
JP 2016-154382 A 2016.8.25

10

(57)【要約】
【課題】無線通信システムにおいて信号を効率的に送受
信する方法及びそのための装置を提供すること。
【解決手段】本発明の方法は、第１のＴＤＤ ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成の第１セルと第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成の第
２セルとを設定するステップと、第１セルのＤＬサブフ
レームを通じてデータを受信するステップと、第２セル
のＵＬサブフレームを通じてデータに対する受信応答情
報を送信するステップと、を含み、ＤＬサブフレームと
ＵＬサブフレームとの関係は、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成
セット内の特定ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成に設定されたパ
ラメータ値によって決定され、特定ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ
構成は、第１セル又は第２セルにおいてＤＬに設定され
たサブフレームが、すべてＤＬに設定された一つ以上の
ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成のうち、ＤＬサブフレームの個
数が最も少ないＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成である。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送波集約をサポートする無線通信システムでアップリンク信号を送信する方法であっ
て、
　第１の時分割２重通信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成の第
１セルと前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成とは異なる第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成の
第２セルとを設定するステップと、
　前記第１セルのサブフレーム＃ｎ－ｋ（ｋ∈Ｋ）を通じてデータを受信するステップと
、
　前記第２セルのサブフレーム＃ｎを通じて前記データに対する受信応答情報を送信する
ステップと、を有し、
　ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は次のように定義され、ここで、Ｄはダウンリンクサブフレー
ムを示し、Ｓは特別サブフレームを示し、Ｕはアップリンクサブフレームを示し、
【表１】

　ここで、Ｋ：｛ｋ0，ｋ1，...，ｋM-1｝はＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成によって以下の表の
ように定義され、Ｍは１以上の整数であり、
【表２】

　前記第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成と前記第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成との組合せが、
次の組合せ
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃１とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３、及び
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃４、
のうちの一つに対応するとき、
　前記受信応答情報の送信のために、第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のＫ：｛ｋ0，ｋ1，
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...，ｋM-1｝を使用し、前記第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は、１つ以上のＴＤＤ　ＵＬ
－ＤＬ構成の中のＤ及びＳサブフレームの最小の数を持つＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成であり
、前記第１又は前記第２ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のいずれにおいてもＤ又はＳとして構成
されたサブフレームは全てＤ又はＳとして構成される、方法。
【請求項２】
　前記第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成と前記第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成との組合せが、
次の組合せ
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃１とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３、及び
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃４、
のうちの一つに対応しないとき、
　前記受信応答情報の送信のために、Ｄ及びＳの最大の数を有する前記第１のＴＤＤ　Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成又は前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のうち一つのＫ：｛ｋ0，ｋ1，...
，ｋM-1｝が利用される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　（前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成、前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成）が（＃１
、＃３）又は（＃３、＃１）に対応するとき、前記第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成はＴＤ
Ｄ　ＵＬ－ＤＬ構成＃４であり、
　（前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成、前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成）が（＃２
、＃３）、（＃３、＃２）、（＃２、＃４）又は（＃４、＃２）に対応するとき、前記第
３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成はＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成＃５である、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記第１セルは２次セルであり、前記第２セルは１次セルである、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記受信応答情報は物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介して送信される
、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　搬送波集約をサポートする無線通信システムでアップリンク信号を送信するように構成
された通信装置であって、
　無線周波（ＲＦ）ユニットと、
　プロセッサと、を備え、
　前記プロセッサは、第１の時分割２重通信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（Ｕ
Ｌ－ＤＬ）構成の第１セルと前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成とは異なる第２のＴＤＤ
 ＵＬ－ＤＬ構成の第２セルとを設定し、前記第１セルのサブフレーム＃ｎ－ｋ（ｋ∈Ｋ
）を通じてデータを受信し、前記第２セルのサブフレーム＃ｎを通じて前記データに対す
る受信応答情報を送信するように構成され、
　ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は次のように定義され、ここで、Ｄはダウンリンクサブフレー
ムを示し、Ｓは特別サブフレームを示し、Ｕはアップリンクサブフレームを示し、
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【表３】

　ここで、Ｋ：｛ｋ0，ｋ1，...，ｋM-1｝はＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成によって以下の表の
ように定義され、Ｍは１以上の整数であり、

【表４】

　前記第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成と前記第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成との組合せが、
次の組合せ
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃１とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３、及び
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃４、
のうちの一つに対応するとき、
　前記受信応答情報の送信のために、第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のＫ：｛ｋ0，ｋ1，
...，ｋM-1｝を使用し、前記第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は、１つ以上のＴＤＤ　ＵＬ
－ＤＬ構成の中のＤ及びＳサブフレームの最小の数を持つＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成であり
、前記第１又は前記第２ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のいずれにおいてもＤ又はＳとして構成
されたサブフレームは全てＤ又はＳとして構成される、通信装置。
【請求項７】
　前記第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成と前記第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成との組合せが、
次の組合せ
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃１とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３、及び
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃４、
のうちの一つに対応しないとき、
　前記受信応答情報の送信のために、
Ｄ及びＳの最大の数を有する前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成又は前記第２のＴＤＤ　
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ＵＬ－ＤＬ構成のうち一つのＫ：｛ｋ0，ｋ1，...，ｋM-1｝が利用される、請求項６に記
載の通信装置。
【請求項８】
　（前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成、前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成）が（＃１
、＃３）又は（＃３、＃１）に対応するとき、前記第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成はＴＤ
Ｄ　ＵＬ－ＤＬ構成＃４であり、
　（前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成、前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成）が（＃２
、＃３）、（＃３、＃２）、（＃２、＃４）又は（＃４、＃２）に対応するとき、前記第
３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成はＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成＃５である、請求項７に記載の通
信装置。
【請求項９】
　前記第１セルは２次セルであり、前記第２セルは１次セルである、請求項６に記載の通
信装置。
【請求項１０】
　前記受信応答情報は物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介して送信される
、請求項６に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに係り、具体的には、時分割２重通信（ＴＤＤ）をサポー
トする複数搬送波システムにおいて信号を送受信する方法及びそのための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、音声又はデータ等のような多様な種類の通信サービスを提供する
ために広範囲に展開されている。一般に、無線通信システムは、利用可能なシステムリソ
ース（帯域幅、送信電力など）を共有して複数ユーザとの通信をサポートすることができ
る多元接続システムである。多元接続システムの例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭ
Ａ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）
システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、単一搬送波周波数分割多元
接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムなどがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、無線通信システムにおいて信号を効率的に送受信する方法及びそのた
めの装置を提供することにある。本発明の他の目的は、ＴＤＤをサポートする複数搬送波
システムにおいて信号を効率的に送受信する方法及びそのための装置を提供することにあ
る。本発明の更に他の目的は、ＴＤＤをサポートする複数搬送波システムにおいて信号送
受信タイミングを設定するときに、既存の信号送受信タイミングを再利用する方法及びそ
のための装置を提供することにある。
【０００４】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、上述した技術的課題に制限されず、言及して
いない他の技術的課題は、下記の記載から、本発明の属する技術分野における通常の知識
を有する者には明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一様相として、搬送波集約（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）をサ
ポートする無線通信システムにおいてアップリンク信号を送信する方法において、第１の
時分割２重通信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成の第１セルと
第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成の第２セルとを設定するステップと、第１セルのＤＬサブ
フレームを通じてデータを受信するステップと、第２セルのＵＬサブフレームを通じてデ
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フレームとの関係は、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成セット内の特定ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成に設
定されたパラメータ値によって決定され、特定ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成は、第１セル又は
第２セルでＤＬに設定されたサブフレームがすべてＤＬに設定された一つ以上のＴＤＤ 
ＵＬ－ＤＬ構成のうち、ＤＬサブフレームの個数が最も少ないＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成で
ある方法が提供される。
【０００６】
　本発明の他の様相として、搬送波集約をサポートする無線通信システムでアップリンク
信号を送信するように構成された通信装置において、無線周波（ＲＦ）ユニットと、プロ
セッサと、を含み、プロセッサは、第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成の第１セルと第２のＴ
ＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成の第２セルとを設定し、第１セルのＤＬサブフレームを通じてデー
タを受信し、第２セルのＵＬサブフレームを通じてデータに対する受信応答情報を送信す
るように構成され、ＤＬサブフレームとＵＬサブフレームとの関係は、ＴＤＤ ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成セット内の特定ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成に設定されたパラメータ値によって決定さ
れ、特定ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成は、第１セル又は第２セルでＤＬに設定されたサブフレ
ームがすべてＤＬに設定された一つ以上のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成のうち、ＤＬサブフレ
ームの個数が最も少ないＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成である通信装置が提供される。
【０００７】
　好ましくは、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成セットは、下記の表に規定された複数のＴＤＤ Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成を含むことができる。
【０００８】

【表１】

【０００９】
　ここで、Ｄはダウンリンクサブフレームを示し、Ｓは特別サブフレームを示し、Ｕはア
ップリンクサブフレームを示す。
【００１０】
　好ましくは、ＤＬサブフレームはサブフレーム＃ｎ－ｋ（ｋ∈Ｋ）であり、ＵＬサブフ
レームはサブフレーム＃ｎであり、Ｋ：｛ｋ0，ｋ1，...，ｋM-1｝は、ＴＤＤ ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成によって下記の表のように規定され、Ｍは１以上の整数であってもよい。
【００１１】



(7) JP 2016-154382 A 2016.8.25

10

20

30

40

50

【表２】

【００１２】
　好ましくは、第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成と第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成との組合せ
は、次の組合せのうち一つであってもよい。
【００１３】
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃１とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３
【００１４】
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３、及び
【００１５】
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃４。
【００１６】
　好ましくは、第１セルは２次セルで、第２セルは１次セルであってもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、無線通信システムにおいて信号を効率的に送受信することができる。
また、ＴＤＤをサポートする複数搬送波システムにおいて信号を効率的に送受信すること
ができる。また、ＴＤＤをサポートする複数搬送波システムにおいて信号送受信タイミン
グを設定するときに、既存の信号送受信タイミングを再利用することができる。
【００１８】
　本発明で得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない他の効果
は、下記の記載から、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者には明確に
理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発
明に係る実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図１】無線フレームの構造を例示する図である。
【図２】ダウンリンクスロットのリソースグリッドを例示する図である。
【図３】ダウンリンクサブフレームの構造を示す図である。
【図４】アップリンクサブフレームの構造を示す図である。
【図５】単一セルの状況でＴＤＤ ＵＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミングを示す図である
。
【図６】単一セルの状況でＴＤＤ ＵＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミングを示す図である
。
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【図７】単一セルの状況でＴＤＤ ＰＵＳＣＨ送信タイミングを示す図である。
【図８】単一セルの状況でＴＤＤ ＰＵＳＣＨ送信タイミングを示す図である。
【図９】単一セルの状況でＴＤＤ ＤＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミングを示す図である
。
【図１０】単一セルの状況でＴＤＤ ＤＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミングを示す図であ
る。
【図１１】単一セルの状況でＴＤＤ ＨＡＲＱプロセスを示す図である。
【図１２】搬送波集約通信システムを例示する図である。
【図１３】複数の搬送波が集約された場合のスケジュールを例示する図である。
【図１４】実施例１に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング設定及び送信方法を例示する図で
ある。
【図１５】実施例１に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング設定及び送信方法を例示する図で
ある。
【図１６】実施例１に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング設定及び送信方法を例示する図で
ある。
【図１７】実施例１に係るＵＬ許可／ＰＨＩＣＨタイミング設定方法を例示する図である
。
【図１８】実施例１に係るＵＬ許可／ＰＨＩＣＨタイミング設定方法を例示する図である
。
【図１９】実施例１，２のＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングが適用されるＣＡ組合せを例示す
る図である。
【図２０】ＵＬ ＨＡＲＱタイミング設定に問題が発生するＣＡ組合せを例示する図であ
る。
【図２１】実施例３によってＳＣＣ Ｕに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る方法を例示する図である。
【図２２】実施例３によってＳＣＣ Ｕに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る方法を例示する図である。
【図２３】実施例３によってＳＣＣ Ｕに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る方法を例示する図である。
【図２４】実施例３によってＳＣＣ Ｕに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る方法を例示する図である。
【図２５】実施例３によってＳＣＣ Ｕに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る方法を例示する図である。
【図２６】実施例４によってＳＣＣ Ｕに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る方法を例示する図である。
【図２７】実施例４によってＳＣＣ Ｕに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る方法を例示する図である。
【図２８】実施例４によってＳＣＣ Ｕに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る方法を例示する図である。
【図２９】実施例４によってＳＣＣ Ｕに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る方法を例示する図である。
【図３０】本発明の一実施例に適用可能な基地局及び端末を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなどのよ
うな様々な無線接続システムに使用することができる。ＣＤＭＡは、はん用地上無線接続
（ＵＴＲＡ）又はＣＤＭＡ２０００のような無線技術で具現することができる。ＴＤＭＡ
は、ＧＳＭ（登録商標）／一般パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）／ＧＳＭ（登録商標）
進化用強化データ速度（ＥＤＧＥ）のような無線技術で具現することができる。ＯＦＤＭ
Ａは、ＩＥＥＥ ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、
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ＩＥＥＥ ８０２－２０、進化ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）などのような無線技術で具現す
ることができる。ＵＴＲＡは、はん用移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。第
３世代パートナシッププロジェクト（３ＧＰＰ）長期進化システム（ＬＴＥ）は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡを使用する進化ＵＭＴＳ（Ｅ－ＵＭＴＳ）の一部であって、ダウンリンクでＯＦＤ
ＭＡを採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。高度ＬＴＥ（ＬＴＥ－Ａ）は
、３ＧＰＰ ＬＴＥの進展したバージョンである。
【００２１】
　説明を明確にするために、３ＧＰＰ ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを中心に記述するが、本発明
の技術的思想がこれに制限されるものではない。また、以下の説明で使用される特定用語
は、本発明の理解を助けるために提供されるものであり、このような特定用語の使用は、
本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態に変更可能である。
【００２２】
　図１は、無線フレームの構造を例示する。
【００２３】
　図１を参照すると、３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）で用いられる無線フレームは、１０ｍｓ
（３０７２００Ｔｓ）の長さを有し、１０個の均等なサイズのサブフレームで構成される
。無線フレーム内の１０個のサブフレームにはそれぞれ番号を付与することができる。こ
こで、Ｔｓはサンプリング時間を示し、Ｔｓ＝１／（２０４８＊１５ｋＨｚ）で表示され
る。それぞれのサブフレームは、１ｍｓの長さを有し、２個のスロットで構成される。無
線フレーム内で２０個のスロットは、０から１９まで順次に番号付けすることができる。
それぞれのスロットは、０．５ｍｓの長さを有する。サブフレームを送信するための時間
は、送信時間間隔（ＴＴＩ）で規定される。時間リソースは、無線フレーム番号（又は無
線フレームインデクスともいう）、サブフレーム番号（又はサブフレーム番号ともいう）
と、スロット番号（又はスロットインデクス）などによって区分できる。
【００２４】
　無線フレームは、２重通信モードに応じて異なるように構成することができる。周波数
分割２重通信（ＦＤＤ）モードにおいては、ダウンリンク送信及びアップリンク送信は周
波数によって区分されるため、無線フレームは、特定周波数帯域においてダウンリンクサ
ブフレーム又はアップリンクサブフレームのいずれか一つだけを含む。ＴＤＤモードにお
いては、ダウンリンク送信及びアップリンク送信は時間によって区分されるため、無線フ
レームは、特定周波数帯域に対してダウンリンクサブフレーム及びアップリンクサブフレ
ームの両方を含む。
【００２５】
　特に、図１は、３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）で用いられるＴＤＤ用無線フレーム構造を示
す。表１は、ＴＤＤモードにおいて、無線フレーム内のサブフレームのＵＬ－ＤＬ構成（
ＵＤ－ｃｆｇ）を例示する。
【００２６】
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【表３】

【００２７】
　表１で、Ｄはダウンリンクサブフレームを、Ｕはアップリンクサブフレームを、Ｓは特
別サブフレームを示す。特別サブフレームは、ダウンリンクパイロット時間スロット（Ｄ
ｗＰＴＳ）、ガード期間（ＧＰ）、アップリンクパイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ）
を含む。ＤｗＰＴＳは、ダウンリンク送信用に留保された時間区間であり、ＵｐＰＴＳは
、アップリンク送信用に留保された時間区間である。表２は、特別サブフレームの構成を
例示する。
【００２８】
【表４】

