥのような任意
の適合した装置で使用可能である。
【０１８１】
　一実施形態で、図７での構成のうちいずれか一つで動作する図６のＵＥを考慮する。ス
テップ１００２及び１００４で、ＵＥは、サブフレームｎでＣＧ１及びＣＧ２の各々へＵ
ＣＩのセット(例えば、ＨＡＲＱ-ＡＣＫ、ＣＳＩ、ＳＲ)を送信するようにスケジューリ
ングされる。また、サブフレームｎでＵＥが送信されるようにスケジューリングされるＰ
ＵＳＣＨはない。一実施形態において、各ＣＧに対して、ＵＣＩのサブセットは、ＣＧの
ために意図的ＵＣＩのセットから選択され、ＵＣＩのサブセットを搬送するためのＰＵｘ
ＣＨフォーマットは、Ｒｅｌ-１１ＣＡ手順によって決定される。ＰＵｘＣＨは、ＰＵＳ
ＣＨ又はＰＵＣＣＨであり得る。
【０１８２】
　さらに、サブフレームでのＰＵｘＣＨを送信するＵＥ動作は、ＵＥが現在のサブフレー
ムで電力制限されるか否かに基づく。総電力、すなわち２個の個別的に計算されたＰＵｘ
ＣＨの電力の合計がＵＥの電力等級より大きい場合、又は

【数３９】

より大きい場合、ＵＥは、電力制限される。ステップ１００６で、ＵＥが電力制限されな
い場合、ステップ１００８で、２個のＰＵｘＣＨが同時にそれぞれのＣＧに伝送される。
ステップ１００６で、ＵＥが電力制限される場合、ステップ１０１０で、ＵＥは、２個の
ＰＵｘＣＨのうちいずれか一つのみに伝送し、ステップ１０１０で、選択された一つのＰ
ＵｘＣＨは、優先順位化規則によって決定される。一つ以上の実施形態で、用語“選択さ
れる”は、一つのＰＵｘＣＨが異なることに優先順位を付けることがある。例えば、電力
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は、選択されたＰＵｘＣＨに割り当てられ、任意の他のＰＵｘＣＨに残りの電力が割り当
てられる。
【０１８３】
　ステップ１０１４で、任意の他のＰＵＳＣＨがスケジューリングされるか否かが判定さ
れる。スケジューリングされた任意の他のＰＵＳＣＨがない場合、ステップ１０１６で、
ＵＥは、ｎＰＵｘＣＨを送信する。他のＰＵＳＣＨがある場合、ステップ１０１８で、Ｕ
Ｅは、ＰＵＳＣＨだけでなくＵＣＩを搬送するＰＵｘＣＨを送信しようとする場合、ＵＥ
が電力制限されるか否かを判定する。そうでない場合、ステップ１０２０で、ＵＥは、Ｐ
ＵＳＣＨだけでなくＵＣＩを搬送するＰＵｘＣＨに全電力を割り当て、すべての物理的Ｕ
Ｌ信号を送信する。ステップ１０１８で、“はい”である場合、ＵＥは、次のＰＵＳＣＨ
に対する電力スケーリングを適用し、すべての物理的ＵＬ信号を送信する。
【０１８４】
　一実施形態において、ＵＥは、Ｎｃｏｎｆ　ＣＧで構成される。一つのサブフレームで
、ＵＥは、Ｎ　ＣＧでＣＳＩを送信するようにスケジューリングされ、ここで、Ｎ≦Ｎｃ
ｏｎｆである。それぞれのＣＧに対するＲｅｌ-１１手順に依存し、ＵＥは、ＰＵＣＣＨ
を通じて搬送されるＮ１　ＣＧに対するＣＳＩを把握し、ＵＥは、ＰＵＳＣＨを通じて搬
送されるＮ２　ＣＧに対するＣＳＩを把握し、ここでＮ＝Ｎ１＋Ｎ２である。すると、Ｕ
Ｅは、次のように、ＵＣＩ伝送のためのＣＧ優先順位化を適用する。
【０１８５】
　電力が制限されない場合、すべてのスケジューリングされたＵＬ物理チャンネルは、サ
ブフレームで伝送される。
【０１８６】
　ＵＥは、総電力、すなわち個別的に計算されたスケジューリングされたＰＵｘＣＨ電力
の合計がＵＥの電力等級より大きい場合、又は
【数４０】

