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(57)【要約】
　トランスポートブロックサイズを決定するための方法
および装置が、アップリンク上で送信されるべきデータ
を識別することを含み、ここにおいて、該データはリソ
ースブロックの数に関連する。本方法および装置は、ダ
ウンリンク制御情報を介して少なくとも１つの示された
係数を受信することをさらに含む。さらに、本方法およ
び装置は、少なくとも１つの示された係数に基づいて少
なくとも１つの係数を決定することと、リソースブロッ
クの数と少なくとも１つの係数とに基づいてトランスポ
ートブロックサイズ列インデックスを計算することとを
含む。さらに、本方法および装置は、トランスポートブ
ロックサイズ列インデックスに少なくとも部分的に基づ
いてトランスポートブロックサイズを決定することを含
む。本方法および装置は、トランスポートブロックサイ
ズに少なくとも部分的に基づいてアップリンク上でデー
タを送信し得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランスポートブロックサイズを決定する方法であって、
　　アップリンク上で送信されるべきデータを識別することと、ここにおいて、前記デー
タはリソースブロックの数に関連する、
　　ダウンリンク制御情報を介して少なくとも１つの示された係数を受信することと、
　　前記少なくとも１つの示された係数に基づいて少なくとも１つの係数を決定すること
と、
　　リソースブロックの前記数と前記少なくとも１つの係数とに基づいてトランスポート
ブロックサイズ列インデックスを計算することと、
　　前記トランスポートブロックサイズ列インデックスに少なくとも部分的に基づいて前
記トランスポートブロックサイズを決定することと、
　　前記トランスポートブロックサイズに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンク
上で前記データを送信することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に割り当てられた変調コーディングスキ
ーム行インデックスに少なくとも部分的に基づいて前記トランスポートブロックサイズを
決定することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの係数がオフセットパラメータに対応し、前記トランスポートブロ
ックサイズ列インデックスが、前記オフセットパラメータに基づいてリソースブロックの
前記数からシフトされる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの係数がスケーリングファクタに対応し、前記トランスポートブロ
ックサイズ列インデックスが、前記スケーリングファクタに基づいて前記トランスポート
ブロックサイズ列インデックスからスケーリングされる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　レイヤ３構成を受信することをさらに備え、前記少なくとも１つの係数を決定すること
が、前記レイヤ３構成にさらに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの係数を決定することが、マッピングテーブルにさらに基づく、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの係数の値範囲がサブフレームタイプに依存する、請求項１に記載
の方法。
【請求項８】
　前記サブフレームタイプが、通常アップリンクサブフレーム、特殊サブフレーム、また
はクリアチャネルアセスメントを免除されたサブフレームのうちの１つを含む、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの係数の値が、前記アップリンク上での送信のために利用可能なサ
ブフレームの部分に依存する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの係数が調整ファクタに対応し、前記調整ファクタがリソースブロ
ックの前記数の関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの係数が、アップリンク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）とは無関係
なチャネル状態情報フィードバックを含むアップリンクデータに対応する値を有する、請
求項１に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記データを送信することが、２つのコードワードを有する多入力多出力（ＭＩＭＯ）
スキームに従って前記データを送信することを含み、前記少なくとも１つの係数が前記２
つのコードワードの各々について同じである、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの係数が、前記アップリンク上での送信のためのリソース割振りグ
ラニュラリティに依存する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　システム帯域幅に基づいてインターレースの数を決定することと、
　前記システム帯域幅に基づいてインターリーブされたリソースブロックの数を決定する
ことと、
　インターレースの前記数とインターリーブされたリソースブロックの前記数とに基づい
てビットマップを生成することと、
　前記ビットマップに基づいてリソースを割り振ることと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　コンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体であって、
　　アップリンク上で送信されるべきデータを識別するように実行可能なコードと、ここ
において、前記データはリソースブロックの数に関連する、
　　ダウンリンク制御情報を介して少なくとも１つの示された係数を受信するように実行
可能なコードと、
　　前記少なくとも１つの示された係数に基づいて少なくとも１つの係数を決定するよう
に実行可能なコードと、
　　リソースブロックの前記数と前記少なくとも１つの係数とに基づいてトランスポート
ブロックサイズ列インデックスを計算するように実行可能なコードと、
　　前記トランスポートブロックサイズ列インデックスに少なくとも部分的に基づいてト
ランスポートブロックサイズを決定するように実行可能なコードと、
　　前記トランスポートブロックサイズに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンク
上で前記データを送信するように実行可能なコードと
　を備える、コンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
　トランスポートブロックサイズを決定するための装置であって、
　　アップリンク上で送信されるべきデータを識別するための手段と、ここにおいて、前
記データはリソースブロックの数に関連する、
　　ダウンリンク制御情報を介して少なくとも１つの示された係数を受信するための手段
と、
　　前記少なくとも１つの示された係数に基づいて少なくとも１つの係数を決定するため
の手段と、
　　リソースブロックの前記数と前記少なくとも１つの係数とに基づいてトランスポート
ブロックサイズ列インデックスを計算するための手段と、
　　前記トランスポートブロックサイズ列インデックスに少なくとも部分的に基づいて前
記トランスポートブロックサイズを決定するための手段と、
　　前記トランスポートブロックサイズに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンク
上で前記データを送信するための手段と
　を備える、装置。
【請求項１７】
　トランスポートブロックサイズを決定するための装置であって、
　　アップリンク上で送信されるべきデータを識別するように構成されたデータ識別構成
要素と、ここにおいて、前記データはリソースブロックの数に関連する、
　　係数決定構成要素であって、
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　　　ダウンリンク制御情報を介して少なくとも１つの示された係数を受信することと、
　　　前記少なくとも１つの示された係数に基づいて少なくとも１つの係数を決定するこ
とと
　　を行うように構成された係数決定構成要素と、
　　リソースブロックの前記数と前記少なくとも１つの係数とに基づいてトランスポート
ブロックサイズ列インデックスを計算するように構成されたトランスポートブロックサイ
ズ列インデックス計算構成要素と、
　　前記トランスポートブロックサイズ列インデックスに少なくとも部分的に基づいて前
記トランスポートブロックサイズを決定するように構成されたトランスポートブロックサ
イズ決定構成要素と、
　　前記トランスポートブロックサイズに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンク
上で前記データを送信するように構成された送信機と
　を備える、装置。
【請求項１８】
　前記トランスポートブロックサイズ決定構成要素が、物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）に割り当てられた変調コーディングスキーム行インデックスに少なくとも部
分的に基づいて前記トランスポートブロックサイズを決定するようにさらに構成された、
請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの係数がオフセットパラメータに対応し、前記トランスポートブロ
ックサイズ列インデックスが、前記オフセットパラメータに基づいてリソースブロックの
前記数からシフトされる、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの係数がスケーリングファクタに対応し、前記トランスポートブロ
ックサイズ列インデックスが、前記スケーリングファクタに基づいて前記トランスポート
ブロックサイズ列インデックスからスケーリングされる、請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　前記係数決定構成要素が、レイヤ３構成に基づいて前記少なくとも１つの係数を決定す
るようにさらに構成された、請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　前記係数決定構成要素が、マッピングテーブルに基づいて前記少なくとも１つの係数を
決定するようにさらに構成された、請求項１７に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの係数の値範囲がサブフレームタイプに依存する、請求項１７に記
載の装置。
【請求項２４】
　前記サブフレームタイプが、通常アップリンクサブフレーム、特殊サブフレーム、また
はクリアチャネルアセスメントを免除されたサブフレームのうちの１つを含む、請求項２
３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの係数の値が、前記アップリンク上での送信のために利用可能なサ
ブフレームの部分に依存する、請求項１７に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの係数が調整ファクタに対応し、前記調整ファクタがリソースブロ
ックの前記数の関数である、請求項１７に記載の装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの係数が、アップリンク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）とは無関係
なチャネル状態情報フィードバックを含むアップリンクデータに対応する値を有する、請
求項１７に記載の装置。
【請求項２８】
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　前記データを送信することが、２つのコードワードを有する多入力多出力（ＭＩＭＯ）
スキームに従って前記データを送信することを含み、前記少なくとも１つの係数が前記２
つのコードワードの各々について同じである、請求項１７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つの係数が、前記アップリンク上での送信のためのリソース割振りグ
ラニュラリティに依存する、請求項１７に記載の装置。
【請求項３０】
　システム帯域幅に基づいてインターレースの数を決定することと、
　前記システム帯域幅に基づいてインターリーブされたリソースブロックの数を決定する
ことと、
　インターレースの前記数とインターリーブされたリソースブロックの前記数とに基づい
てビットマップを生成することと、
　前記ビットマップに基づいてリソースを割り振ることと
を行うように構成されたビットマップ決定構成要素をさらに備える、請求項１７に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　[0001]本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され参照により本明細書に明確に組み込ま
れる、２０１４年９月１８日に出願された「UPLINK RESOURCE ALLOCATION AND TRANSPORT
 BLOCK SIZE DETERMINATION」と題する非仮出願第１４／４９０，３９０号、および２０
１３年９月２０日に出願された「UPLINK RESOURCE ALLOCATION AND TRANSPORT BLOCK SIZ
E DETERMINATION」と題する仮出願第６１／８８０，４８４号の優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、無認可スペクト
ルにわたるアップリンクリソース割振りおよびトランスポートブロックサイズ決定のため
の方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブ
ロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典
型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送
信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元
接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）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、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数
分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－
ＳＣＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さら
には地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信
規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ（登録商標））によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーショ
ンズシステム（ＵＭＴＳ）モバイル規格の拡張のセットである。ＬＴＥは、スペクトル効
率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサ
ポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウン
リンク（ＤＬ）上ではＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク（ＵＬ）上ではＳＣ－ＦＤＭＡ
を使用し、多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良
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く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対
する需要が増加し続けるにつれて、ＬＴＥ技術のさらなる改善が必要である。好ましくは
、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用
可能であるべきである。
【０００５】
　[0005]かなりの量の無認可スペクトルが、使用されていないか、またはわずかに（ligh
tly）使用されている。そのような無認可スペクトルは、たとえば、届きにくい場所にお
ける地方ブロードバンド展開、サービスが不十分なマーケットにおいてブロードバンドア
クセスを提供すること、およびマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信を含む、様々なタイプの
ワイヤレス通信に有用であり得る。そのように、無認可スペクトルの使用は、付加的なバ
ンドを提供し、能力と機能の両方に関して多種多様なワイヤレスアクセス技術にわたるワ
イヤレス通信の発展を著しく向上させ得る。無認可スペクトルにわたるＬＴＥの使用は「
ＬＴＥ－Ｕ」と呼ばれることがある。無認可スペクトルにわたってＬＴＥを使用すること
は、旧来のＬＴＥのために使用されるものとは異なるワイヤレス通信の様々な態様のため
の技法を使用することを必要とし得る。したがって、認可スペクトルにわたるＬＴＥにお
けるアップリンク（ＵＬ：uplink）リソース割振りとトランスポートブロックサイズ（Ｔ
ＢＳ：transport block size）とに関係する規格化された技法は、（たとえば、ＬＴＥ－
Ｕにおける）無認可スペクトルにわたるＬＴＥの使用に首尾よく適用されないことがある
。
【０００６】
　[0006]したがって、無認可スペクトルにわたるアップリンクリソース割振りとトランス
ポートブロックサイズ（ＴＢＳ）決定における改善が望まれる。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]以下で、１つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の
簡略化された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観では
なく、すべての態様の主要なまたは重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべ
ての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明
の導入として、１つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形態で提示するこ
とである。
【０００８】
　[0008]一態様では、トランスポートブロックサイズを決定する方法が、アップリンク上
で送信されるべきデータを識別することを含み、ここにおいて、データはリソースブロッ
クの数に関連する。本方法は、ダウンリンク制御情報を介して少なくとも１つの示された
係数（indicated coefficient）を受信することをさらに含む。さらに、少なくとも１つ
の示された係数に基づいて少なくとも１つの係数を決定することと、リソースブロックの
数と少なくとも１つの係数とに基づいてトランスポートブロックサイズ列インデックスを
計算することと。さらに、本方法は、トランスポートブロックサイズ列インデックスに少
なくとも部分的に基づいてトランスポートブロックサイズを決定することを含む。本方法
は、トランスポートブロックサイズに少なくとも部分的に基づいてアップリンク上でデー
タを送信することを含む。
【０００９】
　[0009]別の態様では、コンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体が
、アップリンク上で送信されるべきデータを識別するように実行可能なコードを含み、こ
こにおいて、データはリソースブロックの数に関連する。コンピュータ可読媒体は、ダウ
ンリンク制御情報を介して少なくとも１つの示された係数を受信するように実行可能なコ
ードと、少なくとも１つの示された係数に基づいて少なくとも１つの係数を決定するよう
に実行可能なコードとをさらに含む。さらに、コンピュータ可読媒体は、リソースブロッ
クの数と少なくとも１つの係数とに基づいてトランスポートブロックサイズ列インデック
スを計算するように実行可能なコードを含む。さらに、コンピュータ可読媒体は、トラン
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スポートブロックサイズ列インデックスに少なくとも部分的に基づいてトランスポートブ
ロックサイズを決定するように実行可能なコードを含む。コンピュータ可読媒体は、トラ
ンスポートブロックサイズに少なくとも部分的に基づいてアップリンク上でデータを送信
するように実行可能なコードを含む。
【００１０】
　[0010]さらなる態様では、トランスポートブロックサイズを決定するための装置が、ア
ップリンク上で送信されるべきデータを識別するための手段を含み、ここにおいて、デー
タはリソースブロックの数に関連する。本装置は、ダウンリンク制御情報を介して少なく
とも１つの示された係数を受信するための手段をさらに含む。さらに、本装置は、少なく
とも１つの示された係数に基づいて少なくとも１つの係数を決定するための手段と、リソ
ースブロックの数と少なくとも１つの係数とに基づいてトランスポートブロックサイズ列
インデックスを計算するための手段とを含む。さらに、本装置は、トランスポートブロッ
クサイズ列インデックスに少なくとも部分的に基づいてトランスポートブロックサイズを
決定するための手段を含む。本装置は、トランスポートブロックサイズに少なくとも部分
的に基づいてアップリンク上でデータを送信するための手段を含む。
【００１１】
　[0011]追加の態様では、トランスポートブロックサイズを決定するための装置が、アッ
プリンク上で送信されるべきデータを識別するように構成されたデータ識別構成要素を含
み、ここにおいて、データはリソースブロックの数に関連する。本装置は、ダウンリンク
制御情報を介して少なくとも１つの示された係数を受信することと、少なくとも１つの示
された係数に基づいて少なくとも１つの係数を決定することとを行うように構成された係
数決定構成要素をさらに含む。さらに、本装置は、リソースブロックの数と少なくとも１
つの係数とに基づいてトランスポートブロックサイズ列インデックスを計算するように構
成されたトランスポートブロックサイズ列インデックス計算構成要素を含む。さらに、本
装置は、トランスポートブロックサイズ列インデックスに少なくとも部分的に基づいてト
ランスポートブロックサイズを決定するように構成されたトランスポートブロックサイズ
決定構成要素を含む。本装置は、トランスポートブロックサイズに少なくとも部分的に基
づいてアップリンク上でデータを送信するように構成された送信機を含む。
【００１２】
　[0012]上記および関係する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、以下で十
分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の
図面に１つまたは複数の態様のいくつかの例示的な態様を詳細に記載する。ただし、これ
らの態様は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すもので
あり、説明する態様は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする
。
【００１３】
　[0013]添付の図面とともに以下に説明する開示する態様は、開示する態様を限定するた
めではなく、開示する態様を例示するために与えられ、ここにおいて、同様の表示は同様
の要素を示し、ここで、破線はオプションの構成要素または行為を示し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】[0014]無認可スペクトルにわたるアップリンクリソース割振りとトランスポート
ブロックサイズ決定とのために構成された態様を有するユーザ機器を含む、ネットワーク
アーキテクチャの一例を示す図。
【図２】[0015]本態様に従って、たとえば図１に従って、トランスポートブロックサイズ
を決定し、アップリンクリソースを割り振るための方法のフローチャート。
【図３】[0016]無認可スペクトルにわたるアップリンクリソース割振りとトランスポート
ブロックサイズ決定とのために構成された、本態様による、たとえば、図１による態様を
有する、処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
【図４】[0017]本態様による、たとえば図１による、無認可スペクトルにわたるアップリ
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ンクリソース割振りとトランスポートブロックサイズ決定とのために構成された態様を有
するアクセスネットワークの一例を示す図。
【図５】[0018]本態様による、たとえば図１による、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の
一例を示す図。
【図６】[0019]本態様による、たとえば図１による、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の
一例を示す図。
【図７】[0020]本態様による、たとえば図１による、ユーザプレーンおよび制御プレーン
のための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。
【図８】[0021]無認可スペクトルにわたるアップリンクリソース割振りとトランスポート
ブロックサイズ決定とのために構成され、本態様による、たとえば図１による態様を有す
る、アクセスネットワーク中の発展型ノードＢとユーザ機器との一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　[0022]添付の図面に関して以下に記載する詳細な説明は、様々な構成を説明するもので
あり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。詳細な説
明は、様々な概念の完全な理解をもたらす目的で、具体的な詳細を含んでいる。しかしな
がら、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが、当業者には明ら
かであろう。いくつかの例では、そのような概念を曖昧にするのを回避するために、よく
知られている構造がブロック図の形態で示される。一態様では、本明細書で使用する「構
成要素」という用語は、システムを構成する部分のうちの１つであり得、ハードウェアま
たはソフトウェアであり得、他の構成要素に分割され得る。
【００１６】
　[0023]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様が提示
される。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明において説明され、（「要素」と
総称される）様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アル
ゴリズムなどによって添付の図面に示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コン
ピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのよう
な要素がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の
適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
【００１７】
　[0024]例として、要素、または要素の任意の部分、あるいは要素の任意の組合せは、１
つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの
例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（Ｄ
ＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバ
イス（ＰＬＤ）、ステートマシン、ゲート論理、ディスクリートハードウェア回路、およ
び本開示全体にわたって説明する様々な機能を実施するように構成された他の好適なハー
ドウェアがある。処理システム中の１つまたは複数のプロセッサがソフトウェアを実行し
得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード
、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセ
グメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、
アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン
、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数など
を意味すると広く解釈されたい。
【００１８】
　[0025]したがって、１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハード
ウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。
ソフトウェアで実装される場合、機能は、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上に１つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る
。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、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
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うなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ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を搬送または
記憶するために使用され得、コンピュータ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。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、
コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディ
スク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、およびフロッピー（登録商
標）ディスク（disk）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、データをレーザー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まれるべきである。
【００１９】
　[0026]ＬＴＥによるワイヤレス通信は、公開されている３ＧＰＰファミリーの仕様にお
いて規格化されている。しかしながら、そのような規格は、様々な理由から、ＬＴＥ－Ｕ
と呼ばれることのある、無認可スペクトルにわたるＬＴＥによるワイヤレス通信では調整
される必要があり得る。一例では、無認可スペクトル内で占有チャネル帯域幅（占有帯域
幅または占有ＢＷとも呼ばれる）を使用することに関係する規制が、アップリンク（ＵＬ
）においてＬＴＥ－Ｕに影響を及ぼし得る。占有チャネル帯域幅は、少なくとも大部分の
時間、０．５％エネルギーから９９．５％エネルギーの周波数掃引と、公称帯域幅の少な
くとも８０％の有効スパン（たとえば、占有チャネル帯域幅≧０．８０×公称ＢＷ）とに
よって定義され得る。アップリンクでは、（たとえば、ＬＴＥ－Ｕでない）認可スペクト
ルにわたるＬＴＥの使用は、シングルキャリア（ＳＣ）周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤ
ＭＡ）スキームまたは２クラスタベースのアップリンクリソース割振りであり、それらは
、占有チャネル帯域幅についてのこれらの要件を満たさないことがある（たとえば、標準
のＳＣ－ＦＤＭＡは８０％要件を満たさないことがある）。
【００２０】
　[0027]このように、無認可スペクトルにわたるＬＴＥ（たとえば、ＬＴＥ－Ｕ）におけ
るアップリンク送信の様々な態様は、これらおよび他の規制要件を満たすために、規格化
されたＬＴＥ技法に関して調整され得る。２つの非限定的な例では、アップリンクリソー
ス割振りとトランスポートブロックサイズ（ＴＢＳ）決定とに関係する規格化されたＬＴ
Ｅ技法は、ＬＴＥ－Ｕにおける使用のために調整され得る。したがって、（たとえば、Ｌ
ＴＥ－Ｕでない）認可スペクトルにわたるＬＴＥにおけるアップリンクリソース割振りと
ＴＢＳ決定とについての説明を与えることが有用であり得る。
【００２１】
　[0028]（たとえば、ＬＴＥ－Ｕでない）認可スペクトルにわたるＬＴＥでは、（たとえ
ば、スケジューラが各送信についてリソースブロック（ＲＢ）を割り振り得る方法を指定
する）２つのタイプのアップリンクリソース割振りスキームがサポートされる。タイプ０
では、連続するアップリンクリソース割振りがあり、これは、リソースが各スロット内で
割り振られることを意味する。スロットホッピングが可能にされ得、１ビットフラグを使
用する。リソース割振りのためのビット数は、ビット数＝ceiling(log2(N*(N+1)/2))とい
う式によって決定され、ここで、Ｎは、アップリンクにおける物理リソースブロック（Ｐ
ＲＢ：physical resource block）の数である。たとえば、２０ＭＨｚシステムについて
Ｎ＝１００個のＲＢである場合、リソース割振りのために使用されるビット数は１３であ
り得る。
【００２２】
　[0029]タイプ１では、デュアルクラスタアップリンクリソース割振りがあり得る。スロ
ットホッピングはタイプ１では可能にされず、これは、（タイプ０に関して説明した）ス
ロットホッピングフラグのために予約された１ビットが利用可能であり、何らかの他のデ
ータおよび／または機能のために使用され得ることを意味する。タイプ１では、様々なダ
ウンリンク制御情報（ＤＣＩ：downlink control information）フォーマットが利用可能
である。一態様では、ＤＣＩは、無線ネットワーク一時識別子のためのアップリンクおよ
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び／またはダウンリンクにおけるリソース割当てを示し得る。特に、ＤＣＩは、たとえば
（物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のための）ダウンリンクリソース割当て
および（物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のための）アップリンク送信許可
を含む、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信される制御シグナリング
メッセージを含み得る。
【００２３】
　[0030]たとえば、ＤＣＩフォーマット０について、リソース割振りのためのビット数は
、ビット数＝１＋ceiling(log2(N*(N+1)/2))という式によって与えられ、ここで、追加の
１ビット（たとえば、式における１の追加）は、未使用の１ビットスロットホッピングフ
ラグである。ＤＣＩフォーマット４では、リソース割振りのためのビット数は、ビット数
＝max{ceiling(log2(N*(N+1)/2)), ceiling(log2(Nchoosek(ceiling(N/P)+1, 4)))}とい
う式によって与えられ、ここで、Ｐは、システム帯域幅に応じて最高４つのＲＢであり得
るリソースブロックグループ（ＲＢＧ）サイズである。
【００２４】
　[0031]（たとえば、ＬＴＥ－Ｕでない）認可スペクトルにわたるＬＴＥでは、アップリ
ンクＴＢＳは、（１）特定のデータを送信するために必要なＲＢの数と、（２）システム
構成に関連する変調コーディングスキーム（ＭＣＳ：modulated coding scheme）とに基
づいて決定され得、これらの両方はＰＵＳＣＨにインデックス付けされる。ＰＵＳＣＨは
、スケジュールされたデータトラフィックと、いくつかの態様では、同じサブフレーム中
で送信される制御シグナリングとを搬送するアップリンクチャネルであり得る。さらに、
ＭＣＳは、送信の変調次数およびコードレートを示すかまたはさもなければ包含し得る。
ＭＣＳは送信の情報データレートを含み得る。さらに、ＴＢＳは、トランスポートブロッ
ク中のビット数を示すかまたはそれに対応し得る。
【００２５】
　[0032]より詳細には、たとえば、リソースブロックの数ＮPRBは列インデックスＮ’PRB

にマッピングされ得、Ｎ’PRBは、（いくつかのｆｌｏｏｒ（．）およびｍａｘ（．）演
算をもつ）Ｎ’PRB＝α＊ＮPRBという式によって与えられ得、ここで、時分割複信（ＴＤ
Ｄ）における特殊サブフレームではα＝０．７５または０．３７５であり、その場合、α
はスケーリングファクタとして使用され、他の場合はα＝１である。ＭＣＳインデックス
は、３ＧＰＰ規格仕様におけるテーブルによって与えられる行インデックスＩTBSにマッ
ピングされる。ＴＢＳは、入力として列インデックスＮ’PRBと行インデックスＩTBSとを
使用して、ルックアップテーブルから決定され得る。
【００２６】
　[0033]本態様によれば、（たとえば、ＬＴＥ－Ｕでない）認可スペクトルにわたるＬＴ
Ｅのためのアップリンクリソース割振りとＴＢＳ決定のための上記で説明した技法は、Ｌ
ＴＥが無認可スペクトルにわたって使用されるとき（たとえば、ＬＴＥ－Ｕ）の規制要件
を満たすために調整され得る。したがって、一態様では、（ＰＵＳＣＨリソース割当てと
呼ばれることもある）アップリンクリソース割振りはマルチクラスタＳＣ－ＦＤＭＡスキ
ームに基づき得る。一例として、そのようなスキームは、無認可スペクトルにわたるＬＴ
Ｅ使用（たとえば、ＬＴＥ－Ｕ）のための規制を満たすために必要とされる８０％占有を
満たすために、１０個のＲＢの最小グラニュラリティを使用するＲＢレベルインターリー
ビングを含み得る。一例では、２０メガヘルツ（ＭＨｚ）システムでは、２０ＭＨｚ公称
帯域幅を有するチャネル内で使用可能な１００個のＲＢ（１８ＭＨｚ）の８０％よりも大
きい、９１個のＲＢ（１６．４ＭＨｚ）を割り振るために、最高１０個のＰＵＳＣＨが多
重化され得る。この概念を基礎として、本態様に従って、アップリンクリソース割振りと
ＴＢＳ決定とがＬＴＥ－Ｕにおける使用のために設計され得る。
【００２７】
　[0034]図１を参照すると、ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００は、無認可スペク
トルにわたるアップリンクリソース割振りとトランスポートブロックサイズ決定とのため
に構成された態様を含み得る。ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００は、発展型パケ
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ットシステム（ＥＰＳ）１００と呼ばれることがある。ＥＰＳ１００は、ＵＥ１０２と総
称される１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）と、発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネ
ットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）１０４と、発展型パケットコア（ＥＰＣ）１１０と、ホー
ム加入者サーバ（ＨＳＳ）１２０と、事業者のＩＰサービス１２２とを含み得る。ＥＰＳ
は他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエ
ンティティ／インターフェースは図示していない。図示のように、ＥＰＳはパケット交換
サービスを提供するが、当業者には容易に諒解されるように、本開示全体にわたって提示
される様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
【００２８】
　[0035]Ｅ－ＵＴＲＡＮは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１０６と他のｅＮＢ１０８とを含
む。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーン
プロトコル終端とを与える。ｅＮＢ１０６は、バックホール（たとえば、Ｘ２インターフ
ェース）を介して他のｅＮＢ１０８に接続され得る。ｅＮＢ１０６は、基地局、基地トラ
ンシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、マクロセル、スモールセル、フェムトセル
、ピコセル、トランシーバ機能、基本サービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（
ＥＳＳ）、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ
１０２にＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与える。
【００２９】
　[0036]ＵＥ１０２の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プ
ロトコル（ＳＩＰ）電話、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星ラジオ、全地球
測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ
（たとえば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機能デバイ
スがある。ＵＥ１０２は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入
者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデ
バイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末
、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、
モバイルクライアント、クライアント、モノのインターネット（Internet-of-Things）の
ためのデバイス、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
【００３０】
　[0037]ｅＮＢ１０６は、Ｓ１インターフェースによってＥＰＣ１１０に接続される。Ｅ
ＰＣ１１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１１２と、他のＭＭＥ１１４と、
サービングゲートウェイ１１６と、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ
１１８とを含む。ＭＭＥ１１２は、ＵＥ１０２とＥＰＣ１１０との間のシグナリングを処
理する制御ノードである。概して、ＭＭＥ１１２はベアラおよび接続管理を行う。すべて
のユーザＩＰパケットはサービングゲートウェイ１１６を通して転送され、サービングゲ
ートウェイ１１６自体はＰＤＮゲートウェイ１１８に接続される。ＰＤＮゲートウェイ１
１８は、ＵＥのＩＰアドレス割振りならびに他の機能を与える。ＰＤＮゲートウェイ１１
８は事業者のＩＰサービス１２２に接続される。事業者のＩＰサービス１２２は、インタ
ーネットと、イントラネットと、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）と、ＰＳス
トリーミングサービス（ＰＳＳ）とを含み得る。
【００３１】
　[0038]本明細書で説明するように、８０％占有を満たすためにアップリンクリソース割
振りグラニュラリティが粗グラニュラリティを有するという制約により、ＴＢＳ決定の何
らかの調整が必要である。１０ＲＢインターレースサイズを仮定すると、（たとえば、Ｌ
ＴＥ－Ｕでない）認可スペクトルスキームを介したＬＴＥによれば、１０個ごとのＲＢに
対応する（たとえば、ＲＢ１０、２０、３０などにおける）ＴＢＳのみが決定され得る。
しかしながら、送信されるべき特定のデータが極めて小さい（たとえば、リンク観点から
１ＲＢのリソースのみを必要とする）場合、その特定のデータをトランスポートするため
に１０個のＲＢが使用されるのを必要とすることは不要である。さらに、たとえば、αな
どのスケーリングファクタを使用することは、たとえば、それはＴＢＳを選択するときに
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ＢＳ決定とに関して本明細書で説明するように、そのようなシナリオではＴＢＳを適切に
調整するのに不十分であり得る。
【００３２】
　[0039]したがって、一態様では、ＴＢＳ決定は、アップリンクリソース割振りサイズと
、ＭＣＳインデックスと、オフセットパラメータとに基づいて行われ得る。本態様では、
ＵＥ１０２は、ＤＣＩ（図示せず）を介して少なくとも１つの示された係数（indicated 
coefficient）１５２を受信することと、少なくとも１つの示された係数１５４と何らか
のタイプの係数マッピングとのうちの対応する１つに基づいて少なくとも１つの係数１５
４を決定することとを行うように構成された係数決定構成要素１３１を含む。
【００３３】
　[0040]一態様では、少なくとも１つの係数１５４がオフセットパラメータ（Δ）および
／またはスケーリングファクタ（α）を含む場合、係数決定構成要素１３１はオフセット
パラメータ決定構成要素１３３および／またはスケーリングファクタ決定構成要素１３５
を含み得る。オフセットパラメータ決定構成要素１３３は、ＤＣＩ（図示せず）または他
のシグナリング手法を介してネットワークによってＵＥ１０２に与えられる、示されたオ
フセットパラメータ（示されたΔ）に基づいてオフセットパラメータ（Δ）を決定するよ
うに構成され得る。スケーリングファクタ決定構成要素１３５は、同じくＤＣＩ（図示せ
ず）または他のシグナリング手法を介してネットワークによってＵＥ１０２に与えられる
、示されたスケーリングファクタ（示されたα）に基づいてスケーリングファクタ（α）
を決定するように構成され得る。
【００３４】
　[0041]一態様では、オフセットパラメータ（Δ）は、アップリンクＤＣＩによって動的
に示されるパラメータである。オフセットパラメータ（Δ）の値を示すために４ビットの
使用を仮定すると、表１は、ＤＣＩによって与えられる示されたオフセットパラメータ（
示されたΔ）（たとえば、４ビット）と、（以下でより詳細に説明する）ＴＢＳ列インデ
ックス（Ｎ’PRB）を決定するために式において使用されるべきオフセットパラメータ（
Δ）との間の可能なマッピングを示している。オフセットパラメータ決定構成要素１３３
は、示されたオフセットパラメータ（示されたΔ）に基づいてオフセットパラメータ（Δ
）を決定するために（表１の例などにおける）そのようなテーブルを使用するように構成
され得る。表１の非限定的な例は、オフセットパラメータ（Δ）が０～９の値を有するこ
とができるように、１０ＲＢインターレースを仮定し、したがって、ＴＢＳ列インデック
ス（Ｎ’PRB）は、１～１０の対応する値を有することができる。いくつかの特殊サブフ
レーム（たとえば、たとえばクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ：clear channel asse
ssment）を免除された送信（ＣＥＴ：CCA exempt transmission）を含んでいるサブフレ
ーム中でのアップリンク送信のためにサブフレームの一部分のみが使用され得るサブフレ
ーム）では、ＲＢが１０個未満のＴＢＳが決定され得る場合、Δのためのエントリのいく
つかは無効であり得る。たとえば、スケーリングファクタ（α）＝０．５の場合、オフセ
ットパラメータ（Δ）値は０～４であり、５～９は無効であり得る。　
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【表１】

【００３５】
　[0042]一態様では、スケーリングファクタ（α）は、サブフレームタイプに依存するパ
ラメータである。通常サブフレームでは、α＝１である。特殊サブフレームまたはＣＥＴ
では、α＜１であり、その結果、非限定的な一例では、アップリンク送信が１つのスロッ
ト中で行われる場合、α＝０．５である。アップリンク送信のために利用可能なサブフレ
ームの部分に応じて、αの２つ以上の値が選定され得る。スケーリングファクタ決定構成
要素１３５は、サブフレームのタイプを決定し、それに基づいて、スケーリングファクタ
（α）を決定するように構成され得る。
【００３６】
　[0043]係数決定構成要素１３１は、少なくとも１つの係数１５４として、決定されたオ
フセットパラメータ（Δ）および決定されたスケーリングファクタ（α）を、ＴＢＳ列イ
ンデックス計算構成要素１４１に与えるように構成され得る。
【００３７】
　[0044]本態様では、ＴＢＳ決定はオフセットパラメータ（Δ）とスケーリングファクタ
（α）とに基づく。ＴＢＳ決定は、たとえば、通常サブフレーム、特殊サブフレーム、お
よびＣＥＴについて異なるＴＢＳが決定され得るなど、サブフレームタイプにも基づき得
る。特に、ＬＴＥ－Ｕでは、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１は、少なくとも１
つの係数１５４、オフセットパラメータ（Δ）およびスケーリングファクタ（α）と、Ｎ
’PRB＝ｍａｘ｛ｆｌｏｏｒ（α＊ＮPRB）－Δ，１｝という式とに基づいてＴＢＳ列イン
デックス（Ｎ’PRB）を決定するように構成され得、ここで、ＮPRBは、送信の準備ができ
ているとＵＥ１０２が決定した、したがって送信機１４９に与えられる、データ１２９を
送信するために必要とされるリソースブロック（ＲＢ）の数である。ＮPRB１６２は、デ
ータ関係の構成要素（図示せず）によってＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１に与
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えられ得る。このようにして、列インデックスＮ’PRBは、すべての可能な列エントリと
、したがって、すべての可能なＴＢＳとを実質的にカバーし得る。ＴＢＳ列インデックス
計算構成要素１４１は、決定されたＴＢＳ列インデックス（Ｎ’PRB）１５６をＴＢＳ決
定構成要素１４５に与えるように構成され得る。
【００３８】
　[0045]別の態様では、ＬＴＥ－ＵのためのＴＢＳは、リソース割振りサイズに依存する
値を有する調整ファクタＡおよび／またはデータの送信１２９のために使用されるべきサ
ブフレームタイプに基づいて決定され得る。本態様では、係数決定構成要素１３１は、サ
ブフレームタイプに応じて調整ファクタ（Ａ）を決定するように構成された調整ファクタ
決定構成要素１３７を含み得、ＤＣＩ（図示せず）の一部としてネットワークによって与
えられる示された調整ファクタ（示されたＡ）に基づくことができる。Ａを示すためにＤ
ＣＩによる４ビットの使用を仮定すると、表２は、ＤＣＩ指示されたＡ（DCI-indicated 
A）と、（１）通常サブフレームのためのＡの値と、（２）特殊サブフレームおよび／ま
たはＣＥＴのためのＡの値との間の可能なマッピングを示している。　

【表２】

【００３９】
　[0046]係数決定構成要素１３１は、少なくとも１つの係数１５４として、決定された調
整ファクタＡを、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１に与えるように構成され得る
。本態様では、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１は、Ａと、Ｎ’PRB＝max{floor
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に構成され得、ここで、ＮPRBは、送信の準備ができているとＵＥ１０２が決定した、し
たがって送信機１４９に与えられる、データ１２９を送信するために必要とされるリソー
スブロック（ＲＢ）の数である。ＮPRB１６２は、データ関係の構成要素（図示せず）に
よってＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１に与えられ得る。このようにして、列イ
ンデックスＮ’PRBは、すべての可能な列エントリと、したがって、すべての可能なＴＢ
Ｓとを実質的にカバーし得る。ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１は、決定された
ＴＢＳ列インデックス（Ｎ’PRB）１５６をＴＢＳ決定構成要素１４５に与えるように構
成され得る。
【００４０】
　[0047]いずれの場合も（たとえば、係数決定構成要素１３１中に含まれる構成要素、な
らびにＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１によってＴＢＳ列インデックスＮ’PRB

を決定するために使用される式にかかわらず）、ＵＥ１０２は、ＴＢＳ列インデックス（
Ｎ’PRB）１５６を受信することと、それを（特定のＴＢＳを識別する列および行インデ
ックスを有する）ＴＢＳテーブル１４７に適用してＴＢＳを決定することとを行うように
構成されたＴＢＳ決定構成要素１４５を含む。一態様では、ＴＢＳ決定構成要素１４５は
また、適切なＴＢＳを識別するための列インデックスと行インデックスの両方を有するた
めに、ＴＢＳテーブル１４７に変調コーディングスキーム（ＭＣＳ：modulated coding s
cheme）行インデックス（ＩTBS）を適用するように構成され得る。本態様では、ＭＣＳ行
インデックス（ＩTBS）は、３ＧＰＰ規格に従ってＭＣＳ行インデックス（ＩTBS）への物
理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に割り当てられたＭＣＳインデックスのマッ
ピングに基づいて決定され得る。ＴＢＳ決定構成要素１４５は、決定されたＴＢＳ１５８
を送信機１４９に与えるように構成され得、送信機１４９は、ＴＢＳ１５８に従ってデー
タ１２９をネットワークに送信するように構成され得る。
【００４１】
　[0048]一態様（図示せず）では、（たとえば、ＬＴＥ－Ｕでない）認可スペクトルにわ
たるＬＴＥでは、たとえば、ＭＣＳインデックスが２９であり、ＣＱＩ要求ビットが１に
設定され、ＮPRBが４以下である（たとえば、ＮPRB≦４）ことを示すことによって、ＰＵ
ＳＣＨ上での非周期チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）のみの送信（aperiodic channe
l quality indicator (CQI)-only transmissions）（たとえば、アップリンク共有チャネ
ル（ＵＬ－ＳＣＨ）を介したアップリンクデータなしのアップリンク上での送信）が、ｅ
ノードＢ１０６および／または他のｅノードＢ１０８のうちの１つにアップリンク上で送
信しているＵＥ１０２に示され得る。
【００４２】
　[0049]ＬＴＥ－Ｕでは、一態様（図示せず）では、ｅノードＢ１０６および／または他
のｅノードＢ１０８は、認可スペクトルにわたるＬＴＥのために使用されるのと同様の方
法でＣＱＩのみの送信（CQI-only transmission）をＵＥ１０２に示し得る。たとえば、
ＭＣＳインデックス＝２９であり、ＣＱＩ要求ビットが１に設定され、ＮPRB≦１０であ
るとき、ＵＥ１０２は、非周期ＣＱＩのみの送信を行うことを通知され得る。別の態様で
は、ｅノードＢ１０６および／または他のｅノードＢ１０８のうちの１つは、上記で説明
した４ビットオフセットパラメータ（Δ）の１ビットを使用してＣＱＩのみの送信をＵＥ
