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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおいてネットワークノードからデータを受信または前記ネットワークノ
ードへデータを送信する装置であって、
　前記データが送信されるリソースを指定しかつ変調・符号化インジケータを含むスケジ
ューリング情報を受信し、選択インジケータを受信する制御情報受信ユニットと、
　前記変調・符号化インジケータに従って、１組の所定の変調・符号化方式から変調・符
号化を選択可能である変調・符号化選択ユニットと、
　前記選択インジケータに従って、少なくとも２つの所定の組、つまり、第１の組および
第２の組から、前記１組の所定の変調・符号化方式を選択する組選択ユニットであって、
前記第１の組および前記第２の組は、共通して複数の変調・符号化方式を有するも、前記
第２の組が前記第１の組のどの変調よりも高い次数を有する付加的な変調をさらに含む点
で異なり、前記第１の組および前記第２の組は同じサイズを有し、前記第１の組および前
記第２の組の双方において、前記変調・符号化インジケータの２つ以上の値は最低次変調
を有する同一の前記変調・符号化方式を参照する、組選択ユニットと、
　前記選択された変調・符号化を使用して、スケジュールされたリソースで前記データを
受信または送信するユニットと、
　を有する装置。
【請求項２】
　通信システムにおいて端末へデータを送信または前記端末からデータを受信する装置で



(2) JP 6380860 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

あって、
　前記データが送信されるリソースを指定しかつ変調・符号化インジケータを含むスケジ
ューリング情報を送信し、選択インジケータを送信する制御情報送信ユニットと、
　前記変調・符号化インジケータに従って、１組の所定の変調・符号化方式から変調・符
号化を選択可能である変調・符号化選択ユニットと、
　少なくとも２つの所定の組、つまり、第１の組および第２の組から、前記１組の所定の
変調・符号化方式を選択する組選択ユニットであって、前記第１の組および前記第２の組
は、共通して複数の変調・符号化方式を有するも、前記第２の組が前記第１の組のどの変
調よりも高い次数を有する付加的な変調をさらに含む点で異なり、前記第１の組および前
記第２の組は同じサイズを有し、前記第１の組および前記第２の組の双方において、前記
変調・符号化インジケータの２つ以上の値は最低次変調を有する同一の前記変調・符号化
方式を参照する、組選択ユニットと、
　前記選択された変調・符号化を使用して、スケジュールされたリソースで前記データを
受信または送信するユニットと、
　を有する装置。
【請求項３】
　各前記組の前記変調・符号化方式は、変調・符号化インジケータの値と関連付けられて
おり、
　複数の前記変調・符号化インジケータの値は、前記第１の組および前記第２の組におけ
る同じ変調・符号化方式をそれぞれ参照し、
　残りの変調・符号化インジケータの値は、前記第２の組では最高次変調を参照し、前記
第１の組では１つ以上の最低次数の変調を参照する、
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記変調・符号化インジケータのＫ個の値（Ｋは整数）は、前記第１の組と前記第２の
組の両方における前記最低次変調を有する同じ変調・符号化方式を参照し、
　Ｌ個の値は、前記第１の組における前記最低次変調を有する前記変調・符号化方式およ
び前記第２の組における前記最高次変調を有する前記変調・符号化方式を参照し、
　前記変調・符号化インジケータの残りの値は、前記最高次変調よりも低い同じ変調・符
号化方式を参照する、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記変調・符号化インジケータは、
　変調次数、ならびに
　（ｉ）物理リソースにマッピングされるトランスポートブロックのビット数および（ｉ
ｉ）前記トランスポートブロックのサイズがはっきりしない再送信、のうち少なくとも１
つを示すサイズインジケータ、
　を含む変調・符号化方式と関連付けられている、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　通信システムにおいてネットワークノードからデータを受信し、前記ネットワークノー
ドへデータを送信する方法であって、
　データが送信されるリソースを指定しかつ変調・符号化インジケータを含むスケジュー
リング情報を受信し、選択インジケータを受信するステップと、
　前記変調・符号化インジケータに従って、１組の所定の変調・符号化方式から変調・符
号化を選択するステップと、
　前記選択インジケータに従って、少なくとも２つの所定の組、つまり、第１の組および
第２の組から、前記１組の所定の変調・符号化方式を選択するステップであって、前記第
１の組および前記第２の組は、共通して複数の変調・符号化方式を有するも、第２の組が
前記第１の組のどの変調よりも高い次数を有する付加的な変調をさらに含む点で異なり、
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前記第１の組および前記第２の組は同じサイズを有し、前記第１の組および前記第２の組
の双方において、前記変調・符号化インジケータの２つ以上の値は最低次変調を有する同
一の前記変調・符号化方式を参照する、ステップと、
　前記選択された変調・符号化を使用して、スケジュールされたリソースで前記データを
受信または送信するステップと、
　を有する方法。
【請求項７】
　通信システムにおいて端末へデータを送信または前記端末からデータを受信する方法で
あって、
　前記データが送信されるリソースを指定しかつ変調・符号化インジケータを含むスケジ
ューリング情報を送信し、選択インジケータを送信するステップと、
　前記変調・符号化インジケータに従って、１組の所定の変調・符号化方式から変調・符
号化を選択するステップと、
　少なくとも２つの所定の組、つまり、第１の組および第２の組から、前記１組の所定の
変調・符号化方式を選択するステップであって、前記第１の組および前記第２の組は、共
通して複数の変調・符号化方式を有するも、前記第２の組が前記第１の組のどの変調より
も高い次数を有する付加的な変調をさらに含む点で異なり、前記第１の組および前記第２
の組は同じサイズを有し、前記第１の組および前記第２の組の双方において、前記変調・
符号化インジケータの２つ以上の値は最低次変調を有する同一の前記変調・符号化方式を
参照する、ステップと、
　前記選択された変調・符号化を使用して、スケジュールされたリソースで前記データを
受信または送信するステップと、
　を有する方法。
【請求項８】
　各前記組の前記変調・符号化方式は、変調・符号化インジケータの値と関連付けられて
おり、
　複数の前記変調・符号化インジケータの値は、前記第１の組および前記第２の組におけ
る同じ変調・符号化方式をそれぞれ参照し、
　残りの変調・符号化インジケータの値は、前記第２の組では最高次変調を参照し、前記
第１の組では１つ以上の最低次数の変調を参照する、
　請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　前記変調・符号化インジケータのＫ個の値（Ｋは整数）は、前記第１の組と前記第２の
組の両方における前記最低次変調を有する同じ変調・符号化方式を参照し、
　Ｌ個の値は、前記第１の組における前記最低次変調を有する前記変調・符号化方式およ
び前記第２の組における前記最高次変調を有する前記変調・符号化方式を参照し、
　前記変調・符号化インジケータの残りの値は、前記最高次変調よりも低い同じ変調・符
号化方式を参照する、
　請求項６～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記変調・符号化インジケータは、
　変調次数、ならびに
　（ｉ）物理リソースにマッピングされるトランスポートブロックのビット数および（ｉ
ｉ）前記トランスポートブロックのサイズがはっきりしない再送信、のうち少なくとも１
つを示すサイズインジケータ、
　を含む変調・符号化方式と関連付けられている、
　請求項６～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記組の前記選択は、ネットワークノードによって行われ、端末にシグナリングされ、
また、前記シグナリングされた前記選択に応じて前記端末での前記組の前記選択も行われ
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、前記シグナリングは、前記変調・符号化インジケータの前記シグナリングよりも頻度が
少ない上位層シグナリングであり、または
　前記組の前記選択は、ネットワークノードによって行われ、端末にシグナリングされ、
また、前記シグナリングされた前記選択に応じて前記端末での前記組の前記選択も行われ
、前記シグナリングは、前記変調・符号化インジケータの前記シグナリングと同じ層で伝
達され、前記変調・符号化インジケータのシグナリングよりも頻度は少ない、
　請求項６～１０のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチキャリア通信システムにおいてデータを送信および受信する方法、特
に、適応変調・符号化のシグナリングに関する。また、本発明は、本明細書で説明する方
法を実施するための移動端末および基地局装置を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）で標準化されたユニバーサ
ル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）などの第３世代（３Ｇ）移動無線システムは、広域符
号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ（登録商標））無線アクセス技術に基づいている。今日、３
Ｇシステムは世界中で大規模に展開されている。この技術が高速ダウンリンクパケット接
続（ＨＳＤＰＡ）および高速アップリンクパケット接続（ＨＳＵＰＡ）とも呼ばれる強化
アップリンクを導入することで強化された後、ＵＭＴＳ標準の進化における次の主要なス
テップにより、ダウンリンクの直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）およびアップリンクのシ
ングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）の組み合わせが実現された。この
システムは将来の技術的進化に取り組むことを目的としているため、ロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）と名付けられた。
【０００３】
　ＬＴＥシステムは、完全なＩＰベースの機能を低遅延かつ低コストで提供する、効率的
なパケットベースの無線アクセスおよび無線アクセスネットワークを特徴としている。物
理データチャネル送信について、ダウンリンクはＱＰＳＫ、１６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭ
のデータ変調方式をサポートし、アップリンクはＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、および少なくと
もいくつかの装置に対して６４ＱＡＭをサポートする。「ダウンリンク」という用語は、
ネットワークから端末への方向を意味する。「アップリンク」という用語は、端末からネ
ットワークへの方向を意味する。
【０００４】
　ＬＴＥのネットワークアクセスは、１．４～２０ＭＨｚの間の多くの定義済みチャネル
帯域幅を使用するため、５ＭＨｚチャネルに固定されたＵＭＴＳ地上波無線接続（ＵＴＲ
Ａ）に比べて極めて柔軟である。スペクトル効率はＵＴＲＡと比較して最大４倍に向上し
、アーキテクチャとシグナリングの改善により往復遅延は減少する。多入力／多出力（Ｍ
ＩＭＯ）アンテナ技術は、３ＧＰＰの元のＷＣＤＭＡ無線アクセス技術に比べて、セルご
とのユーザ数を１０倍に増加させることができる。できる限り多くの周波数帯域配分を可
能にするため、対帯域動作（周波数分割複信ＦＤＤ）と不対帯域動作（時分割複信ＴＤＤ
）の両方がサポートされる。隣接チャネルにおいてでさえ、ＬＴＥは以前の３ＧＰＰ無線
技術と共存することができ、呼び出しはすべての３ＧＰＰの以前の無線アクセス技術との
間でハンドオーバーすることができる。
【０００５】
　ＬＴＥネットワーク全体のアーキテクチャは図１に示されており、Ｅ－ＵＴＲＡＮアー
キテクチャのより詳細な表現は図２に示されている。
【０００６】
　図１から分かるように、ＬＴＥアーキテクチャは、サービングＧＰＲＳサポートノード
（ＳＧＳＮ）を介してＥＰＣに接続されているＵＴＲＡＮやＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ（登録商
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標）　ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク）などの異なる無線アクセスネットワーク（Ｒ
ＡＮ）の相互接続をサポートする。３ＧＰＰ移動ネットワークでは、移動端末１１０（ユ
ーザ装置、ＵＥまたは装置と呼ばれる）はＵＴＲＡＮではＮｏｄｅ　Ｂ（ＮＢ）を介して
、Ｅ－ＵＴＲＡＮ接続ではｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）を介してアクセスネ
ットワークに接続される。他の移動ネットワークでは、エンティティＮＢおよびｅＮＢ１
２０は基地局として知られる。ＵＥの移動性をサポートするため、サービングゲートウェ
イ（ＳＧＷ）１３０およびパケットデータネットワークゲートウェイ１６０（ＰＤＮ－Ｇ
Ｗまたは簡潔にＰＧＷ）の、２つのデータパケットゲートウェイがＥＰＳに配置される。
Ｅ－ＵＴＲＡＮアクセスを考えると、ｅＮＢエンティティ１２０はＳ１－Ｕインタフェー
ス（Ｕは「ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ」を表している）を介して有線回線により１つまたは複
数のＳＧＷに、Ｓ１－ＭＭＭＥインタフェースを介して移動性管理エンティティ１４０（
ＭＭＥ）に接続し得る。ＳＧＳＮ１５０およびＭＭＥ１４０は、サービングコアネットワ
ーク（ＣＮ）ノードと呼ばれることもある。
【０００７】
　上記で予想され、図２に示されているように、Ｅ－ＵＴＲＡＮはｅＮｏｄｅＢ１２０か
ら構成され、Ｅ－ＵＴＲＡユーザプレーン（ＰＤＣＰ／ＲＬＣ／ＭＡＣ／ＰＨＹ）および
制御プレーン（ＲＲＣ）プロトコル終端をユーザ装置（ＵＥ）に提供する。ｅＮｏｄｅＢ
