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(57)【要約】
　ユーザ機器（ＵＥ）によって実行されるワイヤレス通
信において、ＵＥは、１つまたは複数のトランスポート
ブロックを受信し、ブロックサイズとタイミングアドバ
ンスとがしきい値を超えるかどうかを判断すること、ま
たは受信されたトランスポートブロックに関連する制御
チャネルタイプを判断することなど、トランスポートブ
ロックに関する判断を行う。ＵＥは、行われた判断に少
なくとも部分的に基づいて、受信されたトランスポート
ブロックの復号スキップを実行すべきかどうかの判断を
行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）が、１つまたは複数のトランスポートブロックを受信することと、
　前記１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタイプを判断す
ることと、
　前記ＵＥが、前記制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基づいて、前記１つまたは
複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックの復号
スキップを実行することを選択することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記制御チャネルタイプは、
　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）と、
　拡張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）と
のうちの１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥは、前記制御チャネルタイプが前記ＥＰＤＣＣＨを備えるとき、前記復号スキ
ップを実行することを選択する、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥは、前記制御チャネルタイプが前記ＰＤＣＣＨを備えるとき、前記復号スキッ
プを実行しないことを選択する、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥは、前記ＥＰＤＣＣＨを監視するように構成される、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　復号スキップを実行することを前記選択することは、前記１つまたは複数のトランスポ
ートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックのブロックサイズがブロ
ックサイズしきい値を超えることに少なくとも部分的にさらに基づく、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記復号スキップは、
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）肯定応答（ＡＣＫ）決定を遅延させることと、
　前記１つまたは複数のトランスポートブロックの復号をすべてスキップすることと、
　ベストエフォート手法を使用して前記１つまたは複数のトランスポートブロックを復号
しようと試みることと
のうちの１つまたは複数を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　基地局において、ユーザ機器（ＵＥ）に通信するための１つまたは複数のトランスポー
トブロックに関連する制御チャネルタイプを判断することと、
　前記１つまたは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポー
トブロックのサイズを制限すべきかどうかを判断することと、ここで、前記判断は、前記
制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基づく、
　前記判断に基づいて前記１つまたは複数のトランスポートブロックを前記ＵＥに送信す
ることと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項９】
　前記制御チャネルタイプは、
　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）と、
　拡張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）と
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のうちの１つを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基地局は、第１のサブフレーム中で前記ＥＰＤＣＣＨに関連する前記１つまたは複
数のトランスポートブロックのための前記少なくとも１つのトランスポートブロックの前
記サイズを制限することを判断し、
　前記基地局は、第２のサブフレーム中で前記ＰＤＣＣＨに関連する前記１つまたは複数
のトランスポートブロックのための前記少なくとも１つのトランスポートブロックの前記
サイズを制限しないことを判断する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記基地局は、前記ＵＥが前記ＥＰＤＣＣＨを監視するように構成されたとき、前記Ｐ
ＤＣＣＨに関連する前記１つまたは複数のトランスポートブロックのための前記少なくと
も１つのトランスポートブロックの前記サイズを制限することを判断する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記判断することは、前記ＵＥの能力が前記サイズの制限を必要とするという指示に少
なくとも部分的にさらに基づく、
請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のトランスポートブロックを受信することと、
　前記ＵＥは、前記１つまたは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つの
トランスポートブロックのブロックサイズがブロックサイズしきい値を超えるかどうかの
サイズ判断を実行することと、
　前記ＵＥは、前記少なくとも１つのトランスポートブロックのタイミングアドバンスが
タイミングアドバンスしきい値を超えるかどうかのタイミング判断を実行することと、
　前記サイズ判断と前記タイミング判断との結果に少なくとも部分的に応答して、前記Ｕ
Ｅが、前記少なくとも１つのトランスポートブロックの復号スキップを実行すべきかどう
かの復号スキップ決定を行うことと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのトランスポートブロックの初期ハイブリッド自動再送要求（ＨＡ
ＲＱ）送信に関して、前記ＵＥによって行われた復号スキップ決定に少なくとも部分的に
応答して、前記ＵＥが、そのトランスポートブロックのすべてのＨＡＲＱ再送信のための
前記復号スキップ決定を制御することをさらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのトランスポートブロックのいずれかの他のＨＡＲＱ送信に関して
、前記ＵＥによって行われた復号スキップ決定に少なくとも部分的に応答して、前記ＵＥ
が、そのトランスポートブロックのすべてのＨＡＲＱ送信のための前記復号スキップ決定
を制御することをさらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＵＥが、前記少なくとも１つのトランスポートブロックの各ＨＡＲＱ送信のための
前記復号スキップ決定を個別に制御することをさらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＵＥが、ＨＡＲＱ　ＡＣＫタイミングｎ＋ｋを有するＴＤＤダウンリンクおよびア
ップリンク構成の場合のｋの値を判断することと、
　ダウンリンクサブフレームの全セット中のいずれかのダウンリンクサブフレームがｋ＝
４を示すかどうかに基づいて、前記ＵＥが、ダウンリンクサブフレームの前記全セット中
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のすべてのダウンリンクサブフレームに復号スキップ決定プロセスを適用すべきかどうか
を判断することと
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＵＥが、ＨＡＲＱ　ＡＣＫタイミングｎ＋ｋを有するＴＤＤダウンリンクおよびア
ップリンク構成の場合のｋの値を判断することと、
　ダウンリンクサブフレームの全セット中の各ダウンリンクサブフレームがｋ＝４を示す
かどうかに基づいて、前記ＵＥが、各ダウンリンクサブフレームに復号スキップ決定プロ
セスを個々に適用すべきかどうかを選択的に判断することと
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＵＥが、前記復号スキップ決定に応答して緩和ＨＡＲＱタイミング決定を行うこと
であって、前記緩和ＨＡＲＱタイミング決定が、前記ＵＥに、少なくとも次のＨＡＲＱ送
信機会までＡＣＫ／ＮＡＫ送信を遅延させる、緩和ＨＡＲＱタイミング決定を行うことを
さらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＵＥが復号をスキップしたサブフレーム中で受信されたサンプルを廃棄することに
よって、前記ＵＥがソフトバッファ管理を実行することをさらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＵＥが復号をスキップしたサブフレーム中で受信されたサンプルを記憶することに
よって、前記ＵＥがソフトバッファ管理を実行することをさらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２２】
　ソフトバッファオーバーブッキングが存在するかどうかの判断を行うことによって、前
記ＵＥがソフトバッファ管理を実行することと、
　前記判断に応答して前記ＵＥが復号をスキップしたサブフレーム中で受信されたサンプ
ルを選択的に廃棄することと
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２３】
　２つ以上のタイミングアドバンスグループの存在下でコンポーネントキャリアのための
タイミングアドバンス選択を実行することであって、前記コンポーネントキャリアが属す
る前記グループの前記タイミングアドバンスが選択される、タイミングアドバンス選択を
実行することをさらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２４】
　２つ以上のタイミングアドバンスグループの存在下でコンポーネントキャリアのための
タイミングアドバンス選択を実行することであって、すべてのコンポーネントキャリアの
最大タイミングアドバンスが選択される、タイミングアドバンス選択を実行することをさ
らに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記サイズ判断は、ダウンリンク制御情報ごとにトランスポートブロックサイズ制限を
実行し、前記復号スキップ決定は、２つのトランスポートブロックのサイズの和に基づい
て行われる、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記サイズ判断がダウンリンク制御情報ごとにトランスポートブロックサイズ制限を実
行し、前記復号スキップ決定が４つのトランスポートブロックのサイズの和に基づいて行
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われる、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２７】
　前記サイズ判断は、ＵＥカテゴリー依存ベースでトランスポートブロックサイズ制限を
実行する、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記サイズ判断は、サブフレーム中のトランスポートブロックのサイズの和に基づいて
トランスポートブロックサイズ制限を実行する、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２９】
　前記サイズ判断は、サブフレーム中の各トランスポートブロックについてトランスポー
トブロックサイズ制限を個々に実行する、
請求項１３に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ＵＥは、前記ＵＥが前記少なくとも１つのトランスポートブロックをそこから受信
した発展型ノードＢ（ｅＮＢ）に、前記少なくとも１つのトランスポートブロックの前記
タイミングアドバンスがいつ前記タイミングアドバンスしきい値を超えるかをシグナリン
グする、
請求項１３に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ＵＥは、無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤ、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤ
、または物理（ＰＨＹ）レイヤのうちの少なくとも１つによって前記ｅＮＢにシグナリン
グする、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のトランスポートブロックを受信するための手段
と、
　前記１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタイプを判断す
るための手段と、
　前記ＵＥが、前記制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基づいて、前記１つまたは
複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックの復号
スキップを実行することを選択するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置。
【請求項３３】
　前記制御チャネルタイプは、
　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）と、
　拡張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）と
のうちの１つを備える、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記ＵＥは、前記制御チャネルタイプが前記ＥＰＤＣＣＨを備えるとき、前記復号スキ
ップを実行することを選択する、
請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記ＵＥは、前記制御チャネルタイプが前記ＰＤＣＣＨを備えるとき、前記復号スキッ
プを実行しないことを選択する、
請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　前記ＵＥは、前記ＥＰＤＣＣＨを監視するように構成された、
請求項３５に記載の装置。
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【請求項３７】
　復号スキップを実行することを選択するための前記手段は、前記１つまたは複数のトラ
ンスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックのブロックサイズ
がブロックサイズしきい値を超えることに少なくとも部分的にさらに基づく、請求項３２
に記載の装置。
【請求項３８】
　前記復号スキップは、
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）肯定応答（ＡＣＫ）決定を遅延させるための手
段と、
　前記１つまたは複数のトランスポートブロックの復号をすべてスキップするための手段
と、
　ベストエフォート手法を使用して前記１つまたは複数のトランスポートブロックを復号
しようと試みるための手段と
のうちの１つまたは複数を備える、
請求項３２に記載の装置。
【請求項３９】
　基地局において、ユーザ機器（ＵＥ）に通信するための１つまたは複数のトランスポー
トブロックに関連する制御チャネルタイプを判断するための手段と、
　前記１つまたは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポー
トブロックのサイズを制限すべきかどうかを判断するための手段と、ここで、前記判断は
、前記制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基づく、
　前記判断に基づいて前記１つまたは複数のトランスポートブロックを前記ＵＥに送信す
るための手段と
を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置。
【請求項４０】
　前記制御チャネルタイプは、
　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）と、
　拡張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）と
のうちの１つを備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記基地局は、第１のサブフレーム中で前記ＥＰＤＣＣＨに関連する前記１つまたは複
数のトランスポートブロックのための前記少なくとも１つのトランスポートブロックの前
記サイズを制限することを判断し、
　前記基地局は、第２のサブフレーム中で前記ＰＤＣＣＨに関連する前記１つまたは複数
のトランスポートブロックのための前記少なくとも１つのトランスポートブロックの前記
サイズを制限しないことを判断する、
請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記基地局は、前記ＵＥが前記ＥＰＤＣＣＨを監視するように構成されたとき、前記Ｐ
ＤＣＣＨに関連する前記１つまたは複数のトランスポートブロックのための前記少なくと
も１つのトランスポートブロックの前記サイズを制限することを判断する、
請求項４０に記載の装置。
【請求項４３】
　前記判断するための手段は、前記ＵＥの能力が前記サイズの制限を必要とするという指
示に少なくとも部分的にさらに基づく、
請求項３９に記載の装置。
【請求項４４】
　ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のトランスポートブロックを受信するための手段
と、
　前記ＵＥは、前記１つまたは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つの
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トランスポートブロックのブロックサイズがブロックサイズしきい値を超えるかどうかの
サイズ判断を実行するための手段と、
　前記ＵＥは、前記少なくとも１つのトランスポートブロックのタイミングアドバンスが
タイミングアドバンスしきい値を超えるかどうかのタイミング判断を実行するための手段
と、
　前記サイズ判断と前記タイミング判断との結果に少なくとも部分的に応答して、前記Ｕ
Ｅが、前記少なくとも１つのトランスポートブロックの復号スキップを実行すべきかどう
かの復号スキップ決定を行うための手段と
を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つのトランスポートブロックの初期ハイブリッド自動再送要求（ＨＡ
ＲＱ）送信に関して、前記ＵＥによって行われた復号スキップ決定に少なくとも部分的に
応答して、前記ＵＥが、そのトランスポートブロックのすべてのＨＡＲＱ再送信のための
前記復号スキップ決定を制御するための手段
をさらに含む、請求項４４に記載の装置。
【請求項４６】
　前記少なくとも１つのトランスポートブロックのいずれかの他のＨＡＲＱ送信に関して
、前記ＵＥによって行われた復号スキップ決定に少なくとも部分的に応答して、前記ＵＥ
が、そのトランスポートブロックのすべてのＨＡＲＱ送信のための前記復号スキップ決定
を制御するための手段をさらに含む、
請求項４４に記載の装置。
【請求項４７】
　前記ＵＥが、前記少なくとも１つのトランスポートブロックの各ＨＡＲＱ送信のための
前記復号スキップ決定を個別に制御するための手段
をさらに含む、請求項４４に記載の装置。
【請求項４８】
　前記ＵＥが、ＨＡＲＱ　ＡＣＫタイミングｎ＋ｋを有するＴＤＤダウンリンクおよびア
ップリンク構成の場合のｋの値を判断するための手段と、
　ダウンリンクサブフレームの全セット中のいずれかのダウンリンクサブフレームがｋ＝
４を示すかどうかに基づいて、前記ＵＥが、ダウンリンクサブフレームの前記全セット中
のすべてのダウンリンクサブフレームに復号スキップ決定プロセスを適用すべきかどうか
を判断するための手段とをさらに含む、
請求項４４に記載の装置。
【請求項４９】
　前記ＵＥが、ＨＡＲＱ　ＡＣＫタイミングｎ＋ｋを有するＴＤＤダウンリンクおよびア
ップリンク構成の場合のｋの値を判断するための手段と、
　ダウンリンクサブフレームの全セット中の各ダウンリンクサブフレームがｋ＝４を示す
かどうかに基づいて、前記ＵＥが、各ダウンリンクサブフレームに復号スキップ決定プロ
セスを個々に適用すべきかどうかを選択的に判断するための手段と
をさらに含む、請求項４４に記載の装置。
【請求項５０】
　前記ＵＥが、前記復号スキップ決定に応答して緩和ＨＡＲＱタイミング決定を行うため
の手段であって、前記緩和ＨＡＲＱタイミング決定が、前記ＵＥに、少なくとも次のＨＡ
ＲＱ送信機会までＡＣＫ／ＮＡＫ送信を遅延させる、緩和ＨＡＲＱタイミング決定を行う
ための手段をさらに含む、
請求項４４に記載の装置。
【請求項５１】
　前記ＵＥが復号をスキップしたサブフレーム中で受信されたサンプルを廃棄することに
よって、前記ＵＥがソフトバッファ管理を実行するための手段をさらに含む、
請求項４４に記載の装置。
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【請求項５２】