１０２に示し得る。たとえば、表３は、４ビットオフセットパラメータ（Δ）を使用して
どのようにＣＱＩのみの送信が示され得るかを示している。　
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【表３】

【００４３】
　[0050]ＬＴＥ－Ｕはまた、ＤＣＩフォーマット４がそれに適用される多入力多出力（Ｍ
ＩＭＯ）通信のために使用され得る。したがって、一態様（図示せず）では、ＭＩＭＯの
ために必要とされる２つのコードワードは、本明細書で説明するように、同じオフセット
パラメータ（Δ）および／またはスケーリングファクタ（α）値を有し得る。別の態様で
は、２つのコードワードのために使用されるオフセットパラメータ（Δ）および／または
スケーリングファクタ（α）値は互いに異なり得る。また別の態様では、オフセットパラ
メータ（Δ）値とスケーリングファクタ（α）値とのうちの一方は両方のコードワードに
ついて同じであり得るが、オフセットパラメータ（Δ）値とスケーリングファクタ（α）
値とのうちの他方は２つのコードワードの各々について異なり得る（たとえば、２つのコ
ードワードについて同じオフセットパラメータ（Δ）値、２つのコードワードについて異
なるスケーリングファクタ（α）値）。
【００４４】
　[0051]一態様では、無認可スペクトルにわたるＬＴＥ（たとえば、ＬＴＥ－Ｕ）のため
のアップリンクリソース割振りは、ビットマップベースの手法を使用して、たとえば、（
図１に示されていない）ビットマップ決定構成要素を介して実施され得る。非限定的な一
例では、２０ＭＨｚシステムにおいて、各インターレースが、１０個のインターリーブさ
れたＲＢを有し、１０個のインターレースがある場合、ＬＴＥ－Ｕのためのアップリンク
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リソース割振りを示すために、表４において以下に示されているものなど、１０ビットビ
ットマップが使用され得る。スロットホッピングはサポートされないことがある。　
【表４】

【００４５】
　[0052]一態様では、ビットマップベースの手法におけるさらなるフレキシビリティが可
能であり得る。たとえば、このビットマップベースの手法は、本例において、１０のイン
ターレースについて、ＲＢが１０個ごとに選択され得るなど、インターレースサイズの整
数倍のリソース割振りをサポートする。しかしながら、少なくともすでに１つの完全なイ
ンターレースが割り当てられている場合、より細かいグラニュラリティ（たとえば、１０
未満）が使用され得る。一例では、ビットマップは、（たとえば、１０個のＲＢごとに）
１つのインターレース＋（たとえば、５つのＲＢごとに）１／２インターレースの何らか
の組合せをサポートし得る。ただし、場合によっては、そのようなさらなるフレキシビリ
ティの利益は、このフレキシビリティをサポートために必要とされ得る追加のシグナリン
グオーバーヘッドの損失を上回り得る。
【００４６】
　[0053]２０ＭＨｚシステムにおける（たとえば、ＬＴＥ－Ｕでない）認可スペクトルに
わたるＬＴＥでは、アップリンクリソース割振りのためにＤＣ１フォーマット０を使用す
ることは、合計１４ビットについて、スロットホッピングフラグのための１ビット＋リソ
ース割振りのための１３ビットを含み得る。ＤＣＩフォーマット４を使用すると、スロッ
トホッピングはサポートされないので、すべての１４ビットがリソース割振りのために使
用され得る。ＬＴＥ－Ｕでは、本明細書で説明するビットマップベースの手法に従って、
リソース割振りのために１０ビットが必要とされる。したがって、ＬＴＥにおけるアップ
リンクリソース割振りと、ＬＴＥ－Ｕにおけるアップリンクリソース割振りとの間に４ビ
ットの差がある。したがって、ＬＴＥ－Ｕにおいて、（アップリンクリソース割振りのた
めに必要とされない）これらの余分の４ビットは、何らかの他のデータおよび／または目
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的のために使用され得る。非限定的な一例では、これらの余分の４ビットは、ＬＴＥ－Ｕ
におけるダウンリンクリソース割振りのために使用され得る。
【００４７】
　[0054]図２を参照すると、トランスポートブロックサイズ（ＴＢＳ）を決定するための
、および一態様ではアップリンクリソースを割り振るための方法２００の態様は、図１の
ＵＥ１０２によって実施され得る。方法２００は、説明を簡単にするために一連の行為と
して図示し説明される。ただし、いくつかの行為は、１つまたは複数の態様によれば、本
明細書で図示し説明する順序とは異なる順序で、および／または他の行為と同時に行われ
得るので、本方法（およびそれに関係するさらなる方法）は行為の順序によって限定され
ないことを理解し、諒解されたい。たとえば、本方法は、状態図など、一連の相互に関係
する状態またはイベントとして代替的に表現され得ることを諒解されたい。さらに、本明
細書で説明する１つまたは複数の特徴による方法を実装するために、図示のすべての行為
が必要とされるとは限らない。
【００４８】
　[0055]たとえば、図１の（様々な態様では、オフセットパラメータ決定構成要素１３３
、スケーリングファクタ決定構成要素１３５、および／または調整ファクタ決定構成要素
１３７を含み得る）係数決定構成要素１３１、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１
、ＴＢＳ決定構成要素１４５、および／または送信機１４９は、方法２００の態様を実施
するように構成され得る。
【００４９】
　[0056]２１０において、方法２００は、アップリンク上で送信されるべきデータを識別
することを含み、ここにおいて、データはリソースブロックの数（ＮPRB）に関連する。
たとえば、（図１に示されていない）データ識別（または他のデータ関係の）構成要素を
介したＵＥ１０２は、アップリンク上での送信の準備ができたデータとしてデータ１２９
を識別するように構成され得る。いくつかの態様では、アップリンクは、ＵＥからネット
ワークエンティティ（たとえば、ｅノードＢ）へのデータの送信を可能にするように構成
されたアップリンクチャネルを含むか、または代替的にそのように呼ばれることがある。
データ１２９は、アップリンク上で送信されるべき特定のサイズと、したがって、リソー
スブロックの数（ＮPRB）とに関連し得る。このようにして、（本明細書で説明するよう
に）ネットワークへの送信のための適切なＴＢＳが決定されると、データ１２９は、その
ような送信のために送信機１４９に通信され得る。
【００５０】
　[0057]２２０において、方法２００は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を介して少な
くとも１つの示された係数を受信することを含む。たとえば、係数決定構成要素１３１は
、ＤＣＩ（図示せず）を介してまたはそれに基づいてネットワークから少なくとも１つの
示された係数１５２を受信し得る。一態様では、少なくとも１つの示された係数１５２の
うちの１つは、示されたオフセットパラメータ（示されたΔ）であり、少なくとも１つの
示された係数のうちの１つは、示されたスケーリングファクタ（示されたα）である。別
の態様では、少なくとも１つの示された係数１５２は、示された調整ファクタ（示された
Ａ）である。
【００５１】
　[0058]２３０において、方法２００は、少なくとも１つの示された係数に基づいて少な
くとも１つの係数を決定することを含む。一態様では、オフセットパラメータ決定構成要
素１３３は、たとえば、表１に示されたマッピングなどのマッピングに従って、示された
オフセットパラメータ（示されたΔ）に基づいてオフセットパラメータ（Δ）を決定する
ように構成され得る。一態様では、スケーリングファクタ決定構成要素１３５は、データ
１２９が送信されることになるサブフレームのタイプに応じて、示されたスケーリングフ
ァクタ（示されたα）に基づいてスケーリングファクタ（α）を決定するように構成され
得る。スケーリングファクタ決定構成要素１３５は、サブフレームのタイプを決定し、そ
れに基づいて、スケーリングファクタ（α）を決定するように構成され得る。たとえば、
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通常サブフレームについて、スケーリングファクタ決定構成要素１３５は、α＝１を決定
し得る。たとえば、特殊サブフレームまたはＣＥＴについて、スケーリングファクタ決定
構成要素１３５は、α＜１を決定し得、その結果、非限定的な一例では、アップリンク送
信が１つのスロット中で行われる場合、α＝０．５である。いずれの場合も、係数決定構
成要素１３１は、少なくとも１つの係数１５４をＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４
１に与えるように構成され得る。
【００５２】
　[0059]２４０において、方法２００は、リソースブロックの数（ＮPRB）と少なくとも
１つの係数とに基づいてトランスポートブロックサイズ列インデックス（Ｎ’PRB）を計
算することを含む。たとえば、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１は、（少なくと
も１つの示された係数１５２に基づいて係数決定構成要素１３１によって決定された）少
なくとも１つの係数１５４を受信するように構成され得る。ＴＢＳ列インデックス計算構
成要素１４１はまた、データ１２９に関連するリソースブロックの数（ＮPRB）を受信す
るように構成され得る。これに基づいて、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１は、
ＴＢＳ列インデックス（Ｎ’PRB）を計算するように構成され得る。
【００５３】
　[0060]少なくとも１つの係数１５４のうちの１つがオフセットパラメータ（Δ）であり
、少なくとも１つの係数１５４のうちの１つがスケーリングファクタ（α）である態様で
は、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１は、Ｎ’ＰＲＢ＝max{floor(α*NPRB)-Δ,
 1}という式に基づいてトランスポートブロックサイズ列インデックス（Ｎ’PRB）を計算
するように構成され得る。少なくとも１つの係数１５４が調整ファクタ（Ａ）である態様
では、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１は、Ｎ’ＰＲＢ＝max{floor(α(NPRB)*N
PRB), 1}という式に基づいてＴＢＳ列インデックス（Ｎ’PRB）を計算するように構成さ
れ得る。いずれの場合も、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１は、計算されたＴＢ
Ｓ列インデックス（Ｎ’PRB）１５６をＴＢＳ決定構成要素１４５に与えるように構成さ
れ得る。
【００５４】
　[0061]２５０において、方法２００は、トランスポートブロックサイズ列インデックス
に少なくとも部分的に基づいてトランスポートブロックサイズを決定することを含む。た
とえば、ＴＢＳ決定構成要素１４５は、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１からＴ
ＢＳ列インデックス（Ｎ’PRB）１５６を受信し、それをＴＢＳテーブル１４７に適用し
てＴＢＳを決定するように構成され得る。一態様では、ＴＢＳ決定構成要素１４５はまた
、適切なＴＢＳを識別するための列インデックスと行インデックスの両方を有するために
、ＴＢＳテーブル１４７に変調コーディングスキーム（ＭＣＳ）行インデックス（ＩTBS

）を適用するように構成され得る。本態様では、ＭＣＳ行インデックス（ＩTBS）は、３
ＧＰＰ規格に従ってＭＣＳ行インデックス（ＩTBS）への物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）に割り当てられたＭＣＳインデックスのマッピングに基づいて決定され得
る。ＴＢＳ決定構成要素１４５は、ＴＢＳ１５８を与えるように構成され得る。
【００５５】
　[0062]２６０において、方法２００は、トランスポートブロックサイズに基づいてアッ
プリンク上でデータを送信することを含む。たとえば、送信機１４９は、（上記で説明し
たように）データ１２９を受信し、また、ＴＢＳ決定構成要素１４５からＴＢＳ１５８を
受信するように構成され得る。送信機１４９は、ＴＢＳ１５８に従ってアップリンク上で
データ１２９をネットワークに送信するように構成され得る。
【００５６】
　[0063]一態様（図示せず）では、方法２００はまた、２つのコードワードを有する多入
力多出力（ＭＩＭＯ）スキームに従って（送信機１４９を介して）データ１２９を送信す
ることを含み得、ここにおいて、少なくとも１つの係数１５４は、２つのコードワードの
各々について同じである必要はない。
【００５７】
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　[0064]一態様（図示せず）では、方法２００はまた、システム帯域幅に基づいてインタ
ーレース（Ｉ）の数を決定することと、システム帯域幅に基づいてインターリーブされた
リソースブロック（ＲＢ）の数を決定することと、インターレース（Ｉ）の数とインター
リーブされたリソースブロック（ＲＢ）の数とに基づいてビットマップを生成することと
、ビットマップに基づいてリソースを割り振ることとを含み得る。
【００５８】
　[0065]図３を参照すると、処理システム３１４を採用している装置３００のためのハー
ドウェア実装形態の一例は、無認可スペクトルにわたるアップリンクリソース割振りとト
ランスポートブロックサイズ決定とのために構成された態様を含む。たとえば、装置３０
０は図１のＵＥ１０２であり得る。この例では、処理システム３１４は、バス３０２によ
って概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス３０２は、処理シ
ステム３１４の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バス
およびブリッジを含み得る。バス３０２は、プロセッサ３０４によって概略的に表される
１つまたは複数のプロセッサと、コンピュータ可読媒体３０６によって概略的に表される