【００２９】
　図２は、ダウンリンクスロットのリソースグリッドを例示する。
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【００３０】
　図２を参照すると、ダウンリンクスロットは、時間ドメインにおいて複数のＯＦＤＭシ
ンボルを含む。１ダウンリンクスロットは、７（６）個のＯＦＤＭシンボルを含み、リソ
ースブロックは、周波数ドメインにおいて１２個の副搬送波を含むことができる。リソー
スグリッド上の各要素は、リソース要素（ＲＥ）と呼ばれる。１個のＲＢは、１２×７（
６）個のＲＥを含む。ダウンリンクスロットに含まれるＲＢの個数ＮRBは、ダウンリンク
送信帯域に依存する。アップリンクスロットの構造は、ダウンリンクスロットの構造と同
一であり、ＯＦＤＭシンボルがＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに代替される。
【００３１】
　図３は、ダウンリンクサブフレームの構造を例示する。
【００３２】
　図３を参照すると、サブフレームの１番目のスロットにおいて前部に位置した最大３（
４）個のＯＦＤＭシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域に対応する。残り
のＯＦＤＭシンボルは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）が割り当てられる
データ領域に該当する。ＰＤＳＣＨは、伝送ブロック（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ
、ＴＢ）、又はそれに対応する符号語（ＣＷ）を搬送するために使用される。伝送ブロッ
クは、伝送チャネルを介して媒体接続制御（ＭＡＣ）層から物理（ＰＨＹ）層に伝達され
たデータブロックを意味する。符号語は、伝送ブロックの符号化されたバージョンに該当
する。伝送ブロックと符号語との対応関係は、スワップによって異なってよい。本明細書
において、ＰＤＳＣＨ、伝送ブロック、符号語は互いに混用される。ＬＴＥ（－Ａ）で用
いられるダウンリンク制御チャネルの例は、物理制御フォーマット指示子チャネル（ＰＣ
ＦＩＣＨ）、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、物理ハイブリッド自動再送
要求（ＨＡＲＱ）指示子チャネル（ＰＨＩＣＨ）などを含む。ＰＣＦＩＣＨは、サブフレ
ームの１番目ＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレーム内において制御チャネルの送信
に使われるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を搬送する。ＰＨＩＣＨは、アップリン
ク送信に対する応答としてＨＡＲＱ応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）信号を搬送する。ＨＡＲＱ
－ＡＣＫは、肯定ＡＣＫ（簡単に、ＡＣＫ）、否定ＡＣＫ（ＮＡＣＫ）、不連続送信（Ｄ
ＴＸ）、又はＮＡＣＫ／ＤＴＸを含む。ここで、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、ＨＡＲＱ ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫと混用される。
【００３３】
　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）と呼ぶ。Ｄ
ＣＩは、端末又は端末グループのためのリソース割当情報及び他の制御情報を含む。例え
ば、ＤＣＩは、アップリンク／ダウンリンクスケジュール情報、アップリンク送信（Ｔｘ
）電力制御命令などを含む。複数アンテナ技術を構成するための送信モード及びＤＣＩフ
ォーマットの情報コンテンツは、次のとおりである。
【００３４】
　送信モード（ＴＭ）
【００３５】
　・送信モード１：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ｂａｓｅ
　ｓｔａｔｉｏｎ　ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏｒｔ
【００３６】
　・送信モード２：Ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ
【００３７】
　・送信モード３：Ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ　ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ
【００３８】
　・送信モード４：Ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ
【００３９】
　・送信モード５：Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）
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【００４０】
　・送信モード６：Ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　ｒａｎｋ－１　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ
【００４１】
　・送信モード７：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌｓ
【００４２】
　ＤＣＩフォーマット
【００４３】
　・フォーマット０：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒａｎｔｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ＰＵＳＣＨ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎｓ（ｕｐｌｉｎｋ）
【００４４】
　・フォーマット１：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｓｉｎｇｌ
ｅ　ｃｏｄｅｗｏｒｄ　ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄ
ｅｓ　１、２　ａｎｄ　７）
【００４５】
　・フォーマット１Ａ：Ｃｏｍｐａｃｔ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｏｆ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｓｉｎｇｌｅ　ｃｏｄｅｗｏｒｄ　ＰＤＳＣＨ（ａ
ｌｌ　ｍｏｄｅｓ）
【００４６】
　・フォーマット１Ｂ：Ｃｏｍｐａｃｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓ　
ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ　ｕｓｉｎｇ　ｒａｎｋ－１　ｃｌｏｓｅｄ　ｌｏｏｐ　ｐｒｅｃｏ
ｄｉｎｇ（ｍｏｄｅ　６）
【００４７】
　・フォーマット１Ｃ：Ｖｅｒｙ　ｃｏｍｐａｃｔｒｅ　ｓｏｕｒｃｅ　ａｓｓｉｇｎｍ
ｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ（ｅ．ｇ．ｐａｇｉｎｇ／ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
【００４８】
　・フォーマット１Ｄ：Ｃｏｍｐａｃｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓ　
ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ　ｕｓｉｎｇ　ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ（ｍｏｄｅ　５）
【００４９】
　・フォーマット２：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ
　ｆｏｒ　ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　ＭＩＭＯ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ（ｍｏｄｅ　４）
【００５０】
　・フォーマット２Ａ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ＰＤＳＣ
Ｈ　ｆｏｒ　ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ　ＭＩＭＯ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ（ｍｏｄｅ　３）
【００５１】
　・フォーマット３／３Ａ：Ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｏｍｍａｎｄｓ　ｆｏｒ　
ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）ａｎ
ｄ　ＰＵＳＣＨ　ｗｉｔｈ２－ｂｉｔ／１－ｂｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ
ｓ
【００５２】
　上述したように、ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）の送信フ
ォーマット及びリソース割当情報、アップリンク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）の送信フ
ォーマット及びリソース割当情報、呼出しチャネル（ＰＣＨ）上の呼出し情報、ＤＬ－Ｓ
ＣＨ上のシステム情報、ＰＤＳＣＨ上で送信されるランダムアクセス応答のような上位層
制御メッセージのリソース割当情報、端末グループ内の個別端末に対するＴｘ電力制御命
令セット、Ｔｘ電力制御命令、ＩＰ電話（ＶｏＩＰ）の活性化指示情報などを搬送する。
複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信することができる。端末は、複数のＰＤＣＣＨを監
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視することができる。ＰＤＣＣＨは、一つ又は複数の連続した制御チャネル要素（ＣＣＥ
）の集合（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上で送信される。ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに、無線チ
ャネル状態に基づく符号化速度を提供するために使用される論理的割当ユニットである。
ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ（ＲＥＧ）に対応する。ＰＤＣＣＨのフォーマッ
ト及びＰＤＣＣＨビットの個数は、ＣＣＥの個数によって決定される。基地局は、端末に
送信されるＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、制御情報に巡回冗長検査ビ
ット（ＣＲＣ）を付加する。ＣＲＣは、ＰＤＣＣＨの所有者又は使用目的によって識別子
（例えば、無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ））でマスクされる。例えば、ＰＤＣ
ＣＨが特定端末のためのものである場合、該当の端末の識別子（例えば、セルＲＮＴＩ（
Ｃ－ＲＮＴＩ））をＣＲＣにマスクすることができる。ＰＤＣＣＨが呼出しメッセージの
ためのものである場合、呼出し識別子（例えば、呼出しＲＮＴＩ（Ｐ－ＲＮＴＩ））をＣ
ＲＣにマスクすることができる。ＰＤＣＣＨがシステム情報（より具体的には、システム
情報ブロック（ＳＩＣ））のためのものである場合、システム情報ＲＮＴＩ（ＳＩ－ＲＮ
ＴＩ）をＣＲＣにマスクすることができる。ＰＤＣＣＨがランダムアクセス応答のための
ものである場合、ランダムアクセスＲＮＴＩ（ＲＡ－ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスクするこ
とができる。
【００５３】
　図４は、ＬＴＥで用いられるアップリンクサブフレームの構造を例示する。
【００５４】
　図４を参照すると、アップリンクサブフレームは、複数（例えば、２個）のスロットを
含む。スロットは、循環プレフィクス（ＣＰ）長に応じて異なる数のＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルを含むことができる。アップリンクサブフレームは、周波数領域においてデータ領域
と制御領域とに区分される。データ領域は、ＰＵＳＣＨを含み、音声などのデータ信号を
送信するために使用される。制御領域は、ＰＵＣＣＨを含み、アップリンク制御情報（Ｕ
ＣＩ）を送信するために使用される。ＰＵＣＣＨは、周波数軸においてデータ領域の両端
部に位置したＲＢ対（ＲＢ　ｐａｉｒ）を含み、スロットを境界にしてホップする。
【００５５】
　ＰＵＣＣＨは、次の制御情報を送信するために使用することができる。
【００５６】
　－スケジュール要求（ＳＲ）：アップリンクＵＬ－ＳＣＨリソースを要求するために使
用される情報である。オンオフ変調（ＯＯＫ）方式を用いて送信される。
【００５７】
　－ＨＡＲＱ－ＡＣＫ：ＰＤＳＣＨ上のダウンリンクデータパケット（例えば、符号語）
に対した応答である。ダウンリンクデータパケットが成功裏に受信されたか否かを示す。
単一ダウンリンク符号語に対する応答として、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ １ビットが送信され、
二つのダウンリンク符号語に対する応答として、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ ２ビットが送信され
る。ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、肯定ＡＣＫ（簡単に、ＡＣＫ）、否定ＡＣＫ（ＮＡＣＫ）、Ｄ
ＴＸ又はＮＡＣＫ／ＤＴＸを含む。ここで、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、ＨＡＲＱ ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫと混用される。
【００５８】
　－チャネル状態情報（ＣＳＩ）：ダウンリンクチャネルに関するフィードバック情報で
ある。多入力多出力（ＭＩＭＯ）関連フィードバック情報は、ランク指示子（ＲＩ）及び
プリコーディング行列指示子（ＰＭＩ）を含む。サブフレーム当たり２０ビットが使用さ
れる。
【００５９】
　端末がサブフレームで送信することができる制御情報（ＵＣＩ）の量は、制御情報の送
信に利用可能なＳＣ－ＦＤＭＡの個数に依存する。制御情報の送信に利用可能なＳＣ－Ｆ
ＤＭＡは、サブフレームにおいて参照信号送信のためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを除いた
残りのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを意味し、測定基準信号（ＳＲＳ）が設定されたサブフレ
ームの場合、サブフレームの最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルも除外される。参照信号は、
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ＰＵＣＣＨのコヒーレント検出に使用される。ＰＵＣＣＨは、送信される情報に応じて様
々なフォーマットをサポートする。
【００６０】
　表３は、ＬＴＥ(－Ａ)でＰＵＣＣＨフォーマットとＵＣＩとのマップ関係を示す。
【００６１】
【表５】

【００６２】
　以下、図５乃至図１１を参照して、単一搬送波（又はセル）状況でＴＤＤ信号送信タイ
ミングについて説明する。
【００６３】
　図５及び図６は、ＰＤＳＣＨ－ＵＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを示す。ここで、Ｕ
Ｌ ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＤＬデータ（例えば、ＰＤＳＣＨ）に対する応答であって、ア
ップリンクで送信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫを意味する。
【００６４】
　図５を参照すると、端末は、Ｍ個のＤＬサブフレーム（Ｓｕｂｆｒａｍｅ、ＳＦ）上で
一つ以上のＰＤＳＣＨ信号を受信することができる（Ｓ５０２_０～Ｓ５０２_Ｍ－１）。
それぞれのＰＤＳＣＨ信号は、送信モードに応じて、一つ又は複数（例えば、二つ）の送
信ブロック（ＴＢ）を送信するために使用される。また、図示してはいないが、ステップ
Ｓ５０２_０～Ｓ５０２_Ｍ－１で半永続スケジュール解除（ＳＰＳ解除）を指示するＰＤ
ＣＣＨ信号も受信され得る。Ｍ個のＤＬサブフレームにＰＤＳＣＨ信号及び／又はＳＰＳ
解除ＰＤＣＣＨ信号が存在すると、端末は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための過程（例
えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ペイロード）生成、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース割当など）を経
て、Ｍ個のＤＬサブフレームに対応する一つのＵＬサブフレームを通じてＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信する（Ｓ５０４）。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ステップＳ５０２_０～Ｓ５０２_Ｍ－
１のＰＤＳＣＨ信号及び／又はＳＰＳ解除ＰＤＣＣＨ信号に関する受信応答情報を含む。
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、基本的にＰＵＣＣＨを介して送信されるが、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信
時点にＰＵＳＣＨ送信がある場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫはＰＵＳＣＨを介して送信される。
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信のために、表３の様々なＰＵＣＣＨフォーマットを用いることがで
きる。また、ＰＵＣＣＨフォーマットを通じて送信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫビット数を減
らすために、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドル、ＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル選択のような様々な
方法を用いることができる。
【００６５】
　上述したように、ＴＤＤでは、Ｍ個のＤＬサブフレームで受信したデータに対するＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫが、一つのＵＬサブフレームを通じて送信され（すなわち、Ｍ ＤＬ ＳＦ（
ｓ）：１ ＵＬ ＳＦ）、これらの関係は、ダウンリンクアソシエーションセットインデク
ス（ＤＡＳＩ）によって与えられる。
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【００６６】
　表４は、ＬＴＥ(－Ａ)に規定されたＤＡＳＩ(Ｋ：｛ｋ0，ｋ1，...，ｋM-1｝)を示す。
表４は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するＵＬサブフレームの立場で、自身と関連するＤＬサ
ブフレームとの間隔を示す。具体的に、サブフレームｎ－ｋ(ｋ∈Ｋ）にＰＤＳＣＨ送信
及び／又はＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨがある場合、端末は、サブフレームｎでＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを送信する。
【００６７】
【表６】

【００６８】
　図６は、ＵＬ－ＤＬ構成＃１が設定された場合のＵＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミン
グを例示する。同図で、ＳＦ＃０～＃９及びＳＦ＃１０～＃１９は、それぞれ無線フレー
ムに対応する。同図で、ボックス内の数字は、ＤＬサブフレームの観点で、自身と関連す
るＵＬサブフレームを示す。例えば、ＳＦ＃５のＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫは
、ＳＦ＃５＋７(＝ＳＦ＃１２）で送信され、ＳＦ＃６のＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫはＳＦ＃６＋６(＝ＳＦ＃１２）で送信される。したがって、ＳＦ＃５／ＳＦ＃６
のダウンリンク信号に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、すべてＳＦ＃１２で送信される。同様
に、ＳＦ＃１４のＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＳＦ＃１４＋４(＝ＳＦ＃１
８)で送信される。
【００６９】
　図７及び図８は、ＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可（ＵＧ）－ＰＵＳＣＨタイミングを示す。ＰＵ
ＳＣＨは、ＰＤＣＣＨ（ＵＬ許可）及び／又はＰＨＩＣＨ（ＮＡＣＫ）に対応して送信す
ることができる。
【００７０】
　図７を参照すると、端末は、ＰＤＣＣＨ（ＵＬ許可）及び／又はＰＨＩＣＨ（ＮＡＣＫ
）を受信することができる（Ｓ７０２）。ここで、ＮＡＣＫは、前のＰＵＳＣＨ送信に対
するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に該当する。この場合、端末は、ＰＵＳＣＨ送信のための過程
（例えば、ＴＢ符号化、ＴＢ－ＣＷスワップ、ＰＵＳＣＨリソース割当など）を経て、ｋ
サブフレームの後にＰＵＳＣＨを介して一つ又は複数の送信ブロック（ＴＢ）を初期／再
送信することができる（Ｓ７０４）。本例は、ＰＵＳＣＨが一回送信される普通（ｎｏｒ
ｍａｌ）のＨＡＲＱ動作を仮定する。この場合、ＰＵＳＣＨ送信に対応するＰＨＩＣＨ／
ＵＬ許可は、同一のサブフレームに存在する。ただし、ＰＵＳＣＨが、複数のサブフレー
ムを通じて複数回送信されるサブフレームバンドルの場合、ＰＵＳＣＨ送信に対応するＰ
ＨＩＣＨ／ＵＬ許可は、別個のサブフレームに存在することができる。
【００７１】
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　表５は、ＬＴＥ(－Ａ）にＰＵＳＣＨ送信のためのアップリンクアソシエーションイン
デクス（ＵＡＩ）（ｋ）を示す。表５は、ＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可が検出されたＤＬサブフ
レームの立場で、自身と関連するＵＬサブフレームとの間隔を示す。具体的に、サブフレ
ームｎでＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可が検出されると、端末は、サブフレームｎ＋ｋでＰＵＳＣ
Ｈを送信することができる。
【００７２】
【表７】