　前記ＵＥが復号をスキップしたサブフレーム中で受信されたサンプルを記憶することに
よって、前記ＵＥがソフトバッファ管理を実行するための手段をさらに含む、
請求項４４に記載の装置。
【請求項５３】
　ソフトバッファオーバーブッキングが存在するかどうかの判断を行うことによって、前
記ＵＥがソフトバッファ管理を実行するための手段と、
　前記判断に応答して前記ＵＥが復号をスキップしたサブフレーム中で受信されたサンプ
ルを選択的に廃棄することと
をさらに含む、請求項４４に記載の装置。
【請求項５４】
　２つ以上のタイミングアドバンスグループの存在下でコンポーネントキャリアのための
タイミングアドバンス選択を実行するための手段であって、前記コンポーネントキャリア
が属する前記グループの前記タイミングアドバンスが選択される、タイミングアドバンス
選択を実行するための手段をさらに含む、
請求項４４に記載の装置。
【請求項５５】
　２つ以上のタイミングアドバンスグループの存在下でコンポーネントキャリアのための
タイミングアドバンス選択を実行するための手段であって、すべてのコンポーネントキャ
リアの最大タイミングアドバンスが選択される、タイミングアドバンス選択を実行するた
めの手段をさらに含む、
請求項４４に記載の装置。
【請求項５６】
　前記サイズ判断を前記実行するための手段は、ダウンリンク制御情報ごとにトランスポ
ートブロックサイズ制限を実行し、前記復号スキップ決定が２つのトランスポートブロッ
クのサイズの和に基づいて行われる、
請求項４４に記載の装置。
【請求項５７】
　前記サイズ判断を前記実行するための手段は、ダウンリンク制御情報ごとにトランスポ
ートブロックサイズ制限を実行し、前記復号スキップ決定が４つのトランスポートブロッ
クのサイズの和に基づいて行われる、
請求項４４に記載の装置。
【請求項５８】
　前記サイズ判断を前記実行するための手段は、ＵＥカテゴリー依存ベースでトランスポ
ートブロックサイズ制限を実行する、
請求項４４に記載の装置。
【請求項５９】
　前記サイズ判断を前記実行するための手段は、サブフレーム中のトランスポートブロッ
クのサイズの和に基づいてトランスポートブロックサイズ制限を実行する、
請求項４４に記載の装置。
【請求項６０】
　前記サイズ判断を前記実行するための手段は、サブフレーム中の各トランスポートブロ
ックについてトランスポートブロックサイズ制限を個々に実行する、
請求項４４に記載の装置。
【請求項６１】
　前記ＵＥは、前記ＵＥが前記少なくとも１つのトランスポートブロックをそこから受信
した発展型ノードＢ（ｅＮＢ）に、前記少なくとも１つのトランスポートブロックの前記
タイミングアドバンスがいつ前記タイミングアドバンスしきい値を超えるかをシグナリン
グするための手段をさらに含む、
請求項４４に記載の装置。
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【請求項６２】
　シグナリングするための前記手段は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤまたは物理（
ＰＨＹ）レイヤのうちの少なくとも１つを介して前記シグナリングすることを実行する、
請求項６１に記載の装置。
【請求項６３】
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードが、
　少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のトランスポ
ートブロックを受信することを行わせるためのプログラムコードと、
　少なくとも１つのコンピュータに、前記１つまたは複数のトランスポートブロックに関
連する制御チャネルタイプを判断させるためのプログラムコードと、
　少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＥが、前記制御チャネルタイプに少なくとも
部分的に基づいて、前記１つまたは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１
つのトランスポートブロックの復号スキップを実行することを選択することを行わせるた
めのプログラムコードと
を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項６４】
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードは、
　少なくとも１つのコンピュータに、基地局において、ユーザ機器（ＵＥ）に通信するた
めの１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタイプを判断させ
るためのプログラムコードと、
　少なくとも１つのコンピュータに、前記１つまたは複数のトランスポートブロックのう
ちの少なくとも１つのトランスポートブロックのサイズを制限すべきかどうかを判断させ
るためのプログラムコードであって、前記判断が前記制御チャネルタイプに少なくとも部
分的に基づく、制限すべきかどうかを判断させるためのプログラムコードと、
　少なくとも１つのコンピュータに、前記判断に基づいて前記１つまたは複数のトランス
ポートブロックを前記ＵＥに送信させるためのプログラムコードと
を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項６５】
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードは、
　少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のトランスポ
ートブロックを受信することを行わせるためのプログラムコードと、
　少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＥが、前記１つまたは複数のトランスポート
ブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックのブロックサイズがブロック
サイズしきい値を超えるかどうかのサイズ判断を実行することを行わせるためのプログラ
ムコードと、
　少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＥが、前記少なくとも１つのトランスポート
ブロックのタイミングアドバンスがタイミングアドバンスしきい値を超えるかどうかのタ
イミング判断を実行することを行わせるためのプログラムコードと、
　少なくとも１つのコンピュータに、前記ＵＥが、前記サイズ判断と前記タイミング判断
との結果に少なくとも部分的に応答して前記少なくとも１つのトランスポートブロックの
復号スキップを実行すべきかどうかの復号スキップ決定を行うことを行わせるためのプロ
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グラムコードと
を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項６６】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のトランスポートブロックを受信することと、
　前記１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタイプを判断す
ることと、
　前記ＵＥが、前記制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基づいて、前記１つまたは
複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックの復号
スキップを実行することを選択することと
を行うように構成された、装置。
【請求項６７】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　基地局において、ユーザ機器（ＵＥ）に通信するための１つまたは複数のトランスポー
トブロックに関連する制御チャネルタイプを判断することと、
　前記１つまたは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポー
トブロックのサイズを制限すべきかどうかを判断することであって、前記判断が前記制御
チャネルタイプに少なくとも部分的に基づく、制限すべきかどうかを判断することと、
　前記判断に基づいて前記１つまたは複数のトランスポートブロックを前記ＵＥに送信す
ることと
を行うように構成された、装置。
【請求項６８】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のトランスポートブロックを受信することと、
　前記ＵＥは、前記１つまたは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つの
トランスポートブロックのブロックサイズがブロックサイズしきい値を超えるかどうかの
サイズ判断を実行することと、
　前記ＵＥは、前記少なくとも１つのトランスポートブロックのタイミングアドバンスが
タイミングアドバンスしきい値を超えるかどうかのタイミング判断を実行することと、
　前記サイズ判断と前記タイミング判断との結果に少なくとも部分的に応答して、前記Ｕ
Ｅが、前記少なくとも１つのトランスポートブロックの復号スキップを実行すべきかどう
かの復号スキップ決定を行うことと
を行うように構成された、装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１２年３
月１６日に出願された「TRANSPORT BLOCK SIZE LIMITATION FOR ENHANCED CONTROL CHANN
EL OPERATION IN LTE」と題する米国仮特許出願第６１／６１２，０８８号、および２０
１２年９月２０日に出願された「TRANSPORT BLOCK SIZE LIMITATION FOR ENHANCED CONTR
OL CHANNEL OPERATION IN LTE」と題する米国仮特許出願第６１／７０３，６５５号の利
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益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ）における拡張制御チャネル動作のためのトランスポー
トブロックサイズ制限に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、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の様々な通信サービス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ネットワークは、利用可能なネットワーク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ネットワークであり得る。その
ようなネットワークは、通常、多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワークリ
ソースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。そのようなネ
ットワークの一例はユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ：Univer
sal Terrestrial Radio Access Network）である。ＵＴＲＡＮは、第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnership Project）によってサポート
される第３世代（３Ｇ）モバイルフォン技術である、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：Universal Mobile Telecommunications System）の一部
として定義された無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）である。多元接続ネットワークフ
ォーマットの例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭ
Ａ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネ
ットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、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またはノードＢ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。
【０００５】
　[0005]基地局は、ＵＥにダウンリンク上でデータおよび制御情報を送信し得、および／
またはＵＥからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信し得る。ダウンリンク上で
は、基地局からの送信は、ネイバー基地局からの送信、または他のワイヤレス無線周波数
（ＲＦ）送信機からの送信による干渉に遭遇することがある。アップリンク上では、ＵＥ
からの送信は、ネイバー基地局と通信する他のＵＥのアップリンク送信からの干渉、また
は他のワイヤレスＲＦ送信器からの干渉に遭遇することがある。この干渉は、ダウンリン
クとアップリンクの両方でパフォーマンスを劣化させることがある。
【０００６】
　[0006]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、干渉お
よび輻輳ネットワークの可能性は、より多くのＵＥが長距離ワイヤレス通信ネットワーク
にアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシステムがコミュニティにおいて展開される
ようになるとともに増大する。モバイルブロードバンドアクセスに対する増大する需要を
満たすためだけでなく、モバイル通信のユーザエクスペリエンスを進化および向上させる
ためにもＵＭＴＳ技術を進化させる研究および開発が続けられている。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]いくつかの態様では、ワイヤレス通信はＵＥによって実行される。ＵＥは、１つ
または複数のトランスポートブロックを受信し、１つまたは複数のトランスポートブロッ
クに関連する制御チャネルタイプを判断し、制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基
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づいてトランスポートブロックの復号スキップ（skip-decoding）を実行することを選択
する。
【０００８】
　[0008]本開示の追加の態様は、基地局において、ＵＥに通信するための１つまたは複数
のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタイプを判断することと、１つまたは
複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックのサイ
ズを制限すべきかどうかを判断することであって、判断が制御チャネルタイプに少なくと
も部分的に基づく、制限すべきかどうかを判断することと、判断に基づいて１つまたは複
数のトランスポートブロックをＵＥに送信することとを含むワイヤレス通信の方法を対象
とする。
【０００９】
　[0009]本開示の追加の態様は、ＵＥが１つまたは複数のトランスポートブロックを受信
するための手段と、１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタ
イプを判断するための手段と、ＵＥが、制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基づい
て、１つまたは複数のトランスポートブロックの復号スキップを実行することを選択する
ための手段とを含むワイヤレス通信のために構成された装置を対象とする。
【００１０】
　[0010]本開示の追加の態様は、基地局において、ＵＥに通信するための１つまたは複数
のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタイプを判断するための手段と、１つ
または複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロック
のサイズを制限すべきかどうかを判断するための手段であって、判断が制御チャネルタイ
プに少なくとも部分的に基づく、制限すべきかどうかを判断するための手段と、判断に基
づいて１つまたは複数のトランスポートブロックをＵＥに送信するための手段とを含むワ
イヤレス通信のために構成された装置を対象とする。
【００１１】
　[0011]他の態様では、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピ
ュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を
含む。プログラムコードは、ＵＥが１つまたは複数のトランスポートブロックを受信する
ためのコードと、１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタイ
プを判断するためのコードと、ＵＥが、制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基づい
て、１つまたは複数のトランスポートブロックの復号スキップを実行することを選択する
ためのコードとを含む。
【００１２】
　[0012]他の態様では、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピ
ュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を
含む。プログラムコードは、基地局において、ＵＥに通信するための１つまたは複数のト
ランスポートブロックに関連する制御チャネルタイプを判断するためのコードと、１つま
たは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックの
サイズを制限すべきかどうかを判断するためのコードであって、判断が制御チャネルタイ
プに少なくとも部分的に基づく、制限すべきかどうかを判断するためのコードと、判断に
基づいて１つまたは複数のトランスポートブロックをＵＥに送信するためのコードとを含
む。
【００１３】
　[0013]さらに他の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、少なくとも１
つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを有する。少なく
とも１つのプロセッサは、ＵＥが１つまたは複数のトランスポートブロックを受信するよ
うに構成される。少なくとも１つのプロセッサはまた、ＵＥが１つまたは複数のトランス
ポートブロックを受信することと、１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する
制御チャネルタイプを判断することと、ＵＥが、制御チャネルタイプに少なくとも部分的
に基づいて、１つまたは複数のトランスポートブロックの復号スキップを実行することを
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選択することとを行うように構成される。
【００１４】
　[0014]いくつかの態様では、ワイヤレス通信はＵＥによって実行される。ＵＥは１つま
たは複数のトランスポートブロックを受信する。ＵＥは、１つまたは複数のトランスポー
トブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックのブロックサイズがブロッ
クサイズしきい値を超えるかどうかのサイズ判断を実行する。ＵＥは、少なくとも１つの
トランスポートブロックのタイミングアドバンス（timing advance）がタイミングアドバ
ンスしきい値を超えるかどうかのタイミング判断を実行する。ＵＥは、サイズ判断とタイ
ミング判断との結果に少なくとも部分的に応答して、少なくとも１つのトランスポートブ
ロックの復号スキップを実行すべきかどうかの復号スキップ決定を行う。
【００１５】
　[0015]追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、ＵＥが１つまたは
複数のトランスポートブロックを受信するための手段を含む。本装置はまた、ＵＥが、１
つまたは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロッ
クのブロックサイズがブロックサイズしきい値を超えるかどうかのサイズ判断を実行する
ための手段を含む。本装置はさらに、ＵＥが、少なくとも１つのトランスポートブロック
のタイミングアドバンスがタイミングアドバンスしきい値を超えるかどうかのタイミング
判断を実行するための手段を含む。本装置はさらに、サイズ判断とタイミング判断との結
果に少なくとも部分的に応答して、ＵＥが、少なくとも１つのトランスポートブロックの
復号スキップを実行すべきかどうかの復号スキップ決定を行うための手段を含む。
【００１６】
　[0016]他の態様では、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピ
ュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を
含む。プログラムコードは、ＵＥが１つまたは複数のトランスポートブロックを受信する
ためのコードを含む。プログラムコードはまた、ＵＥが、１つまたは複数のトランスポー
トブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックのブロックサイズがブロッ
クサイズしきい値を超えるかどうかのサイズ判断を実行するためのコードを含む。プログ
ラムコードはさらに、ＵＥが、少なくとも１つのトランスポートブロックのタイミングア
ドバンスがタイミングアドバンスしきい値を超えるかどうかのタイミング判断を実行する