１２０は、ユーザプレーンヘッダ圧縮と暗号化の機能を含む、物理（ＰＨＹ）、媒体アク
セス制御（ＭＡＣ）、無線リンク制御（ＲＬＣ）およびパケットデータ制御プロトコル（
ＰＤＣＰ）層をホストする。また、ｅＮｏｄｅＢ１２０は、制御プレーンに対応する無線
リソース制御（ＲＲＣ）機能を提供する。ｅＮｏｄｅＢ１２０は、無線リソース管理、受
付制御、スケジューリング、ネゴシエーション済みアップリンクサービス品質（ＱｏＳ）
の施行、セル情報ブロードキャスト、ユーザおよび制御プレーンデータの暗号化／解読、
ならびにダウンリンク／アップリンクユーザプレーンパケットヘッダの圧縮／解凍を含む
多くの機能を実施する。ｅＮｏｄｅＢは、Ｘ２インタフェースにより相互接続される。
【０００８】
　また、ｅＮｏｄｅＢ１２０は、Ｓ１インタフェースによりＥＰＣ（進化型パケットコア
）に、より具体的にはＳ１－ＭＭＥによりＭＭＥ（移動性管理エンティティ）に、および
Ｓ１－Ｕによりサービングゲートウェイ（ＳＧＷ）に接続される。Ｓ１インタフェースは
ＭＭＥ／サービングゲートウェイとｅＮｏｄｅＢ１２０との間で多対多の関係をサポート
する。ＳＧＷはユーザデータパケットをルートし転送すると同時に、ｅＮｏｄｅＢ間ハン
ドオーバー中にユーザプレーンに対して移動性アンカーとして動作し、ＬＴＥと他の３Ｇ
ＰＰ技術との間の移動性に対してアンカーとして動作する（Ｓ４インタフェースを終端し
、２Ｇ／３ＧシステムとＰＤＮ　ＧＷとの間のトラフィックをリレーする）。アイドル状
態のユーザ装置に対して、ＳＧＷはダウンリンクデータパスを終端し、ユーザ装置へのダ
ウンリンクデータが到着するとページングをトリガする。ＳＧＷはユーザ装置のコンテク
スト、例えばＩＰベアラサービスのパラメータ、ネットワーク内ルーティング情報などを
管理し、保存する。また、ＳＧＷは、合法的傍受の場合にユーザトラフィックの複製を実
行する。
【０００９】
　ＭＭＥ１４０はＬＴＥアクセスネットワークの重要な制御ノードである。ＭＭＥ１４０
は、アイドルモードユーザ装置の追跡および再送信を含むページング手続きを担う。ＭＭ
Ｅ１４０はベアラ有効化／無効化処理に関与しており、初期接続の際およびコアネットワ
ーク（ＣＮ）ノード再配置が関わるＬＴＥ内ハンドオーバーの際のユーザ装置のためのＳ
ＧＷの選択も担う。ＭＭＥ１４０は、ユーザの認証を担う（ＨＳＳとの相互作用により）
。非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングはＭＭＥで終端し、ユーザ装置への一時的な識別
子の生成と配分も担う。非アクセス層はサービスプロバイダの公衆陸上移動通信ネットワ
ーク（ＰＬＭＮ）にとどまるためのユーザ装置の認証を確認し、ユーザ装置のローミング
制限を施行する。ＭＭＥはＮＡＳシグナリングの暗号化／完全性保護のためのネットワー
クの終端点であり、セキュリティ鍵管理を担当する。また、シグナリングの合法的傍受は
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、ＭＭＥによりサポートされている。また、ＭＭＥは、ＳＧＳＮからのＭＭＥで終端する
Ｓ３インタフェースにより、ＬＴＥと２Ｇ／３Ｇアクセスネットワークとの間の移動性に
制御プレーン機能を提供する。また、ＭＭＥは、ユーザ装置をローミングするためのホー
ムＨＳＳ方向のＳ６ａインタフェースを終端する。
【００１０】
　図３および図４は、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８でのコンポーネントキャリアの構造を
示す。３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８のダウンリンクコンポーネントキャリアは
、それぞれが図３に示されているように２つのダウンリンクスロットに分割されている、
いわゆるサブフレーム内で時間周波数ドメインに細かく分割される。時間周期Ｔｓｌｏｔ

に対応するダウンリンクスロットの詳細が、参照番号３２０により図３および図４で示さ
れている。サブフレームの第１のダウリンクスロットは、第１のＯＦＤＭシンボル内の制
御チャネル領域（ＰＤＣＣＨ領域）を含む。各サブフレームは、時間ドメイン内のＯＦＤ
Ｍシンボルの所与の番号（３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）の１２または１４Ｏ
ＦＤＭシンボル）から構成され、各ＯＦＤＭシンボルはコンポーネントキャリアの帯域幅
全体に広がる。
【００１１】
　特に、スケジューラから割り当てられ得るリソースの最小単位は、物理リソースブロッ
ク（ＰＲＢ）とも呼ばれるリソースブロックである。図４を参照すると、ＰＲＢ３３０は
時間ドメインではＮｓｙｍｂ

ＤＬ個の連続するＯＦＤＭシンボルとして、周波数ドメイン
ではＮｓｃ

ＲＢ個の連続するサブキャリアとして定義される。実際には、ダウンリンクリ
ソースはリソースブロックペアに割り当てられる。リソースブロックペアは２つのリソー
スブロックから構成される。リソースブロックペアは、周波数ドメインではＮｓｃ

ＲＢ個
の連続するサブキャリアにまたがり、時間ドメインではサブフレームの２・Ｎｓｙｍｂ

Ｄ

Ｌ個の変調シンボル全体にまたがる。Ｎｓｙｍｂ
ＤＬは６か７のどちらかであり、結果と

して合計で１２か１４ＯＦＤＭシンボルになる。その結果、物理リソースブロック３３０
は時間ドメインでは１つのスロットに、周波数ドメインでは１８０ｋＨｚに対応するＮｓ

ｙｍｂ
ＤＬ×Ｎｓｃ

ＲＢ個のリソース要素を含む（ダウンリンクリソースグリッドについ
てのさらなる詳細は、例として非特許文献１にあり、３ＧＰＰのウェブサイトから自由に
利用でき、参照として本明細書に組み込まれている）。リソースブロックまたはリソース
ブロックペアのいくつかのリソース要素が、スケジュールされていたとしても使用されな
いということが起こり得るが、使用される専門用語を分かりやすくするため、リソースブ
ロック全体またはリソースブロックペアが割り当てられる。スケジューラに実際に割り当
てられないリソース要素の例は、参照信号、ブロードキャスト信号、同期信号、および様
々な制御信号またはチャネル送信に使用されるリソース要素を含む。
【００１２】
　ダウンリンクの物理リソースブロックＮＲＢ

ＤＬの数は、セル内で構成されるダウンリ
ンク送信帯域幅に依存し、現在のところＬＴＥでは６～１１０（Ｐ）ＲＢの間隔から定義
される。ＬＴＥでは、帯域幅をＨｚ（例えば、１０ＭＨｚ）の単位またはリソースブロッ
ク単位のどちらかで表示するのが慣習である（例えば、ダウンリンクの場合、同等のセル
帯域幅は、例として１０ＭＨｚまたはＮＲＢ

ＤＬ＝５０ＲＢと表現することができる）。
【００１３】
　チャネルリソースは、図３に例示的に示されているように、「リソースブロック」とし
て定義され得る。図３では、例として３ＧＰＰのＬＴＥワークアイテムで議論されたよう
に、例えばＯＦＤＭを採用するマルチキャリア通信システムが想定されている。より一般
的には、リソースブロックは、スケジューラが割り当てることのできる最小のリソース単
位を、移動通信の無線インタフェースに対して指定することが想定され得る。リソースブ
ロックの次元は、移動通信システムにおいて使用されるアクセス方式によって、時間（例
えば、時間分割多重方式（ＴＤＭ）の時間スロット、サブフレーム、フレームなど）、周
波数（例えば、周波数分割多重方式（ＦＤＭ）のサブバンド、キャリア周波数など）、コ
ード（例えば、コード分割多重方式（ＣＤＭ）の拡散コード）、アンテナ（例えば、多入
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力多出力（ＭＩＭＯ））などの何らかの組み合わせであり得る。
【００１４】
　データは、仮想リソースブロックのペアにより、物理リソースブロックにマッピングさ
れる。仮想リソースブロックのペアは物理リソースブロックのペアにマッピングされる。
以下の２種類の仮想リソースブロックは、ＬＴＥダウンリンクの物理リソースブロックに
対するそれらのマッピングに従って定義される：局所仮想リソースブロック（ＬＶＲＢ）
および分散仮想リソースブロック（ＤＶＲＢ）。局所ＶＲＢを使用した局所送信モードで
は、ｅＮＢはどのリソースブロックがどのくらい使用されるかを完全に制御し、通常は大
きなスペクトル効率につながるリソースブロックを選ぶためにこの制御を使用するはずで
ある。ほとんどの移動通信システムでは、このことは結果として単一のユーザ装置への送
信に対して隣接する物理リソースブロックまたは隣接する物理リソースブロックの複数ク
ラスタとなる。周波数ドメインでは無線チャネルはコヒーレントであり、１つの物理リソ
ースブロックが大きなスペクトル効率を提供する場合、隣接する物理リソースブロックが
同じように大きなスペクトル効率を提供する可能性が非常に高いからである。分散ＶＲＢ
を使用した分散送信モードでは、同じＵＥにデータを伝達する物理リソースブロックは、
十分に大きなスペクトル効率を提供する少なくともいくつかの物理リソースブロックを打
って周波数ダイバーシティを得るために、周波数帯全体に分散される。
【００１５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８では、ダウンリンク制御シグナリングは基本的
に、以下の３つの物理チャネルにより伝達される。
　－　サブフレームの制御シグナリングに使用されるＯＦＤＭシンボルの数（すなわち、
制御チャネル領域のサイズ）を示す、物理制御フォーマット指示チャネル（ＰＣＦＩＣＨ
）
　－　アップリンクデータ送信に関連するダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝達するため
の物理ハイブリッドＡＲＱ指示チャネル（ＰＨＩＣＨ）
　－　ダウンロードスケジューリング割り当ておよびアップリンクスケジューリング割り
当てを伝達するための、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
【００１６】
　ＰＣＦＩＣＨは、既知の事前定義された変調・符号化方式を使用して、ダウンリンクサ
ブフレームの制御シグナリング領域内の既知の位置から送信される。ユーザ装置は、サブ
フレームの制御シグナリング領域のサイズ、例えばＯＦＤＭシンボルの数についての情報
を取得するためにＰＣＦＩＣＨを復号する。ユーザ装置（ＵＥ）がＰＣＦＩＣＨを復号で
きないか、誤ったＰＣＦＩＣＨ値を取得する場合、ユーザ装置は制御シグナリング領域に
含まれるＬ１／Ｌ２制御シグナリング（ＰＤＣＣＨ）を正しく復号することができず、結
果としてそこに含まれるすべてのリソース割り当てが失われることがある。
【００１７】
　ＰＤＣＣＨは、例えばリソースのダウンリンクまたはアップリンクデータ送信への配置
に対するスケジューリング許可などの制御情報を伝達する。ユーザ装置へのＰＤＣＣＨは
、サブフレーム内のＰＣＦＩＣＨに従って２つまたは３つのＯＦＤＭシンボルのうちのい
ずれか１つの最初のもので送信される。
【００１８】
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）は、ユーザデータを伝送するために使用
される。ＰＤＳＣＨは、ＰＤＣＣＨの１つ後のサブフレーム内の残りのＯＦＤＭシンボル
にマッピングされる。１つのＵＥに配置されるＰＤＳＣＨリソースは、各サブフレームに
対するリソースブロックの単位で表される。
【００１９】
　物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）は、ユーザデータを伝達する。物理アッ
プリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、スケジューリングリクエスト、ＰＤＳＣＨ上の
データパケットに応じてＨＡＲＱ肯定応答および否定応答、チャネル状態情報（ＣＳＩ）
などのシグナリングをアップリンク方向に伝達する。
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【００２０】
　ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄの周波数スペクトルは、世界無線通信会議２００７（ＷＲＣ
－０７）で決定された。ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄの全体的な周波数スペクトルが決定さ
れたとはいえ、実際に利用可能な周波数帯域幅は各地域または国によって異なる。とはい
え、利用可能な周波数スペクトルの概要に関する決定に続いて、無線インタフェースの標
準化が第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）で開始された。３ＧＰＰ　Ｔ
ＳＧ　ＲＡＮ　＃３９会議において、「Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆ
ｏｒ　Ｅ－ＵＴＲＡ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）」についての検討事項の説明が承認さ
れた。この検討事項は、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄの要件を満たすことなど、Ｅ－ＵＴＲ
Ａの進化に関して検討されるべき技術要素を網羅している。
【００２１】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムがサポートできる帯域幅は１００ＭＨｚであり、Ｌ
ＴＥシステムがサポートできるのは２０ＭＨｚのみである。最近では無線スペクトルの不
足が無線ネットワーク開発のボトルネックになっており、結果としてＬＴＥ－Ａｄｖａｎ
ｃｅｄシステムにとって十分広いスペクトル帯を発見するのは困難である。結果として、
より広い無線スペクトル帯を取得する方法の発見が急務であり、解決策として可能性のあ
るものはキャリアアグリゲーション機能である。キャリアアグリゲーションでは、２つ以
上のコンポーネントキャリアが、最大１００ＭＨｚのより広い送信帯域幅をサポートする
ために束ねられる。「コンポーネントキャリア」という用語は、複数のリソースブロック
の組み合わせを意味している。ＬＴＥの将来のリリースでは、「コンポーネントキャリア
」という用語は使用されない。代わりに、この専門用語はダウンリンクリソースおよび任
意でアップリンクリソースの組み合わせを意味する「セル」に変更される。ダウンリンク
リソースのキャリア周波数とアップリンクリソースのキャリア周波数との間のリンクは、
ダウンリンクリソースで送信されるシステム情報に示されている。ＬＴＥシステムの複数
のセルは、ＬＴＥのこれらのセルが異なる周波数帯にある場合でも、１００ＭＨｚにとっ
て十分広い、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのより広い１つのチャネルに束ねられる
。少なくともアップリンクおよびダウンリンクのコンポーネントキャリアの束ねられた数
