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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理アップリンク共有チャネル上のリソースを制御するように構成された第一の装置に
よって、前記物理アップリンク共有チャネルで送信される定期的な制御情報送信を構成す
るステップと、
　前記第一の装置によって、定期的な制御情報の送信に必要なリソースの量を決定するス
テップと、
　前記第一の装置によって、前記定期的な制御情報送信のためのリソースを前記物理アッ
プリンク共有チャネルから確保するステップと、
　前記定期的な制御情報のために前記確保したリソースに関する情報を、前記第一の装置
から、前記定期的な制御情報の送信を行う第二の装置へ送信するステップと、
　前記構成ステップを上位層シグナリングで行うステップと、
　前記物理アップリンク共有チャネルのスケジューラによって前記リソースを動的に確保
するステップと
を含み、
　前記第二の装置は、無線インターフェース上のリソースが割り当てられて振り分けられ
る種類の装置であり、
　前記構成ステップが、セルの指示を定義するステップをさらに含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記構成ステップが、前記リソースを確保するステップと、前記リソースに関する情報
を構成に追加するステップとを含み、前記方法が、前記構成ステップを上位層シグナリン
グで行って、前記構成及び前記リソースの確保が半永久的なものとなるようにするステッ
プをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記構成ステップが、周期性、オフセット、レポートモード、コンポーネントキャリア
の指示、リソースブロック振り分け、サブリソース振り分け、ホッピング情報、変調及び
符号化スキーム、循環シフト、アップリンク送信モード、送信時間間隔、レポート分割、
及び前記構成の持続時間のうちの少なくとも１つを定義するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記サブリソース振り分けが、符号分割多重化及び／又は周波数分割多重化を示すブロ
ックレベル拡散の手段により定義される、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　直交サブチャネルに、基準信号ブロック内部の循環シフト分離の手段、連続する基準信
号にわたるブロックレベル拡散の手段の少なくとも一方によって、又は循環シフト分離及
びブロックレベル拡散の組み合わせとして構成された低相互相関基準信号又は直交基準信
号が提供される、
ことを特徴とする請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記方法が、セル間に直交コードリソースを協調的に割り当てるステップをさらに含む
、
ことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記方法が、前記定期情報の送信を再構成するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記情報送信がチャネル状態情報である、
ことを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記物理アップリンク共有チャネルが、ユーザトラフィックを対象とする、
ことを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　物理アップリンク共有チャネル上のリソースを制御するように構成された第一の装置か
ら、無線インターフェース上のリソースが割り当てられて振り分けられる第二の装置にお
いて、物理アップリンク共有チャネルでの情報送信のための構成、及び該送信に割り当て
られたリソースの指示を受信するステップと、
　制御情報の定期的送信が、前記第一の装置によって要求されていること、及び、前記定
期的送信のために割り当てられたリソースがあることを示すパラメータを前記構成が含む
ことを前記第二の装置によって検出するステップと、
　前記定期的な制御情報のために前記割り当てられたリソースに基づいて前記構成に従っ
て前記物理アップリンク共有チャネルで前記制御情報を定期的に、前記第二の装置から前
記第一の装置に送信するステップと、
　前記リソースの指示を前記構成の一部として受信するステップと、
　前記構成を高層シグナリングで受信するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記情報送信がチャネル状態情報であり、前記方法が、前記構成に基づいてチャネル状
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態測定を行うステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　物理アップリンク共有チャネル上のリソースを制御するように構成された第一の装置に
おいて、
　前記物理アップリンク共有チャネルで送信される定期的な制御情報送信を構成する構成
手段と、
　定期的な制御情報の送信に必要なリソースの量を決定する決定手段と、
　前記定期的な制御情報送信のためのリソースを前記物理アップリンク共有チャネルから
確保する確保手段と、
　前記定期的な制御情報のために前記確保したリソースに関する情報を送信する送信手段
と、
　前記構成手段を上位層シグナリングで行う手段と、
　前記物理アップリンク共有チャネルのスケジューラによって前記リソースを動的に確保
する手段と
を含み、
　前記構成手段が、セルの指示を定義する手段をさらに含む
ことを特徴とする装置。
【請求項１３】
　前記構成手段が、前記リソースを確保する手段と、前記リソースに関する情報を構成に
追加する手段とを含み、前記装置が、前記構成手段を上位層シグナリングで行って、前記
構成及び前記リソースの確保が半永久的なものとなるようにする手段をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記構成手段が、周期性、オフセット、レポートモード、コンポーネントキャリアの指
示、リソースブロック振り分け、サブリソース振り分け、ホッピング情報、変調及び符号
化スキーム、循環シフト、アップリンク送信モード、送信時間間隔、レポート分割、及び
前記構成の持続時間のうちの少なくとも１つを定義する手段をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１２又は１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記サブリソース振り分けが、符号分割多重化及び／又は周波数分割多重化を示すブロ
ックレベル拡散の手段により定義される、
ことを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　直交サブチャネルに、基準信号ブロック内部の循環シフト分離の手段、連続する基準信
号にわたるブロックレベル拡散の手段の少なくとも一方によって、又は循環シフト分離及
びブロックレベル拡散の組み合わせとして構成された低相互相関基準信号又は直交基準信
号が提供される、
ことを特徴とする請求項１４又は１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置が、セル間に直交コードリソースを協調的に割り当てる手段をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１２から１６のいずれかに記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置が、前記定期情報の送信を再構成する手段をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１２から１７のいずれかに記載の装置。
