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(57)【要約】
【課題】上りリンクスケジューリング要求方法が提供さ
れる。
【解決手段】上りリンクスケジューリング要求の送信時
点に１次セルに設定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースで
はない２次セルに設定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
のみ存在し、特別２次セルが非活性化した状態である場
合、上りリンクスケジューリング要求は中断され、任意
接続過程が開始される。同じ時点に上りリンクスケジュ
ーリング要求が複数のセルで送信されることができれば
、言い換えれば同じ時点に上りリンクスケジューリング
要求に利用可能な複数の上りリンクリソースが存在すれ
ば、複数のセルの一つのセル上でだけ（かつ一つの上り
リンクリソースのみを用いて）上りリンクスケジューリ
ング要求が送信される。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルが設定された使用者器機が上りリンク信号を送信する方法であって、
　前記複数のセルのうち１次セル上にスケジューリング要求（ＳＲ）物理上りリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース（１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）を設定し、かつ
前記複数のセルのうちＰＵＣＣＨ送信用２次セルに設定された特別２次セル上にＳＲ　Ｐ
ＵＣＣＨリソース（２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）を設定するステップと、
　上りリンクスケジューリング要求の送信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
ではない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記特別２次セルが非活性
化した状態である場合、任意接続チャネルを送信するステップと、を含む、上りリンク信
号送信方法。
【請求項２】
　前記上りリンクスケジューリング要求の送信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソ
ースではない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記特別２次セルが非
活性化した状態である場合、前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを用いた前記上りリ
ンクスケジューリング要求の送信は中断される、請求項１に記載の上りリンク信号送信方
法。
【請求項３】
　前記上りリンクスケジューリング要求の送信時点に前記ＳＲの送信に利用可能なＰＵＣ
ＣＨリソースが二つ以上のセルに存在すれば、前記二つ以上のセルの一つでだけ前記上り
リンクスケジューリング要求を送信する、請求項１に記載の上りリンク信号送信方法。
【請求項４】
　前記複数のセルは前記１次セル及び０個以上の２次セルで構成された１次セルグループ
と前記１次セルグループに属しない一つ以上の２次セルで構成された２次セルグループと
を含み、前記特別２次セルは前記２次セルグループに属する、請求項１～３のいずれか一
項に記載の上りリンク信号送信方法。
【請求項５】
　前記複数のセルの少なくとも一つに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信時点に前記１次セル
ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース又は前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが存在すれば、前
記ＡＣＫ／ＮＡＣＫのペイロードに１ビットを加えた情報を送信することを含む、請求項
４に記載の上りリンク信号送信方法。
【請求項６】
　複数のセルが設定され、上りリンク信号を送信する使用者器機であって、
　無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を含み、前記プロセッサ
は、
　前記複数のセルのうち１次セル上にスケジューリング要求（ＳＲ）物理上りリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース（１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）を設定し、かつ
前記複数のセルのうちＰＵＣＣＨ送信用２次セルに設定された特別２次セル上にＳＲ　Ｐ
ＵＣＣＨリソース（２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）を設定するように構成され、
　上りリンクスケジューリング要求の送信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
ではない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記特別２次セルが非活性
化した状態である場合、任意接続チャネルを送信するように前記ＲＦユニットを制御する
ように構成された、使用者器機。
【請求項７】
　前記上りリンクスケジューリング要求の送信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソ
ースではない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記特別２次セルが非
活性化した状態である場合、前記プロセッサは前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを
用いた前記上りリンクスケジューリング要求の送信は中断するように構成された、請求項
６に記載の使用者器機。
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【請求項８】
　前記上りリンクスケジューリング要求の送信時点に前記ＳＲの送信に利用可能なＰＵＣ
ＣＨリソースが二つ以上のセルに存在すれば、前記プロセッサは前記二つ以上のセルの一
つでだけ前記上りリンクスケジューリング要求を送信するように前記ＲＦユニットを制御
する、請求項６に記載の使用者器機。
【請求項９】
　前記複数のセルは前記１次セル及び０個以上の２次セルで構成された１次セルグループ
と前記１次セルグループに属しない一つ以上の２次セルで構成された２次セルグループと
を含み、前記特別２次セルは前記２次セルグループに属する、請求項６～８のいずれか一
項に記載の使用者器機。
【請求項１０】
　前記複数のセルの少なくとも一つに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信時点に前記１次セル
ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース又は前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが存在すれば、前
記プロセッサは前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫのペイロードに１ビットを加えた情報を送信するよ
うに前記ＲＦユニットを制御する、請求項９に記載の使用者器機。
【請求項１１】
　基地局が複数のセルが設定された使用者器機から上りリンク信号を受信する方法であっ
て、
　前記複数のセルのうち１次セル上にスケジューリング要求（ＳＲ）物理上りリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース（１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）についての設定
情報及び前記複数のセルのうちＰＵＣＣＨ送信用２次セルに設定された特別２次セル上に
ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース（２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）についての設定情報を
送信するステップと、
　上りリンクスケジューリング要求の受信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
ではない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記特別２次セルが非活性
化した状態である場合、任意接続チャネルを受信するステップと、を含む、上りリンク信
号受信方法。
【請求項１２】
　複数のセルが設定された使用者器機から上りリンク信号を受信する基地局であって、
　無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を含み、前記プロセッサ
は、
　前記複数のセルのうち１次セル上にスケジューリング要求（ＳＲ）物理上りリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース（１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）についての設定
情報及び前記複数のセルのうちＰＵＣＣＨ送信用２次セルに設定された特別２次セル上に
ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース（２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）についての設定情報を
送信するように前記ＲＦユニットを制御するように構成され、
　上りリンクスケジューリング要求の受信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
ではない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記特別２次セルが非活性
化した状態である場合、任意接続チャネルを受信するように前記ＲＦユニットを制御する
ように構成された、基地局。
【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関するもので、上りリンク信号を送信又は受信する方法及
びそのため装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　器機間（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍａｃｈｉｎｅ、Ｍ２Ｍ）通信と、高いデータ送信量
を要求するスマートフォン、タブレットＰＣなどの様々な装置及び技術が出現及び普及さ
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れている。これに伴い、セルラー網で処理されることが要求されるデータ量も急増してい
る。このように急増するデータ処理要求量を満たすために、より多くの周波数帯域を效率
的に用いるための搬送波集約（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術、認知無
線（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｒａｄｉｏ）技術などと、限られた周波数内で送信されるデー
タ容量を高めるための多重アンテナ技術、多重基地局協調技術などが発展している。
【０００３】
　一般の無線通信システムは、１つの下りリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ、ＤＬ）帯域とこれ
に対応する１つの上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）帯域でデータ送／受信を行ったり（
周波数分割デュプレックス（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、Ｆ
ＤＤ）モードの場合）、所定の無線フレーム（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒａｍｅ）を時間ドメイン
（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で上りリンク時間ユニットと下りリンク時間ユニットとに区
分し、上りリンク／下りリンク時間ユニットでデータ送／受信を行う（時分割デュプレッ
クス（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）モードの場合）。基地局（
ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）とユーザ機器（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ
）は、所定の時間ユニット（ｕｎｉｔ）、例えば、サブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ、Ｓ
Ｆ）内で、スケジュールされたデータ及び／又は制御情報を送受信する。データは、上り
リンク／下りリンクサブフレームに設定されたデータ領域を通じて送受信され、制御情報
は、上りリンク／下りリンクサブフレームに設定された制御領域を通じて送受信される。
そのために、無線信号を搬送する様々な物理チャネルが上りリンク／下りリンクサブフレ
ームに設定される。これに対し、搬送波集約技術は、より広い周波数帯域を用いるために
複数の上りリンク／下りリンク周波数ブロックを集めてより大きい上りリンク／下りリン
ク帯域幅を用いることによって、単一搬送波が用いられる場合に比べて多量の信号を同時
に処理することができる。
【０００４】
　一方、ＵＥが周辺で接続（ａｃｃｅｓｓ）し得るノード（ｎｏｄｅ）の密度が高くなる
方向に通信環境が進化している。ノードとは、１つ以上のアンテナを有し、ＵＥと無線信
号を送信／受信できる固定した地点（ｐｏｉｎｔ）のことを指す。高い密度のノードを具
備した通信システムは、ノード間の協調によってより高い性能の通信サービスをＵＥに提
供することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　新しい無線通信技術の導入から、基地局が所定リソース領域でサービスを提供すべきＵ
Ｅの個数が増加するだけでなく、上記基地局がサービスを提供するＵＥと送信／受信する
データと制御情報の量も増加している。基地局がＵＥとの通信に利用可能な無線リソース
の量は有限のため、基地局が有限の無線リソースを用いて上りリンク／下りリンクデータ
及び／又は上りリンク／下りリンク制御情報をＵＥから／に效率的に受信／送信するため
の新しい方案が要求される。
【０００６】
　本発明が遂げようとする技術的課題は、以上で言及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、以下の発明の詳細な説明から、本発明の属する技術の分野
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】
【０００７】
　上りリンクスケジューリング要求の送信／受信方法及びそのための装置が提供される。
上りリンクスケジューリング要求の送信時点に１次セルに設定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリ
ソースではない２次セルに設定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記２次セ
ルが非活性化した状態である場合、前記上りリンクスケジューリング要求は中断され、任
意接続過程が開始されることができる。
【０００８】
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　同じ時点に上りリンクスケジューリング要求が複数のセルで送信されることができれば
、言い換えれば同じ時点に上りリンクスケジューリング要求に利用可能な複数の上りリン
クリソースが存在すれば、前記複数のセルの一つのセル上でだけ（かつ一つの上りリンク
リソースのみを用いて）前記上りリンクスケジューリング要求が送信されることができる
。
【０００９】
　本発明の一態様において、複数のセルが設定された使用者器機が上りリンク信号を送信
する方法であって、前記複数のセルのうち１次セル上にスケジューリング要求（ｓｃｈｅ
ｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ、ＳＲ）物理上りリンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＵＣＣＨ）リソース（以下、１次
セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）を設定し、前記複数のセルのうちＰＵＣＣＨ送信用２次
セルに設定された特別２次セル上にＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース（以下、２次セルＳＲ　Ｐ
ＵＣＣＨリソース）を設定すること、及び上りリンクスケジューリング要求の送信時点に
前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースではない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
のみ存在し、前記特別２次セルが非活性化した状態である場合、任意接続チャネルを送信
することを含む、上りリンク信号送信方法が提供される。
【００１０】
　本発明の他の態様において、複数のセルが設定され、上りリンク信号を送信する使用者
器機であって、無線周波数（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニットと、前記
ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサとを含む、使用者器機が提供される
。前記プロセッサは、前記複数のセルのうち１次セル上にスケジューリング要求（ｓｃｈ
ｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ、ＳＲ）物理上りリンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＵＣＣＨ）リソース（以下、１
次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）を設定し、前記複数のセルのうちＰＵＣＣＨ送信用２
次セルに設定された特別２次セル上にＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース（以下、２次セルＳＲ　
ＰＵＣＣＨリソース）を設定するように構成されることができる。前記プロセッサは、上
りリンクスケジューリング要求の送信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースでは
ない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記特別２次セルが非活性化し
た状態である場合、任意接続チャネルを送信するように前記ＲＦユニットを制御するよう
に構成されることができる。
【００１１】
　本発明のさらに他の態様において、基地局が複数のセルが設定された使用者器機から上
りリンク信号を受信する方法であって、前記複数のセルのうち１次セル上にスケジューリ
ング要求（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ、ＳＲ）物理上りリンク制御チャネル
（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＵＣＣＨ）リ
ソース（以下、１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）についての設定情報及び前記複数の
セルのうちＰＵＣＣＨ送信用２次セルに設定された特別２次セル上にＳＲ　ＰＵＣＣＨリ
ソース（以下、２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）についての設定情報を送信すること
、及び上りリンクスケジューリング要求の受信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソ
ースではない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記特別２次セルが非
活性化した状態である場合、任意接続チャネルを受信することを含む、上りリンク信号受
信方法が提供される。
【００１２】
　本発明のさらに他の態様において、複数のセルが設定された使用者器機から上りリンク
信号を受信する基地局であって、無線周波数（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）
ユニットと、前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサとを含む、基地局
が提供される。前記プロセッサは、前記複数のセルのうち１次セル上にスケジューリング
要求（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ、ＳＲ）物理上りリンク制御チャネル（ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＵＣＣＨ）リソー
ス（以下、１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）についての設定情報及び前記複数のセル
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のうちＰＵＣＣＨ送信用２次セルに設定された特別２次セル上にＳＲ　ＰＵＣＣＨリソー
ス（以下、２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース）についての設定情報を送信するように前
記ＲＦユニットを制御するように構成されることができる。前記プロセッサは、上りリン
クスケジューリング要求の受信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースではない前
記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在し、前記特別２次セルが非活性化した状態
である場合、任意接続チャネルを受信するように前記ＲＦユニットを制御するように構成
されることができる。
【００１３】
　本発明の各態様において、前記上りリンクスケジューリング要求の送信時点に前記１次
セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースではない前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースのみ存在
し、前記特別２次セルが非活性化した状態である場合、前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリ
ソースを用いた前記上りリンクスケジューリング要求の送信は中断されることができる。
【００１４】
　本発明の各態様において、前記上りリンクスケジューリング要求の送信時点に前記ＳＲ
の送信に利用可能なＰＵＣＣＨリソースが二つ以上のセルに存在すれば、前記二つ以上の
セルの一つでだけ前記上りリンクスケジューリング要求が送信されることができる。
【００１５】
　本発明の各態様において、前記複数のセルは、前記１次セル及び０個以上の２次セルで
構成された１次セルグループと前記１次セルグループに属しない一つ以上の２次セルで構
成された２次セルグループとを含み、前記特別２次セルは前記２次セルグループに属する
ことができる。
【００１６】
　本発明の各態様において、前記複数のセルの少なくとも一つに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
の送信時点に前記１次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース又は前記２次セルＳＲ　ＰＵＣＣＨ
リソースが存在すれば、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫのペイロードに１ビットを加えた情報が送
信されることができる。
【００１７】
　上記の課題解決方法は、本発明の実施例の一部に過ぎず、当該技術の分野における通常
の知識を有する者にとっては、本願発明の技術的特徴が反映された様々な実施例を、以下
に説明する本発明の詳細な説明から導出できると言えることは明らかであろう。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、上りリンク／下りリンク信号を效率的に送信／受信することができる
。これによって、無線通信システムの全体処理量（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）が向上する。
【００１９】
　本発明に係る効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、
以下の発明の詳細な説明から、本発明の属する技術の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】
【００２０】
　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の図面は、本
発明に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図１】無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。
【図２】無線通信システムで下りリンク／上りリンク（ＤＬ／ＵＬ）スロット構造の一例
を示す図である。
【図３】無線通信システムに使われる下りリンクサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）構造
を例示した図である。
【図４】無線通信システムに使われる上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）サブフレーム構
造の一例を示した図である。
【図５】単一搬送波通信と多重搬送波通信を説明するための図である。
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【図６】搬送波集成を支援するシステムにおけるセルの状態を例示した図である。
【図７】予約リソース区間（ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｅｒｉｏｄ、ＲＲ
Ｐ）のサブフレーム構成を例示した図である。
【図８】ＰＵＣＣＨフォーマットのスロットレベル構造を例示した図である。
【図９】ブロック拡散に基づくＰＵＣＣＨフォーマットを例示した図である。
【図１０】上りリンクスケジューリング要求過程を例示した図である。
【図１１】任意接続過程を説明するための図である。
【図１２】任意接続過程を説明するための図である。
【図１３】本発明によるスケジューリング要求送信実施例を説明するための図である。
【図１４】本発明によるスケジューリング要求送信実施例を説明するための図である。
【図１５】本発明を行う送信装置１０及び受信装置２０の構成要素を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る好適な実施の形態を、添付の図面を参照して詳しく説明する。添付
の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するた
めのものであり、本発明が実施し得る唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下
の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし
、当業者にとってはこのような具体的な細部事項なしにも本発明を実施できることは明ら
かである。
【００２２】
　いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置
を省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示すことがで
きる。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素については、同一の図面符号を付して
説明する。
【００２３】
　以下に説明する技法（ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）及び装置、システムは、様々な無線多元接
続システムに適用することができる。多元接続システムの例には、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　
ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＴＤＭＡ（
ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＯＦＤＭＡ
（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
ａｃｃｅｓｓ）システム、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＭＣ－ＦＤ
ＭＡ（ｍｕｌｔｉ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムなどがある。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）又はＣＤＭＡ２０００のよ
うな無線技術（ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）によって具現することができる。ＴＤＭＡは、Ｇ
ＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎ）、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ＥＤ
ＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）（ｉ．ｅ．，ＧＥＲＡＮ）などのような無線技術によって具現することができる。ＯＦ
ＤＭＡは、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０
２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＴ
ＲＡ）などのような無線技術によって具現することができる。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ
）の一部であり、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　
Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡ
を用いるＥ－ＵＭＴＳの一部である。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、下りリンク（ｄｏｗｎｌｉｎ
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ｋ、ＤＬ）ではＯＦＤＭＡを採択し、上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）ではＳＣ－ＦＤ
ＭＡを採択している。ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの
進化した形態である。説明の便宜のために、以下では、本発明が３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａに適用される場合を仮定して説明する。しかし、本発明の技術的特徴がこれに制限
されるものではない。例えば、以下の詳細な説明が、移動通信システムが３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａシステムに対応する移動通信システムに基づいて説明されても、３ＧＰＰ
　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ特有の事項以外は、他の任意の移動通信システムにも適用可能であ
る。
【００２４】
　例えば、本発明は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのように、ｅＮＢがＵＥに
下りリンク／上りリンク時間／周波数リソースを割り当て、ＵＥがｅＮＢの割当てによっ
て下りリンク信号を受信し、上りリンク信号を送信する非－競合ベース（ｎｏｎ－ｃｏｎ
ｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ）通信だけでなく、Ｗｉ－Ｆｉのような競合ベース（ｃｏｎ
ｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ）通信にも適用することができる。非－競合ベース通信技法
は、接続ポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ、ＡＰ）或いは上記接続ポイントを制御す
る制御ノード（ｎｏｄｅ）が、ＵＥと上記ＡＰ間の通信のためのリソースを割り当てるが
、競合ベース通信技法は、ＡＰに接続しようとする複数ＵＥ間の競合によって通信リソー
スが占有される。競合ベース通信技法についして簡略に説明すると、競合ベース通信技法
の一種として搬送波感知多元接続（ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｅｎｓｅ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａ
ｃｃｅｓｓ、ＣＳＭＡ）がある。ＣＳＭＡとは、ノード或いは通信機器が周波数帯域（ｂ
ａｎｄ）のような、共有伝送媒体（ｓｈａｒｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｅｄｉ
ｕｍ）（共有チャネルとも言う。）上でトラフィック（ｔｒａｆｆｉｃ）を送信する前に
、同一の共有伝送媒体上に他のトラフィックがないことを確認する確率的（ｐｒｏｂａｂ
ｉｌｉｓｔｉｃ）媒体接続制御（ｍｅｄｉａ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ、ＭＡＣ）
プロトコル（ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を指す。ＣＳＭＡにおいて送信装置は受信装置にトラフ
ィックを送ることを試みる前に、他の送信が進行中であるか否か決定する。換言すれば、
送信装置は、送信を試みる前に、他の送信装置からの搬送波（ｃａｒｒｉｅｒ）の存在を
検出（ｄｅｔｅｃｔ）することを試みる。搬送波が感知されると、送信装置は、自身の送
信を開始する前に、進行中の他の送信装置によって送信が完了（ｆｉｎｉｓｈ）すること
を待つ。結局、ＣＳＭＡは、“ｓｅｎｓｅ　ｂｅｆｏｒｅ　ｔｒａｎｓｍｉｔ”或いは“
ｌｉｓｔｅｎ　ｂｅｆｏｒｅ　ｔａｌｋ”の原理を基盤にした通信技法と言える。ＣＳＭ
Ａを用いる競合ベース通信システムにおいて送信装置間の衝突を回避するための技法とし
てＣＳＭＡ／ＣＤ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　ｗ
ｉｔｈ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）及び／又はＣＳＭＡ／ＣＡ（Ｃａｒ
ｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏ
ｎ　Ａｖｏｉｄａｎｃｅ）が用いられる。ＣＳＭＡ／ＣＤは、有線ＬＡＮ環境での衝突検
出技法であり、イーサネット（ｅｔｈｅｒｎｅｔ）環境で通信をしようとするＰＣ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）やサーバー（ｓｅｒｖｅｒ）がまず、ネットワーク上
で通信が行われているか確認した後、他の装置（ｄｅｖｉｃｅ）がデータを上記ネットワ
ーク上で載せて送っていると、待ってからデータを送る。すなわち、２人以上のユーザ（
例、ＰＣ、ＵＥなど）が同時にデータを乗せて送る場合、上記同時送信間に衝突が発生す
るが、ＣＳＭＡ／ＣＤは、上記衝突を監視し、柔軟性あるデータ送信がなされるようにす
る技法である。ＣＳＭＡ／ＣＤを用いる送信装置は、特定規則を用いて他の送信装置によ
るデータ送信を感知し、自身のデータ送信を調節する。ＣＳＭＡ／ＣＡは、ＩＥＥＥ８０
２．１１標準に明示されている媒体接近制御プロトコルである。ＩＥＥＥ８０２．１１標
準に従うＷＬＡＮシステムは、ＩＥＥＥ８０２．３標準で用いられたＣＳＭＡ／ＣＤを用
いず、ＣＡ、すなわち、衝突を回避する方式を用いている。送信装置は、常にネットワー
クの搬送波を感知しているが、ネットワークが空になると、目録に登載された自身の位置
によって、定められた時間を待ってからデータを送る。目録内で送信装置間の優先順位を
決め、これを再設定（ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）するためには様々方法を用いる