【００７３】
　図８は、ＵＬ－ＤＬ構成＃１が設定された場合のＰＵＳＣＨ送信タイミングを例示する
。同図で、ＳＦ＃０～＃９及びＳＦ＃１０～＃１９は、それぞれ無線フレームに対応する
。同図で、ボックス内の数字は、ＤＬサブフレームの観点で、自身と関連するＵＬサブフ
レームを示す。例えば、ＳＦ＃６のＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可に対するＰＵＳＣＨはＳＦ＃６
＋６(＝ＳＦ＃１２)で送信され、ＳＦ＃１４のＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可に対するＰＵＳＣＨ
はＳＦ＃１４＋４(＝ＳＦ＃１８)で送信される。
【００７４】
　図９及び図１０は、ＰＵＳＣＨ－ＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可タイミングを示す。ＰＨＩＣＨ
は、ＤＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するために使用される。ここで、ＤＬ ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋは、ＵＬデータ（例えば、ＰＵＳＣＨ）に対する応答であって、ダウンリンクで送信さ
れるＡＣＫ／ＮＡＣＫを意味する。
【００７５】
　図９を参照すると、端末は、基地局にＰＵＳＣＨ信号を送信する（Ｓ９０２）。ここで
、ＰＵＳＣＨ信号は、送信モードに応じて、一つ又は複数（例えば、二つ）の送信ブロッ
ク(ＴＢ）を送信するために使用される。ＰＵＳＣＨ送信に対する応答として、基地局は
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための過程（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫリソース割当など）を経て、ｋサブフレームの後にＰＨＩＣＨを介してＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫを端末に送信することができる（Ｓ９０４）。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ステップＳ９
０２のＰＵＳＣＨ信号に関する受信応答情報を含む。また、ＰＵＳＣＨ送信に対する応答
がＮＡＣＫである場合、基地局は、ｋサブフレームの後にＰＵＳＣＨ再送信のためのＵＬ
許可ＰＤＣＣＨを端末に送信することができる（Ｓ９０４）。本例は、ＰＵＳＣＨが一回
送信される普通のＨＡＲＱ動作を仮定する。この場合、ＰＵＳＣＨ送信に対応するＰＨＩ
ＣＨ／ＵＬ許可は、同一のサブフレームで送信され得る。ただし、サブフレームバンドル
の場合、ＰＵＳＣＨ送信に対応するＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可は、互いに異なるサブフレーム
で送信され得る。
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　表６は、ＬＴＥ(－Ａ)にＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可送信のためのＵＡＩ（ｋ）を示す。表６
は、ＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可が存在するＤＬサブフレームの立場で、自身と関連するＵＬサ
ブフレームとの間隔を示す。具体的に、サブフレームｉのＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可は、サブ
フレームｉ－ｋのＰＵＳＣＨ送信に対応する。
【００７７】
【表８】

【００７８】
　図１０は、ＵＬ－ＤＬ構成＃１が設定された場合のＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可送信タイミン
グを例示する。同図で、ＳＦ＃０～＃９及びＳＦ＃１０～＃１９は、それぞれ無線フレー
ムに対応する。同図で、ボックス内の数字は、ＵＬサブフレームの観点で、自身と関連す
るＤＬサブフレームを示す。例えば、ＳＦ＃２のＰＵＳＣＨに対するＰＨＩＣＨ／ＵＬ許
可は、ＳＦ＃２＋４(＝ＳＦ＃６）で送信され、ＳＦ＃８のＰＵＳＣＨに対するＰＨＩＣ
Ｈ／ＵＬ許可は、ＳＦ＃８＋６(＝ＳＦ＃１４）で送信される。
【００７９】
　次に、ＰＨＩＣＨリソース割当について説明する。サブフレーム＃ｎでＰＵＳＣＨ送信
があると、端末は、サブフレーム＃（ｎ＋ｋPHICH）で、対応するＰＣＨＩＨリソースを
決定する。ＦＤＤにおいてｋPHICHは、固定された値（例えば、４）を有する。ＴＤＤに
おいてｋPHICHは、ＵＬ－ＤＬ構成に応じて異なる値を有する。表７は、ＴＤＤのための
ｋPHICH値を示し、表６と等価である。
【００８０】
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【表９】

【００８１】
　ＰＨＩＣＨリソースは、［ＰＨＩＣＨグループインデクス、直交シーケンスインデクス
］によって与えられる。ＰＨＩＣＨグループインデクス及び直交シーケンスインデクスは
、（ｉ）ＰＵＳＣＨ送信に用いられる最も小さいＰＲＢインデクスと、（ii）復調基準信
号（ＤＭＲＳ）の循環シフトのための３ビットフィールドの値を用いて決定される。（ｉ
）（ii）は、ＵＬ許可ＰＤＣＣＨによって指示される。
【００８２】
　次に、ＨＡＲＱプロセスについて説明する。端末には、ＵＬ送信のために、複数の並列
ＨＡＲＱプロセスが存在する。複数の並列ＨＡＲＱプロセスは、以前のＵＬ送信に対する
成功又は失敗の受信に対するＨＡＲＱフィードバックを待つ間に、ＵＬ送信が連続的に行
われるようにする。それぞれのＨＡＲＱプロセスは、ＭＡＣ層のＨＡＲＱバッファと関連
する。それぞれのＨＡＲＱプロセスは、バッファ内のＭＡＣ ＰＤＵ（物理データブロッ
ク）の送信回数、バッファ内のＭＡＣ ＰＤＵに対するＨＡＲＱフィードバック、現在の
冗長バージョンなどに関する状態変数を管理する。
【００８３】
　ＬＴＥ（－Ａ） ＦＤＤの場合、非サブフレームバンドル動作（すなわち、普通のＨＡ
ＲＱ動作）のためのＵＬ ＨＡＲＱプロセスの個数は８個である。一方、ＬＴＥ（－Ａ） 
ＴＤＤの場合には、ＵＬ－ＤＬ構成に応じてＵＬサブフレームの個数が異なるため、ＵＬ
 ＨＡＲＱプロセスの個数及びＨＡＲＱ往復時間（ＲＴＴ）もＵＬ－ＤＬ構成ごとに異な
るように設定される。ここで、ＨＡＲＱ ＲＴＴは、ＵＬ許可を受信した時点から（これ
に対応する）、ＰＵＳＣＨ送信を経て（これに対応する）、ＰＨＩＣＨが受信される時点
までの時間間隔（例えば、ＳＦ又はｍｓ単位）、又はＰＵＳＣＨ送信時点から、これに対
応する再送信時点までの時間間隔を意味することができる。
【００８４】
　ＵＬ ＨＡＲＱプロセスの個数が変わる。サブフレームバンドルが適用されると、ＦＤ
Ｄ及びＴＤＤにおいて４個の連続するＵＬサブフレームで構成された一束のＰＵＳＣＨ送
信がなされる。したがって、サブフレームバンドルが適用される場合のＨＡＲＱ動作／プ
ロセスは、上述した普通のＨＡＲＱ動作／プロセスとは異なる。
【００８５】
　表８は、ＴＤＤにおいて同期式ＵＬ ＨＡＲＱプロセスの個数及びＨＡＲＱ ＲＴＴを示
す。ＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴが１０［ＳＦｓ又はｍｓ］である場合（ＵＬ－ＤＬ構成＃１、
＃２、＃３、＃４、＃５）、一つのＵＬ ＨＡＲＱプロセスは、一つの固定されたＵＬ Ｓ
Ｆタイミングを使用する。反面、ＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴが１０［ＳＦｓ又はｍｓ］ではな
い場合（ＵＬ－ＤＬ構成＃０、＃６）、一つのＵＬ ＨＡＲＱプロセスは（一つの固定さ
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れたＵＬ ＳＦタイミングではない）、複数のＵＬ ＳＦタイミングを（ホップしながら）
使用する。例えば、ＵＬ－ＤＬ構成＃６の場合、一つのＵＬ ＨＡＲＱプロセスにおいて
ＰＵＳＣＨ送信タイミングは、次のとおりである：ＳＦ＃２：ＰＵＳＣＨ⇒ＳＦ＃１３：
ＰＵＳＣＨ（ＲＴＴ：１１ＳＦｓ）⇒ＳＦ＃２４：ＰＵＳＣＨ（ＲＴＴ：１１ＳＦｓ）⇒
ＳＦ＃３７：ＰＵＳＣＨ（ＲＴＴ：１３ＳＦｓ）⇒ＳＦ＃４８：ＰＵＳＣＨ（ＲＴＴ：１
１ＳＦｓ）⇒ＳＦ＃５２：ＰＵＳＣＨ（ＲＴＴ：１４ＳＦｓ）。
【００８６】
【表１０】