が同じ場合、すべてのコンポーネントキャリアはＬＴＥ　Ｒｅｌ．８／９と互換性を持つ
ように構成される。ユーザ装置によって束ねられるすべてのコンポーネントキャリアは、
必ずしもＲｅｌ．８／９と互換性を持つ必要はない。既存の仕組み（例えば、バーリング
）は、コンポーネントキャリアにとどまるため、Ｒｅｌ－８／９のユーザ装置を避けるた
めに使用され得る。ユーザ装置は、その能力に応じて１つまたは複数のコンポーネントキ
ャリア（複数のサービングセルに対応）を、同時に受信または送信し得る。キャリアアグ
リゲーションの受信および／または送信の能力を持つＬＴＥ－Ｒｅｌ．１０のユーザ装置
は、複数のサービングセルで同時に受信および／または送信ができるが、ＬＴＥ　Ｒｅｌ
．８／９のユーザ装置は、コンポーネントキャリアの構造がＲｅｌ．８／９の仕様に従っ
ている限り、１つのサービングセルのみで受信および送信することができる。
【００２２】
　リンクアダプテーションの原則は、無線インタフェースの設計にとって必須であり、パ
ケット交換によるデータトラフィックにとって効率的である。ほぼ一定のデータレートに
よる回線変換サービスをサポートするために高速クローズドループ電力制御を使用するＵ
ＭＴＳ（ユニバーサル移動体通信システム）の初期バージョンとは異なり、ＬＴＥのリン
クアダプテーションは各ユーザの優勢な無線チャネル容量に適応するため、送信データレ
ート（変調方式およびチャネル符号化レート）を動的に調整する。
【００２３】
　ＬＴＥでのダウンリンクデータ送信では、ｅＮｏｄｅＢは、通常、ダウンリンクチャネ
ル状態の予想に応じて変調方式および符号レート（ＭＣＳ）を選択する。この選択処理に
とって重要な入力は、ｅＮｏｄｅＢへのアップリンクでユーザ装置（ＵＥ）から送信され
るチャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックである。
【００２４】
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　チャネル状態情報は、例として３ＧＰＰ　ＬＴＥが１人または複数のユーザのチャネル
リソースの品質を判定するためなどに、複数ユーザ通信システムにおいて使用される。一
般的に、ＣＳＩフィードバックに応じて、ｅＮｏｄｅＢはＱＰＳＫ、１６ＱＡＭおよび６
４ＱＡＭ方式から、ならびに幅広い符号レートから選択できる。このＣＳＩ情報は、異な
るユーザにチャネルリソースを割り当てるために複数ユーザスケジューリングアルゴリズ
ムで活用するため、または割り当てられたチャネルリソースの可能性を最大限に活用する
ために変調方式、符号化レートまたは送信電力などのリンクパラメータを適応するために
使用され得る。
【００２５】
　ＣＳＩは各コンポーネントキャリアに報告され、また、報告モードおよび帯域幅によっ
ては、コンポーネントキャリアのサブバンドの異なるセットに報告される。チャネルリソ
ースは、図４に例示的に示されているように、「リソースブロック」として定義され得る
。図４では、例として３ＧＰＰのＬＴＥワークアイテムで議論されたように、例えばＯＦ
ＤＭを採用するマルチキャリア通信システムが想定されている。より一般的には、リソー
スブロックは、スケジューラが割り当てることのできる最小のリソース単位を、移動通信
の無線インタフェースに対して指定することが想定され得る。リソースブロックの次元は
、移動通信システムにおいて使用されるアクセス方式によって、時間（例えば、時間分割
多重方式（ＴＤＭ）の時間スロット、サブフレーム、フレームなど）、周波数（例えば、
周波数分割多重方式（ＦＤＭ）のサブバンド、キャリア周波数など）、コード（例えば、
コード分割多重方式（ＣＤＭ）の拡散コード）、アンテナ（例えば、多入力多出力（ＭＩ
ＭＯ））などの何らかの組み合わせであり得る。
【００２６】
　最小の割り当て可能なリソース単位がリソースブロックだと想定すると、理想的な状況
では、各およびすべてのリソースブロックならびに各およびすべてのユーザに対するチャ
ネル品質情報は常に利用可能であるべきである。しかしながら、フィードバックチャネル
の制限された容量のゆえに、ほとんどの場合実行可能でないか、不可能である。したがっ
て、例えばチャネル品質情報を所与のユーザのリソースブロックのサブセットにのみ送信
することによる、チャネル品質フィードバックシグナリングのオーバーヘッドを減少させ
るための縮小または圧縮技術が必要とされる。
【００２７】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、チャネル品質が報告される最小単位は、複数周波数隣接リソー
スブロックから構成されるサブバンドと呼ばれる。
【００２８】
　したがって、リソース許可が、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）でＰＤＣＣＨを介して
ｅＮｏｄｅＢからＵＥに送信される。ダウンリンク制御情報は、必要なシグナリング情報
に応じて、異なる形式で送信され得る。一般的には、ＤＣＩは以下を含む。
　－　リソースブロック割り当て（ＲＢＡ）
　－　変調・符号化方式（ＭＣＳ）
【００２９】
　ＤＣＩは、必要なシグナリング情報に応じてさらなる情報を含み得る。このことは、参
照として本明細書に組み込まれている、非特許文献２でも説明されている。例えば、ＤＣ
ＩはさらにＨＡＲＱ関連の情報、例としてリダンダンシバージョン（ＲＶ）、ＨＡＲＱプ
ロセス数または新データインジケータ（ＮＤＩ）、事前符号化などのＭＩＭＯ関連情報、
電力制御関連情報などを含み得る。他のチャネル品質の要素は、事前符号化行列インジケ
ータ（ＰＭＩ）およびランクインジケータ（ＲＩ）であり得る。関連する報告および送信
の仕組みについての詳細は、参考文献として参照されている以下の仕様書で説明されてい
る（すべてのドキュメントは３ＧＰＰのウェブサイトで利用可能であり、参照として本明
細書に組み込まれている）。
　－　非特許文献３
　－　非特許文献４
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　－　非特許文献５
【００３０】
　リソースブロックの割り当ては、アップリンクまたはダウンリンクの送信に使用される
物理リソースブロックを指定する。
【００３１】
　変調・符号化方式は、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭまたは６４ＱＡＭなどの、送信に使用され
る変調方式を定義する。変調の次数が低ければ低いほど、送信のロバスト性は向上する。
したがって、６４ＱＡＭなどの高次変調は、通常、チャネル状態が優れている場合に使用
される。変調・符号化方式はまた、所与の変調の符号レート、すなわち定義済みリソース
で伝達される情報ビットの数を定義する。符号レートは、無線リンクの状態に応じて選択
される。すなわち、低符号レートは悪いチャネル状態で使用され、高符号レートは良いチ
ャネル状態の場合に使用され得る。ここで「良い」および「悪い」という用語は、信号対
干渉雑音比（ＳＩＮＲ）の観点から用いられている。符号レートのより細かな適応は、エ
ラー修正符号器の種類に応じて汎用レートのパンクチャリングまたは繰り返しにより実現
される。
【００３２】
　図６は、物理ダウンリンク共有チャネル内で使用される変調次数（Ｑｍ）を決定するた
めに、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１１で使用されるＭＣＳテーブルの例である。ダウンリ
ンクの０から９までのレベルは、通常、ロバスト性の高いＱＰＳＫ変調を採用することを
意味している。アップリンクでは、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１１は本質的にダウンリン
クチャネルのＭＣＳテーブルと同じ構造を持つＭＣＳテーブルを予測する。ダウンリンク
では、ＱＰＳＫ変調方式は０から９までのＭＣＳレベルで表される（詳細については、非
特許文献６を参照）。それ以外のレベルは、高次変調方式による構成を指定する。大きな
インデックス（１７～２８）に対応するＭＣＳテーブルのレベルは、６４ＱＡＭ変調方式
を表す。また、ＱＰＳＫおよび１６ＱＡＭ変調方式は、６４ＱＡＭ変調方式と比較して低
次変調方式として示される。一般的には、「低次変調方式」という用語はサポートされる
最高次数の変調よりも低い変調次数と理解される。
【００３３】
　ＭＣＳテーブルの第１列は、例えばＤＣＩ内で変調・符号化方式に設定を提供するため
に、実際にシグナリングされるインデックスを定義している。ＭＣＳテーブルの第２列は
、インデックスと関連付けられた変調の次数を提供し、それによると次数２はＱＰＳＫ、
次数４は１６ＱＡＭ、次数６は６４ＱＡＭを意味している。テーブルの第３列は、事前定
義されたトランスポートブロックのサイズ、ひいては符号化レート（データに追加される
リダンダンシの量）を参照するトランスポートブロックサイズインデックスを含む。ＭＣ
Ｓテーブルの第３列内のトランスポートブロックサイズ（ＴＢＳ）インデックスは、ＴＢ
Ｓテーブルを参照している（例えば、上記の非特許文献６のＴａｂｌｅ　７．１．７．２
．１－１と比較）。この表は、ＤＣＩおよび特にそのリソースブロック配分（ＲＢＡ）部
分でシグナリングされ、ＴＢＳインデックスの数に対応した第１列と、それぞれのリソー
スブロックの数に対するトランスポートブロックサイズを指定する続く列を持つ行を含む
。
【００３４】
　トランスポートブロックは、送信されるデータを含み、上位層による送信に提供される
、つまりスケジューリング情報を含む制御情報に従って、および／または上位層による設
定に従って物理リソースにマッピングされる、データ単位である。トランスポートブロッ
クはそれぞれのリソースブロックに対して、つまり一般的には固定サイズの時間スロット
（時間ドメイン部分）に対してマッピングされる。
【００３５】
　これから数年間にわたって、オペレータはヘテロジニアスネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ
）と呼ばれる新しいネットワークアーキテクチャを展開し始めるだろう。現在３ＧＰＰで
議論されている典型的なＨｅｔＮｅｔの展開は、マクロおよびピコセルから構成される。
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ピコセルは、トラフィックをマクロセルからオフロードするためにトラフィックホットス
ポットに有利に配置される、低電力ｅＮＢによって形成される。マクロおよびピコｅＮＢ
は、互いに独立してスケジューリングを実装する。高電力マクロセルおよび低電力ピコセ
ルの組み合わせは、付加的な容量と改善されたサービスエリアを提供できる。
【００３６】
　一般的にユーザ装置（ＵＥ）などの端末は、最強のダウンリンク信号によりノードに接
続する。図５Ａでは、低電力ｅＮＢを囲み実線の境界で区切られた領域が、低電力ｅＮＢ
のダウンリンク信号が最大である領域である。この領域内のユーザ装置は適切な低電力ｅ
ＮＢに接続する。
【００３７】
　送信電力を増加させずに低電力ｅＮＢの取り込み領域を拡張するために、セル選択の仕
組みに受信したダウンリンク信号強度にオフセットが追加される。このようにして、低電
力ｅＮＢはより大きな取り込み領域をカバーできる。言い換えれば、ピコセルはセル領域
拡張（ＣＲＥ）を備えている。ＣＲＥは、このような展開でスループットパフォーマンス
を増加させる手段である。ＵＥは、受信した電力が、信号が最大のピコｅＮＢから受信し
た電力よりも少なくともＧ　ｄＢ大きい時にのみ、マクロｅＮＢに接続する。ここでＧは
、半静的に構成されたＣＲＥバイアスである。典型的な値の範囲は０～２０ｄＢと予想さ
れる。
【００３８】
　図５Ａは、様々なピコセルが１つのマクロセルの領域内に提供されるようなＨｅｔＮｅ
ｔのシナリオを示す。図５Ａでは、領域拡張ゾーン（ＣＲＥ）は破線の境界（edge）で区
切られている。ＣＲＥのないピコセルエッジは、実線の境界で区切られている。様々なＵ
Ｅが様々なセル内に配置されている様子が示されている。図５Ｂは、自分のサービスエリ
アに配置された複数のＵＥにそれぞれサービスを提供するマクロｅＮＢおよび複数のピコ
ｅＮＢを含む、ＨｅｔＮｅｔのシナリオの概念を概略的に示す。
【００３９】
　３～４ｄＢの領域拡張を伴うヘテロジニアスの展開は、すでにＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｅ　
８で検討されている。それにも関わらず、最大９ｄＢのセル選択オフセットを伴うＣＲＥ
の適用性が、現在ＲＡＮ１で検討されている。しかしながら、小さなセルが提供する付加
的な容量は、ピコセル内のＵＥが経験する信号干渉が原因で、失われ得る。マクロｅＮＢ
は、ピコＵＥ、つまりピコｅＮＢに接続されているＵＥにとって単一の支配的干渉である
。このことは、ＣＲＥを使用している際のセルエッジにあるピコＵＥに特に当てはまる。
【００４０】
　セルエッジにいる、ピコｅＮｏｄｅＢがサービスを提供しているユーザは、通常、受信
する信号強度が相対的に弱い。ＣＲＥを使用しているピコセルの境界に位置し、強力なセ
ル間干渉を受けている場合は特にそうである。主要な干渉は、通常はサブフレームを高送
信電力で送信する、ヘテロジニアスネットワーク内のマクロセルにサービスを提供してい
るｅＮｏｄｅＢである。
【００４１】
　セルエッジにある移動端末のスループットパフォーマンスを改善するために、移動端末
がダウンリンク送信のためにスケジュールされているリソースに対する干渉の影響を低減
しなければならない。セル間干渉調整（ＩＣＩＣ）の目的は、電力制限、セル間シグナリ
ング制限、公平性目標、最小ビットレート要件などの影響を受ける、複数セルスループッ
トを最大化することである。
【００４２】
　図７は、２つのＵＥがｅＮＢからサービスを提供される、例示的なダウンリンク送信の
シナリオである。送信リソースでのＳＩＮＲレベルに応じて、高次または低次の変調方式
がデータ送信に使用され得る。ＬＴＥで現在サポートされている変調方式の組は、ＱＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭから構成される。
【００４３】
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　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送信に使用される変調・符号化方式（Ｍ
ＣＳ）は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）内のＭＣＳフィールドによって示される。現
在のＲｅｌ－１１　ＭＣＳフィールドは、５ビットの固定長を持つ。結果として、変調方
式およびチャネル符号器の符号レートの３２の組み合わせを示すために使用される、３２
の符号ポイントとなる。符号レートは、配置されるリソースブロック（ＲＢ）のセットに