(9) JP 2018-509028 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

ことができる。ＩＥＥＥ８０２．１１標準の一部バージョンに従うシステムでは、衝突が
起きることがあり、この場合には衝突感知手順が行われる。ＣＳＭＡ／ＣＡを用いる送信
装置は、特定規則を用いて、他の送信装置によるデータ送信と自身のデータ送信間の衝突
を回避する。
【００２５】
　本発明において、ＵＥは、固定していても移動性を有してもよく、基地局（ｂａｓｅ　
ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）と通信してユーザデータ及び／又は各種制御情報を送受信する各
種機器がこれに属する。ＵＥは、端末（Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ
（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＵＴ（
Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、無線機
器（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線モデム（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｍｏｄｅｍ）、携帯機器（ｈａ
ｎｄｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ）などと呼ぶことができる。また、本発明において、ＢＳは
、一般に、ＵＥ及び／又は他のＢＳと通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）の
ことを言い、ＵＥ及び他のＢＳと通信して各種データ及び制御情報を交換する。ＢＳは、
ＡＢＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＮＢ（Ｎｏｄｅ－Ｂ）、ｅＮ
Ｂ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）、接続ポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）、ＰＳ（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｓｅｒｖｅｒ）等の他の用語と呼ぶこともできる。以下の本発明に関する説明では、Ｂ
ＳをｅＮＢと総称する。
【００２６】
　本発明で言うノード（ｎｏｄｅ）とは、ＵＥと通信して無線信号を送信／受信し得る固
定した地点（ｐｏｉｎｔ）のことを指す。様々な形態のｅＮＢを、その名称に関係なくノ
ードとして用いることができる。例えば、ＢＳ、ＮＢ、ｅＮＢ、ピコセルｅＮＢ（ＰｅＮ
Ｂ）、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、リレー、リピータなどをノードとすることができる。
また、ノードは、ｅＮＢでなくてもよい。例えば、無線リモートヘッド（ｒａｄｉｏ　ｒ
ｅｍｏｔｅ　ｈｅａｄ、ＲＲＨ）、無線リモートユニット（ｒａｄｉｏ　ｒｅｍｏｔｅ　
ｕｎｉｔ、ＲＲＵ）とすることもできる。ＲＲＨ、ＲＲＵなどは、一般に、ｅＮＢの電力
レベル（ｐｏｗｅｒ　ｌｅｖｅｌ）よりも低い電力レベルを有する。ＲＲＨ或いはＲＲＵ
（以下、ＲＲＨ／ＲＲＵ）は、一般に、光ケーブルなどの専用回線（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ
　ｌｉｎｅ）でｅＮＢに接続されているため、一般に、無線回線で接続されたｅＮＢによ
る協調通信に比べて、ＲＲＨ／ＲＲＵとｅＮＢによる協調通信を円滑に行うことができる
。１つのノードには少なくとも１つのアンテナが設置される。上記アンテナは物理アンテ
ナを意味することもでき、アンテナポート、仮想アンテナ、又はアンテナグループを意味
することもできる。ノードは、ポイント（ｐｏｉｎｔ）とも呼ばれる。
【００２７】
　本発明で言うセル（ｃｅｌｌ）とは、１つ以上のノードが通信サービスを提供する一定
の地理的領域を指す。したがって、本発明で特定セルと通信することは、上記特定セルに
通信サービスを提供するｅＮＢ或いはノードと通信すると言うことを意味する。また、特
定セルの下りリンク／上りリンク信号は、上記特定セルに通信サービスを提供するｅＮＢ
或いはノードからの／への下りリンク／上りリンク信号を意味する。ＵＥに上りリンク／
下りリンク通信サービスを提供するセルを特にサービングセル（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌ
ｌ）と言う。また、特定セルのチャネル状態／品質は、上記特定セルに通信サービスを提
供するｅＮＢ或いはノードとＵＥ間に形成されたチャネル或いは通信リンクのチャネル状
態／品質を意味する。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａベースのシステムで、ＵＥは、特定ノードから
の下りリンクチャネル状態を、上記特定ノードのアンテナポートが上記特定ノードに割り
当てられたＣＲＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）
リソース上で送信されるＣＲＳ及び／又はＣＳＩ－ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）リソース上で送信するＣ
ＳＩ－ＲＳ（上げる）を用いて測定することができる。具体的なＣＳＩ－ＲＳ設定につい
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ては３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１及び３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１文書を参照することが
できる。
【００２８】
　一方、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムは、無線リソースを管理するためにセル
（ｃｅｌｌ）の概念を用いているが、無線リソースと関連付く（ｃｅｌｌ）は、地理的領
域のセル（ｃｅｌｌ）と区別される。
【００２９】
　地理的領域の“セル”は、ノードが搬送波を用いてサービスを提供できるカバレッジ（
ｃｏｖｅｒａｇｅ）と理解することができ、無線リソースの“セル”は、上記搬送波によ
って設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）される周波数範囲である帯域幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ、
ＢＷ）に関連する。ノードが有効な信号を送信できる範囲である下りリンクカバレッジと
、ＵＥから有効な信号を受信できる範囲である上りリンクカバレッジは、当該信号を運ぶ
搬送波に依存するので、ノードのカバレッジは、上記ノードが用いる無線リソースの“セ
ル”のカバレッジと関連することもある。したがって、“セル”と言う用語は、時にはノ
ードによるサービスのカバレッジを、時には無線リソースを、時には上記無線リソースを
用いた信号が有効な強度で到達できる範囲を意味することに用いることができる。無線リ
ソースの“セル”ついては以後により詳細に説明される。
【００３０】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ標準は、上位層から生じる情報を運ぶリソース要素に対
応する下りリンク物理チャネルと、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報
を搬送しないリソース要素に対応する下りリンク物理信号を定義する。例えば、物理下り
リンク共有チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎ
ｅｌ、ＰＤＳＣＨ）、物理ブロードキャストチャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＢＣＨ）、物理マルチキャストチャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＭＣＨ）、物理制御フォーマット指示子チャ
ネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａ
ｎｎｅｌ、ＰＣＦＩＣＨ）、物理下りリンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＣＣＨ）及び物理ハイブリッドＡＲＱ
指示子チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ、ＰＨＩＣＨ）が下りリンク物理チャネルとして定義されており、参照信号と
同期信号が下りリンク物理信号として定義されている。パイロット（ｐｉｌｏｔ）とも呼
ばれる参照信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＳ）は、ｅＮＢとＵＥが互いに
知っている既に定義された特別な波形の信号を意味するが、例えば、セル特定的ＲＳ（ｃ
ｅｌｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）、ＵＥ－特定的ＲＳ（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ
、ＵＥ－ＲＳ）、ポジショニングＲＳ（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ＲＳ、ＰＲＳ）及びチ
ャネル状態情報ＲＳ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＲＳ、Ｃ
ＳＩ－ＲＳ）が下りリンク参照信号として定義される。３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ標
準は、上位層から生じる情報を搬送するリソース要素に対応する上りリンク物理チャネル
と、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報を搬送しないリソース要素に対
応する上りリンク物理信号を定義している。例えば、物理上りリンク共有チャネル（ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＵＳＣＨ）、物理上り
リンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ、ＰＵＣＣＨ）、物理任意接続チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅ
ｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＲＡＣＨ）が上りリンク物理チャネルとして定義され、上りリ
ンク制御／データ信号のための復調参照信号（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＤＭＲＳ）と上りリンクチャネル測定に用いられるサウンディン
グ参照信号（ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＳＲＳ）が定義さ
れる。
【００３１】
　本発明で、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨ
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ａｎｎｅｌ）／ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）／ＰＨＩＣＨ（（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　
ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｔｒａｎｓｍｉｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃ
Ｈａｎｎｅｌ）／ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）はそれぞれ、ＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）／ＣＦＩ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）／下りリ
ンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）／
下りリンクデータを搬送する時間－周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意
味する。また、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａ
ｎｎｅｌ）／ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎ
ｅｌ）／ＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅｌ
）はそれぞれ、ＵＣＩ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）／上
りリンクデータ／任意接続信号を搬送する時間－周波数リソースの集合或いはリソース要
素の集合を意味する。本発明では、特に、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤ
ＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨに割り当てられたり、これに属した時間－
周波数リソース或いはリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＥ）をそれ
ぞれ、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／
ＰＲＡＣＨ　ＲＥ又はＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ
／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨリソースと称する。以下では、ＵＥがＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ
／ＰＲＡＣＨを送信すると言う表現は、それぞれ、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＲＡＣＨ
上で／或いはそれらを通じて、上りリンク制御情報／上りリンクデータ／任意接続信号を
送信することと同じ意味で使われる。また、ｅＮＢがＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩ
ＣＨ／ＰＤＳＣＨを送信すると言う表現は、それぞれ、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨ
ＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ上で／或いはそれらを通じて、下りリンクデータ／制御情報を送信す
ることと同じ意味で使われる。
【００３２】
　以下では、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ／ＳＲＳ／ＵＥ－ＲＳ／ＴＲＳが割り当て
られた或いは設定された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）ＯＦＤＭシンボル／副搬送波／ＲＥを
、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ／ＳＲＳ／ＵＥ－ＲＳ／ＴＲＳシンボル／搬送波／副
搬送波／ＲＥと称する。例えば、トラッキングＲＳ（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ＲＳ、ＴＲＳ）
が割り当てられた或いは設定されたＯＦＤＭシンボルは、ＴＲＳシンボルと称し、ＴＲＳ
が割り当てられた或いは設定された副搬送波は、ＴＲＳ副搬送波と称し、ＴＲＳが割り当
てられた或いは設定されたＲＥはＴＲＳ　ＲＥと称する。また、ＴＲＳ送信のために設定
された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）サブフレームを、ＴＲＳサブフレームと称する。また、
ブロードキャスト信号が送信されるサブフレームを、ブロードキャストサブフレーム或い
はＰＢＣＨサブフレームと称し、同期信号（例えば、ＰＳＳ及び／又はＳＳＳ）が送信さ
れるサブフレームを、同期信号サブフレーム或いはＰＳＳ／ＳＳＳサブフレームと称する
。ＰＳＳ／ＳＳＳが割り当てられた或いは設定された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）ＯＦＤＭ
シンボル／副搬送波／ＲＥをそれぞれ、ＰＳＳ／ＳＳＳシンボル／副搬送波／ＲＥと称す
る。
【００３３】
　本発明で、ＣＲＳポート、UE-ＲＳポート、ＣＳＩ－ＲＳポート、ＴＲＳポートとは、
それぞれ、ＣＲＳを送信するように設定された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）アンテナポート
、ＵＥ－ＲＳを送信するように設定されたアンテナポート、ＣＳＩ－ＲＳを送信するよう
に設定されたアンテナポート、ＴＲＳを送信するように設定されたアンテナポートを意味
する。ＣＲＳを送信するように設定されたアンテナポートは、ＣＲＳポートによってＣＲ
Ｓが占有するＲＥの位置によって相互区別でき、ＵＥ－ＲＳを送信するように設定された
（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）アンテナポートは、ＵＥ－ＲＳポートによってＵＥ－ＲＳが占
有するＲＥの位置によって相互区別でき、ＣＳＩ－ＲＳを送信するように設定されたアン
テナポートは、ＣＳＩ－ＲＳポートによってＣＳＩ－ＲＳが占有するＲＥの位置によって
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相互区別できる。したがって、ＣＲＳ／ＵＥ－ＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ／ＴＲＳポートと言う
用語が、一定リソース領域（例、ＲＢ或いはＲＢ対）内でＣＲＳ／ＵＥ－ＲＳ／ＣＳＩ－
ＲＳ／ＴＲＳが占有するＲＥのパターンを意味する用語として用いられることもある。
【００３４】
　図１は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。
【００３５】
　特に、図１（ａ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる周波数分割
デュプレックス（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＦＤＤ）用フ
レーム構造を示す図であり、図１（ｂ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用
いられる時分割デュプレックス（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）
用フレーム構造を示す図である。
【００３６】
　図１を参照すると、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる無線フレーム
は、１０ｍｓ（３０７，２００Ｔｓ）の長さを有し、１０個の均等な大きさのサブフレー
ム（ｓｕｂｆｒａｍｅ、ＳＦ）で構成される。１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与えることができる。ここで、Ｔｓは、サンプリング時間を表し、Ｔ
ｓ＝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。１無線フレームにおいて２０個のスロットには
０から１９まで順次に番号を付けることができる。それぞれのスロットは、０．５ｍｓの
長さを有する。１サブフレームを送信するための時間は、送信時間間隔（ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ、ＴＴＩ）と定義される。時間リソースは、無
線フレーム番号（或いは、無線フレームであるデックスとも咸）、サブフレーム番号（或
いは、サブフレーム番号）、スロット番号（或いは、スロットインデックス）などによっ
て区分することができる。
【００３７】
　無線フレームは、デュプレックス（ｄｕｐｌｅｘ）モードによって異なるように設定（
ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）することができる。例えば、ＦＤＤモードで、下りリンク送信及び
上り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、特定周波数帯域に対
して下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか１つのみを含む。Ｔ
ＤＤモードで、下りリンク送信及び上りリンク送信は、時間によって区分されるため、特
定周波数帯域に対して無線フレームは下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレーム
の両方を含む。
【００３８】
　表１は、ＴＤＤモードで、無線フレームにおけるサブフレームのＤＬ－ＵＬ設定（ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を例示するものである。
【００３９】
【表１】

【００４０】
　表１で、Ｄは下りリンクサブフレームを、Ｕは上りリンクサブフレームを、Ｓは特異（
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ｓｐｅｃｉａｌ）サブフレームを表す。特異サブフレームは、ＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　ＴｉｍｅＳｌｏｔ）、ＧＰ（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ）、ＵｐＰＴ
Ｓ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　ＴｉｍｅＳｌｏｔ）の３つのフィールドを含む。ＤｗＰ
ＴＳは、下りリンク送信用に留保される時間区間であり、ＵｐＰＴＳは、上りリンク送信
用に留保される時間区間である。表２は、特異サブフレームの設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ）を例示するものである。
【００４１】
【表２】