コンピュータ可読媒体とを含む、様々な回路を互いにリンクさせる。バス３０２はまた、
タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および電力管理回路などの様々な他の
回路をリンクさせ得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したが
って、これ以上説明しない。本態様によれば、装置３００が図１のＵＥ１０２である例で
は、バス３０２はまた、係数決定構成要素１３１と、ＴＢＳ列インデックス計算構成要素
１４１と、ＴＢＳ決定構成要素１４５と、送信機１４９とをリンクさせ得る。
【００５９】
　[0066]バスインターフェース３０８は、バス３０２とトランシーバ３１０との間のイン
ターフェースを与える。トランシーバ３１０は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信
するための手段を与える。装置の種類に応じて、ユーザインターフェース３１２（たとえ
ば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティック）も提供
され得る。
【００６０】
　[0067]プロセッサ３０４は、バス３０２を管理することと、コンピュータ可読媒体３０
６に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理とを担当する。ソフトウェアは、
プロセッサ３０４によって実行されたとき、何らかの特定の装置のために、たとえば、無
認可スペクトルにわたるアップリンクリソース割振りとＴＢＳ決定とを含む、本明細書で
説明する様々な機能を処理システム３１４に実施させる。コンピュータ可読媒体３０６は
また、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ３０４によって操作されるデータを記憶
するために使用され得る。
【００６１】
　[0068]図４は、無認可スペクトルにわたるアップリンクリソース割振りとトランスポー
トブロックサイズ決定とのために構成された態様を含む、ＬＴＥネットワークアーキテク
チャ中のアクセスネットワーク４００の一例を示す図である。この例では、アクセスネッ
トワーク４００はいくつかのセルラー領域（セル）４０２に分割される。図１のｅＮＢ１
０６または他のｅＮＢ１０８であり得る、１つまたは複数のより低い電力クラスのｅＮＢ
４０８は、セル４０２のうちの１つまたは複数と重複するセルラー領域４１０を有し得る
。より低い電力クラスのｅＮＢ４０８は、フェムトセル（たとえば、ホームｅＮＢ（Ｈｅ
ＮＢ））、ピコセル、マイクロセル、またはリモートラジオヘッド（ＲＲＨ）であり得る
。図１のｅＮＢ１０６および／または他のｅＮＢ１０８であり得る、マクロｅＮＢ４０４
は各々、それぞれのセル４０２に割り当てられ、セル４０２中の、図１のＵＥ１０２であ
り得るすべてのＵＥ４０６に、ＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与えるように構成さ
れる。アクセスネットワーク４００のこの例では集中コントローラはないが、代替構成で
は集中コントローラが使用され得る。ｅＮＢ４０４は、無線ベアラ制御、承認制御、モビ
リティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびＳＧＷ１１６への接続を含む、す
べての無線関係の機能を担う。
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【００６２】
　[0069]アクセスネットワーク４００によって採用される変調および多元接続スキームは
、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。ＬＴＥ適用例では、周波数分
割複信（ＦＤＤ）と時分割複信（ＴＤＤ）の両方をサポートするために、ＯＦＤＭがＤＬ
上で使用され、ＳＣ－ＦＤＭＡがＵＬ上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から
容易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念はＬＴＥ適用例に好適である。た
だし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易
に拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド
（ＥＶ－ＤＯ）またはウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）に拡張され得る。ＥＶ
－ＤＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリーの一部として第３世代パートナ
ーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）によって公表されたエアインターフェース規格で
あり、移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供するためにＣＤＭＡを採用
する。これらの概念はまた、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））とＴＤ－ＳＣ
ＤＭＡなどのＣＤＭＡの他の変形態とを採用するユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴ
ＲＡ）、ＴＤＭＡを採用するモバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））
、ならびに、ＯＦＤＭＡを採用する、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２
．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））
、ＩＥＥＥ８０２．２０、およびＦｌａｓｈ－ＯＦＤＭに拡張され得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－
ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、３ＧＰＰ団体からの文書に記載されている
。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２団体からの文書に記載されている。採用
される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに
課される全体的な設計制約に依存することになる。
【００６３】
　[0070]ｅＮＢ４０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。ＭＩ
ＭＯ技術の使用により、ｅＮＢ４０４は、空間多重化と、ビームフォーミングと、送信ダ
イバーシティとをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化
は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。デ
ータストリームは、データレートを増加させるために、単一のＵＥ４０６に送信されるか
、または全体的なシステム容量を増加させるために、図１のＵＥ１０２と同じまたは同様
であり得る複数のＵＥ４０６に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプ
リコーディングし（すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し）、次いでＤＬ上
で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信する
ことによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる
空間シグネチャとともにＵＥ４０６に到着し、これにより、ＵＥ４０６の各々はそのＵＥ
４０６に宛てられた１つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。Ｕ
Ｌ上で、各ＵＥ４０６は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、
これにより、ｅＮＢ４０４は、空間的にプリコーディングされた各データストリームのソ
ースを識別することが可能になる。
【００６４】
　[0071]空間多重化は、概して、チャネル状態が良いときに使用される。チャネル状態が
あまり好ましくないときは、送信エネルギーを１つまたは複数の方向に集中させるために
ビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを介した送信のためにデー
タを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良
好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリー
ムビームフォーミング送信が使用され得る。
【００６５】
　[0072]以下の詳細な説明において、アクセスネットワークの様々な態様について、ＤＬ
上でＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムに関して説明する。ＯＦＤＭは、ＯＦＤＭ
シンボル内のいくつかのサブキャリアにわたってデータを変調するスペクトル拡散技法で
ある。サブキャリアは正確な周波数で離間される。離間は、受信機がサブキャリアからデ
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ータを復元することを可能にする「直交性」を与える。時間領域では、ＯＦＤＭシンボル
間干渉をなくすために、ガードインターバル（たとえば、サイクリックプレフィックス）
が各ＯＦＤＭシンボルに追加され得る。ＵＬは、高いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を
補償するために、ＳＣ－ＦＤＭＡをＤＦＴ拡散ＯＦＤＭ信号の形態で使用し得る。
【００６６】
　[0073]図５は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の一例を示す図５００である。フレー
ム（１０ｍｓ）は、等しいサイズの１０個のサブフレームに分割され得る。各サブフレー
ムは、２つの連続するタイムスロットを含み得る。２つのタイムスロットを表すためにリ
ソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグ
リッドは複数のリソース要素に分割される。ＬＴＥでは、リソースブロックは、周波数領
域中に１２個の連続するサブキャリアを含んでおり、各ＯＦＤＭシンボル中のノーマルサ
イクリックプレフィックスについては、時間領域中に７個の連続するＯＦＤＭシンボル、
すなわち８４個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて
は、リソースブロックは、時間領域中に６個の連続するＯＦＤＭシンボルを含んでおり、
７２個のリソース要素を有する。Ｒ５０２、５０４として示されるリソース要素のいくつ
かは、ＤＬ基準信号（ＤＬ－ＲＳ）を含む。ＤＬ－ＲＳは、（共通ＲＳと呼ばれることも
ある）セル固有ＲＳ（ＣＲＳ）５０２と、ＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ）５０４とを含む。
ＵＥ－ＲＳ５０４は、対応する物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）がその上にマッピン
グされるリソースブロック上のみで送信される。各リソース要素によって搬送されるビッ
ト数は変調スキームに依存する。したがって、ＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１０２）が受
信するリソースブロックが多いほど、また変調スキームが高いほど、ＵＥのデータレート
は高くなる。
【００６７】
　[0074]図６は、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の一例を示す図６００である。ＵＬの
ための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され
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、構成可能
なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報の送信のために
ＵＥに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべての
リソースブロックを含み得る。ＵＬフレーム構造は、単一のＵＥがデータセクション中の
連続サブキャリアのすべてを割り当てられることを可能にし得る、連続サブキャリアを含
むデータセクションを生じる。
【００６８】
　[0075]ＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１０２）は、ｅＮＢに制御情報を送信するために、
制御セクション中のリソースブロック６１０ａ、６１０ｂを割り当てられ得る。ＵＥは、
ｅＮＢにデータを送信するために、データセクション中のリソースブロック６２０ａ、６
２０ｂをも割り当てられ得る。ＵＥは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロ
ック上の物理ＵＬ制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、デー
タセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。ＵＬ送信は、サブフレ
ームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピングし得る。
【００６９】
　[0076]初期システムアクセスを実施し、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）
