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(57)【要約】
　異なるシステム帯域幅上で異なるユーザ機器（ＵＥ）
のための通信をサポートするための技法について説明す
る。１つの設計では、基地局が、第１のシステム帯域幅
上で少なくとも１つの第１のＵＥのための通信をサポー
トするための第１の制御情報を送信し、第１のシステム
帯域幅と重複する第２のシステム帯域幅上で少なくとも
１つの第２のＵＥのための通信をサポートするための第
２の制御情報を送信する。基地局は、第１および第２の
システム帯域幅上で、それぞれ第１および第２のＵＥに
データを送信する。１つの設計では、基地局は、第３の
システム帯域幅上で（１つまたは複数の）第１のＵＥか
ら第３の制御情報を受信し、（１つまたは複数の）第２
のＵＥから第４の制御情報を受信する。基地局は、第３
のシステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第１のＵＥ
からデータを受信し、第３のシステム帯域幅と重複する
第４のシステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第２の
ＵＥからデータを受信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のユーザ機器（ＵＥ）のための通信を
サポートするための第１の制御情報を送信することと、
　前記第１のシステム帯域幅と重複する第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第２
のＵＥのための通信をサポートするための第２の制御情報を送信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　前記第２のシステム帯域幅が前記第１のシステム帯域幅と追加の帯域幅とを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のシステム帯域幅上で前記少なくとも１つの第２のＵＥにデータを送信するこ
とをさらに備え、前記第２の制御情報が前記第１のシステム帯域幅上でのみ送信され、前
記少なくとも１つの第２のＵＥが、制御情報とデータとに対して異なるシステム帯域幅を
有する
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの制御チャネルを送信することをさらに
備え、前記第１および第２の制御情報が前記少なくとも１つの制御チャネル上で送信され
る
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの制御チャネルを送信することと、
　前記追加の帯域幅上で少なくとも１つの追加の制御チャネルを送信することと
をさらに備え、前記第１の制御情報が前記少なくとも１つの制御チャネル上で送信され、
前記第２の制御情報が、前記少なくとも１つの制御チャネル、または前記少なくとも１つ
の追加の制御チャネル、または両方の上で送信される
請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のシステム帯域幅ではなく前記第１のシステム帯域幅に基づいて、前記第１お
よび第２のＵＥに肯定応答（ＡＣＫ）情報と否定応答（ＮＡＣＫ）情報とを送るために使
用される制御チャネルのリソースを判断すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のシステム帯域幅が、第１のサイズのリソースブロックグループ（ＲＢＧ）に
区分され、前記第２のシステム帯域幅が、第２のサイズのＲＢＧに区分され、前記第２の
サイズが、前記第１のサイズとは異なるか、または前記第１のサイズの整数倍である、請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第１の
ＵＥにデータを送信することと、
　前記第２のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第２の
ＵＥにデータを送信することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のシステム帯域幅が前記第１のシステム帯域幅と追加の帯域幅とを備え、前記
少なくとも１つの第２のＵＥにデータを前記送信することが、前記第１のシステム帯域幅
にマッピングされたリソースについては前記第１のシステム帯域幅内の周波数ホッピング
を用いて、および前記追加の帯域幅にマッピングされたリソースについては前記追加の帯
域幅内の周波数ホッピングを用いて、前記少なくとも１つの第２のＵＥにデータを送信す
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ることを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの第１のＵＥについてホッピングすべき量を決定する第１のギャッ
プ値に基づく周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第１のＵＥにデータを送信
することと、
　前記少なくとも１つの第２のＵＥについてホッピングすべき量を決定する第２のギャッ
プ値に基づく周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第２のＵＥにデータを送信
することと
をさらに備え、前記第２のギャップ値が、前記第１のギャップ値とは異なるか、または前
記第１のギャップ値の整数倍である
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のシステム帯域幅上でのみセル固有基準信号（ＣＲＳ）を送信すること
をさらに備える
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のシステム帯域幅上でセル固有基準信号（ＣＲＳ）を送信することと、
　前記追加の帯域幅上で、前記ＣＲＳ、または少なくとも１つの追加の基準信号、または
両方を送信することと
をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のシステム帯域幅に基づいて定義された第１のサブバンドについての第１のチ
ャネルフィードバック情報を前記少なくとも１つの第１のＵＥから受信することと、
　前記第２のシステム帯域幅に基づいて定義された第２のサブバンドについての、または
前記第１のサブバンドと、前記追加の帯域幅に基づいて定義された少なくとも１つの追加
のサブバンドとについての、第２のチャネルフィードバック情報を前記少なくとも１つの
第２のＵＥから受信することと
をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの第１のＵＥが、ダウンリンクでは前記第１のシステム帯域幅上で
通信し、アップリンクでは第３のシステム帯域幅上で通信し、前記少なくとも１つの第２
のＵＥが、前記ダウンリンクでは前記第２のシステム帯域幅上で通信し、前記アップリン
クでは第４のシステム帯域幅上で通信し、前記第４のシステム帯域幅が、前記第３のシス
テム帯域幅と重複し、前記第３のシステム帯域幅と追加の帯域幅とを備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記第３のシステム帯域幅上で前記少なくとも１つの第１のＵＥから第３の制御情報を
受信することと、
　前記第３のシステム帯域幅上で前記少なくとも１つの第２のＵＥから第４の制御情報を
受信することと
をさらに備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第３のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第１の
ＵＥによって送信されたデータを受信することと、
　前記第４のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて、または前記第３のシステム
帯域幅にマッピングされたリソースについては前記第３のシステム帯域幅内の周波数ホッ
ピングを用いて、および前記追加の帯域幅にマッピングされたリソースについては前記追
加の帯域幅内の周波数ホッピングを用いて、前記少なくとも１つの第２のＵＥによって送
信されたデータを受信することと
をさらに備える、請求項１４に記載の方法。
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【請求項１７】
　前記第３のシステム帯域幅上で前記少なくとも１つの第１のＵＥによって送信された少
なくとも１つのサウンディング基準信号を受信することと、
　前記第３のシステム帯域幅上で、または前記第４のシステム帯域幅上で、前記少なくと
も１つの第２のＵＥによって送信された少なくとも１つの他のサウンディング基準信号を
受信することと
をさらに備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のユーザ機器（ＵＥ）のための通信を
サポートするための第１の制御情報を送信するための手段と、
　前記第１のシステム帯域幅と重複する第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第２
のＵＥのための通信をサポートするための第２の制御情報を送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１９】
　前記第２の制御情報を送信するための前記手段が、前記第１のシステム帯域幅上でのみ
前記第２の制御情報を送信するための手段を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第１の
ＵＥにデータを送信するための手段と、
　前記第２のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第２の
ＵＥにデータを送信するための手段と
をさらに備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの第１のＵＥが、ダウンリンクでは前記第１のシステム帯域幅上で
通信し、アップリンクでは第３のシステム帯域幅上で通信し、前記少なくとも１つの第２
のＵＥが、前記ダウンリンクでは前記第２のシステム帯域幅上で通信し、前記アップリン
クでは第４のシステム帯域幅上で通信し、前記第４のシステム帯域幅が、前記第３のシス
テム帯域幅と重複し、前記第３のシステム帯域幅と追加の帯域幅とを備える、請求項１８
に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第３のシステム帯域幅上で前記少なくとも１つの第１のＵＥから第３の制御情報を
受信するための手段と、
　前記第３のシステム帯域幅上で前記少なくとも１つの第２のＵＥから第４の制御情報を
受信するための手段と
をさらに備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第３のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第１の
ＵＥによって送信されたデータを受信するための手段と、
　前記第４のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第２の
ＵＥによって送信されたデータを受信するための手段と
をさらに備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のユーザ機器（ＵＥ）のための通信を
サポートするための第１の制御情報を送信することと、前記第１のシステム帯域幅と重複
する第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第２のＵＥのための通信をサポートする
ための第２の制御情報を送信することとを行うように構成された少なくとも１つのプロセ
ッサ
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記第１のシステム帯域幅上でのみ前記第２の制
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御情報を送信するように構成された、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記第１のシステム帯域幅内の周波数ホッピング
を用いて前記少なくとも１つの第１のＵＥにデータを送信することと、前記第２のシステ
ム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第２のＵＥにデータを送信
することとを行うように構成された、請求項２４に記載の装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの第１のＵＥが、ダウンリンクでは前記第１のシステム帯域幅上で
通信し、アップリンクでは第３のシステム帯域幅上で通信し、前記少なくとも１つの第２
のＵＥが、前記ダウンリンクでは前記第２のシステム帯域幅上で通信し、前記アップリン
クでは第４のシステム帯域幅上で通信し、前記第４のシステム帯域幅が、前記第３のシス
テム帯域幅と重複し、前記第３のシステム帯域幅と追加の帯域幅とを備える、請求項２４
に記載の装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記第３のシステム帯域幅上で前記少なくとも１
つの第１のＵＥから第３の制御情報を受信することと、前記第３のシステム帯域幅上で前
記少なくとも１つの第２のＵＥから第４の制御情報を受信することとを行うように構成さ
れた、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記第３のシステム帯域幅内の周波数ホッピング
を用いて前記少なくとも１つの第１のＵＥによって送信されたデータを受信することと、
前記第４のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第２のＵ
Ｅによって送信されたデータを受信することとを行うように構成された、請求項２７に記
載の装置。
【請求項３０】
　　第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のユーザ機器（ＵＥ）のための通信
をサポートするための第１の制御情報を送信することを少なくとも１つのコンピュータに
行わせるためのコードと、
　　前記第１のシステム帯域幅と重複する第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第
２のＵＥのための通信をサポートするための第２の制御情報を送信することを前記少なく
とも１つのコンピュータに行わせるためのコードと
　を備えるコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項３１】
　ユーザ機器（ＵＥ）において基地局から制御情報を受信することであって、前記基地局
が、第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のＵＥのための通信をサポートする
ための第１の制御情報を送信し、前記第１のシステム帯域幅と重複する第２のシステム帯
域幅上で少なくとも１つの第２のＵＥのための通信をサポートするための第２の制御情報
を送信し、前記ＵＥが、前記少なくとも１つの第２のＵＥのうちの１つである、受信する
ことと、
　前記制御情報に基づいて前記基地局と通信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項３２】
　前記制御情報を前記受信することが、前記第１のシステム帯域幅上でのみ前記基地局か
ら前記制御情報を受信することを備え、前記基地局と前記通信することが、前記第２のシ
ステム帯域幅上で前記基地局からデータを受信することを備える、請求項３１に記載の方
法。
【請求項３３】
　制御情報を前記受信することが、制御チャネルから肯定応答（ＡＣＫ）情報と否定応答
（ＮＡＣＫ）情報とを受信することを備え、前記制御チャネルのリソースが、前記第２の
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システム帯域幅ではなく前記第１のシステム帯域幅に基づいて判断される、請求項３１に
記載の方法。
【請求項３４】
　前記基地局と前記通信することが、少なくとも１つのリソースブロック上で前記基地局
によって送信されたデータを受信することを備え、前記第１のシステム帯域幅が、第１の
サイズのリソースブロックグループ（ＲＢＧ）に区分され、前記第２のシステム帯域幅が