マッピングされるトランスポートブロックサイズによって決定される。
【００４４】
　ＭＣＳフィールドの符号ポイントの解釈は、特定のＭＣＳテーブルによってなされる。
テーブルは、ＭＣＳインデックスとして表される各符号ポイントを、変調次数およびトラ
ンスポートブロックサイズ（ＴＢＳ）インデックスの組み合わせにマッピングする。変調
次数は、単一の変調シンボルにマッピングされるビットの数を表す。現在のＲｅｌｅａｓ
ｅ－１１テーブルは、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭに対応する変調次数２、４
および６をサポートしている。ＴＢＳインデックスは、配置されたＲＢの数に依存するト
ランスポートブロックサイズを含むＴＢＳテーブルのエントリにリンクされている。した
がって各ＴＢＳインデックスは、ＲＢごとに送信されるビットに関連して、特定のスペク
トル効率に対応する。
【００４５】
　現在のＲｅｌｅａｓｅ－１１　ＭＣＳテーブルが、図６に示されている。テーブルは、
ＴＢＳインデックスを持つ３つのエントリを含むことが分かる。これらのＭＣＳインデッ
クスは、誤りのあるトランスポートブロックの再送信に使用される。サイズは最初の送信
から分かるので、この場合トランスポートブロックサイズの指標は必要ではない。各ＭＣ
Ｓインデックスは、トランスポートブロックサイズに決定される変調方式および符号レー
トの組み合わせが特定のブロックエラー確率を超えない仕方で使用され得る、特定のＳＩ
ＮＲレベルに対応する。ブロックエラー確率を０．１と想定すると、現在のＲｅｌｅａｓ
ｅ－１１テーブルはおおよそ－７ｄＢから２０ｄＢのＳＩＮＲ範囲を網羅している。ＭＣ
Ｓテーブルは、２７のＴＢＳインデックスをサポートし、ＴＢＳインデックスを１増加さ
せることは、おおよそ１ｄＢのＳＩＮＲレベルの差に相当する。
【００４６】
　図８は、Ｒｅｌｅａｓｅ－１１のパフォーマンス研究の際に評価された、ヘテロジニア
スネットワーク展開内の２つの典型的なＵＥの、ＲＢ　ＳＩＮＲレベルの分布を示してい
る。結果はシステムレベルの分布によって達成され、ＳＩＮＲレベルの平均が非常に高い
曲線はセル中心のＵＥ、ＳＩＮＲレベルの平均が非常に低い曲線はセル境界のＵＥに対応
する。図８からは、セル中心のＵＥのＳＩＮＲサンプルの大部分は、現在のＲｅｌ－１１
ＭＣＳテーブルに網羅されていないことが分かる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００４７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎｓ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１
０）」、ｖｅｒｓｉｏｎ　１０．４．０、２０１２、Ｓｅｃｔｉｏｎ　６．２
【非特許文献２】「ＬＴＥ：Ｔｈｅ　ＵＭＴＳ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅｏｒｙ　ｔｏ　ｐｒａｃｔｉｃｅ」　ｂｙ　Ｓ．Ｓｅｓｉａ、Ｉ．
Ｔｏｕｆｉｋ、Ｍ．Ｂａｋｅｒ、Ａｐｒ．２００９、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎ
ｓ、ＩＳＢＮ　９７８－０－４７０－６９７１６－０、Ｓｅｃｔｉｏｎ　９．３．２．３
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」、ｖｅｒｓｉｏｎ　１
０．０．０、ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ　ｓｅｃｔｉｏｎｓ　６．３．３、６．３．４
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ



(13) JP 6380860 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ」、ｖｅｒｓｉｏｎ　１０
．０．０、ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ　ｓｅｃｔｉｏｎｓ　５．２．２、５．２．４、５
．３．３
【非特許文献５】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ」、ｖｅｒｓｉｏｎ　１０．０．１、ｐ
ａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ　ｓｅｃｔｉｏｎｓ　７．１．７　ａｎｄ７．２
【非特許文献６】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ」、ｖｅｒｓｉｏｎ　１１．１．０、ｓ
ｅｃｔｉｏｎｓ　７　ａｎｄ　８、ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ　ａｎｄ　ｉｎ　ｐａｒｔ
ｉｃｕｌａｒ　Ｔａｂｌｅｓ　７．１．７．１－１　ｆｏｒ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ、ａｎｄ
　８．６．１－１　ｆｏｒ　ｕｐｌｉｎｋ
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２　ｖ．１１．１．０、Ｓｅｃｔｉｏｎ　
５．３．３「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」ａｎｄ、ｉ
ｎ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｕｂｓｅｃｔｉｏｎ　５．３．３．１「Ｄ
ＣＩ　ｆｏｒｍａｔｓ」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４８】
　上述した従来技術の問題を考慮し、本発明の目的は、適応変調・符号化の変調・符号化
方式を用いて、より高いＳＩＮＲ状態をカバーするための、効率的でロバスト性のある手
法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００４９】
　このことは、独立請求項の特徴により実現される。本発明の有利な実施形態は、従属請
求項の主題である。
【００５０】
　２つの組に分割された変調・符号化方式を提供することが本発明の特定の手法であり、
２つの組のうち１つは低スペクトル効率をカバーし、低ＳＩＮＲレベルに有利に適用可能
であり、もう一方は高スペクトル効率をカバーし、高ＳＩＮＲレベルに有利に適用可能で
ある。これらの組は、同じ変調・符号化方式インジケータによって対処可能であるように
、同じ長さを有する。これらの組は、最高次変調のエントリが異なる。送信機および受信
機は、２つ（またはそれ以上）の組から選択することができる。
【００５１】
　本発明の一様態によれば、通信システムにおいてネットワークノードからデータを受信
する装置であって、データが送信されるリソースを指定しかつ変調・符号化インジケータ
を含むスケジューリング情報を受信する制御情報受信ユニットと、前記変調・符号化イン
ジケータに従って、１組の所定の変調・符号化方式から変調・符号化を選択可能である変
調・符号化選択ユニットと、少なくとも２つの所定の組、つまり、第１の組および第２の
組から、前記１組の所定の変調・符号化方式を選択する組選択ユニットであって、前記第
１の組および前記第２の組は、共通して複数の変調・符号化方式を有するも、前記第２の
組が前記第１の組のどの変調よりも高い次数を有する付加的な変調をさらに含む点で異な
り、前記第１の組および前記第２の組は同じサイズを有する、組選択ユニットと、前記選
択された変調・符号化を使用して、スケジュールされたリソースで前記データを送信する
データ送信ユニットと、を有する装置が提供される。
【００５２】
　本発明の他の様態によれば、通信システムにおいてデータを送信する装置であって、前
記データが送信されるリソースを指定しかつ変調・符号化インジケータを含むスケジュー
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リング情報を送信する制御情報送信ユニットと、前記変調・符号化インジケータに従って
、１組の所定の変調・符号化方式から変調・符号化を選択可能である変調・符号化選択ユ
ニットと、少なくとも２つの所定の組、つまり、第１の組および第２の組から、前記１組
の所定の変調・符号化方式を選択する組選択ユニットであって、前記第１の組および前記
第２の組は、共通して複数の変調・符号化方式を有するも、前記第２の組が前記第１の組
のどの変調よりも高い次数を有する付加的な変調をさらに含む点で異なり、前記第１の組
および前記第２の組は同じサイズを有する、組選択ユニットと、前記選択された変調・符
号化を使用して、スケジュールされたリソースで前記データを受信するデータ受信ユニッ
トと、を有する装置が提供される。
【００５３】
　有利には、各前記組の前記変調・符号化方式は、変調・符号化インジケータの値と関連
付けられており、複数の前記変調・符号化インジケータの値は、前記第１の組および前記
第２の組における同じ変調・符号化方式をそれぞれ参照し、残りの変調・符号化インジケ
ータの値は、前記第２の組では最高次変調を参照し、前記第１の組では１つ以上の最低次
数の変調を参照する。
【００５４】
　本発明の一実施形態によれば、前記変調・符号化インジケータのＭ個の最小値（Ｍは整
数）は、前記第１の組における前記最低次変調を有する前記変調・符号化方式と、前記第
２の組における前記最高次変調を有する前記変調・符号化方式と、を参照する。
【００５５】
　前記第２の組は、前記第１の組に含まれる前記最低次数の変調を含まないように構築さ
れ得る。
【００５６】
　本発明の一実施形態によれば、前記変調・符号化インジケータのＫ個の値（Ｋは整数）
は、前記第１の組と前記第２の組の両方における前記最低次変調を有する同じ変調・符号
化方式を参照し、Ｌ個の値は、前記第１の組における前記最低次変調を有する前記変調・
符号化方式および前記第２の組における前記最高次変調を有する前記変調・符号化方式を
参照し、前記変調・符号化インジケータの残りの値は、前記最高次変調よりも低い同じ変
調・符号化方式を参照する。
【００５７】
　有利には、Ｋ個の値はインデックスの最初のＫ個の値に対応し、Ｌ個の値はＫ個の値の
すぐ後のＬ個の値である。
【００５８】
　本発明の一実施形態によれば、前記変調・符号化インジケータは、変調次数、ならびに
（ｉ）物理リソースにマッピングされるトランスポートブロックのビット数および（ｉｉ
）前記トランスポートブロックサイズがはっきりしない再送信、のうち少なくとも１つを
示すサイズインジケータ、を含む変調・符号化方式と関連付けられている。
【００５９】
　本発明の一様態によれば、通信システムにおいてネットワークノードからデータを受信
する方法であって、データが送信されるリソースを指定しかつ変調・符号化インジケータ
を含むスケジューリング情報を受信するステップと、前記変調・符号化インジケータに従
って、１組の所定の変調・符号化方式から変調・符号化を選択するステップと、少なくと
も２つの所定の組、つまり、第１の組および第２の組から、前記１組の所定の変調・符号
化方式を選択するステップであって、前記第１の組および前記第２の組は、共通して複数
の変調・符号化方式を有するも、第２の組が前記第１の組のどの変調よりも高い次数を有
する付加的な変調をさらに含む点で異なり、前記第１の組および前記第２の組は同じサイ
ズを有する、ステップと、前記選択された変調・符号化を使用して、スケジュールされた
リソースで前記データを送信するステップと、を有する方法が提供される。
【００６０】
　本発明の他の様態によれば、通信システムにおいてデータを送信する方法であって、前
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記データが送信されるリソースを指定しかつ変調・符号化インジケータを含むスケジュー
リング情報を送信するステップと、前記変調・符号化インジケータに従って、１組の所定
の変調・符号化方式から変調・符号化を選択するステップと、少なくとも２つの所定の組
、つまり、第１の組および第２の組から、前記１組の所定の変調・符号化方式を選択する
ステップであって、前記第１の組および前記第２の組は、共通して複数の変調・符号化方
式を有するも、前記第２の組が前記第１の組のどの変調よりも高い次数を有する付加的な
変調をさらに含む点で異なり、前記第１の組および前記第２の組は同じサイズを有する、
ステップと、前記選択された変調・符号化を使用して、スケジュールされたリソースで前
記データを受信するステップと、を有する方法が提供される。
【００６１】
　有利には、変調・符号化方式の組の選択は、送信機と受信機との間で交換される組選択
インジケータに基づいて行われる。特に、データの送信機は、リソースの送信および／ま
たは受信のスケジューリングを行い、データの受信機への設定を示し得る。さらに、送信
機は、受信機に対して、変調・符号化方式の組の選択も示し得る。
【００６２】
　特に、組選択インジケータは、上位層シグナリングによってシグナリングされ得る。例
えば、スケジューリング情報は、物理層にシグナリングされ、組選択インジケータは、Ｍ
ＡＣ（媒体アクセス制御）またはＲＲＣ（無線リソース制御）層にシグナリングされる。
【００６３】
　あるいは、組選択インジケータは、スケジューリング情報と同じ層、例として物理層に
シグナリングされる。例えば、スケジューリング情報を含む制御情報内でシグナリングさ
れ得る。他の目的に使用されるいくつかのフィールドは、組選択インジケータをシグナリ
ングするために使用され得る。例えば、ハイブリッドＡＲＱプロトコルに対するリダンダ
ンシのバージョンをシグナリングするために使用されるリダンダンシバージョンフィール
ドまたは初めての送信か再送信かを区別するために使用される新データインジケータが使
用され得る。特に、ＲＶのいくつかの値（もしくは１つの値）またはＮＤＩは、第１の組
が使用されることを示すために使用され、ＲＶのいくつかの値（もしくは１つの値）また
はＮＤＩは、第２の組が使用されるべきことを示すために使用され得る。
【００６４】
　あるいは、変調・符号化方式の組の選択は、データの受信機と送信機の両方により、そ
の通信チャネルのチャネル状態に基づいて行われる。例えば、データの送信機は、データ
の受信機からチャネル状態の指標を受信し、それに基づいて組を選択する。また、受信機
は、送信機に報告されたチャネル状態に従って組を選択する。これは暗黙の手法であり、
付加的なシグナリングを何も必要としない。送信機および受信機は、報告されたチャネル
状態に従って組を選択する同じ規則を使用する。
【００６５】
　好適には、組選択インジケータは、スケジューリング情報よりも少ない頻度でシグナリ
ングされる（送信される／受信される）。
【００６６】
　新しい変調に属するエントリ以外にも、異なる組には他の異なるエントリがあり得るこ