【請求項１９】
　前記情報送信がチャネル状態情報である、
ことを特徴とする請求項１２から１８のいずれかに記載の装置。
【請求項２０】
　前記物理アップリンク共有チャネルが、ユーザトラフィックを対象とする、
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ことを特徴とする請求項１２から１９のいずれかに記載の装置。
【請求項２１】
　前記装置が基地局である、
ことを特徴とする請求項１２から２０のいずれかに記載の装置。
【請求項２２】
　リソースが割り当てられる装置において、
　物理アップリンク共有チャネルでの情報送信のための構成、及び該送信に割り当てられ
たリソースの指示を受信する手段と、
　制御情報の定期的送信が要求されていることを示すパラメータを前記構成が含むことを
検出する手段と、
　前記定期的な制御情報のために前記割り当てられたリソースに基づいて前記構成に従っ
て前記物理アップリンク共有チャネルで前記制御情報を定期的に送信する手段と、
　前記リソースの指示を前記構成の一部として受信する手段と、
　前記構成を高層シグナリングで受信する手段と、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項２３】
　前記情報送信がチャネル状態情報であり、前記装置が、前記構成に基づいてチャネル状
態測定を行う手段をさらに含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記装置がユーザ装置又はリレーノードである、
ことを特徴とする請求項２２から２３のいずれかに記載の装置。
【請求項２５】
　前記装置が、シングルユーザマルチ入力マルチ出力、マルチユーザマルチ入力マルチ出
力、及び／又は多地点協調をサポートするように構成される、
ことを特徴とする請求項１２から２４のいずれかに記載の装置。
【請求項２６】
　コンピュータプログラムコードからなるコンピュータプログラムであって、前記プログ
ラムコードを第二の装置で実行することによって、前記第二の装置が
　物理アップリンク共有チャネル上のリソースを制御するように構成された第一の装置か
ら、無線インターフェース上のリソースが割り当てられて振り分けられる前記第二の装置
において、物理アップリンク共有チャネルでの情報送信のための構成、及び該送信に割り
当てられたリソースの指示を受信するステップと、
　制御情報の定期的送信が、前記第一の装置によって要求されていること、及び、前記定
期的送信のために割り当てられたリソースがあることを示すパラメータを前記構成が含む
ことを検出するステップと、
　前記定期的な制御情報のために前記割り当てられたリソースに基づいて前記構成に従っ
て前記物理アップリンク共有チャネルで前記制御情報を定期的に、前記第二の装置から前
記第一の装置に送信するステップと、
　前記リソースの指示を前記構成の一部として受信するステップと、
　前記構成を高層シグナリングで受信するステップと
を実行することを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気通信の分野に関し、特に定期情報の送信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下の背景技術の説明は、洞察、発見、理解又は開示或いは関連を、本発明よりも前に
関連技術で知られておらず本発明により提供される開示とともに含むことができる。以下
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、本発明のいくつかのこのような貢献を具体的に指摘することができるが、これらの状況
から本発明のその他のこのような貢献が明らかになるであろう。
【０００３】
　通信技術及び様々なサービスの発達により、固定接続を介して取得されるものと同じブ
ロードバンドサービスを無線接続を介して取得するというユーザのニーズが高まっている
。モビリティ要件及び高まる速度要件の両方を満たすために、現在、３ＧＰＰ（第３世代
パートナーシッププロジェクト）では、ロングタームエボリューションリリース８（以下
ＬＴＥと呼ぶ）と呼ばれるソリューションが定められている。ＬＴＥは、データ速度が速
くパケット待ち時間が短縮されたフラットなアーキテクチャを有するパケット専用広帯域
無線アクセスである。
【０００４】
　ユーザ装置（ＵＥ）と基地局との間のＬＴＥ無線インターフェイスは進化型ノードＢ（
ｅＮＢ）とも呼ばれ、ダウンリンクでは直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）に基づき
、アップリンクではシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）に基づいて
マルチアンテナ技術（ＭＩＭＯ）を効率的にサポートする。さらに、ＬＴＥでは、最大２
０ＭＨｚのキャリア帯域幅がリソースブロック（又は物理リソースブロック）に分割され
、これによりユーザ装置と基地局との間の送信が共有チャネルでスケジューリングされる
。この共有チャネルは、周波数ドメインの異なる場所においてリソースブロックを割り当
てることにより形成することができる。ユーザ装置は、セル固有の又はアンテナ固有の基
準信号を使用して、所定の方法でダウンリンクチャネルの品質を測定し、ＣＳＩと呼ばれ
るダウンリンクチャネル状態情報フィードバックを基地局へアップリンクで送信する。基
地局は、ダウンリンクのスケジューリングを行う場合、受信したＣＳＩも考慮することが
好ましい。
【０００５】
　ＬＴＥでは、ＣＳＩが、ＰＵＣＣＨ（物理アップリンク制御チャネル）と呼ばれる制御
チャネルで、フィードバックのために最大１１ビットのサイズの定期レポートの形で、或
いはＰＵＳＣＨ（物理アップリンク共有チャネル）と呼ばれるユーザトラフィック共有チ
ャネルで非定期レポートの形で送信され、ＰＵＳＣＨでは、フィードバックを大きくする
ことはできるが、基地局がユーザ装置へアップリンクグラントを送信することによってレ
ポートを明確に要求することにより送信をトリガした場合にのみ非定期レポートを送信す
ることができる。ユーザ装置がスケジュールされてはいるが最大サイズが変わらない場合
には、定期レポートをユーザデータに多重化してユーザトラフィック共有チャネルで送信
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】
【０００６】
　しかしながら、ＬＴＥの機能は、４Ｇシステムなどの次世代システムへと進化するよう
にもなり、無線インターフェイスの機能が向上した場合、ＣＳＩのコンテンツが増加する
ことにより、必要となる及びユーザ装置から基地局へ送信されるＣＳＩの量及びサイズが
増え、ＬＴＥの定期及び非定期レポートをこのように使用できなくなることが明らかであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、本発明のいくつかの態様の基本的な理解をもたらすために、本発明の単純化した
要約を示す。この要約は、本発明の広範な概要ではない。本発明の主要／重要な要素を特
定すること、又は本発明の範囲を示すことは意図していない。後述する詳細な説明の前置
きとして本発明のいくつかの概念を単純化した形で示すことのみを目的とする。
【０００８】
　いくつかの実施形態の態様は、共有アップリンクチャネルで定期的な情報送信を行うこ
とである。
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【０００９】