、第２のサイズのＲＢＧに区分され、前記第２のサイズが、前記第１のサイズとは異なる
か、または前記第１のサイズの整数倍であり、前記少なくとも１つのリソースブロックが
、前記第２のサイズの前記ＲＢＧに基づいて判断される、請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記基地局と前記通信することが、前記第２のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを
用いて前記基地局によって送信されたデータを受信することを備える、請求項３１に記載
の方法。
【請求項３６】
　前記第２のシステム帯域幅が前記第１のシステム帯域幅と追加の帯域幅とを備え、前記
基地局によって送信されたデータを前記受信することが、前記第１のシステム帯域幅にマ
ッピングされたリソースについては前記第１のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用
いて、および前記追加の帯域幅にマッピングされたリソースについては前記追加の帯域幅
内の周波数ホッピングを用いて、前記基地局によって送信されたデータを受信することを
備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記基地局と前記通信することが、周波数ホッピングを用いて前記基地局によって送信
されたデータを受信することを備え、前記基地局が、第１のギャップ値に基づく周波数ホ
ッピングを用いて前記少なくとも１つの第１のＵＥにデータを送信し、第２のギャップ値
に基づく周波数ホッピングを用いて前記少なくとも１つの第２のＵＥにデータを送信し、
前記第２のギャップ値が、前記第１のギャップ値とは異なるか、または前記第１のギャッ
プ値の整数倍である、請求項３１に記載の方法。
【請求項３８】
　前記基地局によって前記第１のシステム帯域幅上でのみ送信されたセル固有基準信号（
ＣＲＳ）を受信すること
をさらに備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第２のシステム帯域幅が前記第１のシステム帯域幅と追加の帯域幅とを備え、前記
方法が、
　前記第１のシステム帯域幅に基づいて定義された第１のサブバンドについての、または
前記第２のシステム帯域幅に基づいて定義された第２のサブバンドについての、または前
記第１のサブバンドと、前記追加の帯域幅に基づいて定義された少なくとも１つの追加の
サブバンドとについての、チャネルフィードバック情報を前記ＵＥから前記基地局に送る
こと
をさらに備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項４０】
　前記チャネルフィードバック情報が、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報、また
はプリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ）情報、またはランクインジケータ（ＲＩ
）情報、またはそれらの組合せを備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記第２のシステム帯域幅についてのチャネルフィードバック情報を備える単一の報告
を送ること
をさらに備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項４２】
　前記第２のシステム帯域幅が前記第１のシステム帯域幅と追加の帯域幅とを備え、前記
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方法が、
　前記第１のシステム帯域幅についてのチャネルフィードバック情報を備える第１の報告
を送ることと、
　前記追加の帯域幅についてのチャネルフィードバック情報を備える第２の報告を送るこ
とと
をさらに備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つの第１のＵＥが、ダウンリンクでは前記第１のシステム帯域幅上で
通信し、アップリンクでは第３のシステム帯域幅上で通信し、前記少なくとも１つの第２
のＵＥが、前記ダウンリンクでは前記第２のシステム帯域幅上で通信し、前記アップリン
クでは第４のシステム帯域幅上で通信し、前記第４のシステム帯域幅が前記第３のシステ
ム帯域幅と追加の帯域幅とを備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項４４】
　前記第３のシステム帯域幅上で前記ＵＥから前記基地局にアップリンク制御情報を送信
すること
をさらに備える、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記第４のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記ＵＥから前記基地局にデ
ータを送信すること
をさらに備える、請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
　データを前記送信することが、前記第３のシステム帯域幅にマッピングされたリソース
については前記第３のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて、および前記追加の
帯域幅にマッピングされたリソースについては前記追加の帯域幅内の周波数ホッピングを
用いて、前記ＵＥから前記基地局にデータを送信することを備える、請求項４５に記載の
方法。
【請求項４７】
　前記第３のシステム帯域幅上で、または前記第４のシステム帯域幅上で、前記ＵＥから
前記基地局にサウンディング基準信号を送信すること
をさらに備える、請求項４３に記載の方法。
【請求項４８】
　ユーザ機器（ＵＥ）において基地局から制御情報を受信するための手段であって、前記
基地局が、第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のＵＥのための通信をサポー
トするための第１の制御情報を送信し、前記第１のシステム帯域幅と重複する第２のシス
テム帯域幅上で少なくとも１つの第２のＵＥのための通信をサポートするための第２の制
御情報を送信し、前記ＵＥが、前記少なくとも１つの第２のＵＥのうちの１つである、受
信するための手段と、
　前記制御情報に基づいて前記基地局と通信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項４９】
　前記制御情報を受信するための前記手段が、前記第１のシステム帯域幅上でのみ前記基
地局から前記制御情報を受信するための手段を備え、前記基地局と通信するための前記手
段が、前記第２のシステム帯域幅上で前記基地局からデータを受信するための手段を備え
る、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　前記少なくとも１つの第１のＵＥが、ダウンリンクでは前記第１のシステム帯域幅上で
通信し、アップリンクでは第３のシステム帯域幅上で通信し、前記少なくとも１つの第２
のＵＥが、前記ダウンリンクでは前記第２のシステム帯域幅上で通信し、前記アップリン
クでは第４のシステム帯域幅上で通信し、前記第４のシステム帯域幅が前記第３のシステ
ム帯域幅と追加の帯域幅とを備える、請求項４８に記載の装置。
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【請求項５１】
　前記第３のシステム帯域幅上で前記ＵＥから前記基地局にアップリンク制御情報を送信
するための手段
をさらに備える、請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
　前記第４のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて前記ＵＥから前記基地局にデ
ータを送信するための手段
をさらに備える、請求項５０に記載の装置。
【請求項５３】
　第１のサブフレーム中の第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のユーザ機器
（ＵＥ）と通信することと、
　第２のサブフレーム中の第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第２のＵＥと通信
することであって、前記第２のシステム帯域幅が前記第１のシステム帯域幅と重複し、前
記第１のサブフレームが前記第２のサブフレームと時分割多重化された、通信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項５４】
　前記第１および第２のシステム帯域幅と前記第１および第２のサブフレームとがダウン
リンク用であり、前記方法は、
　アップリンクでは第３のサブフレーム中の第３のシステム帯域幅上で前記少なくとも１
つの第１のＵＥと通信することと、
　前記アップリンクでは第４のサブフレーム中の第４のシステム帯域幅上で前記少なくと
も１つの第２のＵＥと通信することであって、前記第４のシステム帯域幅が前記第３のシ
ステム帯域幅と重複し、前記第３のサブフレームが前記第４のサブフレームと時分割多重
化された、通信することと
をさらに備える、請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　データ送信が前記少なくとも１つの第１のＵＥに送られた、第１のサブフレームごとに
、第３のサブフレームが、所定の遅延後に、前記データ送信についての肯定応答（ＡＣＫ
）情報と否定応答（ＮＡＣＫ）情報とを送るために前記アップリンク上で利用可能である
、請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　少なくとも１つのアップリンク許可が前記少なくとも１つの第１のＵＥに送られた、第
１のサブフレームごとに、第３のサブフレームが、所定の遅延後に、前記アップリンク上
での前記少なくとも１つの第１のＵＥによるデータ送信のために前記アップリンク上で利
用可能である、請求項５４に記載の方法。
【請求項５７】
　少なくとも１つのアップリンク許可が前記少なくとも１つの第１のＵＥに送られた、第
１のサブフレームごとに、別の第１のサブフレームが、所定の遅延後に、肯定応答（ＡＣ
Ｋ）情報と否定応答（ＮＡＣＫ）情報とを送るために前記ダウンリンク上で利用可能であ
る、請求項５４に記載の方法。
【請求項５８】
　第１のサブフレーム中の第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のユーザ機器
（ＵＥ）と通信するための手段と、
　第２のサブフレーム中の第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第２のＵＥと通信
するための手段であって、前記第２のシステム帯域幅が前記第１のシステム帯域幅と重複
し、前記第１のサブフレームが前記第２のサブフレームと時分割多重化された、通信する
ための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項５９】
　前記第１および第２のシステム帯域幅と前記第１および第２のサブフレームとがダウン
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リンク用であり、前記装置は、
　アップリンクでは第３のサブフレーム中の第３のシステム帯域幅上で前記少なくとも１
つの第１のＵＥと通信するための手段と、
　前記アップリンクでは第４のサブフレーム中の第４のシステム帯域幅上で前記少なくと
も１つの第２のＵＥと通信するための手段であって、前記第４のシステム帯域幅が前記第
３のシステム帯域幅と重複し、前記第３のサブフレームが前記第４のサブフレームと時分
割多重化された、通信するための手段と
をさらに備える、請求項５８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれる、２００９
年４月１０日に出願された「A METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT USE OF BANDWIDTH 
FOR USER EQUIPMENT OPERATING IN SYSTEMS WITH DIFFERENT BANDWIDTHS」と題する米国
仮出願第６１／１６８，３８６号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにおける通信を
サポートするための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、ボイス、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロ
ードキャストなど、様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これら
のワイヤレスシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって複数のユ
ーザをサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続シス
テムの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）シ
ステム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）システ
ム、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　ワイヤレス通信システムは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のための通信をサポートす
ることができるいくつかの基地局を含み得る。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップリンク
を介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または順方向リンク）は基地局からＵＥへ
の通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）はＵＥから基地局への通信リ
ンクを指す。ワイヤレスシステムは、そのシステムによってサポートされるシステム帯域
幅のセットから選択され得る構成可能なシステム帯域幅を用いて動作し得る。そのような
システムにおいてＵＥのための通信を効率的にサポートすることが望ましいことがある。
【発明の概要】
【０００５】
　本明細書では、異なるシステム帯域幅上で異なるＵＥのための通信をサポートするため
の技法について説明する。１つの設計では、基地局が、第１のシステム帯域幅上で少なく
とも１つの第１のＵＥのための通信をサポートするための第１の制御情報を送信し得る。
基地局は、第１のシステム帯域幅と重複し得る第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つ
の第２のＵＥのための通信をサポートするための第２の制御情報を送信し得る。基地局は
、第１のシステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第１のＵＥにデータを送信し、第２の
システム帯域幅上で（１つまたは複数の）第２のＵＥにデータを送信し得る。１つの設計
では、基地局は、第１のシステム帯域幅上で第２の制御情報を送信し、第２のシステム帯
域幅上で（１つまたは複数の）第２のＵＥにデータを送信し得る。その場合、（１つまた
は複数の）第２のＵＥは、制御情報とデータとに対して異なるシステム帯域幅を有し得る
。基地局は、以下で説明するように、様々な方法で第１および第２のＵＥに制御情報とデ
ータとを送信し得る。基地局はまた、同じく以下で説明するように、第１および第２のＵ
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Ｅのための通信をサポートするためのオーバーヘッド信号を送信し得る。
【０００６】
　１つの設計では、基地局は、第３のシステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第１のＵ
Ｅから第３の制御情報を受信し、第３のシステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第２の
ＵＥから第４の制御情報を受信し得る。基地局は、第３のシステム帯域幅上で（１つまた
は複数の）第１のＵＥからデータを受信し、第３のシステム帯域幅と重複し得る第４のシ
ステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第２のＵＥからデータを受信し得る。（１つまた