である場合、サブフレームｉで電力制限される。
【０１８７】
　電力制限される場合、低いＣＧインデックスで伝送されるＵＣＩが優先される。ＵＣＩ
を搬送するすべてのＮ　ＰＵｘＣＨのうち(すなわち、ＰＵｘＣＨは、ＰＵＣＣＨ又はＰ
ＵＳＣＨであり得る)、ＵＥは、最も低いＣＧインデックスにスケジューリングされたＵ
ＣＩを搬送する一つのＰＵｘＣＨに全電力を割り当てられる。２番目に低いＣＧインデッ
クスを有するＣＧでスケジューリングされたＵＣＩを搬送するＰＵｘＣＨである場合、電
力割り当て方法は、電力制御方程式に従ってＰＵｘＣＨに対してスケジューリングされた
電力値と残りの電力との間で最小値を選択することである。電力割り当ては、ＵＣＩを搬
送するすべてのＰＵｘＣＨが同一の電力で割り当てられ、あるいは残りの電力がないまで
同一の方式で継続される。
【０１８８】
　この手順は、次の式で表現することができる。

【数４１】
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　ここで、ｎｋは、ｋ番目の優先順位ＰＵｘＣＨがスケジューリングされるＣＧのインデ
ックスである。
【０１９０】
　一つの代案で、ｎｋは、Ｎ　ＣＧインデックスのうちｋ番目の小さいＣＧ-優先順位化-
インデックスである。
【０１９１】
　もう一つの代案で、ｋ番目のＰＵｘＣＨは、本発明の出願以前に開示された方法によっ
て、ＵＣＩコンテンツにより決定される。一つの代案で、低いＣＧインデックス優先順位
のＣＧ-優先順位化-インデックスによって優先順位をブレークする。もう一つの代案で、
ＨＡＲＱ-ＡＣＫ　ＣＧ-優先順位化-インデックス及びＣＳＩ-ＣＧ優先順位化-インデッ
クスのうちいずれか一つによるタイブレークは、同一の優先順位タイプによる。タイが発
生して周期的ＣＳＩ(又はＨＡＲＱ-ＡＣＫ)を搬送する場合、２個のタイＣＧ間に、最小
周期ＣＳＩ(又はＨＡＲＱ-ＡＣＫ)ＣＧ-優先順位化-インデックスを有するＣＧが優先さ
れる。
【０１９２】
　ＰＵＣＣＨ伝送に発生する遠近効果を防止するために、任意の制限が与えられる。
【０１９３】
　一つの代案で、この制限は、全電力で伝送されれない任意のＰＵＣＣＨはドロップされ
る。すなわち、数式により計算された
【数４２】

が元の計算された電力(すなわち、右辺の数式で
【数４３】

)より小さい場合、ＰＵＣＣＨはドロップされ、ゼロ電力がＰＵＣＣＨに割り当てられる
。
【０１９４】
　もう一つの代案で、上記制限は、一つのＰＵＣＣＨ(最も優先順位が高いＰＵＣＣＨ)が
任意の与えられたサブフレームで送信される。他のすべてのスケジューリングされたＰＵ
ＣＣＨは、ゼロ電力で割り当てられる。この方法は、簡単な仕様を保証するためである。
【０１９５】
　Ｎ　ＰＵｘＣＨに電力を割り当てた後に残りの電力がある場合、同一の電力スケーリン
グは、ＵＣＩなしにＰＵＳＣＨに電力を割り当てるのに適用される。
【０１９６】
　この手順は、次の式で表現することができる。
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【数４４】