【００４２】
　図２は、無線通信システムにおいて下りリンク／上りリンク（ＤＬ／ＵＬ）スロット構
造の一例を示す図である。特に、図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのリソ
ース格子（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）の構造を示す。アンテナポート当たり１個のリ
ソース格子がある。
【００４３】
　図２を参照すると、スロットは、時間ドメイン（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で複数のＯ
ＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周波数ドメイン（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｍａｉｎ）
で複数のリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）を含む。ＯＦＤＭシ
ンボルは、１シンボル区間を意味してもよい。図２を参照すると、各スロットで送信され
る信号はＮＤＬ／ＵＬＲＢ×ＮＲＢｓｃ個の副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）とＮＤＬ
／ＵＬｓｙｍｂ個のＯＦＤＭシンボルとで構成されるリソース格子（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｇｒｉｄ）で表現されることができる。ここで、ＮＤＬＲＢは、下りリンクスロットにお
けるリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）の個数を表し、ＮＵＬＲ
Ｂは、ＵＬスロットにおけるＲＢの個数を表す。ＮＤＬＲＢとＮＵＬＲＢは、ＤＬ送信帯
域幅とＵＬ送信帯域幅にそれぞれ依存する。ＮＤＬｓｙｍｂは、下りリンクスロットにお
けるＯＦＤＭシンボルの個数を表し、ＮＵＬｓｙｍｂは、ＵＬスロットにおけるＯＦＤＭ
シンボルの個数を表す。ＮＲＢｓｃは、１ ＲＢを構成する副搬送波の個数を表す。
【００４４】
　ＯＦＤＭシンボルは、多元接続方式によって、ＯＦＤＭシンボル、ＳＣ－ＦＤＭ（Ｓｉ
ｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ）シンボルなどと呼ぶことができる。１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの
数は、チャネル帯域幅、ＣＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）の長さによって様々に変更
することができる。例えば、正規（ｎｏｒｍａｌ）ＣＰの場合には、１スロットが７　Ｏ
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ＦＤＭシンボルを含むが、拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰの場合には、１スロットが６　
ＯＦＤＭシンボルを含む。図２では、説明の便宜のために、１スロットが７　ＯＦＤＭシ
ンボルで構成されるサブフレームを例示するが、本発明の実施例は、他の個数のＯＦＤＭ
シンボルを有するサブフレームにも同様の方式で適用することができる。図２を参照する
と、各ＯＦＤＭシンボルは、周波数ドメインで、ＮＤＬ／ＵＬＲＢ×ＮＲＢｓｃ個の副搬
送波を含む。副搬送波の類型としては、データ送信のためのデータ副搬送波、参照信号（
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）の送信のための参照信号副搬送波、保護バンド（ｇ
ｕａｒｄ　ｂａｎｄ）又は直流（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ、ＤＣ）成分のためのヌ
ル（ｎｕｌｌ）副搬送波を含むことができる。ＤＣ成分は、ＯＦＤＭ信号生成過程或いは
周波数アップコンバート過程で搬送波周波数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ｆ
０）にマップ（ｍａｐｐｉｎｇ）される。搬送波周波数は、中心周波数（ｃｅｎｔｅｒ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ｆｃ）とも呼ぶ。
【００４５】
　１ ＲＢは、時間ドメインでＮＤＬ／ＵＬｓｙｍｂ個（例えば、７個）の連続するＯＦ
ＤＭシンボルと定義され、周波数ドメインでＮＲＢｓｃ個（例えば、１２個）の連続する
副搬送波と定義される。参考として、１　ＯＦＤＭシンボルと１副搬送波で定義されたリ
ソースをリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＥ）或いはトーン（ｔｏ
ｎｅ）と言う。したがって、１　ＲＢはＮＤＬ／ＵＬｓｙｍｂ×ＮＲＢｓｃ個のリソース
要素で構成される。リソース格子内の各リソース要素は、１スロットにおけるインデック
ス対（ｋ，１）によって固有に定義することができる。ｋは、周波数ドメインで０からＮ
ＤＬ／ＵＬＲＢ×ＮＲＢｓｃ－１まで与えられるインデックスであり、ｌは、時間ドメイ
ンで０からＮＤＬ／ＵＬｓｙｍｂ－１まで与えられるインデックスである。
【００４６】
　一方、１　ＲＢは、物理リソースブロック（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂ
ｌｏｃｋ、ＰＲＢ）と１仮想リソースブロック（ｖｉｒｔｕａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂ
ｌｏｃｋ、ＶＲＢ）にそれぞれマップされる。ＰＲＢは、時間ドメインでＮＤＬ／ＵＬｓ
ｙｍｂ個（例えば、７個）の連続するＯＦＤＭシンボル或いはＳＣ－ＦＤＭシンボルと定
義され、周波数ドメインでＮＲＢｓｃ個（例えば、１２個）の連続する副搬送波と定義さ
れる。したがって、１　ＰＲＢは、ＮＤＬ／ＵＬｓｙｍｂ×ＮＲＢｓｃ個のリソース要素
で構成される。１サブフレームでＮＲＢｓｃ個の連続する同一の副搬送波を占有しながら
、上記サブフレームの２個のスロットそれぞれに１個ずつ位置する２個のＲＢを、ＰＲＢ
対と呼ぶ。ＰＲＢ対を構成する２個のＲＢは、同一のＰＲＢ番号（或いは、ＰＲＢインデ
ックスとも言う）を有する。
【００４７】
　ＵＥは、電源がついたり新しくセルに接続しようとする場合、上記セルとの時間及び周
波数同期を取得し、上記セルの物理層セル識別子（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｃｅ
ｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）ＮｃｅｌｌＩＤを検出（ｄｅｔｅｃｔ）する等のセル探索（ｉ
ｎｉｔｉａｌ　ｃｅｌｌ　ｓｅａｒｃｈ）過程（ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を行う。そのため
に、ＵＥは、ｅＮＢから同期信号、例えば、１次同期信号（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ、ＰＳＳ）及び２次同期信号（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ
　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ、ＳＳＳ）を受信してｅＮＢと同期を
取り、セル識別子（ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＩＤ）などの情報を取得することができる。
【００４８】
　ＰＳＳは、５ｍｓごとに送信されるため、ＵＥは、ＰＳＳを検出することによって、当
該サブフレームがサブフレーム０又はサブフレーム５のいずれかであることが分かるが、
当該サブフレームがサブフレーム０とサブフレーム５のうちのいずれであるかは具体的に
分からない。したがって、ＵＥは、ＰＳＳだけでは無線フレームの境界を認知できない。
すなわち、ＰＳＳだけではフレーム同期を取ることができない。ＵＥは、無線フレーム内
で２回送信されるものの、互いに異なったシーケンスで送信されるＳＳＳを検出して無線
フレームの境界を検出する。
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【００４９】
　ＰＳＳ／ＳＳＳを用いたセル（ｃｅｌｌ）探索過程を行ってＤＬ信号の復調（ｄｅｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ）及びＵＬ信号の送信を正確な時点に行うのに必要な時間及び周波数パ
ラメーターを決定したＵＥはまたｅＮＢからＵＥのシステム設定（ｓｙｓｔｅｍ　ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）に必要なシステム情報を獲得するとｅＮＢと通信することができ
る。
【００５０】
　システム情報はマスター情報ブロック（Ｍａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌ
ｏｃｋ、ＭＩＢ）及びシステム情報ブロック（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｂｌｏｃｋｓ、ＳＩＢｓ）によって設定される（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）。各システム情
報ブロックは機能的に関連されたパラメーターの集団を含み、含まれるパラメーターによ
ってマスター情報ブロック（Ｍａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ、ＭＩ
Ｂ）及びシステム情報ブロックタイプ１（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌ
ｏｃｋ　Ｔｙｐｅ１、ＳＩＢ１）、システム情報ブロックタイプ２（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　Ｔｙｐｅ２、ＳＩＢ２）、ＳＩＢ３～ＳＩＢ１７に区
分される。ＭＩＢはＵＥがｅＮＢのネットワーク（ｎｅｔｗｏｒｋ）に初期接続（ｉｎｉ
ｔｉａｌ　ａｃｃｅｓｓ）するのに必須な、最も頻繁に送信されるパラメーターを含む。
ＳＩＢ１は他のＳＩＢの時間ドメインスケジューリングについての情報だけではなく、特
定のセルがセル選択に適したセルであるかを判断するのに必要なパラメーターを含む。
【００５１】
　ＵＥはＭＩＢをブロードキャストチャネル（例えば、ＰＢＣＨ）を介して受信すること
ができる。ＭＩＢには下りリンクシステム帯域幅（ｄｌ－Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ、ＤＬ　Ｂ
Ｗ）、ＰＨＩＣＨ設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、システムフレームナンバー（Ｓ
ＦＮ）が含まれる。よって、ＵＥはＰＢＣＨを受信することによって明示的（ｅｘｐｌｉ
ｃｉｔ）にＤＬ　ＢＷ、ＳＦＮ、ＰＨＩＣＨ設定についての情報が分かる。一方、ＰＢＣ
Ｈの受信によってＵＥが暗黙的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）に分かる情報としてはｅＮＢの送信
アンテナポートの数がある。ｅＮＢの送信アンテナ数についての情報はＰＢＣＨのエラー
検出に使われる１６ビットＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）
に送信アンテナ数に対応するシーケンスをマスキング（例えば、ＸＯＲ演算）して暗黙的
にシグナリングされる。
【００５２】
　ＤＬ搬送波周波数と該当システム帯域幅はＰＢＣＨによって獲得されることができ、Ｕ
Ｌ搬送波周波数及び該当システム帯域幅はＤＬ信号であるシステム情報によって得られる
。例えば、ＵＥはシステム情報ブロックタイプ２（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　Ｂｌｏｃｋ　Ｔｙｐｅ２、ＳＩＢ２）を獲得し、ＳＩＢ２内のＵＬ搬送波周波数及び
ＵＬ帯域幅情報によって自分がＵＬ送信に使える全てのＵＬシステム帯域を把握すること
ができる。
【００５３】
　初期セル探索を終えたＵＥは、ｅＮＢへの接続を完了するために、任意の接続過程（ｒ
ａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を行うことができる。このために、Ｕ
Ｅは物理任意接続チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ、ＰＲＡＣＨ）を介してプリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）を送信し、ＰＤＣＣＨ
及びＰＤＳＣＨを介してプリアンブルに対する応答メッセージを受信することができる。
競争に基づく任意接続（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓ
ｓ）の場合、追加的なＰＲＡＣＨの送信、そしてＰＤＣＣＨ及びＰＤＣＣＨに対応するＰ
ＤＳＣＨのような衝突解決過程（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｐｒｏ
ｃｅｄｕｒｅ）を行うことができる。任意接続過程については図１１及び図１２でもっと
詳細に説明する。
【００５４】
　上述したような過程を行ったＵＥはその後に一般的な上り／下りリンク信号送信過程と
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してＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ受信及びＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ送信を行うことができる。
【００５５】
　図３は、無線通信システムで用いられる下りリンクサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）
構造を例示する図である。
【００５６】
　図３を参照すると、ＤＬサブフレームは、時間ドメインで制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｒｅｇｉｏｎ）とデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ）とに区別される。図３を参照す
ると、サブフレームの第１のスロットで前部に位置した最大３（或いは、４）個のＯＦＤ
Ｍシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ
）に対応する。以下、ＤＬサブフレームでＰＤＣＣＨ送信に利用可能なリソース領域（ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　ｒｅｇｉｏｎ）をＰＤＣＣＨ領域と称する。制御領域として用いられる
ＯＦＤＭシンボル以外の残りのＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）が割り当てられるデータ領域（ｄａｔ
ａ　ｒｅｇｉｏｎ）に該当する。以下、ＤＬサブフレームでＰＤＳＣＨ送信に利用可能な
リソース領域をＰＤＳＣＨ領域と称する。
【００５７】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥで用いられるＤＬ制御チャネルの例としては、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、
ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）などを含む。
【００５８】
　ＰＣＦＩＣＨは、サブフレームの最初のＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレーム内
で制御チャネルの送信に用いられるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を搬送する。Ｐ
ＣＦＩＣＨはサブフレームごとに該当サブフレームで使われるＯＦＤＭシンボルの個数を
ＵＥに知らせる。ＰＣＦＩＣＨは一番目ＯＦＤＭシンボルに位置する。ＰＣＦＩＣＨは４
個のリソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ、ＲＥＧ）
で構成され、それぞれのＲＥＧはセルＩＤに基づいて制御領域内に分散される。一つのＲ
ＥＧは４個のＲＥで構成される。
【００５９】
　ＰＨＩＣＨは、ＵＬ送信に対する応答としてＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔ
ｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎ
ｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）信号を搬送する。ＰＨＩＣＨは
３個のＲＥＧで構成され、セル特定的にスクランブリングされる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは１
ビットで指示され、１ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫは３回繰り返され、繰り返されたＡＣＫ
／ＮＡＣＫビットのそれぞれは拡散因子（ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒ、ＳＦ）４
又は２によって拡散されて制御領域にマッピングされる。
【００６０】
　ＰＤＣＣＨで送信される制御情報を下りリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＤＣＩ）と称する。ＤＣＩは、ＵＥ又はＵＥグループ
のためのリソース割当て情報及び他の制御情報を含む。ＤＬ共有チャネル（ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＤＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット（Ｔｒａｎｓ
ｍｉｔ　Ｆｏｒｍａｔ）及びリソース割当て情報は、ＤＬスケジューリング情報或いはＤ
Ｌグラント（ＤＬ　ｇｒａｎｔ）とも呼ばれ、ＵＬ共有チャネル（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａ
ｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＵＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット及びリソース割当て情報は
、ＵＬスケジューリング情報或いはＵＬグラント（ＵＬ　ｇｒａｎｔ）とも呼ばれる。１
　ＰＤＣＣＨが搬送するＤＣＩは、ＤＣＩフォーマットによってその大きさと用途が異な
り、コーディングレートによってその大きさが異なりうる。現在３ＧＰＰ　ＬＴＥシステ
ムでは、上りリンク用にフォーマット０及び４、下りリンク用にフォーマット１、１Ａ、
１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、３、３Ａなどの多様なフォーマットが定義さ
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れている。ＤＣＩフォーマットのそれぞれの用途に合わせて、ホッピングフラグ、ＲＢ割
当て（ＲＢ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）、ＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｃｏｄｉｎｇ　
ｓｃｈｅｍｅ）、ＲＶ（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）、ＮＤＩ（ｎｅｗ　ｄ
ａｔａ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＴＰＣ（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）、循環遷移ＤＭＲＳ（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ　ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）、ＵＬインデックス、ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａ
ｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請、ＤＬ割当てインデックス（ＤＬ　ａｓｓｉｇ
ｎｍｅｎｔ　ｉｎｄｅｘ）、ＨＡＲＱプロセス番号（或いは、インデックス）、ＴＰＭＩ
（ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
、ＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報などの制御情
報が適宜選択された組合せが下りリンク制御情報としてＵＥに送信される。
【００６１】
　例えば、ＤＣＩフォーマット３はＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨのための２ビット電力調整
（ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ）を有するＴＰＣ命令の送信のために使われる。ＤＣＩフォーマ
ット３はＴＰＣ命令番号１、ＴＰＣ命令番号２、．．．、ＴＰＣ命令番号Ｎの送信に使わ
れ、ここで、Ｎ＝ｆｌｏｏｒ（Ｌｆｏｒｍａｔ０／２）であり、Ｌｆｏｒｍａｔ０はＤＣ
Ｉフォーマット０が共通探索空間上にマッピングされるとき、ＤＣＩフォーマット０に付
加される全てのパッディングビットを含む、ＣＲＣ付加前のＤＣＩフォーマットのペイロ
ードの大きさと同一である。上位階層（例えば、ＲＲＣ）によって提供されるｔｐｃ－Ｉ
ｎｄｅｘが該当ＵＥのためのＴＰＣ命令へのインデックスを決定する。
【００６２】
　ＤＣＩフォーマット３ＡはＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨのための１ビット電力調整（ａｄ
ｊｕｓｔｍｅｎｔ）を有するＴＰＣ命令の送信のために使われる。ＤＣＩフォーマット３
ＡはＴＰＣ命令番号１、ＴＰＣ命令番号２、．．．、ＴＰＣ命令番号Ｍの送信に使われ、
ここで、Ｍ＝Ｌｆｏｒｍａｔ０であり、Ｌｆｏｒｍａｔ０はＤＣＩフォーマット０が共通
探索空間上にマッピングされるとき、ＤＣＩフォーマット０に付加される全てのパッディ
ングビットを含む、ＣＲＣ付加前のＤＣＩフォーマットのペイロードの大きさと同一であ
る。上位階層（例えば、ＲＲＣ）によって提供されるｔｐｃ－Ｉｎｄｅｘが該当ＵＥのた
めのＴＰＣ命令へのインデックスを決定する。
【００６３】
　例えば、一つのｔｐｃ－ＩｎｄｅｘはＤＣＩフォーマット３／３Ａ内の特定の２ビット
ＴＰＣ命令に対応する。ＵＥは受信したＤＣＩフォーマット３／３Ａ内で自分に割り当て
られたｔｐｃ－Ｉｎｄｅｘに相当する２ビットＴＰＣ命令を電力制御に適用することがで
きる。
【００６４】
　複数のＰＤＣＣＨを制御領域内で送信することができる。ＵＥは、複数のＰＤＣＣＨを
モニタすることができる。ｅＮＢは、ＵＥに送信されるＤＣＩによってＤＣＩフォーマッ
トを決定し、ＤＣＩにＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）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、ＲＮＴＩ（ｒ
ａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ））でマスク（
又は、スクランブル）される。例えば、ＰＤＣＣＨが特定ＵＥのためのものであれば、当
該ＵＥの識別子（例、ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ））をＣＲＣにマスクすること
ができる。ＰＤＣＣＨがページングメッセージのためのものであれば、ページング識別子
（例、ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ（Ｐ－ＲＮＴＩ））をＣＲＣ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、システム情報ブロック（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ、ＳＩＢ））のためのものであれば、ＳＩ－ＲＮＴＩ（
ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスクすることができる
。ＰＤＣＣＨが任意接続応答のためのものであれば、ＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａ
ｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスクすることができる。ＣＲＣマスク（又は、スク
ランブル）は、例えば、ビットレベルでＣＲＣとＲＮＴＩをＸＯＲ演算することを含む。
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【００６５】
　ＰＤＣＣＨはサブフレーム内の最初ｍ個のＯＦＤＭシンボル（等）に割り当てられる。
ここで、ｍは１以上の整数であり、ＰＣＦＩＣＨによって指示される。
【００６６】
　ＰＤＣＣＨは、１つ又は複数の連続した制御チャネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＣＣＥ）の集約（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上で送信される。
ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに無線チャネル状態に基づくコーディングレートを提供するために
用いる論理的割当てユニットである。ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ（ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ、ＲＥＧ）に対応する。例えば、１　ＣＣＥは９
　ＲＥＧに対応し、１　ＲＥＧは４　ＲＥに対応する。４個のＱＰＳＫシンボルがそれぞ
れのＲＥＧにマップされる。参照信号（ＲＳ）によって占有されたリソース要素（ＲＥ）
は、ＲＥＧに含まれない。したがって、与えられたＯＦＤＭシンボル内でＲＥＧの個数は
、ＲＳが存在するか否かによって異なってくる。ＲＥＧ概念は、他の下りリンク制御チャ
ネル（すなわち、ＰＣＦＩＣＨ及びＰＨＩＣＨ）にも用いられる。
【００６７】
　システムでＰＤＣＣＨ送信のために利用可能なＣＣＥは０からＮＣＣＥ－１まで番号が
付けられることができ、ここで、ＮＣＣＥ＝ｆｌｏｏｒ（ＮＲＥＧ／９）であり、ＮＲＥ
ＧはＰＣＦＩＣＨ又はＰＨＩＣＨに割り当てられなかったＲＥＧの個数を示す。
【００６８】
　ＤＣＩフォーマット及びＤＣＩビットの個数はＣＣＥの個数によって決定される。ＣＣ
Ｅは番号が付けられて連続的に使われ、復号過程を簡単にするために、ｎ個のＣＣＥで構
成されたフォーマットを有するＰＤＣＣＨはｎの倍数に相当する番号を有するＣＣＥでだ
け始まることができる。特定のＰＤＣＣＨの送信に使われるＣＣＥの個数はチャネル状態
によってネットワークあるいはｅＮＢによって決定される。例えば、良い下りリンクチャ
ネルを有するＵＥ（例えば、ｅＮＢに隣接）のためのＰＤＣＣＨの場合、一つのＣＣＥで
も十分であることがある。しかし、劣悪なチャネルを有するＵＥ（例えば、セル境界の付
近に存在）のためのＰＤＣＣＨの場合、十分な強健性（ｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓ）を得るた
めには８個のＣＣＥが要求されることができる。また、ＰＤＣＣＨのパワーレベルはチャ
ネル状態に合わせて調整されることができる。
【００６９】
　ｅＮＢは探索空間内の任意のＰＤＣＣＨ候補上で実際ＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を送信し、
ＵＥはＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を捜すために探索空間をモニタリングする。ここで、モニタ
リングとは全てのモニタリングされるＤＣＩフォーマットによって該当探索空間内の各Ｐ
ＤＣＣＨの復号（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）を試みる（ａｔｔｅｍｐｔ）ことを意味する。ＵＥ
は複数のＰＤＣＣＨをモニタリングして自分のＰＤＣＣＨを検出することができる。基本
的に、ＵＥは自分のＰＤＣＣＨが送信される位置が分からないから、サブフレームごとに
該当ＤＣＩフォーマットの全てのＰＤＣＣＨを自分の識別子を有するＰＤＣＣＨを検出す
るまでＰＤＣＣＨの復号を試み、このような過程をブラインド検出（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔ
ｅｃｔｉｏｎ）（ブラインド復号（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｃｏｄｉｎｇ、ＢＤ））と言う。
【００７０】
　例えば、特定のＰＤＣＣＨが“Ａ”と言うＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔ
ｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）でＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ
　Ｃｈｅｃｋ）マスキング（ｍａｓｋｉｎｇ）されており、“Ｂ”と言う無線リソース（
例えば、周波数位置）及び“Ｃ”と言う送信形式情報（例えば、送信ブロックサイズ、変
調方式、コーディング情報など）を用いて送信されるデータについての情報が特定のＤＬ
サブフレームを介して送信されると想定（ａｓｓｕｍｅ）する。ＵＥは自分が持っている
ＲＮＴＩ情報を用いてＰＤＣＣＨをモニタリングし、“Ａ”と言うＲＮＴＩを持っている
ＵＥはＰＤＣＣＨを検出し、受信したＰＤＣＣＨの情報によって“Ｂ”と“Ｃ”によって
指示されるＰＤＳＣＨを受信する。
【００７１】
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　一方、データ領域（例えば、ＰＤＳＣＨのためのリソース領域）内にＰＤＣＣＨがさら
に割り当てられることができる。データ領域に割り当てられたＰＤＣＣＨをＥＰＤＣＣＨ
と言う。図示のように、ＥＰＤＣＣＨを介して制御チャネルリソースをさらに確保するこ
とにより、ＰＤＣＣＨ領域の制限された制御チャネルリソースによるスケジューリング制
約を緩和することができる。ＰＤＣＣＨと同様に、ＥＰＤＣＣＨはＤＣＩを運ぶ。例えば
、ＥＰＤＣＣＨは下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報を
運ぶことができる。例えば、ＵＥはＥＰＤＣＣＨを受信し、ＥＰＤＣＣＨに対応するＰＤ
ＳＣＨを介してデータ／制御情報を受信することができる。また、ＵＥはＥＰＤＣＣＨを
受信し、ＥＰＤＣＣＨに対応するＰＵＳＣＨを介してデータ／制御情報を送信することが
できる。セルタイプによってＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨはサブフレームの一番目ＯＦＤＭ
シンボルから割り当てられることができる。特に区別しない限り、本明細書でＰＤＣＣＨ
はＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨの両者を全て含む。
【００７２】
　図４は、無線通信システムに用いられる上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）サブフレー
ム構造の一例を示す図である。
【００７３】
　図４を参照すると、ＵＬサブフレームは、周波数ドメインで制御領域とデータ領域とに
区別できる。１つ又は複数のＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を上りリンク制御情報（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ、ＵＣＩ）を搬送するために上記制御領域に割り当てることができる。
１つ又は複数のＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ）をユーザデータを搬送するためにＵＬサブフレームのデータ領域に割り当てるこ
とができる。
【００７４】
　ＵＬサブフレームではＤＣ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ）副搬送波を基準に遠い距
離の副搬送波が制御領域でとして活用される。換言すれば、ＵＬ送信帯域幅の両端部に位
置する副搬送波が上りリンク制御情報の送信に割り当てられる。ＤＣ副搬送波は、信号送
信に用いられないで残される成分であり、周波数アップコンバート過程で搬送波周波数ｆ
０にマップされる。１つのＵＥに対するＰＵＣＣＨは、１つのサブフレームで、１つの搬
送波周波数で動作するリソースに属したＲＢ対に割り当てられ、上記ＲＢ対に属したＲＢ
は、２つのスロットでそれぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当てられるＰ
ＵＣＣＨを、ＰＵＣＣＨに割り当てられたＲＢ対がスロット境界で周波数ホップすると表
現する。ただし、周波数ホップが適用されない場合には、ＲＢ対が同一の副搬送波を占有
する。
【００７５】
　ＰＵＣＣＨは、次の制御情報を送信するために用いことができる。
【００７６】
　●ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）：上りリンクＵＬ－ＳＣＨリソース
を要請するために用いられる情報である。ＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式を
用いて送信される。
【００７７】
　●ＨＡＲＱ－ＡＣＫ：ＰＤＣＣＨに対する応答及び／又はＰＤＳＣＨ上の下りリンクデ
ータパケット（例、コードワード）に対する応答である。ＰＤＣＣＨ或いはＰＤＳＣＨが
成功的に受信されたか否かを示す。単一下りリンクコードワードに対する応答としてＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ１ビットが送信され、２つの下りリンクコードワードに対する応答としてＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ２ビットが送信される。
【００７８】
　例えば、単一搬送波上の一つのサブフレーム内で受信されたＰＤＣＣＨあるいはＰＤＳ
ＣＨに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫは１ビットで表現されることができる。ＵＥがＰＤＣＣＨ
は検出しＰＤＳＣＨを成功的に復号すれば、ＡＣＫを示すビット（例えば、１ｂ）をフィ
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ードバックし、ＰＤＣＣＨの検出に失敗するかあるいはＰＤＳＣＨの復号に失敗すれば、
ＮＡＣＫを示すビット（例えば、０ｂ）をフィードバックする。複数の搬送波上でのＰＤ
ＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ又は複数のサブフレーム内でのＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨに対するＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫは２ビットで表現されることができる。例えば、２個の搬送波上又は２個の
サブフレーム内でのＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫをフィードバック
する場合、２個の搬送波又は２個のサブフレームの一つではＰＤＣＣＨを検出し、それに