【００８７】
　ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成が＃１～６であり、普通のＨＡＲＱ動作時、ＵＬ許可ＰＤＣＣ
Ｈ及び／又はＰＨＩＣＨがサブフレームｎで検出されると、端末は、ＰＤＣＣＨ及び／又
はＰＨＩＣＨ情報によって、サブフレームｎ＋ｋ（表５参照）で、対応するＰＵＳＣＨ信
号を送信する。
【００８８】
　ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成が＃０であり、普通のＨＡＲＱ動作時、ＵＬ ＤＣＩ許可ＰＤＣ
ＣＨ及び／又はＰＨＩＣＨがサブフレームｎで検出される場合、端末のＰＵＳＣＨ送信タ
イミングは条件によって変わる。まず、ＤＣＩ内のＵＬインデクスのＭＳＢ（Ｍｏｓｔ　
Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉｔ）が１であったり、又はＰＨＩＣＨがサブフレーム＃０
又は＃５でＩPHICH＝０に対応するリソースを通じて受信されたりした場合に、端末は、
サブフレームｎ＋ｋ（表５参照）で、対応するＰＵＳＣＨ信号を送信する。次に、ＤＣＩ
内のＵＬインデクスの最小ビット（ＬＳＢ）が１であったり、又はＰＨＩＣＨがサブフレ
ーム＃０又は＃５でＩPHICH＝１に対応するリソースを通じて受信されたり、又はＰＨＩ
ＣＨがサブフレーム＃１又は＃６で受信されたりした場合に、端末は、サブフレームｎ＋
７で、対応するＰＵＳＣＨ信号を送信する。次に、ＤＣＩ内のＭＳＢとＬＳＢがすべてセ
ッティングされた場合、端末は、サブフレームｎ＋ｋ（表５参照）及びサブフレームｎ＋
７で、対応するＰＵＳＣＨ信号を送信する。
【００８９】
　図１１は、ＵＬ－ＤＬ構成＃１が設定された場合の同期式ＵＬ ＨＡＲＱプロセスを例
示する。ボックス内の数字はＵＬ ＨＡＲＱプロセス番号を例示する。本例は、普通のＵ
Ｌ ＨＡＲＱプロセスを示す。図１１を参照すると、ＨＡＲＱプロセス＃１は、ＳＦ＃２
、ＳＦ＃６、ＳＦ＃１２、ＳＦ＃１６に関与する。例えば、初期ＰＵＳＣＨ信号（例えば
、ＲＶ＝０）がＳＦ＃２で送信された場合、対応するＵＬ許可ＰＤＣＣＨ及び／又はＰＨ
ＩＣＨはＳＦ＃６で受信され、対応する（再送信）ＰＵＳＣＨ信号（例えば、ＲＶ＝２）
がＳＦ＃１２で送信することができる。したがって、ＵＬ－ＤＬ構成＃１の場合、ＲＴＴ
が１０ＳＦｓ（又は１０ｍｓ）である４個のＵＬ ＨＡＲＱプロセスが存在する。
【００９０】
　図１２は、搬送波集約（ＣＡ）通信システムを例示する。ＬＴＥ－Ａシステムは、より
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広い周波数帯域のために複数のアップ／ダウンリンク周波数ブロックを束ねて、より大き
いアップ／ダウンリンク帯域幅を使用する搬送波集約（又は帯域幅集約）技術を用いる。
各周波数ブロックは、成分搬送波（ＣＣ）を用いて送信される。成分搬送波は、該当の周
波数ブロックのための搬送波周波数（又は中心搬送波、中心周波数）と理解してもよい。
【００９１】
　図１２を参照すると、複数のアップ／ダウンリンク成分搬送波を束ねて、より広いアッ
プ／ダウンリンク帯域幅をサポートすることができる。それぞれのＣＣは、周波数領域に
おいて互いに隣接してもよいし、隣接しなくてもよい。各成分搬送波の帯域幅は、独立し
て定めてもよい。ＵＬ ＣＣの個数とＤＬ ＣＣの個数とが異なる非対称搬送波集約も可能
である。例えば、２個のＤＬ ＣＣ、１個のＵＬ ＣＣの場合には、２：１で対応するよう
に構成することができる。ＤＬ ＣＣ／ＵＬ ＣＣリンクは、システムに固定されていても
よく、半静的に構成されてもよい。また、システム全体帯域がＮ個のＣＣで構成されてい
ても、特定端末が監視／受信することができる周波数帯域をＭ（＜Ｎ）個のＣＣに限定し
得る。搬送波集約に関する様々なパラメータは、セル特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
）、端末グループ特定（ＵＥ　ｇｒｏｕｐ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）又は端末特定（ＵＥ－ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃ）方式で設定することができる。一方、制御情報は、特定ＣＣを通じてだ
け送受信されるように設定することができる。このような特定ＣＣを１次ＣＣ（Ｐｒｉｍ
ａｒｙ　ＣＣ、ＰＣＣ）と称し、残りのＣＣを２次ＣＣ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ、Ｓ
ＣＣ）と称することができる。
【００９２】
　ＬＴＥ－Ａは、無線リソースを管理するためにセルの概念を使用する。セルは、ダウン
リンクリソースとアップリンクリソースとの組合せで規定され、アップリンクリソースは
必修要素ではない。したがって、セルは、ダウンリンクリソース単独で、又はダウンリン
クリソースとアップリンクリソースとで構成してもよい。搬送波集約がサポートされる場
合に、ダウンリンクリソースの搬送波周波数（又は、ＤＬ ＣＣ）とアップリンクリソー
スの搬送波周波数（又は、ＵＬ ＣＣ）との間の結合（ｌｉｎｋａｇｅ）はシステム情報
によって指示可能である。１次周波数（又はＰＣＣ）上で動作するセルを１次セル（ＰＣ
ｅｌｌ）と称し、２次周波数（又はＳＣＣ）上で動作するセルを２次セル（ＳＣｅｌｌ）
と称することができる。ＰＣｅｌｌは、端末が初期接続設定過程を行ったり、接続再設定
過程を行ったりするために使用される。ＰＣｅｌｌは、制御信号が送信されるＵＬ ＣＣ
とＳＩＢ２リンクされたＤＬ ＣＣ上で動作するセルを意味することがある。また、ＰＣ
ｅｌｌは、ハンドオーバ過程で指示されたセルを意味することもある。ＳＣｅｌｌは、Ｒ
ＲＣ接続が設定された後に構成可能であり、追加の無線リソースを提供するために使用す
ることができる。ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌは、サービス提供セルと総称することができ
る。したがって、ＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるが、搬送波集約が設定されてい
ないか、搬送波集約をサポートしない端末の場合は、ＰＣｅｌｌだけで構成されたサービ
ス提供セルが一つだけ存在する。反面、ＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあり、搬送波
集約が設定された端末の場合は、一つ以上のサービス提供セルが存在し、全体サービス提
供セルにはＰＣｅｌｌ及び全体ＳＣｅｌｌが含まれる。搬送波集約のために、ネットワー
クは、初期保安活性化（ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）過
程が開始された後、接続設定過程で初期に構成されるＰＣｅｌｌに加えて、一つ以上のＳ
Ｃｅｌｌを、搬送波集約をサポートする端末のために構成することができる。
【００９３】
　図１３は、複数の搬送波が集約された場合のスケジュールを例示する。３個のＤＬ Ｃ
Ｃが集約されたと仮定する。ＤＬ ＣＣ ＡがＰＤＣＣＨ ＣＣに設定されたと仮定する。
ＤＬ ＣＣＡ～Ｃは、サービス提供ＣＣ、サービス提供搬送波、サービス提供セルなどと
呼ぶことができる。搬送波指示子フィールド（ＣＩＦ）が無効化されると、それぞれのＤ
Ｌ ＣＣは、ＬＴＥ ＰＤＣＣＨ規則に従ってＣＩＦなしに自身のＰＤＳＣＨをスケジュー
ルするＰＤＣＣＨだけを送信することができる（非相互ＣＣスケジュール）。反面、端末
特定（又は端末グループ特定、又はセル特定）上位層信号通知によってＣＩＦが有効化さ
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れると、特定ＣＣ（例えば、ＤＬ ＣＣ Ａ）は、ＣＩＦを用いて、ＤＬ ＣＣ ＡのＰＤＳ
ＣＨをスケジュールするＰＤＣＣＨだけでなく、他のＣＣのＰＤＳＣＨをスケジュールす
るＰＤＣＣＨも送信することができる（クロスＣＣスケジュール）。反面、ＤＬ ＣＣ Ｂ
／ＣではＰＤＣＣＨが送信されない。
【００９４】
　ＰＤＣＣＨ送信に使用される特定ＣＣ（又はセル）をスケジュールＣＣ（又はセル）と
呼ぶ。スケジュールＣＣ（又はセル）は、監視ＣＣ（ＭＣＣ）（又はセル）と混用するこ
とができる。逆に、他のＣＣのＰＤＣＣＨによってＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨがスケジュー
ルされるＣＣ（又は、セル）を、被スケジュール（ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ）ＣＣ（又はセル
）と呼ぶ。一つの端末に一つ以上のスケジュールＣＣを設定することができ、このうち一
つのスケジュールＣＣがＤＬ制御信号通知及びＵＬ ＰＵＣＣＨ送信を専担するように設
定することができる。すなわち、スケジュールＣＣはＰＣＣを含み、スケジュールＣＣが
一つだけ存在する場合、スケジュールＣＣはＰＣＣと等価である。便宜上、以下、スケジ
ュールＣＣ／被スケジュールＣＣは、ＭＣＣ／ＳＣＣと呼ぶことがある。
【００９５】
　現在、クロスＣＣスケジュールが設定された場合、信号が送信されるＣＣは、信号の種
類によって、次のように規定されている。
【００９６】
　－ＰＤＣＣＨ（ＵＬ／ＤＬ許可）：スケジュールＣＣ（又はＭＣＣ）
【００９７】
　－ＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ：スケジュールＣＣで検出されたＰＤＣＣＨのＣＩＦが指示
するＣＣ
【００９８】
　-ＤＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（例えば、ＰＨＩＣＨ）：スケジュールＣＣ（又はＭＣＣ）（
例えば、ＤＬ ＰＣＣ）
【００９９】
　-ＵＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（例えば、ＰＵＣＣＨ）：ＵＬ ＰＣＣ
【０１００】
　従来のＣＡ ＴＤＤシステムでは、集約されたＣＣがすべて同一のＵＬ－ＤＬ構成を有
する場合だけを考慮している。この場合、すべてのＣＣにおいてＤＬ／ＵＬサブフレーム
タイミングが同一であるので、図５乃至図１０を参照して説明した単一セル状況でのＴＤ
Ｄ信号送信タイミングをそのまま活用することができる。しかし、最近、ＣＣ別ＵＬ／Ｄ
Ｌ負荷の違い及びＣＣ別チャネル状態の違いを考慮して、ＣＣ別にＵＬ－ＤＬ構成を独立
して設定する方法が議論中にある。しかし、クロスＣＣスケジュールが適用される状況で
、複数のＣＣが互いに異なるＵＬ－ＤＬ構成を有する場合、ＣＣごとに利用可能なＤＬ／
ＵＬサブフレームの位置が異なるため、信号送受信において問題が生じ得る。また、その
ため、未だ規定されていない新しいＵＬ／ＤＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング及び／又は
ＵＬ／ＤＬ許可タイミングなどを規定しなければならないことがある。
【０１０１】
　上述した問題を解決するために、以下、図面を参照して、ＣＡ及びＴＤＤをサポートす
るシステムにおいて信号送信タイミング（例えば、ＵＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミン
グ、ＵＬ許可送信タイミング、ＤＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミング）の設定方法につ
いて提案する。また、信号送信タイミングの設定によるＵＬ ＨＡＲＱプロセスの構成方
法について提案する。便宜上、以下、ＵＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫを簡単にＡＣＫ／ＮＡＣＫ
と呼び、ＵＬ許可をＵＧと呼び、ＤＬ ＡＣＫ／ＮＡＣＫをＰＨＩＣＨと呼ぶことがある
。
【０１０２】
　ここで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングは、特定Ｄを通じて受信されたＤＬデータ（例え
ば、ＰＤＳＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信できるように設定されたＵを意味した
り、ＤＬデータが受信されたＤとＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信されるＵとの間の時間間隔を意
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味したりすることができる。ＵＧタイミングは、特定Ｕを通じて送信されるＵＬデータ（
例えば、ＰＵＳＣＨ）をスケジュールするＵＧが受信され得るように設定されたＤを意味
したり、ＵＧが受信されたＤとＵＬデータが送信されるＵとの間の時間間隔を意味したり
することができる。ＰＨＩＣＨタイミングは、特定Ｕを通じて送信されたＵＬデータ（例
えば、ＰＵＳＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（例えば、ＰＨＩＣＨ）を受信できるよう
に設定されたＤを意味したり、ＵＬデータが送信されたＵとＡＣＫ／ＮＡＣＫが受信され
るＤとの間の時間間隔を意味したりすることができる。また、特定ＣＣ又は特定ＵＤ－ｃ
ｆｇに設定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングは、例えば、表４のタイミングを意味する
。特定ＣＣ又は特定ＵＤ－ｃｆｇに設定されたＵＧタイミングは、例えば、表５のタイミ
ングを意味する。特定ＣＣ又は特定ＵＤ－ｃｆｇに設定されたＰＨＩＣＨタイミングは、
例えば、表６～７のタイミングを意味する。
【０１０３】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫの場合、以下の提案方法を、非クロスＣＣスケジュール及びクロスＣ
Ｃにかかわらず適用することができる。反面、ＵＧ又はＰＨＩＣＨの場合、以下の提案方
法は、クロスＣＣスケジュールモードが設定された場合、又は実際にクロスＣＣスケジュ
ールが行われる場合に限って適用することができる。例えば、クロスＣＣスケジュールモ
ードが設定されても、スケジュールＣＣが自身だけをスケジュールしている場合（すなわ
ち、非クロスＣＣスケジュール）には、以下の提案方法が適用されないことがある。この
場合、スケジュールＣＣに設定された既存のＴＤＤ信号送信タイミングを適用することが
できる。
【０１０４】
　以下では、発明の理解を助けるために、ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング設定の場合には、
互いに異なるＵＬ－ＤＬ構成を有する１個のＰＣＣと１個のＳＣＣとの搬送波集約を仮定
する。また、ＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング設定の場合には、互いに異なるＵＬ－ＤＬ構
成を有する１個のＭＣＣと１個のＳＣＣとの搬送波集約を仮定する。しかし、下記の提案
方法は、互いに異なるＵＬ－ＤＬ構成を有する複数のＳＣＣのそれぞれを対象として適用
可能である。例えば、ＰＣＣ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング設定の場合）又はＭＣＣ（Ｕ
Ｇ又はＰＨＩＣＨタイミング設定の場合）と異なるＵＬ－ＤＬ構成を有する複数のＳＣＣ
がある場合、各ＳＣＣ及びＰＣＣ、又は各ＳＣＣ及びＭＣＣに対して個別的に下記の提案
方式を適用することができる。
【０１０５】
　以下では、ＤはＤＬ ＳＦ、Ｓは特別ＳＦ、ＵはＵＬ ＳＦを意味する。Ｓは、Ｄ又はＵ
として使用され、別に言及しない限りＤとして使用されると仮定する。また、ＳＦ又はｍ
ｓ単位は、送信時間間隔（ＴＴＩ）と総称することができる。また、ＣＣはセル（又はサ
ービス提供セル）と混用し、ＰＣＣはＰＣｅｌｌと混用し、ＳＣＣはＳＣｅｌｌと混用で
きる。
【０１０６】
　以下の説明で、信号送受信過程は、実施主体が端末である場合を中心に記述する。実施
主体が基地局（又はリレー）として与えられる場合には、以下の説明で、信号送受信の方
向だけが変わるだけで、同一の内容を適用することができる。
【０１０７】
　実施例１：信号送受信タイミング設定
【０１０８】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング－方法１－１
【０１０９】
　異なるＵＬ－ＤＬ構成を有するＰＣＣとＳＣＣとが集約された場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
タイミング設定規則を次のように考慮することができる。本方法は、クロスＣＣスケジュ
ール時に、クロスＳＦスケジュール動作を含むことができる。ここで、クロスＳＦスケジ
ュールは、ＤＬ ＳＦ＃ｎで、ＤＬ ＳＦ＃（ｎ＋ｋ）（ｋ＞０）を通じて送信されるＤＬ
データをスケジュールすることを意味する。
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【０１１０】
　・ＰＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１１１】
　　ＰＣＣのＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することができる。
【０１１２】
　－複数ＣＣ⇒単一ＣＣへの（又は、逆に）再設定（ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）
のときに、少なくともＰＣＣのＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングに対しては基地局と端末との
間の不一致（ｍｉｓａｌｉｇｎｍｅｎｔ）を防止することができる。
【０１１３】
　・ＳＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１１４】
　　まず、全体ＵＬ－ＤＬ構成（例えば、表１）のうち、ＰＣＣ及びＳＣＣがすべてＵで
あるＳＦ（ｓ）がすべてＵに設定されたＵＬ－ＤＬ構成を選択することができる。次に、
該当のＵＬ－ＤＬ構成のうち、Ｕの個数が最も少ない（等価的に、Ｄの個数が最も多い）
ＵＬ－ＤＬ構成を選択し、ここに、設定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用するこ
とができる。等価的に、全体ＵＬ－ＤＬ構成のうち、ＰＣＣ又はＳＣＣがＤであるＳＦ（
ｓ）がすべてＤに設定されたＵＬ－ＤＬ構成を選択することができる。次に、該当のＵＬ
－ＤＬ構成のうち、Ｄの個数が最も少ない（等価的に、Ｕの個数が最も多い）ＵＬ－ＤＬ
構成（以下、“ＤＬユニオン”）を選択し、ここに、設定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミ
ング（以下、“共通のＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング”）を適用することができる。
【０１１５】
　　－ＤＬユニオンの場合、ＳＣＣのすべてのＤに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングが
、ＰＣＣのＵに設定され得るようにＤ／Ｕが設定されている。
【０１１６】
　　－好ましくは、ＤＬユニオンにおいて、ＳＣＣのＤとＳＦタイミングが一致するＤに
対するＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングだけを選んで適用することができる。
【０１１７】
　・ＰＣＣ及びＳＣＣを通じて受信されるすべてのＤＬデータに対して共通のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫタイミングを適用することができる。
【０１１８】
　図１４及び図１５は、本実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングの設定方法を例示す
る。便宜上、ＰＣＣとＭＣＣが同一のＣＣであると仮定し、これらをすべてＰＣＣと表示
する。また、ＵＬ－ＤＬ構成をＵＤ－ｃｆｇと表示する。
【０１１９】
　図１４は、ＰＣＣとＳＣＣがそれぞれＵＤ－ｃｆｇ＃３，＃６である場合を示す。この
場合、方法１－１を適用すると、次のとおりである。
【０１２０】
　・ＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１２１】
　　ＰＣＣ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃３）のＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用するこ
とができる。
【０１２２】
　・ＳＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１２３】
　　ＰＣＣとＳＣＣがすべてＵであるＳＦ（すなわち、ＳＦ＃２、３、４）がすべてＵに
設定されているＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃０、＃３、＃６）のうち、Ｕの
個数が最も少ないＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃３）（＊）に設定されたＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫタイミングを適用することができる（図１４（ａ））。等価で、ＰＣＣ又は
ＳＣＣがＤであるＳＦ（ｓ）（すなわち、ＳＦ＃０、１、５、６、７、８、９）がすべて
Ｄに設定されているＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃３、＃４、＃５）のうち、
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Ｄの個数が最も少ないＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃３）（*）に設定された
ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することができる（図１４（ｂ））。
【０１２４】
　図１５は、ＰＣＣとＳＣＣがそれぞれＵＤ－ｃｆｇ＃２，＃４である場合を示し、この
場合、方法１－１を適用すると、次のとおりである。
【０１２５】
　・ＰＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１２６】
　　ＰＣＣ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃２）のＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用するこ
とができる。
【０１２７】
　・ＳＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１２８】
　　ＰＣＣとＳＣＣがすべてＵであるＳＦ（ｓ）（すなわち、ＳＦ＃２）がすべてＵに設
定されたＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃０～６）のうち、Ｕの個数が最も少な
いＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃５）（＊）に設定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫタ
イミングを適用することができる（図１５（ａ））。等価で、ＰＣＣ又はＳＣＣがＤであ
るＳＦ（ｓ）（すなわち、ＳＦ＃０、１、３～９）がすべてＤに設定されているＵＤ－ｃ
ｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃５）のうち、Ｄの個数が最も少ないＵＤ－ｃｆｇ（すな
わち、ＵＤ－ｃｆｇ＃５）（＊）に設定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用するこ
とができる（図１５（ｂ））。
【０１２９】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング－方法１－２
【０１３０】
　互いに異なるＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成を有する複数のＣＣ（例えば、ＰＣＣ、ＭＣＣ、
ＳＣＣ、ＰＣＣ（＝ＭＣＣ）、ＳＣＣ）が集約された場合、クロスＣＣスケジュール時に
、追加のクロスＳＦスケジュール動作を導入しないために、次のようなＡＣＫ／ＮＡＣＫ
タイミング設定規則を考慮することができる。
【０１３１】
　［Ａｌｔ ０］
【０１３２】
　・ＰＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１３３】
　　ＰＣＣのＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することができる。
【０１３４】
　・ＳＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１３５】
　　非クロスＣＣスケジュール：ＰＣＣとＳＣＣのＤＬユニオン（方法１－１）に設定さ
れたＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することができる。
【０１３６】
　　クロスＣＣスケジュール：ＳＣＣ又は該当のＳＣＣをクロス－ＣＣスケジュールする
ように設定されたＭＣＣがＵに設定されたＳＦがすべてＵであり、これを除いた残りのＳ
Ｆ（すなわち、該当の２個のＣＣがすべてＤに設定されたＳＦ）がすべてＤに設定される
仮想のＵＬ－ＤＬ構成を“ＵＬＵ－ｃｆｇ”と定義する。最終的に、ＰＣＣと該当のＵＬ
Ｕ－ｃｆｇのＤＬユニオンに設定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することがで
きる。
【０１３７】
　・ＳＣＣをクロス－ＣＣスケジュールするように設定されたＭＣＣがＵで、該当のＳＣ
ＣがＤであるＳＦ（以下、衝突ＳＦ）では、該当のＳＣＣのＤに対するスケジュールをあ
きらめることができる。この場合、端末は、衝突ＳＦでＳＣＣに対するＤＬ許可ＤＣＩフ
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ォーマットを受信するための過程（例えば、探索空間監視、ＰＤＣＣＨ候補に対するブラ
インド復号）を省略できる。
【０１３８】
　［Ａｌｔ １］
【０１３９】
　・ＰＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１４０】
　　ＰＣＣのＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することができる。