ためのコードを含む。プログラムコードはさらに、サイズ判断とタイミング判断との結果
に少なくとも部分的に応答して、ＵＥが、少なくとも１つのトランスポートブロックの復
号スキップを実行すべきかどうかの復号スキップ決定を行うためのコードを含む。
【００１７】
　[0017]さらに他の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、少なくとも１
つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを有する。少なく
とも１つのプロセッサは、ＵＥが１つまたは複数のトランスポートブロックを受信するよ
うに構成される。少なくとも１つのプロセッサはまた、ＵＥが、１つまたは複数のトラン
スポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックのブロックサイズが
ブロックサイズしきい値を超えるかどうかのサイズ判断を実行するように構成される。少
なくとも１つのプロセッサはさらに、ＵＥが、少なくとも１つのトランスポートブロック
のタイミングアドバンスがタイミングアドバンスしきい値を超えるかどうかのタイミング
判断を実行するように構成される。少なくとも１つのプロセッサはさらに、ＵＥが、サイ
ズ判断とタイミング判断との結果に少なくとも部分的に応答して少なくとも１つのトラン
スポートブロックの復号スキップを実行すべきかどうかの復号スキップ決定を行うように
構成される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】[0018]モバイル通信システムの一例を概念的に示すブロック図。
【図２】[0019]モバイル通信システムにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を概念的
に示すブロック図。
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【図３】[0020]アップリンクＬＴＥ／－Ａ通信における例示的なフレーム構造を概念的に
示すロック図。
【図４】[0021]本開示の一態様による、異種ネットワークにおける時分割多重（ＴＤＭ）
区分を概念的に示すブロック図。
【図５】[0022]本開示の一態様に従って構成された基地局／ｅＮＢおよびＵＥの設計を概
念的に示すブロック図。
【図６Ａ】[0023]連続キャリアアグリゲーションタイプを開示する図。
【図６Ｂ】[0024]非連続キャリアアグリゲーションタイプを開示する図。
【図７】[0025]ＭＡＣレイヤデータアグリゲーションを開示する図。
【図８】[0026]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能
ブロック図。
【図９】[0027]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能
ブロック図。
【図１０】[0028]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図１１】[0029]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図１２】[0030]周波数分割複信（ＦＤＤ）送信におけるタイミングアドバンスを示すブ
ロック図。
【図１３】[0031]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図１４】[0032]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図１５】[0033]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図１６】[0034]緩和ＨＡＲＱタイミング（relax HARQ timing）決定に応答する緩和Ｈ
ＡＲＱタイミング動作の一例を開示する図。
【図１７】[0035]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図１８】[0036]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図１９】[0037]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図２０】[0038]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図２１】[0039]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図２２】[0040]本開示の一態様に従って構成されたＵＥを示すブロック図。
【図２３】[0041]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図２４】[0042]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　[0043]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明
するものであり、本開示の範囲を限定するものではない。そうではなく、発明を実施する
ための形態は、本発明の主題の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。これらの
具体的な詳細は、あらゆる場合において必要とされるとは限らないことと、いくつかの事
例では、周知の構造および構成要素は提示を明快にするためにブロック図の形式で示され
ることとが当業者には明らかであろう。
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【００２０】
　[0044]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使
用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば互換的に使用さ
れる。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサルテレストリアル無線アクセス（ＵＴＲＡ：
Universal Terrestrial Radio Access）、米国電気通信工業会（ＴＩＡ：Telecommunicat
ions Industry Association）のＣＤＭＡ２０００（登録商標）などの無線技術を実装し
得る。ＵＴＲＡ技術は、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他
の変形態を含む。ＣＤＭＡ２０００（登録商標）技術は、米国電子工業会（ＥＩＡ：Elec
tronics Industry Alliance）およびＴＩＡからのＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩ
Ｓ－８５６規格を含む。ＴＤＭＡネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム（
ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobile Communications）などの無線技術を実
装し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウ
ルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．
１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、
ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ
技術およびＥ－ＵＴＲＡ技術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：Universal Mobile Telecommunication System）の一部である。３ＧＰＰロン
グタームエボリューション（ＬＴＥ：Long Term Evolution）およびＬＴＥ－Ａｄｖａｎ
ｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのより新しいリリースである
。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代
パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と呼ばれる団体からの文書に記載されてい
る。ＣＤＭＡ２０００（登録商標）およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジ
ェクト２」（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）と呼ばれる団体から
の文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワークお
よび無線アクセス技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線アクセス技術に
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または
ＬＴＥ－Ａ（代替として一緒に「ＬＴＥ／－Ａ」と呼ばれる）に関して説明し、以下の説
明の大部分ではそのようなＬＴＥ／－Ａ用語を使用する。
【００２１】
　[0045]図１に、通信のためのワイヤレスネットワーク１００を示し、これはＬＴＥ－Ａ
ネットワークであり得る。ワイヤレスネットワーク１００は、いくつかの発展型ノードＢ
（ｅＮＢ）１１０と他のネットワークエンティティとを含む。ｅＮＢは、ＵＥと通信する
固定局であり得、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどとも呼ばれる。各ｅＮＢ１１
０は、特定の地理的エリアに通信カバレージを与え得る。３ＧＰＰでは、「セル」という
用語は、この用語が使用される状況に応じて、ｅＮＢのこの特定の地理的カバレージエリ
アおよび／またはこのカバレージエリアをサービスするｅＮＢサブシステムを指すことが
ある。
【００２２】
　[0046]ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプの
セルに通信カバレージを与え得る。マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア（
たとえば、半径数キロメートル）をカバーし、サービスに加入しているＵＥによるネット
ワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概して、比較的小さ
い地理的エリアをカバーすることになり、サービスに加入しているＵＥによるネットワー
クプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは、概して、比較
的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制限アクセスに加
えて、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：cl
osed subscriber group）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による限定アク
セスを可能にし得る。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれることがある。
ピコセルのためのｅＮＢはピコｅＮＢと呼ばれることがある。また、フェムトセルのため
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のｅＮＢはフェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれることがある。図１に示す例では
、ｅＮＢ１１０ａ、１１０ｂおよび１１０ｃは、それぞれマクロセル１０２ａ、１０２ｂ
および１０２ｃのためのマクロｅＮＢである。ｅＮＢ１１０ｘは、ピコセル１０２ｘのた
めのピコｅＮＢである。また、ｅＮＢ１１０ｙおよび１１０ｚは、それぞれフェムトセル
１０２ｙおよび１０２ｚのためのフェムトｅＮＢである。ｅＮＢは、１つまたは複数の（
たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セルをサポートし得る。
【００２３】
　[0047]ワイヤレスネットワーク１００はまた中継局を含む。中継局は、上流局（たとえ
ば、ｅＮＢ、ＵＥなど）からデータおよび／または他の情報の送信を受信し、そのデータ
および／または他の情報の送信を下流局（たとえば、別のＵＥ、別のｅＮＢなど）に送る
局である。中継局はまた、他のＵＥに対する送信を中継するＵＥとすることができる。図
１に示す例では、中継局１１０ｒはｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｒと通信し得、ここ
で、中継局１１０ｒは、それらの２つのネットワーク要素（ｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１
２０ｒ）間の通信を可能にするために、それらの間の中継器として働く。中継局は、中継
ｅＮＢ、中継などと呼ばれることもある。
【００２４】
　[0048]ワイヤレスネットワーク１００は、同期動作または非同期動作をサポートし得る
。同期動作の場合、ｅＮＢは同様のフレームタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの送
信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異なるフレームタイミ
ングを有し得、異なるｅＮＢからの送信は時間的に整合されないことがある。
【００２５】
　[0049]ＵＥ１２０はワイヤレスネットワーク１００全体にわたって分散され、各ＵＥは
固定またはモバイルであり得る。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ば
れることもある。ＵＥは、セルラーフォン、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、タブレットコンピュータ、ラップト
ップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであ
り得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、中継器などと通信するこ
とが可能であり得る。図１において、両矢印付きの実線は、ダウンリンクおよび／または
アップリンク上での、ＵＥと、そのＵＥをサービスするように指定されたｅＮＢであるサ
ービングｅＮＢとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、ＵＥとｅＮＢとの間の
干渉送信を示す。
【００２６】
　[0050]ＬＴＥ／－Ａ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。Ｏ
ＦＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる
複数（Ｋ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。
概して、変調シンボルは、ＯＦＤＭの場合は周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭの場合は時間領
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（Ｋ
）はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは、１．２５、２．５、５、１０、また
は２０メガヘルツ（ＭＨｚ）の対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ１２８、２５６
、５１２、１０２４または２０４８に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバン
ドに区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーし得、１．２５、２
．５、５、１０、または２０ＭＨｚの対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ１つ、２
つ、４つ、８つ、または１６個のサブバンドがあり得る。
【００２７】
　[0051]図２に、ＬＴＥ／－Ａにおいて使用されるダウンリンクフレーム構造を示す。ダ
ウンリンク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
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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）ノーマ
ルサイクリックプレフィックスの場合は７つのシンボル期間、または拡張サイクリックプ
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。利用可能な時間周波数リ
ソースはリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、１つのスロット中で
Ｎ個のサブキャリア（たとえば、１２個のサブキャリア）をカバーし得る。
【００２８】
　[0052]ＬＴＥ／－Ａでは、ｅＮＢは、ｅＮＢ中の各セルに関するプライマリ同期信号（
ＰＳＳ）とセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）とを送り得る。プライマリ同期信号およびセカ
ンダリ同期信号は、図２に示すように、それぞれ、ノーマルサイクリックプレフィックス
をもつ各無線フレームのサブフレーム０および５の各々中のシンボル期間６および５中で
送られ得る。同期信号は、セル検出および捕捉のためにＵＥによって使用され得る。ｅＮ
Ｂは、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：Physical Broadcast Channel）を送り得る。ＰＢＣＨはあるシステム
情報を搬送し得る。
【００２９】
　[0053]ｅＮＢは、図２に示すように、各サブフレームの第１のシンボル期間中に物理制
御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Format Indica
tor Channel）を送り得る。ＰＣＦＩＣＨは、制御チャネルのために使用されるいくつか
（Ｍ個）のシンボル期間を搬送し得、ここで、Ｍは、１、２または３に等しくなり得、サ
ブフレームごとに変化し得る。Ｍはまた、たとえば、リソースブロックが１０個未満であ
る、小さいシステム帯域幅では４に等しくなり得る。図２に示す例では、Ｍ＝３である。
ｅＮＢは、各サブフレームの最初のＭ個のシンボル期間中に物理ＨＡＲＱインジケータチ
ャネル（ＰＨＩＣＨ：Physical HARQ Indicator Channel）と物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control Channel）とを送り得る。図２に示す例
でも、ＰＤＣＣＨおよびＰＨＩＣＨは最初の３つのシンボル期間中に含まれている。ＰＨ
ＩＣＨは、ハイブリッド自動再送信（Ｈ－ＡＲＱ）をサポートするための情報を搬送し得
る。ＰＤＣＣＨは、ＵＥのためのリソース割振りに関する情報と、ダウンリンクチャネル
のための制御情報とを搬送し得る。ｅＮＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間中に
物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Physical Downlink Shared Channel）を送
り得る。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
のためのデータを搬送し得る。
【００３０】
　[0054]各サブフレームの制御セクション中で、すなわち、各サブフレームの第１のシン
ボル期間中でＰＨＩＣＨとＰＤＣＣＨとを送ることに加えて、ＬＴＥ－Ａはまた、各サブ
フレームのデータ部分中でもこれらの制御指向チャネルを送信し得る。図２に示すように
、データ領域を利用するこれらの新しい制御設計、たとえば、中継物理ダウンリンク制御
チャネル（Ｒ－ＰＤＣＣＨ：Relay-Physical Downlink Control Channel）および中継物
理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＲＰＨＩＣＨ：Relay-Physical HARQ Indicator Chan
nel）は、各サブフレームの後のシンボル期間中に含まれる。Ｒ－ＰＤＣＣＨは、最初に
半二重中継動作（half-duplex relay operation）のコンテキストにおいて開発された、
データ領域を利用する新しいタイプの制御チャネルである。１つサブフレーム中の最初の
いくつかの制御シンボルを占有するレガシーＰＤＣＣＨおよびＰＨＩＣＨとは異なり、Ｒ
－ＰＤＣＣＨおよびＲ－ＰＨＩＣＨは、最初にデータ領域として指定されたリソース要素
（ＲＥ）にマッピングされる。新しい制御チャネルは、周波数分割多重（ＦＤＭ）、時分
割多重（ＴＤＭ）、またはＦＤＭとＴＤＭとの組合せの形態であり得る。
【００３１】
　[0055]ｅＮＢは、ｅＮＢによって使用されるシステム帯域幅の中心１．０８ＭＨｚにお
いてＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを送り得る。ｅＮＢは、これらのチャネルが送られる
各シンボル期間中のシステム帯域幅全体にわたってＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り