よるＰＤＳＣＨを復号する場合、ＰＤＳＣＨの復号結果によって該当ＡＣＫ／ＮＡＣＫビ
ットを設定することができる。２個の搬送波又は２個のサブフレームの残りでＰＤＣＣＨ
を検出することができなければ、該当ＨＡＲＱ－ＡＣＫはＤＴＸに相当するが、ＵＥは２
ビットＨＡＲＱ－ＡＣＫをｅＮＢにフィードバックしなければならないので、２ビットＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫの残りのビットをＮＡＣＫに設定してｅＮＢにフィードバックする。
【００７９】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ応答は、ポジティブＡＣＫ（簡単に、ＡＣＫ）、ネガティブＡＣＫ（
以下、ＮＡＣＫ）、ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）
又はＮＡＣＫ／ＤＴＸを含む。ここで、ＨＡＲＱ－ＡＣＫと言う用語は、ＨＡＲＱ 　Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫと同じ意味で使われる。
【００８０】
　ＴＤＤに設定されたＣＣ（又はセル）に対し、ＵＥがｅＮＢにＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を
送信するとき、次の問題が発生することもある：複数のサブフレーム区間の間にｅＮＢが
送信したＰＤＣＣＨ（等）の一部をＵＥが逃した場合、ＵＥは逃したＰＤＣＣＨに相当す
るＰＤＳＣＨが自分に送信された事実も分からないので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成時に間違
いが発生することもある。このような問題を解決するために、ＴＤＤ　ＣＣのためのＤＬ
グラントＰＤＣＣＨ／ＳＰＳ解除ＰＤＣＣＨはＤＡＩフィールド（すなわち、ＤＬ　ＤＡ
Ｉフィールド）を含む。ＤＬ　ＤＡＩフィールドの値はＤＬサブフレーム（等）ｎ－ｋ（
ｋ∈Ｋ）内で現在サブフレームまでＰＤＳＣＨ（等）に対応するＰＤＣＣＨ（等）及び下
りリンクＳＰＳの解除を指示するＰＤＣＣＨ（等）の累積値（すなわち、カウント値）を
示す。例えば、３個のＤＬサブフレームが一つのＵＬサブフレームに対応する場合、３個
のＤＬサブフレーム区間に送信されるＰＤＳＣＨに順次インデックスを付与（すなわち、
順次カウント）し、ＰＤＳＣＨをスケジュールするＰＤＣＣＨに送信する。ＵＥはＰＤＣ
ＣＨにあるＤＡＩ情報を見て以前のＰＤＣＣＨを正常に受信したかが分かる。
【００８１】
　●ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）：下りリンクチャ
ネルに対するフィードバック情報（ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）である
。ＣＳＩは、チャネル品質指示子（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ、ＣＱＩ）、プリコーディング行列指示子（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　
ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＰＭＩ）、プリコーディングタイプ指示子（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　
ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、及び／又はランク指示（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ、ＲＩ）で構成することができる。これらのうち、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉ
ｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）－関連フィードバック情報は、ＲＩ及びＰ
ＭＩを含む。ＲＩは、ＵＥが同一の時間－周波数リソースを用いて受信できるストリーム
の個数或いはレイヤ（ｌａｙｅｒ）の個数を意味する。ＰＭＩは、チャネルの空間（ｓｐ
ａｃｅ）特性を反映した値であり、ＵＥがＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）などのメトリック（ｍｅｔｒｉｃ）
を基準に下りリンク信号送信のために好むプリコーディング行列のインデックスを表す。
ＣＱＩは、チャネルの強度を示す値であり、通常、ｅＮＢがＰＭＩを用いたときにＵＥに
得られる受信ＳＩＮＲを表す。
【００８２】
　以下、特別に、ＳＲ送信のために割り当てられるＰＵＣＣＨをＳＲ　ＰＵＣＣＨと、Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫ送信のために割り当てられるＰＵＣＣＨをＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ＰＵＣＣＨ
と、ＣＳＩ送信のために割り当てられるＰＵＣＣＨをＣＳＩ　ＰＵＣＣＨと言う。
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【００８３】
　図５は単一搬送波通信と多重搬送波通信を説明するための図である。特に、図５（ａ）
は単一搬送波のサブフレーム構造を示す図であり、図５（ｂ）は多重搬送波のサブフレー
ム構造を示す図である。
【００８４】
　図５（ａ）を参照すると、一般的な無線通信システムは、一つのＤＬ帯域とこれに対応
する一つのＵＬ帯域を介してデータの送信又は受信を行うか（周波数分割デュプレックス
（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＦＤＤ）モードの場合）、所
定の無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）を時間ドメイン（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ
）で上りリンク時間ユニットと下りリンク時間ユニットに区分し、上り／下りリンク時間
ユニットを介してデータの送信又は受信を行う（時分割デュプレックス（ｔｉｍｅ　ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）モードの場合）。しかし、近年、無線通信システ
ムでは、より広い周波数帯域を使うために複数のＵＬ及び／又はＤＬ周波数ブロックを集
めてもっと大きなＵＬ／ＤＬ帯域幅を使う搬送波集成（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａ
ｔｉｏｎ又はｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術の導入が論議されてい
る。搬送波集成（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ、ＣＡ）は複数の搬送波周波
数を使ってＤＬ又はＵＬ通信を行うと言う点で、複数の直交する副反送波に分割された基
本周波数帯域を一つの搬送波周波数に含めてＤＬ又はＵＬ通信を行うＯＦＤＭ（ｏｒｔｈ
ｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シ
ステムとは区分される。以下、搬送波集成によって集成される搬送波のそれぞれを要素搬
送波（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ、ＣＣ）と言う。図５（ｂ）を参照すると、
ＵＬ及びＤＬにそれぞれ３個の２０ＭＨｚＣＣが集まって６０ＭＨｚの帯域幅が支援され
ることができる。それぞれのＣＣは周波数ドメインで互いに隣接するか隣接しないことが
できる。図５（ｂ）は便宜上ＵＬ　ＣＣの帯域幅とＤＬ　ＣＣの帯域幅がいずれも同一で
ありながら対称の場合を示したが、各ＣＣの帯域幅は独立的に決定されることができる。
また、ＵＬ　ＣＣの個数とＤＬ　ＣＣの個数が違う非対称的搬送波集成も可能である。特
定のＵＥに限定されたＤＬ／ＵＬ　ＣＣを特定のＵＥでの設定された（ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ｅｄ）サービング（ｓｅｒｖｉｎｇ）ＵＬ／ＤＬ　ＣＣと呼ぶことができる。
【００８５】
　一方、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ標準は無線リソースを管理するためにセル（ｃｅｌｌ）の
概念を使う。無線リソースに関連された“セル”とは下りリンクリソース（ＤＬ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅｓ）と上りリンクリソース（ＵＬ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）の組合せ、つまりＤ
Ｌ　ＣＣとＵＬ　ＣＣの組合せと定義される。セルはＤＬリソース単独、又はＤＬリソー
スとＵＬリソースの組合せに設定される（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）ことができる。搬送波
集成が支援される場合、ＤＬリソース（又は、ＤＬ　ＣＣ）の搬送波周波数（ｃａｒｒｉ
ｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）とＵＬリソース（又は、ＵＬ　ＣＣ）の搬送波周波数（ｃａ
ｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）の間のリンケージ（ｌｉｎｋａｇｅ）はシステム情報
によって指示されることができる。例えば、システム情報ブロックタイプ２（Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　Ｔｙｐｅ２、ＳＩＢ２）リンケージ（ｌｉｎ
ｋａｇｅ）によってＤＬリソースとＵＬリソースの組合せが指示されることができる。こ
こで、搬送波周波数とは各セル又はＣＣの中心周波数（ｃｅｎｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ）を意味する。以下では、１次周波数（ｐｒｉｍａｒｙ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）上で動
作するセルを１次セル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ、Ｐｃｅｌｌ）又はＰＣＣと言い、２
次周波数（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）（又はＳＣＣ）上で動作するセル
を２次セル（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ、Ｓｃｅｌｌ）又はＳＣＣと言う。下りリン
クでＰｃｅｌｌに対応する搬送波は下りリンク１次ＣＣ（ＤＬ　ＰＣＣ）と言い、上りリ
ンクでＰｃｅｌｌに対応する搬送波はＵＬ１次ＣＣ（ＤＬ　ＰＣＣ）と言う。Ｓｃｅｌｌ
とはＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）連結開設（ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）がなされた後に設定可能であり、追加的な無線
リソースを提供するために使われることができるセルを意味する。ＵＥの性能（ｃａｐａ
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ｂｉｌｉｔｉｅｓ）によって、ＳｃｅｌｌがＰｃｅｌｌと一緒に、ＵＥのためのサービン
グセルの集団（ｓｅｔ）を形成することができる。下りリンクでＳｃｅｌｌに対応する搬
送波はＤＬ２次ＣＣ（ＤＬ　ＳＣＣ）と言い、上りリンクでＳｃｅｌｌに対応する搬送波
はＵＬ２次ＣＣ（ＵＬＳＣＣ）と言う。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるが、搬送
波集成が設定されていないか搬送波集成を支援しないＵＥの場合、Ｐｃｅｌｌにだけ設定
されたサービングセルがただ一つ存在する。
【００８６】
　ｅＮＢはＵＥに設定されたサービングセルの一部又は全部を活性化（ａｃｔｉｖａｔｅ
）するか、あるいは一部を非活性化（ｄｅａｃｔｉｖａｔｅ）することにより、ＵＥとの
通信に使うことができる。ｅＮＢは活性化／非活性化するセルを変更することができ、活
性化／非活性化するセルの個数を変更することができる。ｅＮＢがＵＥに利用可能なセル
をセル特定的又はＵＥ特定的に割り当てれば、ＵＥに対するセル割当てが全面的に再設定
（ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）されるか、ＵＥがハンドオーバー（ｈａｎｄｏｖｅｒ）しな
い限り、一旦割り当てられたセルの少なくとも一つは非活性化しない。ＵＥに対するセル
割当ての全面的な再設定ではない限り、非活性化しないセルをＰｃｅｌｌと言える。ｅＮ
Ｂが自由に活性化／非活性化することができるセルをＳｃｅｌｌと言える。Ｐｃｅｌｌと
Ｓｃｅｌｌは制御情報に基づいて区分されることもできる。例えば、特定の制御情報は特
定のセルを介してだけ送信／受信されるように設定されることができ、このような特定の
セルをＰｃｅｌｌと言い、残りのセル（等）をＳｃｅｌｌと言うことができる。
【００８７】
　図６は搬送波集成を支援するシステムにおけるセルの状態を例示した図である。
【００８８】
　図６で、設定されたセル（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｃｅｌｌ）とはｅＮＢのセルの中で
他のｅＮＢ又はＵＥからの測定報告に基づいてＵＥのために搬送波集成が行われたセルで
あり、ＵＥ別に設定される。ＵＥに設定されたセルは該当ＵＥの観点ではサービングセル
と言える。ＵＥに設定されたセル、つまりサービングセルはＰＤＳＣＨ送信に対するＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ送信のためのリソースが前もって予約される。活性化したセルはＵＥに設定
されたセルの中で実際にＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信に用いられるように設定されたセル
であり、ＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信のためのＣＳＩ報告とＳＲＳ送信が活性化したセル
上で行われる。非活性化したセルはｅＮＢの命令又はタイマー（ｔｉｍｅｒ）の動作によ
ってＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信に用いられないように設定されたセルであり、該当セル
が非活性化すればＣＳＩ報告及びＳＲＳ送信も該当セルで中断される。参考までに、図６
で、ＣＩはサービングセルインデックスを意味し、ＣＩ＝０がＰｃｅｌｌのために適用さ
れる。サービングセルインデックスはサービングセルを識別するために使われる短い識別
子（ｓｈｏｒｔ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）であり、例えば０から「ＵＥに一度に設定可能な搬
送波周波数の最大個数－１」までの整数のいずれか一つがサービングセルインデックスと
して一サービングセルに割り当てられることができる。すなわち、サービングセルインデ
ックスは全ての搬送波周波数のうち特定の搬送波周波数を識別するのに使われる物理イン
デックスと言うよりはＵＥに割り当てられたセルの中でだけ特定のサービングセルを識別
するのに使われる論理インデックスと言える。
【００８９】
　前述したように、搬送波集成に使われるセルと言う用語は一ｅＮＢ又は一アンテナグル
ープによって通信サービスが提供される一定の地理的領域を指称するセルと言う用語とは
区分される。
【００９０】
　特に他の言及がない限り、本発明で言及するセルはＵＬ　ＣＣとＤＬ　ＣＣの組合せで
ある搬送波集成のセルを意味する。
【００９１】
　一方、単一搬送波を用いた通信の場合、ただ一つのサービングセルのみが存在するので
、ＵＬ／ＤＬグラントを運ぶＰＤＣＣＨと該当ＰＵＳＣＨ／ＰＤＳＣＨは同じセルで送信
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される。言い換えれば、単一搬送波状況下のＦＤＤの場合、特定のＤＬ　ＣＣで送信され
るＰＤＳＣＨに対するＤＬグラントのためのＰＤＣＣＨは特定のＣＣで送信され、特定の
ＵＬ　ＣＣで送信されるＰＵＳＣＨに対するＵＬグラントのためのＰＤＳＣＨは特定のＵ
Ｌ　ＣＣとリンクされたＤＬ　ＣＣで送信される。単一搬送波状況下のＴＤＤの場合、特
定のＣＣで送信されるＰＤＳＣＨに対するＤＬグラントのためのＰＤＣＣＨは特定のＣＣ
で送信され、特定のＣＣで送信されるＰＵＳＣＨに対するＵＬグラントのためのＰＤＳＣ
Ｈは特定のＣＣで送信される。
【００９２】
　これに対し、多重搬送波システムでは、複数のサービングセルが設定できるので、チャ
ネル状況が良いサービングセルでＵＬ／ＤＬグラントが送信されることが許容されること
ができる。このように、スケジューリング情報であるＵＬ／ＤＬグラントを運ぶセルとＵ
Ｌ／ＤＬグラントに対応するＵＬ／ＤＬ送信が行われるセルが違う場合、これをクロス搬
送波スケジューリングと言う。
【００９３】
　以下では、セルが該当セルそのもの、つまり自分からスケジュールされる場合とセルが
他のセルからスケジュールされる場合をそれぞれセルフＣＣスケジューリングとクロスＣ
Ｃスケジューリングと言う。スケジューリングセルの場合、少なくとも自分を直接スケジ
ュールすることができるように設定されることができる。すなわち、スケジューリングセ
ルは自分の被スケジューリング（ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ）セルとなることができる。
【００９４】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａはデータ送信率の改善及び安定的な制御シグナリングの
ために複数のＣＣの併合及びこれに基づくクロス搬送波スケジューリング動作を支援する
ことができる。
【００９５】
　クロス搬送波スケジューリング（又はクロスＣＣスケジューリング）が適用される場合
、ＤＬ　ＣＣ　Ｂ又はＤＬ　ＣＣ　Ｃのための下りリンク割当て、つまりＤＬグラントを
運ぶＰＤＣＣＨはＤＬ　ＣＣ　Ａに送信され、該当ＰＤＳＣＨはＤＬ　ＣＣ　Ｂ又はＤＬ
　ＣＣ　Ｃに送信されることができる。クロスＣＣスケジューリングのために、搬送波指
示フィールド（ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｆｉｅｌｄ、ＣＩＦ）が導入され
ることができる。ＰＤＣＣＨ内でＣＩＦの存在有無は上位レイヤシグナリング（例えば、
ＲＲＣシグナリング）によって半静的及びＵＥ特定（又はＵＥグループ特定）方式で設定
されることができる。
【００９６】
　もっと多い通信器機がもっと大きな通信容量を要求することになるに従い、次期の無線
通信システムでの制限された周波数帯域の効率的活用はますます重要な要求となっている
。３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのようなセルラー通信システムも既存のＷｉＦ
ｉシステムが使う２．４ＧＨｚ帯域のような非兔許（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ）帯域又は新
たに注目されている５ＧＨｚ帯域のような非兔許帯域をトラフィックオフローディング（
ｏｆｆｌｏａｄｉｎｇ）に活用する方案が検討中である。
【００９７】
　基本的に、非兔許帯域は各通信ノード間の競争によって無線送受信を行う方式を仮定す
るので、各通信ノードが信号を送信する前にチャネル感知（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｅｎｓｉ
ｎｇ）を行って、他の通信ノードが信号送信を行わないことを確認することが要求される
。これをＣＣＡ（ｃｌｅａｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）と言い、ＬＴＥ
システムのｅＮＢ又はＵＥも非兔許帯域（以下、ＬＴＥ－Ｕ帯域と言う）での信号送信の
ためにはＣＣＡを行わなければならない。また、ＬＴＥシステムのｅＮＢ又はＵＥが信号
を送信するとき、ＷｉＦｉなどの他の通信ノードもＣＣＡを行って、干渉を引き起こさな
いようにしなればならない。例えば、ＷｉＦｉ標準（例えば、８０１．１１ａｃ）でＣＣ
Ａ閾値（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）は、非ＷｉＦｉ（ｎｏｎ－ＷｉＦｉ）信号に対して－６２
ｄＢｍ、ＷｉＦｉ信号に対して－８２ｄＢｍに規定されており、これは、ＳＴＡ又はＡＰ
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は、例えばＷｉＦｉ以外の信号が－６２ｄＢｍ以上の電力で受信されれば、干渉を引き起
こさないように信号送信を行わないことを意味する。特徴的に、ＷｉＦｉシステムでＳＴ
Ａ又はＡＰは４μｓ以上の間にＣＣＡ閾値以上の信号を検出しなければＣＣＡを行い、信
号送信を行うことができる。
【００９８】
　ＬＴＥ－Ａ帯域とＬＴＥ－Ｕ帯域のＣＡ状況下でｅＮＢがＵＥに信号を送信するかある
いはＵＥがｅＮＢに信号を送信することができる。以下の説明では、提案方式についての
説明の便宜のために、ＵＥが兔許帯域と非兔許帯域のそれぞれで２個の要素搬送波（ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ、ＣＣ）を介して無線通信を行うように設定された状況
を仮定した。ここで、一例として、兔許帯域の搬送波は１次要素搬送波に、非兔許帯域の
搬送波は２次要素搬送波に設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）されることができる。しかし、本
発明の実施例は多数の兔許帯域と多数の非兔許帯域が搬送波集成技法に用いられる状況で
も拡張適用が可能であり、かつ非兔許帯域のみでｅＮＢとＵＥ間の信号送受信が行われる
場合にも適用可能である。また、本発明の実施例は３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステ
ムだけではなく他の特性のシステム上でも拡張適用が可能である。
【００９９】
　以下では、説明の便宜のために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのための兔許帯域に設
定されて３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ方式で動作するセルをＬｃｅｌｌと言い、ＬＴＥ
－Ｕ方式で動作する非兔許帯域に設定されてＬＴＥ－Ｕ方式で動作するセルをＵｃｅｌｌ
と言う。
【０１００】
　ＬＴＥ－Ｕ帯域でｅＮＢとＵＥが通信を行うためには、まず該当帯域が非兔許スペクト
ラムであるので、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと関係ない他の通信（例えば、ＷｉＦｉ）システム
との競争によって該当帯域を特定の時間区間の間に占有／確保することができなければな
らない。以下では、便宜上、ＬＴＥ－Ｕ帯域通信のために占有／確保された時間区間を予
約リソース区間（ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｅｒｉｏｄ、ＲＲＰ）と言う
。このようなＲＲＰを確保するためには色々の方法が存在することができる。代表的には
、ＷｉＦｉなどの他の通信システム装置が該当無線チャネルが忙しい（ｂｕｓｙ）ことを
認識することができるように特定の予約信号（ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）
を送信するか、あるいはＲＲＰの間に特定の電力レベル以上の信号が絶え間なく送信され
るようにＲＳ及び／又はデータ信号を持続的に送信する方法が可能である。
【０１０１】
　ＲＲＰはｅＮＢによる搬送波感知によって設定されることができる。ｅＮＢがＬＴＥ－
Ｕ帯域を占有しようとするＲＲＰを前もって決定したなら、ＵＥにこれを前もって知らせ
ることで、ＵＥに該当の指示されたＲＲＰの間に通信送信／受信リンクを維持しているよ
うにすることができる。ＵＥに該当ＲＲＰ情報を知らせる方式によっては、搬送波集成の
形で連結されているさらに他のＣＣ（例えば、ＬＴＥ－Ａ帯域）を介して該当ＲＲＰ情報
を伝達することができる。
【０１０２】
　ＤＬ送信であるかあるいはＵＬ送信であるかによってＲＲＰ決定主体が変わることもで
きる。例えば、ＤＬ送信のためのＲＲＰ（以下、ＤＬ　ＲＰＰ）はｅＮＢによる搬送波感
知に基づきｅＮＢによって決定されることができる。ＵＬ送信のためのＲＲＰ（ＵＬ　Ｒ
ＲＰ）はｅＮＢによる搬送波感知に基づきｅＮＢによって決定されてＵＥに指示されるこ
とができる。若しくは、ＵＥが信号送信前にチャネル状態を確認することにより、すなわ
ちＵＥそのものによる搬送波感知によってサブフレーム単位でＵＬ　ＲＲＰを確認又は決
定することもできる。
【０１０３】
　既存のＣＡに使われたセル、つまりＬｃｅｌｌ上ではＰＳＳ／ＳＳＳ／ＰＢＣＨ、ＣＲ
Ｓ及び／又はＣＳＩ－ＲＳなどのチャネル同期化用ＲＳ又はチャネル測定用ＲＳが周期的
かつ連続的に現れる。これに対し、Ｕｃｅｌｌの場合、Ｕｃｅｌｌが遊休状態である場合
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にのみｅＮＢがＲＲＰを設定し、ＲＲＰ上でチャネル測定用ＲＳを送信することが可能と
なる。したがって、Ｕｃｅｌｌ上では同期化用／測定用ＲＳが非周期的及び／又は非連続
的に現れるであろう。
【０１０４】
　一方、Ｌｃｅｌｌの場合、ＵＥはＬｃｅｌｌが活性化した時間区間の間にＲＳ（等）を
検出するかあるいはＲＳ（等）を用いて同期化又は測定を行うように設定されるが、Ｌｃ
ｅｌｌが非活性化した時間区間でＲＳ（等）が全然送信されないものではない。Ｌｃｅｌ
ｌの活性化又は非活性化と関わらず同期化用／測定用ＲＳは持続的に送信されるが、ＵＥ
は活性化した時間区間の間にのみ同期化用／測定用ＲＳを検出するように設定される。こ
れとは違い、Ｕｃｅｌｌの場合、ＲＲＰの間にのみｅＮＢが同期化用又は測定用ＲＳ（等
）を送信し、非ＲＲＰの間の無線通信媒体は他の装置によって占有されるので、ｅＮＢの
同期化用又は測定用ＲＳ（等）は原則的に非ＲＲＰの間には送信されない。
【０１０５】
　競争に基づく任意接続方式で動作する非兔許帯域動作のさらに他の一例として、ｅＮＢ
はデータ送信／受信の前、先に搬送波感知（ＣＳ）を行うことができる。Ｓｃｅｌｌの現
在チャネル状態が忙しいか（ｂｕｓｙ）あるいは遊休であるか（ｉｄｌｅ）をチェックし
、遊休であると判断されれば、ｅＮＢはＰｃｅｌｌのＰＤＣＣＨを介して（すなわち、ク
ロス搬送波スケジューリングで）又はＳｃｅｌｌのＰＤＣＣＨを介してスケジューリング
グラントを送信し、データ送信／受信を試みることができる。この時、例えば、Ｍ個の連
続したサブフレーム（ＳＦ）で構成されたＲＲＰが設定されることができる。ここで、Ｍ
値及びＭ個のＳＦ用途を前もってｅＮＢがＵＥに（Ｐｃｅｌｌを用いた）上位階層シグナ
リング又は物理制御／データチャネルを介して知らせることができる。ＲＲＰの開始時点
は上位階層シグナリングによって周期的に又は半静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）に設定
されていることもある。若しくは、ＲＲＰ開始時点がＳＦ＃ｎに設定されなければならな
い場合、ＳＦ＃ｎで又はＳＦ＃（ｎ－ｋ）で物理階層シグナリングによってＲＲＰの開始
時点が指定されることもできる。
【０１０６】
　図７は予約リソース区間（ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｅｒｉｏｄ、ＲＲ
Ｐ）のサブフレーム構成を例示した図である。
【０１０７】
　ＲＲＰは、ＲＲＰを構成するサブフレーム（等）の境界が、図７（ａ）のようにＰｃｅ
ｌｌ上に設定されたサブフレーム（等）の境界（ｂｏｕｎｄａｒｙ）と一致する形態に構
成されるか、あるいは図７（ｂ）のようにＰｃｅｌｌ上に設定されたサブフレーム（等）
の境界（ｂｏｕｎｄａｒｙ）と一致しない形態まで支援するように構成されることができ
る。
【０１０８】
　前述したように、非兔許帯域での搬送波感知（ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｅｎｓｉｎｇ）など
による競争に基づいて動作するＬＴＥ－Ｕシステムの場合、搬送波感知結果などによって
可用（例えば、データ送信／スケジューリング用途に使用可能な）リソース区間が非周期
的に確保／構成されることができる。前記のようなＬＴＥ－Ｕ方式で動作するセル／搬送
波を便宜上Ｕｃｅｌｌと言い、Ｕｃｅｌｌ上で非周期的に構成されるリソース区間をＲＲ
Ｐと定義すれば、ｅＮＢは、Ｕｃｅｌｌ上にＲＲＰ区間が確保されれば、該当Ｕｃｅｌｌ
を設定されたＵＥを対象として該当ＲＲＰ区間を介してのみ機会的にデータ送信をスケジ
ュールする状況を考慮することができる。
【０１０９】
　図８はＰＵＣＣＨフォーマットのスロットレベル構造を例示した図である。特に、図８
は正規循環前置（ｎｏｒｍａｌ　ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）の場合のＰＵＣＣＨフォ
ーマット１ａ及び１ｂの構造を示す。
【０１１０】
　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１ｂは同じ内容の制御情報がサブフレーム内でスロッ
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ト単位で繰り返される。各ＵＥで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号はＣＧ－ＣＡＺＡＣ（Ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ－Ｇｅｎｅｒａｔｅｄ　Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｚｅｒｏ　Ａ
ｕｔｏ　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）シーケンスの相異なる循環遷移（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈ
ｉｆｔ、ＣＳ）（周波数ドメインコード）と直交カバー（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖ
ｅｒ）シーケンス（ＯＣＣ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒ　ｃｏｄｅ）とも言う）
（時間ドメイン拡散コード）で構成された相異なるリソースを介して送信される。ＯＣシ
ーケンスは、例えばウォルシュ（Ｗａｌｓｈ）／ＤＦＴ直交コードを含む。ＣＳの個数が
６個、ＯＣシーケンスの個数が３個であれば、単一アンテナを基準として総１８個のＵＥ
が同じＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）内で多重化すること
ができる。直交シーケンス［ｗ（０）ｗ（１）ｗ（２）ｗ（３）］は（ＦＦＴ変調の後に
）任意の時間ドメインで又は（ＦＦＴ変調の前に）任意の周波数ドメインで適用されるこ
とができる。
【０１１１】
　ＳＲと持続的スケジューリング（ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）のた
めに、ＣＳ、ＯＣシーケンス及びＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏ
ｃｋ）で構成されたＰＵＣＣＨリソースはＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）によってＵＥに与えられることができる。動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫと非持続的
スケジューリング（ｎｏｎ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）のために、
ＰＵＣＣＨリソースはＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨの最小（ｌｏｗｅｓｔ）ＣＣＥ（
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）インデックスによって暗黙的に（ｉ
ｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）ＵＥに与えられることができる。
【０１１２】
　ＵＥは、Ｍ個のＤＬサブフレーム（Ｓｕｂｆｒａｍｅ、ＳＦ）上で一つ以上のＰＤＳＣ
Ｈ又はＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨを受信することができる（Ｍ≧１）。それぞれの
ＰＤＳＣＨ信号は送信モードによって一つ又は複数（例えば、２個）の送信ブロック（ｔ
ｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ、ＴＢ）を含むことができる。Ｍ個のＤＬサブフレームに
ＰＤＳＣＨ信号及び／又はＳＰＳ解除ＰＤＣＣＨ信号が存在すれば、ＵＥはＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ送信のための過程（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ペイロード）生成、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋリソース割当てなど）によって、Ｍ個のＤＬサブフレームに対応する一つのＵＬサブフ
レームを介してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＤＳＣＨ信号及び
／又はＳＰＳ解除ＰＤＣＣＨ信号に対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割当てが
ある場合、ＰＵＳＣＨを介して送信される。ＵＥに複数のＣＣが構成された場合、ＰＵＣ
ＣＨはＰｃｅｌｌ上でのみ送信され、ＰＵＳＣＨはスケジュールされたＣＣ上で送信され
る。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信のために多様なＰＵＣＣＨフォーマットが使われることができ
る。ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット数を減らすために、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング（ｂｕｎ
ｄｌｉｎｇ）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル選択（Ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ、
ＣＨｓｅｌ）のような多様な方法が使われることができる。
【０１１３】
　ＦＤＤにおいてＭ＝１であり、ＴＤＤにおいてＭは１以上の整数である。ＴＤＤにおい
て、Ｍ個のＤＬサブフレームとＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信されるＵＬサブフレームの関係は
ＤＡＳＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｘ）によって
与えられる。
【０１１４】
　表３はＬＴＥ（－Ａ）に定義されたＤＡＳＩ（Ｋ：｛ｋ０、ｋ１、．．．、ｋＭ－１｝
）を示す。サブフレームｎ－ｋ（ｋ∈Ｋ）にＰＤＳＣＨ送信及び／又はＳＰＳ解除（Ｓｅ
ｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｌｅａｓｅ）を指示するＰＤ
ＣＣＨがある場合、ＵＥはサブフレームｎでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。ＦＤＤにおい
て、ＤＡＳＩ（便宜上、ｄＦ）＝４である。
【０１１５】
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【表３】