【０１９７】
　図１１は、本発明の実施形態によるＵＣＩ送信に対する全般的なＣＧ優先順位化規則に
対するプロセス１１００の例を示す。図示のプロセスは、図６のｅＮＢ及びＵＥのように
、任意の適合した装置により使用され得る。
【０１９８】
　プロセス１１００は、ステップ１１１０を除き、プロセス１０００と類似し、ＵＥは、
選択の代わりに一つのＰＵｘＣＨに優先する。
【０１９９】
　一実施形態において、デュプレクシング方式/フレーム構造タイプに基づいた優先順位
規則があり得る。ＵＥは、一つ以上のＦＤＤセル及び一つ以上のＴＤＤセルを含む複数の
セルで構成される。ＵＥで構成されたセルのうち異なるデュプレクシング方法(ＦＤＤ又
はＴＤＤ）は、それぞれのＵＬ伝送のために異なる特性を招くことができる。電力制限さ
れたＵＥの場合、これは、ＵＬ電力割り当て方法又はそれぞれのＵＬ伝送の特性に対する
送信優先順位規則に依存性を与える。複数のセルが並べて配列されない場合、ＵＬ送信は
、それぞれのキャリアグループを対象とする。例えば、キャリアグループのセルに対する
ＵＣＩ及びＵＬデータは、キャリアグループに属するＵＬリソースで伝えられなければな
らない。
【０２００】
　図１２Ａ及び１２Ｂは、本発明の実施形態によるデュプレクシング方式/フレーム構造
タイプに基づいて規則ベースの優先順位のためのプロセス１２０２の例を示す。ここに示
したプロセスは、図６のｅＮＢ及びＵＥのように、任意の適合した装置らにより使用され
得る。
【０２０１】
　プロセス１２００において、ステップ１２０２で、ＵＥは、ｎ個のスケジューリングさ
れたＰＵｘＣＨを送信しようとする場合に電力制限されるか否かを判定する。ＵＥが電力
制限されない場合、ステップ１２０８で、ＵＥは、全電力ですべてのｎＰＵｘＣＨを送信
する。ＵＥが電力制限される場合、プロセス１２００ａで、ＵＥは、ステップ１２０４で
、ＦＤＤセルよりＴＤＤセルでＰＵｘＣＨに優先順位をつける。その次に、ステップ１２
０６で、ＵＥは、ｍ≦ｎである場合、優先順位を適用した後にｎＰＵｘＣＨのうちｍＰＵ
ｘＣＨを伝送する。
【０２０２】
　プロセス１２００ｂにおいて、ステップ１２０２とステップ１２０４との間、ＵＥが電
力制限される場合、ＵＥは、ステップ１２０３ｂで、プライマリセルでのＰＵｘＣＨに優
先順位をつける。
【０２０３】
　他の実施形態で、ＵＬでの電力割り当てに対する異なる接近方式があり得る。
【０２０４】
　接近方式１：ＴＤＤセルのＵＬ電力割り当てがＦＤＤセルより優先する。これは、ＵＣ
Ｉ又はＵＬデータ及び例えば、ＨＡＲＱ-ＡＣＫペイロードのＵＣＩペイロードを伝送す
るためのＦＤＤセルよりＴＤＤセルで少ないサブフレームが、(例えば、ＴＤＤ　ＵＬ/Ｄ
Ｌ構成１/２/３/４/５に対する)ＦＤＤセルよりＴＤＤセルでたびたびより大きいためで
ある。したがって、ＴＤＤセルでＵＣＩ又はＵＬデータの不正確な受信からの衝撃がＦＤ