６３０中でＵＬ同期を達成するために、リソースブロックのセットが使用され得る。ＰＲ
ＡＣＨ６３０は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるＵＬデータ／シグナリングも搬
送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、６つの連続するリソースブ
ロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。す
なわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソー
スに制限される。ＰＲＡＣＨについては周波数ホッピングはない。ＰＲＡＣＨ試みは単一
のサブフレーム（１ｍｓ）中でまたは少数の連続サブフレームのシーケンス中で搬送され
、ＵＥは、フレーム（１０ｍｓ）ごとに単一のＰＲＡＣＨ試みだけを行うことができる。
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【００７０】
　[0077]図７は、ＬＴＥにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロト
コルアーキテクチャの一例を示す図７００である。たとえば図１のＵＥ１０２などのＵＥ
と、たとえば図１のｅＮＢ１０６および／または他のｅＮＢ１０８などのｅＮＢとのため
の無線プロトコルアーキテクチャが、レイヤ１、レイヤ２、およびレイヤ３という、３つ
のレイヤで示されている。レイヤ１（Ｌ１レイヤ）は最下位レイヤであり、様々な物理レ
イヤ信号処理機能を実装する。Ｌ１レイヤは、本明細書では物理レイヤ７０６と呼ばれる
。レイヤ２（Ｌ２レイヤ）７０８は、物理レイヤ７０６の上にあり、物理レイヤ７０６を
介したＵＥとｅＮＢとの間のリンクを担う。
【００７１】
　[0078]ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ７０８は、ネットワーク側のｅＮＢにおいて終
端される、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤ７１０と、無線リンク制御（ＲＬＣ）
サブレイヤ７１２と、パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）７１４サ
ブレイヤとを含む。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲートウェイ
１１８において終端されるネットワークレイヤ（たとえば、ＩＰレイヤ）と、接続の他端
（たとえば、ファーエンドＵＥ、サーバなど）において終端されるアプリケーションレイ
ヤとを含めて、Ｌ２レイヤ７０８の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
【００７２】
　[0079]ＰＤＣＰサブレイヤ７１４は、様々な無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化
を行う。ＰＤＣＰサブレイヤ７１４はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するための上
位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュ
リティと、ＵＥに対するｅＮＢ間のハンドオーバサポートとをもたらす。ＲＬＣサブレイ
ヤ７１２は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよびリアセンブリと、紛
失データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）による、順が狂っ
た受信を補正するデータパケットの並べ替えとを行う。ＭＡＣサブレイヤ７１０は、論理
チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。ＭＡＣサブレイヤ７１０はま
た、１つのセルの中の様々な無線リソース（たとえば、リソースブロック）をＵＥの間で
割り振ることを担う。ＭＡＣサブレイヤ７１０はまた、ＨＡＲＱ動作を担う。
【００７３】
　[0080]制御プレーンでは、ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコルアーキテクチャは
、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ７０６およびＬ
２レイヤ７０８について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ３（Ｌ３レイ
ヤ）中に無線リソース制御（ＲＲＣ）サブレイヤ７１６を含む。ＲＲＣサブレイヤ７１６
は、無線リソース（すなわち、無線ベアラ）を取得することと、ｅＮＢとＵＥとの間のＲ
ＲＣシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担う。
【００７４】
　[0081]図８は、無認可スペクトルにわたるアップリンクリソース割振りとトランスポー
トブロックサイズ決定とのために構成された態様を含む、アクセスネットワーク中でＵＥ
８５０と通信しているｅＮＢ８１０のブロック図である。ｅＮＢ８１０は、図１のｅＮＢ
１０６および／または他のｅＮＢ１０８と同じまたは同様であり得、ＵＥ８５０は、係数
決定構成要素１３１とＴＢＳ列インデックス計算構成要素１４１とＴＢＳ決定構成要素１
４５とのうちの１つまたは複数を含めて、図１のＵＥ１０２と同じまたは同様であり得る
。
【００７５】
　[0082]ＤＬでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットがコントローラ／プロセ
ッサ８７５に与えられる。コントローラ／プロセッサ８７５はＬ２レイヤの機能を実装す
る。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ８７５は、様々な優先度メトリックに基づいて
、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、論理チャ
ネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、ＵＥ８５０への無線リソース割振りと
を行う。コントローラ／プロセッサ８７５はまた、ＨＡＲＱ動作と、紛失パケットの再送
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信と、ＵＥ８５０へのシグナリングとを担う。
【００７６】
　[0083]送信（ＴＸ）プロセッサ８１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のため
の様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、ＵＥ８５０における前方誤り訂正（
ＦＥＣ）と、様々な変調スキーム（たとえば、２位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ）、４
位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍ位相シフトキーイング（Ｍ－ＰＳＫ）、多値直交
振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ））に基づく信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にす
るために、コーディングとインターリービングとを含む。コーディングされ変調されたシ
ンボルは、次いで並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いでＯＦＤＭサブキ
ャリアにマッピングされ、時間領域および／または周波数領域中で基準信号（たとえば、
パイロット）と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を使用して互いに合
成されて、時間領域ＯＦＤＭシンボルストリームを搬送する物理チャネルが生成される。
ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディン
グされる。チャネル推定器８７４からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調スキ
ームを決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、Ｕ
Ｅ８５０によって送信される基準信号および／またはチャネル状態フィードバックから導
出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機８１８ＴＸを介して異なるアン
テナ８２０に与えられる。各送信機８１８ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間ストリー
ムでＲＦキャリアを変調する。
【００７７】
　[0084]ＵＥ８５０において、各受信機８５４ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ８５２
を通して信号を受信する。各受信機８５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報を復
元し、受信（ＲＸ）プロセッサ８５６に情報を与える。ＲＸプロセッサ８５６は、Ｌ１レ
イヤの様々な信号処理機能を実装する。ＲＸプロセッサ８５６は、ＵＥ８５０に宛てられ
た任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実施する。複数の空
間ストリームがＵＥ８５０に宛てられた場合、それらはＲＸプロセッサ８５６によって単
一のＯＦＤＭシンボルストリームに合成され得る。ＲＸプロセッサ８５６は、次いで、高
速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用してＯＦＤＭシンボルストリームを時間領域から周波数
領域に変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキャリアごとに別個のＯＦＤＭ
シンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと基準信号とは、ｅＮＢ８１
０によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタレーションポイントを決定するこ
とによって復元され、復調される。これらの軟判定（soft decisions）は、チャネル推定
器８５８によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャ
ネル上でｅＮＢ８１０によって最初に送信されたデータと制御信号とを復元するために復
号され、デインターリーブされる。データと制御信号とは、次いでコントローラ／プロセ
ッサ８５９に与えられる。
【００７８】
　[0085]コントローラ／プロセッサ８５９はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロ
セッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ８６０に関連付けられ得る。メ
モリ８６０はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、コントローラ／プ
ロセッサ８５９は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トラ
ンスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、解読
と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、Ｌ２レイヤ
の上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク８６２に与えられる。また、様々な
制御信号が、Ｌ３処理のためにデータシンク８６２に与えられ得る。コントローラ／プロ
セッサ８５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために肯定応答（ＡＣＫ）および／ま
たは否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用した誤り検出を担う。
【００７９】
　[0086]ＵＬでは、データソース８６７は、コントローラ／プロセッサ８５９に上位レイ
ヤパケットを与えるために使用される。データソース８６７は、Ｌ２レイヤの上のすべて
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のプロトコルレイヤを表す。ｅＮＢ８１０によるＤＬ送信に関して説明した機能と同様に
、コントローラ／プロセッサ８５９は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテ
ーションおよび並べ替えと、ｅＮＢ８１０による無線リソース割振りに基づく論理チャネ
ルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよ
び制御プレーンのためのＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロセッサ８５９はまた
、ＨＡＲＱ動作と、紛失パケットの再送信と、ｅＮＢ８１０へのシグナリングとを担う。
【００８０】
　[0087]ｅＮＢ８１０によって送信される基準信号またはフィードバックからチャネル推
定器８５８によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調スキー
ムを選択することと、空間処理を容易にすることとを行うために、ＴＸプロセッサ８６８
によって使用され得る。ＴＸプロセッサ８６８によって生成される空間ストリームは、別
個の送信機８５４ＴＸを介して異なるアンテナ８５２に与えられる。各送信機８５４ＴＸ
は、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【００８１】