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得る。ｅＮＢは、システム帯域幅のいくつかの部分においてＵＥのグループにＰＤＣＣＨ
を送り得る。ｅＮＢは、システム帯域幅の特定の部分において特定のＵＥにＰＤＳＣＨを
送り得る。ｅＮＢは、すべてのＵＥにブロードキャスト方式でＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ
、ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り得、特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤＣＣＨ
を送り得、また特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤＳＣＨを送り得る。
【００３２】
　[0056]各シンボル期間においていくつかのリソース要素が利用可能であり得る。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るために使用され得る。各シンボル期間中に基
準信号のために使用されないリソース要素は、リソース要素グループ（ＲＥＧ：resource
 element group）に構成され得る。各ＲＥＧは、４つのリソース要素を１つのシンボル期
間中に含み得る。ＰＣＦＩＣＨは、シンボル期間０において、周波数上でほぼ等しく離間
され得る、４つのＲＥＧを占有し得る。ＰＨＩＣＨは、１つまたは複数の構成可能なシン
ボル期間において、周波数上で拡散され得る、３つのＲＥＧを占有し得る。たとえば、Ｐ
ＨＩＣＨ用の３つのＲＥＧは、すべてシンボル期間０中に属するか、またはシンボル期間
０、１および２中で拡散され得る。ＰＤＣＣＨは、最初のＭ個のシンボル期間において、
利用可能なＲＥＧから選択され得る、９、１８、３２または６４個のＲＥＧを占有し得る
。ＲＥＧのいくつかの組合せのみがＰＤＣＣＨに対して可能にされ得る。
【００３３】
　[0057]ＵＥは、ＰＨＩＣＨおよびＰＣＦＩＣＨのために使用される特定のＲＥＧを知り
得る。ＵＥは、ＰＤＣＣＨのためのＲＥＧの様々な組合せを探索し得る。探索する組合せ
の数は、一般に、ＰＤＣＣＨに対して可能にされた組合せの数よりも少ない。ｅＮＢは、
ＵＥが探索することになる組合せのいずれかにおいてＵＥにＰＤＣＣＨを送り得る。
【００３４】
　[0058]ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレージ内にあり得る。そのＵＥをサービスするため
に、これらのｅＮＢのうちの１つが選択され得る。サービングｅＮＢは、受信電力、パス
ロス、信号対雑音比（ＳＮＲ）など、様々な基準に基づいて選択され得る。
【００３５】
　[0059]図３は、アップリンクロングタームエボリューション（ＬＴＥ／－Ａ）通信にお
ける例示的なフレーム構造３００を示すロック図である。アップリンクのために利用可能
なリソースブロック（ＲＢ：resource block）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。制御セクション内のリソースブロックは、制御情報を送
信するために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。図３の設計は、データセクション中の連続す
るサブキャリアのすべてを単一のＵＥに割り当て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。
【００３６】
　[0060]ＵＥには、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
ックが割り当てられ得る。ＵＥは、ｅノードＢ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３１０ａおよび３１０ｂ上の物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＨ：Physical Uplink Control Channel）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３２０ａおよび３２０ｂ上の物理アップ
リンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical Uplink Shared Channel）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。アップリンク送信は、サブフレームの両方の
スロットにわたり得、図３に示すように周波数上でホッピングし得る。
【００３７】
　[0061]再び図１を参照すると、ワイヤレスネットワーク１００は、システムの単位面積
当たりのスペクトル効率を改善するために、ｅＮＢ１１０の多様なセット（すなわち、マ
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クロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、および中継器）を使用する。ワイヤレスネッ
トワーク１００は、それのスペクトルカバレージのためにそのような異なるｅＮＢを使用
するので、それは異種ネットワークと呼ばれることもある。マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃは
、通常、ワイヤレスネットワーク１００のプロバイダによって慎重に計画され、配置され
る。マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃは、概して、高電力レベル（たとえば、５Ｗ～４０Ｗ）で
送信する。ピコｅＮＢ１１０ｘおよび中継局１１０ｒは、概して、かなり低い電力レベル
（たとえば、１００ｍＷ～２Ｗ）で送信し、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃによって与えられ
たカバレージエリア中のカバレージホールを除去し、ホットスポットにおける容量を改善
するために比較的無計画に展開され得る。とはいえ、一般にワイヤレスネットワーク１０
０とは無関係に展開されるフェムトｅＮＢ１１０ｙ～ｚは、それらの（１人または複数の
）管理者によって許可された場合、ワイヤレスネットワーク１００への潜在的なアクセス
ポイントとして、または少なくとも、干渉管理のリソース協調および協調を実行するため
にワイヤレスネットワーク１００の他のｅＮＢ１１０と通信し得る、アクティブでアウェ
アなｅＮＢとして、ワイヤレスネットワーク１００のカバレージエリアに組み込まれ得る
。フェムトｅＮＢ１１０ｙ～ｚはまた、一般に、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃよりもかなり
低い電力レベル（たとえば、１００ｍＷ～２Ｗ）で送信する。
【００３８】
　[0062]ワイヤレスネットワーク１００など、異種ネットワークの動作では、各ＵＥは、
通常、より良い信号品質をもつｅＮＢ１１０によってサービスされ、他のｅＮＢ１１０か
ら受信した不要な信号は干渉として扱われる。そのような動作原理は、有意に準最適なパ
フォーマンスをもたらすことがあるが、ｅＮＢ１１０の間のインテリジェントリソース協
調と、より良いサーバ選択ストラテジと、効率的な干渉管理のためのより高度の技法とを
使用することによって、ワイヤレスネットワーク１００においてネットワークパフォーマ
ンスの利得が実現される。
【００３９】
　[0063]ピコｅＮＢ１１０ｘなどのピコｅＮＢは、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃなどのマク
ロｅＮＢと比較したとき、かなり低い送信電力によって特徴づけられる。ピコｅＮＢはま
た、通常、ワイヤレスネットワーク１００などのネットワークの周りにアドホックに配置
される。この無計画展開のために、ワイヤレスネットワーク１００など、ピコｅＮＢ配置
をもつワイヤレスネットワークは、カバレージエリアまたはセルのエッジ上のＵＥ（「セ
ルエッジ」ＵＥ）への制御チャネル送信のためのより困難なＲＦ環境に役立つことができ
る、低信号対干渉状態をもつ大きいエリアを有することが予想され得る。さらに、マクロ
ｅＮＢ１１０ａ～ｃの送信電力レベルとピコｅＮＢ１１０ｘの送信電力レベルとの間の潜
在的に大きい格差（たとえば、約２０ｄＢ）は、混合展開において、ピコｅＮＢ１１０ｘ
のダウンリンクカバレージエリアがマクロｅＮＢ１１０ａ～ｃのそれよりもはるかに小さ
いことを暗示する。
【００４０】
　[0064]しかしながら、アップリンクの場合、アップリンク信号の信号強度は、ＵＥによ
って支配され、したがって、どのタイプのｅＮＢ１１０によって受信されたときでも同様
である。ｅＮＢ１１０のためのアップリンクカバレージエリアがほぼ同じまたは同様であ
れば、チャネル利得に基づいてアップリンクハンドオフ境界が判断されることになる。こ
れは、ダウンリンクハンドオーバ境界とアップリンクハンドオーバ境界との間の不一致を
もたらし得る。追加のネットワーク適応がなければ、不一致により、ワイヤレスネットワ
ーク１００におけるサーバ選択またはｅＮＢへのＵＥの関連付けは、ダウンリンクハンド
オーバ境界とアップリンクハンドオーバ境界とがより厳密に一致するマクロｅＮＢ専用同
種ネットワークにおけるよりも困難になるであろう。
【００４１】
　[0065]サーバ選択が主にダウンリンク受信信号強度に基づく場合、ワイヤレスネットワ
ーク１００などの異種ネットワークの混合ｅＮＢ展開の有用性は大幅に減少されよう。こ
れは、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃのより高いダウンリンク受信信号強度が、利用可能なす
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べてのＵＥを引きつけ、ピコｅＮＢ１１０ｘはそれのはるかに弱いダウンリンク送信電力
のためにどのＵＥをもサービスしないことがあるので、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃなど、
より高電力のマクロｅＮＢのより大きいカバレージエリアが、ピコｅＮＢ１１０ｘなどの
ピコｅＮＢを用いてセルカバレージを分割することの利点を限定するためである。さらに
、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃは、それらのＵＥを効率的にサービスするために十分なリソ
ースを有しない可能性がある。したがって、ワイヤレスネットワーク１００は、ピコｅＮ
Ｂ１１０ｘのカバレージエリアを拡張することによってマクロｅＮＢ１１０ａ～ｃとピコ
ｅＮＢ１１０ｘとの間で負荷をアクティブに分散させようと試みる。この概念はセル範囲
拡張（ＣＲＥ：cell range extension）と呼ばれる。
【００４２】
　[0066]ワイヤレスネットワーク１００は、サーバ選択を判断する方法を変更することに
よってＣＲＥを達成する。サーバ選択がダウンリンク受信信号強度に基づく代わりに、選
択はダウンリンク信号の品質に一層基づく。１つのそのような品質ベースの判断では、サ
ーバ選択は、ＵＥに最小のパスロスを与えるｅＮＢを判断することに基づき得る。さらに
、ワイヤレスネットワーク１００は、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃとピコｅＮＢ１１０ｘと
の間にリソースの固定の区分を与える。しかしながら、このアクティブな負荷分散を伴う
場合でも、ピコｅＮＢ１１０ｘなどのピコｅＮＢによってサービスされるＵＥに対するマ
クロｅＮＢ１１０ａ～ｃからのダウンリンク干渉は緩和されるべきである。これは、ＵＥ
における干渉消去、ｅＮＢ１１０間のリソース協調などを含む様々な方法によって達成さ
れ得る。
【００４３】
　[0067]ワイヤレスネットワーク１００など、範囲拡張を用いる異種ネットワークでは、
ＵＥが、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃなどのより高電力のｅＮＢから送信されたより強いダ
ウンリンク信号の存在下でピコｅＮＢ１１０ｘなどのより低電力のｅＮＢからサービスを
取得するために、ピコｅＮＢ１１０ｘは、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃのうちの支配的干渉
マクロｅＮＢとの制御チャネルおよびデータチャネル干渉協調に関与する。干渉を管理す
るために、干渉協調のための多くの異なる技法が採用され得る。たとえば、同一チャネル
展開中のセルからの干渉を低減するために、セル間干渉協調（ＩＣＩＣ）が使用され得る
。１つのＩＣＩＣ機構は適応リソース区分である。適応リソース区分は、いくつかのｅＮ
Ｂにサブフレームを割り当てる。第１のｅＮＢに割り当てられたサブフレーム中ではネイ
バーｅＮＢが送信しない。したがって、第１のｅＮＢによってサービスされるＵＥが受け
る干渉が低減される。サブフレーム割当ては、アップリンクとダウンリンクの両方のチャ
ネル上で実行され得る。
【００４４】
　[0068]たとえば、サブフレームは、保護サブフレーム（Ｕサブフレーム）と、禁止サブ
フレーム（Ｎサブフレーム）と、共通サブフレーム（Ｃサブフレーム）とのサブフレーム
の３つのクラスの間で割り振られ得る。保護サブフレームは、第１のｅＮＢによって排他
的に使用するために第１のｅＮＢに割り当てられる。保護サブフレームは、隣接ｅＮＢか
らの干渉がないことに基づき「クリーン」サブフレームと呼ばれることもある。禁止サブ
フレームはネイバーｅＮＢに割り当てられたサブフレームであり、第１のｅＮＢは、禁止
サブフレーム中でデータを送信することを禁止される。たとえば、第１のｅＮＢの禁止サ
ブフレームは、第２の干渉ｅＮＢの保護サブフレームに対応し得る。したがって、第１の
ｅＮＢは、第１のｅＮＢの保護サブフレーム中でデータを送信する唯一のｅＮＢである。
共通サブフレームは、複数のｅＮＢによってデータ送信のために使用され得る。共通サブ
フレームは、他のｅＮＢからの干渉の可能性があるため「非クリーン」サブフレームと呼
ばれることもある。
【００４５】
　[0069]期間ごとに少なくとも１つの保護サブフレームが静的に割り当てられる。場合に
よっては、ただ１つの保護サブフレームが静的に割り当てられる。たとえば、期間が８ミ
リ秒である場合、８ミリ秒ごとに１つの保護サブフレームがｅＮＢに静的に割り当てられ
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得る。他のサブフレームが動的に割り振られ得る。
【００４６】
　[0070]適応リソース区分情報（ＡＲＰＩ：adaptive resource partitioning informati
on）は、非静的に割り当てられたサブフレームが動的に割り振られることを可能にする。
保護、禁止、共通の任意のサブフレームが動的に割り振られ得る（それぞれ、ＡＵ、ＡＮ
、ＡＣサブフレーム）。動的割当ては、たとえば、１００ミリ秒ごとにまたはそれ以下な
どで、急速に変化し得る。
【００４７】
　[0071]異種ネットワークは、異なる電力クラスのｅＮＢを有し得る。たとえば、３つの
電力クラスが、電力クラスの高いものから順に、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、およびフェ
ムトｅＮＢとして定義され得る。マクロｅＮＢとピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとが同一チ
ャネル展開中にあるとき、マクロｅＮＢ（アグレッサｅＮＢ）の電力スペクトル密度（Ｐ
ＳＤ：power spectral density）は、ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢ（ビクティムｅＮ
Ｂ）のＰＳＤよりも大きくなり、ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢとの大量の干渉を生じ
得る。ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢとの干渉を低減するかまたは最小限に抑えるため
に、保護サブフレームが使用され得る。すなわち、アグレッサｅＮＢ上の禁止サブフレー
ムに対応するように、ビクティムｅＮＢに対して保護サブフレームがスケジュールされ得
る。
【００４８】
　[0072]図４は、本開示の一態様による、異種ネットワークにおける時分割多重（ＴＤＭ
）区分を示すブロック図である。ブロックの第１の行はフェムトｅＮＢのためのサブフレ
ーム割当てを示し、ブロックの第２の行はマクロｅＮＢのためのサブフレーム割当てを示
している。ｅＮＢの各々が静的保護サブフレームを有する間、他方のｅＮＢは静的禁止サ
ブフレームを有する。たとえば、フェムトｅＮＢは、サブフレーム０中の禁止サブフレー
ム（Ｎサブフレーム）に対応して、サブフレーム０中の保護サブフレーム（Ｕサブフレー
ム）を有する。同様に、マクロｅＮＢは、サブフレーム７中の禁止サブフレーム（Ｎサブ
フレーム）に対応して、サブフレーム７中の保護サブフレーム（Ｕサブフレーム）を有す
る。サブフレーム１～６は、保護サブフレーム（ＡＵ）、禁止サブフレーム（ＡＮ）、お
よび共通サブフレーム（ＡＣ）のいずれかとして動的に割り当てられる。サブフレーム５
および６中の動的に割り当てられた共通サブフレーム（ＡＣ）中に、フェムトｅＮＢとマ
クロｅＮＢの両方がデータを送信し得る。
【００４９】
　[0073]保護サブフレーム（Ｕ／ＡＵサブフレームなど）では、アグレッサｅＮＢが送信
を禁止されるので、干渉が低減され、チャネル品質が高い。禁止サブフレーム（Ｎ／ＡＮ
サブフレームなど）では、ビクティムｅＮＢが干渉レベルの低いデータを送信できるよう
に、データが送信されない。共通サブフレーム（Ｃ／ＡＣサブフレームなど）では、チャ
ネル品質は、データを送信するネイバーｅＮＢの数に依存する。たとえば、ネイバーｅＮ
Ｂが共通サブフレーム上でデータを送信する場合、共通サブフレームのチャネル品質は保
護サブフレームよりも低くなり得る。共通サブフレーム上のチャネル品質はまた、アグレ
ッサｅノードＢによって強く影響を及ぼされるセル範囲拡張（ＣＲＥ：cell range exten
sion）ＵＥではより低くなり得る。ＣＲＥ　ＵＥは、第１のｅＮＢに属し得るが、第２の
ｅＮＢのカバレージエリア中にも位置し得る。たとえば、フェムトｅＮＢカバレージの範
囲限界の近くにあるマクロｅＮＢと通信しているＵＥは、ＣＲＥ　ＵＥである。
【００５０】
　[0074]ＬＴＥ／－Ａにおいて採用され得る別の例示的な干渉管理方式は、低速適応（sl
owly-adaptive）干渉管理である。この手法を干渉管理に使用すると、スケジューリング
間隔よりもはるかにより大きい時間スケールにわたってリソースがネゴシエートされ、割
り振られる。本方式の目的は、ネットワークの総ユーティリティを最大にする、時間また
は周波数リソースのすべてにわたる、送信ｅＮＢおよびＵＥのすべてのための送信電力の
組合せを発見することである。「ユーティリティ」は、ユーザデータレート、サービス品
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質（ＱｏＳ）フローの遅延、および公平性メトリックの関数として定義され得る。そのよ
うなアルゴリズムは、最適化を解決するために使用される情報のすべてにアクセスでき、
送信エンティティのすべてを制御する中央エンティティによって計算され得る。この中央
エンティティは、常に実際的であるとは限らず、さらには望ましいとは限らないことがあ
る。したがって、代替態様では、ノードのあるセットからのチャネル情報に基づいてリソ
ース使用状況決定を行う分散アルゴリズムが使用され得る。したがって、低速適応干渉ア
ルゴリズムは、中央エンティティを使用して、またはネットワーク中のノード／エンティ
ティの様々なセットにわたってアルゴリズムを分散させることによって、展開され得る。
【００５１】
　[0075]ワイヤレスネットワーク１００など、異種ネットワークの展開では、ＵＥは、Ｕ
Ｅが１つまたは複数の干渉ｅＮＢからの高い干渉を観測し得る支配的干渉シナリオにおい
て動作し得る。支配的干渉シナリオは、制限された関連付けにより発生し得る。たとえば
、図１では、ＵＥ１２０ｙは、フェムトｅＮＢ１１０ｙに近接し得、ｅＮＢ１１０ｙにつ
いて高い受信電力を有し得る。しかしながら、ＵＥ１２０ｙは、制限された関連付けによ
りフェムトｅＮＢ１１０ｙにアクセスすることができないことがあり、次いで、（図１に
示すように）よりマクロｅＮＢ１１０ｃまたはやはりより低い受信電力をもつフェムトｅ
ＮＢ１１０ｚ（図１に図示せず）に接続し得る。その場合、ＵＥ１２０ｙは、ダウンリン
ク上でフェムトｅＮＢ１１０ｙからの高い干渉を観測し得、また、アップリンク上でｅＮ
Ｂ１１０ｙに高い干渉を引き起こし得る。協調干渉管理を使用すると、ｅＮＢ１１０ｃと
フェムトｅＮＢ１１０ｙとは、リソースをネゴシエートするためにバックホール１３４を
介して通信し得る。ネゴシエーションにおいて、フェムトｅＮＢ１１０ｙは、それのチャ
ネルリソースの１つの上での送信を中止することに同意し、それにより、ＵＥ１２０ｙが
その同じチャネルを介してｅＮＢ１１０ｃと通信するときと同程度の、フェムトｅＮＢ１
１０ｙからの干渉を、ＵＥ１２０ｙが受けないようにする。
【００５２】
　[0076]そのような支配的干渉シナリオでは、ＵＥと複数のｅＮＢとの間の距離が異なる
ために、ＵＥにおいて観測される信号電力の相異に加えて、同期システム中でもＵＥによ
ってまたダウンリンク信号のタイミング遅延が観測され得る。同期システム中のｅＮＢは
、推論上、システムにわたって同期される。しかしながら、たとえば、マクロｅＮＢから
５ｋｍの距離にあるＵＥについて考察すると、そのマクロｅＮＢから受信したダウンリン
ク信号の伝搬遅延は、約１６．６７μｓ（５ｋｍ÷３×１０8（すなわち、光速、「ｃ」
））遅延されるであろう。マクロｅＮＢからのそのダウンリンク信号を、はるかに近いフ
ェムトｅＮＢからのダウンリンク信号と比較すると、タイミング差は有効期間（ＴＴＬ：
time-to-live）エラーのレベルに近づく可能性がある。
【００５３】
　[0077]さらに、そのようなタイミング差は、ＵＥにおける干渉消去に影響を及ぼし得る
。干渉消去は、同じ信号の複数のバージョンの組合せ間の相互相関特性をしばしば使用す