【０１１６】
　ＴＤＤ方式で動作するとき、ＵＥは、Ｍ個のＤＬサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ、Ｓ
Ｆ）を介して受信した一つ以上のＤＬ送信（例えば、ＰＤＳＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号を一つのＵＬ　ＳＦを介して送信しなければならない。
【０１１７】
　複数のセル及び／又は複数のＤＬサブフレームで送信された複数のＰＤＳＣＨに対する
複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫを、該当ＤＬサブフレーム（等）に対応するＵＬサブフレームで
特定のセル（例えば、ＰＵＣＣＨの場合、Ｐｃｅｌｌ）を介して送信することができる。
ＵＥに設定された全てのセルを介して送信可能な最大コードワード（ｃｏｄｅｗｏｒｄ、
ＣＷ）の個数（又は下のＣＷバンドリングが適用された場合にはセルの個数）に対応する
複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫが複数のＤＬサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ、ＳＦ）の全てに
対して単一ペイロードとして構成されて特定のＰＵＣＣＨフォーマット（例えば、ＰＵＣ
ＣＨフォーマット３）を介して送信される方式（すなわち、プールＡＣＫ／ＮＡＣＫ）と
、複数のＤＬ　ＳＦに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが一つのＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１
ｂリソースを介して送信される方式とを考慮することができる。複数のＤＬ　ＳＦに対す
るＡＣＫ／ＡＮＣＫを一つのＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースを介して送信す
る方式は次のようである。
【０１１８】
　１）ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ）：複数の
データユニット（例えば、ＰＤＳＣＨ、半持続的スケジューリング（ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓ
ｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ、ＳＰＳ）解除ＰＤＣＣＨなど）に対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫビットが論理演算（例えば、論理ＡＮＤ演算）によって結合される。例えば、全
てのデータユニットが成功的に復号すれば、受信端（例えば、ＵＥ）はＡＣＫ信号を送信
する。一方、データユニットのうち一つでも復号（又は検出）に失敗すれば、ＵＥはＮＡ
ＣＫ信号を送信するかあるいは何も送信しない。ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングはコード
ワード（ｃｏｄｅｗｏｒｄ、ＣＷ）ドメイン及び／又はセルドメイン及び／又はサブフレ
ームドメインに適用可能である。ＣＷバンドリングの場合、各ＤＬサブフレーム（ｓｕｂ
ｆｒａｍｅ、ＳＦ）に対してセル別にＣＷに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを適用
することを意味し、セルバンドリングの場合、各ＤＬ　ＳＦに対して全ての又は一部のセ
ルに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを適用することを意味し、ＳＦバンドリングの
場合、各セルに対して全ての又は一部のＤＬ　ＳＦに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリン
グを適用することを意味する。ＳＦバンドリング方法として、セルのそれぞれに対して受
信された全てのＰＤＳＣＨ又はＤＬグラントＰＤＣＣＨに対してセル別に総ＡＣＫ個数（
又は、一部のＡＣＫ個数）を知らせるＡＣＫ－カウント方式を考慮することができる。
【０１１９】
　２）チャネル選択（Ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ、ＣＨｓｅｌ）：複数のデー
タユニット（例えば、ＰＤＳＣＨ、ＳＰＳ解除ＰＤＣＣＨなど）を受信するＵＥはＡＣＫ
／ＮＡＣＫ送信のために複数のＰＵＣＣＨリソースを占有する。複数のデータユニットに
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対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答は実際ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信に使われたＰＵＣＣＨリソース
と送信されたＡＣＫ／ＮＡＣＫ内容（例えば、ビット値、ＱＰＳＫシンボル値）の組合せ
によって識別される。チャネル選択方式はＡＣＫ／ＮＡＣＫ選択方式、ＰＵＣＣＨ選択方
式とも言う。例えば、２ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのためのＰＵＣＣＨフォ
ーマット１ｂに対し、４個のＰＵＣＣＨリソース（ＰＵＣＣＨリソース＃０～＃４）が設
定されることができる。４ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信する場合、４ビットのＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報のうち２ビットはＰＵＣＣＨフォーマット１ｂが運ぶ２ビット情報に
よって表現されることができ、残りの２ビットは４個のＰＵＣＣＨリソースのうちどのリ
ソースを選択するかによって表現されることができる。例えば、ＰＵＣＣＨリソース＃０
を用いてＵＣＩが送信される場合には‘００’を意味し、ＰＵＣＣＨリソース＃１を用い
てＵＣＩが送信される‘０１’を意味するものとして前もって定義されることができる。
これにより、４個のＰＵＣＣＨリソースのうち一つを選択することによって２ビット（０
０、０１、１０又は１１）が表現されることができるので、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ
で表現される２ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報と共に、追加的な２ビットのＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報が表現されることができる。
【０１２０】
　あるＡＣＫ／ＮＡＣＫ状態であるとき、どのＰＵＣＣＨリソース上でどのビットが送信
されなければならないかが前もって決定されることができる。すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ状態対ＰＵＣＣＨリソース対送信ビット（又は複素変調シンボル）のマッピングテーブ
ルが前もって定義されてｅＮＢとＵＥに前もって保存されることができる。
【０１２１】
　前もって定義されているマッピングテーブルによって、ＵＥはＡ個（Ａ＝２、３、４）
のＰＵＣＣＨリソース、ｎ（１）ＰＵＣＣＨ、ｊ（ここで、０≦ｊ≦Ａ－１）のうち選択
されたＰＵＣＣＨリソースｎ（１）ＰＵＣＣＨ上で送信ビット（等）ｂ（０）ｂ（１）を
ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂでサブフレームｎで送信することによってＡＣＫ／ＮＡＣＫ
状態をｅＮＢに知らせることができる。
【０１２２】
　図９はブロック拡散に基づくＰＵＣＣＨフォーマットを例示した図である。
【０１２３】
　ブロック拡散技法は、シンボルシーケンスをＯＣＣ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃｏｖｅ
ｒ　Ｃｏｄｅ）（直交シーケンス（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）とも言う
）によって時間ドメイン拡散して送信する。ブロック拡散技法によれば、ＯＣＣによって
多くのＵＥの制御信号が同じＲＢに多重化してｅＮＢに送信されることができる。ＰＵＣ
ＣＨフォーマット２の場合、一つのシンボルシーケンスが時間ドメインにわたって送信さ
れ、ＵＥのＵＣＩがＣＡＺＡＣシーケンスの循環遷移（ＣＣＳ）によって多重化してｅＮ
Ｂに送信される。一方、ブロック拡散に基づく新しいＰＵＣＣＨフォーマット（以下、Ｐ
ＵＣＣＨフォーマット３）の場合、一つのシンボルシーケンスが周波数ドメインにわたっ
て送信され、ＵＥのＵＣＩがＯＣＣに基づく時間ドメイン拡散によってＵＥのＵＣＩが多
重化してｅＮＢに送信される。例えば、図９を参照すると、一つのシンボルシーケンスが
長さ５（すなわち、ＳＦ＝５）のＯＣＣによって拡散して５個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル
にマッピングされる。図９では１個のスロットの間に全部２個のＲＳシンボルが使われる
場合が例示されているが、３個のＲＳシンボルが使われ、ＳＦ＝４のＯＣＣがシンボルシ
ーケンスの拡散及びＵＥ多重化に用いられることもできる。ここで、ＲＳシンボルは特定
の循環遷移を有するＣＡＺＡＣシーケンスから生成されることができ、時間ドメインで複
数のＲＳシンボルに特定のＯＣＣが適用された／乗じられた形でＵＥからｅＮＢに送信さ
れることもできる。図９で、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）
はＯＣＣの前に前もって適用されることもでき、ＦＦＴの代わりにＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅ
ｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）が適用されることもできる。
【０１２４】
　説明の便宜のために、ＰＵＣＣＨフォーマット２又はＰＵＣＣＨフォーマット３を使う
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このようなチャネルコーディングに基づく複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信方式を“マルチビ
ットＡＣＫ／ＮＡＣＫコーディング”送信方法と言う。この方法は、複数のＤＬ　ＣＣの
ＰＤＳＣＨ（等）、すなわち複数のＤＬ　ＣＣ上で送信されたＰＤＳＣＨ（等）に対する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ又はＤＴＸ情報（ＰＤＣＣＨを受信／検出することができないことを意
味）をチャネルコーディングすることによって生成されたＡＣＫ／ＮＡＣＫコード化（ｃ
ｏｄｅｄ）ブロックを送信する方法を示す。例えば、ＵＥがあるＤＬ　ＣＣでＳＵ－ＭＩ
ＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ）モードで動作して２個のコードワード（ＣＷ
）を受信すれば、ＤＬ　ＣＣに対してＣＷ別にＡＣＫ／ＡＣＫ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＮＡ
ＣＫ／ＡＣＫ、ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫの総４個のフィードバック状態（ｆｅｅｄｂａｃｋ　
ｓｔａｔｅ）の一つを送信するか、あるいはＤＴＸまで含めて最大５個のフィードバック
状態の一つを送信することができる。また、ＵＥが単一（ｓｉｎｇｌｅ）ＣＷ受信を行え
ば、ＡＣＫ、ＮＡＣＫ、ＤＴＸの最大３個のフィードバック状態があり得る（ＮＡＣＫを
ＤＴＸと同様に処理すれば、ＡＣＫ、ＮＡＣＫ／ＤＴＸの総２個のフィードバック状態が
あり得る）。したがって、ＵＥに最大５個のＤＬ　ＣＣが集成され、全てのＣＣでＳＵ－
ＭＩＭＯモードで動作すれば、最大５５個の送信可能なフィードバック状態があり得、こ
れを表現するためのＡＣＫ／ＮＡＣＫペイロード（ｐａｙｌｏａｄ）の大きさは総１２ビ
ットとなる。ＤＴＸをＮＡＣＫと同様に処理すれば、フィードバック状態の数は４５個と
なり、これを表現するためのＡＣＫ／ＮＡＣＫペイロードの大きさは総１０ビットとなる
。
【０１２５】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３に対し、ＵＥはアンテナポートｐにマッピングされたｐ～の
ためにサブフレームｎでＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためにＰＵＣＣＨリソースｎ（３、ｐ
～）ＰＵＣＣＨ又はｎ（１、ｐ～）ＰＵＣＣＨを使う。
【０１２６】
　ＵＥは上位階層信号又は動的制御信号又は暗黙的方式でｅＮＢからＵＣＩの送信のため
のＰＵＣＣＨリソースを割り当てられる。ＰＵＣＣＨのために使われる物理リソースは上
位階層によって与えられる２個のパラメーター、Ｎ（２）ＲＢ及びＮ（１）ｃｓに依存す
る。変数Ｎ（２）ＲＢ≧０は各スロットでＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂの送信
に利用可能な帯域幅を示し、ＮＲＢｓｃ個の整数倍として表現される。変数Ｎ（１）ｃｓ
はフォーマット１／１ａ／１ｂ及び２／２ａ／２ｂの混合のために使われるリソースブロ
ックでＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂのために使われた循環遷移（ｃｙｃｌｉｃ
　ｓｈｉｆｔ、ＣＳ）の個数を示す。Ｎ（１）ｃｓの値は｛０、１、．．．、７｝の範囲
内で△ＰＵＣＣＨｓｈｉｆｔの整数倍となる。△ＰＵＣＣＨｓｈｉｆｔは上位階層によっ
て提供される。Ｎ（１）ｃｓ＝０であれば、混合されたリソースブロックがなくなり、各
スロットで多くても１個のリソースブロックがフォーマット１／１ａ／１ｂ及び２／２ａ
／２ｂの混合を支援する。アンテナポートｐによってＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／
１ｂ、２／２ａ／２ｂ及び３の送信のために使われるリソースは負ではない整数インデッ
クスであるｎ（１、ｐ）ＰＵＣＣＨ、ｎ（２、ｐ）ＰＵＣＣＨ＜Ｎ（２）ＲＢＮＲＢｓｃ
＋ｃｅｉｌ（Ｎ（１）ｃｓ／８）・（ＮＲＢｓｃ－Ｎ（１）ｃｓ－２）、及びｎ（３、ｐ
）ＰＵＣＣＨによってそれぞれ表現される。
【０１２７】
　具体的に、ＰＵＣＣＨフォーマット別に既に定義された特定の規則に従って、ＰＵＣＣ
Ｈリソースインデックスから該当ＵＣＩに適用される直交シーケンス及び／又は循環遷移
が決定され、ＰＵＣＣＨがマッピングされる、サブフレーム内の２個のリソースブロック
のリソースインデックスが与えられる。例えば、スロットｎｓでＰＵＣＣＨの送信のため
のＰＲＢが次のように与えられる。
【０１２８】
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【数１】