　本発明の様々な態様は、独立請求項に定める方法、装置、システム及びコンピュータプ
ログラム製品を含む。本発明のさらなる実施形態については従属請求項に開示する。
【００１０】
　以下、添付図面を参照しながら様々な実施形態についてさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ある実施形態による、無線アクセスネットワークの単純化したアーキテクチャ及
び装置の概略図である。
【図２】いくつかの実施形態による例示的な情報交換を示す情報交換図である。
【図３】いくつかの実施形態による例示的な情報交換を示す情報交換図である。
【図４】いくつかの実施形態による例示的な情報交換を示す情報交換図である。
【図５】ある実施形態によるリソース割り当てを示すフロー図である。
【図６】ある実施形態による例示的な使用事例を示す図である。
【図７】ある実施形態によるブロック別拡散の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の全てではなくいくつかを示す添付図面を参照しながら本発明の例示的な
実施形態について完全に説明する。実際には、本発明は多くの異なる形で具体化すること
ができ、本明細書に示す実施形態に限定されると解釈すべきではなく、むしろこれらの実
施形態は、この開示が、適用可能な法的要件を満たすように提供するものである。本明細
書では、いくつかの箇所で「ある（ａｎ）」、「１つの（ｏｎｅ）」、又は「いくつかの
（ｓｏｍｅ）」実施形態について言及するが、これは必ずしも、個々のこのような言及が
同じ実施形態に対するものであること、或いはその特徴が単一の実施形態にのみ適用され
ることを意味するものではない。異なる実施形態の単一の特徴を組み合わせて他の実施形
態を実現することもできる。
【００１３】
　本発明の実施形態は、あらゆるユーザ端末（すなわち、ユーザ装置）、基地局、対応す
るコンポーネント、対応する装置、及び／又はあらゆる通信システム、又は共有（すなわ
ち非専用）チャネルを有してここから動的に又は半永久的にリソースを割り当てることが
できる異なる通信システムのあらゆる組み合わせに適用可能である。通信システムは無線
通信システムであってもよく、又は固定ネットワークと無線ネットワークの両方を利用す
る通信システムであってもよい。特に無線通信では、使用するプロトコル及び通信システ
ムの仕様、及び装置が急速に発展を遂げている。このような発展により、実施形態へのさ
らなる変更が必要となり得る。したがって、全ての単語及び表現は広く解釈すべきであり
、実施形態を限定することではなく例示することを意図している。
【００１４】
　以下では、様々な実施形態について、これらの実施形態を適用できるアクセスアーキテ
クチャの例として、ダウンリンクではＯＦＤＭＡに基づき、アップリンクではシングルキ
ャリア周波数分割多元接続ＳＣ－ＦＤＭＡに基づくＬＴＥアドバンスド（ＬＴＥ－Ａ）に
基づく無線アクセスアーキテクチャを使用して説明するが、これらの実施形態はこのよう
なアーキテクチャに限定されることはない。
【００１５】
　図１には、ＬＴＥ－Ａの一般的なアーキテクチャ、又はより正確にはＬＴＥ－Ａを実施
する無線アクセスネットワーク１００を示している。図１は、セルを提供する基地局１２
０とセル内で通信チャネル１０１（図１には１つのみを示す）を介して無線接続するよう
に構成されたユーザ装置１１０のみを示す単純化したアーキテクチャであり、両方の装置
はいくつかの要素及び機能エンティティを有しているがこれらは全て論理ユニットであり
、その実施構成は図示のものとは異なる場合がある。当業者には、実際にはＬＴＥ－Ａの
無線アクセスには多くのユーザ装置にサービスを提供する多くの基地局が含まれ、１つの
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ユーザ装置が複数のセルを使用することができ、ＬＴＥ－Ａの無線アクセスが物理レイヤ
リレーノードなどの他のその装置を含むことができることが明らかである。
【００１６】
　ユーザ装置１１０は、無線インターフェイス上のリソースが割り当てられて振り分けら
れる１つの種類の装置を示しており、従って本明細書で説明するユーザ装置のあらゆる特
徴を、リレーノードなどの対応する装置を使用して実現することができる。このようなリ
レーノードの例には、基地局へ向かうレイヤ３リレー（セルフバックホールリレー）があ
る。ユーザ装置１１０は、以下に限定されるわけではないが、携帯電話、スマートフォン
、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ハンドセット、ラップトップコンピュータなどの種類の装置
を含む、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）の有無に関わらず動作する無線モバイル通信装
置などのポータブルコンピュータ装置である。ユーザ装置１１０（又はレイヤ３リレーノ
ード）は、ある実施形態を使用して以下で説明するユーザ装置の機能の１又はそれ以上を
実行するように構成されるとともに、異なる実施形態からの機能を実行するようにも構成
することができる。この目的のために、ユーザ装置（又はレイヤ３リレーノード）は、以
下で説明する実施形態の１又はそれ以上に基づいてフィードバック情報を形成して送信す
る機能を提供するためのフィードバックユニット１１１を含む。さらに、この装置は、例
えば異なる入力、制御情報、ユーザデータ及びメッセージを受信するための受信ユニット
１１２と、例えば異なる出力、制御情報、ユーザデータ及びメッセージを送信するための
送信ユニット１１３をと含む。
【００１７】
　基地局（又は高度進化型ノードＢ）１２０は、無線リソースを制御するように構成され
たコンピュータ装置であり、通信システム（図１には図示せず）に接続されることにより
、ユーザ装置１１０が通信システムに接続できるようにする。換言すれば、図示の実施形
態では、通信システムの全ての無線関連機能が、例えば接続パラメータを構成してユーザ
装置測定レポートを制御する基地局内に存在する。基地局１２０は、ある実施形態を使用
して以下で説明する基地局機能の１又はそれ以上を実行するように構成されるとともに、
異なるな実施形態からの機能を実行するようにも構成することができる。この目的のため
に、基地局は、以下で説明する実施形態の１又はそれ以上に基づいてフィードバック情報
の送信を構成する機能を提供するための構成ユニット１２１と、以下で説明する実施形態
の１又はそれ以上に基づいてフィードバック情報にリソースを割り当てるためのリソース
アロケータユニット１２４とを含む。リソースアロケータユニット１２４を構成ユニット
に、又は物理アップリンク共有チャネルスケジューラ（図１には図示せず）に統合するこ
ともできる。さらに、この装置は、例えば異なる入力、制御情報、ユーザデータ及びメッ
セージを受信するための受信ユニット１２２と、例えば異なる出力、制御情報、ユーザデ
ータ及びメッセージを送信するための送信ユニット１２３とを含む。
【００１８】
　共通の（より集中化した）無線リソース管理及び／又はスケジューリングを適用する実
施形態では、構成ユニットが、リソースアロケータユニットとは別のネットワークエンテ
ィティ／ノード内に位置することができ、その他のネットワークエンティティが、いくつ
かのセル又は基地局又はリレーの構成に対処する。実施構成によっては、ネットワークエ
ンティティが、少なくともいくつかのセル（又は基地局又はリレー）に関して、リソース
アロケータ、又はリソースアロケータユニットのいくつかの機能をさらに含むことができ
る。しかしながら、以下では、実施形態をこのようなソリューションに限定するわけでは
ないが、これらの機能が同じ基地局内に存在すると仮定する。
【００１９】