る。同じ信号の複数のコピーを組み合わせることによって、おそらく信号の各コピー上に
干渉があることになるが、それがおそらく同じロケーションにはないことになるので、干
渉はより容易に識別され得る。組み合わされた信号の相互相関を使用すると、実際の信号
部分が判断され、干渉と区別され得、したがって干渉を消去することが可能になる。
【００５４】
　[0078]図５に、図１の基地局／ｅＮＢのうちの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１１０お
よび図１のＵＥのうちの１つであり得るＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。制限付き
関連付けシナリオの場合、ｅＮＢ１１０は図１のマクロｅＮＢ１１０ｃであり得、ＵＥ１
２０はＵＥ１２０ｙであり得る。ｅＮＢ１１０はまた、何らかの他のタイプの基地局であ
り得る。ｅＮＢ１１０は、アンテナ５３４ａ～５３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０は、アン
テナ５５２ａ～５５２ｒを装備し得る。
【００５５】
　[0079]ｅＮＢ１１０において、送信プロセッサ５２０は、データソース５１２からデー
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タを受信し、コントローラ／プロセッサ５４０から制御情報を受信し得る。制御情報は、
ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨなどのためのものであり得る。データ
は、ＰＤＳＣＨなどのためのものであり得る。送信プロセッサ５２０は、データと制御情
報とを処理（たとえば、符号化およびシンボルマッピング）して、それぞれデータシンボ
ルと制御シンボルとを取得し得る。送信プロセッサ５２０はまた、たとえば、ＰＳＳ、Ｓ
ＳＳ、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信（ＴＸ）多入力
多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ５３０は、適用可能な場合、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に対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実
行し得、出力シンボルストリームを変調器（ＭＯＤ）５３２ａ～５３２ｔに与え得る。各
変調器５３２は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）それぞれ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５３２はさらに、出力サ
ンプルストリームを処理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびア
ップコンバート）して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器５３２ａ～５３２ｔのダ
ウンリンク信号は、それぞれアンテナ５３４ａ～５３４ｔを介して送信され得る。
【００５６】
　[0080]ＵＥ１２０において、アンテナ５５２ａ～５５２ｒは、ｅＮＢ１１０からダウン
リンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）５５４ａ～５５４ｒに
与え得る。各復調器５５４は、それぞれの受信信号を調整（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、入力サンプルを取得し得る。各復調器
５５４は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプルをさらに処理して、受信シ
ンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器５５６は、すべての復調器５５４ａ～５５４ｒ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、
検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ５５８は、検出シンボルを処理（たとえば、復
調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１２０の復号されたデータをデータシンク
５６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ５８０に与え得る。
【００５７】
　[0081]アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ５６４は、データソ
ース５６２から（たとえば、ＰＵＳＣＨのための）データを受信し、処理し得、コントロ
ーラ／プロセッサ５８０から（たとえば、ＰＵＣＣＨのための）制御情報を受信し、処理
し得る。送信プロセッサ５６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送
信プロセッサ５６４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ５６
６によってプリコードされ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）変調器５５
４ａ～５５４ｒによって処理され、ｅＮＢ１１０に送信され得る。ｅＮＢ１１０において
、ＵＥ１２０からのアップリンク信号は、アンテナ５３４によって受信され、復調器５３
２によって処理され、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器５３６によって検出され、さらに
受信プロセッサ５３８によって処理されて、ＵＥ１２０によって送られた復号されたデー
タおよび制御情報が取得され得る。プロセッサ５３８は、復号されたデータをデータシン
ク５３９に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ５４０に与え得る。
【００５８】
　[0082]コントローラ／プロセッサ５４０および５８０は、それぞれｅＮＢ１１０におけ
る動作およびＵＥ１２０における動作を指示し得る。ｅＮＢ１１０におけるコントローラ
／プロセッサ５４０および／または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明
する技法のための様々なプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。ＵＥ１２
０におけるコントローラ／プロセッサ５８０および／または他のプロセッサとモジュール
は、図８～図１１、図１３～図１５、図１７～図２１、図２３、および図２４に示す機能
ブロック、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するか、
またはその実行を指示し得る。メモリ５４２および５８２は、それぞれｅＮＢ１１０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５４４
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のためにＵＥをスケジ
ュールし得る。
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【００５９】
　[0083]ＬＴＥアドバンストＵＥは、各方向において送信のために使用される最高合計１
００ＭＨｚ（５つのコンポーネントキャリア）のキャリアアグリゲーションにおいて割り
当てられた、最高２０ＭＨｚ帯域幅のスペクトルを使用する。概して、アップリンク上で
はダウンリンクよりも少ないトラフィックが送信され、したがって、アップリンクスペク
トル割振りはダウンリンク割振りよりも小さくなり得る。たとえば、アップリンクに２０
ＭＨｚが割り当てられた場合、ダウンリンクには１００ＭＨｚが割り当てられ得る。これ
らの非対称ＦＤＤ割当ては、スペクトルを節約し、ブロードバンド加入者による一般に非
対称な帯域利用にぴったり合う。
【００６０】
　[0084]ＬＴＥアドバンストモバイルシステムのために、２つのタイプのキャリアアグリ
ゲーション（ＣＡ）方法、すなわち、連続ＣＡおよび非連続ＣＡが提案されている。それ
らを図６Ａおよび図６Ｂに示す。非連続ＣＡは、複数の利用可能なコンポーネントキャリ
アが周波数帯域に沿って分離されたときに生じる（図６Ｂ）。一方、連続ＣＡは、複数の
利用可能なコンポーネントキャリアが互いに隣接するときに生じる（図６Ａ）。非連続Ｃ
Ａと連続ＣＡの両方は、ＬＴＥアドバンストＵＥの単一ユニットを処理するために複数の
ＬＴＥ／コンポーネントキャリアをアグリゲートする。
【００６１】
　[0085]ＬＴＥアドバンストＵＥにおける非連続ＣＡでは、周波数帯域に沿ってキャリア
が分離されるので、複数のＲＦ受信ユニットと複数のＦＦＴとが配備され得る。非連続Ｃ
Ａは、大きい周波数範囲にわたる複数の分離されたキャリア上でのデータ送信をサポート
するので、周波数帯域が異なると、伝搬パスロス、ドップラーシフトおよび他の無線チャ
ネル特性が大いに変わり得る。
【００６２】
　[0086]したがって、非連続ＣＡ手法の下でブロードバンドデータ送信をサポートするた
めに、異なるコンポーネントキャリアのためのコーディング、変調および送信電力を適応
的に調整するための方法が使用され得る。たとえば、拡張ノードＢ（ｅノードＢ）が各コ
ンポーネントキャリア上の送信電力を固定しているＬＴＥアドバンストシステムでは、各
コンポーネントキャリアの有効カバレージまたはサポート可能な変調およびコーディング
が異なり得る。
【００６３】
　[0087]図７に、ＩＭＴアドバンストシステムのために媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイ
ヤ（図７）において異なるコンポーネントキャリアからのトランスポートブロックをアグ
リゲートすることを示す。ＭＡＣレイヤデータアグリゲーションでは、各コンポーネント
キャリアは、ＭＡＣレイヤ中にそれ自体の独立したハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ
）エンティティを有し、物理レイヤ中にそれ自体の送信構成パラメータ（たとえば、送信
電力、変調およびコーディング方式、ならびに複数のアンテナ構成）を有する。同様に、
物理レイヤでは、コンポーネントキャリアごとに１つのＨＡＲＱエンティティが与えられ
る。
【００６４】
　[0088]概して、複数のコンポーネントキャリアのための制御チャネルシグナリングを展
開するための３つの異なる手法がある。第１は、ＬＴＥシステムにおける制御構造の軽微
な変更を伴い、各コンポーネントキャリアは、それ自体のコード化制御チャネルを与えら
れる。
【００６５】
　[0089]第２の方法は、異なるコンポーネントキャリアの制御チャネルをジョイントコー
ディングし、専用のコンポーネントキャリア中に制御チャネルを展開することを伴う。複
数のコンポーネントキャリアのための制御情報は、この専用制御チャネルでは、シグナリ
ングコンテンツとして統合されることになる。その結果、ＬＴＥシステムにおける制御チ
ャネル構造との後方互換性が維持されながら、ＣＡのシグナリングオーバーヘッドが低減
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する。
【００６６】
　[0090]異なるコンポーネントキャリアのための複数の制御チャネルは、ジョイントコー
ディングされ、次いで、第３のＣＡ方法によって形成された周波数帯域全体にわたって送
信される。この手法は、制御チャネルにおいて低いシグナリングオーバーヘッドと高い復
号性能とを提供するが、ＵＥ側の電力消費量が高くなる。ただし、この方法はＬＴＥシス
テムとの互換性がない。
【００６７】
　[0091]ＩＭＴアドバンストＵＥのためにＣＡが使用されるとき、複数のセルにわたるハ
ンドオーバプロシージャ中に送信連続性をサポートすることが好ましい。しかしながら、
特定のＣＡ構成およびサービス品質（ＱｏＳ）要件とともに、入来ＵＥのために十分なシ
ステムリソース（すなわち、良好な送信品質をもつコンポーネントキャリア）を確保する
ことが、次のｅノードＢにとって難しいことがある。この理由は、２つ（またはそれ以上
）の隣接するセル（ｅノードＢ）のチャネル状態が、特定のＵＥについて異なり得るから
である。１つの手法では、ＵＥは、各隣接セルにおいてただ１つのコンポーネントキャリ
アのパフォーマンスを測定する。これは、ＬＴＥシステムにおけるのと同様の測定遅延、
複雑さ、およびエネルギー消費を与える。対応するセルにおける他のコンポーネントキャ
リアのパフォーマンスの推定は、この１つのコンポーネントキャリアの測定結果に基づき
得る。この推定に基づいて、ハンドオーバ決定および送信構成が判断され得る。
【００６８】
　[0092]様々な実施形態によれば、（キャリアアグリゲーションとも呼ばれる）マルチキ
ャリアシステムにおいて動作するＵＥは、「プライマリキャリア」と呼ばれることがある
同じキャリア上で、制御機能およびフィードバック機能など、複数のキャリアのいくつか
の機能をアグリゲートするように構成される。サポートのためにプライマリキャリアに依
存する残りのキャリアは、関連するセカンダリキャリアと呼ばれる。たとえば、ＵＥは、
随意の専用チャネル（ＤＣＨ）、スケジュールされない許可、物理アップリンク制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）、および／または物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）によ
って提供される制御機能などの制御機能をアグリゲートし得る。シグナリングおよびペイ
ロードは、ダウンリンク上でｅノードＢによってＵＥに、ならびにアップリンク上でＵＥ
によってｅノードＢに送信され得る。
【００６９】
　[0093]いくつかの実施形態では、複数のプライマリキャリアが存在し得る。さらに、Ｌ
ＴＥ　ＲＲＣプロトコルの３ＧＰＰ技術仕様３６．３３１におけるものなど、レイヤ２プ
ロシージャである物理チャネル確立およびＲＬＦプロシージャを含む、ＵＥの基本動作に
影響を及ぼすことなしに、セカンダリキャリアが追加または削除され得る。
【００７０】
　[0094]図８に、一例による、物理チャネルをグループ化することによって複数キャリア
ワイヤレス通信システムにおいて無線リンクを制御するための方法８００を示す。図示の
ように、本方法は、ブロック８０５において、プライマリキャリアと、１つまたは複数の
関連するセカンダリキャリアとを形成するために、少なくとも２つのキャリアからの制御
機能を１つのキャリア上にアグリゲートすることを含む。次にブロック８１０において、
プライマリキャリアと各セカンダリキャリアとのための通信リンクを確立する。次いで、
ブロック８１５において、プライマリキャリアに基づいて通信を制御する。
【００７１】
　[0095]既存のＬＴＥ実装形態では、ＰＤＣＣＨは、サブフレーム中で第１のいくつかの
制御シンボルを占有していた。ＬＴＥの将来の実装形態は、ＰＤＣＣＨが、ＰＤＳＣＨと
同様にデータ領域を占有することを可能にするであろうことが想定される。拡張ＰＤＣＣ
Ｈ（ＥＰＤＣＣＨ）と呼ばれるこの変更は、改善のためのいくつかの能力を与える。たと
えば、ＥＰＤＣＣＨは、制御チャネル容量の増加を可能にし、周波数領域ＩＣＩＣをサポ
ートし、制御チャネルリソースの空間再利用の改善を達成する。さらに、ＥＰＤＣＣＨは
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、ビームフォーミングおよび／またはダイバーシティをサポートし、新しいキャリアタイ
プ中および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：Mult
icast Broadcast Single Frequency Network）サブフレーム中で動作し、レガシーＵＥと
同じキャリア上に共存することができる。
【００７２】
　[0096]ＥＰＤＣＣＨを実装するためのいくつかの代替手法が存在する。たとえば、ＥＰ
ＤＣＣＨは、中継ＰＤＣＣＨ（Ｒ－ＰＤＣＣＨ）と同じ方法で実装されるか、または、Ｕ
Ｌ許可が第１のスロット中にあることを可能にするＲ－ＰＤＣＣＨと同様の方法で実装さ
れ得る。代替として、ＥＰＤＣＣＨは、純粋なＦＤＭ、純粋なＴＤＭとして実装されるか
、またはＦＤＭとＴＤＭとの（たとえば、ＴＤＭダウンリンク許可とＦＤＭ　ＵＬ許可と
の）ハイブリッドとして実装され得る。ＴＤＭ手法は、初期復号方法が実装されることを
可能にし、そのような初期復号は、ＵＥが、最大セル半径におけるダウンリンクＨＡＲＱ
演算のために課された現在の３ｍｓ処理遅延を満たすのを支援する。純粋なＦＤＭ　ＥＰ
ＤＣＣＨ手法は、ＥＰＤＣＣＨとＰＤＳＣＨとを多重化することをより容易にするが、レ
ガシーＰＤＣＣＨの初期復号利益が欠如している。本開示の残りでは、純粋なＦＤＭ手法
を使用する動作を扱う。
【００７３】
　[0097]初期復号問題を緩和し、ＵＥ実装形態に対する影響を最小限に抑えるために、ト
ランスポートブロックサイズ制限および／またはＥＰＤＣＣＨのブラインド復号の数の低
減など、いくつかの制限がＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨに強制され得る。最大セル半径にお
けるＰＤＳＣＨ処理時間制限を満たさなければならないという現在の要件は、暗黙的に、
ＵＥがサービングセルから１００ｋｍにあるＵＥカテゴリー最大ピークデータレートにお
いて動作することを仮定する。特に、ＥＰＤＣＣＨ処理が処理要件を満たすことをすでに
困難にしていることを考えると、そのような厳しい要件は実際的な目的を果たさない。
【００７４】
　[0098]上記の問題に適応するために、ＥＰＤＣＣＨメッセージは、送信時間間隔（ＴＴ
Ｉ）中に受信可能な送信チャネルビットの最大数に対する制限を用いて、第１のスロット
と第２のスロットの両方にわたることができることが想定される。この制限は、ＵＥの処
理要件の緩和を可能にする。本開示は、ある送信時間間隔中に受信可能な送信チャネルビ
ットの最大数をいつおよびどのように制限すべきかに関する詳細に関係する。このソリュ
ーションは、ＥＰＤＣＣＨにおいて、ＰＤＳＣＨ送信のための１つまたは２つのトランス
ポートブロックをスケジュールすることと、トランスポートブロックを受信するＵＥによ
って復号スキップが実行されることとを包含する。このソリューションは、ＰＤＳＣＨに
おいてすでに使用されているレガシー復号スキッププロセスを活用し、レガシー復号スキ
ッププロセスでは、ＵＥは、トランスポートブロックのための有効コーディングレートが
０．９３を超えた場合、初期ＨＡＲＱ送信中にトランスポートブロックを復号することを
スキップし得る。レガシー復号スキッププロセスでは、ＵＥが復号スキップした場合、物
理レイヤは、トランスポートブロックが正常に復号されていないことを上位レイヤに示す
。
【００７５】
　[0099]ＥＰＤＣＣＨのための復号スキップでは、いくつかの代替形態が存在する。たと
えば、サブフレーム中で、ＥＰＤＣＣＨのための復号スキップ決定はトランスポートブロ
ックごとに実行され得る。言い換えれば、各個々のトランスポートブロックのトランスポ
ートブロックサイズは、しきい値と比較され得る。代替として、サブフレーム中で、ＥＰ
ＤＣＣＨのための復号スキップ決定はダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）ごとに実行され得
る。言い換えれば、ＥＰＤＣＣＨ中の２つのトランスポートブロックの場合、復号スキッ
プに対する決定は、２つのトランスポートブロックのサイズの和に基づくことができる。
特に、以下で図１５および図１６に関してより十分に説明するように、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
応答は、通常トランスポートブロックごとに実行されるが、緩和ＨＡＲＱ－ＡＣＫ応答は
ＤＣＩ代替形態ごとに実装され得る。
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【００７６】
　[00100]ＵＥによって課されるトランスポートブロックサイズ制限はＵＥカテゴリー依
存であり得る。たとえば、以下の表１に記載されているように、ＵＥの８つ以上のカテゴ
リーが利用され得ることが想定される。これらのカテゴリーは、ＴＴＩ当たりの最大ビッ
トとトランスポートブロック当たりの最大ビットとの異なる比（たとえば、１：１、２：
１、または他のそのような比）を有することができる。したがって、トランスポートブロ
ックサイズ制限は、サブフレーム中のトランスポートブロックの和として指定され得る。
一例として、サブフレーム中のトランスポートブロックの和は、ＵＥカテゴリーのＴＴＩ
内で受信されるダウンリンクＳＣＨビットの最大数の１／２として計算され得る。いくつ
かの他の態様は、１／２ではなく１／４など、他の係数に基づいて和を計算し得る。
【００７７】
　[00101]本開示の代替または追加の態様では、トランスポートブロックサイズ制限は、
トランスポートブロックごとに実行され得ることも可能である。一例として、サブフレー
ム中のトランスポートブロックサイズは、ＵＥカテゴリーのＴＴＩ内で受信されるダウン
リンクＳＣＨトランスポートブロックの最大数の１／２として計算され得る。異なるＵＥ
カテゴリーが、ＴＴＩ当たりの最大ビットとトランスポートブロック当たりの最大ビット
との異なる比を有することができるので、ＵＥカテゴリーに基づいてトランスポートブロ
ックサイズ制限を計算することも可能であり得る。一例として、ＵＥカテゴリー２の場合
、制限は、ＵＥカテゴリーのＴＴＩ内で受信されるダウンリンクＳＣＨトランスポートブ
ロックの最大数の１／２ではなく、１／４であり得る。さらに、所与のＵＥカテゴリーの
場合、ＴＴＩ内で受信されるダウンリンクＳＣＨトランスポートブロックの最大ビット数
が、ダウンリンク中の空間多重化のためのサポートされたレイヤの最大数にも依存するの
で、制限は、ＵＥカテゴリー内のダウンリンク中の空間多重化のためのサポートされたレ
イヤの最大数の関数でもあり得る。
【表１】