【０１４１】
　・ＳＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１４２】
　　非クロスＣＣスケジュール：ＰＣＣとＳＣＣのＤＬユニオンに設定されたＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫタイミングを適用することができる。
【０１４３】
　　クロスＣＣスケジュール：ＳＣＣをクロスＣＣスケジュールするように設定されたＭ
ＣＣとＰＣＣのＤＬユニオンに設定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することが
できる。
【０１４４】
　・該当のＳＣＣをクロスＣＣスケジュールするように設定されたＭＣＣがＵで、該当の
ＳＣＣがＤである衝突ＳＦで、該当のＳＣＣのＤに対するスケジュールをあきらめること
ができる。この場合、端末は、衝突ＳＦで、ＳＣＣに対するＤＬ許可ＤＣＩフォーマット
を受信するための過程（例えば、探索空間監視、ＰＤＣＣＨ候補に対するブラインド復号
）を省略できる。
【０１４５】
　[Ａｌｔ ２]
【０１４６】
　・ＰＣＣを通じて送信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１４７】
　　ＰＣＣのＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することができる。
【０１４８】
　・ＳＣＣを通じて送信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１４９】
　　非クロスＣＣスケジュール：ＰＣＣとＳＣＣのＤＬユニオンに設定されたＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫタイミングを適用することができる。
【０１５０】
　　クロスＣＣスケジュール：ＰＣＣのＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することがで
きる。
【０１５１】
　・ＰＣＣ又はＳＣＣをクロス－ＣＣスケジュールするように設定されたＭＣＣがＵで、
該当のＳＣＣがＤである衝突ＳＦで、該当のＳＣＣのＤに対するスケジュールをあきらめ
ることができる。この場合、端末は、衝突ＳＦで、ＳＣＣに対するＤＬ許可ＤＣＩフォー
マットを受信するための過程（例えば、探索空間監視、ＰＤＣＣＨ候補に対するブライン
ド復号）を省略できる。
【０１５２】
　上述した方法１－１、１－２（又は、その他の方式）を適用してＡＣＫ／ＮＡＣＫタイ
ミングを設定する場合、送信対象になるＡＣＫ／ＮＡＣＫビット／数がＰＣＣのＵ別に互
いに異なるように設定され得る。この場合、効率的なＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信リソースの使
用のために、ＰＣＣの各Ｕを通じて送信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して、互いに異なる
ＰＵＣＣＨリソース／フォーマット（例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂ、ＰＵ
ＣＣＨフォーマット３）及び／又は互いに異なる送信方式（例えば、マルチ－ビットＡＣ
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Ｋ／ＮＡＣＫ符号化、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ選択）を設定／適用することを考慮することがで
きる。
【０１５３】
　例えば、ＰＣＣの特定Ｕ（例えば、ＰＣＣ－Ｕ１）を通じてはＰＣＣ及びＳＣＣの両方
に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが同時に送信されるように設定される一方、ＰＣＣの他の特定
Ｕ（例えば、ＰＣＣ－Ｕ２）を通じてはＰＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫだけが送信され
るように設定され得る。このとき、ＰＣＣ-Ｕ１及びＰＣＣ-Ｕ２を通じて送信されるＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫに対して、互いに異なるＰＵＣＣＨリソース及び／又は互いに異なる送信方
式（例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット）を適用することを考慮することができる。具体的
には、ＰＣＣ－Ｕ１を通じて送信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫに対しては、明示的ＰＵＣＣＨ
リソース（例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット３）を使用するマルチ－ビットＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ符号化方式を適用し、ＰＣＣ－Ｕ２を通じて送信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫに対しては
、暗黙ＰＵＣＣＨリソース（例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂ）を使用するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ選択方式を適用することができる。すなわち、ＰＣＣの特定Ｕを通じてＮ
個（例えば、Ｎ＝２）以上のＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信されるように設定され
る場合と、Ｎ個未満のＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信されるように設定される場合
とに分けて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信のためのＰＵＣＣＨフォーマット、リソース割当方
式を変更することができる。
【０１５４】
　図１６は、上記の提案方式によるＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する過程を例示する。図１６
を参照すると、端末は、ＤＬデータ（例えば、ＰＤＳＣＨ）を受信した後に、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報を生成する（Ｓ１６０２）。その後、端末は、サブフレーム＃ｎでＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報を送信するためにＰＵＣＣＨリソース割当過程を行う（Ｓ１６０４）。ここで
、ＰＵＣＣＨリソース割当過程は、サブフレーム＃ｎで何個（Ｎ）のＣＣに対するＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報が送信されるように設定されているかを考慮して決定される。例えば、Ｎ
が１である場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂ（暗黙的
リソース）を通じて送信できる（Ｓ１６０６）。一方、Ｎが２以上である場合、ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報は、ＰＵＣＣＨフォーマット３（明示的リソース）を通じて送信できる（Ｓ
１６０６）。
【０１５５】
　ＵＬ許可（ＵＧ）又はＰＨＩＣＨタイミング－方法１－３
【０１５６】
　互いに異なるＵＬ－ＤＬ構成を有するＭＣＣとＳＣＣとが集約された場合、ＵＧ又はＰ
ＨＩＣＨタイミングの設定規則を、次のように考慮することができる。
【０１５７】
　・ＭＣＣを通じて送信されるＵＬデータに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０１５８】
　　ＭＣＣのＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用することができる。
【０１５９】
　　クロスＣＣスケジュールモードから非クロスＣＣスケジュールモードへの（又は、逆
に）再設定時に、少なくともＭＣＣのＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングに対しては基地局と
端末間に不一致を防止することができる。
【０１６０】
　・ＳＣＣを通じて送信されるＵＬデータに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０１６１】
　　まず、全体ＵＬ－ＤＬ構成のうち、ＭＣＣ又はＳＣＣがＵであるＳＦ（ｓ）がすべて
Ｕに設定されたＵＬ－ＤＬ構成を選択することができる。次に、該当のＵＬ－ＤＬ構成の
うち、Ｕの個数が最も少ない（等価的に、Ｄの個数が最も多い）ＵＬ－ＤＬ構成（以下、
“ＵＬユニオン”）を選択し、ここに、設定されたＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング（以下
、“共通ＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング”）を適用することができる。
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【０１６２】
　　－ＵＬユニオンの場合、ＳＣＣのすべてのＵに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング
がＭＣＣのＤに設定可能なようににＤ／Ｕが設定されている。
【０１６３】
　　－好ましくは、ＵＬユニオンにおいて、ＳＣＣのＵとＳＦタイミングが一致するＵに
対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングだけを選んで適用することができる。
【０１６４】
　・ＭＣＣ及びＳＣＣを通じて送信されるすべてのＵＬデータに対して、共通のＵＧ又は
ＰＨＩＣＨタイミングを適用することができる。
【０１６５】
　方法１－３（又は、その他の方式）を適用してＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定す
る場合、ＭＣＣ単独で動作するときにはＵＧ又はＰＨＩＣＨを送信できるように設定され
ていないＭＣＣの特定Ｄ（例えば、ＭＣＣ－Ｄ１）を、ＭＣＣ／ＳＣＣの特定ＵでのＰＵ
ＳＣＨ送信に対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングに設定することができる。便宜上、Ｍ
ＣＣ－Ｄ１にＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングが設定されたＭＣＣ／ＳＣＣのＵを、孤児Ｕ
と呼ぶ。ここで、ＭＣＣ－Ｄ１は、表１、表６及び表７を参照して確認することができる
。この場合、孤児Ｕ（又は、孤児Ｕを含むＣＣに設定されたすべてのＵ）は（ＰＨＩＣＨ
ベースのＨＡＲＱプロセスを伴わずに）一時的なＵＧにだけ依存する一過性のＰＵＳＣＨ
スケジュール／送信の用途に使用することができる。ここで、一過性のＰＵＳＣＨ送信は
、ＰＨＩＣＨはいなくてもＨＡＲＱプロセスは伴われるが、非適応的再送信なしに、ＵＬ
許可ベースの（適応的）再送信だけを運用することを意味する。例えば、一過性のＰＵＳ
ＣＨ送信は（ＰＨＩＣＨベースのＨＡＲＱプロセスを伴わない）ＵＬデータ、及び／又は
ＵＣＩ（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及び／又はＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩなど）を搬送するた
めに使用することができる。又は、孤児Ｕ（又は、孤児Ｕを含むＣＣに設定されたすべて
のＵ）に対してはＰＵＳＣＨスケジュール／送信を制限し、他の用途（例えば、ＰＵＣＣ
Ｈ及び／又はＳＲＳ及び／又はＰＲＡＣＨ送信だけ許容）に使用する方法を考慮すること
ができる。この場合、端末は、孤児Ｕに対応するＭＣＣのＤ（すなわち、ＭＣＣ－Ｄ１）
でＵＬ許可ＤＣＩフォーマットを受信するための過程（例えば、探索空間監視、ＰＤＣＣ
Ｈ候補に対するブラインド復号）を省略できる。
【０１６６】
　図１７及び図１８は、本実施例に係るＵＧ／ＰＨＩＣＨタイミングの設定方法を例示す
る。便宜上、ＰＣＣとＭＣＣが同一のＣＣであると仮定し、これらをすべてＰＣＣと表示
する。また、ＵＬ－ＤＬ構成をＵＤ－ｃｆｇと表示する。
【０１６７】
　図１７は、ＰＣＣとＳＣＣがそれぞれＵＤ－ｃｆｇ＃３、＃６である場合を示す。この
場合、前記提案方法を適用すると、次のとおりである。
【０１６８】
　・ＰＣＣを通じて送信されるＵＬデータに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０１６９】
　　ＰＣＣ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃３）のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用する
ことができる。
【０１７０】
　・ＳＣＣを通じて送信されるＵＬデータに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０１７１】
　　ＰＣＣ又はＳＣＣがＵであるＳＦ（ｓ）（すなわち、ＳＦ＃２、＃３、＃４、＃７、
＃８）がすべてＵに設定されたＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃０、＃６）のう
ち、Ｕの個数が最も少ないＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃６）（*）に設定さ
れたＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用することができる。
【０１７２】
　図１８は、ＰＣＣとＳＣＣがそれぞれＵＤ－ｃｆｇ＃２、＃４である場合を示し、この
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場合、上記の提案方法を適用すると、次のとおりである。
【０１７３】
　・ＰＣＣを通じて送信されるＵＬデータに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０１７４】
　　ＰＣＣ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃２）のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用する
ことができる。
【０１７５】
　・ＳＣＣを通じて送信されるＵＬデータに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０１７６】
　　ＰＣＣ又はＳＣＣがＵであるＳＦ（ｓ）（すなわち、ＳＦ＃２、３、７）がすべてＵ
に設定されたＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃０、＃１、＃６）のうち、Ｕの個
数が最も少ないＵＤ－ｃｆｇ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ＃１）（＊）に設定されたＵＧ又
はＰＨＩＣＨタイミングを適用することができる。
【０１７７】
　実施例２：信号送受信タイミング設定
【０１７８】
　実施例１の方法を適用すると、ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング、ＵＧタイミング、ＰＨＩ
ＣＨタイミングは、集約されたＣＣ（例えば、ＰＣＣ及びＳＣＣ）に設定されていない他
のＵＤ－ｃｆｇによって決定可能である。しかし、Ｄ又はＵを基準に、ＰＣＣのＵＤ－ｃ
ｆｇとＳＣＣのＵＤ－ｃｆｇのいずれか一方が他方に含まれる場合（すなわち、入れ子（
ｎｅｓｔｅｄ）構造）に、実施例１の方法を適用すると、ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング、
ＵＧタイミング、ＰＨＩＣＨタイミングは、ＰＣＣ又はＳＣＣのＵＤ－ｃｆｇに設定され
たタイミングに従うようになる。したがって、複数のＣＣが集約され、これらのＵＤ－ｃ
ｆｇが入れ子関係にある場合、実施例１のタイミング設定過程をより単純化することがで
きる。
【０１７９】
　具体的に、図１９で陰影部分に該当するＣＡ組合せ（ＵＤ－ｃｆｇ＃１と＃３のＣＡ、
ＵＤ－ｃｆｇ＃２と＃３のＣＡ、ＵＤ－ｃｆｇ＃２と＃４のＣＡ）に対してだけ実施例１
を適用し、残りのＣＡ組合せに対しては、下記の提案方法を適用することができる。
【０１８０】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング－方法２－１
【０１８１】
　・ＰＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１８２】
　　ＰＣＣに設定されているＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングをそのまま適用することができ
る。
【０１８３】
　・ＳＣＣを通じて受信されるＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
【０１８４】
　　ＰＣＣとＳＣＣのうち、Ｕの個数が更に少ない（等価的に、Ｄの個数が更に多い）Ｃ
Ｃに設定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング（すなわち、“共通のＡＣＫ／ＮＡＣＫタイ
ミング”）を適用することができる。
【０１８５】
　　－好ましくは、前記選択されたＣＣのＵＤ－ｃｆｇにおいて、ＳＣＣのＤとＳＦタイ
ミングが一致するＤに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングだけを選んで適用することがで
きる。
【０１８６】
　・ＰＣＣ及びＳＣＣを通じて受信されるすべてのＤＬデータに共通して、前記決定され
た共通のＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングを適用することができる。
【０１８７】
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　ＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング－方法２－２
【０１８８】
　・ＭＣＣを通じて送信されたＵＬデータに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０１８９】
　　ＭＣＣのＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用することができる。
【０１９０】
　・ＳＣＣを通じて送信されたＵＬデータに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０１９１】
　　ＭＣＣ及びＳＣＣのうち、Ｕの個数が更に多い（等価的に、Ｄの個数が更に少ない）
ＣＣに設定されたＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング（すなわち、“共通のＵＧ又はＰＨＩＣ
Ｈタイミング”）を適用することができる。
【０１９２】
　　－好ましくは、前記選択されたＣＣのＵＤ－ｃｆｇにおいて、ＳＣＣのＵとＳＦタイ
ミングが一致するＵに対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングだけを選んで適用することが
できる。
【０１９３】
　・ＭＣＣ及びＳＣＣでのすべてのＵＬデータ送信に共通して、前記決定された共通のＵ
Ｇ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用することができる。
【０１９４】
　実施例３：信号送受信タイミング及びＵＬ ＨＡＲＱプロセス
【０１９５】
　表８を参照して説明したように、ＴＤＤの場合、ＵＬ－ＤＬ構成別にＵＬ ＳＦの数が
異なるように規定されており、これに基づくＵＬ ＨＡＲＱプロセスの個数及びＵＬ ＨＡ
ＲＱ ＲＴＴもＵＬ－ＤＬ構成によって異なるように設定可能である。
【０１９６】
　一方、実施例１、２のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング割当方式を適用する場合、特定Ｍ
ＣＣ／ＳＣＣの組合せでは、ＭＣＣ／ＳＣＣ自体に設定されているＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴ
とは異なるＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴを有するＵＤ－ｃｆｇのＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング
を適用する場合が発生し得る。例えば、ＭＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃６で、ＳＣＣが（１０Ｓ
Ｆｓ又は１０ｍｓのＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴを有する）ＵＤ－ｃｆｇ＃１であると仮定する
。この場合、実施例１、２の提案方式を適用すると、ＳＣＣ Ｕに対して、ＵＤ－ｃｆｇ
＃６に設定されたＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング及び（１０ＳＦｓ又は１０ｍｓではない
）ＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴが適用されるので、全体ＵＬ ＨＡＲＱタイミング設定に問題が
発生することがある。
【０１９７】
　図２０は、実施例１、２のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング割当方式を適用するときに、
ＵＬ ＨＡＲＱタイミング設定に問題が発生するＣＡ組合せを例示する。同図において陰
影部分がＵＬ ＨＡＲＱタイミング設定に問題が発生するＣＡ組合せを示す。便宜上、陰
影に該当するＭＣＣ／ＳＣＣの組合せを適用不能ＭＳコーム（ｎｏｎ－ａｐｐｌｉｃａｂ
ｌｅ　ＭＣＣ／ＳＣＣ－ｃｏｍｂ）と呼び、残りのＭＣＣ／ＳＣＣの組合せを適用可能Ｍ
Ｓコームと呼ぶ。図２０（ａ）は、ＭＣＣにＭＣＣのＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適
用し、ＳＣＣに共通のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用する場合を示す。図２０（ｂ
）は、ＭＣＣとＳＣＣの両方に共通のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用する場合を示
す。
【０１９８】
　したがって、適用可能ＭＳコームに対しては、前記提案のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミン
グ設定方法をそのまま適用し、適用不能ＭＳコームに対して、次の方法を考慮することが
できる。
【０１９９】
　０）実施例１、２のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング設定方法を適用し、共通のＵＧ又は
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ＰＨＩＣＨタイミングが適用されるＣＣに限って、下記の方法３－０又は方法３－０－１
に基づいてＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴをＮ＊１０ＳＦｓ又はＮ＊１０ｍｓ（Ｎは１以上の整数
で、好ましくは、１又は２である）に転換して運営したり、
【０２００】
　１）（ＤＬ／ＵＬの両方に対して、又はＵＬに対してだけ）クロス－ＣＣスケジュール
設定を許容しなかったり、
【０２０１】
　２）（ＤＬ／ＵＬの両方に対して、又はＵＬに対してだけ）搬送波集約を許容しなかっ
たり、
【０２０２】
　３）クロス－ＣＣスケジュールが設定された場合、該当のＳＣＣに対するＵＬデータス
ケジュール／送信をあきらめたり、
【０２０３】
　４）下記の方法３－１に基づくＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング設定方法を適用したり、
【０２０４】
　５）下記の方法３－２に基づくＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング設定方法を適用したりす
ることができる。
【０２０５】
　ＨＡＲＱプロセス構成－方法３－０
【０２０６】
　・ＵＧ／ＰＨＩＣＨ⇒ＰＵＳＣＨタイミング関係（便宜上、これらの時間差をＫ ＳＦ
ｓ又はＫ ｍｓと呼ぶ）は、実施例１、２の共通のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを順守
することができる。
【０２０７】
　・ＰＵＳＣＨ⇒ＰＨＩＣＨ／ＵＧ間のタイミング関係（便宜上、これらの時間差をＬ 
ＳＦｓ又はＬ ｍｓと呼ぶ）は、ＵＧ／ＰＨＩＣＨ⇒ＰＵＳＣＨ⇒ＵＧ／ＰＨＩＣＨの所
要時間がＮ＊１０ＳＦｓ又はＮ＊１０ｍｓになるように設定することができる。Ｎは１以
上の整数で、好ましくは、１又は２である。
【０２０８】
　すなわち、Ｌ＝Ｎ＊１０－Ｋになるように設定することができる。
【０２０９】
　ＨＡＲＱプロセス構成－方法３－０－１
【０２１０】
　・ＳＦ＃ｎでのＰＵＳＣＨ送信に対して、実施例１、２の共通のＵＧ又はＰＨＩＣＨタ
イミングを適用して、ＵＧ⇒ＰＵＳＣＨタイミング関係（便宜上、これらの時間差をＫ 
ＳＦｓ又はＫ ｍｓと呼ぶ）を設定することができる。
【０２１１】
　・ＳＦ＃ｎでのＰＵＳＣＨ送信に対して、実施例１、２の共通のＵＧ又はＰＨＩＣＨタ
イミングを適用して、ＰＵＳＣＨ⇒ＰＨＩＣＨタイミング関係（便宜上、これらの時間差
をＬ ＳＦｓ又はＬ ｍｓと呼ぶ）を設定することができる。
【０２１２】
　・最終的に、Ｎ＊１０ＳＦｓ又はＮ＊１０ｍｓ間隔のＰＵＳＣＨ送信が同一のＰＵＳＣ
Ｈ ＨＡＲＱプロセスを構成するように、ＰＨＩＣＨ⇒ＵＧ間のタイミング関係を設定す
ることができる。すなわち、ＰＨＩＣＨとＵＧの時間差を（０ではない）Ｈ＝Ｎ＊１０－
Ｋ－Ｌに設定することができる。
【０２１３】
　例えば、ＳＦ＃ｎでのＰＵＳＣＨ、ＳＦ＃（ｎ＋Ｌ）でのＰＨＩＣＨ、ＳＦ＃（ｎ＋Ｌ
＋（Ｎ＊１０－Ｋ－Ｌ））＝ＳＦ＃（ｎ＋Ｎ＊１０－Ｋ）でのＵＧ、ＳＦ＃（ｎ＋Ｎ＊１
０－Ｋ＋Ｋ）＝ＳＦ＃（ｎ＋Ｎ＊１０）でのＰＵＳＣＨが同一の一つのＰＵＳＣＨ ＨＡ
ＲＱプロセスを構成するように割り当て可能である。