は複数の）第２のＵＥは、以下で説明するように、様々な方法で制御情報とデータとを送
信し得る。
【０００７】
　本開示の様々な態様および特徴について以下でさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ワイヤレス通信システムを示す図。
【図２】例示的なフレーム構造を示す図。
【図３Ａ】ダウンリンク上でのデータ送信を示す図。
【図３Ｂ】アップリンク上でのデータ送信を示す図。
【図４Ａ】第１および第２のシステム帯域幅の設計を示す図。
【図４Ｂ】第１および第２のシステム帯域幅の設計を示す図。
【図４Ｃ】第１および第２のシステム帯域幅の設計を示す図。
【図５】異なるサブフレームにおける第１および第２のＵＥの多重化を示す図。
【図６】異なるサブフレームにおける、およびシステム帯域幅全体の異なる部分上での、
第１および第２のＵＥの多重化を示す図。
【図７Ａ】オーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す図。
【図７Ｂ】オーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す図。
【図７Ｃ】オーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す図。
【図８】セル固有基準信号の送信を示す図。
【図９】アップリンク上での例示的な制御領域とデータ領域とを示す図。
【図１０】基地局によって通信をサポートするためのプロセスを示す図。
【図１１】基地局によって通信をサポートするための装置を示す図。
【図１２】ＵＥによって通信するためのプロセスを示す図。
【図１３】ＵＥによって通信するための装置を示す図。
【図１４】通信をサポートするための別のプロセスを示す図。
【図１５】通信をサポートするための別の装置を示す図。
【図１６】基地局およびＵＥのブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「システ
ム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡ方式
は、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲ
Ａ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　
ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ
－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡシステムは、Ｇ
ｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（Ｇ
ＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、Ｅｖｏｌｖｅ
ｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭ
Ｂ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（ＷｉＦｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥ
ＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装し得る。Ｕ
ＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕ
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ｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅ
ｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）およびＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は
、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを利用し、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを利用す
るＥ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、
ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭ（登録商標）は、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔ
ｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）と呼ばれる組織からの
文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉ
ｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）と呼ばれる組織か
らの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のシステムおよび無線技術
、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。明快のために、本技法のいくつ
かの態様について以下ではＬＴＥに関して説明し、以下の説明の大部分でＬＴＥ用語を使
用する。
【００１０】
　図１は、ワイヤレス通信システム１００を示し、これはＬＴＥシステムまたは何らかの
他のシステムであり得る。システム１００は、いくつかの進化型ノードＢ（ｅＮＢ）１１
０および他のネットワークエンティティを含み得る。ｅＮＢは、ＵＥと通信するエンティ
ティであり得、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどとも呼ばれることがある。各ｅ
ＮＢ１１０は、特定の地理的エリアに対して通信カバレージを提供し得、カバレージエリ
ア内に位置するＵＥのための通信をサポートし得る。システム容量を改善するために、ｅ
ＮＢの全体的なカバレージエリアを複数（たとえば、３つ）のより小さいエリアに分割し
得る。より小さいエリアの各々は、それぞれのｅＮＢサブシステムによってサービスされ
得る。３ＧＰＰでは、「セル」という用語は、このカバレージエリアにサービスしている
ｅＮＢおよび／またはｅＮＢサブシステムの最も小さいカバレージエリアを指すことがで
きる。
【００１１】
　ＵＥ１２０はシステム全体に分散され得、各ＵＥは固定またはモバイルであり得る。Ｕ
Ｅは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などとも呼ばれることがある。
ＵＥは、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デ
バイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレ
スローカルループ（ＷＬＬ）局、スマートフォン、ネットブック、スマートブックなどで
あり得る。
【００１２】
　システムは、周波数分割複信（ＦＤＤ）または時分割複信（ＴＤＤ）を利用し得る。Ｆ
ＤＤの場合、ダウンリンクとアップリンクとは別々の周波数チャネルを割り振られる。ダ
ウンリンク送信とアップリンク送信とは２つの周波数チャネル上で同時に送られ得る。Ｔ
ＤＤの場合、ダウンリンクとアップリンクとは同じ周波数チャネルを共有する。ダウンリ
ンク送信とアップリンク送信とは異なる時間間隔中に同じ周波数チャネル上で送られ得る
。
【００１３】
　図２に、ＬＴＥにおけるＦＤＤのために使用されるフレーム構造２００を示す。ダウン
リンクおよびアップリンクの各々の送信タイムラインは無線フレームの単位に区分され得
る。各無線フレームは、所定の持続時間（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有し得、０
～９のインデックスをもつ１０個のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは２つ
のスロットを含み得る。したがって、各無線フレームは、０～１９のインデックスをもつ
２０個のスロットを含み得る。各スロットは、Ｌ個のシンボル期間、たとえば、（図２に
示すように）通常の巡回プレフィックスの場合は７つのシンボル期間、または拡張された
巡回プレフィックスの場合は６つのシンボル期間を含み得る。各サブフレーム中の２Ｌ個
のシンボル期間には０～２Ｌ－１のインデックスが割り当てられ得る。ダウンリンク上で
は、ＯＦＤＭシンボルがサブフレームの各シンボル期間中で送信され得る。アップリンク
上では、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルがサブフレームの各シンボル期間中で送信され得る。
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【００１４】
　システムは、ダウンリンク上およびアップリンク上でのデータ送信のためにハイブリッ
ド自動再送要求（ＨＡＲＱ）をサポートし得る。ＨＡＲＱの場合、送信機は、トランスポ
ートブロック（またはパケット）が受信機によって正しく復号されるまで、または何らか
の他の終端条件に遭遇するまで、トランスポートブロックの１つまたは複数の送信を送り
得る。
【００１５】
　図３Ａに、ＨＡＲＱを用いたダウンリンク上でのデータ送信を示す。ｅＮＢは、ＵＥに
送るべきデータを有し得、ダウンリンク上でのデータ送信のためにＵＥをスケジュールし
得る。ｅＮＢは、ダウンリンク（ＤＬ）許可とデータとをサブフレームｔ1中でＵＥに送
り得る。ダウンリンク許可は、割り当てられたダウンリンクリソース、選択された変調お
よび符号化方式（ＭＣＳ）などを伝達し得る。ＵＥは、ｅＮＢからダウンリンク許可とデ
ータ送信とを受信し得、ダウンリンク許可に従ってデータ送信を処理し得る。復号結果に
応じて、ＵＥは、サブフレームｔ2中で肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＫ）を
送り得る。ｅＮＢは、ＮＡＫを受信した場合はサブフレームｔ3中でデータを再送信し得
、ＡＣＫを受信した場合は新しいデータを送信し得る。ｅＮＢによるデータ送信およびＵ
ＥによるＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックは同様の方法で続き得る。
【００１６】
　図３Ｂに、ＨＡＲＱを用いたアップリンク上でのデータ送信を示す。ＵＥは、送信すべ
きデータを有し得、スケジューリング要求をｅＮＢに送り得る（図３Ｂに図示せず）。Ｕ
Ｅは、アップリンク上でのデータ送信のためにスケジュールされ得る。ｅＮＢは、サブフ
レームｉ1中でアップリンク（ＵＬ）許可をＵＥに送り得る。アップリンク許可は、割り
当てられたアップリンクリソース、選択されたＭＣＳなどを伝達し得る。ＵＥは、サブフ
レームｉ2中で、割り当てられたアップリンクリソース上でデータをｅＮＢに送信し得る
。ｅＮＢは、ＵＥからデータ送信を受信し、処理し得る。復号結果に応じて、ｅＮＢは、
サブフレームｉ3中でＡＣＫまたはＮＡＫを送り得る。ＵＥは、ＮＡＫを受信した場合は
サブフレームｉ4中でデータを再送信し得、ＡＣＫを受信した場合は新しいデータを送信
し得る。ＵＥによるデータ送信およびｅＮＢによるＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックは同様
の方法で続き得る。
【００１７】
　ＬＴＥは、アップリンク上では同期ＨＡＲＱをサポートし、ダウンリンク上では非同期
ＨＡＲＱをサポートする。同期ＨＡＲＱの場合、トランスポートブロックのすべての送信
は、単一のＨＡＲＱインターレースのサブフレーム中で送られ得る。Ｓ個のＨＡＲＱイン
ターレースはリンクごとに定義され得、各ＨＡＲＱインターレースは、そのリンクのため
のＳ番目ごとのサブフレームを含み得、Ｓは４、６、８などに等しくなり得る。非同期Ｈ
ＡＲＱの場合、トランスポートブロックの各送信をスケジュールし、任意のサブフレーム
中で送り得る。同期ＨＡＲＱと非同期ＨＡＲＱの両方について、受信機は、特定のサブフ
レーム中でデータを受信し得、後でＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のＱ個のサブフレームを送り得
、Ｑは２、４などに等しくなり得る。たとえば、図３Ａ中で、ｔ2＝ｔ1＋Ｑであり、ｔ4

＝ｔ3＋Ｑであり、図３Ｂ中でｉ3＝ｉ2＋Ｑである。
【００１８】
　ｅＮＢは、ＵＥのための通信をサポートするために、ダウンリンク上で様々なオーバー
ヘッドチャネルと信号とを送信し得る。オーバーヘッドチャネルは、（ｉ）システム情報
を搬送するブロードキャストチャネルと、（ｉｉ）制御情報を搬送する制御チャネルとを
含み得る。オーバーヘッド信号は、システム収集のために使用される同期信号、チャネル
品質測定およびチャネル推定のために使用される基準信号、ならびに／あるいは他の信号
を含み得る。再び図２を参照すると、ｅＮＢが、ｅＮＢ中の各セルについてシステム帯域
幅の中心１．０８ＭＨｚにおいて１次同期信号（ＰＳＳ）と２次同期信号（ＳＳＳ）とを
送信し得る。ＰＳＳおよびＳＳＳは、それぞれ、通常の巡回プレフィックスをもつ各無線
フレームのサブフレーム０および５中のシンボル期間６および５中で送信され得る。ＰＳ
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ＳおよびＳＳＳは、セル探索および捕捉のためにＵＥによって使用され得る。ｅＮＢは、
いくつかの無線フレーム中のサブフレーム０のスロット１中のシンボル期間０～３中で物
理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）を送信し得る。ＰＢＣＨは何らかのシステム情
報を搬送し得る。
【００１９】
　ダウンリンクのための各サブフレームは、図２に示すように時分割多重（ＴＤＭ）であ
り得る、制御領域とデータ領域とを含み得る。制御領域はサブフレームの最初のＭ個のシ
ンボル期間を含み得、Ｍは１、２、３または４に等しくなり得、サブフレームごとに変化
し得る。制御領域は、ＵＥのための制御情報を搬送し得る。データ領域は、サブフレーム
の残りの２Ｌ－Ｍ個のシンボル期間を含み得、ＵＥのためのトラフィックデータおよび／
または他の情報を搬送し得る。
【００２０】
　ｅＮＢは、サブフレームの制御領域中で、物理制御フォーマットインジケータチャネル
（ＰＣＦＩＣＨ）、物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）、および物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）など、様々な制御チャネルを送信し得る。ＰＣＦＩ
ＣＨは、サブフレームの第１のシンボル期間中に送信され得、制御領域のサイズ（すなわ
ち、Ｍの値）を伝達し得る。ＰＨＩＣＨは、ＨＡＲＱを用いてアップリンク上で送られる
データ送信のためのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を搬送し得る。ＰＤＣＣＨは、ＵＥのためのダ
ウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を搬送し得る。ＤＣＩは、ダウンリンク許可、アップリン
ク許可、電力制御情報などを備え得る。ｅＮＢは、サブフレームのデータ領域中で物理ダ
ウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を送信し得る。ＰＤＳＣＨは、ダウンリンク上で
のデータ送信のためにスケジュールされたＵＥのためのトラフィックデータを搬送し得る
。
【００２１】
　アップリンクのための各サブフレームは、周波数分割多重（ＦＤＭ）であり得る、制御
領域とデータ領域とを含み得る。制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジにお
いて形成され得、また、ＵＥによってアップリンク上で送られる制御情報の量に基づいて
選択され得る構成可能なサイズを有し得る。データセクションは、制御セクション中に含
まれない残りの周波数を含み得る。
【００２２】
　ＵＥは、制御領域中で物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を送信するか、ま
たはサブフレームのデータ領域中で物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を送信