【０１２９】
　式１で、変数ｍはＰＵＣＣＨフォーマットに依存し、ＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ
／１ｂ、ＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂ及びＰＵＣＣＨフォーマット３に式２、
式３及び式４のようにそれぞれ与えられる。
【０１３０】

【数２】

【０１３１】
　式２で、ｎ（１、ｐ）ＰＵＣＣＨはＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂのためのア
ンテナポートｐのＰＵＣＣＨリソースインデックスであって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ＰＵＣ
ＣＨの場合、該当ＰＤＳＣＨのスケジューリング情報を運ぶＰＤＣＣＨの一番目ＣＣＥイ
ンデックスによって暗黙的に決定される値である。
【０１３２】

【数３】

【０１３３】
　ｎ（２）ＰＵＣＣＨはＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂのためのアンテナポート
ｐのＰＵＣＣＨリソースインデックスであって、上位レイヤシグナリングによってｅＮＢ
からＵＥに送信される値である。
【０１３４】
【数４】

【０１３５】
　ｎ（３）ＰＵＣＣＨはＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂのためのアンテナポート
ｐのＰＵＣＣＨリソースインデックスであって、上位階層シグナリングによってｅＮＢか
らＵＥに送信される値である。ＮＰＵＣＣＨＳＦ、０はサブフレームの一番目スロットの
ための拡張因子（ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒ、ＳＦ）を示す。一般ＰＵＣＣＨフ
ォーマット３を使うサブフレーム内の２個のスロットの両方に対してＮＰＵＣＣＨＳＦ、
０は５であり、縮小されたＰＵＣＣＨフォーマット３を使うサブフレームにおいて一番目
スロット及び二番目スロットに対してＮＰＵＣＣＨＳＦ、０はそれぞれ５と４である。
【０１３６】
　式２を参照すると、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリソースは各ＵＥに前もって
割り当てられておらず、複数のＰＵＣＣＨリソースをセル内の複数のＵＥが毎時点に分け
て使う。具体的に、ＵＥがＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するのに使うＰＵＣＣＨリソースは該
当下りリンクデータを運ぶＰＤＳＣＨについてのスケジューリング情報を運ぶＰＤＣＣＨ
又はＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨによって動的に決定される。それぞれのＤＬサブフ
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レームでＰＤＣＣＨが送信される全領域は複数のＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成され、ＵＥに送信されるＰＤＣＣＨは一つ以上のＣＣＥで構
成される。ＵＥは自分が受信したＰＤＣＣＨを構成するＣＣＥのうち特定のＣＣＥ（例え
ば、最低インデックスのＣＣＥ）にリンクされたＰＵＣＣＨリソースを介してＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫを送信する。
【０１３７】
　それぞれのＰＵＣＣＨリソースインデックスはＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリ
ソースに対応する。例えば、４～６番ＣＣＥで構成されたＰＤＣＣＨを介してＰＤＳＣＨ
についてのスケジューリング情報がＵＥに送信され、４番ＣＣＥがＰＵＣＣＨリソースイ
ンデックス４にリンクされると仮定する場合、ＵＥはＰＤＣＣＨを構成する４番ＣＣＥに
対応する４番ＰＵＣＣＨリソースを介してＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをｅＮＢ
に送信する。具体的に、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（－Ａ）システムで、２個のアンテナポート（
ｐ０及びｐ１）による送信のためのＰＵＣＣＨリソースインデックスは次のように決定さ
れる。
【０１３８】
【数５】