(31) JP 2016-154382 A 2016.8.25

10

20

30

40

50

【０２１４】
　したがって、ＰＵＳＣＨ送信の観点から見ると、端末は、ＳＦ＃（ｎ－Ｋ－（Ｎ＊１０
－Ｋ－Ｌ））=＃（ｎ－Ｋ－Ｈ）＝＃（ｎ－Ｌ）＝＃（ｎ－（Ｎ＊１０－Ｌ））のＭＣＣ
でＰＨＩＣＨを受信したり／受信し、ＳＦ＃（ｎ－Ｋ）のＭＣＣでＵＬ許可を受信したり
した場合、ＳＦ＃ｎのＳＣＣでＰＵＳＣＨを送信することができる。ＰＵＳＣＨが初期送
信であるか、再送信であるかは、ＰＨＩＣＨが受信されたか否か、ＵＬ許可の内容（例え
ば、新規データ指示子（ＮＤＩ）がトグルされたか否か）によって定められる。
【０２１５】
　参考に、提案方法３－０－１を適用した例を挙げると、次のとおりである。実施例１、
２ベースのＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング設定方式によってＵＬユニオンがＤＵ－ｃｆｇ
＃６に決定された状況で、ＳＦ＃３でのＰＵＳＣＨ送信に対する２０［ＴＴＩ］ＵＬ Ｈ
ＡＲＱ ＲＴＴベースのＵＬ許可／ＰＨＩＣＨタイミングは、表５、６、７を参照して、
下記のように設定することができる。ＴＴＩ単位はＳＦ又はｍｓであってもよい。
【０２１６】
　・ＳＦ＃３でのＰＵＳＣＨ送信に対してＵＬユニオンタイミング、すなわち、ＵＤ－ｃ
ｆｇ＃６に設定されているＵＬ許可／ＰＨＩＣＨタイミングを適用して、ＵＬ許可⇒ＰＵ
ＳＣＨ間のタイミング関係、すなわち、時間間隔Ｋ［ＴＴＩ］を決定することができる。
【０２１７】
　表５を参照すると、ＳＦ＃６でのＵＬ許可⇒ＳＦ＃（１０＋３）でのＰＵＳＣＨ間のタ
イミングの差は、Ｋ＝７［ＴＴＩ］となる。
【０２１８】
　・ＳＦ＃３でのＰＵＳＣＨ送信に対してＵＬユニオンタイミング、すなわち、ＵＤ－ｃ
ｆｇ＃６に設定されているＵＬ許可／ＰＨＩＣＨタイミングを適用して、ＰＵＳＣＨ⇒Ｐ
ＨＩＣＨ間のタイミング関係、すなわち、時間間隔Ｌ［ＴＴＩ］を決定することができる
。
【０２１９】
　表７を参照すると、ＳＦ＃３でのＰＨＩＣＨ⇒ＳＦ＃９でのＰＨＩＣＨ間のタイミング
の差は、Ｌ＝６［ＴＴＩ］となる。
【０２２０】
　・２０［ＴＴＩ］間隔を有するＳＦ＃３でのＰＵＳＣＨ送信が同一の一つのＰＵＳＣＨ
 ＨＡＲＱプロセスを構成するように、ＰＨＩＣＨ⇒ＵＬ許可間のタイミング関係、すな
わち、時間間隔２０－Ｋ－Ｌ［ＴＴＩ］を決定することができる。
【０２２１】
　上記の結果を適用すると、ＰＨＩＣＨ⇒ＵＬ許可間のタイミングの差は、２０－Ｋ－Ｌ
＝２０－７－６＝７［ＴＴＩ］となる。
【０２２２】
　・結果的に、ＳＦ＃３でのＰＵＳＣＨ、ＳＦ＃（３＋Ｌ）＝ＳＦ＃９でのＰＨＩＣＨ、
ＳＦ＃（９＋（２０－Ｋ－Ｌ））＝ＳＦ＃１６でのＵＬ許可、ＳＦ＃（１６＋Ｋ）＝ＳＦ
＃２３でのＰＵＳＣＨが同一の一つのＰＵＳＣＨ ＨＡＲＱプロセスを構成するように割
り当て可能である。
【０２２３】
　ＨＡＲＱプロセス構成－方法３－１
【０２２４】
　・ＭＣＣ ＵでのＰＵＳＣＨ送信に対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０２２５】
　ＭＣＣのＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用することができる。
【０２２６】
　・ＳＣＣ Ｕ（すなわち、ＳＦ＃ｎ）でのＰＵＳＣＨ送信に対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０２２７】
　ＵＧタイミング（以下、ＳＦ＃ＵＧ）：ＳＦ＃（ｎ－ｐ）又はその前に存在する、ＳＦ
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＃ｎと最も近いＭＣＣのＤに設定することができる。ここで、ｐは１以上の整数で、好ま
しくは、４である。
【０２２８】
　ＰＨＩＣＨタイミング（以下、ＳＦ＃ＰＨ）：ＵＧタイミングでＮ＊１０ＳＦｓ又はＮ
＊１０ｍｓの後の時点、すなわち、ＳＦ＃（ＵＧ＋Ｎ＊１０）でのＭＣＣのＤに設定する
ことができる。
【０２２９】
　ｎ－ＵＧ＞１０－ｐ（例えば、６）の場合：ＰＨ－ｎ＜ｐ（例えば、４）になるので、
ＳＦ＃ｎのＳＣＣ Ｕに対しては、１０ＳＦｓ又は１０ｍｓのＨＡＲＱ ＲＴＴを有する同
期式ＨＡＲＱをサポートできない。したがって、該当のＳＣＣ Ｕに対して、次のような
方法を考慮することができる。
【０２３０】
　Ａｌｔ ０）方法３－０、３－０－１又は３－２を適用することができる。
【０２３１】
　Ａｌｔ １）ＵＧ及びＰＨＩＣＨタイミングをそれぞれＳＦ＃ＵＧ、ＳＦ＃（ＵＧ＋２
０）に設定して、２０ＳＦｓ又は２０ｍｓのＨＡＲＱ ＲＴＴを有する同期式ＨＡＲＱを
サポートすることができる。
【０２３２】
　Ａｌｔ ２）ＵＧタイミングだけをＳＦ＃ＵＧに設定し（すなわち、ＰＨＩＣＨタイミ
ング設定なし）、ＳＦ＃ｎは（ＰＨＩＣＨベースのＨＡＲＱプロセスを伴わずに）一時的
なＵＧにだけ依存する一過性のＰＵＳＣＨスケジュール／送信の用途に使用することがで
きる。ここで、一過性のＰＵＳＣＨ送信は、ＰＨＩＣＨはなくても、ＨＡＲＱプロセスは
伴うが、非適応的再送信なしに、ＵＬ許可ベースの（適応的）再送信だけを運用すること
を意味する。例えば、一過性のＰＵＳＣＨ送信は（ＰＨＩＣＨベースのＨＡＲＱプロセス
を伴わない）ＵＬデータ、及び／又はＵＣＩ（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及び／又はＣＱ
Ｉ／ＰＭＩ／ＲＩなど）を搬送するために使用することができる。
【０２３３】
　Ａｌｔ ３）ＳＦ＃ｎのＳＣＣ Ｕに対するＰＵＳＣＨスケジュール／送信を制限し、Ｓ
Ｆ＃ｎのＳＣＣ Ｕを他の用途（例えば、ＰＵＣＣＨ及び／又はＳＲＳ及び／又はＰＲＡ
ＣＨ送信だけ許容）に使用することができる。
【０２３４】
　ＨＡＲＱプロセス構成－方法３－２
【０２３５】
　実施例１、２のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング設定方法（例えば、ＵＬユニオン）を適
用し、共通のＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングが適用されるＣＣ（例えば、ＳＣＣ）に限っ
て、一つのＵＬ ＨＡＲＱプロセスが（ホップしながら）使用する複数のＵＬ ＳＦタイミ
ングにＳＣＣ Ｄ又はＳが含まれる場合に、該当のＳＣＣ Ｄ又はＳでＵＬデータ送信をス
キップすることができる。そのために、該当のＳＣＣ Ｄ又はＳに対応する（すなわち、
該当のＳＦタイミングでのＰＵＳＣＨをスケジュールするＵＧ、及び該当のＳＦタイミン
グでのＰＵＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＰＨＩＣＨ）を送信する）ＭＣＣ ＤＬ Ｓ
Ｆで、ＵＬデータ送信のためのＵＧ（及び／又はＰＨＩＣＨ）スケジュール／受信を省略
できる。
【０２３６】
　すなわち、ＵＬユニオンタイミングに基づいて、一つのＵＬ ＨＡＲＱプロセスが（ホ
ップしながら）使用する複数のＳＣＣ ＵＬタイミングを連結し、ＳＣＣにいないＵＬタ
イミングでのデータ（例えば、ＰＵＳＣＨ）送信及びこれに関連する制御情報（例えば、
ＰＨＩＣＨ／ＵＧ）の送受信は（ＵＬユニオンタイミング上で）スキップすることができ
る。制御情報のスキップの時に、ＵＬ ＨＡＲＱプロセス内でＳＣＣ ＵＬ間の連結は、先
行ＳＣＣ ＵＬに対応するＵＬユニオンＰＨＩＣＨタイミング、後行ＳＣＣ ＵＬに対応す
るＵＬユニオンＵＧタイミングを用いて行うことができる（ここで、該当の先後行ＵＬは
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、ＵＬユニオン（ＨＡＲＱ）タイミング上で隣接していないＵＬであってもよい）。例え
ば、先行ＳＣＣ ＵＬでＳＣＣ ＰＵＳＣＨ送信⇒先行ＳＣＣ ＵＬに対応するＵＬユニオ
ンＰＨＩＣＨタイミングでＰＨＩＣＨ受信（ＭＣＣ）⇒後行ＳＣＣ ＵＬに対応するＵＬ
ユニオンＵＬ許可タイミングでＵＬ許可受信（ＭＣＣ）⇒後行ＳＣＣ ＵＬでＳＣＣ ＰＵ
ＳＣＨ送信の順にＨＡＲＱプロセスを連結することができる（ここで、先行ＳＣＣ ＵＬ
及び後行ＳＣＣ ＵＬ間にあるＵＬユニオン上のＵＬに対するＰＨＩＣＨ／ＵＬ許可スケ
ジュール／受信は省略される）。その他の場合（すなわち、上記のようなスキップがない
場合）、ＵＬ ＨＡＲＱプロセス内でＳＣＣ ＵＬ間の連結は、ＵＬユニオン上の先行ＵＬ
に対するＰＨＩＣＨタイミング、ＵＬユニオン上の後行ＵＬをスケジュールするＵＧタイ
ミングを用いて行うことができ、このとき、該当の先行後行ＵＬは、ＵＬユニオン（ＨＡ
ＲＱ）タイミング上で隣接しているＵＬであってもよい。例えば、ＵＬユニオン上の先行
ＵＬでＳＣＣ ＰＵＳＣＨ送信⇒ＵＬユニオン上の先行ＵＬに対するＰＨＩＣＨタイミン
グでＰＨＩＣＨ受信（ＭＣＣ）⇒ＵＬユニオン上の後行ＵＬに対するＵＬ許可タイミング
でＵＬ許可受信（ＭＣＣ）⇒ＵＬユニオン上の後行ＵＬでＳＣＣ ＰＵＳＣＨ送信の順に
ＨＡＲＱプロセスを連結することができ、ここで、該当の先後行ＳＣＣ ＵＬは、ＵＬユ
ニオン（ＨＡＲＱ）タイミング上で隣接したＵＬ関係にあるため、これに関連するＰＨＩ
ＣＨ／ＵＬ許可スケジュール／受信に対する省略はない。
【０２３７】
　整理すると、ＭＣＣとＳＣＣのＵＬユニオンであるＵＤ－ｃｆｇに規定されているＵＬ
許可又はＰＨＩＣＨタイミング（すなわち、ＵＬユニオンタイミング）を適用して、ＳＣ
Ｃの特定ＰＵＳＣＨ ＨＡＲＱプロセスに関連したＰＵＳＣＨ送信（及びＰＨＩＣＨ／Ｕ
Ｌ許可送信）を時間順に行うことができる。ただし、ＵＬユニオンであるＵＤ－ｃｆｇに
規定された特定ＰＵＳＣＨ送信タイミング（Ｕ１）がＳＣＣにＵＬ ＳＦで規定されてい
ない場合、Ｕ１の後の利用可能な最初のＳＣＣ ＵＬ ＳＦ（Ｕ２）を通じて、Ｕ１を通じ
て送信しなければならないＰＵＳＣＨ送信を行うことができる。ここで、該当のＵＬユニ
オンタイミングに基づいて、Ｕ１直前の、ＰＵＳＣＨ送信を行うことができる（ＳＣＣに
対してＵＬ ＳＦである）ＵＬ ＳＦをＵ０と仮定する。この場合、Ｕ０でのＰＵＳＣＨ送
信、Ｕ０でのＰＵＳＣＨ送信に対する（すなわち、該当のＰＵＳＣＨに対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫが送信される）ＰＨＩＣＨタイミング（Ｄ０）でのＰＨＩＣＨ受信、Ｕ２でのＰＵ
ＳＣＨをスケジュールするＵＬ許可タイミング（Ｄ２）でのＵＬ許可受信、Ｕ２でのＰＵ
ＳＣＨ送信の順にＰＵＳＣＨ ＨＡＲＱに関連する動作を行うことができる。このとき、
Ｄ０及びＤ２は、ＵＬユニオンタイミングによって同一又は異なるＳＦタイミングであっ
てもよい。ここで、Ｄ２は、Ｄ０を含んで、Ｄ０の後にＤ０から最も近い（ＵＬユニオン
タイミング上の有効な（ｖａｌｉｄ））Ｄ２ ＳＦタイミング（例えば、ＵＧタイミング
）で規定することができる。
【０２３８】
　本方法を、例を挙げて説明すると、次のとおりである。ＵＤ－ｃｆｇ＃６がＭＣＣで、
ＵＤ－ｃｆｇ＃１がＳＣＣである場合を仮定すると、ＭＣＣの場合、ＳＦ＃２、３、４、
７、８がＵＬ ＳＦであり、ＳＣＣの場合、ＳＦ＃２、３、７、８がＵＬ ＳＦである。こ
こで、ＵＬユニオン方法を適用すると、ＳＣＣでのＰＵＳＣＨ ＨＡＲＱプロセス（すな
わち、ＵＬ許可／ＰＵＳＣＨ／ＰＨＩＣＨ送信）は、ＵＤ－ｃｆｇ＃６（ＭＣＣ）に規定
されているＵＬ許可又はＰＨＩＣＨタイミングに合せて行うことができる。ＳＣＣのＳＦ
＃２での初期ＰＵＳＣＨ送信によって開始される特定ＰＵＳＣＨ ＨＡＲＱプロセスに対
して方法３－２を適用する場合、端末は、ＵＤ－ｃｆｇ＃６（ＭＣＣ）に合せて、次のよ
うな動作を行うことができる。
【０２３９】
　１）ＳＦ＃２でのＰＵＳＣＨをスケジュールするＵＬ許可タイミング（Ｄ０）でＵＬ許
可受信
【０２４０】
　２）ＳＦ＃２でＰＵＳＣＨ送信（初期送信）
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【０２４１】
　３）ＳＦ＃２でのＰＵＳＣＨ送信に対するＰＨＩＣＨタイミング（Ｄ１）でＰＨＩＣＨ
受信
【０２４２】
　ＳＦ＃１３（＝＃２＋１１（ＲＴＴ））でのＰＵＳＣＨをスケジュールするＵＬ許可タ
イミング（Ｄ２）でＵＬ許可受信
【０２４３】
　このとき、Ｄ１及びＤ２は、同一のＳＦタイミングであってもよい
【０２４４】
　４）ＳＦ＃１３でＰＵＳＣＨ送信（第１の再送信）
【０２４５】
　５）ＳＦ＃１３でのＰＵＳＣＨ送信に対するＰＨＩＣＨタイミング（Ｄ３）でＰＨＩＣ
Ｈ受信
【０２４６】
　６）ＳＦ＃２７（＝＃１３＋１４（ＲＴＴ））でのＰＵＳＣＨをスケジュールするＵＬ
許可タイミング（Ｄ４）でＵＬ許可受信
【０２４７】
　このとき、Ｄ３とＤ４は、同一又は互いに異なるＳＦタイミングであってもよく、Ｄ４
は、Ｄ３を含んで、Ｄ３の後のＤ３から最も近い（ＵＬユニオンタイミング上で有効な（
ｖａｌｉｄ））Ｄ４ ＳＦタイミングに設定することができる
【０２４８】
　一方、ＵＬユニオンであるＵＤ－ｃｆｇ＃６に規定されているタイミングが適用される
場合、ＳＦ＃１３でのＰＵＳＣＨに対する再送信はＳＦ＃２４で行うことができる。しか
し、ＳＦ＃２４の場合、ＳＣＣでは、ＵＬ ＳＦではないＤＬ又はＳ ＳＦで規定されてい
るので、提案の方式を通じて該当のＳＦ＃２４でのＰＵＳＣＨ送信及びこれをスケジュー
ルするＵＬ許可受信、これに対するＰＨＩＣＨ受信を省略し、該当のＳＦ＃２４の後に利
用可能な最初のＳＣＣのＵＬ ＳＦであるＳＦ＃２７を通じて、ＳＦ＃１３でのＰＵＳＣ
Ｈに対する再送信を行うように設定することができる
【０２４９】
　７）ＳＦ＃２７（＝＃１３＋１４（ＲＴＴ））でＰＵＳＣＨ送信（第２の再送信）
【０２５０】
　８）ＳＦ＃２７でのＰＵＳＣＨ送信に対するＰＨＩＣＨタイミング（Ｄ５）でＰＨＩＣ
Ｈ受信
【０２５１】
　ＳＦ＃３８（＝＃２７＋１１（ＲＴＴ））でのＰＵＳＣＨをスケジュールするＵＬ許可
タイミング（Ｄ６）でＵＬ許可受信
【０２５２】
　このとき、Ｄ５とＤ６は、同一のＳＦタイミングであってもよい
【０２５３】
　９）ＳＦ＃３８でＰＵＳＣＨ送信（第３の再送信）
【０２５４】
　１０）ＳＦ＃３８でのＰＵＳＣＨ送信に対するＰＨＩＣＨタイミング（Ｄ７）でＰＨＩ
ＣＨ受信
【０２５５】
　ＳＦ＃５２（＝＃３８＋１４（ＲＴＴ））でのＰＵＳＣＨをスケジュールするＵＬ許可
タイミング（Ｄ８）でＵＬ許可受信
【０２５６】
　このとき、Ｄ７とＤ８とＤ０は、同一のＳＦタイミングであってもよい
【０２５７】
　上記の例を時間順により詳しく説明すると、次のとおりである。
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【０２５８】
　・ＵＬユニオンであるＵＤ－ｃｆｇ＃６に規定されたＵＬ ＨＡＲＱタイミングをＳＣ
Ｃに適用する場合、ＳＣＣ ＰＵＳＣＨのために、次のようなＵＬ ＨＡＲＱ過程が予想さ
れる。
【０２５９】
　ＳＦ＃２：ＰＵＳＣＨ⇒ＳＦ＃６：ＰＨＩＣＨ＋ＵＧ⇒ＳＦ＃１３：ＰＵＳＣＨ⇒ＳＦ
＃１９：ＰＨＩＣＨ＋ＵＧ⇒ＳＦ＃２４：ＰＵＳＣＨ（ｉｎｖａｌｉｄ　ｏｎ　ＳＣＣ）
⇒ＳＦ＃３０：ＰＨＩＣＨ＋ＵＧ⇒ＳＦ＃３７：ＰＵＳＣＨ⇒ＳＦ＃４１：ＰＨＩＣＨ＋
ＵＧ⇒ＳＦ＃４８：ＰＵＳＣＨ⇒ＳＦ＃５５：ＰＨＩＣＨ＋ＵＧ⇒ＳＦ＃６２：ＰＵＳＣ
Ｈ
【０２６０】
　・しかし、ＳＦ＃２４は、ＳＣＣ（ＵＤ－ｃｆｇ＃１）がＤＬであるため、ＳＣＣ Ｐ
ＵＳＣＨ送信に使用することができない。したがって、ＳＣＣに方法３－２を適用する場
合、ＵＬ ＨＡＲＱタイミングは、次のように与えられることができる。
【０２６１】
　ＳＦ＃２：ＰＵＳＣＨ⇒ＳＦ＃６：ＰＨＩＣＨ＋ＵＧ⇒ＳＦ＃１３：ＰＵＳＣＨ⇒ＳＦ
＃１９：ＰＨＩＣＨ⇒ＳＦ＃２０：ＵＧ⇒ＳＦ＃２７：ＰＵＳＣＨ⇒ＳＦ＃３１：ＰＨＩ
ＣＨ＋ＵＧ⇒ＳＦ＃３８：ＰＵＳＣＨ⇒ＳＦ＃４５：ＰＨＩＣＨ＋ＵＧ⇒ＳＦ＃５２：Ｐ
ＵＳＣＨ
【０２６２】
　図２１乃至図２５は、ＭＣＣのＵＤ－ｃｆｇとＳＣＣのＵＤ－ｃｆｇによって方法３－
１を通じて算出された（１０－ＳＦｓ同期式ＨＡＲＱサポートが可能な）ＳＣＣ Ｕに対
するＵＧ／ＰＨＩＣＨタイミングを例示する。図２１乃至図２５は、それぞれ、ＭＣＣの
ＵＤ－ｃｆｇが＃０、＃１、＃２、＃３、＃６である場合を示す。同図で、ＳＦ＃ｍに設
定された数字ｋは、ＳＦ＃（ｍ＋ｋ）でＳＣＣ Ｕを通じて送信されるＰＵＳＣＨに対す
るＵＧ／ＰＨＩＣＨタイミングが、ＳＦ＃ｍでのＭＣＣのＤに設定されることを意味する
。
【０２６３】
　図２１乃至図２５に関する説明は、同一／類似しているので、図２１及び図２４につい
てだけ代表的に説明する。図２１を参照すると、ＭＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃０で、ＳＣＣが
ＵＤ－ｃｆｇ＃６（ＳＦ＃２、３、４、７、８に５個のＵが存在）である場合、（ＳＦ＃
０、１、６のＭＣＣ ＤをＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングに設定して）ＳＦ＃２、４、７
のＳＣＣ Ｕ（ｎ－ＵＧ≦６）に対してだけ１０ＳＦｓ ＲＴＴ同期式ＨＡＲＱをサポート
し、ＳＦ＃３、８のＳＣＣ Ｕ（ｎ－ＵＧ＞６）に対してはＡｌｔ ０～３を適用すること
ができる。また、図２４を参照すると、ＭＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃３で、ＳＣＣがＵＤ－ｃ
ｆｇ＃１（ＳＦ＃２、３、７、８に４個のＵが存在）である場合、（ＳＦ＃１、８、９で
のＭＣＣのＤをＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングに設定して）ＳＦ＃２、３、７のＳＣＣ 
Ｕ（ｎ－ＵＧ≦６）に対してだけ１０ＳＦｓ ＲＴＴ同期式ＨＡＲＱをサポートし、ＳＦ
＃８のＳＣＣ Ｕ（ｎ－ＵＧ＞６）に対してはＡｌｔ ０～３を適用することができる。
【０２６４】
　上記の方法３－０、３－０－１、３－１又は３－２（又は、その他の方式）を適用して
、ＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設定する場合、ＭＣＣ単独で動作するときには、ＵＧ
又はＰＨＩＣＨを送信できるように設定されていないＭＣＣの特定Ｄ（例えば、ＭＣＣ－
Ｄ１）を、ＭＣＣ／ＳＣＣの特定ＵでのＰＵＳＣＨ送信に対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイ
ミングに設定することができる。便宜上、ＭＣＣ－Ｄ１にＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング
が設定されたＭＣＣ／ＳＣＣのＵを孤児Ｕと呼ぶ。ここで、ＭＣＣ－Ｄ１は、表１、表６
及び表７を参照して確認することができる。この場合、孤児Ｕ（又は、孤児Ｕを含むＣＣ
に設定されたすべてのＵ）は（ＰＨＩＣＨベースのＨＡＲＱプロセスを伴わずに）一時的
なＵＧにだけ依存する一過性のＰＵＳＣＨスケジュール／送信の用途に使用することがで
きる。ここで、一過性のＰＵＳＣＨ送信は、ＰＨＩＣＨはなくてもＨＡＲＱプロセスは伴
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うが、非適応的（ｎｏｎ－ａｄａｐｔｉｖｅ）再送信なしに、ＵＬ許可ベースの（適応的
）再送信だけを運用することを意味する。例えば、一過性のＰＵＳＣＨ送信は（ＰＨＩＣ
ＨベースのＨＡＲＱプロセスを伴わない）ＵＬデータ、及び／又はＵＣＩ（例えば、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ及び／又はＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩなど）を搬送するために使用することがで
きる。又は、孤児Ｕ（又は、孤児Ｕを含むＣＣに設定されたすべてのＵ）に対してはＰＵ
ＳＣＨスケジュール／送信を制限し、他の用途（例えば、ＰＵＣＣＨ及び／又はＳＲＳ及
び／又はＰＲＡＣＨ送信だけ許容）に使用する方法を考慮することができる。この場合、
端末は、孤児Ｕに対応するＭＣＣのＤでＵＬ許可ＤＣＩフォーマットを受信するための過
程（例えば、探索空間監視、ＰＤＣＣＨ候補に対するブラインド復号）を省略できる。
【０２６５】
