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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて複数の送信アンテナを使用するユーザ機器（ＵＥ
）のためのアップリンク制御チャネルのためのリソース割振り方法であって、
　前記ＵＥのために複数のアップリンク制御チャネルリソースを決定することと、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソース上で前記ＵＥから制御情報を受信するこ
とと、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースの各アップリンク制御チャネルリソ
ースは異なる送信アンテナにマッピングされている、
　を備え、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第１のアップリンク制御チャネ
ルリソースは、単一のＤＬキャリア上で送信される第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）に
関連付けられ、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第２のアップリン
ク制御チャネルリソースは前記第１のアップリンク制御チャネルリソースからの予め定め
られたオフセットによって決定される、方法。
【請求項２】
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースは少なくとも一部を半永続的スケジュー
リング（ＳＰＳ）に基づいて決定され、前記制御情報は前記ＵＥからの肯定応答／否定応
答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥに送信電力訂正コマンドを送ることをさらに備え、前記送信電力訂正コマンド
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は、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースは半永続的スケジューリング（ＳＰＳ
）に基づくという指示を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースは、スケジューリング要求（ＳＲ）、肯
定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバック、チャネル品質インジケータ（Ｃ
ＱＩ）、およびこれらの組み合わせのうちの１つまたは複数を送信するために前記ＵＥに
よって使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬキャリア上でのダウンリンク（ＤＬ）
データ送信のために構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記制御情報は、スケジューリング要求（ＳＲ）、前記ＤＬデータ送信に関係する肯定
応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバック、チャネル品質インジケータ（ＣＱ
Ｉ）、およびこれらの組み合わせのうちの１つまたは複数を備える、請求項５に記載の方
法。
【請求項７】
　前記制御情報は、複数のアップリンク（ＵＬ）キャリア上で受信され、前記複数のＵＬ
キャリア中の各ＵＬキャリアは前記複数のＤＬキャリアのうちの１つにそれぞれ対応する
、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを前記決定することは、複数の利用可能
なアップリンク制御チャネルリソースのそれぞれに関連するアップリンク（ＵＬ）経路損
失に基づいて前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースから少なくとも２
つのアップリンク制御チャネルリソースを選択すること、を備える請求項７に記載の方法
。
【請求項９】
　前記制御情報は単一のＵＬキャリア上で受信され、前記単一のＵＬキャリアは前記複数
のＤＬキャリア上での前記ＤＬデータ送信に関連する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ）メッセージを搬送する、請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを前記決定することは、複数の利用可能
なアップリンク制御チャネルリソースから少なくとも２つのアップリンク制御チャネルリ
ソースを選択することを備え、前記少なくとも２つのアップリンク制御チャネルリソース
は、前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースのうちの残りのリソースと
比較して前記単一のＵＬキャリアの帯域幅の端に最も近い、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬサブフレーム上でのダウンリンク（Ｄ
Ｌ）データ送信のために構成され、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを前記
決定することは、複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースから前記アップリ
ンク制御チャネル上で前記ＵＥによって使用されるリソースのセットを決定すること、を
含む請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記制御情報は前記ＤＬデータ送信の肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィー
ドバックを備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記制御情報は単一のＵＬサブフレーム上で受信され、前記単一のＵＬサブフレームは
、前記複数のＤＬサブフレーム上での前記ＤＬデータ送信に関連する肯定応答／否定応答
（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを搬送する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　アップリンク制御チャネルリソースの前記セットを前記決定することは、前記複数の利
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用可能なアップリンク制御チャネルリソースから少なくとも２つのアップリンク制御チャ
ネルリソースを選択することを備え、前記少なくとも２つのアップリンク制御チャネルリ
ソースは、前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースのうちの残りのリソ
ースと比較して前記単一のＵＬサブフレームの帯域幅の端に最も近い、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて複数の送信アンテナを使用するユーザ機器（ＵＥ
）のためのアップリンク制御チャネルのためのリソース割振り方法であって、
　前記アップリンク制御チャネル上で前記ＵＥが使用する複数のアップリンク制御チャネ
ルリソースを決定することと、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを介して制御情報を送信することと、前
記複数のリソースのそれぞれは異なる送信アンテナにマッピングされている、
　を備え、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを決定することは、
　ダウンリンク（ＤＬ）制御チャネル上で第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を受信する
ことと、前記第１のＣＣＥは前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第１
のアップリンク制御チャネルリソースに対応する、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第２のリソースを決定すること
と、前記第２のアップリンク制御チャネルリソースは前記第１のリソースからの予め定め
られたオフセットに対応する、
　を備える、方法。
【請求項１６】
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースは少なくとも一部を半永続的スケジュー
リング（ＳＰＳ）に基づいて選択され、前記制御情報は前記ＵＥからの肯定応答／否定応
答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記制御情報は前記ＵＥからのスケジューリング要求（ＳＲ）を含む、請求項１５に記
載の方法。
【請求項１８】
　前記制御情報は、前記ＵＥからの同時の肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィ
ードバック及びＳＲフィードバックを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記制御情報は、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第１のアップ
リンク制御チャネルリソース上で送信される前記ＳＲフィードバックを含み、さらに、前
記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第２のアップリンク制御チャネルリ