　[0088]ＵＬ送信は、ＵＥ８５０における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法
でｅＮＢ８１０において処理される。各受信機８１８ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ
８２０を通して信号を受信する。各受信機８１８ＲＸは、ＲＦキャリア上で変調された情
報を復元し、情報をＲＸプロセッサ８７０に与える。ＲＸプロセッサ８７０はＬ１レイヤ
を実装し得る。
【００８２】
　[0089]コントローラ／プロセッサ８７５はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロ
セッサ８７５は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ８７６に関連付けられ得
る。メモリ８７６はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、制御／プロ
セッサ８７５は、ＵＥ８５０からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポー
トチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッ
ダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ／プロセッサ８７５からの上位レイヤパ
ケットは、コアネットワークに与えられ得る。コントローラ／プロセッサ８７５はまた、
ＨＡＲＱ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロトコルを使用した
誤り検出を担う。
【００８３】
　[0090]本出願で使用する「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの用語は、
限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ
、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関係のエンティティを
含むものとする。たとえば、構成要素は、限定はしないが、プロセッサ上で動作するプロ
セス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、および／
またはコンピュータであり得る。例として、コンピューティングデバイス上で動作してい
るアプリケーションと、そのコンピューティングデバイスの両方が構成要素であり得る。
１つまたは複数の構成要素がプロセスおよび／または実行スレッド内に存在することがで
き、構成要素は１つのコンピュータ上に配置され得、および／または２つ以上のコンピュ
ータ間に分散され得る。さらに、これらの構成要素は、様々なデータ構造を記憶している
様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。これらの構成要素は、信号を介
して、ローカルシステム、分散システム内の別の構成要素と対話し、および／またはイン
ターネットなどのネットワーク上で他のシステムと対話する１つの構成要素からのデータ
のような、１つまたは複数のデータパケットを有する信号に従うことなどによって、ロー
カルプロセスおよび／またはリモートプロセスを介して通信し得る。
【００８４】
　[0091]さらに、本明細書ではワイヤード端末またはワイヤレス端末であり得る端末に関
して、様々な態様について説明した。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、加
入者局、移動局、モバイル、モバイルデバイス、リモート局、リモート端末、アクセス端
末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユ
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ーザ機器（ＵＥ）と呼ばれることもある。ワイヤレス端末は、セルラー電話、衛星電話、
コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ
（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバ
イス、コンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の処理デバ
イスであり得る。さらに、本明細書では基地局に関して、様々な態様について説明した。
基地局は、ワイヤレス端末と通信するために利用され得、アクセスポイント、ノードＢ、
または何らかの他の用語で呼ばれることもある。
【００８５】
　[0092]さらに、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「ま
たは」を意味するものとする。すなわち、別段に規定されていない限り、または文脈から
明らかでない限り、「ＸはＡまたはＢを採用する」という句は、自然包括的並べ替えのい
ずれかを意味するものとする。すなわち、「ＸはＡまたはＢを採用する」という句は、以
下の場合、すなわち、ＸがＡを採用する場合、ＸがＢを採用する場合、またはＸがＡとＢ
の両方を採用する場合のいずれかによって満足される。さらに、本出願と添付の特許請求
の範囲とにおいて使用する冠詞「ａ」と「ａｎ」は、別段に規定されていない限り、また
は単数形を対象とすべきであると文脈から明らかでない限り、概して、「１つまたは複数
」を意味すると解釈されるべきである。
【００８６】
　[0093]本明細書で説明した技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡ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」と「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シ
ステムは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無線
技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）と、ＣＤＭＡの他の変
形態とを含む。さらに、ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格と、ＩＳ－９５規格と
、ＩＳ－８５６規格とをカバーする。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グローバルシ
ステム（ＧＳＭ）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、発展型ＵＴＲＡ
（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１
（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａ
ｓｈ－ＯＦＤＭ□などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバ
ーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロ
ングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを採用し、ア
ップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを採用する、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリー
スである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、「第３世代パー
トナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。さ
らに、ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」
（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている。さらに、そのようなワイヤレ
ス通信システムは、追加として、不対無認可スペクトル、８０２．ｘｘワイヤレスＬＡＮ
、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）および任意の他の短距離または長距離ワイヤレス通信
技法をしばしば使用するピアツーピア（たとえば、モバイルツーモバイル）アドホックネ
ットワークシステムを含み得る。
【００８７】
　[0094]本明細書で開示する態様および／または例に関して説明した様々な例示的な論理
、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、ディスクリートゲートまたはト
ランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明
した機能を実施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、またはステートマシン
であり得る。また、プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、Ｄ
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ＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ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。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、上記で説明したステップおよび／また
は行為のうちの１つまたは複数を実施するように動作可能な１つまたは複数のモジュール
を備え得る。
【００８８】
　[0095]さらに、本明細書で開示する態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのス
テップおよび／または行為は、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、ＥＰ
ＲＯＭ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存在し
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得る。代替として、記憶媒体はプロ
セッサに一体化され得る。さらに、いくつかの態様では、プロセッサおよび記憶媒体はＡ
ＳＩＣ中に存在し得る。さらに、ＡＳＩＣはユーザ端末中に存在し得る。代替として、プ
ロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中のディスクリートコンポーネントとして存在し
得る。さらに、いくつかの態様では、方法またはアルゴリズムのステップおよび／または
行為は、コンピュータプログラム製品に組み込まれ得る、機械可読媒体および／またはコ
ンピュータ可読媒体上のコードおよび／または命令の１つまたは任意の組合せ、あるいは
そのセットとして存在し得る。
【００８９】
　[0096]１つまたは複数の態様では、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、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される
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上で送信され得る。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通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、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を搬送または記憶するために使用
され得、コンピュータ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呼ばれ得る。たとえば、ソフトウェアが
、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、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
ーケーブル、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
スク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（disc）、光
ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピーディスク（
disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）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、通常、データをレーザーで光学
的に再生する。上述の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００９０】
　[0097]上記の開示では例示的な態様および／または例について論じたが、添付の特許請
求の範囲によって定義される説明した態様および／または例の範囲から逸脱することなく
、様々な変更および改変が本明細書で行われ得ることに留意されたい。さらに、説明した
態様および／または例の要素は、単数形で説明または請求されていることがあるが、単数
形への限定が明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。さらに、態様および



(28) JP 2016-532331 A 2016.10.13

／または例の全部または一部は、別段に記載されていない限り、他の態様および／または
例の全部または一部とともに利用され得る。
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