【００７８】
　[00102]トランスポートブロックサイズに加えて、復号スキップ決定は、ＵＥにおける
タイミングアドバンス（ＴＡ）値にも基づき得る。たとえば、ＴＡ値１００マイクロ秒は
、サービングセルからの距離約１５キロメートルに対応し、この値は、いくつかの態様で
は、復号スキップが行われ得るときを判断するためのしきい値として使用され得る。高コ
ーディングレートＰＤＳＣＨに関して行われた前の復号スキップ決定とは異なり、ＥＰＤ
ＣＣＨ復号スキップは、（初期送信と再送信の両方を含む）トランスポートブロックのＨ



(28) JP 2015-515191 A 2015.5.21

10

20

30

40

50

ＡＲＱ送信中に、ＵＥにおけるＴＡ値が、ＵＥにおけるｅＮＢおよび／または自律ＴＡ調
整からのＴＡコマンドにより変化することがあることを考慮に入れなければならない。し
たがって、考慮すべき３つの場合がある。（１）トランスポートブロックのすべてのＨＡ
ＲＱ送信についてのＴＡ値は、しきい値を超えることがある。（２）初期トランスポート
ブロック送信ＴＡ値は、しきい値を下回ることがあるが、トランスポートブロックの１つ
または複数の再送信のＴＡ値は、しきい値を超える。または（３）初期トランスポートブ
ロック送信ＴＡ値は、しきい値を上回ることがあるが、トランスポートブロックの１つま
たは複数の再送信のＴＡ値は、しきい値を下回ることがある。したがって、復号スキップ
決定を行うためのプロセスは異なり得る。
【００７９】
　[00103]図９は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す
機能ブロック図である。実行されたとき、トランスポートブロックの初期ＨＡＲＱ送信の
ための復号スキップ決定が、そのトランスポートブロックのすべての再送信のための復号
スキップ決定をも制御する、ワイヤレス送信のための方法が示されている。ブロック９０
０において、トランスポートブロックを受信する。ブロック９０２において、受信された
ブロックが初期トランスポートブロックであるかどうかの判断を行う。そうである場合、
ブロック９０４において、トランスポートブロックサイズを判断し、ブロック９０６にお
いて、ＴＡサイズを判断する。ブロック９０８において、トランスポートブロックサイズ
がサイズしきい値を超えるかどうかの判断を行う。そうである場合、ブロック９１０にお
いて、ＴＡがタイミングアドバンスしきい値を超えるかどうかの判断を行う。ブロック９
０８またはブロック９１０のいずれかにおける判断が否定である場合、ブロック９１２に
おいて、トランスポートブロックの復号をスキップしない決定を行う。他の場合、ブロッ
ク９１４において、復号をスキップする決定を行う。いくつかの実施形態では、ブロック
９１４において、トランスポートブロックを復号スキップの対象となるものとしてマーク
し、次いで、ＵＥは、追加のファクタに基づいて（たとえば、確率的に）そのトランスポ
ートブロックの復号スキップを実行すべきかどうかを決定し得る。ＵＥは、復号スキップ
の対象となるものとしてマークされたそれらのトランスポートブロックについて、常に復
号するが、ターボ反復の数を低減すること（復調性能を犠牲にすること）など、異なるが
等価な行為を取り得ることも可能である。ブロック９０２における判断が否定である場合
、トランスポートブロックは再送信であり、ブロック９１６を実行する。トランスポート
ブロックの任意の再送信の場合、ＵＥは、ブロック９１６において、初期トランスポート
ブロックに関してどの復号スキップ決定が行われたかを判断し、再送信されたトランスポ
ートブロックにその決定を適用する。
【００８０】
　[00104]図１０は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。実行されたとき、送信のいずれかが復号スキップのための要件
を満たすかどうかに基づいて、同じトランスポートブロックのすべてのＨＡＲＱ送信のた
めの復号スキップ決定が行われるワイヤレス送信のための方法が示されている。ブロック
１０００において、トランスポートブロックを受信する。ブロック１００２において、Ｕ
Ｅは、受信されたトランスポートブロックの任意の他の送信のための復号をスキップする
決定が行われたかどうかを判断する。そうである場合、ブロック１００４において、復号
をスキップするか、または図９に関して上記で説明したように、トランスポートブロック
を、復号スキップの対象となるものとしてマークする決定を行う。他の場合、ブロック１
００６および１００８において、ブロックサイズおよびＴＡをそれぞれ判断する。次いで
、ブロック１０１０において、トランスポートブロックサイズがトランスポートブロック
サイズしきい値を超えるかどうかの判断を行う。そうである場合、ブロック１０１２にお
いて、ＴＡがＴＡしきい値を超えるかどうかの別の判断を行う。ブロック１０１０または
ブロック１０１２のいずれかにおける判断が否定である場合、ブロック１０１４において
、トランスポートブロックの復号をスキップしない決定を行う。他の場合、ブロック１０
０４において、復号をスキップするか、または図９に関して上記で説明したように、トラ
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ンスポートブロックを、復号スキップの対象となるものとしてマークする決定を行う。
【００８１】
　[00105]図１１は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。実行されたとき、トランスポートブロックの各ＨＡＲＱ送信に
ついて復号スキップ決定が独立して行われるワイヤレス送信のための方法が示されている
。ブロック１１００において、トランスポートブロックを受信する。ブロック１１０２お
よび１１０４において、ブロックサイズおよびＴＡをそれぞれ判断する。次いで、ブロッ
ク１１０６において、トランスポートブロックサイズがトランスポートブロックサイズし
きい値を超えるかどうかの判断を行う。そうである場合、ブロック１１０８において、Ｔ
ＡがＴＡしきい値を超えるかどうかのさらなる判断を行う。ブロック１１０６またはブロ
ック１１０８のいずれかにおける判断が否定である場合、ブロック１１１０において、ト
ランスポートブロックの復号をスキップしない決定を行う。他の場合、ブロック１１１２
において、復号をスキップするか、または図９に関して上記で説明したように、トランス
ポートブロックを、復号スキップの対象となるものとしてマークする決定を行う。
【００８２】
　[00106]トランスポートブロックのＴＡを判断するための多くのオプションがある。図
９、図１０、および図１１に関して上記で説明したように、ブロック９０６、１００８、
および１１０４において、それぞれどのＴＡが選択されるべきかに関する疑問が生じる。
図１２では、本開示によるＴＡ判断のための代替態様のいくつかを検討する。
【００８３】
　[00107]図１２は、ＦＤＤ送信におけるＴＡ割当てを示すブロック図である。サブフレ
ームｎ中のＰＤＳＣＨの場合、サブフレームｎ＋ｋ中でＡＣＫ／ＮＡＫが予想されること
を理解されたい。ＦＤＤ、ｋ＝４の場合、および時分割複信（ＴＤＤ）、ｋ≧４の場合、
実効値がＴＤＤダウンリンク／アップリンクサブフレーム構成に依存する。サブフレーム
ｎ、ｎ＋１、．．．、ｎ＋ｋに対応する任意のＴＡ値（またはそれらの組合せ）を利用す
ることが可能である。一例として、ＴＡ（ｎ＋４）は、それがＰＤＳＣＨ送信とＡＣＫ／
ＮＡＫフィードバックとの間の時間を決定するので使用され得る。しかしながら、それは
また、復号スキップ決定の不要な遅延を生じ得る。別の例として、ＴＡ（ｎ）が使用され
得る。
【００８４】
　[00108]上述のように、ＴＤＤの場合、ｋの値は、ダウンリンク／アップリンクサブフ
レーム構成に依存する。さらに、所与のダウンリンク／アップリンクサブフレーム構成の
場合、ｋの値はまた、異なるダウンリンクサブフレームにわたって変動し得る。たとえば
、サブフレームｎ中のＰＤＳＣＨ送信の場合、ＡＣＫ／ＮＡＫはｎ＋４（ｋ＝４）であり
、サブフレームｍ≠ｎ中のＰＤＳＣＨ送信の場合、ＡＣＫ／ＮＡＫはｍ＋６（ｋ＝６）で
ある。ｋ＞４であるとき、トランスポートブロックサイズ制限の必要は低減される。した
がって、ＴＤＤの場合に復号スキップ決定を行うためのいくつかのオプションがあり得、
そのうちの１つは、図９～図１１に関して上記で説明したように、ＦＤＤの場合において
採用される同じ復号スキップ決定プロセスを単に適用することである。他の代替形態は、
図１３～図１４に関して以下で説明する。
【００８５】
　[00109]図１３は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。実行されたとき、セット中のダウンリンクサブフレームのいず
れかがｋ＝４を有する場合、ダウンリンクサブフレームのセット全体に復号スキップ決定
プロセスが選択的に適用される、ＴＤＤダウンリンクおよびアップリンク構成におけるワ
イヤレス送信のための方法が示されている。ブロック１３００において開始し、セット全
体中のあらゆるダウンリンクサブフレームを検査し、ブロック１３０２において、ＨＡＲ
Ｑ　ＡＣＫタイミングｎ＋ｋを有するＴＤＤダウンリンクおよびアップリンクサブフレー
ム構成の場合のｋの値を判断する。ブロック１３０４において、セット中の任意のダウン
リンクサブフレームの場合、ｋ＝４であるかどうかの判断を行う。そうである場合、ブロ
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ック１３０６において、ＴＤＤダウンリンク／アップリンク構成におけるダウンリンクサ
ブフレームのセット全体に、上記で説明した復号スキップ決定プロセスを適用する。他の
場合、復号スキップ決定プロセスは、ダウンリンクサブフレームのいずれに関しても行わ
れない。
【００８６】
　[00110]図１４は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。実行されたとき、復号スキップ決定プロセスが個別にダウンリ
ンクサブフレームのセット中のダウンリンクサブフレームに選択的に適用される、ＴＤＤ
ダウンリンクおよびアップリンク構成におけるワイヤレス送信のための方法が示されてい
る。ブロック１４００において開始し、セット中の第１のダウンリンクサブフレームを現
在のダウンリンクサブフレームとして検査し、ブロック１４０２において、ＨＡＲＱ　Ａ
ＣＫタイミングｎ＋ｋを有するＴＤＤダウンリンクおよびアップリンクサブフレーム構成
の場合のｋの値を判断する。ブロック１４０４において、現在のダウンリンクサブフレー
ムについて、ｋ＝４であるかどうかの判断を行う。そうである場合、ブロック１４０６に
おいて、ＴＤＤダウンリンク／アップリンク構成におけるダウンリンクサブフレームの現
在のセットに、上記で説明した復号スキップ決定プロセスを適用する。ブロック１４０８
において、追加のサブフレームが検査すべきセット中に存在するかどうかの判断を行う。
そうである場合、ブロック１４１０において、セット中の次のサブフレームを現在のダウ
ンリンクサブフレームとして設定し、処理はブロック１４０２に戻る。他の場合、ダウン
リンクサブフレームへの復号スキップ決定プロセスの選択的適用は終了する。
【００８７】
　[00111]上記で提示されるように、ＵＥ処理リソースの不要な消費を減少させるために
、緩和ＨＡＲＱタイミング動作も採用され得る。図１５は、本開示の一態様を実装するた
めに実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。実行されたとき、緩和Ｈ
ＡＲＱタイミング決定が行われるワイヤレス通信のための方法が示されている。ブロック
１５００において、ＵＥは送信を受信する。ブロック１５０２において、復号をスキップ
すべきかどうかの決定を行う。ブロック１５０４において、復号スキップが行われたかど
うかの判断を行う。そうである場合、ブロック１５０６において、少なくとも次のＨＡＲ
Ｑ送信機会までＡＣＫ／ＮＡＫ送信を遅延させることによって、ＨＡＲＱタイミングを緩
和させる決定を行う。他の場合、ＡＣＫ／ＮＡＫ送信は、定期的にスケジュールされた時
間において行われ得る。
【００８８】
　[00112]図１６は、緩和ＨＡＲＱタイミング決定に応答する緩和ＨＡＲＱタイミング動
作で構成されたＵＥタイムラインとＢＳタイムラインとを示す図である。この例では、Ｕ
Ｅは、時間ｎにおいてＢＳから初期送信を受信し、復号をスキップすることと、ＨＡＲＱ
タイミングを緩和することとを決定する。その結果、ｎ＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫは
ＵＥによって送信されない。ＢＳは、ｎ＋８に対応するｎ’において再送信を実行する。
ＵＥの次のＨＡＲＱ送信機会は、ｎ’＋４に対応するｎ＋１２においてである。したがっ
て、ＵＥは、ｎ＋１２において初期送信のためにＡＣＫ／ＮＡＫを送り、ＢＳは、それを
再送信のためのものであると判断する。
【００８９】
　[00113]ＵＥが復号スキップに関してソフトバッファ管理方式を実装するためのいくつ
かの代替形態がある。本開示のいくつかの態様は、ソフトバッファオーバーブッキングを
考慮に入れている。ＦＤＤでは、ダウンリンクＨＡＲＱプロセスの数は８に固定される。
対照的に、ＴＤＤの場合、ダウンリンクＨＡＲＱプロセスの数はＴＤＤダウンリンク／ア
ップリンク構成に依存する。いくつかのＴＤＤダウンリンク／アップリンク構成の場合、
ダウンリンクＨＡＲＱプロセスの数は８よりも大きくなり得る。一例として、ＴＤＤダウ
ンリンク／アップリンク構成５の場合、最高１５個のダウンリンクＨＡＲＱプロセスがあ
る。しかしながら、最高８つのＨＡＲＱプロセスソフトバッファのみがＴＤＤ　ＵＥのた
めに指定される。ＵＥは、必要に基づいて異なるＨＡＲＱプロセスのためのバッファを動
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的にスワップし得る。ＵＥが復号をスキップするトランスポートブロックの場合、トラン
スポートブロックのためのサンプルを記憶せず、他のＨＡＲＱプロセスのためのソフトバ
ッファを使用することは有益であり得る。代替形態について、図１７～図１９に関して検
討する。
【００９０】
　[00114]図１７は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。実行されたとき、ＵＥが復号をスキップしたサブフレーム中で
受信されたサンプルを常に廃棄することをソフトバッファ管理が含む、ワイヤレス通信の
ための方法が示されている。ブロック１７００において、トランスポートブロックのため
の復号をスキップする。ブロック１７０２において、トランスポートブロックのために受
信されたサンプルを、ソフトバッファに記憶することなしに廃棄する。この代替形態では
、サンプルは、ソフトバッファオーバーブッキングを考慮せずに常に廃棄される。この代
替形態は、同じトランスポートブロックの後続の再送信について、復号スキップ条件が（
低減されたＴＡ値により）満たされず、ＵＥが同じトランスポートブロックの後続の再送
信を復号し得る場合に良好でない。
【００９１】
　[00115]図１８は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。実行されたとき、ＵＥが復号をスキップしたサブフレーム中で
受信されたサンプルの記憶をソフトバッファ管理が含む、ワイヤレス通信のための方法が
示されている。ブロック１８００において、トランスポートブロックのための復号をスキ
ップする。ブロック１８０２において、トランスポートブロックのために受信されたサン
プルをソフトバッファに記憶する。この代替形態では、サンプルは、ソフトバッファオー
バーブッキングを顧慮せずに常に記憶される。この代替形態は、ＵＥが復号をスキップし
ないことがあるとき、同じトランスポートブロックの後続の再送信について良好である。
しかしながら、この代替形態は、ソフトバッファがオーバーブッキングされた場合に良好
でない。
【００９２】
　[00116]図１９は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。実行されたとき、ソフトバッファオーバーブッキングが存在す
る場合にＵＥが復号をスキップするサブフレーム中で受信されたサンプルの選択的廃棄を
ソフトバッファ管理が含む、ワイヤレス通信のための方法が示されている。ここで、ソフ
トバッファオーバーブッキングの存在は、ダウンリンクＨＡＲＱプロセスの指定された最
大数がしきい値（たとえば、８）を超えたときに定義され得る。代替として、ソフトバッ
ファオーバーブッキングの存在は、ＵＥにおけるダウンリンクＨＡＲＱプロセスのアクテ
ィブ数がしきい値（たとえば、８）を超えたとき定義され得、そこで、ダウンリンクＨＡ
ＲＱプロセスが進行中のＨＡＲＱ送信を有する場合、そのダウンリンクＨＡＲＱプロセス
はアクティブである。ブロック１９００において、復号をスキップする。ブロック１９０
２において、ＵＥは、ソフトバッファオーバーブッキングが存在するかどうかの判断を行
う。ブロック１９０４において、ＵＥが復号をスキップしたサブフレーム中で受信された
サンプルを選択的に廃棄する。他の場合、ブロック１９０６において、サンプルを選択的
に記憶する。選択的記憶の場合、ＦＤＤにはソフトバッファオーバーブッキングがないの
で、サンプルは常にＦＤＤに記憶されることになる。ＴＤＤでは、ＵＥは、ソフトバッフ
ァオーバーブッキングが存在する場合、スキップされたトランスポートブロックのサンプ
ルを選択的に廃棄し得る。ＵＥはまた、他のファクタを考慮に入れ得る。他の態様では、
ＵＥは、サンプルを記憶し得るが、サンプルを、必要が生じた場合に廃棄される対象とな
るものとしてマークし得る。
【００９３】
　[00117]上記で説明したように、通信システムは、２つ以上のコンポーネントキャリア
（ＣＣ）があり得るキャリアアグリゲーションを用いて実装され得る。しかしながら、コ
ンポーネントキャリアは、異なるＴＡ値を有する２つ以上のＴＡグループにグループ化さ
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れ得ることも想定される。トランスポートブロックサイズ制限は、キャリアごとに強制さ
れるか、ＴＡグループごとに強制されるか、またはＵＥごとに強制され得る。したがって
、いくつかの代替形態では、ＵＥは、すべてのキャリアにわたってトランスポートブロッ
クサイズを合計し、それらをしきい値と比較することによって、トランスポートブロック
サイズ制限を強制し得る。いくつかの他の代替態様では、ＵＥは、同じＴＡグループ中の