とに留意されたい。
【００６７】
　本発明の一様態によれば、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読プログラムを備
えており、このプログラムは、コンピュータで実行されると、本発明に係る方法のステッ
プを実施する。
【００６８】
　有利な一実施形態によれば、本発明は、ＬＴＥシステム（例えば、ＬＴＥのＲｅｌｅａ
ｓｅ－１１）に適用される。特に、データ送信機はｅＮｏｄｅＢ、データ受信機は端末で
あり得る。データはＰＤＳＣＨを介して送信され、スケジューリング情報を含む制御情報
はＰＤＣＣＨで送信される。スケジューリング情報は、ＤＣＩにより伝達され得る。ＤＣ
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Ｉは、Ｒｅｌｅｓｅ－１１　ＬＴＥの場合のように、いわゆるＭＣＳテーブルで事前定義
されている変調・符号化方式の組の中から使用される変調・符号化方式を指定するＭＣＳ
インデックスを含み得る。本発明に従って、２つ以上のＭＣＳテーブルを定義することが
でき、毎回そのうちの１つが使用される。ＭＣＳテーブルは、端末にシグナリングされた
情報に基づいて、またはチャネル状態に基づいて選択される。ＭＣＳテーブルは、チャネ
ル状態に基づいてｅＮｏｄｅＢに選択され、選択は端末にシグナリングされ得るか、また
はシグナリングされる必要はない。
【００６９】
　本発明の上記および他の目的および特徴は、付属の図面と関連して与えられる以下の説
明および好ましい実施形態により、より明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】３ＧＰＰ　ＬＴＥに定義されるダウンリンクコンポーネントキャリアのサブフレ
ームの一般的な構造を示す概略図である。
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥの全体的なＥ－ＵＴＲＡＮアーキテクチャの例示的な概観を示
す図である。
【図３】３ＧＰＰ　ＬＴＥに定義されるダウンリンクコンポーネントキャリアの例示的な
サブフレーム境界を示す図である。
【図４】３ＧＰＰ　ＬＴＥのダウンリンクスロットにおけるリソースグリッドの一例を示
す概略図である。
【図５】図５Ａおよび図５Ｂは、１つのマクロセルおよび複数のピコセルを持つヘテロジ
ニアスネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）を示す図である。
【図６】３ＧＰＰ　ＬＴＥに定義されるダウンリンクの変調・符号化方式テーブル（ＭＣ
Ｓテーブル）の一例を示す表である。
【図７】セル内に異なるチャネル状態を持つ２つの端末の通信を示す概略図である。
【図８】異なるチャネル状態を持つ２つの端末に対する、ＳＩＮＲの分布を例示するグラ
フである。
【図９】１ビットごとに拡張される１組の変調・符号化インジケータに対するＳＩＮＲの
分布を例示するグラフである。
【図１０】図１０Ａおよび図１０Ｂは、本発明の一実施形態に係るＭＣＳテーブルの一例
をそれぞれ示す表である。
【図１１】異なるＭＣＳテーブルのインデックスに対するスペクトル効率を示す概略図で
ある。
【図１２】本発明の一実施形態に係るＭＣＳテーブルに対するＳＩＮＲの分布を例示する
グラフである。
【図１３】図１３Ａおよび図１３Ｂは、本発明の一実施形態に係るＭＣＳテーブルの一例
をそれぞれ示す表である。
【図１４】異なるＭＣＳテーブルのインデックスに対するスペクトル効率を示す概略図で
ある。
【図１５】本発明の一実施形態に係るＭＣＳテーブルに対するＳＩＮＲの分布を例示する
グラフである。
【図１６】図１６Ａおよび図１６Ｂは、本発明の一実施形態に係るＭＣＳテーブルの一例
をそれぞれ示す表である。
【図１７】送信機および／または受信機でのＭＣＳテーブルの選択を示すフロー図である
。
【図１８】端末およびネットワークノードならびにそれらの構造を示すブロック図である
。
【図１９】選択された変調・符号化方式を選択し適用する方法を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００７１】
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　以下の段落では、本発明の様々な実施形態を説明する。例示のみを目的として、一部は
上述の背景技術のセクションで説明された実施形態の概略が、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　８／９）およびＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０／１１）移動通信システム
に係る無線アクセス方式と関連して説明される。本発明は、例として背景技術のセクショ
ンで説明されたように３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１１）通信システムなど
の移動通信システムにおいて使用され得るが、本発明はこれら特定の例示的な通信ネット
ワークでの使用に限られるものではないことに留意されたい。本発明は、例として、ＷＩ
ＭＡＸなどの非３ＧＰＰシステムで使用され得る。
【００７２】
　本発明は、ＬＴＥシステムでのデータ送信に対する変調・符号化方式（ＭＣＳ）を示す
方策として有利に適用され得る。Ｒｌｅａｓｅ　１１で現在サポートされている変調方式
の組は、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭから構成される。しかしながら、特に端
末が高ＳＩＮＲレベルに関して非常に安定していて良いチャネル状態を経験する可能性が
高いシナリオでは、高い変調次数が高スペクトル効率の実現のために望ましい場合があり
得る。特に、２５６ＱＡＭは、構成可能なスペクトル効率の範囲をさらに拡張するために
適用され得る。最初のパフォーマンス評価では、少なくとも２０ｄＢのＳＩＮＲレベルで
は、２５６ＱＡＭの使用が妥当であると予期されることが示された。ＰＤＳＣＨおよびＰ
ＵＳＣＨ送信に使用されるＭＣＳは、今までダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）内のＭＣＳ
フィールドで示されてきた。この既存の仕組みを考慮すると、後方互換性のため、現在の
シグナリング方式を確実に再利用できるようにすることが望ましい。さらに、送信エラー
に関連するシグナリングのロバスト性は、可能な限り維持すべきである。本発明のいくつ
かの有利な実施形態によれば、Ｒｅｌｅａｓｅ－１１　ＭＣＳフィールドの符号ポイント
の、２５６ＱＡＭを含む変調・符号化方式へのマッピングの概念は、低次変調方式の符号
ポイントを再解釈することにより提供される。
【００７３】
　達成可能なスペクトル効率を拡張する１つの可能性は、異なるＴＢＳインデックスを持
つ２５６ＱＡＭに対するエントリの特定の組により、ＭＣＳテーブルを拡張することであ
る。変調・符号化方式の結果として得られる増加した組を網羅するため、ＤＣＩ内のＭＣ
Ｓフィールドもそれに応じて拡張されなければならない。最小のＭＣＳフィールド拡張は
、ＭＣＳフィールドの符号ポイントの数を２倍にする１つの付加的なビットから構成され
る。現在のＲｅｌｅａｓｅ－１１　ＭＣＳフィールドは５ビットの長さを持つため、符号
ポイントの数は３２から６４に拡張される。したがって変調・符号化方式の組は、２５６
ＱＡＭに対して３２の新しいエントリにより拡張される。
【００７４】
　現在のＲｅｌｅａｓｅ－１１　ＴＢＳテーブルは、８ビットを１つの２５６ＱＡＭ変調
シンボルにマッピングすることで得られる非常に高いスペクトル効率をサポートする２５
６ＱＡＭを効率的に使用するのに十分な大きさのトランスポートブロックサイズをサポー
トしない。したがって、ＴＢＳテーブルも、現在サポートされているブロックよりも大き
いトランスポートブロックのための付加的な行により、有利に拡張されるべきである。こ
のことは、高ＳＩＮＲレベルのサポートと対応する。
【００７５】
　ＭＣＳインデックスの数が２倍になり、約１ｄＢステップの等距離ＳＩＮＲ定量化が保
たれると仮定すると、上記の手法は結果として、ＳＩＮＲ範囲は現在Ｒｅｌｅａｓｅ－１
１で網羅されている２７ｄＢから５４ｄＢに拡張される。高平均ＳＩＮＲレベルを持つセ
ル中心ＵＥに対する効果が図９に示されている。ＵＥのすべてのＳＩＮＲサンプルが、新
しいＭＣＳテーブルに網羅されている。しかしながら、拡張されたＭＣＳテーブルの大部
分は、使用されない可能性が非常に高いＳＩＮＲレベルを網羅している。
【００７６】
　さらに、ＭＣＳインジケータを伝達するＤＣＩは、１組の固定サイズのリソースにマッ
ピングされる。したがって、ＤＣＩのサイズは、ＤＣＩおよびそれに含まれるＭＣＳイン
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ジケータの送信にどれほどのリダンダンシが使用されるかを決定するので、ＤＣＩのサイ
ズはそれにより伝達されるシグナリングのロバスト性を決定する。特定のリソースにマッ
ピングされるＤＣＩが小さければ小さいほど、リダンダンシは大きくなり、したがってロ
バスト性も大きくなる。したがって、ＤＣＩサイズは通常は、できる限り小さく保つべき
である。
【００７７】
　付加的なビットによりＭＣＳインデックスを拡張するという上記で説明した手法の他の
問題は、３２個の新しいＭＣＳインデックスの数は、現在サポートされている符号レート
、および、よって２５６ＱＡＭにサポートされ得るトランスポートブロックサイズの組よ
りもずっと大きいということである。変調次数の拡張はさらに、ＴＢＳインデックスの付
加的な符号ポイントの組を必要とする。
【００７８】
　本発明の根本的な問題は、室内のアプリケーションの場合にも想定されるように、位置
およびパスロス、ならびにシャドウイング状況が著しく変化しないならば、ＵＥが５０ｄ
Ｂよりも大きいＳＩＮＲの振動を経験する可能性は低いという観察に基づく。したがって
、目的は主に、異なるＵＥの予想されるＳＩＮＲレベルの分布を適切なＭＣＳテーブルの
設計により網羅することである。
【００７９】
　上記の解決法および問題がＬＴＥに対して説明されている場合でも、適応変調・符号化
方式を採用するあらゆる通信システムは、本発明を有利に採用し得ることに留意されたい
。適応変調・符号化をサポートするために、通信システムにおいて他の装置（ネットワー
クノードなど）からデータを受信可能な装置（例えば、端末）は、データが送信されるリ
ソースを指定しかつ変調・符号化方式インジケータを含むスケジューリング情報を受信す
る制御情報受信ユニット、および変調・符号化方式インジケータにより示される変調・符
号化方式を使用して、スケジュールされたリソースでデータを送信するデータ送信ユニッ
トを含み得る。一般に、データ受信装置は必ずしも端末である必要はないことに留意され
たい。データ受信装置は、リレーもしくは基地局（例えば、アップリンクの）、または他
のネットワークノードであり得る。
【００８０】
　さらに、付加的なビットによる変調・符号化インジケータの拡張を避けるため、本発明
における通信システムのデータを受信する装置はまた、変調・符号化インジケータに従っ
て、１組の所定の変調・符号化方式から変調・符号化を選択可能である変調・符号化選択
ユニット、ならびに、少なくとも２つの所定の組、つまり、第１の組および第２の組から
、前記１組の所定の変調・符号化方式を選択する組選択ユニットであって、前記第１の組
および前記第２の組は、共通して複数の変調・符号化方式を有するも、前記第２の組が前
記第１の組のどの変調よりも高い次数を有する付加的な変調をさらに含む点で異なり、前
記第１の組および前記第２の組は同じサイズを有する、組選択ユニット選択ユニットを含
む。
【００８１】
　上記の装置は、データおよびスケジューリング情報を受信する装置である。しかしなが
ら、本発明はまた、通信システムにおいてデータを送信し、以下のユニットを含む、対応
する装置に関する。当該装置は、端末がネットワークノードにデータを送信するリソース
を指定しかつ変調・符号化インジケータを含む端末スケジューリング情報を送信する制御
情報送信ユニットと、変調・符号化インジケータに従って、１組の所定の変調・符号化方
式から変調・符号化を選択可能である変調・符号化選択ユニットと、少なくとも２つの所
定の組、つまり、第１の組および第２の組から、前記１組の所定の変調・符号化方式を選
択する組選択ユニットであって、前記第１の組および前記第２の組は、共通して複数の変
調・符号化方式を有するも、前記第２の組が前記第１の組のどの変調よりも高い次数を有
する付加的な変調をさらに含む点で異なり、前記第１の組および前記第２の組は同じサイ
ズを有する、組選択ユニットと、前記選択された変調・符号化を使用して、スケジュール
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されたリソースで前記データを受信するデータ受信ユニットとを含む。
【００８２】
　上述したようなＰＤＳＣＨを介したＬＴＥ通信の例示的な状況では、受信装置は端末で
あることができ、一方で送信装置はｅＮｏｄｅＢまたはリレーであり得る。しかしながら
、受信装置はまたリレーノードであることができ、送信装置はｅＮｏｄｅＢであり得る。
一般に、本発明はアップリンク／ダウンリンクの特定の方向に限定されず、特定の種類の
ネットワークノードにも限定されない。
【００８３】
　より具体的には、各組（第１の組および第２の組）の変調・符号化方式は、変調・符号
化インジケータの値と関連付けられており、複数の変調・符号化インジケータの値は第１
の組および第２の組における同じ変調・符号化方式をそれぞれ参照し、残りの変調・符号
化インジケータの値は、第２の組では最高次変調を参照し、第１の組では最低次変調を参
照する。参照される最低次変調は、必ずしも１つのみである必要はないことに留意された
い。図１０Ｂから分かるように、残りの変調・符号化インジケータの値は、第２の組では
最高次変調を参照し、第１の組では１つ以上の最低次数の変調を参照する。例として図１
０Ｂは、変調次数８（２５６ＱＡＭ）を使用した変調・符号化方式が、図６の表から、変
調次数２（ＱＰＳＫ）の方式だけではなく、変調次数４（１６ＱＡＭ）のいくつかの方式
も置き換えた場合を示している。
【００８４】
　変調・符号化方式の組がテーブルにより上記で説明されている場合でも、組の実際の実
装は本発明にとって重要ではないことに留意されたい。テーブル形式は単に値の組を視覚
化するのみであり、現在のＬＴＥ仕様書でも使用されている。
【００８５】
　本発明の手法は、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１１の上記で説明した状況に例示的に適用
される時、付加的なビットによりＤＣＩ内のＭＣＳフィールドを拡張することなく、ＰＤ
ＳＣＨ送信の２５６ＱＡＭなどの新しい変調方式をサポートするために、現在のＭＣＳイ