(37) JP 2019-83539 A 2019.5.30

10

20

30

Ｄセルよりさらに大きく、ＴＤＤセルへのＵＬ電力割り当てが優先できる。
【０２０５】
　接近方式２：プライマリキャリアグループのプライマリセルでＵＬ電力割り当てが(セ
ルのフレーム構造タイプに関係なく)優先順位化される。その後、接近方式１がセルの残
りに適用され、すなわちＴＤＤセルがＦＤＤセルより優先順位化される。このような方式
は、プライマリキャリアグループがＵＥに対する重要メッセージ(制御又は構成メッセー
ジ）を伝達でき、それによってプライマリセルのＵＣＩ又はＵＬデータに対する受信信頼
度が優先されなければ重要なメッセージを伝達できないため、有利であり得る。
【０２０６】
　接近方式２ａ：プライマリセルは、ＵＬ電力割り当てのために優先順位化される。接近
方式１は、セルの残りに適用され得る。このような接近方式は、例えば、ＵＥがＮ個の異
なるサイトにあるＮ個のセルで構成される場合(すなわち、Ｎ個のセルがＮ個の他のＣＧ
に属することができる場合)に適用できる。
【０２０７】
　実施形態：ＨＡＲＱ-ＡＣｋペイロードサイズに基づいた優先順位規則
【０２０８】
　ＴＤＤで、ＨＡＲＱ-ＡＣＫフィードバックは、複数の連続するダウンリンクサブフレ
ームを含むバンドリングウィンドウで複数のＰＤＳＣＨに応答できる。これは、より大き
いバンドリングウィンドウサイズに関連したＨＡＲＱ-ＡＣＫフィードバックがより多く
の情報を含むことを意味する。このような観察に基づいて、接近方式３及び接近方式４は
、本願に開示されたように、図面に対応する実施形態に対する優先順位規則として提案さ
れる。
【０２０９】
　接近方式３：ＵＬ電力割り当てがより大きい最大バンドリングウィンドウサイズを有す
るセルに対して優先される。バンドリング最大ウィンドウサイズが２個のセルに対して同
一である場合、以前の実施形態で説明したように、従来の優先順位又は優先順位が適用さ
れ得る。ＴＤＤの場合、最大バンドリングウィンドウサイズは、ダウンリンク関連集合Ｍ
のサイズにより決定される。＜表２＞は異なるＴＤＤ　ＵＬ-ＤＬ構成[３]に対して設定
されたダウンリンク接続を示す。＜表３＞は、ＦＤＤに対して、各ＴＤＤ　ＵＬ-ＤＬ構
成のための最大Ｍ及び接近方式３による該当優先順位を示す。例えば、ＵＬ-ＤＬ構成１/
２/３/４/５を有するＴＤＤセルに対する最大バンドリングウィンドウサイズは、ＦＤＤ
セルの場合及びＵＬ-ＤＬ構成０/６を有するＴＤＤセルの場合より大きい。したがって、
ＵＬ-ＤＬ構成１/２/３/４/５を有するＴＤＤセルがＦＤＤセル又はＵＬ-ＤＬ構成０/６
を有するＴＤＤセルより高い優先順位を有する。接近方式３の場合、ＦＤＤセルよりＴＤ
Ｄセルに対する優先的なＵＬ電力割り当ては、ＦＤＤセルがＵＬ-ＤＬ構成０/６を有する
ＴＤＤセルより高い優先順位を有するため、ＴＤＤ　ＵＬ-ＤＬ構成従属に効果的である
ことを理解するはずである。接近方式３は、異なるＵＬ-ＤＬ構成を有する２個のＴＤＤ
セル間にＵＬ電力割り当てのための優先順位を決定するために使用することができる。
【０２１０】
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【表２】