キャリアにわたってトランスポートブロックサイズを合計し、それらをしきい値と比較す
ることによって、トランスポートブロックサイズ制限を強制し得る。この決定はＵＥカテ
ゴリーに依存し得る。また、図２０および図２１に関して以下で検討するように、ＣＣの
ＴＡを判断するためのいくつかのオプションがあり得る。
【００９４】
　[00118]図２０は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。実行されたとき、２つ以上のＴＡグループの存在下でＣＣのた
めにＴＡ選択が行われる、ワイヤレス通信のための方法が示されている。この代替態様で
は、ブロック２０００において、２つ以上のＴＡグループがあるかどうかの判断を行う。
ない場合、ブロック２００２において、復号スキップ決定を行う際に（プライマリＣＣの
ＴＡと同じである）ＣＣのＴＡを使用する。他の場合、ブロック２００４において、ＣＣ
が属するグループのＴＡを選択し、ＴＡグループ中のすべてのＣＣのための復号スキップ
決定を行うために使用する。
【００９５】
　[00119]また、図２１は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロッ
クを示す機能ブロック図である。実行されたとき、２つ以上のＴＡグループの存在下でＣ
ＣのためにＴＡ選択が行われる、ワイヤレス通信のための方法が示されている。この代替
態様では、ブロック２１００において、２つ以上のＴＡグループがあるかどうかの判断を
行う。ない場合、ブロック２１０２において、復号スキップ決定を行う際にＣＣのＴＡを
使用する。他の場合、ブロック２１０４において、すべてのＣＣの最大ＴＡを選択し、す
べてのＴＡグループにわたってすべてのＣＣのための復号スキップ決定を行うために使用
する。
【００９６】
　[00120]ＵＥは、ＵＥが送信を受信したｅＮＢに、タイミングアドバンスがいつタイミ
ングアドバンスしきい値を超えるか、またはＵＥが復号をスキップするか否かをシグナリ
ングし得る。このシグナリングは、ｅＮＢが、ＵＥのためのそれのスケジューリングを管
理するのを支援することができる。ＵＥは、無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤ、ＭＡＣ
レイヤ、および／または物理（ＰＨＹ）レイヤを使用してこのシグナリングを実行するこ
とができる。シグナリング情報が１ビットまたはマルチビットであり得ることも想定され
、マルチビットオプションは、ＴＡ値の異なるレベルの仕様を許可する。ＵＥのためのシ
グナリングを構成すべきかどうかの決定はＵＥ能力依存であり得る。たとえば、緊密なＨ
ＡＲＱタイミングを扱うことが可能なＵＥの場合、そのようなシグナリングはスキップさ
れ得る。他の態様では、ｅＮＢは、外部ループ管理のためにそのシグナリング情報を使用
することができる。たとえば、ｅＮＢは、復号スキップから生じるＮＡＫを無視し得る。
さらに、ｅＮＢは、最大トランスポートブロックサイズ制限が観測され、復号スキップが
回避されるような方法で外部ループを管理し得る。そのような管理はＵＥカテゴリーに依
存し得る。
【００９７】
　[00121]ＵＥは、キャリア上でレガシーＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨとを同時に監視し得
る。たとえば、ＵＥは、第１のサブフレーム中でレガシーＰＤＣＣＨを監視し得、第２の
サブフレーム中でＥＰＤＣＣＨを監視し得る。別の例として、ＵＥは、サブフレーム中で
１つの復号候補を使用してレガシーＰＤＣＣＨを監視し、同じサブフレーム中で別の復号
候補を使用してＥＰＤＣＣＨを監視し得る。レガシーＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨとについ
ての異なる構造により、ＴＴＩ中の受信可能な送信チャネルビットの最大数に対する制限
（および前に説明したすべての関係する挙動）は、ＥＰＤＣＣＨによってスケジュールさ
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れるＰＤＳＣＨにのみ適用されるが、ＰＤＣＣＨによってスケジュールされるＰＤＳＣＨ
には適用され得ない。対応するＰＤＣＣＨがないＰＤＳＣＨ送信の場合、たとえば、半永
続的にスケジュールすることにより、その制限は同様に適用され得ない。代替として、そ
の制限は、ＵＥがサブフレームのサブセットおよび／またはサブフレーム中の復号候補の
サブセット中のＥＰＤＣＣＨを単に監視する場合でも、ＵＥがＥＰＤＣＣＨで構成される
限り、ＵＥのためのすべてのＰＤＳＣＨに適用され得る。一例として、ＵＥは、それがＴ
ＴＩ中で受信可能な送信チャネルビットの最大数に対する制限なしにＥＰＤＣＣＨスケジ
ュールされたＰＤＳＣＨを扱うことができるかどうかのそれの能力を示し得る。ＵＥが、
そのような制限が必要であることを示す場合、およびＵＥがさらにキャリア上でレガシー
ＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨの両方を同時に監視する場合、制限は、ＥＰＤＣＣＨスケジュ
ールされたＰＤＳＣＨ送信のみに適用され得る。代替として、そのような制限は、ＵＥが
ＥＰＤＣＣＨで構成される限り、ＵＥのためのすべてのＰＤＳＣＨに適用され得る。
【００９８】
　[00122]本開示の様々な態様は、ＴＴＩ中で受信可能な送信チャネルビットの最大数に
対してその制限を適用するか、または適用しない単一の様式に限定されないことに留意さ
れたい。
【００９９】
　[00123]図２３は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。ブロック２３００において、ＵＥは１つまたは複数のトランス
ポートブロックを受信する。また、図２２を参照すると、ＵＥ１２０は、コントローラ／
プロセッサ５８０の制御下で、通信無線２２１０を通してトランスポートブロックを受信
する。それらの構成要素および行為の組合せは、ＵＥが１つまたは複数のトランスポート
ブロックを受信するための手段を与え得る。
【０１００】
　[00124]ブロック２３０１において、トランスポートブロックに関連する制御チャネル
のタイプの判断を行う。メモリ５８２に記憶され、コントローラ／プロセッサ５８０によ
って実行されるトランスポートブロック検査アプリケーション２２００は、どんなタイプ
の制御チャネルが受信されたブロックに関連するかを判断するためにトランスポートブロ
ックを検査することになる。制御チャネルタイプが第１のタイプである場合、ブロック２
３０２において、ＵＥは復号スキップを実行しない。さもなければ、制御チャネルが第２
のタイプである場合、ブロック２３０３において、受信されたブロックのうちの少なくと
も１つのトランスポートブロックの復号スキップを実行する。これらの構成要素および行
為の組合せは、１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタイプ
を判断するための手段と、ＵＥが、制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基づいて、
１つまたは複数のトランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロ
ックの復号スキップを実行することを選択するための手段とを与え得る。
【０１０１】
　[00125]復号スキップは、トランスポートブロックの復号を完全にスキップすることを
含み得るか、または復号スキップは追加または代替の行為を含み得る。たとえば、復号ス
キップは、トランスポートブロックのＨＡＲＱ－ＡＣＫ決定を遅延させることを含み得る
。それは、ベストエフォート手法を使用する復号など、より低いレベルの復号を同じくま
たは代替的に含み得る。ベストエフォート復号手法は低複雑度復号アルゴリズムを与え、
低複雑度復号アルゴリズムは、不成功である場合、さらなる復号の試みをトリガしないこ
とがある。
【０１０２】
　[00126]図２４は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。ブロック２４００において、基地局は、特定のＵＥとの通信の
ために指定された１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する制御チャネルタイ
プを選択する。図５を参照すると、ｅＮＢ１１０は、スケジューラ５４４と、コントロー
ラ／プロセッサ５４０によってコントローラ／プロセッサ５４０の制御下で実行され、メ
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モリ５４２に記憶されたコードとを使用して、トランスポートブロックのための制御チャ
ネルを選択し得る。ブロック２４０１において、選択された制御チャネルのタイプの判断
を行う。制御チャネルの第１のタイプが選択された場合、ブロック２４０２において、ト
ランスポートブロックに対してサイズ制限を課さない。さもなければ、制御チャネルの第
２のタイプが選択された場合、ブロック２４０３において、基地局はトランスポートブロ
ックに対してサイズ制限を課する。これらの構成要素および行為の組合せは、基地局にお
いて、ＵＥに通信するための１つまたは複数のトランスポートブロックに関連する制御チ
ャネルタイプを判断するための手段と、１つまたは複数のトランスポートブロックのうち
の少なくとも１つのトランスポートブロックのサイズを制限すべきかどうかを判断するこ
とであって、判断が制御チャネルタイプに少なくとも部分的に基づく、制限すべきかどう
かを判断することとを与え得る。ブロック２４０４において、基地局は、次いで、判断に
従ってブロックを送信する。コントローラ／プロセッサ５４０の制御下で、ｅＮＢ１１０
は、送信プロセッサ５２０と、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ５３０と、変調器／復調器５３
２ａ～ｔと、アンテナ５３４ａ～ｔとを使用してトランスポートブロックを送信する。こ
れらの構成要素および行為の組合せは、判断に基づいて１つまたは複数のトランスポート
ブロックをＵＥに送信するための手段を与え得る。
【０１０３】
　[00127]図２３および図２４に関して、制御チャネルの第１のタイプがＰＤＣＣＨまた
はＥＰＤＣＣＨのいずれかであり得ることに留意されたい。それらの制御チャネルのどち
らでも第１のタイプとして設計され、第２のタイプは他方になる。たとえば、選択された
態様では、制御チャネルの第１のタイプがＰＤＣＣＨである場合、第２のタイプはＥＰＤ
ＣＣＨであり、その逆も同様である。
【０１０４】
　[00128]本開示の追加の態様では、復号スキップを実行すべきかどうかの判断はまた、
図９～図１１において参照されるように、受信されたブロックのいずれかのブロックサイ
ズが特定のしきい値を超えるかどうかに基づき得ることにさらに留意されたい。
【０１０５】
　[00129]図２２は、本開示の一態様に従って構成されたＵＥ１２０を示すブロック図で
ある。ＵＥ１２０は、ＵＥ１２０によって提供される機能および特徴を制御および実行す
るコントローラ／プロセッサ５８０を含む。ＵＥ１２０は、モバイルフォン、モバイルコ
ンピュータ、タブレットコンピュータ、ノートブック、ネットブック、またはラップトッ
プコンピュータなどを含む任意の数のモバイル電子デバイスであり得る。ＵＥ１２０は、
コントローラ／プロセッサ５８０に結合されたメモリ５８２を含む。メモリ５８２は、コ
ントローラ／プロセッサ５８０がモバイルデバイスＵＥ１２０の機能のいずれかを実装す
るためにアクセスおよび実行し得る様々なソフトウェア、プログラムコード、データなど
を含んでいる。たとえば、メモリ５８２は、トランスポートブロック検査アプリケーショ
ン２２００、復号スキップ決定アプリケーション２２０２、および様々なアプリケーショ
ンａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ＿１　２２０４～ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ＿Ｎ　２２０８を含
んでいる。ＵＥ１２０は、通信無線２２１０を介した通信機能を含む。コントローラ／プ
ロセッサ５８０の制御下で、通信無線２２１０は、様々なタイプのワイヤレスプロトコル
上でデータおよび音声信号を送信および受信する。通信無線２２１０は、ＷＩＦＩ（登録
商標）、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、ＷＩＦＩ（登録商標）　Ｄｉｒｅｃｔ、ＢＬ
ＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＬＥ）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標
）など、ＷＷＡＮ通信、ＷＬＡＮ通信を含む、様々なプロトコルの設備通信への複数の無
線を含む。これらの構成要素の組合せは、ＵＥ１２０が１つまたは複数のトランスポート
ブロックを受信するための手段を与える。
【０１０６】
　[00130]ユーザと対話するために、ユーザ入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース２２１２
は、コントローラ／プロセッサ５８０の制御下で、ユーザが情報を入力し情報を出力する
ための手段を与える。そのようなユーザＩ／Ｏインターフェース２２１０は、キーボード
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、マイクロフォン、スピーカー、タッチスクリーンなどへのアクセスを与え得る。ディス
プレイインターフェース２２１４は、コントローラ／プロセッサ５８０の制御下で、ユー
ザＩ／Ｏインターフェース２２１２に関係するが、ＵＥ１２０のディスプレイ（図示せず
）上にユーザへの視覚情報を表示し、ならびにタッチスクリーン技術を介してユーザから
入力を受信するためのインターフェースおよび制御を与える。コントローラ／プロセッサ
５８０の制御下で、ＵＥ１２０のこれらの様々な構成要素は複数の電子的および通信機能
をユーザに提供する。
【０１０７】
　[00131]トランスポートブロック検査アプリケーション２２００はメモリ５８２に記憶
される。コントローラ／プロセッサ５８０によって実行されたとき、トランスポートブロ
ック検査アプリケーション２２００を実行することは、受信されたトランスポートブロッ
クのブロックサイズおよびＴＡを所定のしきい値と比較することによって、コントローラ
プロセッサ５８０に、受信されたトランスポートブロックに関してサイズ判断とタイミン
グ判断とを実行させる。これらの構成要素の組合せは、ＵＥ１２０が、１つまたは複数の
トランスポートブロックのうちの少なくとも１つのトランスポートブロックのブロックサ
イズがブロックサイズしきい値を超えるかどうかのサイズ判断を実行するための手段と、
ＵＥ１２０が、少なくとも１つのトランスポートブロックのタイミングアドバンスがタイ
ミングアドバンスしきい値を超えるかどうかのタイミング判断を実行するための手段とを
与える。
【０１０８】
　[00132]復号スキップ決定アプリケーション２２００はメモリ５８２に記憶される。コ
ントローラ／プロセッサ５８０によって実行されたとき、復号スキップ決定アプリケーシ
ョン２２００を実行することは、コントローラ／プロセッサ５８０に、トランスポートブ
ロック検査アプリケーション２２００によって行われた比較の結果に基づいて、受信され
たトランスポートブロックの復号をスキップすべきかどうかの決定を行わせる。これらの
構成要素の組合せは、サイズ判断とタイミング判断との結果に少なくとも部分的に応答し
て、ＵＥ１２０が、少なくとも１つのトランスポートブロックの復号スキップを実行すべ
きかどうかの復号スキップ決定を行うための手段を与える。
【０１０９】
　[00133]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。
【０１１０】
　[00134]図５、図８～図１１、図１３～図１５、および図１７～図２４の機能ブロック
およびモジュールは、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。
【０１１１】
　[00135]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、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、およびステップについて、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される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。
【０１１２】
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　[00136]本明細書の開示に関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論理、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、
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。
【０１１３】
　[00137]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、Ｒ
ＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録
商標）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。
【０１１４】
　[00138]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、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（Ｄ
ＳＬ）、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（登録
商標）（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（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、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。
【０１１５】
　[00139]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用す