ンデックスの再解釈を可能にする。このことは、低次変調のいくつかのエントリを新しい
、高次変調のエントリで置き換えることにより、有利に実現される。論理的根拠は、高次
変調方式のＰＤＳＣＨ送信の候補であるＵＥが、低次変調方式の送信と同時に使用される
可能性は低い、ということである。このことは、例えば基地局（ｅＮＢ）の近くに位置す
る移動性が制限された室内のＵＥの場合に当てはまる。現在のＬＴＥシステムを考慮する
と、２５６ＱＡＭへの拡張は有利であることに留意されたい。しかしながら、本発明はそ
れに限定されない。特に、将来は高次変調が適用可能であり得る。さらに、送信に対して
選択可能な変調方式は、一般に、直交振幅変調に限定されず、他の周波数、位相、振幅変
調、またはトレリスおよびコセット符号化変調を含む、それらの組み合わせを含み得る。
【００８６】
　ＬＴＥの例の場合、第１の組はＱＰＳＫ、１６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭを含む変調・符
号化方式を含むことができ、第２の組はそれらの同じ変調に加えて、２５６ＱＡＭを含む
変調・符号化方式を含むことができる。この例では、ＱＰＳＫなどの最低次の変調をまっ
たく含まない第２の組を構築することも可能である。
【００８７】
　さらに、本発明は変調・符号化方式の２つの代替の組に限定されるものではないことに
留意されたい。複数の組が採用され得る。選択可能な付加的な代替のＭＣＳテーブルは、
端末チャネル状態に網羅されるＳＩＮＲ範囲の細かい適応および／または一般的に高いＳ
ＩＮＲの範囲のサポートを可能にする。これは特に、結果としてヘテロジニアスセルラー
および／または移動ネットワークなどの異なるチャネル状態となる、様々な種類の展開シ
ナリオを持つ通信システムにとって有利である。
【００８８】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、本発明の実施形態におけるＭＣＳテーブルの例を示してい
る。この実施形態によれば、変調・符号化方式インジケータのＭ個の最小値（Ｍは整数）
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は、以下を参照する。
　－　第１の組における最低次変調を有する変調・符号化方式
　－　第２の組における最高次変調を有する変調・符号化方式
【００８９】
　より具体的には、図１０Ｂから分かるように、第２の組は第１の組に含まれる最低次数
の変調を含まない。しかしながら、これは例にすぎず、図１０Ａから明らかなように、最
低次変調を持つ方式をも含む、他の配置も有利であり得る。特に、図１０Ａは配置を示し
ており、それによれば最低次変調を持つ変調・符号化方式のいくらか（すべてではなく）
は、最高次変調に置き換えられる。
【００９０】
　特に、図６に示されているテーブルのＭ個の最小ＭＣＳインデックスの変調次数は、２
５６ＱＡＭ（ＱＰＳＫではなく）に対応する８（元は２）に設定されている。図１０Ａは
、Ｍ＝６の例を示しており、図１０Ｂは、Ｍ＝１８の例を示している。しかしながら、一
般に、本発明はこれに限定されず、いかなるＭも選択し得る。したがって、第１のテーブ
ル（図６のテーブルなど）の最初のＭ個のインデックスは、第２のテーブルで再解釈され
る。両方のテーブルの残りのインデックスは、同じ変調・符号化方式を参照する。図６の
テーブルでは、最初のＭ個のインデックスは最低の変調次数に対応し、特に、最小のスペ
クトル効率に対応する。
【００９１】
　この例では、上書きされた変調次数を持つＭＣＳインデックスに対するＴＢＳインデッ
クス（２５６ＱＡＭに対応するテーブルのエントリ）は、６４ＱＡＭに対応する最大６の
変調次数に対して現在サポートされているサイズよりも大きいトランスポートブロックサ
イズにリンクされている値（例示的なＭＣＳテーブルの２６よりも大きい値）に設定され
ている。Ｒｅｌｅａｓｅ－１１の最大ＴＢＳインデックスは、２６である。それで、ＴＢ
Ｓテーブルは、２６よりも大きいＴＢＳインデックスのエントリによって拡張されなけれ
ばならない。第１の適応されたＭＣＳテーブル（図１０Ａ）の適応されたエントリの範囲
のＴＢＳインデックスは２６～３１で、第２の適応されたＭＣＳテーブル（図１０Ｂ）で
は、２６～４３である。２５６ＱＡＭの最小ＴＢＳインデックス（２６）は、６４ＱＡＭ
の最大と同じである。このことは、特定のスペクトル効率は高符号レートを持つ６４ＱＡ
Ｍまたは低符号レートを持つ２５６ＱＡＭのどちらを使用しても、実現できることを意味
する。データ送信にどちらが使用されるかは、チャネル状態ならびに送信機および受信機
の特性に依存する。Ｒｅｌｅａｓｅ－１１では、同じ手法がＱＰＳＫと１６ＱＡＭとの間
の、および１６ＱＡＭと６４ＱＡＭとの間の遷移に使用される。しかしながら、これは例
にすぎず、一般に、この「繰り返し」は本発明には適用される必要はないことを意味する
。
【００９２】
　ＴＢＳテーブルの拡張は、本発明では重要ではない。ここで、新しい２５６ＱＡＭを含
む変調・符号化方式に必要な符号レートの組をサポートするために、ＴＢＳテーブルは十
分な数のエントリにより拡張されることが想定され得る。さらに、本発明はＬＴＥで適用
されるシグナリングの形式に限定されないことに留意されたい。変調・符号化方式の組は
、ＬＴＥで定義されているようなＭＣＳテーブルに対応し得るが、必ずしもその必要があ
るわけではない。したがって、本発明は、変調次数（変調の種類は不変のため）および配
分されるリソースブロックの数に基づいて特定のトランスポートブロックサイズを参照す
るトランスポートブロックサイズインデックス（スケジューリング情報内でシグナリング
される）に定められる変調・符号化方式をサポートすることができる。しかしながら、一
般に、本発明はまた、異なる変調の種類および／または次数を持つ変調・符号化方式に適
用し得る。「符号化」は、トランスポートブロックサイズにより、または適用される符号
化の種類もしくは他の何らかの手段により示され得る。さらに、変調・符号化方式は変調
・符号化のみを含むことに限定されず、さらにリダンダンシバージョン（ＬＴＥのアップ
リンクの場合）または他のパラメータなどのデータ形式に関連する指標を含み得る。
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【００９３】
　Ｒｅｌｅａｓｅ－１１　ＭＣＳテーブルのＭＣＳインデックスとスペクトル効率との間
の関係が、図１１上部のグラフに概略的に示されている。ＴＢＳに決定されるスペクトル
効率は、基本的にＭＣＳインデックスと共に線形的に増加する現在のＭＣＳテーブル（図
６に示されている）にある。異なる変調次数間のスイッチングポイントでの特定のスペク
トル効率の繰り返しは、簡潔さのため図１１の表示では無視されている。
【００９４】
　図１１下部のグラフは、スペクトル効率が、現在２５６ＱＡＭをサポートしている図１
０Ａおよび図１０Ｂに示されているＭＣＳテーブルの低いＭＣＳインデックスに対して、
どのように変更されるかを示している。各スペクトル効率の値は特定のＳＩＮＲレベルに
対応するので、各ＭＣＳテーブルに網羅されるＳＩＮＲの範囲は、低ＳＩＮＲレベルから
高ＳＩＮＲレベルへシフトされることが分かる。図１１の左側のグラフは、最高次変調、
つまり２５６ＱＡＭのエントリによって置き換えられる第１のＭＣＳテーブル（図６のテ
ーブル）の最初のＭ個の値がある通常の場合を示す。図１１の右側のグラフは、Ｍ＝６（
これらの例のインデックスの番号付けは、０から始まる）の場合を示す。
【００９５】
　各ＵＥは、その位置（基地局に対する位置）および特に小規模フェージングの観点から
のマルチパスチャネル属性により決定される特定のＳＩＮＲの範囲内で運用されることが
予想される。本発明の根本的な考え方は、ＭＣＳインデックスを再解釈することにより、
ＳＩＮＲの範囲を拡張するのではなくＭＣＳテーブルに網羅されるＳＩＮＲの範囲をシフ
トさせることである。約２７ｄＢのＬＴＥの現在のＳＩＮＲの範囲は、すべてのＵＥに対
して十分であると予想される。当技術分野の技術者が理解しているように、適切なシフト
は、通信システムのセル内のＵＥが経験する現実のＳＩＮＲレベルを網羅するために適用
されるべきである。
【００９６】
　本発明は、異なるＳＩＮＲの範囲を網羅する２つ以上の異なるＭＣＳテーブルがＬＴＥ
仕様書などの通信標準で定義され、各端末はＰＤＳＣＨ送信に使用されるＭＣＳテーブル
についての情報を提供される状況に有利に採用され得る。端末がＭＣＳテーブルに関する
情報を取得する例示的な方法は、後で説明される。
【００９７】
　異なるＭＣＳテーブルは異なるＳＩＮＲの範囲を網羅するので、無線リソースの異なる
サブフレームの組で異なる干渉状況をサポートするために、これらの組またはサブバンド
に対する異なるＭＣＳテーブルをサポートできるようにすることも有益である。例えば、
異なるＭＣＳテーブルは、通常のサブフレームに対してではなく低電力のサブフレームに
対してサポートされ得る。したがって、端末は自動的に、低電力サブフレームでの送信に
第１のテーブルを選択し、残りのサブフレームでの送信に第２のテーブルを選択し得る。
特に、低電力サブフレームでの送信は、ロバスト性を高めるためにさらに低次数の変調を
持つＭＣＳテーブルを採用し得るが、一方で残りのサブフレームでの送信は、本発明のい
ずれかの実施形態による高次変調を含む他のＭＣＳテーブルを使用し得る。低電力サブフ
レームは特に、無線送信の分野で、とりわけヘテロジニアスネットワークに対して採用さ
れる。したがって、いくつかのサブフレームは、一般に残りの（通常の）フレームの送信
電力よりも低く保たれる、少ない電力で送信される。電力は、閾値により制限され得る。
制限された電力フレームは、ピコセル受信機の信号および大きなセル受信機の信号が干渉
し得る、ピコセルの境界において特に有用である。これらにより、端末はマクロセルの基
地局がより強力である（図５Ａおよび図５Ｂ、ならびに上記の関連する説明と比較して）
場合でも、ピコセルからデータを受信することができる。
【００９８】
　さらに、異なるコンポーネントキャリアは異なるＭＣＳテーブルを採用でき、このこと
は、ＭＣＳテーブルは異なるコンポーネントキャリアに対して異なるように端末によって
選択され得ることを意味する。
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【００９９】
　図１２は、典型的なセル中心ＵＥのＲＢ　ＳＩＮＲレベル分布、およびほとんどすべて
のＳＩＮＲサンプルを網羅する、対応する適切なＭＣＳテーブルのシフトを例示的に示し
ている。図８と比較すると分かるように、ＳＩＮＲの範囲の幅は変更されていないが、Ｓ
ＩＮＲの範囲は高ＳＩＮＲの方向にシフトされている。したがって、上記で説明した実施
形態では、ＭＣＳテーブルに網羅されるＳＩＮＲの範囲の線形シフトが実施される。
【０１００】
　それに応じて、図１０の例のテーブルでは、最もロバスト性の高い（低次変調、小さい
トランスポートブロックサイズ）変調・符号化方式は、最もスペクトル効率の高い（高次
変調、大きなトランスポートブロックサイズ）方式に置き換えられている。このことは、
変調・符号化方式の非常にロバスト性の高い組み合わせは、２５６ＱＡＭのＭＣＳテーブ
ルエントリがサポートされている場合、もはや利用可能ではないことを意味している。
【０１０１】
　しかしながら、チャネル状態の平均が非常に良い場合、すなわち平均が高いＳＩＮＲレ
ベルである場合であっても、変調・符号化の非常にロバスト性の高い組み合わせの特定の
組をサポートするのが望ましい場合が時にあり得る。
【０１０２】
　したがって、本発明の他の実施形態によれば、変調・符号化インジケータのＫ個の値（
Ｋは整数）は、第１の組と第２の組の両方における最低次変調と同じ変調・符号化方式を
参照し、Ｌ個の値（Ｌは整数）は第１の組における最低次変調を有する変調・符号化方式
、および第２の組における最高次変調を有する変調・符号化方式を参照し、変調・符号化
インジケータの残りの値は、その最高次変調よりも低い同じ変調・符号化方式を参照する
。
【０１０３】
　有利な実装によれば、Ｋ個の値は変調・符号化インジケータのＫ個の最小値であり、Ｌ
個の値はＫ個の値に続くＬ個の値であることに留意されたい。
【０１０４】
　このような有利な実装によって可能なＭＣＳテーブルの例が、図１３Ａおよび図１３Ｂ
に示されている。テーブルは、異なる平均チャネル状態を持つ２つの異なるＵＥに対して
それぞれ有利であり得る。図１３Ａおよび図１３ＢのどちらのＭＣＳテーブルにおいても
、Ｋ＝２の最小のエントリは、非常にロバスト性の高いデータ送信をサポートするために
、上書きされない。値Ｋ＝２は、例示のために選択されていることに留意されたい。ある
いは、単一の最もロバスト性の高い変調・符号化方式（Ｋ＝１）が残っていることもあり
得る（例えば、ＭＣＳテーブルの第１の位置においても、すなわち組の中で最小のインデ
ックス値を持つ）。しかしながら、Ｋはより大きい場合もある。図１３ＡではＬ＝４であ
り、図１３ＢではＬ＝１６である。
【０１０５】
　上記の実施形態でのＭ、Ｋ、Ｌの特定の選択は、適応変調・符号化を使用して通信に参
加する通信システムの装置が典型的に運用されるシナリオに応じて実施される。当該技術
分野の技術者にとって明らかなように、Ｍ、Ｋ、Ｌを決定するために、望ましい展開シナ
リオのＳＩＮＲの測定／評価が実施され、それに基づいてどのＳＩＮＲの範囲が変調・符
号化方式のそれぞれの組により網羅されるかを決定されるべきである。
【０１０６】
　図１３のこれらの例示的なＭＣＳテーブル、および図１０のテーブルは、個別のテーブ
ルを表していることに留意されたい。通信システムノード（端末、リレーおよび／または
基地局、ｅＮｏｄｅＢ）は、図６のテーブルを第１の組として使用し、図１０Ａのテーブ
ル（または代替として１０Ｂ、または代替として１３Ａもしくは１３Ｂ）を第２の組とし
て使用するように構成され得る。このことは、選択可能な組は２つしかないことを意味し
ている。このシナリオは、組の選択がデータの送信機からデータの受信機にシグナリング
される場合、シグナリングのオーバーヘッドが少ないという利点を持つ。とはいえ、２つ
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の組の変調・符号化方式があることは、例えば基地局（またはリレー）までの見通し線を
持つ室内環境のピコセル、および／またはセルの中心近くに位置するピコセルといった展
開シナリオのために、標準のＳＩＮＲよりも低い範囲で運用する装置（端末、リレー）と
高いＳＩＮＲの範囲で運用する装置とを区別するのに十分である。
【０１０７】
　しかしながら、本発明はそれに限定されない。選択可能な変調・符号化方式の３つ以上
の組があり得る。例えば、図６の組、ならびに図１０Ａおよび図１０Ｂそれぞれの２つの
他の組、または図１０Ａおよび図１３Ｂの組、または他のいずれかの組み合わせがあり得