　実施例４：信号送受信タイミング及びＵＬ ＨＡＲＱプロセス
【０２６６】
　実施例３のＵＬ ＨＡＲＱプロセスの構成方法は、実施例１、２が適用されるという前
提下で、非－適用可能ＭＳ－コームに関する内容を扱っている。本実施例では、ＣＣ組合
せ（すなわち、ＵＤ－ｃｆｇ）にかかわらずに適用可能な一般化されたＵＬ ＨＡＲＱプ
ロセスの構成方法について説明する。次のような方法を考慮することができる。
【０２６７】
　ＨＡＲＱプロセス構成－方法４－１
【０２６８】
　・ＭＣＣ ＵでのＰＵＳＣＨ送信に対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０２６９】
　　ＭＣＣのＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用することができる。
【０２７０】
　・ＳＣＣ Ｕ（すなわち、ＳＦ＃ｎ）でのＰＵＳＣＨ送信に対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０２７１】
　　ＵＧタイミング（以下、ＳＦ＃ＵＧ）：ＳＦ＃（ｎ－ｐ）又はその前に存在する、Ｓ
Ｆ＃ｎと最も近いＭＣＣのＤに設定することができる。ここで、ｐは１以上の整数で、好
ましくは、４である。
【０２７２】
　　ＰＨＩＣＨタイミング（以下、ＳＦ＃ＰＨ）：ＵＧタイミングでＮ＊１０ＳＦｓ又は
Ｎ＊１０ｍｓの後の時点、すなわち、ＳＦ＃（ＵＧ＋Ｎ＊１０）でのＭＣＣのＤに設定す
ることができる。ここで、Ｎは１以上の整数である。例えば、Ｎは１であってもよい。
【０２７３】
　　ｎ－ＵＧ＞１０－ｐ（例えば、６）の場合：ＰＨ－ｎ＜ｐ（例えば、４）になるので
、該当のＳＦ＃ｎのＳＣＣ Ｕに対しては、１０ＳＦｓ又は１０ｍｓのＨＡＲＱ ＲＴＴを
有する同期式ＨＡＲＱをサポートできない。したがって、該当のＳＣＣ Ｕについて、次
のような方法を考慮することができる。
【０２７４】
　Ａｌｔ １）ＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを、それぞれ、ＳＦ＃ＵＧ、ＳＦ＃（ＵＧ
＋２０）に設定して、２０ＳＦｓ又は２０ｍｓのＨＡＲＱ ＲＴＴを有する同期式ＨＡＲ
Ｑをサポートすることができる。
【０２７５】
　Ａｌｔ ２）ＵＧタイミングだけをＳＦ＃ＵＧに設定し（すなわち、ＰＨＩＣＨタイミ
ング設定なし）、ＳＦ＃ｎは（ＰＨＩＣＨベースのＨＡＲＱプロセスを伴わずに）一時的
なＵＧにだけ依存する一過性のＰＵＳＣＨスケジュール／送信の用途に使用することがで
きる。ここで、一過性のＰＵＳＣＨ送信は、ＰＨＩＣＨはなくてもＨＡＲＱプロセスは伴
うが、非適応的再送信なしに、ＵＬ許可ベースの（適応的）再送信だけを運用することを
意味する。例えば、一過性のＰＵＳＣＨ送信は（ＰＨＩＣＨベースのＨＡＲＱプロセスを
伴わない）ＵＬデータ、及び／又はＵＣＩ（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及び／又はＣＱＩ
／ＰＭＩ／ＲＩなど）を搬送するために使用することができる。
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【０２７６】
　Ａｌｔ ３）ＳＦ＃ｎのＳＣＣ Ｕに対するＰＵＳＣＨスケジュール／送信を制限し、Ｓ
Ｆ＃ｎのＳＣＣ Ｕを他の用途（例えば、ＰＵＣＣＨ及び／又はＳＲＳ及び／又はＰＲＡ
ＣＨ送信だけ許容）に使用することができる。
【０２７７】
　一方、ＵＤ－ｃｆｇ＃０、＃６のＨＡＲＱ ＲＴＴが１０ＳＦｓ又は１０ｍｓではない
点を考慮して、上記規則について、次の例外を規定することができる。
【０２７８】
　・ＭＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃１～＃６で、ＳＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃０である場合には、Ｓ
ＣＣに設定されたＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング及びＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴをそのまま適
用することができる。
【０２７９】
　・ＭＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃１～＃５で、ＳＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃６である場合には、Ｓ
ＣＣに設定されたＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング及びＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴをそのまま適
用することができる。
【０２８０】
　図２６は、ＭＣＣのＵＤ－ｃｆｇとＳＣＣのＵＤ－ｃｆｇによって前記方法４－１を通
じて算出されたＳＣＣ Ｕに対するＵＧ／ＰＨＩＣＨタイミングを例示する。図２６で、
ＳＦ＃ｍに設定された数字ｋは、ＳＦ＃（ｍ＋ｋ）でＳＣＣ Ｕを通じて送信されるＰＵ
ＳＣＨに対するＵＧ／ＰＨＩＣＨタイミングが、ＳＦ＃ｍでのＭＣＣのＤに設定されるこ
とを意味する。図２７は、図２６のＵＧ／ＰＨＩＣＨタイミングによる場合に、１０－Ｓ
Ｆｓ同期式ＨＡＲＱのサポートが可能なＳＣＣ Ｕ（図面で、“０”で表示）を示す。
【０２８１】
　図２６及び図２７を参照すると、ＭＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃３で、ＳＣＣがＵＤ－ｃｆｇ
＃１（ＳＦ＃２、３、７、８に４個のＵが存在）である場合、（ＳＦ＃１、８、９のＭＣ
Ｃ ＤをＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングに設定して）ＳＦ＃２、３、７のＳＣＣ Ｕに対し
てだけ１０－ＳＦｓ同期式ＨＡＲＱをサポートし、ＳＦ＃８のＳＣＣ Ｕに対しては前記
Ａｌｔ １～３を適用することができる。他の例として、ＭＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃３で、
ＳＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃０又は＃６である場合には、ＳＣＣ Ｕに対して、ＳＣＣに設定
されたＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミング及びＵＬ　ＨＡＲＱ ＲＴＴをそのまま適用するこ
とができる。更に他の例として、ＭＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃０で、ＳＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃
６（ＳＦ＃２、３、４、７、８に５個のＵが存在）である場合、（ＳＦ＃０、１、６のＭ
ＣＣ ＤをＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングに設定して）ＳＦ＃２、４、７のＳＣＣ Ｕに対
してだけ１０－ＳＦｓ同期式ＨＡＲＱをサポートし、ＳＦ＃３、８のＳＣＣ Ｕに対して
は前記Ａｌｔ １～３を適用することができる。
【０２８２】
　ＨＡＲＱプロセス構成－方法４－２
【０２８３】
　本方法は、ＭＣＣにかかわらずにすべてのＳＣＣに対してＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴをＮ＊
１０ＳＦｓ又はＮ＊１０ｍｓで運営することを仮定する。ここで、Ｎは、１以上の整数で
ある。したがって、ＳＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃０、＃６である場合にも、ＭＣＣにかかわら
ずにＳＣＣのＵＬ ＨＡＲＱ ＲＴＴをＮ＊１０ＳＦｓ又はＮ＊１０ｍｓに転換して運営す
ると仮定する。この場合、次のような方法を考慮することができる。
【０２８４】
　・ＭＣＣ ＵでのＰＵＳＣＨ送信に対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０２８５】
　　ＭＣＣのＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを適用することができる。
【０２８６】
　・ＳＣＣ Ｕ（すなわち、ＳＦ＃ｎ）でのＰＵＳＣＨ送信に対するＵＧ又はＰＨＩＣＨ
【０２８７】
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　　ＵＧタイミング（すなわち、ＳＦ＃ＵＧ）：ＳＦ＃（ｎ－ｐ）又はその前に存在する
、ＳＦ＃ｎと最も近いＭＣＣのＤに設定することができる。ここで、ｐは、１以上の整数
で、好ましくは、４である。
【０２８８】
　　ＰＨＩＣＨタイミング（すなわち、ＳＦ＃ＰＨ）：ＵＧタイミングでＮ＊１０ＳＦｓ
又はＮ＊１０ｍｓの後の時点、すなわち、ＳＦ＃（ＵＧ＋Ｎ＊１０）でのＭＣＣのＤに設
定することができる。ここで、Ｎは、１以上の整数である。例えば、Ｎは１であってもよ
い。
【０２８９】
　　ｎ－ＵＧ＞１０－ｐ（例えば、６）の場合：ＰＨ－ｎ＜ｐ（例えば、４）になるので
、該当のＳＦ＃ｎのＳＣＣ Ｕに対しては、１０ＳＦｓ又は１０ｍｓのＨＡＲＱ ＲＴＴを
有する同期式ＨＡＲＱをサポートできない。したがって、該当のＳＣＣ Ｕに対して、次
のような方法を考慮することができる。
【０２９０】
　Ａｌｔ １）ＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングをそれぞれＳＦ＃ＵＧ、ＳＦ＃（ＵＧ＋２
０）に設定して、２０ＳＦｓ又は２０ｍｓのＨＡＲＱ ＲＴＴを有する同期式ＨＡＲＱを
サポートできる。
【０２９１】
　Ａｌｔ ２）ＵＧタイミングだけをＳＦ＃ＵＧに設定し（すなわち、ＰＨＩＣＨタイミ
ング設定なし）、ＳＦ＃ｎは（ＰＨＩＣＨベースのＨＡＲＱプロセスを伴わずに）一時的
なＵＧにだけ依存する一過性のＰＵＳＣＨスケジュール／送信の用途に使用することがで
きる。ここで、一過性のＰＵＳＣＨ送信は、ＰＨＩＣＨはなくてもＨＡＲＱプロセスは伴
うが、非適応的再送信なしに、ＵＬ許可ベースの（適応的）再送信だけを運用することを
意味する。例えば、一過性のＰＵＳＣＨ送信は（ＰＨＩＣＨベースのＨＡＲＱプロセスを
伴わない）ＵＬデータ、及び／又はＵＣＩ（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及び／又はＣＱＩ
／ＰＭＩ／ＲＩなど）を搬送するために使用することができる。
【０２９２】
　Ａｌｔ ３）ＳＦ＃ｎのＳＣＣ Ｕに対するＰＵＳＣＨスケジュール／送信を制限し、Ｓ
Ｆ＃ｎのＳＣＣ Ｕを他の用途（例えば、ＰＵＣＣＨ及び／又はＳＲＳ及び／又はＰＲＡ
ＣＨ送信だけを許容）に使用することができる。
【０２９３】
　図２８は、ＭＣＣのＵＤ－ｃｆｇとＳＣＣのＵＤ－ｃｆｇによって前記方法４－２を通
じて算出されたＳＣＣ Ｕに対するＵＧ／ＰＨＩＣＨタイミングを例示する。図２８で、
ＳＦ＃ｍに設定された数字ｋは、ＳＦ＃（ｍ＋ｋ）でＳＣＣ Ｕを通じて送信されるＰＵ
ＳＣＨに対するＵＧ／ＰＨＩＣＨタイミングがＳＦ＃ｍでのＭＣＣのＤに設定されること
を意味する。図２９は、図２８のＵＧ／ＰＨＩＣＨタイミングによる場合に、１０－ＳＦ
ｓ同期式ＨＡＲＱのサポートが可能なＳＣＣ Ｕ（図面で、“０”で表示）を示す。
【０２９４】
　図２８及び図２９を参照すると、ＭＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃１で、ＳＣＣがＵＤ－ｃｆｇ
＃６（ＳＦ＃２、３、４、７、８に５個のＵが存在）である場合、（ＳＦ＃０、１、４、
５、６のＭＣＣ ＤをＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングに設定して）すべてのＳＣＣ Ｕに対
して１０－ＳＦｓ同期式ＨＡＲＱをサポートできる。他の例として、ＭＣＣがＵＤ－ｃｆ
ｇ＃６で、ＳＣＣがＵＤ－ｃｆｇ＃０（ＳＦ＃２、３、４、７、８、９に６個のＵが存在
）である場合、（ＳＦ＃０、１、５、６、９のＭＣＣ ＤをＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミン
グに設定して）ＳＦ＃２、３、４、７、９のＳＣＣ Ｕに対してだけ１０－ＳＦｓ同期式
ＨＡＲＱをサポートし、ＳＦ＃８のＳＣＣのＵに対しては前記Ａｌｔ １～３を適用する
ことができる。
【０２９５】
　上記の提案方法（又は、その他の方式）を適用してＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングを設
定する場合、ＭＣＣ単独で動作するときには、ＵＧ又はＰＨＩＣＨを送信できるように設
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定されていないＭＣＣの特定Ｄ（例えば、ＭＣＣ－Ｄ１）を、ＭＣＣ／ＳＣＣの特定Ｕで
のＰＵＳＣＨ送信に対するＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングに設定することができる。便宜
上、ＭＣＣ－Ｄ１にＵＧ又はＰＨＩＣＨタイミングが設定されたＭＣＣ／ＳＣＣのＵを孤
児Ｕと呼ぶ。ここで、ＭＣＣ－Ｄ１は、表１、表６及び表７を参照して確認することがで
きる。この場合、孤児Ｕ（又は、孤児Ｕを含むＣＣに設定されたすべてのＵ）は（ＰＨＩ
ＣＨベースのＨＡＲＱプロセスを伴わずに）一時的なＵＧにだけ依存する一過性のＰＵＳ
ＣＨスケジュール／送信の用途に使用することができる。ここで、一過性のＰＵＳＣＨ送
信は、ＰＨＩＣＨはなくてもＨＡＲＱプロセスは伴うが、非適応的再送信なしに、ＵＬ許
可ベースの（適応的）再送信だけを運用することを意味する。例えば、一過性のＰＵＳＣ
Ｈ送信は（ＰＨＩＣＨベースのＨＡＲＱプロセスを伴わない）ＵＬデータ、及び／又はＵ
ＣＩ（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及び／又はＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩなど）を搬送するため
に使用することができる。又は、孤児Ｕ（又は、孤児Ｕを含むＣＣに設定されたすべての
Ｕ）に対してはＰＵＳＣＨスケジュール／送信を制限し、他の用途（例えば、ＰＵＣＣＨ
及び／又はＳＲＳ及び／又はＰＲＡＣＨ送信だけを許容）に使用する方法を考慮すること
ができる。この場合、端末は、孤児Ｕに対応するＭＣＣのＤでＵＬ許可ＤＣＩフォーマッ
トを受信するための過程（例えば、探索空間監視、ＰＤＣＣＨ候補に対するブラインド復
号）を省略できる。
【０２９６】
　図３０は、本発明に適用可能な基地局及び端末を例示する。無線通信システムにリレー
が含まれる場合に、バックホールリンクにおいて通信は基地局とリレーとの間で行われ、
アクセスリンクにおいて通信はリレーと端末との間で行われる。したがって、図面に例示
された基地局又は端末は状況によってリレーに代替してもよい。
【０２９７】
　図３０を参照すると、無線通信システムは、基地局（ＢＳ）１１０及び端末（ＵＥ）１
２０を含む。基地局１１０は、プロセッサ１１２、メモリ１１４及び無線周波（ＲＦ）ユ
ニット１１６を含む。プロセッサ１１２は、本発明で提案した手順及び／又は方法を具現
するように構成することができる。メモリ１１４は、プロセッサ１１２に接続され、プロ
セッサ１１２の動作に関連する様々な情報を記憶する。ＲＦユニット１１６は、プロセッ
サ１１２に接続され、無線信号を送信及び／又は受信する。端末１２０は、プロセッサ１
２２、メモリ１２４及びＲＦユニット１２６を含む。プロセッサ１２２は、本発明で提案
した手順及び／又は方法を具現するように構成することができる。メモリ１２４は、プロ
セッサ１２２に接続され、プロセッサ１２２の動作に関連する様々な情報を記憶する。Ｒ
Ｆユニット１２６は、プロセッサ１２２に接続され、無線信号を送信及び／又は受信する
。基地局１１０及び／又は端末１２０は、単一アンテナ又は複数アンテナを有することが
できる。
【０２９８】
　以上で説明した各実施例は、本発明の構成要素及び特徴が所定の形態で結合されたもの
である。各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮
しなければならない。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で
実施することができる。また、一部の構成要素及び／又は特徴を結合して本発明の実施例
を構成することも可能である。本発明の実施例で説明した動作の順序は変更可能である。
ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例に含めてもよいし、又は、他の実施例に対応
する構成又は特徴と入れ替えてもよい。特許請求の範囲において明示的な引用関係のない
請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正によって新しい請求項として含めた
りできることは自明である。
【０２９９】
　本明細書においては、本発明の各実施例を主に端末と基地局との間のデータ送受信関係
を中心に説明した。本明細書において基地局によって行われると説明された特定動作は、
場合によっては、その上位ノードによって行ってもよい。すなわち、基地局を含む複数の
ネットワークノードからなるネットワークにおいて、端末との通信のために行う多様な動
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作は、基地局又は基地局以外の他のネットワークノードによって行えることは自明である
。基地局は、固定局、ノードＢ、進化ノードＢ（ｅＮＢ）、アクセスポイントなどの用語
に代替可能である。また、端末は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動機（ＭＳ）、移動加入者局
（ＭＳＳ）などの用語に代替可能である。
【０３００】
　本発明に係る実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウエア、ソフト
ウェア又はそれらの結合などによって具現することができる。ハードウェアによる具現の
場合、本発明の一実施例は、一つ又はそれ以上の特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラム可能
論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現する
ことができる。
【０３０１】
　ファームウエア又はソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以上説明し
た機能又は動作を行うモジュール、手順、関数などの形態で具現することができる。ソフ
トウェアコードは、メモリユニットに記憶されて、プロセッサによって駆動可能である。
メモリユニットは、前記プロセッサの内部又は外部に位置し、既に公知となった多様な手
段によってプロセッサとデータを交換することができる。
【０３０２】
　本発明は、本発明の特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化できることは、当
業者にとって自明である。したがって、上記の詳細な説明は、すべての面において制限的
に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添
付の請求項の合理的な解釈によって決定しなければならず、本発明の均等範囲内でのすべ
ての変更は本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０３０３】
　本発明は、端末、リレー、基地局などのような無線通信装置に使用可能である。
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【図２６】 【図２７】
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【図３０】