し得る。ＰＵＣＣＨは、ダウンリンク上で送られたデータ送信についてのＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報、スケジューリング要求など、制御情
報を搬送し得る。ＰＵＳＣＨは、ＵＥからのデータのみ、またはデータと制御情報の両方
を搬送し得る。
【００２３】
　ＬＴＥにおける様々なチャネルおよび信号は、公開されている「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）
；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」と題する３Ｇ
ＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。
【００２４】
　ＬＴＥは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利用し、アップリン
ク上ではシングルキャリア周波数分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。ＯＦＤＭとＳＣ
－ＦＤＭとは、周波数範囲を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数（ＮFFT個）の
直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。一般に、変調シ
ンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時間領域で送られる。隣接する
サブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数（ＮFFT）はシステム帯域幅
に依存する。たとえば、サブキャリア間隔は１５キロヘルツ（ｋＨｚ）であり得、ＮFFT

は、１．２５、２．５、５、１０または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシステム帯域幅に対
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してそれぞれ１２８、２５６、５１２、１０２４または２０４８に等しくなり得る。
【００２５】
　各リンクに利用可能な時間周波数リソースはリソースブロックに分割され得る。各リソ
ースブロックは、１つのスロット中で１２個のサブキャリアをカバーし得る。各スロット
中のリソースブロックの数は、システム帯域幅に依存し得、それぞれ、１．２５～２０Ｍ
Ｈｚのシステム帯域幅に対して６から１１０まで変動し得る。各リソースブロックは、い
くつかのリソース要素を含み得る。各リソース要素は、１つのシンボル期間中の１つのサ
ブキャリアをカバーし得、実数値または複素数値であり得る１つの変調シンボルを送信す
るために使用され得る。
【００２６】
　システムは、ダウンリンク上およびアップリンク上で異なるＵＥに対して異なるシステ
ム帯域幅をサポートし得る。１つの設計では、ダウンリンクのために、システムは、（ｉ
）Ｒ８ＢＷとして示される、レガシー／第１のＵＥのための第１のシステム帯域幅と、（
ｉｉ）ＮｅｗＢＷとして示される、新しい／第２のＵＥのための第２のシステム帯域幅と
をサポートし得る。１つの設計では、アップリンクのために、システムは、（ｉ）Ｒ８Ｂ
ＷＵＬとして示される、レガシーＵＥのための第３のシステム帯域幅と、（ｉｉ）Ｎｅｗ
ＢＷＵＬとして示される、新しいＵＥのための第４のシステム帯域幅とをサポートし得る
。一例として、レガシーＵＥはＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８または９あるいは何らかの他
のリリースをサポートし得、新しいＵＥは後のＬＴＥリリースをサポートし得る。第２の
システム帯域幅は第１のシステム帯域幅と完全にまたは部分的に重複し得る。同様に、第
４のシステム帯域幅は第３のシステム帯域幅と完全にまたは部分的に重複し得る。
【００２７】
　各リンクのための異なるシステム帯域幅は、様々な方法でＵＥに伝達され得る。１つの
設計では、ダウンリンクのための第１および第２のシステム帯域幅は、マスタ情報ブロッ
ク（ＭＩＢ）中で送られる３ビットＲ８ＢＷ値と２ビットＮｅｗＢＷ値とによって伝達さ
れ得る。１つの設計では、アップリンクのための第３および第４のシステム帯域幅は、シ
ステム情報ブロックタイプ２（ＳＩＢ２）中で送られる３ビットＲ８ＢＷＵＬ値と２ビッ
トＮｅｗＢＷＵＬ値とによって伝達され得る。各ｅＮＢは、ＭＩＢとＳＩＢ２とをＵＥに
周期的にブロードキャストし得る。
【００２８】
　表１は、１つの設計による、ダウンリンクのための第１および第２のシステム帯域幅を
判断するための、レガシーＵＥおよび新しいＵＥによるＲ８ＢＷおよびＮｅｗＢＷ値の解
釈を示す。
【表１】

【００２９】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８および９は、表２に示すように、６つのＲ８ＢＷ値、００
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０～１０１（２進数）を割り当てられた、ダウンリンクのための６つのシステム帯域幅の
セットをサポートする。残りの２つのＲ８ＢＷ値、１１０および１１１（２進数）は、予
約されており、使用されない。６つのシステム帯域幅の３つの追加のセットが定義され得
、表１に示すように、これらの３つの追加のセットは、ＮｅｗＢＷ値、０１、１０および
１１を割り当てられ得る。各追加のセット中の６つのシステム帯域幅は、Ｒ８ＢＷ値、０
００～１０１（２進数）を割り当てられ得る。
【表２】

【００３０】
　レガシーＵＥは、ＭＩＢからＲ８ＢＷ値を受信し得、表２に示すように、Ｒ８ＢＷ値に
基づいて、レガシーＵＥに適用可能な第１のシステム帯域幅（Ｒ８ＢＷ）を判断すること
ができる。新しいＵＥは、ＭＩＢからＲ８ＢＷ値とＮｅｗＢＷ値とを受信し得、ＮｅｗＢ
Ｗ値に基づいて、システム帯域幅のどの追加のセットを使用すべきかを判断することがで
きる。次いで、新しいＵＥは、システム帯域幅のこの追加のセット中のＲ８ＢＷ値に対応
するシステム帯域幅に基づいて、新しいＵＥに適用可能な第２のシステム帯域幅（Ｎｅｗ
ＢＷ）を判断することができる。したがって、ＮｅｗＢＷ帯域幅は、ＮｅｗＢＷ値に応じ
てＮｅｗＢＷ１、ＮｅｗＢＷ２またはＮｅｗＢＷ３に等しくなり得る。
【００３１】
　表１および表２は、ダウンリンクのための第１および第２のシステム帯域幅をレガシー
ＵＥおよび新しいＵＥに伝達する例示的な設計を示している。ダウンリンクのための第１
および第２のシステム帯域幅は、他の方法でも伝達され得る。
【００３２】
　アップリンクのためのＲ８ＢＷＵＬ値およびＮｅｗＢＷＵＬ値は、ダウンリンクのため
のＲ８ＢＷ値およびＮｅｗＢＷ値と同様の方法で定義され、解釈され得る。
【００３３】
　図４Ａに、レガシーＵＥおよび新しいＵＥのための第１および第２のシステム帯域幅の
設計を示す。この設計では、第１のシステム帯域幅は、周波数範囲の中央部分を含み得、
ベースキャリアと呼ばれ得る。第２のシステム帯域幅は、第１のシステム帯域幅と、ベー
スキャリアの上端にある上位帯域幅セグメントと、ベースキャリアの下端にある下位帯域
幅セグメントとを含み得る。上位帯域幅セグメントは、下位帯域幅セグメントに等しいこ
とも等しくないこともある。
【００３４】
　図４Ｂに、レガシーＵＥおよび新しいＵＥのための第１および第２のシステム帯域幅の
別の設計を示す。第１のシステム帯域幅は、周波数範囲の下側部分を含み得る。第２のシ
ステム帯域幅は、第１のシステム帯域幅と、第１のシステム帯域幅の上端にある上位帯域
幅セグメントとを含み得る。
【００３５】
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　図４Ｃに、レガシーＵＥおよび新しいＵＥのための第１および第２のシステム帯域幅の
さらに別の設計を示す。第１のシステム帯域幅は、周波数範囲の上側部分を含み得る。第
２のシステム帯域幅は、第１のシステム帯域幅と、第１のシステム帯域幅の下端にある下
位帯域幅セグメントとを含み得る。
【００３６】
　図４Ａ～図４Ｃは、第１および第２のシステム帯域幅の３つの設計を示している。概し
て、第２のシステム帯域幅は、（たとえば、図４Ａ～図４Ｃに示すように）第１のシステ
ム帯域幅と完全に重複し得るか、または第１のシステム帯域幅と部分的に重複し得る。第
２のシステム帯域幅は、第１のシステム帯域幅の片側または両側に追加の帯域幅を含み得
る。追加の帯域幅は、新しいＵＥにとってアクセス可能であり得るが、レガシーＵＥにと
ってはアクセス可能でないことがある。第１および第２のシステム帯域幅は、任意の好適
な幅を有し得る。たとえば、第２のシステム帯域幅は、第１のシステム帯域幅よりもわず
かに大きいことも、はるかに大きいこともある。明快のために、以下の説明の大部分では
、図４Ａに示す設計を仮定する。
【００３７】
　一態様では、レガシーＵＥおよび新しいＵＥは、ＴＤＭを使用して異なるサブフレーム
に多重化され得る。１つの設計では、ダウンリンク上の各サブフレームは、以下のうちの
１つとして指定され得る。
【００３８】
　　・　Ｒ８サブフレーム－レガシーＵＥをスケジュールすることができるサブフレーム
　　・　新しいサブフレーム－新しいＵＥをスケジュールすることができるサブフレーム
　　・　混合サブフレーム－レガシーＵＥと新しいＵＥとをスケジュールすることができ
るサブフレーム
　１つの設計では、アップリンク上の各サブフレームは、Ｒ８サブフレーム、または新し
いサブフレーム、あるいは混合サブフレームとして同様に指定され得る。概して、任意の
数のサブフレームタイプがサポートされ得る。各リンク上の各サブフレームは、サポート
されるサブフレームタイプのうちの１つとして指定され得る。
【００３９】
　図５に、ダウンリンク上またはアップリンク上でレガシーＵＥと新しいＵＥとを無線フ
レームの異なるサブフレームに多重化する例を示す。この例では、４つのサブフレーム０
、４、５および９はレガシーＵＥのためのＲ８サブフレームとして指定され、４つのサブ
フレーム１、３、６および８は新しいＵＥのための新しいサブフレームとして指定され、
２つのサブフレーム２および７はレガシーＵＥおよび新しいＵＥのための混合サブフレー
ムとして指定される。
【００４０】
　ダウンリンクおよびアップリンクのための利用可能なサブフレームは、レガシーＵＥお
よび新しいＵＥのためのＨＡＲＱ動作をサポートすることができるように、Ｒ８サブフレ
ーム、新しいサブフレーム、および混合サブフレームとして指定され得る。レガシーＵＥ
のためのダウンリンク上での非同期ＨＡＲＱをサポートするために、これらのＵＥがデー
タ送信についてのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを送ることができるように、データ送
信がレガシーＵＥに送られた各ダウンリンクサブフレームのＱサブフレーム（たとえば、
４サブフレーム）後に、Ｒ８または混合アップリンクサブフレームが利用可能でなければ
ならない。レガシーＵＥのためのアップリンク上での同期ＨＡＲＱをサポートするために
、これらのＵＥがアップリンク上でデータ送信を送ることができるように、アップリンク
許可がレガシーＵＥに送られた各ダウンリンクサブフレームのＳ－Ｑサブフレーム（たと
えば、４サブフレーム）後に、Ｒ８または混合アップリンクサブフレームが利用可能でな
ければならない。さらに、アップリンク上でのデータ送信についてのＡＣＫ／ＮＡＣＫフ
ィードバックをレガシーＵＥに送ることができるように、アップリンク許可がレガシーＵ
Ｅに送られた各ダウンリンクサブフレームのＳサブフレーム（たとえば、８サブフレーム
）後に、Ｒ８または混合ダウンリンクサブフレームが利用可能でなければならない。
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【００４１】
　１つの設計では、同じＨＡＲＱインターレース構造がレガシーＵＥと新しいＵＥの両方
のために使用され得る。この設計では、ダウンリンクのための各ＨＡＲＱインターレース
は、Ｒ８サブフレームを含むＲ８インターレース、または新しいサブフレームを含む新し
いインターレース、あるいは混合サブフレームを含む混合インターレースとして指定され
得る。同様に、アップリンクのための各ＨＡＲＱインターレースは、Ｒ８インターレース
、または新しいインターレース、あるいは混合インターレースとして指定され得る。ダウ
ンリンク上とアップリンク上の両方で効率的なＨＡＲＱ動作をサポートするために、ダウ
ンリンクのためのＨＡＲＱインターレースはアップリンクのためのＨＡＲＱインターレー
スとペアにされ得る。
【００４２】
　別の設計では、ダウンリンクおよびアップリンクのための利用可能なサブフレームは、
たとえば、レガシーＵＥおよび新しいＵＥのためのダウンリンク上およびアップリンク上
でのＨＡＲＱ動作のための様々なルールを考慮に入れることによって、Ｒ８サブフレーム
、新しいサブフレーム、および混合サブフレームとしてフレキシブルに指定され得る。
【００４３】
　たとえば、図４Ａ、図４Ｂまたは図４Ｃに示すように、第２のシステム帯域幅は第１の
システム帯域幅と重複し得る。第２のシステム帯域幅中の追加の帯域幅は、ΔＮｅｗＢＷ
として示され得、次のように表され得る。
【数１】

【００４４】
　ΔＮｅｗＢＷ帯域幅は、新しいＵＥのみのために使用され得、レガシーＵＥのための後
方互換性がないことがある。同様に、アップリンクのための追加の帯域幅はΔＮｅｗＢＷ
ＵＬ＝ＮｅｗＢＷＵＬ－Ｒ８ＢＷＵＬとして表され得る。
【００４５】
　一例として、システムは、２０ＭＨｚのシステム帯域幅をもつキャリア上で動作し得る
。レガシーＵＥのためのＲ８ＢＷ帯域幅は１００個のリソースブロックを含み得、新しい
ＵＥのためのＮｅｗＢＷ帯域幅は１１０個のリソースブロックを含み得る。ΔＮｅｗＢＷ
帯域幅は１０個のリソースブロックを含み得る。このキャリアは、マルチキャリア動作の
ための複数のキャリアの１つであり得る。レガシーＵＥのために最初に予約されたガード
バンドの一部は、新しいＵＥのためのΔＮｅｗＢＷ帯域幅として使用され得る。
【００４６】
　図６に、システム帯域幅全体の異なる部分上でレガシーＵＥと新しいＵＥとを異なるサ
ブフレームに多重化する設計を示す。図６に示す例では、第１のシステム帯域幅は第２の
システム帯域幅の中央部分を占め、第２のシステム帯域幅の２つの端部は新しいＵＥにと
ってのみアクセス可能である。サブフレーム０～９の各々の中央部分は、レガシーＵＥ、
または新しいＵＥ、あるいはレガシーＵＥと新しいＵＥの両方のために使用され得る。各
サブフレーム中の第２のシステム帯域幅の２つの端部は、新しいＵＥのみのために使用さ
れ得る。
【００４７】
　１つの設計では、混合サブフレームは、（ｉ）Ｍ１混合サブフレームと呼ばれる完全互
換混合サブフレーム、または（ｉｉ）Ｍ２混合サブフレームと呼ばれる部分互換混合サブ
フレームであり得る。Ｍ１混合サブフレームは、Ｒ８サブフレームと同様の方法でレガシ
ーＵＥをサービスすることができるように、すべての関連するチャネルおよび信号を含み
得る。レガシーＵＥがシステムを収集し、測定を実行することができるように、Ｍ２混合
サブフレームは、いくつかのチャネルおよび信号（たとえば、ＰＳＳ、ＳＳ、ＰＢＣＨ、
および基準信号）を含み得る。レガシーＵＥは、（ｉ）ダウンリンクのためのＭ１混合サ
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ブフレーム中でのデータ送信、および（ｉｉ）アップリンクのためのＭ１混合サブフレー
ム中でのデータ送信のためにスケジュールされ得る。レガシーＵＥは、ＬＴＥにおいてデ
ータをブロードキャストするために使用されるマルチキャスト／ブロードキャスト単一周
波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームのように見え得る、ダウンリンクのための
Ｍ２混合サブフレーム中でのデータ送信のためにスケジュールされないことがある。関連
する制御チャネル（たとえば、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、およびＰＤＣＣＨ）がダウン
リンクのための対応するＭ２混合サブフレーム中で送信された場合、レガシーＵＥは、ア
ップリンクのためのＭ２混合サブフレーム中でのデータ送信のためにスケジュールされ得
る。
【００４８】
　別の態様では、第１および第２のシステム帯域幅上でのレガシーＵＥおよび新しいＵＥ
の動作をサポートするために、制御チャネルおよびオーバーヘッド信号が送信され得る。
制御チャネルおよびオーバーヘッド信号は、以下で説明するように様々な方法で送信され