【０２１１】
【表３】

【０２１２】
　接近方式４：ＵＬ電力割り当ては、所定のサブフレームでより大きいバンドリングウィ
ンドウサイズを有するセルに優先する。例えば、ＴＤＤ　ＵＬ-ＤＬ構成１である場合、
サブフレーム２又は７のＨＡＲＱ-ＡＣＫ伝送は、より大きいバンドリングウィンドウサ
イズを有することができるためにＦＤＤセルよりＴＤＤセルで高い優先順位を有すること
ができる。
【０２１３】
　接近方式４Ａ：ＨＡＲＱ-ＡＣＫ信号伝送のためのＵＬ電力割り当ては、ＵＥにより送
信される実際ＨＡＲＱ-ＡＣＫ情報ペイロードによって優先順位化される。ＵＥが後続す
るサブフレーム[３]で検出するＰＤＣＣＨ内のＤＡＩフィールド値により決定できるので
、ＵＥがＰＤＣＣＨを検出しないＨＡＲＱ-ＡＣＫ情報ビットを含み、それぞれのＰＵＣ
ＣＨで送信するＨＡＲＱ-ＡＣＫ情報ビットの実際数を知っているＵＥが与えられたサブ
フレームで実際のＨＡＲＱ-ＡＣＫ情報ビットのより多くの数を含むＰＵＣＣＨに対する
電力を優先順位として指定できる。例えば、最初のセルでＵＥがＴＤＤ　ＵＬ-ＤＬ構成
２で構成され、第２のセルでＵＥがＴＤＤ　ＵＬ-ＤＬ構成３で構成されている場合、Ｄ
Ｌサブフレーム当たり同一の個数のＨＡＲＱ-ＡＣＫ情報ビットに対して、ＵＥが＜表２
＞のすべてのサブフレームに対するそれぞれのＨＡＲＱ-ＡＣＫ情報を含みつつ、第１の
セルの場合に２個のサブフレーム(例えば、サブフレーム８，７)のみに対してそれぞれの
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ＨＡＲＱ-ＡＣＫ情報を含む場合、ＵＥは、ＵＬサブフレーム２で第２のセルへのＰＵＣ
ＣＨ伝送のための電力割り当てを優先的にする。
【０２１４】
　接近方式５：ネットワークは、ＵＥに対するＵＬ電力割り当て方式(例えば、接近方式
１-４）を、例えばＲＲＣを通じて構成できる。
【０２１５】
　実施形態：ＦＤＤ/ＴＤＤ　ＣＡに対する全体優先順位規則
【０２１６】
　優先順位規則は、フレーム構造タイプ及び物理的チャンネルタイプ、又はフレーム構造
タイプとペイロードタイプの組み合わせに基づく。以下に、いくつかの例が提供される。
【０２１７】
　接近方式６：ＵＬ電力割り当てに優先順位をつける場合、ＴＤＤセルでのＰＵＣＣＨ＞
ＦＤＤセルでのＰＵＣＣＨ＞ＴＤＤセルでのＰＵＳＣＨ＞ＦＤＤセルでのＰＵＳＣＨ(こ
こで、Ａ＞ＢはＡがＢより高い優先順位を有することを表す)。このような接近方式は、
フレーム構造タイプに関係なく、ＰＵＣＣＨ受信信頼性を確保するために、ＵＬ電力割り
当てに対する優先順位をＰＵＳＣＨよりＰＵＣＣＨに割り当て、２番目にＦＤＤ対応ＴＤ
Ｄに優先順位をつける。
【０２１８】
　接近方式７：ＵＬ電力割り当てに優先順位をつける場合、ＴＤＤセルでのＰＵＣＣＨ＞
ＦＤＤセルでのＰＵＣＣＨ＞ＴＤＤセルでＵＣＩを有するＰＵＳＣＨ＞ＦＤＤセルでＵＣ
Ｉを有するＰＵＳＣＨ＞ＴＤＤセルでＵＣＩのないＰＵＳＣＨ＞ＦＤＤセルでＵＣＩのな
いＰＵＳＣＨ。このような接近方式は、ＵＣＩを有するＰＵＳＣＨがＵＣＩのないＰＵＳ
ＣＨに比べて優先することを除き、接近方式６と類似する。
【０２１９】
　接近方式８：ＵＬ電力割り当てに優先順位をつける場合、ＴＤＤセルでのＵＣＩサブフ
レーム＞ＦＤＤセルでのＵＣＩサブフレーム＞ＴＤＤセルでのノンＵＣＩサブフレーム＞
ＦＤＤセルでのノンＵＣＩサブフレーム。このような接近方式は、フレーム構造タイプに
関係なくＵＣＩ送信を保証するためにＵＣＩなしのＵＬ伝送よりＵＣＩを有するＵＬ伝送
に最初に優先順位を与え、２番目にＦＤＤよりＴＤＤに優先順位を与える。
【０２２０】
　接近方式９：ＵＬ電力割り当てに優先順位をつける場合、ＴＤＤセルでのＨＡＲＱ-Ａ