　装置、すなわちユーザ装置及び基地局を１つのエンティティとして示したが、１又はそ
れ以上の物理又は論理エンティティ内に異なるユニット、及びプロセッサ及びメモリ（図
１には図示せず）を実装してもよい。これらのユニットは、（読み出し専用メモリなどの
媒体に消去不能に記録された又は有線コンピュータ回路に組み込まれた）ソフトウェア及
び／又はソフトウェア－ハードウェア及び／又はファームウェアコンポーネントとするこ
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とができる。
【００２０】
　一般に、これらの装置は、メモリ及び装置の様々なインターフェイスに接続されたプロ
セッサ（図１には図示せず）、コントローラ、制御ユニット、マイクロコントローラなど
を含むことができる。一般に、プロセッサは中央処理装置であるが、追加の演算プロセッ
サであってもよい。フィードバックユニット１１１、構成ユニット１２１及び／又はリソ
ースアロケーションユニット１２４を、コンピュータ又はプロセッサ、或いはシングルチ
ップコンピュータ要素などのマイクロプロセッサとして、或いは少なくとも算術演算に使
用する記憶領域を提供するためのメモリ、及び算術演算を実行するための演算プロセッサ
を含むチップセットとして構成することもできる。フィードバックユニット１１１、構成
ユニット１２１及び／又はリソースアロケーションユニット１２４は、１又はそれ以上の
コンピュータプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ
（ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理装置（ＰＬＤ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、及び／又は１又はそれ以上の実施
形態の１又はそれ以上の機能を実施するようにプログラムされたその他のハードウェアコ
ンポーネントを含むことができる。
【００２１】
　受信ユニット及び送信ユニットは、各々が装置内にインターフェイスを提供し、このイ
ンターフェイスは、送信機及び／又は受信機、或いはデータ、コンテンツ、制御情報、メ
ッセージなどの情報を受信及び／又は送信するための、及びユーザデータ、コンテンツ、
制御情報、メッセージを受信及び／又は送信できるようにする必要な機能を実施するため
の対応する手段を含む。受信及び送信ユニットはアンテナの組を含むことができ、これら
のアンテナの数はいずれの特定の数にも限定されない。
【００２２】
　これらの装置は、一般に揮発性及び／又は不揮発性メモリ（図１には図示せず）を含む
ことができ、通常はコンテンツ、データなどを記憶することができる。例えば、メモリは
、（緊急位置接続ユニットなどのための）ソフトウェアアプリケーションなどのコンピュ
ータプログラムコード、又はプロセッサが装置の動作に関連するステップを実施形態に基
づいて実行するためのオペレーティングシステム、情報、データ、コンテンツなどを記憶
することができる。メモリは、例えばランダムアクセスメモリ、ハードドライブ、或いは
その他の固定データメモリ又は記憶装置とすることができる。さらに、メモリ又はメモリ
の一部を、装置に着脱自在に接続される取り外し可能メモリとすることができる。
【００２３】
　なお、装置は、情報送信において又は情報送信のために使用される他のユニットを含む
ことができる。しかしながら、これらは実際の発明には無関係であり、従ってここでこれ
らについてより詳述する必要はない。
【００２４】
　ある実施形態では、ユーザ装置が、基地局１２０との通信チャネル１０１でシングルユ
ーザマルチ入力マルチ出力（ＳＵ－ＭＩＭＯ）送信を利用するように構成される。ＳＵ－
ＭＩＭＯでは、アンテナ構成が、１よりも多くの送信ストリームを形成するように構成さ
れたアンテナの組又はアンテナアレイを含む。これらの送信ストリームは、いくつかのア
ンテナ、アンテナビーム又は適当な符号化を使用して取得することができる。
【００２５】
　別の実施形態では、無線アクセスネットワーク１００においてマルチユーザマルチ入力
マルチ出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）が利用される。ＭＵ－ＭＩＭＯでは、セル内の複数のユー
ザが同じ送信リソースを利用する。
【００２６】
　別の実施形態では、無線アクセスネットワーク１００において多地点協調（ＣｏＭＰ）
が利用される。ＣｏＭＰは、アップリンク送信方向に適用され、ユーザ装置の送信を複数
の地理的に分離された地点において受信することを意味する。ＣｏＭＰでは、基地局から
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線リソースの管理及びスケジューリングを処理することができ、或いは共通無線リソース
スケジューラが１つの基地局に位置することもできるが、ネットワークは、無線リソース
スケジューラを有していない基地局を含むこともできる。
【００２７】
　以下では、制御情報例としてフィードバック情報を、及びその他の全ての情報例として
データを使用して様々な実施形態を開示する。さらに、図２、図３及び図４では、共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）の使用を破線で示し、制御チャネル（使用する場合には物理ダウン
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）及び／又は物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）））の使用を連続した（破線でない）線で示す。
【００２８】
　図２には、ある実施形態による情報交換を示している。この実施形態では、説明を明確
にするために、ユーザ装置（ＵＥ）が、ＰＵＳＣＨでの定期的フィードバックをサポート
し、ユーザ装置が基地局からの受信を行う構成を受け入れ、定期的フィードバック構成及
びリソース割り当てが、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを説明例とする高層シ
グナリングを介して半永久的に行われると仮定する。なお、他のいずれの高層シグナリン
グを使用してもよい。
【００２９】
　図２は、基地局が、ＰＵＳＣＨでの定期的フィードバックをサポートするユーザ装置か
らのフィードバック情報の必要性を検出するという状況で開始する。例えば、基地局は、
ダウンリンクで送信されるユーザデータが存在することをユーザ装置に通知する。したが
って、基地局は、ポイント２－１においてどのようなフィードバック情報が必要かを判断
し、次にポイント２－１において、必要なフィードバック情報を運ぶために必要なリソー
ス量を判断し、ポイント２－１において、共有アップリンクユーザトラフィックチャネル
ＰＵＳＣＨからリソースブロックを割り当て、さらにポイント２－１において、ＰＵＳＣ
Ｈでの定期的フィードバックの構成を形成し、この構成をメッセージ２－２に含めて送信
する。本明細書では、リソースブロックとは、割り当て可能な最小ユニットのことである
。メッセージ２－２は、ＰＵＳＣＨでの定期的フィードバックの構成などの異なる無線リ
ソース構成を含む「ＲＲＣ接続設定」とすることができる。ＰＵＳＣＨでの定期的フィー
ドバックの構成は半永久的な構成であり、表１に示すパラメータ／フィールドを含むこと
ができる。なお、表１ではパラメータごとに番号を有するが、この番号は構成の一部では
なく、説明を容易かつ明確にするために加えたものである。さらに、表１は一例にすぎず
、他のパラメータ／フィールドを構成に含めて送信することができ、表１に示すパラメー
タのいくつかを省略することもできる。
表１