得る。
【００４９】
　図７Ａに、ダウンリンクのためのＲ８サブフレーム中でオーバーヘッドチャネルと信号
とを送信する設計を示す。図７Ｂに、ダウンリンクのためのＭ１混合サブフレームまたは
新しいサブフレーム中でオーバーヘッドチャネルと信号とを送信する設計を示す。図７Ａ
および図７Ｂに示す設計では、ｅＮＢは、すべてのＵＥによるシステム収集をサポートす
るために、中央の６つのリソースブロック上でＰＳＳ、ＳＳおよびＰＢＣＨを送信し得る
。ｅＮＢは、サブフレームの制御領域中のＲ８ＢＷ帯域幅上で、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣ
ＨおよびＰＤＣＣＨなどの制御チャネルを送信し得る。１つの設計では、ｅＮＢは、サブ
フレームの制御領域中のΔＮｅｗＢＷ帯域幅上で制御チャネルを送信しない。この設計で
は、図７Ｂに示すＭ１混合サブフレームの場合、ｅＮＢは、制御領域中のＲ８ＢＷ帯域幅
上で送信される制御チャネル上で、新しいＵＥのための制御情報を送信し得る。
【００５０】
　図７Ｃに、ダウンリンクのためのＭ２混合サブフレームまたは新しいサブフレーム中で
オーバーヘッドチャネルと信号とを送信する設計を示す。この設計では、ｅＮＢは、サブ
フレームの制御領域中で制御チャネルを送信することも送信しないこともある。一般に、
ｅＮＢは、ＴＤＭ、ＦＤＭ、および／または何らかの他の多重化方式を使用して新しいＵ
Ｅのための制御チャネルを送信し得る。
【００５１】
　図７Ａおよび図７Ｂに示す設計では、ｅＮＢは、レガシーＵＥをサポートするサブフレ
ーム中の（ＮｅｗＢＷ帯域幅上ではなく）Ｒ８ＢＷ帯域幅上でのみ、レガシーＵＥと新し
いＵＥの両方のための制御チャネルを送信し得る。次いで、レガシーＵＥおよび新しいＵ
Ｅは、制御情報についてＲ８ＢＷ帯域幅のみを監視し得る。この設計は以下の利点を有し
得る。
【００５２】
　　・　ΔＮｅｗＢＷ帯域幅のより効率的な利用を可能にする
　　・　新しいＵＥがより小さいシステム帯域幅を監視することを可能にし、結果として
、複雑さが緩和され、電力消費量が低減され得る
　複雑さの緩和および電力消費量の低減は、たとえば、２０ＭＨｚ未満のより小さいシス
テム帯域幅を監視するように設計された低カテゴリＵＥにとって特に望ましいことがある
。たとえば、システムは、Ｒ８ＢＷ帯域幅のための１０ＭＨｚとＮｅｗＢＷ帯域幅のため
の２０ＭＨｚとをサポートし得る。新しいＵＥは、オーバーヘッドチャネルおよび信号に
ついて中央の１０ＭＨｚだけを監視し得るが、全体の２０ＭＨｚにわたってデータを受信
し得る。したがって、新しいＵＥは、制御領域とデータ領域とに対して異なる帯域幅を有
し得る。
【００５３】
　別の設計では、新しい制御チャネルは、ダウンリンクのためのΔＮｅｗＢＷ帯域幅およ
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チャネルは、（ｉ）ダウンリンク上では制御領域中のＲ８ＢＷ帯域幅上で送信される制御
チャネル、および／または（ｉｉ）アップリンク上では制御領域中で送信されるＰＵＣＣ
Ｈと同様であり得る。ただし、新しい制御チャネルのためのインターリービングおよびホ
ッピングは、ダウンリンク上ではΔＮｅｗＢＷ帯域幅に、またはアップリンク上ではΔＮ
ｅｗＢＷＵＬ帯域幅に制限され得る。この設計は、Ｒ８ＢＷ帯域幅上で送信される制御チ
ャネルがレガシーＵＥと新しいＵＥの両方をサポートするのに十分でないときに使用され
得る。これは、たとえば、（たとえば、低コストＵＥをサポートするために）Ｒ８ＢＷ帯
域幅が極めて小さく、ＮｅｗＢＷ帯域幅がはるかに大きい場合であり得る。この設計は、
異なるタイプのセル（たとえば、マクロセル、フェムトセル、ピコセル）間および／また
は中継局間の干渉緩和など、追加の機能をサポートするためにも使用され得る。
【００５４】
　ダウンリンクおよびアップリンクのための制御チャネルは、ダウンリンクのための第１
および第２のシステム帯域幅上、ならびにアップリンクのための第３および第４のシステ
ム帯域幅上でレガシーＵＥおよび新しいＵＥの動作をサポートするために、様々な方法で
送信され得る。ダウンリンクおよびアップリンクのためのいくつかの制御チャネルの動作
について、以下でさらに詳細に説明する。
【００５５】
　ＰＨＩＣＨは、ダウンリンク上で送信され得、アップリンク上でのデータ送信をサポー
トするためにＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を搬送し得る。ＰＨＩＣＨは、パラメータＮgを１／
６、１／２、１および２の４つの可能な値のうちの１つに設定することによって、構成可
能な量のリソースを割り振られ得る。Ｎgは、ＭＩＢ中でブロードキャストされ、すべて
のＵＥにとって利用可能になり得る。ＰＨＩＣＨのためのリソースはＰＨＩＣＨグループ
単位で与えられ得る。各ＰＨＩＣＨグループは、１２個のリソース要素を含み得、最大８
つのＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送し得る。ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８では、ＦＤＤにおいて
ＰＨＩＣＨに割り振られるＰＨＩＣＨグループの数は次のように表され得る。
【数２】

【００５６】
　異なるＵＥのための複数のシステム帯域幅がサポートされるとき、ＰＨＩＣＨグループ
の数（したがって、ＰＨＩＣＨのためのリソースの量）は様々な方法で定義され得る。レ
ガシーＵＥのためのＰＨＩＣＨグループの数は、レガシーＵＥに適用可能なＲ８ＢＷ帯域
幅に基づいて定義され得る。１つの設計では、新しいＵＥのためのＰＨＩＣＨグループの
数も、Ｒ８ＢＷ帯域幅に基づいて定義され得、次のように表され得る。
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【００５７】
　式（３）に示す設計は、ＰＨＩＣＨが、Ｒ８ＢＷ帯域幅上で送信され、レガシーＵＥと
新しいＵＥの両方をサポートすることを可能にし得る。別の設計では、新しいＵＥのため
のＰＨＩＣＨグループの数は、ＮｅｗＢＷ帯域幅に基づいて定義され得る。この設計は、
たとえば、Ｒ８ＢＷが比較的小さいときに使用され得る。
【００５８】
　ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク上で送信され得、ＵＥのためのダウンリンク許可および／
またはアップリンク許可を搬送し得る。ダウンリンク許可は、ダウンリンク上でのデータ
送信のための様々なパラメータ（たとえば、割り振られたダウンリンクリソース）を搬送
し得る。アップリンク許可は、アップリンク上でのデータ送信のための様々なパラメータ
（たとえば、割り振られたアップリンクリソース）を搬送し得る。許可は、割当てなどと
も呼ばれることがある。
【００５９】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８は、タイプ０、タイプ１、およびタイプ２と呼ばれる３つ
のダウンリンクリソース割振り方式をサポートする。リソース割振りタイプ０および１は
、ＵＥに割り当てられた物理リソースブロック（ＰＲＢ）を示すビットマップに基づく。
リソース割振りタイプ２は、マッピング関数に基づいてＰＲＢにマッピングされる、連続
する仮想リソースブロック（ＶＲＢ）の割当てに基づく。
【００６０】
　リソース割振りタイプ０および１では、利用可能なＰＲＢがＮRBG個のリソースブロッ
クグループ（ＲＢＧ）に編成され、各ＲＢＧがＰ個の（または場合によってはより少ない
）連続するＰＲＢを含む。Ｐは、システム帯域幅に依存し、表３に与えられる。ＮRBGは
、ＰＲＢの総数とＰの値とに依存する。割振りタイプ１では、利用可能なＲＢＧはいくつ
かのＲＢＧサブセットにさらに編成され、各ＲＢＧサブセットはＲＢＧの一部を含む。各
ＲＢＧサブセットは、そのサブセット中に含まれるＲＢＧ中のＶ個の（または場合によっ
てはより少ない）ＰＲＢを含み得る。
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【表３】

【００６１】
　リソース割振りタイプ０では、ＵＥは、ＮRBG個のＲＢＧのうちのいずれか１つを割り
振られ得る。ダウンリンクリソースをＵＥに割り当てるために、ＮRBGビットのビットマ
ップが使用され得る。ビットマップの各ビットは、１つのＲＢＧに関連付けられ得、（ｉ
）関連するＲＢＧ中のＰＲＢがＵＥに割り当てられることを示す第１の値（たとえば、「
１」）、または（ｉｉ）関連するＲＢＧ中のＰＲＢがＵＥに割り当てられないことを示す
第２の値（たとえば、「０」）に設定され得る。
【００６２】
　リソース割振りタイプ１では、ＵＥは、選択されたＲＢＧサブセット中のＰＲＢのうち
のいずれか１つを割り振られ得る。ダウンリンクリソースをＵＥに割り当てるために、Ｖ
ビットのビットマップが使用され得る。ビットマップの各ビットは、選択されたＲＢＧサ
ブセット中の１つのＰＲＢに関連付けられ得、（ｉ）関連するＰＲＢがＵＥに割り当てら
れることを示す第１の値（たとえば、「１」）、または（ｉｉ）関連するＰＲＢがＵＥに
割り当てられないことを示す第２の値（たとえば、「０」）に設定され得る。
【００６３】
　リソース割振りタイプ０では、ダウンリンクリソースは、ＲＢＧ単位で、およびＰ個の
ＰＲＢの倍数でＵＥに割り当てられ得る。リソース割振りタイプ１では、ダウンリンクリ
ソースはＲＢＧ単位でＵＥに割り当てられ得るが、ビットマップはＲＢＧに基づいて定義
され得る。
【００６４】
　レガシーＵＥと新しいＵＥとに対して異なるシステム帯域幅がサポートされるとき、ダ
ウンリンクリソースは様々な方法で割り当てられ得る。１つの設計では、第１のＲＢＧサ
イズ（ＰR8）は、Ｒ８ＢＷ帯域幅に基づいて判断され得、レガシーＵＥに適用可能であり
得る。第２のＲＢＧサイズ（Ｐnew）は、ＮｅｗＢＷ帯域幅に基づいて判断され得、新し
いＵＥに適用可能であり得る。ＰR8は、Ｒ８ＢＷ帯域幅およびＮｅｗＢＷ帯域幅に応じて
、Ｐnewに等しいことも等しくないこともある。さらに、ＰR8は、Ｐnewで割り切れること
も割り切れないこともある。たとえば、ＮｅｗＢＷ帯域幅が１００個のＰＲＢを含むとき
、Ｐnewは４に等しくなり得、Ｒ８ＢＷ帯域幅が５０個のＰＲＢを含むとき、ＰR8は３に
等しくなり得る。ＰnewがＰR8で割り切れないとき、同じサブフレーム中でレガシーＵＥ
と新しいＵＥとをスケジュールすることはより困難であり得る。
【００６５】
　１つの設計では、Ｐnewは、スケジューリングを簡略化し、リソース衝突を回避し、断
片化を最小限に抑えるために、（たとえば、Ｒ８ＢＷ帯域幅およびＮｅｗＢＷ帯域幅の適
切な選択によって）ＰR8で割り切れるように定義され得る。ＰnewがＰR8で割り切れない
場合、リソース衝突と断片化とを最小限に抑え得るようにスケジューリングが実行され得
る。これは、たとえば、ＰnewとＰR8の最小公倍数単位でＰＲＢを割り当てることによっ
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て、またはリソース割振りタイプ０と１との混合を使用することによって、および／また
は他の方式に基づいて達成され得る。
【００６６】
　リソース割振りタイプ２では、ＵＥは、連続して配置または分散されたＶＲＢのセット
を割り振られ得る。インデックスｎVRBをもつ配置されたＶＲＢは、ｎPRB＝ｎVRBとなる
ように、インデックスｎPRBをもつＰＲＢに直接マッピングされ得る。インデックスｎVRB

をもつ分散されたＶＲＢは、マッピング関数ｆ（）に基づいて、ｎPRB＝ｆ（ｎVRB）とな
るように、インデックスｎPRBをもつＰＲＢにマッピングされ得る。
【００６７】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８では、マッピング関数ｆ（）は、システム帯域幅に依存す
るギャップパラメータＮgapに基づく。表４に、異なるシステム帯域幅のためのＮgap1お
よびＮgap2を示す。Ｎgapは、ダウンリンク許可中で伝達されたＮgap1とＮgap2のいずれ
かに等しくなり得る。ギャップパラメータは、連続するＶＲＢが、異なるスロット中でで
きる限り分離された不連続ＰＲＢにマッピングされるように定義される。

【表４】

【００６８】
　レガシーＵＥと新しいＵＥとに対して異なるシステム帯域幅がサポートされるとき、分
散リソース割振りタイプ２は様々な方法で実装され得る。１つの設計では、第１のギャッ
プ値Ｎgap,R8が、Ｒ８ＢＷ帯域幅に基づいて判断され得、レガシーＵＥに適用可能であり
得る。第２のギャップ値Ｎgap,newは、ＮｅｗＢＷ帯域幅に基づいて判断され得、新しい
ＵＥに適用可能であり得る。Ｎgap,R8で割り切れるＮgap,newを有することが望ましいこ
とがある。Ｎgap,newがＮgap,R8で割り切れない場合、リソース衝突を回避することがで
きるようにスケジューリングが実行され得る。
【００６９】
　別の設計では、Ｒ８ＢＷ帯域幅とΔＮｅｗＢＷ帯域幅とは、新しいＵＥのために別様に
扱われ得る。新しいＵＥは、Ｒ８ＢＷ帯域幅および／またはΔＮｅｗＢＷ帯域幅中のＶＲ
Ｂを割り当てられ得る。割り当てられたＶＲＢがＲ８ＢＷ帯域幅内にある場合、Ｎgapは
Ｒ８ＢＷ帯域幅に基づいて判断され得、ＶＲＢはＮgapに基づいてレガシーＵＥと同様の
方法でＰＲＢにマッピングされ得る。ただし、割り当てられたＶＲＢがΔＮｅｗＢＷ帯域
幅内にある場合、Ｎgapは、（ｉ）追加の帯域幅がＲ８ＢＷ帯域幅の片側のみにある場合
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、ΔＮｅｗＢＷ帯域幅、または（ｉｉ）追加の帯域幅がＲ８ＢＷ帯域幅の両側に分割され
ている場合、ΔＮｅｗＢＷ／２帯域幅のいずれかに基づいて判断され得る。次いで、ＶＲ
Ｂは、Ｎgapに基づいて、ΔＮｅｗＢＷ帯域幅中のＰＲＢにマッピングされ得る。この設
計では、ホッピングはΔＮｅｗＢＷ帯域幅内に自蔵され得る。
【００７０】
　さらに別の設計では、ΔＮｅｗＢＷ帯域幅内にあるＶＲＢのためにミラーホッピングが
使用され得る。ミラーホッピングによって、ＶＲＢは、（ｉ）１つのスロット中のシステ
ム帯域幅の一方のエッジから特定の距離にある１つのＰＲＢと、（ｉｉ）別のスロット中
のシステム帯域幅の反対のエッジから等しい距離にある別のＰＲＢとにマッピングされ得
る。
【００７１】
　一例として、Ｒ８ＢＷ帯域幅は、０～２４のインデックスをもつ２５個のＰＲＢを含み
得、ＮｅｗＢＷ帯域幅は、０～２６のインデックスをもつ２７個のＰＲＢを含み得る。Δ
ＮｅｗＢＷ帯域幅は、２つのＰＲＢ、すなわちＲ８ＢＷ帯域幅の各側に１つのＰＲＢを含
み得る。Ｒ８ＢＷ帯域幅のＰＲＢ０～２４は、ＮｅｗＢＷ帯域幅のＰＲＢ１～２５に対応
し得る。新しいＵＥは、開始インデックスが０である３つの連続するＶＲＢを割り当てら
れ得る。第１のＶＲＢ０は、たとえば、ミラーホッピングによって、１つのスロット中Ｐ
ＲＢ０と別のスロット中のＰＲＢ２６とにマッピングされ得る。したがって、ＶＲＢ０は
ΔＮｅｗＢＷ帯域幅内のＰＲＢにマッピングされ得る。残りのＶＲＢ１およびＶＲＢ２は
、レガシーＵＥのために使用されるマッピング関数に基づいてＲ８ＢＷ帯域幅内のＰＲＢ
にマッピングされ得る。
【００７２】
　１つの設計では、Ｒ８ＢＷ帯域幅内のＰＲＢおよびＶＲＢ、ならびにＮｅｗＢＷ帯域幅
内のＰＲＢおよびＶＲＢは、たとえば、上記の例によって示されるように、異なるインデ
ックスを割り当てられ得る。この設計では、所与のＰＲＢまたはＶＲＢは、Ｒ８ＢＷ帯域
幅とＮｅｗＢＷ帯域幅とに対して異なるインデックスを有し得る。別の設計では、Ｒ８Ｂ
Ｗ帯域幅内のＰＲＢおよびＶＲＢは一意のインデックスを割り当てられ得、ΔＮｅｗＢＷ
帯域幅内のＰＲＢおよびＶＲＢも一意のインデックスを割り当てられ得る。この設計では
、所与のＰＲＢまたはＶＲＢは、Ｒ８ＢＷ帯域幅とＮｅｗＢＷ帯域幅とに対して同じイン
デックスを有し得る。概して、Ｒ８ＢＷ帯域幅内およびＮｅｗＢＷ帯域幅内のＰＲＢおよ
びＶＲＢは、様々な方法でインデックスを割り当てられ得る。分散リソース割振りタイプ
２のためのＶＲＢからＰＲＢへのマッピングは、ＰＲＢおよびＶＲＢに割り当てられるイ
ンデックスに依存し得る。
【００７３】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８は、ホッピングなし、タイプ１ＰＵＳＣＨホッピング、お
よびタイプ２ＰＵＳＣＨホッピングと呼ばれる３つのアップリンクリソース割振り方式を
サポートする。３つのリソース割振り方式のすべてでは、ＵＥは、データ領域中のＰＵＳ
ＣＨのために１つまたは複数の連続するＶＲＢを割り当てられ得る。ホッピングなしでは
、ＶＲＢは、サブフレームの両方のスロット中の同じＰＲＢにマッピングされ得る。タイ