【０１３９】
【数６】

【０１４０】
　ここで、ｎ（１、ｐ＝ｐ０）ＰＵＣＣＨはアンテナポートｐ０が使うＡＣＫ／ＮＡＣＫ
　ＰＵＣＣＨリソースのインデックス（すなわち、番号）を示し、ｎ（１、ｐ＝ｐ１）Ｐ
ＵＣＣＨはアンテナポートｐ１が使うべきＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースインデ
ックスを示し、Ｎ（１）ＰＵＣＣＨは上位階層から伝達されるシグナリング値を示す。ｎ
ＣＣＥはＰＤＣＣＨの送信に使われたＣＣＥインデックスのうち最小値に相当する。例え
ば、ＣＣＥ集成レベルが２以上の場合には、ＰＤＣＣＨ送信のために集成された複数のＣ
ＣＥのインデックスのうち一番目ＣＣＥインデックスがＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリ
ソースの決定に使われる。ｎ（１）ＰＵＣＣＨからＰＵＣＣＨフォーマットのためのＣＳ
（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｓｈｉｆｔ）、ＯＣ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃｏｄｅ）及びＰＲＢが
得られる。
【０１４１】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信のためにＰＵＣＣＨフォーマット３が設定された場合、上位階層
（例えば、ＲＲＣ）によって割り当てられた複数のＰＵＣＣＨフォーマット３リソースイ
ンデックス（ｎ（３）ＰＵＣＣＨ）のうち一つの特定のＰＵＣＣＨフォーマット３リソー
スインデックスがＤＬグラントＰＤＣＣＨのＡＲＩ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）値によって指示できる（明示的（ｅｘｐｌｉｃｉｔ　ＰＵＣＣ
Ｈリソース））。ＡＲＩはＳｃｅｌｌのＰＤＳＣＨをスケジュールするＰＤＣＣＨのＴＰ
Ｃフィールドを介して送信される。ｎ（３）ＰＵＣＣＨからＰＵＣＣＨフォーマット３の
ためのＯＣ及びＰＲＢが得られる。
【０１４２】
　一方、ＥＰＤＣＣＨに基づくスケジューリングの場合にも、ＤＬグラントＥＰＤＣＣＨ
によってスケジュールされたＤＬデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信リソースはＤＬグ
ラントＥＰＤＣＣＨを構成する特定のＥＣＣＥインデックス（例えば、最小ＥＣＣＥイン
デックス）又はこれに特定のオフセット値が加わったＥＣＣＥインデックスにリンクされ
たＰＵＣＣＨリソースとして決定されることができる。また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィード
バック送信リソースはＤＬグラントＥＰＤＣＣＨを構成する特定のＥＣＣＥインデックス
（例えば、最小ＥＣＣＥインデックス）にリンクされたＰＵＣＣＨリソース又はこれに特
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、特定のオフセット値はＤＬグラントＥＰＤＣＣＨ内のＡＲＯ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｏｆｆｓｅｔ）フィールドを介して直接シグナリングされる値及び／又は
アンテナポート別に専用（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）に指定される値などによって決定される
ことができる。具体的に、フレーム構造タイプ（例えば、ＦＤＤ又はＴＤＤ）及びＡＣＫ
／ＮＡＣＫフィードバック送信方式（例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット３又はチャネル選
択）によってＤＬグラントＥＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールド及びＡＲＯフィールドを介
してシグナリングされる情報は次のように構成されることができる。便宜上、ＰＵＣＣＨ
電力制御のためのＴＰＣ命令を“ＴＰＣ値”、暗黙的ＰＵＣＣＨインデックス決定時に付
け加わるオフセット値を“ＡＲＯ値”、ＲＲＣで割り当てられた複数のＰＵＣＣＨフォー
マット３インデックス又は複数のＰＵＣＣＨフォーマット１インデックス（複数のＰＵＣ
ＣＨフォーマット１インデックスグループ）のうち特定の一つを指示するＡＲＩを“ＡＲ
Ｉ値”と定義する。また、何らの情報を含まずに（仮想ＣＲＣなどの用途のために）挿入
される固定された値（例えば、‘０’）を“固定値（ｆｉｘｅｄ　ｖａｌｕｅ）”と定義
する。
【０１４３】
　ＤＬサブフレームでＰｃｅｌｌ上のＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出によって、ＤＬサ
ブフレームのためのＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミングに相当するＵＬサブフレームでＰｃ
ｅｌｌ上に動的に（すなわち、暗黙的に）決定される（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）ＰＵＣＣＨリ
ソース（等）を除いた残りのＳＲ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及び／又はＣＳＩ用ＰＵＣＣＨリソ
ース（等）は上位階層によって設定される。
【０１４４】
　図１０は上りリンクスケジューリング要求過程を例示した図である。
【０１４５】
　スケジューリング要求（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ、ＳＲ）が新たなＵＬ
－ＳＣＨの送信のための上りリンクリソースを要求するのに使われる。
【０１４６】
　ＵＥは上位階層によって１個又は２個のアンテナポート上でＳＲを送信するように設定
されることができる。例えば、ＳＲ設定情報が上位階層信号によってＵＥに提供される。
ＳＲ設定情報はトリガーされたＳＲの最大送信回数についての情報ｄｓｒ－ＴｒａｎｓＭ
ａｘ、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが予約（ｒｅｓｅｒｖｅ）されるサブフレームを示す情
報ＩＳＲ、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを示す情報ｎ（１、ｐ）ＰＵＣＣＨ、ＳＲＩを含む
ことができる。ＳＲはアンテナポートｐのためのＰＵＣＣＨリソース（等）ｎ（１、ｐ）
ＰＵＣＣＨ＝ｎ（１、ｐ）ＰＵＣＣＨ、ＳＲＩ上で送信され、ここで、ｎ（１、ｐ）ＰＵ
ＣＣＨ、ＳＲＩはＳＲがＰＵＣＣＨフォーマット３を用いたＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信と同時
に起これば上位階層によって設定されるが、ＳＲがＰＵＣＣＨフォーマット３を用いたＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ送信と同時に起こればＳＲはＡＣＫ／ＮＡＣＫと多重化する。
【０１４７】
　ＳＲ送信周期ＳＲＰＥＲＩＯＤＩＣＩＴＹ及びＳＲサブフレームオフセットＮＯＦＦＳ
ＥＴ、ＳＲは上位階層によって与えられるＳＲ設定インデックスＩＳＲによって次の表に
定義される。
【０１４８】
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【表４】

【０１４９】
　ＳＲは｛１０＊ｎｆ＋ｆｌｏｏｒ（ｎｓ／２）－ＮＯＦＦＳＥＴ、ＳＲ｝ｍｏｄ　ＳＲ
ＰＥＲＩＯＤＩＣＩＴＹ＝０を満たす上りリンクサブフレームで送信されることができる
。ここで、ｎｆはフレーム番号で、ｎｓは無線フレーム内のスロット番号である。
【０１５０】
　図１０を参照すると、ＳＲがトリガーされれば、ＵＥは自分のためにＳＲ　ＰＵＣＣＨ
リソースが予約されたサブフレームでＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてＳＲを送信する
。ＵＥはＳＲに対するＵＬグラントを受信するまでＳＲカウンターを０から１ずつ上げな
がらＳＲを送信する。
【０１５１】
　図１０（ａ）を参照すると、ＳＲカウンターが上位階層によって設定されたＳＲ最大送
信回数Ｍに到逹する前、すなわちＳＲカウンター≧Ｍとなる前にＵＬグラントを受信すれ
ば、他の係留中のＳＲがない限り、ＳＲ送信は取り消され（すなわち、終了され）、ＵＥ
はＵＥグラントによって割り当てられたＰＵＳＣＨリソースを用いてＵＬデータを送信す
ることができる。
【０１５２】
　図１０（ｂ）を参照すると、ＳＲカウンターが上位階層によって設定されたＳＲ最大送
信回数Ｍに到逹するまでＵＬグラントを受信することができなければ、ＵＥはＳＲ送信を
取り消し、任意接続過程を開始する。例えば、ＵＥがＳＲカウンター＝Ｍ－１に対応する
ＳＲを送信したにも関わらずＵＬグラントを受信することができなければ、ＳＲ　ＰＵＣ
ＣＨリソースが予約された次番サブフレームではＳＲ送信を取り消し、任意接続応答を開
始することができる。
【０１５３】
　図１１及び図１２は任意接続過程を説明するための図である。
【０１５４】
　任意接続過程は任意接続チャネル（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ、Ｒ
ＡＣＨ）過程とも言う。任意接続過程は、初期接続、上りリンク同期調整、ＵＬリソース
割当て、ハンドオーバーなどの用途に多様に使われる。任意接続過程は、競争に基づく（
ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ－ｂａｓｅｄ）過程と、専用（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）（すなわち、
非競争に基づく）過程に分類される。競争に基づく任意接続過程は初期接続を含んで一般
的に使われ、専用任意接続過程はハンドオーバーなどに制限的に使われる。競争に基づく
任意接続過程でＵＥはＲＡＣＨプリアンブルシーケンスを任意に（ｒａｎｄｏｍｌｙ）選
択する。よって、複数のＵＥが同時に同じＲＡＣＨプリアンブルシーケンスを送信するこ
とができ、よって以後の競争解消過程が必要である。一方、専用任意接続過程で、ＵＥは
ｅＮＢが該当ＵＥに唯一に割り当てたＲＡＣＨプリアンブルシーケンスを使う。したがっ
て、他のＵＥとの衝突なしに任意接続過程を行うことができる。
【０１５５】
　図１１を参照すると、専用任意接続過程は次の３段階を含む。以下、段階０～２で送信



(34) JP 2018-509028 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

されるメッセージはそれぞれメッセージ０～２（Ｍｓｇ０～Ｍｓｇ２）と言える。図示さ
れていないが、任意接続過程の一部としてＲＡＲに対応する上りリンク送信（すなわち、
段階３）も行われることができる。専用任意接続過程は基地局がＲＡＣＨプリアンブル送
信を命令する用途のＰＤＣＣＨ（以下、ＰＤＣＣＨオーダー（ｏｒｄｅｒ））を用いてト
リガーされることができる。
【０１５６】
　－段階０（Ｓ４０１）：専用シグナリングによるＲＡＣＨプリアンブル割当て（ｅＮＢ
　ｔｏ　ＵＥ）
　－段階１（Ｓ４０２）：ＲＡＣＨプリアンブル（ｖｉａ　ＰＲＡＣＨ）（ＵＥ　ｔｏ　
ｅＮＢ）
　－段階２（Ｓ４０３）：任意接続応答（ＲＡＲ）（ｖｉａ　ＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨ
）（ｅＮＢ　ｔｏ　ＵＥ）
　図１２を参照すると、競争に基づく任意接続過程は次の４段階を含む。以下、段階１～
４で送信されるメッセージはそれぞれメッセージ１～４（Ｍｓｇ１～Ｍｓｇ４）と言える
。
【０１５７】
　－段階１（Ｓ５０１）：ＲＡＣＨプリアンブル（ｖｉａ　ＰＲＡＣＨ）（ＵＥ　ｔｏ　
ｅＮＢ）
　－段階２（Ｓ５０２）：任意接続応答（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ、ＲＡＲ）（ｖｉａ　ＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨ）（ｅＮＢ　ｔｏ　ＵＥ）
　－段階３（Ｓ５０３）：レイヤ２／レイヤ３メッセージ（ｖｉａ　ＰＵＳＣＨ）（ＵＥ
　ｔｏ　ｅＮＢ）
　－段階４（Ｓ５０４）：競争解消（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）メ
ッセージ（ｅＮＢ　ｔｏ　ＵＥ）
　ＲＡＣＨプリアンブルを送信した後、ＵＥは前もって設定された時間ウィンドウ内で任
意接続応答（ＲＡＲ）の受信を試みる。具体的に、ＵＥは時間ウィンドウ内でＲＡ－ＲＮ
ＴＩ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＲＮＴＩ）を有するＰＤＣＣＨ（以下、ＲＡ－ＲＮ
ＴＩ　ＰＤＣＣＨ）（例えば、ＰＤＣＣＨでＣＲＣがＲＡ－ＲＮＴＩでマスキングされる
）の検出を試みる。ＲＡ－ＲＮＴＩ　ＰＤＣＣＨの検出時、ＵＥはＲＡ－ＲＮＴＩ　ＰＤ
ＣＣＨに対応するＰＤＳＣＨ内に自分のためのＲＡＲが存在するかを確認する。ＲＡＲは
ＵＬ同期化のためのタイミングオフセット情報を示すタイミングアドバンス（ｔｉｍｉｎ
ｇ　ａｄｖａｎｃｅ、ＴＡ）情報、ＵＬリソース割当て情報（ＵＬグラント情報）、臨時
識別子（例えば、ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ、ＴＣ－ＲＮＴＩ）などを含
む。ＵＥはＲＡＲ内のリソース割当て情報及びＴＡ値によってＵＬ送信（例えば、Ｍｓｇ
３）を行うことができる。ＲＡＲに対応するＵＬ送信にはＨＡＲＱが適用される。したが
って、ＵＥは、Ｍｓｇ３を送信した後、Ｍｓｇ３に対応する受信応答情報（例えば、ＰＨ
ＩＣＨ）を受信することができる。
【０１５８】
　ＰＤＣＣＨオーダーは任意接続過程に使われるＲＡＣＨプリアンブルについての情報を
運び、ＰＤＣＣＨオーダーによって開始される任意接続過程にはＰＤＣＣＨオーダーによ
るＲＡＣＨプリアンブルが使われるので、専用任意接続過程、すなわち非競争に基づく任
意接続過程と言える。これに対し、また図１０（ｂ）を参照すると、図１０（ｂ）で任意
接続過程はＰＤＣＣＨオーダーによって開始される任意接続過程ではないので、任意のＲ
ＡＣＨプリアンブルが使われる競争に基づく任意接続過程と言える。
【０１５９】
　ＵＥに複数のセルが設定された場合、ＬＴＥ－Ａシステムは一つの特定のセル（例えば
、ＰＣＣ又はＰｃｅｌｌ）に適用可能なタイミングアドバンス（ｔｉｍｉｎｇ　ａｄｖａ
ｎｃｅ、ＴＡ）値を複数のセルに共通して適用する。しかし、互いに異なる周波数バンド
に属する（すなわち、周波数上で大きく離隔した）セルが搬送波集成されるか、あるいは
搬送波集成されるセルの伝播（ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ）特性が違うことがあり得る。ま
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た、特定のセルの場合には、カバレージ拡大、又はカバレージホールの除去のためにＲＲ
Ｈのような装置がセル内に配置される状況が発生することもある。この場合、一つのＴＡ
値を搬送波集成された複数のセルに共通して適用する方式を用いてＵＬ送信を行う場合に
は、複数のセル上で送信されるＵＬ信号の同期に深刻な影響を及ぼすことができる。
【０１６０】
　ＵＥが２個のセル（例えば、ＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌ）で設定されており、各セルに対
して互いに異なるＴＡを適用してＵＬ信号を送信することができる。例えば、ＰＣｅｌｌ
のＵＬ送信にＴＡ１が適用され、ＳＣｅｌｌのＵＬ送信にＴＡ２が適用されることができ
る。ＤＬサブフレームの受信終了時点を基準としてＵＬサブフレーム／信号（例えば、Ｐ
ＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＳＲＳなど）の送信終了時点をＴＡだけ繰り上げることができる
。等価的に、ＤＬサブフレームの受信開始時点を基準としてＵＬサブフレーム／信号（例
えば、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＳＲＳなど）の送信開始時点をＴＡだけ繰り上げること
ができる。
【０１６１】
　したがって、セルグループ別に／単位でＴＡを独立的に割り当てることを考慮すること
ができる。以下では、上位階層（例えば、ＲＲＣ）によって設定され、ＵＬが設定された
セルに対して同じタイミング参照セル及び同じＴＡ値を使う、セルのグループをＴＡグル
ープ（ＴＡ　ｇｒｏｕｐ、ＴＡＧ）と言う。ＴＡＧは一つ以上のセル（ＣＣ）を含むこと
ができる。ＴＡＧ内のセル（等）には一つのＴＡが共通して適用されることができる。Ｔ
ＡＧはＰｃｅｌｌを含む１次ＴＡＧ（ｐｒｉｍａｒｙ　ＴＡＧ、ＰＴＡＧ）と、Ｐｃｅｌ
ｌを含まないながらも設定されたＵＬがあるサービングセルを少なくとも一つ含む２次Ｔ
ＡＧ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＴＡＧ、ＳＴＡＧ）とに区分されることができる。Ｐｃｅｌ
ｌが属するＰＴＡＧの場合、Ｐｃｅｌｌを基準として決定される、あるいはＰｃｅｌｌに
隋伴する任意接続過程によって調整されるＴＡがＰＴＡＧ内の全てのセル（等）に適用さ
れることができる。一方、Ｐｃｅｌｌを含まない、すなわちＳｃｅｌｌ（等）のみで構成
されたＳＴＡＧの場合、ＳＴＡＧ内の特定のＳｃｅｌｌを基準として決定されるＴＡがＳ
ＴＡＧ内の全てのＳｃｅｌｌ（等）に適用されることができる。このために、Ｐｃｅｌｌ
を介して任意接続過程が行われることができるだけでなく、Ｓｃｅｌｌを介しても任意接
続過程が行われることができる。Ｓｃｅｌｌに隋伴する任意接続過程はＵＥがトリガーす
る競争に基づく方式ではなく、ｅＮＢがＲＡＣＨプリアンブル送信を命令する用途のＰＤ
ＣＣＨ（すなわち、ＰＤＣＣＨオーダー（ｏｒｄｅｒ））を用いてトリガーする非競争に
基づく任意接続過程が行われることができる。
【０１６２】
　現在までのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムの場合、一つのＵＥに対して最大５個までのセ
ル／搬送波／ＣＣ（以下、セルと通称）に対するＣＡを支援することができ、デュアル連
結（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ、ＤＣ）が設定された場合を除けば、複数の該
当セルに関連されたＵＣＩ（例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、ＣＳＩなど）を運ぶＰＵＣＣＨ
の場合、一つのＰｃｅｌｌのみを介して送信されることができる。
【０１６３】
　ＵＥがＤＣで設定される場合にも、マスターセルグループ（ｍａｓｔｅｒ　ｃｅｌｌ　
ｇｒｏｕｐ、ＭＣＧ）のＵＣＩ送信用ＰＵＣＣＨはＭＣＧのＰｃｅｌｌに設定され、２次
セルグループ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ　ｇｒｏｕｐ、ＳＣＧ）のＵＣＩ送信用Ｐ
ＵＣＣＨは２ＳＣＧのＰｃｅｌｌに設定される。ＭＣＧ又はＳＣＧで設定されれば、ＲＲ
Ｃ＿連結状態のＵＥはＤＣで設定される。ＵＥのサービングセルのそれぞれはＭＣＧ又は
ＳＣＧに排他的に属することになる。ＵＥがＤＣで設定されれば、事実上ＵＥが２個のｅ
ＮＢに同時に連結されていることを意味し、ＭＣＧは２個のｅＮＢのうちＵＥが先に接続
したｅＮＢ（以下、ｅＮＢ　Ｍ）が管理するセル（等）でなり、残りのＳＣＧはＵＥがｅ
ＮＢ　Ｍに連結した後にさらに連結したｅＮＢ（以下、ｅＮＢ　Ｓ）が管理するセル（等
）でなると言える。結局、ＤＣで設定されたＵＥは２個のｅＮＢ、すなわち２個のスケジ
ューラに連結されているので、ＭＣＧに対するＤＬ／ＵＬスケジューリング、ＵＣＩ送信
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などはＭＣＧのセルに限って行われ、ＳＣＧに対するＤＬ／ＵＬスケジューリング、ＵＣ
Ｉ送信などはＳＣＧのセルに限って行われる。よって、クロス搬送波スケジューリングの
場合、スケジューリングセルがＭＣＧに属すればスケジューリングセルの被スケジューリ
ングセルもＭＣＧに属し、スケジューリングセルがＳＣＧに属すればスケジューリングセ
ルの被スケジューリングセルもＳＣＧに属し、ＭＣＧのセルとＳＣＧのセルの間のクロス
スケジューリングが行われない。言い換えれば、スケジューリングセルと該当被スケジュ
ーリングセルは他のＣＧに属しない。また、ＤＣで設定されたＵＥはｅＮＢ別に一つずつ
２個のＰｃｅｌｌを有し、ＭＣＧに対するＵＣＩはＭＣＧのＰｃｅｌｌ上のＰＵＣＣＨを
介して送信され、ＳＣＧに対するＵＣＩはＳＣＧのＰｃｅｌｌ上のＰＵＣＣＨを介して送
信され、ＭＣＧに対するＵＣＩがＳＣＧで、あるいはＳＣＧに対するＵＣＩがＭＣＧで送
信されることはできない。
【０１６４】
　次期システムでは、より高いデータ送信率を目的として一つのＵＥに対して５個以上の
複数のセルに対するＣＡを支援するように考慮することができる。この場合、（ＣＡを構
成するセル数の増加による）ＵＣＩ送信頻度数／サイズの増加及びこれによるＰｃｅｌｌ
でのＰＵＣＣＨリソース負担を軽減するために、（Ｐｃｅｌｌに追加して）特定のＳｃｅ
ｌｌ（以下、Ａｃｅｌｌ）を介してもＰＵＣＣＨ（これによるＵＣＩ）の送信ができるよ
うに設定する方案を考慮することができる。ＤＣによるＭＣＧのＰｃｅｌｌとＳＣＧのＰ
ｃｅｌｌが独立的なスケジューラによって制御される反面、本発明によるＰｃｅｌｌとＡ
ｃｅｌｌは単一スケジューラによって制御される点で違いがある。また、（ＣＡを構成す
るセル数の増加による）ＵＣＩサイズの増加を考慮して既存ＰＵＣＣＨフォーマット（例
えば、ＰＵＣＣＨフォーマット３）より大きいサイズのペイロードを支援することができ
る新たなＰＵＣＣＨフォーマットの導入を考慮することができる
　既存ＣＡ状況では、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（以下、Ａ／Ｎ）フィードバック送信方式として
、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂのチャネル選択（以下、ＣＨｓｅｌ）方法又はＰＵＣＣＨ
フォーマット３（以下、ＰＦ３）に基づく方法が設定されることができる。まず、ＣＨｓ
ｅｌは基本的に２個のセルがＣＡされた状況にのみ適用可能であり、各セルに対応するＡ
／Ｎ組合せ、すなわち全てのＣＡに対するＡ／Ｎ状態によって複数のＰＵＣＣＨフォーマ
ット１ｂ（以下、ＰＦ１）リソースのうち特定の一つを選択／変調して送信する方法であ
る。より具体的に、（ＳｃｅｌｌがＰｃｅｌｌによってスケジュールされるように）クロ
スＣＣスケジューリングが設定された場合には各セルに対応する（ＣＨｓｅｌ候補）ＰＦ
１リソースが全てＤＬグラント送信リソース（例えば、ＣＣＥ又はＥＣＣＥ）にリンクさ
れた暗黙的ＰＵＣＣＨリソースとして割り当てられることができる。クロスＣＣスケジュ
ーリングが設定されなかった場合には、Ｐｃｅｌｌに対応するリソースは暗黙的ＰＦ１に
割り当てられる一方、Ｓｃｅｌｌに対応するリソースは上位階層（例えば、ＲＲＣ）を介
して（前もって）設定された複数の明示的ＰＦ１リソース（セット）のうち特定の一つに
割り当てられることができる。例えば、Ｓｃｅｌｌに対応するリソースは上位階層（例え
ば、ＲＲＣ）を介して（前もって）設定された複数の明示的ＰＦ１リソース（セット）の
うちＳｃｅｌｌをスケジュールするＤＬグラント内のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース指示子（
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＡＲＩ）によって指示され
る一つに割り当てられることができる。
【０１６５】
　ＣＨｓｅｌとは違い、ＰＦ３の場合には、最大５個までのセルがＣＡされる場合にも適
用可能であり、各セルに対応するＡ／Ｎをそのまま含む一つのＡ／Ｎペイロードが構成さ
れ、Ａ／Ｎペイロードに一連のコーディング（例えば、リードムラー（Ｒｅｅｄ　Ｍｕｌ
ｌｅｒ、ＲＭ）コード）過程を適用して生成した符号化した（ｃｏｄｅｄ）ビットがＰＦ
３リソース上にマッピング／送信される。（クロスＣＣスケジューリング設定有無に関係
なく）上位階層（例えば、ＲＲＣ）を介して（前もって）設定された複数のＰＦ３リソー
スのうち特定の（例えば、ＳｃｅｌｌをスケジュールするＤＬグラント内のＡＲＩによっ
て指示される）一つがＡ／Ｎ送信に使われるＰＦ３リソースとして割り当てられることが
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できる。例えば、ＰＦ３が設定された状況と言っても（ＦＤＤの場合）Ｐｃｅｌｌに対し
てだけあるいは（ＴＤＤの場合）Ｐｃｅｌｌ内の（ＤＡＩ＝１に対応する）一つのサブフ
レーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ、ＳＦ）に対してだけスケジュールするＤＬグラントが検出さ
れる場合、ＤＬグラントを運ぶＰＤＣＣＨにリンクされた暗黙的ＰＦ１リソースを使うこ
とにより、ＤＬグラントに対応するＡ／Ｎのみが送信されることができ、そうではない残
りの場合にはＡＲＩによって指示されるＰＦ３を使って搬送波集成されたセルの全てに対
するＡ／Ｎが送信されることができる。（ＦＤＤの場合）Ｐｃｅｌｌに対してだけあるい
は（ＴＤＤの場合）Ｐｃｅｌｌ内の一つのＳＦに対してだけスケジュールするＤＬグラン
トに対するＡ／Ｎのみが暗黙的ＰＦ１リソースを使って送信する動作をフォールバック（
ｆａｌｌｂａｃｋ）と言う。
【０１６６】
　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂに基づくＡ／ＮがＳＲ　ＰＵＣＣＨの予約されたサ
ブフレームで送信されることを要求する場合、ＵＥはネガティブ（ｎｅｇａｔｉｖｅ）Ｓ
Ｒ送信（すなわち、該当サブフレームで送信されるＳＲがない場合）に対しては割り当て
られたＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソース上でＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信し、ポジティ
ブＳＲ送信に対してはサブフレームに予約されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース上でＳＲを送
信する。
【０１６７】
　一方、ＣＡ状況でもＵＬスケジューリング要求、すなわち（ポジティブ）ＳＲ送信とＡ
／Ｎ送信が同一時点に同時に要求されることができる。Ａ／Ｎフィードバック方式（例え
ば、ＣＨｓｅｌ又はＰＦ３）及びデュプレックス方式（例えば、ＦＤＤ又はＴＤＤ）など
によって次のように多様な形態の‘ＳＲ＋Ａ／Ｎ’同時送信方法が適用されることができ
る。
【０１６８】
　■ＣＨｓｅｌに基づくＡ／Ｎ＋ＳＲ同時送信
　－ＦＤＤの場合：セル別に空間（ｓｐａｔｉａｌ）バンドリングされたＡ／ＮをＳＲ専
用に設定されたＰＵＣＣＨリソース上で送信。すなわち、送信又はコードワード別Ａ／Ｎ
に論理ＡＮＤ演算が適用されたＡ／ＮがＳＲ専用に設定されたＰＵＣＣＨリソース上で送
信。
【０１６９】
　－ＴＤＤの場合：複数のセル又は複数のＳＦの全てでの全ての受信データに対するＡＣ
Ｋ個数（例えば、ＡＣＫカウンター）をＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース上で送信。
【０１７０】
　■ＰＦ３に基づくＡ／Ｎ＋ＳＲ同時送信
　－ＦＤＤの場合：ＰＦ３ペイロードに１ビットＳＲを追加して全てのセルに対応するＡ
／Ｎビットと一緒に送信。Ｐｃｅｌｌのみスケジュールされた場合（すなわち、フォール
バックの場合）、Ｐｃｅｌｌに対するＡ／Ｎ（以下、Ｐｃｅｌｌ　Ａ／Ｎ）のみをＳＲ　
ＰＵＣＣＨリソース上で送信。
【０１７１】
　－ＴＤＤの場合：ＰＦ３ペイロードに１ビットＳＲを追加して全てのセルに対応するＡ
／Ｎビットと一緒に送信。Ｐｃｅｌｌ内の（ＤＡＩ＝１に対応する）一つのＳＦのみスケ
ジュールされた場合（すなわち、フォールバックの場合）、Ｐｃｅｌｌ内の一つのＳＦに
だけ対応するＡ／ＮのみをＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース上で送信。
【０１７２】
　一方、ＰＵＣＣＨオフローディングのために、特定のＳｃｅｌｌ（すなわち、Ａｃｅｌ
ｌ）に追加的な（Ａ／Ｎ）ＰＵＣＣＨ送信が設定される状況を考慮することができる。こ
の場合、基本的に、Ａ／Ｎ送信は各セルグループ（以下、ＣＧ）別に行うように設定され
ることができる。例えば、ＵＥはＰｃｅｌｌが属する１次セルグループ（ｐｒｉｍａｒｙ
　ｃｅｌｌ　ｇｒｏｕｐ、ＰＣＧ）に対応するＡ／ＮはＰｃｅｌｌ上のＰＵＣＣＨを介し
、Ａｃｅｌｌが属する２次セルグループ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ　ｇｒｏｕｐ、