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【００３０】
　ＬＴＥリリース８と比較した場合、ＰＵＳＣＨ構成のための新規パラメータは、パラメ
ータ１、２、４、６、及び１０～１４である。パラメータ１及び２は、ＬＴＥリリース８
のＰＵＣＣＨ構成に関する対応パラメータに基づき、これらを組み合わせて１つのフィー
ルドにすることもできる。さらに、パラメータ３、５、及び７～９はＬＴＥリリース８の
ＰＵＳＣＨパラメータに対応するが、これらを修正することもできる。例えば、説明する
実施形態ではフィードバック情報にＨＡＲＱ（ハイブリッド自動応答要求）を使用してい
ないので、上記では、パラメータ８は信号冗長バージョンを示さない。さらに、リソース
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ブロック振り分け（パラメータ５）、修正及び符号化スキーム（パラメータ８）、及び循
環シフト割り当て（パラメータ９）については、ＬＴＥリリース８のために定義された原
理を使用することができるが、これらは、クラスタ化リソース振り分け原理などの、ＬＴ
Ｅ－ａｄｖａｎｃｅｄに導入された新たな特徴を取り入れることもできる。
【００３１】
　パラメータ１～４は、構成が定期レポートに関するものであることを示し、どのような
情報がレポート内で必要か、及び周期性が何であるかを記述する。例えば、値１の周期性
は、リソースが個々のサブフレームに（すなわち、連続するサブフレームとして）割り当
てられることを示し、値２の周期性は、リソースが秒ごとのサブフレームなどから割り当
てられることを示すことができる。しかしながら、他のいずれの周期性の定義を使用して
もよい。フィードバック情報レポートの内容は、パラメータ３及び４により構成される。
フィードバック情報は、例えば、チャネル品質インジケータＣＱＩ、プレコーディングマ
トリクスインジケータＰＭＩ、ランクインジケータＲＩ、量子化複素チャネルインパルス
又は周波数応答、及び／又はコンポーネントキャリアアグリゲーション固有の情報を含む
ことができる。ＣＱＩは、振り分けられたサブ帯域でユーザ装置がサポートできるトラン
スポートブロックサイズ／変調及び符号化スキーム（ＴＢＳ／ＭＣＳ）に対応することが
好ましい。なお、フィードバック情報の内容は決して限定されることはなく、有用と判断
されるものであれば何でもよい。さらに、フィードバック情報は、絶対値又はデルタ値で
あってもよく、すなわち何らかの情報に関するものとして表すことができる。
【００３２】
　パラメータ５～１２は、フィードバック情報送信に割り当てられたリソースを振り分け
る。ＬＴＥ－Ａでは、サブリソースアサインメント、すなわち割り当てられた物理リソー
ス内のサブチャネル化がサポートされており、従って構成は新規のパラメータ６を含む。
パラメータ６は、割り当てられたリソース上のサブチャネル化を定義し、これにより割り
当て粒度（すなわち１つのリソースブロックが、フィードバック情報が一般的に含むより
も多くのリソースを提供する）が粗くならない。例えば、パラメータ６は、使用すべき符
号分割多重化／周波数分割多重化（ＣＤＭ／ＦＤＭ）サブチャネルを示すことができる。
新規のパラメータ７は、リソースが割り当てられる期間を定義する。リソースを割り当て
る期間に制約はなく、無限に、１回限り、特定の期間にわたって、特定の送信量にわたっ
て割り当てることができる。新規のパラメータ８は、周波数ダイバーシティを高めること
ができるようにするために、ＰＵＳＣＨホッピングを利用するかどうか（及び、利用する
場合にはどのように）を定義する。ＬＴＥ－Ａは、アップリンクでもマルチアンテナ送信
をサポートするので、アップリンク送信モードを新規のパラメータ１１によって構成する
必要がある。パラメータ１２を使用して、構成と関連する定期情報に肯定応答及び否定応
答を含めて送信するかどうかを示すことができる。なお、パラメータ１２が存在するかし
ないかによって同じことを示すこともできる。
【００３３】
　パラメータ１３及び１４は、フィードバック情報の対象範囲を広げることに関する。パ
ラメータ１３により、ＰＵＳＣＨ全体に関し、巡回冗長検査情報（ＣＲＣ）を含むサブフ
レーム（又はサブスロット）反復を適用すべきかどうかを定義することができる。さらに
、反復するサブフレーム全体に直交カバーコードを適用することができる。パラメータ１
４は、単一のフィードバック情報レポートの複数のサブレポートを連続するサブフレーム
で送信できるようにする。サブレポートは、自己復号可能であっても、又は自己復号不能
であってもよく、多地点協調を適用する場合、個々のサブレポートは、１つのコンポーネ
ントキャリア又は１つのセルに関するフィードバック情報を含むことができる。（コンポ
ーネントキャリア又はセルは、何を測定／レポートするか、すなわち１つのレポートが実
際にどれほどのビットを含むかを定義する。）
【００３４】
　メッセージ２－２における上記の構成に応じ、ユーザ装置は、ポイント２－３において
構成を記憶し、この構成をメッセージ２－４で肯定応答し、ポイント２－５においてＰＵ
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ＳＣＨで定期的フィードバックを適用し始める。より正確には、ユーザ装置は、受信した
構成に対応するためにフィードバックユニット内の周期性カウンタを初期化し、要求され
たフィードバック情報を収集し、特定の要求がなくてもフィードバック情報２－６をＰＵ
ＳＣＨで定期的に送信する。
【００３５】
　しばらくして、基地局が構成を修正したいと望む。基地局は、例えば、レポートの内容
の修正又はリソースの再割り当てを行うことができ、従って構成の内容を修正した後で、
「ＲＲＣ接続再構成」又は「ＲＲＣ接続構成」、修正済みの構成、すなわち説明例では、
表１に開示したパラメータではあるがその少なくとも１つがメッセージ２－２で送信され
た値とは異なる値を有するパラメータなどをメッセージ２－７に含めて送信する。
【００３６】
　ユーザ装置は、ポイント２－８において構成を更新し、（「完了したＲＲＣ接続再構成
」とすることができる）メッセージ２－９を送信することによって再構成を肯定応答し、
ポイント２－５´において、修正済みの構成に基づいてフィードバック情報２－６´を収
集して送信し続ける。
【００３７】
　基地局は、これ以上定期的フィードバック情報が必要ないと判断した場合、「ＲＲＣ接
続リリース」及びリリース割り当てリソース（図示せず）などのメッセージ２－１０を送
信する。その後、ユーザ装置は、装置のメモリから構成を削除して、ＰＵＳＣＨでのフィ
ードバック情報の送信を中止する。したがって、説明例では、持続時間（パラメータ７）
の値は「無限」である。しかしながら、メッセージ２－２で構成された持続時間の満了以
外の何らかのイベント、又はリリースコマンドによっても、ユーザ装置がＰＵＳＣＨでの
定期的フィードバック情報の送信を中止するようにすることができる。このようなイベン
トの例として、ユーザ装置が省電力状態（ＤＸＲ、断続的な受信）に入ることが挙げられ
る。
【００３８】
　したがって、フィードバック情報が必要な限り、「ＵＬグラント」が存在しなくても十
分に正確なフィードバック情報がＰＵＳＣＨを介して送信される。これにより、ダウンリ
ンクのオーバヘッドが減少する。
【００３９】
　図３には、別の実施形態による情報交換を示している。この実施形態では、レイヤ３リ
レーノードがＰＵＳＣＨで定期的データを送信することを基地局（ｅＮＢ）が要求すると
仮定する。図３に示す例では、説明を明確にするために、レイヤ３リレーノードがＰＵＳ
ＣＨでの定期情報をサポートするとともに、基地局から受信した構成を受け入れるとさら
に仮定する。さらに、この実施形態では、定期情報の構成が、無線リソース制御（ＲＲＣ