プ１ＰＵＳＣＨホッピングでは、ＶＲＢは、ダウンリンクのためのギャップパラメータと
同様であり得る固定オフセットに基づいて、サブフレームの第１のスロット中および第２
のスロット中の異なるＰＲＢにマッピングされ得る。タイプ２ＰＵＳＣＨホッピングでは
、ＶＲＢは、ミラーホッピングおよび／またはサブバンドホッピングに基づいて、サブフ
レームの第１のスロット中および第２のスロット中の異なるＰＲＢにマッピングされ得る
。
【００７４】
　レガシーＵＥと新しいＵＥとに対して異なるシステム帯域幅がサポートされるとき、タ
イプ１およびタイプ２ＰＵＳＣＨホッピングは様々な方法で実装され得る。１つの設計で
は、レガシーＵＥのためのＰＵＳＣＨホッピングはＲ８ＢＷＵＬ帯域幅に基づき得、新し
いＵＥのためのＰＵＳＣＨホッピングはＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅に基づき得る。スケジュー
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リングは、レガシーＵＥと新しいＵＥとの間の衝突を回避する方法で実行され得る。
【００７５】
　別の設計では、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅とΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅とは、新しいＵＥのため
に別様に扱われ得る。新しいＵＥは、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅および／またはΔＮｅｗＢＷＵ
Ｌ帯域幅中のＶＲＢを割り当てられ得る。割り当てられたＶＲＢがＲ８ＢＷＵＬ帯域幅内
にある場合、ＰＵＳＣＨホッピングはＲ８ＢＷＵＬ帯域幅に基づき得、ＶＲＢはレガシー
ＵＥと同様の方法でＰＲＢにマッピングされ得る。ただし、割り当てられたＶＲＢがΔＮ
ｅｗＢＷＵＬ帯域幅内にある場合、ＰＵＳＣＨホッピングは、（ｉ）追加の帯域幅がＲ８
ＢＷＵＬ帯域幅の片側のみにある場合、ΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅、または（ｉｉ）追加の
帯域幅がＲ８ＢＷＵＬ帯域幅の両側に分割されている場合、ΔＮｅｗＢＷＵＬ／２帯域幅
のいずれかに基づき得る。次いで、ＶＲＢは、ΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅中のＰＲＢにマッ
ピングされ得る。この設計では、ＰＵＳＣＨホッピングはΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅内に自
蔵され得る。さらに別の設計では、ΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅内にあるＶＲＢのためにミラ
ーホッピングが使用され得る。
【００７６】
　１つの設計では、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅内のＰＲＢおよびＶＲＢ、ならびにＮｅｗＢＷＵ
Ｌ帯域幅内のＰＲＢおよびＶＲＢは、異なるインデックスを割り当てられ得る。この設計
では、所与のＰＲＢまたはＶＲＢは、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅とＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅とに対
して異なるインデックスを有し得る。別の設計では、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅内のＰＲＢおよ
びＶＲＢは一意のインデックスを割り当てられ得、ΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅内のＰＲＢお
よびＶＲＢも一意のインデックスを割り当てられ得る。この設計では、所与のＰＲＢまた
はＶＲＢは、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅とＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅とに対して同じインデックスを
有し得る。概して、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅内およびＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅内のＰＲＢおよび
ＶＲＢは、様々な方法でインデックスを割り当てられ得る。
【００７７】
　レガシーＵＥおよび新しいＵＥが、チャネル推定、チャネル品質測定、および／または
他の機能を実行することを可能にするために、ｅＮＢはダウンリンク上でセル固有基準信
号（ＣＲＳ）を送信し得る。ｅＮＢは様々な方法でＣＲＳを送信し得る。
【００７８】
　図８に、通常の巡回プレフィックスをもつサブフレーム中での、４つのアンテナをもつ
ｅＮＢによるＣＲＳの送信を示す。ｅＮＢは、シンボル期間０、４、７および１１中にア
ンテナ０および１からＣＲＳを送信し、シンボル期間１および８中にアンテナ２および３
からＣＲＳを送信し得る。図８において、ラベルＲaをもつ所与のリソース要素について
、アンテナａからそのリソース要素上で基準シンボルが送信されることがあり、他のアン
テナからそのリソース要素上で変調シンボルが送信されないことがある。図８に示すよう
に、ＣＲＳは、各アンテナから６サブキャリアごとに送信され得る。アンテナ０（または
アンテナ２）のＣＲＳのために使用されるサブキャリアは、アンテナ１（またはアンテナ
３）のＣＲＳのために使用されるサブキャリアから３サブキャリアだけオフセットされ得
る。ｅＮＢが２つアンテナを有する場合、ｅＮＢはシンボル期間０、４、７および１１中
にアンテナ０および１からＣＲＳを送信し得る。
【００７９】
　ＣＲＳのための変調シンボルは、擬似ランダム系列に基づいて生成され得る。この擬似
ランダム系列は、各ＯＦＤＭシンボルの開始時にｃinitの値を用いて初期化され得る。擬
似ランダム系列の最初の１６００ビットは廃棄され得、後続のビットの各ペアは、ＣＲＳ
のための変調／基準シンボルを生成するために使用され得る。
【００８０】
　１つの設計では、ＣＲＳは、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８と同様にＲ８サブフレームお
よび混合サブフレーム中のＲ８ＢＷ帯域幅上で送信され得る。１つの設計では、ＣＲＳは
、レガシーＵＥのための互換性を維持するために、新しいサブフレーム中のＲ８ＢＷ帯域
幅上で、たとえば、２つアンテナのための最初のＯＦＤＭシンボル中で、または４つのア
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ンテナのための最初の２つシンボル中で送信され得る。
【００８１】
　１つの設計では、ＣＲＳはサブフレームのΔＮｅｗＢＷ帯域幅上で送信され得る。別の
設計では、ＵＥ固有の基準信号（ＵＥ－ＲＳ）がサブフレームのΔＮｅｗＢＷ帯域幅上で
送信され得る。さらに別の設計では、１つまたは複数の新しいタイプのＣＲＳ（たとえば
、チャネル品質測定値のために使用されるチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ））
が、サブフレームのΔＮｅｗＢＷ帯域幅上で送信され得る。概して、０個以上の基準信号
がサブフレームのΔＮｅｗＢＷ帯域幅上で送信され得る。
【００８２】
　ＣＲＳは、サブフレームのΔＮｅｗＢＷ帯域幅上で様々な方法で送信され得る。１つの
設計では、ΔＮｅｗＢＷ帯域幅中のＣＲＳは、Ｒ８ＢＷ帯域幅中のＣＲＳを拡張すること
によって生成され得る。これは、Ｒ８ＢＷ帯域幅中と同じＯＦＤＭシンボル中で、同じサ
ブキャリアシフトおよびスタガリングパターンを用いてＣＲＳを送信することによって達
成され得る。所与のアンテナでは、ＣＲＳのために使用されるサブキャリアは６つのサブ
キャリアだけ離れて離間し得、同じサブキャリア間隔が、Ｒ８ＢＷとΔＮｅｗＢＷとの境
界を越えて継続され得る。
【００８３】
　擬似ランダム系列も、Ｒ８ＢＷとΔＮｅｗＢＷとの境界を越えて拡張され得る。擬似ラ
ンダム系列発生器は、ΔＮｅｗＢＷ帯域幅中のＣＲＳのためのより多くのビットを生成す
るために、（必要な場合）Ｒ８ＢＷ帯域幅中の最高周波数を超えて動作し得る。擬似ラン
ダム系列発生器はまた、ΔＮｅｗＢＷ帯域幅中のＣＲＳのためのビットを生成するために
、（必要な場合）Ｒ８ＢＷ帯域幅中の最低周波数未満で動作し得る。ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａ
ｓｅ　８では、擬似ランダム系列は、初期化され、次いで、ＣＲＳのために使用される最
初のビットを取得する前に１６００ビットだけ進められる。１つの設計では、Ｒ８ＢＷ帯
域幅よりも低い、ΔＮｅｗＢＷ部分中のＣＲＳのために十分な数のビットを生成すること
ができるように、１６００ビットの最初の進みは相応に低減され得る。
【００８４】
　別の設計では、Ｒ８ＢＷ帯域幅よりも低いΔＮｅｗＢＷ部分中のＣＲＳのための擬似ラ
ンダム系列は、ラップアラウンド様式で生成され得る。この設計では、擬似ランダム系列
発生器は、Ｒ８ＢＷ帯域幅よりも高いΔＮｅｗＢＷ部分中のＣＲＳのためにより多くのビ
ットを生成するように動作し得る。擬似ランダム系列発生器は、Ｒ８ＢＷ帯域幅よりも低
いΔＮｅｗＢＷ部分中のＣＲＳのためにより多くのビットを生成するようにさらに動作し
得る。したがって、擬似ランダム系列は、Ｒ８ＢＷ帯域幅からより高いΔＮｅｗＢＷ部分
に継続し、次いでより低いΔＮｅｗＢＷ部分にさらに継続し得る。たとえば、図４Ｃに示
すように、より高いΔＮｅｗＢＷ部分が０個のサブキャリアを含む場合でも、このラップ
アラウンド設計が使用され得る。ΔＮｅｗＢＷ帯域幅中のＣＲＳのためのビットは、他の
方法でも生成され得る。
【００８５】
　上記で説明した設計は、ＵＥ－ＲＳおよびＣＳＩ－ＲＳなど、他のタイプの基準信号の
ためにも使用され得る。たとえば、ＵＥ－ＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳのためのＰＮ系列は、
上記で説明した設計のいずれかに基づいて生成され得る。
【００８６】
　ＰＵＣＣＨは、アップリンク上で送信され得、ＵＥからの制御情報を搬送し得る。１つ
の設計では、アップリンクのための制御領域は、（たとえば、ダウンリンクのための制御
領域をＲ８ＢＷ帯域幅に制限するのと同様の方法で）Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅に制限され得る
。
【００８７】
　図９に、レガシーＵＥと新しいＵＥとに対して異なるシステム帯域幅をもつアップリン
クのための制御領域およびデータ領域の設計を示す。この設計では、アップリンクのため
の制御領域は、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅の２つの端から定義され得、中心周波数に向かって伸
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び得る。レガシーＵＥおよび新しいＵＥのための第１のデータ領域は、制御領域のために
使用されないＲ８ＢＷＵＬ帯域幅中の残りの周波数をカバーし得る。新しいＵＥのための
第２のデータ領域は、ΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅をカバーし得る。第１のデータ領域はＲ８
／新しいデータ領域と呼ばれることがあり、第２のデータ領域は新しいデータ領域と呼ば
れることがある。
【００８８】
　図９に示す設計では、レガシーＵＥおよび新しいＵＥは、たとえば、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅ
ａｓｅ　８において指定されているように、Ｒ８ＢＷ帯域幅をシステム帯域幅として扱う
ことによって、制御領域中のＰＵＣＣＨ上で制御情報を送信し得る。制御領域は、レガシ
ーＵＥと新しいＵＥとによって共有され得る。レガシーＵＥは、Ｒ８／新しいデータ領域
中でのデータ送信のためにスケジュールされ得る。新しいＵＥは、Ｒ８／新しい領域およ
び／または新しいデータ領域中でのデータ送信のためにスケジュールされ得る。
【００８９】
　ＵＥは、ｅＮＢがアップリンクのチャネル品質を推定することを可能にするために、周
期的にサウンディング基準信号（ＳＲＳ）を送信するように構成され得る。レガシーＵＥ
は、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅上でのみＳＲＳを送信し得る。１つの設計では、新しいＵＥは、
Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅上でのみＳＲＳを送信し得、ΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅上では送信しな
い。この設計は、２０ＭＨｚ未満のシステム帯域幅を監視し得る低カテゴリＵＥのために
使用され得る。この設計は、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅上でのみスケジュールされ得る新しいＵ
Ｅのためにも使用され得る。
【００９０】
　別の設計では、新しいＵＥは、ＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅上でＳＲＳを送信し得る。第１の
設計では、たとえば、ダウンリンク上のＣＳＲのために上記で説明した機能を使用し、Ｓ
ＲＳはＲ８ＢＷＵＬ帯域幅とΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅とに対して別々に定義され得る。第
２の設計では、ＳＲＳは、ＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅全体のために定義され得る。第２の設計
では、レガシーＵＥおよび新しいＵＥは、ＳＲＳ送信について、レガシーＵＥと新しいＵ
Ｅとの間の衝突を回避することができるようにスケジュールされ得る。新しいＵＥは、第
１または第２の設計に基づいてＳＲＳを送信するように、（たとえば、シグナリングビッ
トを介して）構成され得る。このシグナリングビットは、（ｉ）半静的であり、上位レイ
ヤ（たとえば、レイヤ３）シグナリングを介して送られ、または（ｉｉ）動的であり、下
位レイヤ（たとえば、レイヤ１または２）シグナリングを介して送信され得る。
【００９１】
　ＵＥは、ダウンリンクのチャネル品質を推定し得、ダウンリンクチャネル品質を示すＣ
ＱＩ情報を送り得る。システム帯域幅は、いくつかのサブバンドに区分され得る。ＵＥは
、ダウンリンクチャネル品質を推定し得、当該の各サブバンドのＣＱＩ情報を送り得る。
【００９２】
　レガシーＵＥは、ダウンリンクチャネル品質を推定し得、たとえば、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅ
ａｓｅ　８において定義されているＲ８ＢＷ帯域幅に基づいて定義されたサブバンドのＣ
ＱＩ情報を送り得る。新しいＵＥは、ダウンリンクチャネル品質を推定し、様々な方法で
定義され得るサブバンドについてＣＱＩ情報を送り得る。
【００９３】
　１つの設計では、ＮｅｗＢＷ帯域幅はサブバンドに区分され得、新しいＵＥは、これら
のサブバンドについてＣＱＩ情報を報告し得る。この設計では、ＮｅｗＢＷ帯域幅のサブ
バンドは、Ｒ８ＢＷ帯域幅のサブバンドに一致しないことがある。別の設計では、Ｎｅｗ
ＢＷ帯域幅のＲ８ＢＷ部分は、Ｒ８ＢＷ帯域幅の場合と同様の方法でサブバンドに区分さ
れ得、ΔＮｅｗＢＷ帯域幅は１つまたは複数の追加のサブバンドに区分され得る。この設
計では、ＮｅｗＢＷ帯域幅のサブバンドは、Ｒ８ＢＷ帯域幅のサブバンドならびに１つま
たは複数の追加のサブバンドを含み得る。ΔＮｅｗＢＷ帯域幅上の干渉レベルがＲ８ＢＷ
帯域幅上の干渉レベルと実質的に異なる場合は、この設計が好ましいことがある。これは
、たとえば、少数のガードサブキャリアをもつフェムトセル環境の場合であり得る。
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【００９４】
　概して、任意のチャネルフィードバック情報は、ＣＱＩ情報について上記で説明した設
計に基づいて伝達され得る。チャネルフィードバック情報は、チャネル品質を示すＣＱＩ
情報、プリコーディング重みを示すプリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ）情報、