る。選択可能な４つ以上の組があることは有用であり得る。これは、特にＳＩＮＲの範囲
（およびそれに応じてスペクトル効率の範囲）に関して、装置が運用可能な別個のシナリ
オの数に依存する。
【０１０８】
　例として図１３のＭＣＳインデックスとスペクトル効率との間の結果として生じる関連
は、図１４のグラフに概略的に示されている。特に、図１４の左側では、通常の場合のＬ
およびＫが示されており、Ｋ＝２およびＬ＝１６である図１３Ｂに示されているテーブル
におおよそ対応する。図１４の右側では、グラフはＫ＝２で、図１３Ａに示されているテ
ーブルに対応する（ＭＣＳインデックスが０から始まる場合、Ｌ＝４）。
【０１０９】
　図１５は、典型的なセル中心のＵＥ（高いＳＩＮＲの範囲で運用するＵＥ）のＳＩＮＲ
サンプルが図１３Ａに示されているＭＣＳテーブルにどのように網羅されるかを示してい
る。低ＳＩＮＲ値に対するＭＣＳインデックスは、高ＳＩＮＲレベルを持つリソースブロ
ックでのデータ送信に常に使用され得る。しかしながら、低ＳＩＮＲに対して、チャネル
品質は低く、結果としてエラーレートが高すぎてデータを復号できないので、この逆は不
可能である。最初のＫ個のインデックスなどの非常にロバスト性の高いデータ送信に対す
るＭＣＳインデックスは、再送信が実行可能ではない、特に遅延に敏感なサービスであり
得る、エラーロバスト性の観点から非常に高いサービス品質（ＱｏＳ）要件を持つ制御メ
ッセージまたはユーザデータ送信など、非常にエラーに敏感なメッセージの送信に有用で
ある。これは例えば、リアルタイムの会話的（および／またはストリーミング）アプリケ
ーションであり得る。
【０１１０】
　非常にロバスト性の高いデータ送信に対する特定のＭＣＳインデックスをサポートする
ためのコストは、非常に高いスペクトル効率のためにサポートされ得るＭＣＳレベルが少
ないことである。このトレードオフは、適切なＭＣＳテーブルを定義する際に考慮に入れ
なければならない。非常にロバスト性の高いデータ送信に対するそのような高い要件の可
能性は、図１５から分かるように高平均ＳＩＮＲレベルの場合は非常に低いと予想される
ので、ＱＰＳＫの非常にロバスト性の高いデータ送信に対する単一のＭＣＳインデックス
は十分であるはずである。
【０１１１】
　上記で説明した図が示すように、変調・符号化方式インジケータは、変調次数、ならび
に、（ｉ）物理リソースにマッピングされるトランスポートブロックのビット数および（
ｉｉ）トランスポートブロックサイズがはっきりしない再送信、のうち少なくとも１つを
示すサイズインジケータ、を含む特定の変調・符号化方式と関連付けられている。例えば
、図６、図１０および図１３では、それぞれのテーブルの最初の２９のエントリは、０～
２８のＭＣＳインデックスを変調次数およびＴＢＳインデックスのそれぞれの組み合わせ
と関連付ける。しかしながら、最後の３つのインデックス２９～３１は「予約された」３
つのそれぞれの変調次数２、４および６を示す。「予約された」とは、これらの値が示さ
れた変調次数により実施されるＨＡＲＱ再送信のために予約されていることを意味してい
る。サイズは最初の送信に使用されたＴＢＳから事前定義された方法により決定されるの
で、トランスポートブロックの特定のサイズ／数がシグナリングされる必要はない。
【０１１２】
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　上記で説明した実施形態のいずれかと組み合わせ可能な本発明の実施形態によれば、変
調・符号化方式の第２の組の最高次変調に対して、トランスポートブロックサイズおよび
トランスポートブロックの数を明示的に特定しない再送信を示すエントリも追加される。
これはＴＢＳインデックスによって実施される。特に、２５６ＱＡＭによるＨＡＲＱの再
送信のための特定のＭＣＳインデックスの予約は、第１のインデックス（変調・符号化イ
ンジケータの最小値）を予約することにより実施される。これには、受信ノードと送信ノ
ードとの間で組選択の不一致があった場合でも、多くの場合エラーが発生しないように、
両方の（またはすべての）組の高次変調エントリの品質を維持できるという利点がある。
トランスポートブロックサイズは最初の送信から分かるので、他の変調方式に対してなさ
れるのと同じように、このエントリに対して特定のＴＢＳインデックスを指定する必要は
ない。
【０１１３】
　最高次変調、すなわち２５６ＱＡＭの再送信を示す、ＭＣＳインデックス０が使用され
る例が、図１６Ａおよび図１６Ｂに示されている。図１６Ａでは、第１のインデックス（
値は０）に続くＭＣＳインデックスの５つのインデックスは、最高次変調（次数８、２５
６ＱＡＭに対応）を持つ変調・符号化方式専用であり、インデックスの値が６～３１につ
いては、図６の方式と同じ方式が続く。図１６Ｂは、第１のＭＣＳインデックス（値は０
）に、最高次変調を採用する１７の方式が続く例を示している。この場合も、インデック
スの値が１８～３１の残りの方式は、図６と同じ方式である。
【０１１４】
　ＨＡＲＱ再送信のためのＭＣＳインデックスの予約は、最低次変調のいくつかのエント
リを維持しつつ適用することもできる（図１３と関連して説明されている）ことに留意さ
れたい。どちらの変形も可能である。再送信インデックスは、テーブルの第１のものであ
ることができ、またはＭ個の最低次変調方式に続くこともできる。ＨＡＲＱの予約された
インデックスを提供することと、最もロバスト性の高い変調・符号化方式のいくつかを維
持することとを組み合わせることは、高度な柔軟性を提供する。２５６ＱＡＭによるＨＡ
ＲＱ再送信は可能であり、少なくとも１つのＭＣＳインデックスはＱＰＳＫを使用する非
常にロバスト性の高いデータ送信のために保たれる。
【０１１５】
　以下では、所定の複数の組から１組の変調・符号化方式を選択することに関して、例示
的な実施形態が提供される。以下の例示的な実施形態のいずれも、すでに説明された実施
形態のいずれかと組み合わせることが可能であることに留意されたい。
【０１１６】
　本発明の一実施形態によれば、組の選択はネットワークノードにより行われ、端末にシ
グナリングされ、また、これに応じて端末での組の選択も行われる。シグナリングは、変
調・符号化方式インジケータのシグナリングよりも頻度が少ない上位層シグナリングであ
る。
【０１１７】
　ＬＴＥの専門用語の観点からは、ＭＣＳテーブルは上位層シグナリングによって示され
る。組（ＭＣＳテーブル）の指標は、ダウンリンク方向（ｅＮＢからＵＥ、またはｅＮＢ
からリレーもしくはリレーからＵＥ）で送信されるＭＡＣまたはＲＲＣメッセージのいず
れかにより伝達される。この手法は、上位層情報の要素により、使用されるＭＣＳテーブ
ルの半静的構成を生成する。半静的という用語は、動的スケジューリング、配分およびＭ
ＣＳ制御と比較して、ＭＣＳテーブルの選択が少ない頻度で実施されることを暗示してい
る。頻度は要件に従って選択され得る。すなわち、ＭＣＳテーブルの変更が有利であり得
るようにチャネル状態が変化すれば、新しいテーブルが示される。データ送信ノードはこ
のようにしてＭＣＳテーブルを選択し、組インジケータによりデータ受信ノードにその選
択をシグナリングし、そして、データ受信ノードは、受信した組インジケータに従って組
（ＭＣＳテーブル）を選択する。
【０１１８】
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　この実施形態は、簡単でロバスト性の高い実装の利点を提供する。４つのＭＣＳテーブ
ルの切り替えが必要とするのは高レベルシグナリングでの２つの付加的なビットのみであ
り、２つのＭＣＳテーブルの（例として、図６に示されている標準のＲｅｌｅａｓｅ－１
１のテーブルおよび２５６ＱＡＭの適応されたテーブル）切り替えが必要とするのは、１
つのビットのみである。
【０１１９】
　しかしながら、本発明は、上位層シグナリング内の組選択インジケータのシグナリング
に限定されない。あるいは、本発明の他の実施形態によれば、組の選択はネットワークノ
ードによって行われ、端末にシグナリングされ、また、これに応じて端末での組の選択も
行われる。シグナリングは、変調・符号化インジケータのシグナリングと同じ層で伝達さ
れるが、頻度は少ない。
【０１２０】
　特にＬＴＥのコンテクストにおいては、指標はＤＣＩの符号ポイントを再利用すること
で有利に伝達され得る。この手法は、サブフレームからサブフレームに変更されることが
できるが、必ずしも変更される必要はない、動的ＭＣＳテーブル適応を生成する。一般に
、組選択指標がスケジューリング情報に含められ得る。
【０１２１】
　ＬＴＥでは、２５６ＱＡＭがトランスポートブロックの最初の送信に主に使用されるこ
とが予想され得る。理由は、２５６ＱＡＭによる最初の送信が失敗すると、失敗の原因は
おそらく不完全なチャネル評価または品質低下を招いたチャネルのフェージングだからで
ある。どちらの場合でも、持続する復号の失敗の可能性を減少させるために、すべての再
送信に対してよりロバスト性の高い変調方式を使用することが有用である。この動作は、
２５６ＱＡＭの拡張をトランスポートブロックの最初の送信に対するＭＣＳテーブルに結
合することで活用することができる。
【０１２２】
　これはＮＤＩインジケータに基づいて実施され得る。ＮＤＩインジケータは、データの
最初の送信とデータの再送信を見分けるためのインジケータである。したがって、通常は
１ビットフラグである。ＬＴＥにおいても同じである。
【０１２３】
　特に、シグナリングの以下の解釈は、半静的構成、例えばＲＲＣやＭＡＣなどの上位層
プロトコルにより有効化または無効化され得る。
　－　トグルされたＮＤＩが検出されると、ＭＣＳテーブルの２５６ＱＡＭバージョンを
５ビットのＭＣＳフィールドの解釈に適用し、一方で
　－　トグルされていないＮＤＩが検出されると、Ｒｅｌｅａｓｅ－１１　ＭＣＳテーブ
ルを５ビットＭＣＳフィールドの解釈に適用する。
【０１２４】
　ここで、「トグルされた」とは、新しいデータ、すなわちデータの最初の送信を示すよ
うな設定を意味する。それに対応して「トグルされていない」とは、データの再送信を示
すような設定を意味する。
【０１２５】
　しかしながら、解釈は必須と特定することもでき、高レベルシグナリングによって制御
される必要はないことに留意されたい。上位層シグナリングによる制御は後方互換性とい
う利点を提供する。
【０１２６】
　一般的に説明すると、変調・符号化方式の組の選択は、変調される／符号化されるデー
タが初めて送信されるデータ（新しいデータ）なのか、再送信されるデータなのかに基づ
いて実施される。この選択は送信機および受信機において同じ方法で実施され、特に受信
機では新データインジケータに基づいて実施される。上記の例は、最初の送信では良いチ
ャネル状態が予想でき、したがって最高次変調を含む変調・符号化方式の第２の組を使用
することができるという観察に基づいている。送信が成功せず、再送信が必要な場合、チ
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ャネル状態が劣っており、したがって最高次変調を含まない第１の組が選択されることを
示し得る。
【０１２７】
　しかしながら、解釈はＮＤＩ（のみ）に基づいている必要はない。代わりに、または加
えて、リダンダンシバージョン（ＲＶ）がこの目的のために使用され得る。
【０１２８】
　特に、シグナリングの以下の解釈は、半静的構成、例えばＲＲＣやＭＡＣなどの上位層
プロトコルにより有効化または無効化され得る。
　－　ＲＶ＝０が検出されると、ＭＣＳテーブルの２５６ＱＡＭバージョンを５ビットの
ＭＣＳフィールドの解釈に適用する。
　－　ＲＶ＝１／２／３が検出されると、Ｒｅｌｅａｓｅ　１１　ＭＣＳテーブルを５ビ
ットＭＣＳフィールドの解釈に適用する。
【０１２９】
　上記の値の代入は、単に例にすぎないことに留意されたい。あるいは、０の代わりに他
のＲＶ値を、２５６ＱＡＭの使用を示すために使用することができる。５ビットＭＣＳフ
ィールドは、図６に示されているような３２個のエントリのＭＣＳテーブルサイズおよび
本発明の有利な実施形態を参照している。これによれば、第１の組は図６に示されている
現在のＬＴＥテーブルであり、第２の組は同じ数のエントリを持つが、最低次変調のいく
つかのエントリの代わりに、第１の組のどの変調よりも高い次数を伴う変調を持つ新しい
エントリを含むテーブルである。
【０１３０】
　解釈は必須と特定することもでき、高レベルシグナリングによって制御される必要はな
いことに留意されたい。上位層シグナリングによる制御は後方互換性という利点を提供す
る。
【０１３１】
　一般的に述べると、リダンダンシバージョンインジケータ（制御情報のフィールドと対
応し得る）は、データを再送信する際に適用されるリダンダンシのバージョンを指定する
。つまり、ハイブリッドＡＲＱ方式は、高ダイバーシティを実現し、正確な復号の可能性
を高めるために、異なるリダンダンシ方式を使用することにより再送信を実施する。した
がって、リダンダンシバージョンもまた再送信の指標であり、加えて、それまでに実施さ
れた再送信の回数の指標でもある。したがって、この情報はまた、変調・符号化方式の組
を切り替えるために使用され得る。リダンダンシバージョン０は、再送信が行われていな
い場合に使用され、したがって最高次変調（２５６ＱＡＭ）を含む変調・符号化方式の第
２の組の選択を示すために有利に使用され得る。ＲＶの残りの値は、最高次変調のない第
１の組を選択するために使用され得る。あるいは、異なるリダンダンシバージョンの値が
、異なる組を選択するのに使用され得る（すなわち、３つ以上のＭＣＳテーブルからの選
択）。再送信の回数が増えれば増えるほど、よりロバスト性の高い変調・符号化方式が好
適に選択される。
【０１３２】
　上記の例は、組選択インジケータの明示的なシグナリングに依存する。他の手法は、暗
示的なＭＣＳテーブルの指標である。
【０１３３】
　本発明の他の実施形態によれば、組の選択は、端末からネットワークノードに報告され
る端末のチャネル状態に基づいて、端末とネットワークノードの両方によって行われる。
したがって、変調・符号化方式の組を選択するために、明示的な指標の交換は必要ではな
い。
【０１３４】
　ＬＴＥのコンテクストでは、ＭＣＳテーブルは、ＵＥからｅＮＢに報告される広域帯Ｃ
ＱＩが捕捉するＵＥの平均チャネル品質に決定され得る。この手法は付加的なシグナリン
グを何も必要とせず、ＭＣＳテーブルを優勢なチャネル状態に自動的に適応する。切り替
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え（その時点で採用されているＭＣＳテーブルとは違うＭＣＳテーブルの選択）がｅＮｏ
ｄｅＢおよびＵＥなどの送信機および受信機（またはリレー、ｅＮｏｄｅＢおよび端末の
他の組み合わせ）と同じ方法で実施されるように、どの広域帯ＣＱＩ値がＭＣＳテーブル
の切り替えを生成するかが特定されなければならない。
【０１３５】
　報告された広域帯ＣＱＩに基づく例示的なＭＣＳテーブル選択の方策が、図１７に示さ