）シグナリングを説明例とする高層シグナリングを介して半永久的に行わると仮定する。
なお、他のいずれの高層シグナリングを使用してもよい。この実施形態では、ＰＵＳＣＨ
スケジューラによって物理リソースが動的に割り当てられ、この割り当て情報が、物理ダ
ウンリンク制御チャネルを介して送信される。
【００４０】
　図３は、基地局（ｅＮＢ）が、レイヤ３リレーノードを介してアップリンクデータを取
得するために、ＰＵＳＣＨでの定期情報をサポートするレイヤ３リレーノード、Ｌ３リレ
ーをスケジュールする必要があると判断するという例示的な状況で開始する。したがって
、基地局は、ポイント３－１において、データを運ぶために必要なリソースの量を判断し
、ポイント３－１において、共有アップリンクユーザトラフィックチャネルＰＵＳＣＨか
らリソースブロックを割り当て、さらにポイント３－１において、ＰＵＳＣＨでの定期情
報のための構成を形成し、この構成をメッセージ３－２に含めて送信する。メッセージ３
－２は、ＰＵＳＣＨでの定期情報のための構成を含む上述したようなメッセージとするこ
とができる。ＰＵＳＣＨでの定期的フィードバックのための構成は半永久的構成であり、
上記の表１に示すパラメータ／フィールドを含むことができる。しかしながら、図３に示
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す実施形態では、レポートすべきフィードバック情報を定義するパラメータが構成に含ま
れておらず、すなわち定期レポートがデータ転送に使用されるので、パラメータ３及び４
は省略される。さらに、この例ではＡＣＫ／ＮＡＫパラメータ１２を省略することができ
る。本発明の別の実施形態では、レポートに含めて送信すべきデータを定義するためにパ
ラメータ３及び４を使用する。
【００４１】
　メッセージ３－２における上記の構成に応じ、レイヤ３リレーノードは、ポイント３－
３において構成を記憶し、この構成をメッセージ３－４で肯定応答し、構成メッセージ内
の持続時間が示す限り、又は新たなリソース確保を受信する限り、又は新たな構成メッセ
ージを受信する限り、又は接続が無効にされない限り、定期的データ３－６を送信した（
ポイント３－５）際に、メッセージ３－２内の構成によって構成されたチャネリングに基
づいてポイント３－５においてＰＵＳＣＨで定期情報を適用し始める。しかしながら、こ
れらについては図３には示していない。より正確には、レイヤ３リレーノードは、受信し
た構成に対応するためにフィードバックユニット内の周期性カウンタを初期化し、特定の
要求がなくてもデータ３－６をＰＵＳＣＨで定期的に送信する。
【００４２】
　なお、ユーザ装置も、図３及びレイヤ３リレーノードに関して行った説明と同様にデー
タを送信するように構成することができる。この場合、定期的フィードバック情報を別個
のメッセージで、例えば図２に関して上述したように構成することができる。
【００４３】
　図４には、さらなる実施形態による情報交換を示している。この実施形態では、基地局
（ｅＮＢ）が、定期的フィードバックがＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨで同時に送信されるこ
とを要求すると仮定する。図４に示す例では、説明を明確にするために、ユーザ装置（Ｕ
Ｅ）が、ＰＵＳＣＨでの定期的フィードバックをサポートするとともに、基地局から受信
した構成を受け入れるとさらに仮定する。さらに、この実施形態では、定期的フィードバ
ック構成及びリソース割り当てが、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを説明例と
する高層シグナリングを介して半永久的に実施されると仮定する。なお、他のいずれの高
層シグナリングを使用してもよく、及び／又はリソース割り当てを動的に行ってもよい。
【００４４】
　図４は、図２と同じ状況で開始し、すなわち基地局が、ＰＵＳＣＨでの定期的フィード
バックをサポートするユーザ装置からのフィードバック情報の必要性を検出する。したが
って、基地局は、ポイント４－１においてどのようなフィードバック情報が必要かを判定
し、次にポイント４－１において、どの情報をＰＵＣＣＨで送信し、どの情報をＰＵＳＣ
Ｈで送信すべきかを決定する。次に、基地局は、ポイント４－２において、ＰＵＳＣＨで
送信されるフィードバック情報を運ぶために必要なリソースの量（例えば、シンボル及び
電力）、及びＰＵＣＣＨにおいて（あるとすれば）必要なリソースを判断し、さらにポイ
ント４－２において、ＰＵＳＣＨでの定期情報のための構成、及びＰＵＣＣＨでの定期的
ＡＣＫ／ＮＡＫのための構成を形成し、これらの構成をメッセージ４－３に含めて送信す
る。ＰＵＳＣＨでの定期的フィードバックのための構成は、上記の表１に示すパラメータ
／フィールドを含むことができる。しかしながら、図４に示す実施形態では、ＰＵＳＣＨ
での定期的フィードバックのための構成が、ＰＵＳＣＨでの定期的フィードバックではＡ
ＣＫ／ＮＡＫが送信されないことを示している。
【００４５】
　メッセージ４－３における上記の構成に応じ、ユーザ装置は、ポイント４－４において
構成を記憶し、この構成をメッセージ４－５で肯定応答する。ユーザ装置は、ポイント４
－６において、対応する接続が無効に又は再構成されない限り、構成に基づいてフィード
バック情報を収集し、対応する構成に基づいて定期的ＡＣＫ／ＮＡＫ４－７をＰＵＣＣＨ
で、及びその他の定期的フィードバック情報４－８をＰＵＳＣＨで送信することによって
定期的フィードバックも行う（図４には図示せず）。
【００４６】
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　別の実施形態では、図４で説明した実施形態に基づいて、ユーザ装置が、ＡＣＫ／ＮＡ
Ｋ情報を他のフィードバック情報で多重化し、すなわちＬＴＥリリース８では、同じチャ
ネル状態情報がユーザデータで多重化される。
【００４７】
　別の実施形態では、基地局が、必要なフィードバック情報に基づいて、フィードバック
情報を取得するための最も効率的な方法を選択するようにさらに構成される。換言すれば
、基地局は、定期的フィードバックを（ユーザ装置がスケジューリングされている場合は
アップリンクユーザデータで多重化された）制御チャネルで使用すべきか、或いは非定期
的フィードバック情報を共有チャネルで使用すべきか、或いは事前に振り分けたリソース
に関する定期的フィードバック情報を共有チャネルで使用すべきかを決定する。
【００４８】
　本発明の別の実施形態では、基地局が、定期的フィードバックを制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＨ）で構成し、非定期的フィードバック及び定期的フィードバックを共有チャネル（Ｐ
ＵＳＣＨ）で構成し、この構成内で、いずれの定期レポートを特定のフィードバック情報
とともに使用するかを示す。この実施形態の別の実施構成では、ユーザ装置がいずれの定
期レポートを使用すべきかを選択し、非定期レポートが特定の要求時にのみ使用される。
この実施形態では、ユーザ装置がレポートごとに選択を行うことができる。
【００４９】
　図５は、基地局、又はより正確にはリソース割り当てユニットが、ＰＵＳＣＨでの定期
情報のために確保されているリソースを、動的にスケジュールされたユーザ装置及び半永
久的ユーザ装置に割り当てるように構成される実施形態によるスケジューリングを示すフ
ロー図である。
【００５０】
　ステップ５０１において、基地局は、ユーザ装置がＰＵＳＣＨでの定期情報のために受
け取ったリソースを使用するようにユーザ装置をスケジュールしようとする。しかしなが
ら、適当な構成が存在せず（ステップ５０２）、ステップ５０３において、基地局が、Ｐ
ＵＳＣＨでの定期情報の基本構成を定める。この基本構成は、少なくとも使用期間、ＰＵ