送信すべきデータストリームの数を示すランクインジケータ（ＲＩ）情報、明示的および
暗黙的フィードバック、（たとえば、ＣＳＩ－ＲＳに基づく）チャネルフィードバックな
どを備え得る。Ｒ８ＢＷ帯域幅およびΔＮｅｗＢＷ帯域幅のチャネル状態情報は、別々に
または一緒に送られ得る。たとえば、新しいＵＥは、（ｉ）ＮｅｗＢＷ帯域幅の広帯域Ｃ
ＱＩ報告、または（ｉｉ）Ｒ８ＢＷ帯域幅とΔＮｅｗＢＷ帯域幅とについて２つの個別の
ＣＱＩ報告を送り得る。２つの個別のＣＱＩ報告は、別々にまたは一緒に符号化され得る
。
【００９５】
　図１０に、通信をサポートするためのプロセス１０００の設計を示す。プロセス１００
０は、（以下で説明するように）基地局／ｅＮＢによって、または何らかの他のエンティ
ティによって実行され得る。基地局は、第１のシステム帯域幅（たとえば、Ｒ８ＢＷ帯域
幅）上で少なくとも１つの第１のＵＥのための通信をサポートするための第１の制御情報
を送信する（ブロック１０１２）。基地局は、第１のシステム帯域幅と重複する第２のシ
ステム帯域幅（たとえば、ＮｅｗＢＷ帯域幅）上で、少なくとも１つの第２のＵＥのため
の通信をサポートするための第２の制御情報を送信する（ブロック１０１４）。基地局は
、第１のシステム帯域幅上でデータを少なくとも１つの第１のＵＥに送信する（ブロック
１０１６）。基地局は、第２のシステム帯域幅上でデータを少なくとも１つの第２のＵＥ
に送信する（ブロック１０１８）。
【００９６】
　１つの設計では、図４Ａ、図４Ｂまたは図４Ｃに示すように、第２のシステム帯域幅は
、第１のシステム帯域幅と完全に重複し得、第１のシステム帯域幅と追加の帯域幅（たと
えばΔＮｅｗＢＷ帯域幅）とを備え得る。別の設計では、第２のシステム帯域幅は、第１
のシステム帯域幅と部分的に重複し得、第１のシステム帯域幅の一部分と追加の帯域幅と
を備え得る。
【００９７】
　１つの設計では、基地局は、第１のシステム帯域幅上でのみ第２の制御情報を送信し、
第２のシステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第２のＵＥにデータを送信し得る。（１
つまたは複数の）第２のＵＥは、制御情報とデータとに対して異なるシステム帯域幅を有
し得る。
【００９８】
　基地局は、様々な方法で第１および第２の制御情報を送信し得る。１つの設計では、基
地局は、第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの制御チャネルを送信し得、少なくと
も１つの制御チャネル上で第１および第２の制御情報を送信し得る。別の設計では、基地
局は、第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの制御チャネルを送信し得、少なくとも
１つの制御チャネル上で第１および第２の制御情報を送信し得る。基地局は、少なくとも
１つの制御チャネル上で第１の制御情報を送信し得、少なくとも１つの制御チャネル上お
よび／または少なくとも１つの追加の制御チャネル上で第２の制御情報を送信し得る。
【００９９】
　第１および第２の制御情報を送信するために使用される（１つまたは複数の）制御チャ
ネルには、十分なリソースが割り当てられ得る。１つの設計では、基地局は、第２のシス
テム帯域幅の代わりに第１のシステム帯域幅に基づいて、制御チャネル（たとえば、ＡＣ
Ｋ情報とＮＡＣＫ情報とを第１および第２のＵＥに送るために使用されるＰＨＩＣＨ）の
リソースを判断し得る。
【０１００】
　基地局は、様々な方法でデータを第１および第２のＵＥに送信し得る。１つの設計では
、第１のシステム帯域幅は第１のサイズのＲＢＧに区分され得、第２のシステム帯域幅は
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第２のサイズのＲＢＧに区分され得る。第２のサイズは、第１のサイズとは異なり得、お
よび／または第１のサイズの整数倍であり得る。基地局は、第１のサイズのＲＢＧに基づ
いて割り振られるリソース上で、データを（１つまたは複数の）第１のＵＥに送信し得る
。基地局は、第２のサイズのＲＢＧに基づいて割り振られるリソース上で、データを（１
つまたは複数の）第２のＵＥに送信し得る。
【０１０１】
　別の設計では、基地局は、第１のギャップ値に基づく周波数ホッピングを用いてデータ
を（１つまたは複数の）第１のＵＥに送信し得、第２のギャップ値に基づく周波数ホッピ
ングを用いてデータを（１つまたは複数の）第２のＵＥに送信し得る。第１および第２の
ギャップ値は、それぞれ、第１および第２のシステム帯域幅に基づいて判断され得、それ
ぞれ、第１および第２のＵＥについて、ホッピングすべき量を決定し得る。第２のギャッ
プ値は、第１のギャップ値とは異なり得、および／または第１のギャップ値の整数倍であ
り得る。
【０１０２】
　さらに別の設計では、基地局は、第１のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて
データを（１つまたは複数の）第１のＵＥに送信し得る。基地局は、第２のシステム帯域
幅内の周波数ホッピングを用いてデータを（１つまたは複数の）第２のＵＥに送信し得る
。たとえば、基地局は、（ｉ）第１のシステム帯域幅にマッピングされたリソースについ
ては第１のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて、および（ｉｉ）追加の帯域幅
にマッピングされたリソースについては追加の帯域幅内の周波数ホッピングを用いて、デ
ータを（１つまたは複数の）第２のＵＥに送信し得る。
【０１０３】
　１つの設計では、基地局は第１のシステム帯域幅上でのみＣＲＳを送信し得る。別の設
計では、基地局は、第１のシステム帯域幅上でＣＲＳを送信し得、また追加の帯域幅上で
ＣＲＳおよび／または少なくとも１つの追加の基準信号を送信し得る。
【０１０４】
　（１つまたは複数の）第１のＵＥは、ダウンリンクでは第１のシステム帯域幅上で通信
し、アップリンクでは第３のシステム帯域幅（たとえば、Ｒ８ＢＷＵＬ帯域幅）上で通信
し得る。（１つまたは複数の）第２のＵＥは、ダウンリンクでは第２のシステム帯域幅上
で通信し、アップリンクでは第４のシステム帯域幅（たとえば、ＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅）
上で通信し得る。第４のシステム帯域幅は、第３のシステム帯域幅と重複し得、第３のシ
ステム帯域幅と追加の帯域幅（たとえばΔＮｅｗＢＷＵＬ帯域幅）とを備え得る。
【０１０５】
　１つの設計では、基地局は、第３のシステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第１のＵ
Ｅから第３の制御情報を受信し、第３のシステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第２の
ＵＥから第４の制御情報を受信し得る。１つの設計では、基地局は、第３のシステム帯域
幅内の周波数ホッピングを用いて（１つまたは複数の）第１のＵＥによって送信されたデ
ータを受信し得る。基地局は、（ｉ）第４のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用い
て、または（ｉｉ）第３のシステム帯域幅にマッピングされたリソースについては第３の
システム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて、および追加の帯域幅にマッピングされた
リソースについては追加の帯域幅内の周波数ホッピングを用いて、（１つまたは複数の）
第２のＵＥによって送信されたデータを受信し得る。
【０１０６】
　１つの設計では、基地局は、（１つまたは複数の）第１のＵＥによって第３のシステム
帯域幅上で送信された少なくとも１つのＳＲＳを受信し得る。基地局は、第３のシステム
帯域幅上または第４のシステム帯域幅上でのみ、（１つまたは複数の）第２のＵＥによっ
て送信された少なくとも１つの他のサウンディング基準信号を受信し得る。
【０１０７】
　１つの設計では、基地局は、（１つまたは複数の）第１のＵＥから、第３のシステム帯
域幅に基づいて定義された第１のサブバンドについて第１のＣＱＩ情報を受信し得る。１
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つの設計では、基地局は、（１つまたは複数の）第２のＵＥから、（ｉ）第４のシステム
帯域幅に基づいて定義された第２のサブバンドについて、または（ｉｉ）アップリンクの
ための追加の帯域幅に基づいて定義された第１のサブバンドおよび少なくとも１つの追加
のサブバンドについて、第２のＣＱＩ情報を受信し得る。
【０１０８】
　基地局は、第１および第２のシステム帯域幅上で、第１および第２のＵＥのための通信
を他の方法でサポートし得る。たとえば、基地局は、他の方法で第１および第２のＵＥに
制御情報および／またはデータを送信し得る。基地局は、他のオーバーヘッドチャネルお
よび／またはオーバーヘッド信号をＵＥに送信し得る。基地局はまた、第１および第２の
ＵＥから制御情報および／またはデータを他の方法で受信し得、および／またはＵＥから
他のオーバーヘッド信号を受信し得る。
【０１０９】
　図１１に、通信をサポートするための装置１１００の設計を示す。装置１１００は、第
１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のＵＥのための通信をサポートするための
第１の制御情報を送信するためのモジュール１１１２と、第１のシステム帯域幅と重複す
る第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第２のＵＥのための通信をサポートするた
めの第２の制御情報を送信するためのモジュール１１１４と、第１のシステム帯域幅上で
データを少なくとも１つの第１のＵＥに送信するためのモジュール１１１６と、第２のシ
ステム帯域幅上でデータを少なくとも１つの第２のＵＥに送信するためのモジュール１１
１８とを含む。
【０１１０】
　図１２に、ワイヤレスシステムにおける通信のためのプロセス１２００の設計を示す。
プロセス１２００は、（以下で説明するように）ＵＥによって、または何らかの他のエン
ティティによって実行され得る。ＵＥは、基地局から制御情報を受信する（ブロック１２
１２）。基地局は、第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第１のＵＥのための通信
をサポートするための第１の制御情報を送信し得、第１のシステム帯域幅と重複する第２
のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第２のＵＥのための通信をサポートするための第
２の制御情報を送信し得る。ＵＥは、少なくとも１つの第２のＵＥのうちの１つであり得
る。ＵＥは、第２の制御情報の一部または全部を備え得る制御情報に基づいて基地局と通
信する（ブロック１２１４）。
【０１１１】
　１つの設計では、ＵＥは、第１のシステム帯域幅上でのみ基地局から制御情報を受信し
得、第２のシステム帯域幅上で基地局からデータを受信し得る。したがって、ＵＥは、制
御情報とデータとに対して異なるシステム帯域幅を有し得る。
【０１１２】
　１つの設計では、ＵＥは制御チャネル（たとえば、ＰＨＩＣＨ）からＡＣＫ情報とＮＡ
ＣＫ情報とを受信し得る。制御チャネルのリソースは、第２のシステム帯域幅の代わりに
第１のシステム帯域幅に基づいて判断され得る。
【０１１３】
　１つの設計では、ＵＥは、少なくとも１つのリソースブロック上で基地局によって送信
されたデータを受信し得る。第１のシステム帯域幅は第１のサイズのＲＢＧに区分され得
、第２のシステム帯域幅は第２のサイズのＲＢＧに区分され得る。第２のサイズは、第１
のサイズとは異なり得、および／または第１のサイズの整数倍であり得る。少なくとも１
つのリソースブロックは、第２のサイズのＲＢＧに基づいて判断され得る。別の設計では
、ＵＥは、周波数ホッピングを用いて基地局によって送信されたデータを受信し得る。基
地局は、第１のギャップ値に基づく周波数ホッピングを用いてデータを（１つまたは複数
の）第１のＵＥに送信し得、第２のギャップ値に基づく周波数ホッピングを用いてデータ
を（１つまたは複数の）第２のＵＥに送信し得る。第２のギャップ値は、第１のギャップ
値とは異なり得、および／または第１のギャップ値の整数倍であり得る。別の設計では、
ＵＥは、第２のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用いて、たとえば、（ｉ）第１の
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システム帯域幅にマッピングされたリソースについては第１のシステム帯域幅内で、およ
び（ｉｉ）追加の帯域幅にマッピングされたリソースについては追加の帯域幅内で、基地
局によって送信されたデータを受信し得る。ＵＥはまた、基地局によって他の方法で送信
されたデータを受信し得る。
【０１１４】
　１つの設計では、ＵＥは、基地局によって第１のシステム帯域幅上でのみ送信されたセ
ル固有基準信号（ＣＲＳ）を受信し得る。別の設計では、ＵＥは、基地局によって第２の
システム帯域幅上で送信されたセル固有基準信号（ＣＲＳ）を受信し得る。
【０１１５】
　１つの設計では、ＵＥは、（ｉ）第１のシステム帯域幅に基づいて定義されたサブバン
ド、または（ｉｉ）第２のシステム帯域幅に基づいて定義されたサブバンド、あるいは（
ｉｉｉ）第１のシステム帯域幅に基づいて定義されたサブバンドおよび追加の帯域幅に基
づいて定義された少なくとも１つの追加のサブバンドについて、チャネルフィードバック
情報（たとえば、ＣＱＩ情報、ＰＭＩ情報、ＲＩ情報など）を基地局に送り得る。ＵＥは
、第２のシステム帯域幅についてのチャネルフィードバック情報を備える単一の報告を送
り得る。代替的に、ＵＥは、（ｉ）第１のシステム帯域幅についてのチャネルフィードバ
ック情報を備える第１の報告と、（ｉｉ）追加の帯域幅についてのチャネルフィードバッ
ク情報を備える第２の報告とを送り得る。ＵＥは、第１の報告と第２の報告とを別々にま
たは一緒に符号化し得る。
【０１１６】
　（１つまたは複数の）第１のＵＥは、ダウンリンクでは第１のシステム帯域幅上で通信
し、アップリンクでは第３のシステム帯域幅上で通信し得る。（１つまたは複数の）第２
のＵＥは、ダウンリンクでは第２のシステム帯域幅上で通信し、アップリンクでは第４の
システム帯域幅上で通信し得る。第４のシステム帯域幅は、第３のシステム帯域幅と追加
の帯域幅とを備え得る。
【０１１７】
　１つの設計では、ＵＥは、第３のシステム帯域幅上で基地局にアップリンク制御情報を
送信し得る。１つの設計では、ＵＥは、第４のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用
いて基地局にデータを送信し得る。別の設計では、ＵＥは、（ｉ）第３のシステム帯域幅
にマッピングされたリソースについては第３のシステム帯域幅内の周波数ホッピングを用
いて、および（ｉｉ）追加の帯域幅にマッピングされたリソースについては追加の帯域幅
内の周波数ホッピングを用いてデータを送信し得る。
【０１１８】
　１つの設計では、ＵＥは、第３のシステム帯域幅上で、または第４のシステム帯域幅上
で、基地局にＳＲＳを送信し得る。ＵＥはまた、他の基準信号を基地局に送信し得る。
【０１１９】
　ＵＥは、他の方法で基地局から制御情報とデータとを受信し得る。ＵＥはまた、基地局
から他のオーバーヘッドチャネルおよび／または信号を受信し得る。ＵＥはまた、他の方
法で制御情報とデータとを基地局に送信し得、および／または他のオーバーヘッド信号を
基地局に送信し得る。
【０１２０】
　図１３に、通信をサポートするための装置１３００の設計を示す。装置１３００は、Ｕ
Ｅにおいて基地局から制御情報を受信するためのモジュール１３１２と、制御情報に基づ
いて基地局と通信するためのモジュール１３１４とを含む。基地局は、第１のシステム帯
域幅上で少なくとも１つの第１のＵＥのための通信をサポートするための第１の制御情報
を送信し得、第１のシステム帯域幅と重複する第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つ
の第２のＵＥのための通信をサポートするための第２の制御情報を送信し得る。ＵＥは、
少なくとも１つの第２のＵＥのうちの１つであり得る。
【０１２１】
　図１４に、通信をサポートするためのプロセス１４００の設計を示す。プロセス１４０
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０は、（以下で説明するように）基地局／ｅＮＢによって、または何らかの他のエンティ
ティによって実行され得る。基地局は、ダウンリンクでは第１のサブフレーム中の第１の