れている。したがって、異なるＭＣＳテーブルの切り替えを可能にするために、２つのＣ
ＱＩ閾値Ｔ１およびＴ２＞Ｔ１が定義される。低ＳＩＮＲレベルを持つ悪いチャネル状態
にはＭＣＳテーブルＡが使用され、中ＳＩＮＲレベルにはＭＣＳテーブルＢ、高ＳＩＮＲ
レベルにはＭＣＳテーブルＣが使用される。
【０１３６】
　処理は、採用されたチャネル品質測定が第１の閾値Ｔ１を超えているかどうかの判断１
７１０から開始する。超えていなければ、変調・符号化方式の第１の組が選択される（１
７２０、ＭＣＳテーブルＡ）。超えていれば、チャネル品質測定が第２の閾値Ｔ２を超え
ているかどうかがさらに判断される（１７３０）。該当しなければ、変調・符号化方式の
第２の組（ＭＣＳテーブルＢ）が選択される（１７４０）。超えていれば、変調・符号化
方式の第３の組（ＭＣＳテーブルＣ）が選択される（１７５０）。この例は、本発明を限
定するものではないことに留意されたい。あるいは、２つの組の間の選択は、１つの閾値
に基づいて実施され得る。これは図１７のステップ１７３０～１７５０およびＭＣＳテー
ブルＢとＣとの間の選択に対応している。さらに、判断は対応する閾値の数値に基づいて
（Ｐ個のテーブル、Ｐ－１個の閾値）、４つ以上の組（ＭＣＳテーブル）に対して実施さ
れ得る。
【０１３７】
　さらに他の実施形態では、特定のＭＣＳテーブルの使用は、特定のＤＣＩ形式、すなわ
ち変調・符号化インジケータを含む（動的）スケジューリング情報をも含む制御情報の使
用にリンクされている。ＬＴＥ実施形態の観点からは、全体としてＤＣＩ形式１Ａがロバ
スト性の高いデータ送信に使用されるので、対応するデータ送信に対して２５６ＱＡＭを
サポートする必要はない。したがって、この実施形態によれば、標準のＲｅｌｅａｓｅ－
１１　ＭＣＳテーブルはＤＣＩ形式１Ａと組み合わせて使用される。他のＤＣＩ形式に対
しては、どのＭＣＳテーブルが使用されるかは、半静的または動的な仕方で示される。Ｌ
ＴＥのＤＣＩ形式を含むダウンリンク制御情報形式は、例えば参照として本明細書に組み
込まれている仕様書、非特許文献７にある。
【０１３８】
　全体として、変調・符号化方式を含むスケジューリング情報は、制御情報の一部である
（ダウンリンク制御情報など）。制御情報には異なる形式があり得る。この実施形態によ
れば、変調・符号化方式の各組は、制御情報形式に基づいてどの組が選択されるかを決定
できるような仕方で、制御情報の特定の形式（または複数の形式）と明確に関連付けられ
ている。例として、第１の組と関連付けられている第１の制御情報形式、および第２の組
に関連付けられている第２の制御情報形式がある。しかしながら、第１の組および第２の
組それぞれに関連付けられている制御情報形式がさらにあり得る。
【０１３９】
　上記の説明は主にダウンリンクのＭＣＳテーブルに言及してはいるが、アップリンクの
ＭＣＳテーブルにも同じ概念が同様に適用できる。
【０１４０】
　図１８は、本発明における装置の例を示す。特に、図１８は２つの端末１８１０、１８
２０を示している。端末１８１０は、制御情報の一部としてスケジューリング情報内で示
される変調・符号化方式により、データを送信することができる端末である。端末１８１
０、１８２０は、異なるチャネル状態を経験するので、変調・符号化方式の異なる組を使
用し得る。この例では、端末１８１０はダウンリンクで動作し、端末１８２０はアップリ
ンクで動作する。アップリンクおよびダウンリンク両方向においてバンドリングを適用で
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きる１つの端末が提供され得る。そして、そのような端末は、両方の端末１８１０、１８
２０の機能ブロックを含む。図１８はさらに、スケジューリングノード１８９０を示して
いる。スケジューリングノード１８９０は、端末によるデータの送信と受信をスケジュー
ルする。スケジューリングノードは、基地局または無線ネットワークコントローラなど、
および特にｅＮｏｄｅＢなどのネットワークノードであり得る。例えば、ＬＴＥではｅＮ
ｏｄｅＢはダウンリンクおよびアップリンクの共有チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣ
Ｈ）のための動的スケジューリングを実施する。しかしながら、一般に、ＬＴＥまたは他
のシステムにおいてスケジューリングは、異なるノードにより、または他のダウンリンク
もしくはアップリンクチャネルのために実施され得ることに留意されたい。このようなシ
ステムにおいても本発明の採用には問題がない。
【０１４１】
　本発明の実施形態によれば、端末１８２０は、データの送信が送信時間間隔ごとに実施
されるマルチキャリア通信システムにおいてデータを送信するために提供される。端末１
８２０は、端末がデータを送信するようにスケジュールされているリソースを示し、デー
タが送信される際に従う変調方式およびデータのサイズを示す変調・符号化インジケータ
の組を含むスケジューリング情報を受信する、制御情報受信ユニット１８２５を含む。さ
らに、端末は、スケジュールされたリソースで、受信した変調・符号化インジケータに従
って、および送信されるデータの送信パラメータに従ってデータを送信するデータ送信ユ
ニット１８２７を含む。特に、送信パラメータは、送信されるデータを符号化するために
使用される変調・符号化方式を選択するために使用される。
【０１４２】
　本発明の他の実施形態によれば、端末１８１０は、データの受信が送信時間間隔ごとに
実施されるマルチキャリア通信システムにおいてデータを受信するために提供される。そ
のような端末１８１０は、端末１８２０と同様に、端末がデータを送信するようにスケジ
ュールされているリソースを示し、データが送信される際に従う変調方式およびデータの
サイズを示す変調・符号化インジケータの組を含むスケジューリング情報を受信する。さ
らに、端末は、スケジュールされたリソースで、受信した変調・符号化インジケータに従
って、および送信されるデータの送信パラメータに従ってデータを送信するデータ送信ユ
ニット１８２７を含む。特に、送信パラメータは、送信されるデータを符号化するために
使用される変調・符号化方式を選択するために使用される。
【０１４３】
　送信パラメータは例えば、データが送信される送信電力であり得る。あるいは、送信パ
ラメータは特定のサブフレームの組を対応する変調・符号化方式インジケータにリンクで
きるリンク情報であり得る。
【０１４４】
　変調・符号化インジケータの組、例えば１つまたは複数のＭＣＳテーブルは、スケジュ
ーリング情報に含まれ得る。変調次数フィールドおよびＴＢＳインデックスは、変調・符
号化インジケータ内の個別のフィールドまたはビットであり得る。あるいは、変調次数フ
ィールドおよびＴＢＳインデックスは１つのフィールドとして実装され得る。
【０１４５】
　変調・符号化インジケータは、選択ユニット１８１３または１８２３でデータが受信ま
たは送信される電力レベルを比較することにより、受信した変調・符号化インジケータの
組から半静的に選択され得る。これは図１７と関連して説明されるステップに従って実施
される。しかしながら、これは本発明を限定しない。特に、選択ユニット１８１３または
１８２３は、変調・符号化インジケータに基づき、シグナリングされた組選択指標とその
指標からの変調・符号化方式に従って、変調・符号化方式の組を選択し得る。あるいは、
比較は受信ユニット１８１５または１８２５で実施され得る。選択ユニット１８１３また
は１８２３は上記で説明した変調・符号化選択ユニットおよび組選択ユニットを含み得る
。加えて、または代わりに、受信ユニット１８１５または１８２５はさらに、本発明の方
法の１つに従って適切な変調・符号化インジケータを選択するように適応され得る。
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【０１４６】
　あるいは、変調・符号化インジケータは、ＲＲＣやＭＡＣ構成などの半静的構成により
、端末１８１０または１８２０にシグナリングされ得る。特に、使用される適切なＭＣＳ
テーブルは直接ｅＮＢにより示され得る。しかしながら、これは本発明を限定しない。他
の実施形態では、リンクインジケータは必ずしもＲＲＣにより構成される必要はない。他
のいずれかの種類のシグナリングが使用され得る。ここで半静的という用語は、シグナリ
ングされた値は２つ以上のスケジュールされた送信および／または受信に適用されるとい
う事実を意味している。
【０１４７】
　端末は、移動端末または静的端末であり得る。しかしながら、端末はまた、通常のユー
ザ端末またはリレーノードであり得る。マルチキャリア通信システムは、ＬＴＥなどの直
交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）をサポートする無線通信システムであり得る。しかしなが
ら、本発明はこれに限定されず、本発明の変調・符号化方式は、共有データまたは制御チ
ャネルへの動的スケジューリングをサポートする何らかの通信システムに適用され得る。
ここで、送信時間間隔は、データがサブフレームでの送信のために物理層に提供される、
事前定義された処理時間間隔を意味している（無線インタフェースで事前定義された期間
）。例えば、ＬＴＥにおけるＴＴＩの長さは、１ミリ秒であり、１ＴＴＩは、背景技術の
セクションですでに説明したように、１つのサブフレームの物理リソースにマッピングさ
れる。これらの値は、現在のＬＴＥ仕様書に適用されることに留意されたい。しかしなが
ら、本発明は無線インタフェースのいずれのタイミングにも適用可能である。
【０１４８】
　本発明はさらに、データの送信および受信の方法を提供する。そのような方法の１つが
図１９に示されている。
【０１４９】
　特に、データの送信および／または受信が送信時間間隔で実施される、マルチキャリア
通信システムにおいてデータを送信および／または受信するための方法が提供される。方
法は、スケジューリングノードで実施され、端末がデータを送信または受信するようにス
ケジュールされているリソースを示し、端末がデータを送信するようにスケジュールされ
ているリソースを示すスケジューリング情報を含み、変調方式ならびに場合により組選択
インジケータおよびどのデータが送信されるかに応じてデータのサイズを示す変調・符号
化インジケータの組を含む、スケジューリング情報を送信するステップ１９２０を含む。
方法はさらに、送信された変調・符号化インジケータ、ならびに送信／受信される（１９
１０、１９１５）データの送信パラメータに従って、端末との間でスケジュールされたリ
ソースで（チャネル１９０１を介して）データを送信（１２８０）および／または受信す
るステップ（１９６０）を含む。図１９は、端末のデータ送信または受信を構成するステ
ップ１９１０、１９１５を示している（スケジューリングノードをデータの受信および送
信それぞれのために構成するステップに対応している）ことに留意されたい。このステッ
プは、スケジューリングノードが実施するスケジューリングの一部であることができ、リ
ソースの選択と、変調・符号化インジケータの組からどの変調および次数インジケータが
選択されなければならないかを判断することと、変調・符号化方式の組の選択を含み得る
。構成ステップは結果（構成）を送信により端末に提供する。一方で、スケジューリング
ノードはまた、この構成１９６０、１９８０に従って処理する、すなわち構成されたリソ
ースでデータを送信または受信する。
【０１５０】
　とはいえ、上記で考慮した実施形態では、ＭＣＳテーブルはサブフレームと関連して説
明されている。上記の概念および本発明の原則はまた、サブバンドに適用され得ることが
理解されるはずである。特に、例えば様々な送信電力を考慮に入れるように適応された複
数のＭＣＳテーブルが設計され、異なる対応するサブバンドに関連付けられ得ることが理
解されるはずである。
【０１５１】
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　さらに、上記で説明された原則は、マルチキャリア通信システムなど、何らかの通信シ
ステムに適用することができる。
【０１５２】
　上記の背景技術のセクションでなされた説明は、本明細書で説明される特定の例示的な
実施形態をより良く理解することを目的としており、本発明を３ＧＰＰ標準に準拠したネ
ットワークなどの移動通信ネットワークでの処理および機能の説明された特定の実装に限
定するものと理解されるべきではない。それにもかかわらず、本明細書で提起された改善
は、背景技術のセクションで説明されたアーキテクチャ／システムに容易に適用すること
ができ、本発明のいくつかの実施形態ではこれらのアーキテクチャ／システムの標準およ
び改善された手順を活用することもできる。当技術分野の技術者なら、多数の変形形態お
よび／または変更形態が、特定の実施形態に示されるように、広く説明されている本発明
の趣旨または範囲から逸脱することなく、本発明に対してなされ得ることを理解するであ
ろう。
【０１５３】
　発明の他の実施形態は、上記で説明されたハードウェアおよびソフトウェアを使用する
様々な実施形態の実装に関連する。本発明の様々な実施形態は、計算装置（プロセッサ）
を使用して実装または実施されることが認識される。計算装置またはプロセッサは、例と
して汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル
ロジック装置などであり得る。本発明の様々な実施形態はまた、これらの装置の組み合わ
せにより実施または実装され得る。
【０１５４】
　さらに、本発明の様々な実施形態はまた、プロセッサによりまたは直接ハードウェアで
実行される、ソフトウェアモジュールにより実装され得る。ソフトウェアモジュールおよ
びハードウェア実装の組み合わせも可能である。ソフトウェアモジュールは、例としてＲ
ＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、レジスタ、ハードディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤなどの、何らかの種類のコンピュータ可読記憶媒体に保存され得る。
【０１５５】
　要約すると、本発明は、適応変調・符号化方式の選択および通信システムにおけるシグ
ナリングに関連する。特に、データの送信に使用される変調・符号化方式が、１組の所定
の変調・符号化方式から選択される。その組の事前決定は、複数の所定の組から当該組を
選択することによって行われる。当該複数の組は同じサイズを有するため、変調・符号化
方式を選択するためにシグナリングされる変調・符号化選択インジケータは、選択された
組のいずれにも有利に適用され得る。さらに、第２の組は、第１の組の方式によってカバ
ーされていない変調であって第１の組のどの変調よりも高次の変調を有する方式を含む。
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