ＳＣＨから（リソースブロック粒度を使用して）割り当てられるリソース、サブチャネル
化（例えば、ユーザカバーコード）及び構成の寿命（持続時間）を定義する。
【００５１】
　次に、基地局は、動的割り当てを使用すべきかどうかを判断する（ステップ５０４）。
この判断は、ユーザ装置の容量、送信する情報の量及び／又は種類などに基づくことがで
きる。例えば、ＬＴＥリリース８のユーザ装置は、ＰＵＳＣＨでの半永久的定期情報をサ
ポートしていないが、動的に割り当てる場合、同じリソースを使用するようにこれらを割
り当てることができる。
【００５２】
　動的割り当てを適用する場合、ステップ５０５において、基本構成が、ユーザ装置固有
のシグナリング又はセル固有のシグナリングのいずれかの高層シグナリングで送信される
。ステップ５０６において、基地局は、割り当てたリソースからサブチャネルを割り当て
、この割り当ては、ユーザ装置がサポートしている場合には追加のカバーコードの振り分
けなどを含む。次に、ステップ５０７において、サブチャネル情報が、リソースを割り当
てる情報を送信するように要求された回数だけ（或いは、基本構成に対して確保されたリ
ソースが割り当てられる限り）アップリンクグラントの形で送信される。
【００５３】
　半永久的割り当てを適用する場合、ステップ５０８において、基地局が、サブチャネル
構成を含む構成の休止を定め、ステップ５０９において、この構成を高層ユーザ装置に固
有のシグナリングで送信する。
【００５４】
　別のユーザ装置をスケジュールする場合、基地局は、ステップ５０１において再び開始
する。構成が存在し、利用可能な十分なリソースを有し、この構成が適当なものである場
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合（ステップ５０２）、基地局は、ステップ５０４へ進んで動的割り当てを適用すべきか
どうかを判断する。
【００５５】
　本発明の別の実施形態では、常に動的割り当てを適用する。
【００５６】
　さらなる実施形態では、基本構成が存在するものの適当でない場合、基本構成が再構成
される。
【００５７】
　図６には、アップリンクで多地点協調を適用した場合の実施形態による、異なるセル間
でカバーコード（すなわち、ブロックレベル拡散コード）をどのように利用できるかとい
う例示的な使用事例を示している。説明例では、割り当てられた（振り分けられた）ＰＵ
ＳＣＨ周波数リソース内で５つのコードチャネル／１つのタイムスロットを利用できると
仮定する。直交コードリソースをセル間に協調的に割り当てることにより、以下のセル間
干渉回避策を使用してチャネルリソースを管理することができる。
ａ）異なるセル間における全体的カバーコード再使用（１ユーザ／セル／リソース）
ｂ）異なるセル間における部分的カバーコード再使用（セル間干渉調整、ＩＣＩＣ）
ｃ）再使用－１（異なるセルにおいて全てのカバーコードリソースを使用）
ｄ）異なるセル間における全体的カバーコード再使用、セル間における可変帯域幅割り当
て（１ユーザ／セル／リソース）
【００５８】
　セル間におけるカバーコード再使用の利点としては、マルチセル受信機の高度な干渉取
り消しが不要であることにより、これによって生じる追加の遅延が回避されるので、低複
雑性、低遅延のマルチセル受信が可能になる点が挙げられる。
【００５９】
　図７には、ＰＵＳＣＨで送信される定期的データにブロック別拡散を適用した実施形態
によるブロック別拡散の例を示している。ブロック別拡散は、使用する拡散係数（ＳＦ）
により多重化容量を増加させる。図７から分かるように、ＰＵＳＣＨ（定期的ＰＵＳＣＨ
）での定期的データのための受け取ったリソースのブロック別拡散は、ＰＵＣＣＨフォー
マット１／１ａ／１ｂに基づくブロック別拡散に類似する。しかしながら、後者では１つ
のシンボルしか送信されないのに対し、この実施形態では、データシンボル及び基準信号
（ＲＳ）シンボルなどの送信されるシンボルの量が多くなる。例えば、データシンボルの
量は、割り当てられた物理リソースブロックの量の１２倍である。
【００６０】
　図７に示すブロック別拡散は、タイムスロット／サブフレーム内のデータブロックの量
に関わらず、基準信号（ＲＳ）ブロックを除き、１つのタイムスロット及び／又はサブフ
レームにわたって行うことができる。さらに、ブロック符号化の長さを修正することによ
り、シンボルレート（すなわち、ＰＵＳＣＨで定期的に送信される情報のサイズ）を調整
することができる。使用する拡散係数を修正することにより、この長さを修正することも
できる。例えば、拡散係数（すなわち、ブロック拡散コードの長さ）をサブフレームの一
部とすることができ、拡散係数をサブフレームの数よりも短くすることができ、より小さ
な定期情報を提供するユーザ装置に追加のカバーコードを割り当てることができ、送信に
いくつかのＴＴＩが存在する場合には、ＣＲＣを含むデータブロック全体のためのサブフ
レーム反復を適用することができ、反復サブフレーム全体に直交カバーコードを適用する
ことができる。
【００６１】
　可変拡散係数及び追加のカバーコードを使用し、これによりチャネル符号化（すなわち
、シンボルレート）によって処理利得をトレードオフする可能性が提供され、直交チャネ
ル化によって干渉除去が提供されることを示す例では、この結果ＣｏＭＰフィードバック
の容量／到達範囲が最適化される。この例では、２又はそれ以上のユーザ装置がＰＵＳＣ
Ｈでフィードバック情報を送信し、ユーザ装置１がスロット当たり２つのデータブロック
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を送信し、他のユーザ装置は、各々がスロット当たりデータブロックを１つしか送信しな
い。サブフレーム内で拡散が行われて拡散係数が６である場合、６つのユーザ装置を多重
化することができる。しかしながら、個々のユーザ装置のために確保されるリソースは同
じであるが、ユーザ装置２～６に関しては確保されるリソースの半分で十分である。代わ
りに、拡散係数３が使用される場合、ユーザ装置１にカバーコード＃１を振り分けること
ができ、ユーザ装置１は、サブフレームの最初（Ａで示す）に１つのデータブロック（Ｕ
Ｅ１－１）を送信し、サブフレームの最後（Ｂで示す）に他のデータブロック（ＵＥ１－
２）を送信することができる。しかしながら、他のユーザ装置はデータブロックを１つし
か送信しないので、サブフレームの最初及びサブフレームの最後に同じブロックコードが
反復され、追加のブロックカバーを反復に加えることができる（すなわち、このブロック
符号化は２レベルブロック符号化である）。したがって、ユーザ装置２にカバーコード＃
２と追加のカバーコード＃１が振り分けられることにより、データブロックＵＥ２－１の
半分がサブフレームの最初に、半分がサブフレームの最後に送信されるようにすることが
できる。図示の例では、ユーザ装置３にはカバーコード＃２と追加のカバーコード＃２が
振り分けられ、ユーザ装置４にはカバーコード＃３と追加のカバーコード＃１が振り分け
られ、ユーザ装置５にはカバーコード＃３と追加のカバーコード＃２が振り分けられる。
追加のカバーコードを重み付け係数に含めることができ、或いは例えば別個の動作とする
ことができる。したがって、５つのユーザ装置が多重化され、ユーザ装置１ではフィード
バック情報のサイズが他のユーザ装置のサイズの２倍になる。インデックス、ｗ０、ｗ１
などは、反復データブロックを多重化する直交カバーコード要素である。
【００６２】
　なお、スロット／サブフレーム全体に追加のカバーコードを適用することはできるが、
この例ではスロット内で追加のカバーコードを適用している。
【００６３】
　直交サブチャネルは、基準信号ブロック内部の循環シフト分離によって構成できる直交