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月25日(2016.4.25)
【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】
　無線通信システムで通信装置がアップリンク信号を送信する方法であって、
　第１の時分割２重通信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成の２
次セルについてのダウンリンク（ＤＬ）スケジューリング情報を受信するステップと、
　前記２次セルのサブフレーム＃ｎ－ｋ（ｋ∈Ｋ）を通じて前記ＤＬスケジューリング情
報により示されたデータを受信するステップと、
　サブフレーム＃ｎを通じて前記データに対する受信応答情報を送信するステップと、を
有し、
　ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は次のように定義され、ここで、Ｄはダウンリンクサブフレー
ムを示し、Ｓは特別サブフレームを示し、Ｕはアップリンクサブフレームを示し、
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【表１】

　ここで、Ｋ：｛ｋ0，ｋ1，...，ｋM-1｝はＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成によって以下の表の
ように定義され、Ｍは１以上の整数であり、

【表２】

　前記第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成と前記第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成との組合せが、
次の組合せ
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃１とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３、及び
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃４、
のうちの一つに対応するとき、
　前記受信応答情報の送信のために、第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のＫ：｛ｋ0，ｋ1，
...，ｋM-1｝を使用し、前記第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は、１つ以上のＴＤＤ　ＵＬ
－ＤＬ構成の中のＤ及びＳサブフレームの最小の数を持つＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成であり
、前記第１又は前記第２ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のいずれにおいてもＤ又はＳとして構成
されたサブフレームは全てＤ又はＳとして構成される、方法。
【請求項２】
　前記第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成と前記第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成との組合せが、
次の組合せ
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃１とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３、及び
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃４、
のうちの一つに対応しないとき、
　前記受信応答情報の送信のために、Ｄ及びＳの最大の数を有する前記第１のＴＤＤ　Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成又は前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のうち一つのＫ：｛ｋ0，ｋ1，...
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，ｋM-1｝が利用される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　（前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成、前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成）が（＃１
、＃３）又は（＃３、＃１）に対応するとき、前記第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成はＴＤ
Ｄ　ＵＬ－ＤＬ構成＃４であり、
　（前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成、前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成）が（＃２
、＃３）、（＃３、＃２）、（＃２、＃４）又は（＃４、＃２）に対応するとき、前記第
３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成はＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成＃５である、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記受信応答情報を第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成の１次セル又は前記２次セルのいず
れかで送信する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記受信応答情報は物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）又は物理アップリン
ク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線通信システムは、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）無線
通信システムである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムでアップリンク信号を送信するように構成された通信装置であって、
　無線周波（ＲＦ）ユニットと、
　プロセッサと、を備え、
　前記プロセッサは、第１の時分割２重通信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（Ｕ
Ｌ－ＤＬ）構成の２次セルについてのダウンリンク（ＤＬ）スケジューリング情報を受信
し、前記２次セルのサブフレーム＃ｎ－ｋ（ｋ∈Ｋ）を通じて前記ＤＬスケジューリング
情報により示されるデータを受信し、サブフレーム＃ｎを通じて前記データに対する受信
応答情報を送信するように構成され、
　ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は次のように定義され、ここで、Ｄはダウンリンクサブフレー
ムを示し、Ｓは特別サブフレームを示し、Ｕはアップリンクサブフレームを示し、
【表３】

　ここで、Ｋ：｛ｋ0，ｋ1，...，ｋM-1｝はＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成によって以下の表の
ように定義され、Ｍは１以上の整数であり、
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【表４】

　前記第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成と前記第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成との組合せが、
次の組合せ
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃１とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３、及び
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃４、
のうちの一つに対応するとき、
　前記受信応答情報の送信のために、第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のＫ：｛ｋ0，ｋ1，
...，ｋM-1｝を使用し、前記第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は、１つ以上のＴＤＤ　ＵＬ
－ＤＬ構成の中のＤ及びＳサブフレームの最小の数を持つＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成であり
、前記第１又は前記第２ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のいずれにおいてもＤ又はＳとして構成
されたサブフレームは全てＤ又はＳとして構成される、通信装置。
【請求項８】
　前記第１のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成と前記第２のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成との組合せが、
次の組合せ
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃１とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃３、及び
　－ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃２とＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成＃４、
のうちの一つに対応しないとき、
　前記受信応答情報の送信のために、
Ｄ及びＳの最大の数を有する前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成又は前記第２のＴＤＤ　
ＵＬ－ＤＬ構成のうち一つのＫ：｛ｋ0，ｋ1，...，ｋM-1｝が利用される、請求項７に記
載の通信装置。
【請求項９】
　（前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成、前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成）が（＃１
、＃３）又は（＃３、＃１）に対応するとき、前記第３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成はＴＤ
Ｄ　ＵＬ－ＤＬ構成＃４であり、
　（前記第１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成、前記第２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成）が（＃２
、＃３）、（＃３、＃２）、（＃２、＃４）又は（＃４、＃２）に対応するとき、前記第
３のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成はＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成＃５である、請求項７に記載の通
信装置。
【請求項１０】
　前記受信応答情報を第２のＴＤＤ－ＤＬ構成の１次セル又は前記２次セルのいずれかで
送信する、請求項７に記載の通信装置。
【請求項１１】
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　前記受信応答情報は物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）又は物理アップリン
ク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して送信される、請求項７に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記無線通信システムは、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）無線
通信システムである、請求項７に記載の通信装置。
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