システム帯域幅上で少なくとも１つの第１のＵＥと通信する（ブロック１４１２）。基地
局は、ダウンリンクでは第１のサブフレーム中の第１のシステム帯域幅上で少なくとも１
つの第２のＵＥと通信する（ブロック１４１４）。第２のシステム帯域幅は第１のシステ
ム帯域幅と重複し得、第１のサブフレームは第２のサブフレームとＴＤＭ化され得る。基
地局は、アップリンクでは第３のサブフレーム中の第３のシステム帯域幅上で（１つまた
は複数の）第１のＵＥと通信する（ブロック１４１６）。基地局は、アップリンクでは第
４のサブフレーム中の第４のシステム帯域幅上で（１つまたは複数の）第２のＵＥと通信
する（ブロック１４１８）。第４のシステム帯域幅は第３のシステム帯域幅と重複し得、
第３のサブフレームは第４のサブフレームとＴＤＭ化され得る。
【０１２２】
　１つの設計では、データ送信が（１つまたは複数の）第１のＵＥに送られた、第１のサ
ブフレームごとに、第３のサブフレームが、所定の遅延後に、データ送信についてのＡＣ
Ｋ情報とＮＡＣＫ情報とを送るためにアップリンク上で利用可能にされ得る。１つの設計
では、（１つまたは複数の）アップリンク許可が少なくとも１つの第１のＵＥに送られた
、第１のサブフレームごとに、第３のサブフレームが、第１の所定の遅延後に、アップリ
ンク上での（１つまたは複数の）第１のＵＥによるデータ送信のためにアップリンク上で
利用可能にされ得る。（１つまたは複数の）第１のＵＥによって送られたデータ送信につ
いてのＡＣＫ情報とＮＡＣＫ情報とを送るために、第２の所定の遅延後に、ダウンリンク
上で別の第１のサブフレームも利用可能にされ得る。（１つまたは複数の）第２のＵＥの
ためのデータ送信は同様の方法でサポートされ得る。
【０１２３】
　図１５に、通信をサポートするための装置１５００の設計を示す。装置１５００は、ダ
ウンリンクのための第１のサブフレーム中の第１のシステム帯域幅上で少なくとも１つの
第１のＵＥと通信するためのモジュール１５１２と、ダウンリンクのための第２のサブフ
レーム中の第２のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第２のＵＥと通信するためのモジ
ュール１５１４と、アップリンクのための第３のサブフレーム中の第３のシステム帯域幅
上で少なくとも１つの第１のＵＥと通信するためのモジュール１５１６と、アップリンク
のための第４のサブフレーム中の第４のシステム帯域幅上で少なくとも１つの第２のＵＥ
と通信するためのモジュール１５１８とを含む。第２のシステム帯域幅は第１のシステム
帯域幅と重複し得、第４のシステム帯域幅は第３のシステム帯域幅と重複し得る。第１の
サブフレームは第２のサブフレームとＴＤＭ化され、第３のサブフレームは第４のサブフ
レームとＴＤＭ化され得る。
【０１２４】
　図１１、図１３および図１５中のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウ
ェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェア
コードなど、またはそれらの任意の組合せを備え得る。
【０１２５】
　図１６に、図１の基地局／ｅＮＢの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１１０および図１の
ＵＥの１つであり得るＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。基地局１１０はＴ個のアン
テナ１６３４ａ～１６３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０はＲ個のアンテナ１６５２ａ～１６
５２ｒを装備し得、ただし、一般にＴ≧１およびＲ≧１である。
【０１２６】
　基地局１１０において、送信プロセッサ１６２０は、データソース１６１２から１つま
たは複数のＵＥのデータを受信し、そのＵＥについて選択された１つまたは複数の変調お
よび符号化方式に基づいて各ＵＥのデータを処理（たとえば、符号化および変調）し、す
べてのＵＥのデータシンボルを与え得る。送信プロセッサ１６２０はまた、（たとえば、
ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＢＣＨなどについての）制御情報を処理し、制御シンボルを
与え得る。送信プロセッサ１６２０はまた、同期信号と基準信号とのための基準シンボル
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を生成し得る。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ１６３０は、（適用可
能な場合は）データシンボル、制御シンボル、および／または基準シンボルをプリコード
し、Ｔ個の出力シンボルストリームをＴ個の変調器（ＭＯＤ）１６３２ａ～１６３２ｔに
供給し得る。各変調器１６３２は、（たとえば、ＯＦＤＭ用などに）その出力シンボルス
トリームを処理して出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器１６３２はさらに、
その出力サンプルストリームを調整（たとえば、アナログへの変換、フィルタ処理、増幅
、およびアップコンバート）し、ダウンリンク信号を生成し得る。変調器１６３２ａ～１
６３２ｔからのＴ個のダウンリンク信号は、それぞれＴ個のアンテナ１６３４ａ～１６３
４ｔを介して送信され得る。
【０１２７】
　ＵＥ１２０において、Ｒ個のアンテナ１６５２ａ～１６５２ｒは、ｅＮＢ１１０からＴ
個のダウンリンク信号を受信し得、各アンテナ１６５２は、受信信号を関連する復調器（
ＤＥＭＯＤ）１６５４に供給し得る。各復調器１６５４は、その受信信号を調整（たとえ
ば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）してサンプルを取得し
、さらに（たとえば、ＯＦＤＭ用などに）そのサンプルを処理して受信シンボルを取得し
得る。ＭＩＭＯ検出器１６６０は、すべての復調器１６５４から受信シンボルを取得し、
適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを与
え得る。受信プロセッサ１６７０は、検出されたシンボルを処理（たとえば、復調および
復号）し、ＵＥ１２０の復号されたデータをデータシンク１６７２に供給し、復号された
制御情報をコントローラ／プロセッサ１６９０に供給し得る。
【０１２８】
　アップリンク上では、ＵＥ１２０において、データソース１６７８からのデータ、およ
びコントローラ／プロセッサ１６９０からの（たとえば、ＰＵＣＣＨなどについての）制
御情報は、送信プロセッサ１６８０によって処理され、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯ
プロセッサ１６８２によってプリコードされ、変調器１６５４ａ～１６５４ｒによってさ
らに処理され、基地局１１０に送信され得る。基地局１１０において、ＵＥ１２０からの
アップリンク信号は、アンテナ１６３４によって受信され、復調器１６３２によって処理
され、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器１６３６によって検出され、さらに受信プロセッ
サ１６３８によって処理されて、ＵＥ１２０によって送られたデータおよび制御情報が復
元され得る。プロセッサ１６３８は、復元されたデータをデータシンク１６３９に供給し
、復元された制御情報をコントローラ／プロセッサ１６４０に供給し得る。
【０１２９】
　コントローラ／プロセッサ１６４０および１６９０は、それぞれ基地局１１０およびＵ
Ｅ１２０における動作を指示し得る。基地局１１０におけるプロセッサ１６４０および／
または他のプロセッサおよびモジュールは、図１０のプロセス１０００、図１４のプロセ
ス１４００、および／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または
指示し得る。ＵＥ１２０におけるプロセッサ１６９０および／または他のプロセッサおよ
びモジュールは、図１２のプロセス１２００、および／または本明細書で説明する技法の
ための他のプロセスを実行または指示し得る。メモリ１６４２および１６９２は、それぞ
れ基地局１１０およびＵＥ１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。
スケジューラ１６４４は、ダウンリンク上および／またはアップリンク上でのデータ送信
についてＵＥ１２０および／または他のＵＥをスケジュールし得る。
【０１３０】
　情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、
当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令
、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁
界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され
得る。
【０１３１】
　さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール
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、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェア
とソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、
モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。
そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特
定の適用例および全体的なシステムに課せられた設計制約に依存する。当業者は、説明し
た機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開
示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【０１３２】
　本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および
回路は、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（
ＡＳＩＣ）、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
ブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素
、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを
用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代
替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロー
ラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合
せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、Ｄ
ＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのよう
な構成として実装され得る。
【０１３３】
　本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウ
ェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施され
るか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモ
リ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジス
タ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られ
ている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記
憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサ
に結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび
記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中に常駐し得る。代替として
、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
【０１３４】
　１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装する場合、
機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶される
か、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、あ
る場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、
コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専
用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではな
く例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ
－ＲＯＭ、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ス
トレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段
を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もし
くは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。
また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェア
が、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）
、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイ
ト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤ
レス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディス
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ク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザディスク（disc）、光ディ
スク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）デ
ィスク（disk）およびブルーレイディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、
データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザで光学的に再生する。上
記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【０１３５】
　本開示の前述の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用することができる
ように提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で
定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用
され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定されるもので
はなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられる
べきである。

【図１】 【図２】
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