(37) JP 2015-515191 A 2015.5.21

ることができるように与えたものである。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、本明細書で説明した例および設
計に限定されるものではなく、本明細書で開示した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】



(38) JP 2015-515191 A 2015.5.21

【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】



(39) JP 2015-515191 A 2015.5.21

【図６Ｂ】 【図７】

【図８】 【図９】



(40) JP 2015-515191 A 2015.5.21

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(41) JP 2015-515191 A 2015.5.21

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】

【図１８】



(42) JP 2015-515191 A 2015.5.21

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(43) JP 2015-515191 A 2015.5.21

【図２３】 【図２４】



(44) JP 2015-515191 A 2015.5.21

10

20

30

40

【国際調査報告】



(45) JP 2015-515191 A 2015.5.21

10

20

30

40



(46) JP 2015-515191 A 2015.5.21

10

20

30

40



(47) JP 2015-515191 A 2015.5.21

10

20

30

40



(48) JP 2015-515191 A 2015.5.21

10

20

30

40



(49) JP 2015-515191 A 2015.5.21

10

20

30

フロントページの続き

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

(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100158805
            弁理士　井関　守三
(74)代理人  100179062
            弁理士　井上　正
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(72)発明者  チェン、ワンシ
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
(72)発明者  ガール、ピーター
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
(72)発明者  シュ、ハオ
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
Ｆターム(参考) 5K067 AA21  BB02  CC01  EE02  EE10 


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