ＣＫ伝送＞ＦＤＤセルでのＨＡＲＱ-ＡＣＫ伝送＞ＴＤＤセルでのＰＵＣＣＨ＞ＦＤＤセ
ルでのＰＵＣＣＨ＞ＴＤＤセルでのＰＵＳＣＨ＞ＦＤＤセルでのＰＵＳＣＨ。このような
接近方式は、ＵＣＩタイプよりＨＡＲＱ-ＡＣＫに優先順位を与える。
【０２２１】
　接近方式１０：ＵＬ電力割り当てに優先順位をつける場合、ＴＤＤセルでのＨＡＲＱ-
ＡＣＫ伝送＞ＦＤＤセルでのＨＡＲＱ-ＡＣＫ伝送＞ＴＤＤセルでのＰＵＣＣＨ＞ＦＤＤ
セルでのＰＵＣＣＨ＞ＴＤＤセルでＵＣＩを有するＰＵＳＣＨ＞ＦＤＤセルでＵＣＩを有
するＰＵＳＣＨ＞ＴＤＤセルでＵＣＩのないＰＵＳＣＨ＞ＦＤＤセルでＵＣＩなしのＰＵ
ＳＣＨ。このような接近方式は、ＵＣＩを有するＰＵＳＣＨがＵＣＩなしのＰＵＳＣＨよ
り優先することを除外すれば、接近方式９と類似する。
【０２２２】
　上記したすべての接近方式で、２個のセルが上記規則に基づいて同一の優先順位を有す
ると見なされる場合、上記実施形態で開示される規則は、ＵＬ電力割り当てを提供できる
。
【０２２３】
　以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求
の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められる本発明の範囲及び精神を逸脱す
ることなく、形式や細部の様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の
知識を持つ者には明らかである。
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【符号の説明】
【０２２４】
３０５　アンテナ
３１０　送受信器
３１５　処理回路
３２０　マイク
３２５　処理回路
３３０　スピーカ
３４０　メイン制御器
３４５　インターフェース
３５０　キーパッド
３５５　ディスプレイ部
３６０　メモリ
３６１　プログラム
３６２　アプリケーション

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】 【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(44) JP 2019-83539 A 2019.5.30

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】



(45) JP 2019-83539 A 2019.5.30

10

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  14/150,606
(32)優先日　　　　  平成26年1月8日(2014.1.8)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(72)発明者  ヨン－ハン・ナム
            アメリカ合衆国・テキサス・７５０２５・プレイノ・エルジン・ドライヴ・３８２１
(72)発明者  アリス・パパサケラリオウ
            アメリカ合衆国・テキサス・７７０９８・ヒューストン・ハロルド・ストリート・２１２８・ビー
(72)発明者  ブーン・ローン・ング
            アメリカ合衆国・テキサス・７５２０６・ダラス・シェイディー・ブルック・レーン・６５４１・
            ＃４２０６
(72)発明者  ジャンツォン・ツァン
            アメリカ合衆国・テキサス・７５０９３・プレイノ・ミステッド・ブリーズ・ドライヴ・５７０９
Ｆターム(参考) 5K067 AA21  DD11  DD43  EE02  EE10  GG08 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