(38) JP 2018-509028 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

ＳＣＧ）に対応するＡ／ＮはＡｃｅｌｌ上のＰＵＣＣＨを介してそれぞれ送信するように
設定されることができる。
【０１７３】
　図１３及び図１４は本発明によるスケジューリング要求送信の実施例を説明するための
図である。
【０１７４】
　ＳＲの場合には、Ｐｃｅｌｌ　ＰＵＣＣＨを介して送信する既存方式をそのまま維持す
る方案を考慮することができる。このような方式で動作する場合、次のようなケースに性
能低下が発生することもある。
【０１７５】
　゜ケース１）ＰＣＧにＴＤＤ　ＣＨｓｅｌ方式が、ＳＣＧにＦＤＤ　ＣＨｓｅｌ方式が
それぞれ設定された場合、ＰＣＧに対応するＡ／Ｎが常に（空間（ｓｐａｔｉａｌ）バン
ドリングに比べて相対的にＤＬ処理量（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）損失が大きい）ＡＣＫカ
ウンターの形に圧縮されてＰＣＧ／Ｐｃｅｌｌ上のＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースにだけ送信
される。
【０１７６】
　゜ケース２）ＰＣＧにＣＨｓｅｌ方式が、ＳＣＧにＰＦ３方式がそれぞれ設定された場
合、ＳＣＧ／Ａｃｅｌｌ上へのＰＦ３送信に関わらず、いつもＰＣＧに対応するＡ／Ｎが
空間バンドリング又はＡＣＫカウンターの形に圧縮されてＰＣＧ／Ｐｃｅｌｌ上のＳＲ　
ＰＵＣＣＨリソースにだけ送信される。
【０１７７】
　゜ケース３）ＰＣＧとＳＣＧの両方にＰＦ３方式が設定された場合、ＰＣＧ／Ｐｃｅｌ
ｌ上にＰＦ３送信がある場合にはＰＣＧのＡ／Ｎペイロードに１ビットＳＲが加わる簡単
な形態であるが、ＰＣＧに対応するＡ／Ｎが一つもない場合にはＳＣＧ／Ａｃｅｌｌ上に
ＰＦ３送信があるにも関わらずＰＣＧ／Ｐｃｅｌｌ上のＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信が要求され
る。
【０１７８】
　ケース１～ケース３を考慮して、本発明の一実施例はＳｃｅｌｌ上にＰＵＣＣＨ送信が
設定されたＣＡ状況での安定的な性能維持及び改善のためのＳＲ送信設定方法Ａｌｔ１、
Ａｌｔ２又はＡｌｔ３を提案する。
【０１７９】
　Ａｌｔ１）Ｐｃｅｌｌ又はＰＣＧ（以下、Ｐｃｅｌｌ／ＰＣＧ）ではないＡｃｅｌｌ又
はＳＣＧ（以下、Ａｃｅｌｌ／ＳＣＧ）上のＰＵＣＣＨを介してだけＳＲ送信が行われる
ように設定される。この場合、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースはＡｃｅｌｌ／ＳＣＧに割り当
てられる。
【０１８０】
　Ａｌｔ２）Ｐｃｅｌｌ／ＰＣＧ上のＰＵＣＣＨとＡｃｅｌｌ／ＳＣＧ上のＰＵＣＣＨの
両者を介してＳＲ送信ができるように設定される。この場合、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
はＰｃｅｌｌ／ＰＣＧとＡｃｅｌｌ／ＳＣＧの両方に割り当てられる。
【０１８１】
　Ａｌｔ３）（ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースは一つの特定のセル／ＣＧにだけ割り当てられ
た状態で）セル／ＣＧに関わらずＰＦ３で常にＳＲ送信ができるように設定される。
【０１８２】
　本発明で、ＰＦ３とは、（既存ＰＦ３の場合と同様に）ＵＣＩビット（等）に基づいて
ペイロードを構成すると共にこれに対応する符号化したビット（等）をＰＵＣＣＨリソー
ス上にマッピング／送信する構造を有する新たなＰＵＣＣＨフォーマットを含むことがで
きる。
【０１８３】
　前述したケース１～ケース３を参照すると、例えば、ケース１／２のような状況では（
Ａｌｔ１に基づいて）ＳＲをＰｃｅｌｌ／ＰＣＧではないＡｃｅｌｌ／ＳＣＧ上のＰＵＣ
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ＣＨを介してだけ送信するように設定することが、Ａ／Ｎ圧縮を減らす（よって、ＤＬ処
理量の低下を減らす）と言う側面で効率的であり得る。ケース３のような状況では（Ａｌ
ｔ２／３に基づいて）Ｐｃｅｌｌ／ＰＣＧ上でＳＲ専用ＰＵＣＣＨの送信（該当ＰＵＣＣ
ＨとＡｃｅｌｌ／ＳＣＧに対応するＡ／Ｎ　ＰＵＣＣＨの同時送信）をできるだけ減らし
、なるべくＰＦ３ペイロードに１ビットＳＲが簡単に付け加わるように、（Ｐｃｅｌｌ／
ＰＣＧ上のＰＵＣＣＨに追加的に）Ａｃｅｌｌ／ＳＣＧ上のＰＦ３を介してＳＲ送信がで
きるように設定されることが、ＰＵＣＣＨ電力制御及び送信性能の側面で効率的であり得
る。また、ケース２の状況に対しても（Ｐｃｅｌｌ／ＰＣＧ上のＰＵＣＣＨに追加的に）
Ａｃｅｌｌ／ＳＣＧ上のＰＦ３でもＳＲ送信ができるように設定されることができ、これ
によって機会的なＤＬ／ＵＬ送信性能の改善を期待することができる。ケース２に対して
は、ＰＣＧにＴＤＤ　ＣＨｓｅｌ方式が設定された状況に限って動作（例えば、Ａｌｔ２
／３）が設定されることができる。
【０１８４】
　（Ａｌｔ１、Ａｌｔ２又はＡｌｔ３が適用された状況で）同じ時点に特定のセル／ＣＧ
上のＰＦ３でのＳＲ送信と他のセル／ＣＧ上のＳＲ　ＰＵＣＣＨを介してのＳＲ送信が共
に可能な場合、
　１）ＰＦ３でだけＳＲを送信（すなわち、ＰＦ３　ＰＵＣＣＨリソースを介してだけＳ
Ｒを送信）するか、あるいは
　２）該当ＰＦ３とＳＲ　ＰＵＣＣＨの両者を介してＳＲを送信（すなわち、ＰＦ３　Ｐ
ＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースの両方でＳＲを送信）することができる。
【０１８５】
　また、同じ時点にＰＦ３を介してのＳＲ送信が複数セル／ＣＧに対して全て可能な場合
、
　１）一つの特定のセル／ＣＧ（例えば、Ｐｃｅｌｌ／ＰＣＧ）上のＰＦ３でだけＳＲを
送信するか、あるいは
　２）複数の該当セル／ＣＧ上のＰＦ３の全てを介してＳＲを送信することができる。例
えば、ＳＲがトリガーされ、同じ時点、すなわち同じサブフレームにＰｃｅｌｌにも設定
されたＰＵＣＣＨリソースがあり、Ａｃｅｌｌにも設定されたＰＵＣＣＨリソースがあれ
ば、
　１）図１３に示したように、特定のセル（図１３（ａ）のようにＰｃｅｌｌ、又は図１
３（ｂ）のようにＡｃｅｌｌ）上のＰＵＣＣＨリソースでだけＳＲが送信されるか、ある
いは
　２）ＳＲがＰｃｅｌｌ上のＰＵＣＣＨリソースとＡｃｅｌｌのＰＵＣＣＨリソースの両
方でそれぞれ送信されることができる。
【０１８６】
　特定（複数）のセル／ＣＧ上のＰＦ３でＳＲ送信ができるように設定される場合、ＳＲ
がポジティブなのかネガティブなのかによってＰＦ３ペイロードに１ビットの付与可否が
変われば、ｅＮＢはＰＦ３ペイロードの大きさに基づく復号とＰＦ３ペイロードの大きさ
＋１ビットに基づく復号を全てＰＦ３リソースごとに行わなければならない。このような
問題点を考慮して、ＳＲ送信可能時点に設定されたＳＦでは（ＳＲがポジティブなのかネ
ガティブなのかに関係なく）いつも該当ＰＦ３ペイロード上にＳＲ送信用途の１ビットが
加わることができる。
【０１８７】
　一方、ＣＡ状況ではＰＵＣＣＨ送信が設定されたＡｃｅｌｌの場合にも一般Ｓｃｅｌｌ
と同様に特定の時点に非活性化（以後にまた活性化）状態に設定することを考慮すること
ができる。既存の一般Ｓｃｅｌｌの場合、ＵＥは非活性化したＳｃｅｌｌを介しての全て
のＵＬチャネル／信号（例えば、ＰＵＳＣＨ、ＳＲＳ）送信を中断（ｓｔｏｐ）すること
ができる。ＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信が設定されたＡｃｅｌｌを考慮する場合、ＵＥがｅＮＢ
にＵＬデータ送信リソースに対するスケジューリングを要求する信号であるＳＲの送信が
中断されれば、適切な時点に効果的なＵＬスケジューリングが行えない可能性がある。
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【０１８８】
　適切な時点にＵＬスケジューリングが行われるようにするために、本発明の一実施例は
、ＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信が設定されたＡｃｅｌｌの場合、ＵＥはＡｃｅｌｌが非活性化し
た状態でも例外的に与えられた周期及びリソースに基づいて（中断なく）ＳＲ送信を行う
ことを提案する。この実施例はＡｃｅｌｌを介してだけＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信を行うよう
に設定された場合にだけ限定的に適用可能である。言い換えれば、ＳＲ送信時点にＡｃｅ
ｌｌには予約されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースがあるが、Ｐｃｅｌｌには予約されたＰＵ
ＣＣＨリソースがない場合にこの実施例が適用可能である。
【０１８９】
　適切な時点にＵＬスケジューリングが行われるようにするための本発明の他の実施例は
、ＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信が設定されたＡｃｅｌｌが非活性化した状態に転換された場合、
ＵＥは（Ａｃｅｌｌ上でのＳＲ送信を中断する代わり）ＰＲＡＣＨ（プリアンブル）信号
送信による任意接続過程によってＵＬスケジューリング要求を行うことができる。この実
施例は、Ａｃｅｌｌを介してＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信を行うように設定された場合にだけ限
定的に適用可能である。言い換えれば、ＳＲ送信時点にＡｃｅｌｌには予約されたＳＲ　
ＰＵＣＣＨリソースがあるが、Ｐｃｅｌｌには予約されたＰＵＣＣＨリソースがない場合
にこの実施例が適用可能である。
【０１９０】
　図１４（ａ）を参照すると、Ａｃｅｌｌが非活性化した状態でＳＲがトリガーされれば
、ＵＥはすぐ任意接続過程を開始することができる。例えば、Ａｃｅｌｌが非活性化した
状態でＳＲがトリガーされれば、ＵＥはＰｃｅｌｌ上にＰＵＣＣＨリソースがあるサブフ
レームに到逹するまで待たなく、ＳＲ最大送信回数Ｍに到逹する以前であっても、ＳＲの
送信を中断し、Ｐｃｅｌｌ上で任意接続過程を開始することができる。
【０１９１】
　図１４（ｂ）を参照すると、ＳＲがトリガーされた後、ＵＬグラントを受ける前にＡｃ
ｅｌｌが非活性化すれば、ＵＥはＳＲ最大送信回数に到逹する前であってもＳＲの送信を
中断し、任意接続過程を開始することができる。例えば、ＳＲ送信過程でＡｃｅｌｌが非
活性化すれば、ＵＥはＰｃｅｌｌ上にＰＵＣＣＨリソースがあるサブフレームに到逹する
まで待たなく、ＳＲ最大送信回数Ｍに到逹する以前であってもＳＲの送信を中断し、Ｐｃ
ｅｌｌ上で任意接続過程を行うことができる。
【０１９２】
　さらに他の方案として、ＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信のためのＯｐｔ１又はＯｐｔ２を考慮す
ることができる：。
【０１９３】
　Ｏｐｔ１）Ｐｃｅｌｌを介してだけＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信が行われるように設定される
。
【０１９４】
　Ｏｐｔ２）ＰｃｅｌｌとＡｃｅｌｌの両方を介してＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信が行われるよ
うに設定される。
【０１９５】
　Ｏｐｔ１とＯｐｔ２のうち一つにだけ設定する方式を考慮することができる。言い換え
れば、Ａｃｅｌｌを介してＳＲ　ＰＵＣＣＨ送信を行うように設定することを排除するこ
とができる。Ｏｐｔ２は（ＡｃｅｌｌへのＰＵＣＣＨオフロード頻度を最大限高めるため
に）Ａｃｅｌｌが活性化した状態にある場合にはＳＲをＡｃｅｌｌにだけ送信し、Ａｃｅ
ｌｌが非活性化した状態にある場合にはＳＲをＰｃｅｌｌにだけ送信するように動作する
ことができる。
【０１９６】
　ＰＵＣＣＨ送信設定されたＡｃｅｌｌの場合にもＰｃｅｌｌと同様にＤＣＩフォーマッ
ト３／３Ａによる送信電力制御（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ、ＴＰ
Ｃ）命令に従ってＵＬ電力制御を行うことを考慮することができる。この場合、ＤＣＩフ
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ォーマット３／３ＡはＡｃｅｌｌそのものを介して送信されるかあるいはＰｃｅｌｌを介
して送信されることができる。既存の一般Ｓｃｅｌｌの場合、Ｓｃｅｌｌが非活性化した
状態でＵＥはＳｃｅｌｌに対する全てのＤＣＩ（これを運ぶ制御チャネル）検出／受信を
中断（ｓｔｏｐ）することができる。再送信可能なＰＵＳＣＨ送信のみ行う一般Ｓｃｅｌ
ｌとは違い、Ａｃｅｌｌの場合、再送信が不可能な（重要なＵＣＩを運ぶ）ＰＵＣＣＨ送
信を担当するセルであるので、再び活性化した状態に転換される時点から安定的なＵＣＩ
　ＰＵＣＣＨ送信を行うことが要求されることができる。
【０１９７】
　したがって、本発明の一実施例は、ＰＵＣＣＨ送信が設定されたＡｃｅｌｌの場合、Ｕ
Ｅは非活性化した状態でも例外的に該当ＡｃｅｌｌのＵＬ電力制御のために設定されたＤ
ＣＩフォーマット３／３Ａに対する検出／受信を行い、該当ＤＣＩ内のＴＰＣ命令をＡｃ
ｅｌｌのＵＬ（例えば、ＰＵＣＣＨ）電力制御過程に適用することを提案する。例えば、
ＡｃｅｌｌのＵＬ電力制御のために設定されたＤＣＩフォーマット３／３Ａ内のＴＰＣ値
が累積（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅ）されることができる。
【０１９８】
　他の方案として、（ＵＥがＡｃｅｌｌに対するＤＣＩフォーマット３／３Ａ検出／受信
を中断する代わり）ｅＮＢが該当Ａｃｅｌｌに対して活性化した状態への転換を指示する
信号（例えば、ＭＡＣメッセージ）によって特定のＵＬ信号（例えば、ＰＵＣＣＨ又はＳ
ＲＳ又はＰＵＳＣＨ）送信トリガーし、ｅＮＢにとってＡｃｅｌｌに対する迅速なＵＬ電
力制御を行うようにすることもできる。
【０１９９】
　さらに他の方案として、（ＵＥがＡｃｅｌｌに対するＤＣＩフォーマット３／３Ａ検出
／受信を中断する代わり）ｅＮＢが該当Ａｃｅｌｌに対して活性化状態への転換を指示す
る信号（例えば、ＭＡＣメッセージ）に直接ＴＰＣ命令を含ませて送信する方法を考慮す
ることができる。ＵＥは受信された該当ＴＰＣをＡｃｅｌｌのＵＬ電力制御に適用するこ
とができる。若しくは、（ＵＥが非活性化したＡｃｅｌｌに対するＤＣＩフォーマット３
／３Ａ検出／受信を中断する代わり）ｅＮＢが特定の電力オフセットを前もって設定して
おいた状態で、Ａｃｅｌｌが活性化状態に転換される時点にＵＥにとって電力オフセット
をＡｃｅｌｌのＵＬ電力制御に適用するようにすることができる。
【０２００】
　さらに他の方案として、（非活性化したＡｃｅｌｌに対するＤＣＩフォーマット３／３
Ａ検出／受信を中断するが）Ａｃｅｌｌが活性化状態に転換された後、Ａｃｅｌｌを介し
て他のＵＬチャネル／信号（例えば、ＰＵＳＣＨ又はＳＲＳ）送信が行われる前までＵＥ
はＰＵＣＣＨ送信を行わない方法を考慮することができる。一方、この方法は、周期的Ｃ
ＳＩを運ぶＰＵＣＣＨ送信にだけ限定的に適用することができる。若しくは、（非活性化
したＡｃｅｌｌに対するＤＣＩフォーマット３／３Ａ検出／受信を中断するが）Ａｃｅｌ
ｌが活性化状態に転換された後、ＡｃｅｌｌでのＰＵＣＣＨ送信に対する（ＤＣＩフォー
マット３／３Ａに基づく）ＴＰＣ命令を受信する前までＵＥはＰＵＣＣＨ送信を行わない
方法を考慮することができる。一方、この方法は周期的ＣＳＩを運ぶＰＵＣＣＨ送信にだ
け限定的に適用することができる。
【０２０１】
　Ａｃｅｌｌに対するＴＰＣを運ぶＤＣＩフォーマット３／３ＡがＰｃｅｌｌを介して送
信される場合、その設定によって（ＵＥが）該当ＤＣＩに対する検出／受信を中断する動
作が変わることができる。例えば、上位階層信号ＴＰＣ－ＰＤＣＣＨ－ＣｏｎｆｉｇがＰ
ＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨ電力制御のためのＲＮＴＩ及びインデックスを設定するのに使わ
れ、ＰｃｅｌｌとＡｃｅｌｌのそれぞれに対して互いに異なるＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮ
ＴＩが割り当てられた場合、ＵＥはＡｃｅｌｌに割り当てられたＲＮＴＩに基づくＤＣＩ
フォーマット３／３Ａに対する検出／受信を中断することができる。他の例として、ＴＰ
Ｃ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩは二つのセルに同一に割り当てられた状態で各セル別に相異な
るｔｐｃ－Ｉｎｄｅｘが割り当てられた場合、ＵＥは該当ＲＮＴＩに基づくＤＣＩフォー
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マット３／３Ａに対する検出／受信を（中断なく）行い、Ａｃｅｌｌに割り当てられたｔ
ｐｃ－Ｉｎｄｅｘとこれに対応するＴＰＣは無視することができる。
【０２０２】
　図１５は、本発明を実行する送信装置１０及び受信装置２０の構成要素を示すブロック
図である。
【０２０３】
　送信装置１０及び受信装置２０は、情報及び／又はデータ、信号、メッセージなどを搬
送する無線信号を送信又は受信できる無線周波数（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、Ｒ
Ｆ）ユニット１３，２３と、無線通信システムにおける通信と関連した各種情報を記憶す
るメモリ１２，２２と、上記ＲＦユニット１３，２３及びメモリ１２，２２などの構成要
素と動作的に連結され、上記構成要素を制御して該当装置が前述した本発明の実施例の少
なくとも１つを行うようにメモリ１２，２２及び／又はＲＦユニット１３，２３を制御す
るように構成された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）プロセッサ１１，２１とをそれぞれ備える
。
【０２０４】
　メモリ１２，２２は、プロセッサ１１，２１の処理及び制御のためのプログラムを格納
することができ、入／出力される情報を臨時記憶することができる。メモリ１２，２２を
バッファーとして活用することができる。
【０２０５】
　プロセッサ１１，２１は、通常、送信装置又は受信装置内の各種モジュールの全般的な
動作を制御する。特に、プロセッサ１１，２１は、本発明を実行するための各種の制御機
能を実行することができる。プロセッサ１１，２１は、コントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｅｒ）、マイクロコントローラ（ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、マイクロプロセッ
サ（ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、マイクロコンピュータ（ｍｉｃｒｏｃｏｍｐｕｔ
ｅｒ）などと呼ぶこともできる。プロセッサ１１，２１は、ハードウェア（ｈａｒｄｗａ
ｒｅ）、ファームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウェア、又はそれらの結合によっ
て具現することができる。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明を実
行するように構成されたＡＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎ
ｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉ
ｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ
ｓ）などをプロセッサ４００ａ，４００ｂに具備することができる。一方、ファームウェ
アやソフトウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明の機能又は動作を実行する
モジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェアやソフトウェアを構成するこ
とができ、本発明を実行するように構成されたファームウェア又はソフトウェアは、プロ
セッサ１１，２１内に設けられてもよく、メモリ１２，２２に記憶されてプロセッサ１１
，２１によって駆動されてもよい。
【０２０６】
　送信装置１０のプロセッサ１１は、プロセッサ１１又はプロセッサ１１と接続されたス
ケジューラからスケジュールされて外部に送信される信号及び／又はデータに対して所定
のコーディング（ｃｏｄｉｎｇ）及び変調（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を行った後にＲＦユ
ニット１３に送信する。例えば、プロセッサ１１は、送信しようとするデータ列を逆多重
化及びチャネルコーディング、スクランブリング、変調過程などを経てＮｌａｙｅｒ個の
レイヤに変換する。コーディングされたデータ列はコードワードとも呼ばれ、ＭＡＣ層の
提供するデータブロックである送信ブロックと等価である。１つの送信ブロック（ｔｒａ
ｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ、ＴＢ）は１つのコードワードにコーディングされ、各コード
ワードは、１つ以上のレイヤの形態で受信装置に送信される。周波数アップコンバートの
ためにＲＦユニット１３はオシレーター（ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）を備えることができる
。ＲＦユニット１３は、Ｎｔ個（Ｎｔは１以上の正の整数）の送信アンテナを有すること
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ができる。
【０２０７】
　受信装置２０の信号処理過程は、送信装置１０の信号処理過程の逆に構成される。プロ
セッサ２１の制御下に、受信装置２０のＲＦユニット２３は送信装置１０によって送信さ
れた無線信号を受信する。ＲＦユニット２３はＮｒ個の受信アンテナを有することができ
、ＲＦユニット２３は、受信アンテナで受信した信号のそれぞれを周波数ダウンコンバー
ト（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒｔ）して基底帯域信号に復元する。Ｒ
Ｆユニット２３は、周波数ダウンコンバートのためにオシレーターを備えることができる
。プロセッサ２１は、受信アンテナで受信した無線信号に対する復号（ｄｅｃｏｄｉｎｇ
）及び復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を行い、送信装置１０が本来送信しようとした
データを復元することができる。
【０２０８】
　ＲＦユニット１３，２３は、１つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサ
１１，２１の制御下に、本発明の一実施例によって、ＲＦユニット１３，２３によって処
理された信号を外部に送信したり、外部から無線信号を受信してＲＦユニット１３，２３
に伝達する機能を果たす。アンテナは、アンテナポートとも呼ばれる。各アンテナは、１
つの物理アンテナに該当してもよく、１つよりも多い物理アンテナ要素（ｅｌｅｍｅｎｔ
）の組合せによって構成されてもよい。各アンテナから送信された信号は、受信装置２０
でそれ以上分解することができない。該当アンテナに対応して送信された参照信号（ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＳ）は、受信装置２０の観点で見たアンテナを定義し
、チャネルが１つの物理アンテナからの単一（ｓｉｎｇｌｅ）無線チャネルか或いは上記
アンテナを含む複数の物理アンテナ要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）からの合成（ｃｏｍｐｏｓｉ
ｔｅ）チャネルかに関係なく、上記受信装置２０にとって上記アンテナに対するチャネル
推定を可能にする。すなわち、アンテナは、上記アンテナ上のシンボルを伝達するチャネ
ルが、上記同一アンテナ上の他のシンボルが伝達される上記チャネルから導出されうるよ
うに定義される。複数のアンテナを用いてデータを送受信する多重入出力（Ｍｕｌｔｉ－
Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ－Ｏｕｔｐｕｔ、ＭＩＭＯ）機能を支援するＲＦユニットの場合
は、２個以上のアンテナと接続することができる。
【０２０９】
　本発明の実施例において、ＵＥは、上りリンクでは送信装置１０として動作し、下りリ
ンクでは受信装置２０として動作する。本発明の実施例において、ｅＮＢは、上りリンク
では受信装置２０として動作し、下りリンクでは送信装置１０として動作する。以下、Ｕ
Ｅに具備されたプロセッサ、ＲＦユニット及びメモリを、ＵＥプロセッサ、ＵＥ　ＲＦユ
ニット及びＵＥメモリとそれぞれ称し、ｅＮＢに具備されたプロセッサ、ＲＦユニット及
びメモリを、ｅＮＢプロセッサ、ｅＮＢ　ＲＦユニット及びｅＮＢメモリとそれぞれ称す
る。
【０２１０】
　本発明のｅＮＢプロセッサは本発明の実施例のいずれか一つによってＰｃｅｌｌとＡｃ
ｅｌｌにＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソース、ＣＳＩ　
ＰＵＣＣＨリソースを設定又は割り当てることができる。ｅＮＢプロセッサはＵＥに設定
されたＰＵＣＣＨリソースについての情報を送信するようにｅＮＢ　ＲＦユニットを制御
することができる。例えば、ｅＮＢプロセッサはＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースをＰｃｅｌｌ
とＡｃｅｌｌに設定（すなわち、予約）することができる。ｅＮＢプロセッサはＰｃｅｌ
ｌに対するＳＲ　ＰＵＣＣＨ設定情報とＡｃｅｌｌについてのＳＲ　ＰＵＣＣＨ設定情報
を送信するようにｅＮＢ　ＲＦユニットを制御することができる。ｅＮＢプロセッサはＰ
Ｆ３リソース、すなわちＰＦ３　ＰＵＣＣＨリソースを設定し、ＰＦ３　ＰＵＣＣＨにつ
いての設定情報をＵＥに送信するようにｅＮＢ　ＲＦユニットを制御することができる。
ｅＮＢプロセッサは本発明の実施例のいずれか一つによって、少なくともＡｃｅｌｌ又は
Ｐｃｅｌｌ上でＰＵＣＣＨリソースを用いてＳＲ及び／又はＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信する
ようにｅＮＢ　ＲＦユニットを制御することができる。ｅＮＢプロセッサはＰＵＣＣＨ及
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以下、ＴＰＣ　ＰＤＣＣＨ設定情報）と、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨに対するＴＰＣの送
信に使われるＤＣＩフォーマット３／３Ａを送信するようにｅＮＢ　ＲＦユニットを制御
することができる。ｅＮＢプロセッサはＴＰＣ　ＰＤＣＣＨ設定情報とＤＣＩフォーマッ
ト３又は３Ａによって少なくともＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを受信するようにｅＮＢ　Ｒ
Ｆユニットを制御することができる。
【０２１１】
　本発明のＵＥプロセッサは本発明の実施例のいずれか一つによってＰｃｅｌｌとＡｃｅ
ｌｌにＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソース、ＣＳＩ　Ｐ
ＵＣＣＨリソースを設定又は割当てすることができる。ＵＥプロセッサはＵＥに設定され
たＰＵＣＣＨリソースについての（暗黙的又は明示的）ＰＵＣＣＨ設定情報を受信するよ
うにＵＥＲＦユニットを制御することができる。ＵＥプロセッサはＰＵＣＣＨ設定情報に
基づいてＰＵＣＣＨリソース（等）を設定することができる。例えば、ＳＲ設定情報によ
って、ＵＥプロセッサはＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースをＰｃｅｌｌとＡｃｅｌｌに設定（す
なわち、予約）することができる。ＵＥプロセッサはＰｃｅｌｌに対するＳＲ　ＰＵＣＣ
Ｈ設定情報とＡｃｅｌｌについてのＳＲ　ＰＵＣＣＨ設定情報を受信するようにＵＥＲＦ
ユニットを制御することができる。ＵＥプロセッサは、ＳＲがトリガーされれば、ＳＲ　
ＰＵＣＣＨ設定情報に基づいてＳＲ　ＰＵＣＣＨを送信するようにＵＥＲＦユニットを制
御することができる。ＵＥプロセッサはＰＦ３リソース、すなわちＰＦ３　ＰＵＣＣＨリ
ソースについての設定情報を受信するようにＵＥＲＦユニットを制御し、ＰＦ３　ＰＵＣ
ＣＨリソースについての設定情報に基づいてＰＦ３のＰＵＣＣＨを送信するようにＵＥＲ
Ｆユニットを制御することができる。ＵＥプロセッサは本発明の実施例のいずれか一つに
よって、少なくともＡｃｅｌｌ又はＰｃｅｌｌ上でＰＵＣＣＨリソースを用いてＳＲ及び
／又はＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するようにＵＥＲＦユニットを制御することができる。Ｕ
ＥプロセッサはＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨのための電力制御に使われるＴＰＣを運ぶＰＤ
ＣＣＨについての設定情報（以下、ＴＰＣ　ＰＤＣＣＨ設定情報）と、ＰＵＣＣＨ及びＰ
ＵＳＣＨに対するＴＰＣの送信に使われるＤＣＩフォーマット３／３Ａを受信するように
ＵＥＲＦユニットを制御することができる。ＵＥプロセッサはＴＰＣ　ＰＤＣＣＨ設定情
報とＤＣＩフォーマット３又は３Ａによって少なくともＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを送信
するようにＵＥＲＦユニットを制御することができる。
【０２１２】
　上述したように開示された本発明の好適な実施例に関する詳細な説明は、当業者が本発
明を具現して実施できるように提供された。上記では本発明の好適な実施例を参照して説
明したが、当該技術の分野における熟練した当業者にとっては、添付の特許請求の範囲に
記載された本発明を様々に修正及び変更させることができると言うことは明らかである。
したがって、本発明は、ここに開示された実施の形態に制限しようとするものではなく、
ここに開示された原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えようとするものであ
る。
【産業上の利用可能性】
【０２１３】
　本発明の実施例は、無線通信システムにおいて、基地局又はユーザ機器、その他の装備
に用いることができる。
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【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月12日(2017.7.12)
【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】
　１つの１次セル（Ｐｃｅｌｌ）と１つ以上の２次セル（Ｓｃｅｌｌ）を含む複数のセル
が設定された使用者器機が上りリンク信号を送信する方法であって、
　前記複数のセルのうち物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）Ｓｃｅｌｌとして設
定されたＳｃｅｌｌ上にスケジューリング要求のためのＰＵＣＣＨリソース（ＳＲ　ＰＵ
ＣＣＨリソース）を設定するステップと、
　送信される上りリンクスケジューリング要求がある場合、前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅｌｌ
上に設定された前記ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてスケジューリング要求送信を実行
するステップと、を含む、上りリンク信号送信方法。
【請求項２】
　送信される上りリンクスケジューリング要求がある場合、及び前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅ
ｌｌが非活性化した状態である場合、ランダムアクセス過程を実行するステップを更に含
む、請求項１に記載の上りリンク信号送信方法。
【請求項３】
　前記送信される上りリンクスケジューリング要求がある場合、及びその他のセル上に設
定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースがなく、前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅｌｌが非活性化した
状態である場合、前記スケジューリング要求送信以外の前記ランダムアクセス過程を実行
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するステップを更に含む、請求項２に記載の上りリンク信号送信方法。
【請求項４】
　前記複数のセルのうち前記Ｐｃｅｌｌ上にＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを設定するステッ
プと、
　送信される上りリンクスケジューリング要求がある場合、及び前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅ
ｌｌ上に設定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース（Ｓｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
）と前記Ｐｃｅｌｌ上に設定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース（Ｐｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵ
ＣＣＨリソース）が存在する場合、前記Ｓｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースと前記Ｐ
ｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースの１つのみを用いて、スケジューリング要求送信を
実行するステップと、
を更に含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の上りリンク信号送信方法。
【請求項５】
　前記複数のセルは、前記Ｐｃｅｌｌ及び０以上のＳｃｅｌｌで構成されたＰｃｅｌｌグ
ループと前記Ｐｃｅｌｌグループに属しない１つ以上のＳｃｅｌｌで構成されたＳｃｅｌ
ｌグループとを含み、前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅｌｌは前記Ｓｃｅｌｌグループに属する、
請求項４に記載の上りリンク信号送信方法。
【請求項６】
　ポジティブまたはネガティブなスケジューリング要求があるかどうかに関わらず、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫの送信時点に前記Ｐｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースまたは前記Ｓｃｅ
ｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが存在する場合、スケジューリング要求のための１ビッ
トをＡＣＫ／ＮＡＣＫのペイロードに追加し、前記１ビットが追加されたＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋのペイロードを送信するステップを更に含む、請求項４に記載の上りリンク信号送信方
法。
【請求項７】
　１つの１次セル（Ｐｃｅｌｌ）と１つ以上の２次セル（Ｓｃｅｌｌ）を含む複数のセル
が設定され、上りリンク信号を送信する使用者器機であって、
　無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を含み、
　前記プロセッサは、
　前記複数のセルのうち物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）Ｓｃｅｌｌとして設
定されたＳｃｅｌｌ上にスケジューリング要求のためのＰＵＣＣＨリソース（ＳＲ　ＰＵ
ＣＣＨリソース）を設定し、
　送信される上りリンクスケジューリング要求がある場合、前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅｌｌ
上に設定された前記ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてスケジューリング要求送信を実行
するよう前記ＲＦユニットを制御する、使用者器機。
【請求項８】
　送信される上りリンクスケジューリング要求がある場合、及び前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅ
ｌｌが非活性化した状態である場合、前記プロセッサは、ランダムアクセス過程を実行す
るよう前記ＲＦユニットを制御する、請求項７に記載の使用者器機。
【請求項９】
　前記送信される上りリンクスケジューリング要求がある場合、及びその他のセル上に設
定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースがなく、前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅｌｌが非活性化した
状態である場合、前記プロセッサは、前記スケジューリング要求送信以外の前記ランダム
アクセス過程を実行するよう前記ＲＦユニットを制御する、請求項８に記載の使用者器機
。
【請求項１０】
　前前記プロセッサは、前記複数のセルのうち前記Ｐｃｅｌｌ上にＳＲ　ＰＵＣＣＨリソ
ースを設定し、
　送信される上りリンクスケジューリング要求がある場合、及び前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅ
ｌｌ上に設定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース（Ｓｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
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）と前記Ｐｃｅｌｌ上に設定されたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース（Ｐｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵ
ＣＣＨリソース）が存在する場合、前前記プロセッサは、前記Ｓｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣ
ＣＨリソースと前記Ｐｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースの１つのみを用いて、スケジ
ューリング要求送信を実行するよう前記ＲＦユニットを制御する、請求項７～９のいずれ
か一項に記載の使用者器機。
【請求項１１】
　前記複数のセルは、前記Ｐｃｅｌｌ及び０以上のＳｃｅｌｌで構成されたＰｃｅｌｌグ
ループと前記Ｐｃｅｌｌグループに属しない１つ以上のＳｃｅｌｌで構成されたＳｃｅｌ
ｌグループとを含み、前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅｌｌは前記Ｓｃｅｌｌグループに属する、
請求項１０に記載の使用者器機。
【請求項１２】
　ポジティブまたはネガティブなスケジューリング要求があるかどうかに関わらず、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫの送信時点に前記Ｐｃｅｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースまたは前記Ｓｃｅ
ｌｌ　ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが存在する場合、前記プロセッサは、スケジューリング
要求のための１ビットをＡＣＫ／ＮＡＣＫのペイロードに追加し、前記１ビットが追加さ
れたＡＣＫ／ＮＡＣＫのペイロードを送信するように前記ＲＦユニットを制御する、請求
項１０に記載の使用者器機。
【請求項１３】
　基地局が、１つの１次セル（Ｐｃｅｌｌ）と１つ以上の２次セル（Ｓｃｅｌｌ）を含む
複数のセルが設定された使用者器機から上りリンク信号を受信する方法であって、
　前記複数のセルのうち物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）Ｓｃｅｌｌとして設
定されたＳｃｅｌｌ上にスケジューリング要求のためのＰＵＣＣＨリソース（ＳＲ　ＰＵ
ＣＣＨリソース）の設定情報を送信するステップと、
　前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅｌｌ上に設定された前記ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを用いて上
りリンクスケジューリング要求を受信し、前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅｌｌが非活性化した状
態である場合、ランダムアクセスチャネルを受信するステップと、
を含む、上りリンク信号受信方法。
【請求項１４】
　１つの１次セル（Ｐｃｅｌｌ）と１つ以上の２次セル（Ｓｃｅｌｌ）を含む複数のセル
が設定された使用者器機から上りリンク信号を受信する基地局であって、
　無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を含み、
　前記プロセッサは、
　前記複数のセルのうち物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）Ｓｃｅｌｌとして設
定されたＳｃｅｌｌ上にスケジューリング要求のためのＰＵＣＣＨリソース（ＳＲ　ＰＵ
ＣＣＨリソース）の設定情報を送信するように前記ＲＦユニットを制御し、
　前記ＰＵＣＣＨ　Ｓｃｅｌｌ上に設定された前記ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを用いて上
りリンクスケジューリング要求を受信するように前記ＲＦユニットを制御し、前記ＰＵＣ
ＣＨ　Ｓｃｅｌｌが非活性化した状態である場合、ランダムアクセスチャネルを受信する
ように前記ＲＦユニットを制御する、基地局。



(51) JP 2018-509028 A 2018.3.29

10

20

30

40

【国際調査報告】



(52) JP 2018-509028 A 2018.3.29

10

20

30

40



(53) JP 2018-509028 A 2018.3.29

10

20

30

40



(54) JP 2018-509028 A 2018.3.29

10

20

30

40



(55) JP 2018-509028 A 2018.3.29

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０４Ｊ   1/00     (2006.01)           Ｈ０４Ｌ   27/26     １００　        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｊ    1/00     　　　　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  ヤン　ソクチェル
            大韓民国，ソウル　０６７７２，ソチョ－ク，ヤンジェ－デロ　１１ギル，１９，エルジー　エレ
            クトロニクス　インコーポレイティド，アイピー　センター
(72)発明者  アン　チュンクイ
            大韓民国，ソウル　０６７７２，ソチョ－ク，ヤンジェ－デロ　１１ギル，１９，エルジー　エレ
            クトロニクス　インコーポレイティド，アイピー　センター
(72)発明者  リ　スンミン
            大韓民国，ソウル　０６７７２，ソチョ－ク，ヤンジェ－デロ　１１ギル，１９，エルジー　エレ
            クトロニクス　インコーポレイティド，アイピー　センター
Ｆターム(参考) 5K067 AA13  CC06  DD23  DD24  EE02  EE10  EE24  HH28  JJ16 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