基準信号とともに提供される。或いは、連続した基準信号ブロック全体にわたるブロック
レベル拡散を利用することもできる。循環シフト分離とブロックレベル拡散を組み合わせ
ることもできる。さらに、異なる直交サブチャネルには（直交基準信号の代わりに）低相
互相関基準信号提供することが十分となり得る。
【００６４】
　音声基準信号、ＳＲＳ、ＰＵＳＣＨでの定期情報及びブロック拡散の存在については、
基地局が、ＰＵＳＣＨでの定期情報に割り当てられた帯域幅及びＳＲＳに割り当てられた
帯域幅が重複しないようにリソースを割り当てることができる。別の実施形態では、帯域
幅が重複することができ、ＰＵＳＣＨでの定期情報のブロック別拡散が、最後のＰＵＳＣ
Ｈシンボルのパンクチャリングを可能にするように構成される。これは、ＳＲＳを運ぶ可
能性のある及びないサブフレームに対して異なる拡散係数を構成することにより実現する
ことができる。別の代替例では、ＳＲＳを送信するユーザ装置に、ＰＵＳＣＨでの定期情
報によって占められた周波数／時間リソースに関する情報を提供して、ユーザ装置がＰＵ
ＳＣＨでの定期情報に重複するＳＲＳを切り捨て又は脱落できるようにされる。
【００６５】
　ユーザ装置ＡがＰＵＳＣＨでの定期情報及び同じサブフレームでのＳＲＳの両方を送信
するように構成されている場合、これらの同時送信を拒否することができ、ＳＲＳを脱落
させることが好ましい。この実施構成は、送信される信号のキュービックメトリックを増
加させないという利点を有する。別の実施構成では、キュービックメトリックが増加する
ことを代償に、ＰＵＳＣＨ及びＳＲＳで定期情報を同時送信することができる。
【００６６】
　ＰＵＳＣＨでの定期情報をコンポーネントキャリアアグリゲーションとともに使用する
実施形態では、マルチコンポーネントキャリアに対応するランクインジケータ及びマルチ
コンポーネントキャリアに対応するその他のチャネル状態情報の符号化が実施構成に依存
し、これら又はこれらの少なくとも１つを別個に又ともに符号化することができる。
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【００６７】
　ＰＵＳＣＨでの定期情報を多地点協調とともに使用する実施形態では、複数のセルに対
応するランクインジケータ及び複数のセルに対応するその他のチャネル状態情報の符号化
が実施構成に依存し、これら又はこれらの少なくとも１つを別個に又ともに符号化するこ
とができる。
【００６８】
　なお、チャネル化は、実施する符号化方法（ともに又は別個に）によって影響を受ける
ことはない。
【００６９】
　図２～図７において上述したステップ／ポイント、メッセージ、情報交換及び関連機能
は、絶対的な時間的順序で示すものではなく、ステップ／ポイント又は機能のいくつかの
実行及び／又はメッセージの送信を同時に、又は所与の順序とは異なる順序で行うことが
できる。ポイント又は機能の間で、又はステップ／ポイント内で他の機能を実行すること
もでき、例示するメッセージの間に他のメッセージを送信することもできる。機能又はス
テップ／ポイントのいくつか、又はステップ／ポイントの一部を省略し、或いは対応する
機能又はステップ／ポイント、又はステップ／ポイントの一部と置き換えることができる
。さらに、異なる実施形態を使用して説明した機能、ステップ／ポイント及び／又はメッ
セージを組み合わせてさらなる実施形態を得ることもできる。これらのメッセージは例示
的なものにすぎず、同じ情報を送信するためのいくつかの別個のメッセージを含むことが
できる。また、これらのメッセージは他の情報を含むこともできる。関連するネットワー
ク技術に応じて、上述した以外のエンティティをメッセージングに加えることができる。
【００７０】
　なお、上述したＰＵＳＣＨでの定期情報（レポート）のためのスキームは、物理アップ
リンク共有チャネル上に新たな、構成可能な、かつ拡張可能なサブチャネルを有すると考
えることができ、この構成は、定期レポート時に何を送信すべきかを定義する１又はそれ
以上のパラメータ／パラメータセット（すなわち、あらゆる種類の情報の送信をカバーす
るレポートの内容）、及び／又はレポートをいつ送信するかを定義する１又はそれ以上の
パラメータ／パラメータセット、及び／又はいかなる送信フォーマットを使用すべきかを
定義する１又はそれ以上のパラメータ／パラメータセット、及び／又はいずれの無線イン
ターフェイスリソースを使用すべきかを定義する１又はそれ以上のパラメータ／パラメー
タセットを含む。別の代替例では、パラメータを、物理サブチャネルを構成するパラメー
タと、サブチャネルを介して送信されるレポートの内容に関するパラメータという２つの
サブグループに分割する。ある実施形態では、物理サブチャネルを構成するために必要な
１又はそれ以上のパラメータは必須であるが、コンテンツに関するパラメータは任意であ
る。表１を参照すると、物理サブチャネルを構成するパラメータは、パラメータ１、５、
６、７、９、１０、８（ホッピングがサポートされている場合）、１１（マルチアンテナ
ユーザ装置の場合）、１２（同時ＡＣＫ／ＮＡＫがサポートされている場合）、及び１３
（ＴＴＩバウンディング／反復がサポートされている場合）、コンテンツ、及び特に制御
情報のコンテンツに関する残りのパラメータ（すなわち、パラメータ２、３、４及び１４
）を含むことができ、構成が制御情報以外のデータのために行われている場合にはこれら
を省略することができる。
【００７１】
　サブチャネルが半永久的に構成される場合、これは（周波数及び時間の両方における）
専用チャネル又は専用リソースであると考えることができる。
【００７２】
　本明細書で説明した技術を様々な手段によって実現することにより、実施形態とともに
説明した対応するユーザ装置又は基地局の１又はそれ以上の機能を実施する装置が、従来
技術の手段だけでなく、実施形態とともに説明した対応する装置の１又はそれ以上の機能
を実施するための手段を含むとともに、個々の別個の機能のための別個の手段を含むこと
ができるように、或いはこれらの手段を２又はそれ以上の機能を実行するように構成でき
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装置）、ファームウェア（１又はそれ以上の装置）、ソフトウェア（１又はそれ以上のモ
ジュール）、又はこれらの組み合わせの形で実装することができる。ファームウェア又は
ソフトウェアの場合、実施構成を、本明細書で説明した機能を実施する（手順、機能など
の）モジュールを介したものとすることができる。ソフトウェアコードは、いずれかの適
当なプロセッサ／（単複の）コンピュータ可読データ記憶媒体又は（単複の）メモリユニ
ット又は（単複の）製造の物品に記憶することができ、１又はそれ以上のプロセッサ／コ
ンピュータによって実行することができる。データ記憶媒体又はメモリユニットは、プロ
セッサ／コンピュータ内、又はプロセッサ／コンピュータの外部に実装することができ、
この場合、当業で公知の様々な手段を介してプロセッサ／コンピュータに通信可能に結合
することができる。
【００７３】
　当業者には、技術が進歩するにつれ、本発明の概念を様々な方法で実現できることが明
らかであろう。本発明及びその実施形態は、上述の例に限定されるものではなく、特許請
求の範囲内で変化することができる。
【符号の説明】
【００７４】
２－１　何が必要か、及びリソースの量を決定し、リソースを割り当てて構成を形成
２－２　メッセージ
２－３　記憶
２－４　メッセージ
２－５　定期的フィードバック
２－６　フィードバック情報
２－７　メッセージ
２－８　更新
２－９　メッセージ
２－５’　定期的フィードバック
２－６’　フィードバック情報
２－１０　メッセージ
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