ソース上で送信される前記肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを含
む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記制御情報は、ＳＲフィードバックに割り振られた前記複数のリソース上で送信され
る前記肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを含む、請求項１８に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記制御情報は前記ＵＥからのチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を含む、請求項１
５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記制御情報は、単一のＤＬキャリア上でのダウンリンク送信に関連する肯定応答／否
定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１のＣＣＥはインデックスｎ＿ｃｃｅを有し、前記第２のリソースはインデック
スｎ＿ｃｃｅ＋Ｘを有する第２のＣＣＥに対応し、Ｘは前記予め定められたオフセットを
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示す０でない整数である、請求項１５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１のＣＣＥは、サイクリックシフトｘで前記第１のアップリンク制御チャネルリ
ソースにマッピングする第１のインデックスｎ＿ｃｃｅを有し、前記第２のアップリンク
制御チャネルリソースは、前記第１のアップリンク制御チャネルリソースと同じインデッ
クスとサイクリックシフトｘ＋ｙとによって決定され、ｙは、前記アップリンク制御チャ
ネルのリソース間のシグナリングされた最小サイクリックシフト間隔よりも小さい、請求
項１５に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬキャリア上でのダウンリンク（ＤＬ）
データ受信のために構成され、複数のリソースを前記選択することは、複数の利用可能な
アップリンク制御チャネルリソースからアップリンク制御チャネルリソースのセットを決
定することを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２６】
　前記制御情報は複数のアップリンク（ＵＬ）キャリア上で送信され、前記複数のＵＬキ
ャリア中の各ＵＬキャリアは前記複数のＤＬキャリアのうちの１つのそれぞれ対応する、
請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　アップリンク制御チャネルリソースの前記決定されたセットは、前記複数の利用可能な
アップリンク制御チャネルリソースのそれぞれに関連するアップリンク（ＵＬ）経路損失
に基づいて前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースから決定された少な
くとも２つのアップリンク制御チャネルリソースを備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記制御情報は単一のＵＬキャリア上で送信され、前記単一のＵＬキャリアは、前記複
数のＤＬキャリア上での前記ＤＬデータ受信に関連する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ）メッセージを搬送する、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　アップリンク制御チャネルリソースの前記決定されたセットは、前記単一のＵＬキャリ
アの帯域幅の端に対する前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースのそれ
ぞれの近接度に基づいて前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースの中か
ら決定された少なくとも２つのアップリンク制御チャネルリソースを備える、請求項２７
に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬサブフレーム上でのダウンリンク（Ｄ
Ｌ）データ受信のために構成され、複数のアップリンク制御チャネルリソースを前記決定
することは、複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースからアップリンク制御
チャネルリソースのセットを決定することを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記制御情報は単一のＵＬサブフレーム上で送信され、前記単一のＵＬサブフレームは
、前記複数のＤＬサブフレーム上での前記ＤＬデータ受信に関連する肯定応答／否定応答
（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを搬送する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　アップリンク制御チャネルリソースの前記セットは、前記単一のＵＬサブフレームの帯
域幅の端に対する前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースのそれぞれの
近接度に基づいて前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースから決定され
た少なくとも２つのアップリンク制御チャネルリソースを備える、請求項３１に記載の方
法。
【請求項３３】
　前記ＤＬデータ送信は時分割複信（ＴＤＤ）モードで行われる、請求項３０に記載の方
法。



(5) JP 5694337 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

【請求項３４】
　複数の送信アンテナをもつユーザ機器（ＵＥ）のために複数のアップリンク制御チャネ
ルリソースを決定することと、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソース上で前記ＵＥから制御情報を受信するこ
とと、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースの各アップリンク制御チャネルリソ
ースは異なる送信アンテナにマッピングされている、
　をコンピュータに行わせる命令を含み、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第１のアップリンク制御チャネ
ルリソースは、単一のＤＬキャリア上で送信される第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）に
関連付けられ、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第２のアップリン
ク制御チャネルリソースは前記第１のアップリンク制御チャネルリソースからの予め定め
られたオフセットによって決定される、コンピュータプログラム。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装置であって、前
記装置は、複数の送信アンテナを使用するユーザ機器（ＵＥ）のためのアップリンク制御
チャネルのためのリソース割振りをサポートし、前記装置は、
　　前記ＵＥのために複数のアップリンク制御チャネルリソースを決定することと、
　　前記複数のアップリンク制御チャネルリソース上で前記ＵＥから制御情報を受信する
ことと、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースの各アップリンク制御チャネルリ
ソースは異なる送信アンテナにマッピングされている、
　を行うように構成されたプロセッサ
　を備え、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第１のアップリンク制御チャネ
ルリソースは、単一のＤＬキャリア上で送信される第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）に
関連付けられ、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第２のアップリン
ク制御チャネルリソースは前記第１のアップリンク制御チャネルリソースからの予め定め
られたオフセットによって決定される、ワイヤレス通信装置。
【請求項３６】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装置であって、前
記装置は、複数の送信アンテナを使用するアップリンク制御チャネルのためのリソース割
振りをサポートし、前記装置は、
　前記アップリンク制御チャネル上で前記ＵＥが使用するための複数のアップリンク制御
チャネルリソースを決定する手段と、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを介して制御情報を送信する手段と、前
記複数のアップリンク制御チャネルリソースのそれぞれは異なる送信アンテナにマッピン
グされている、
　を備え、
　前記複数のリソースを決定する手段は、
　ダウンリンク（ＤＬ）制御チャネル上で第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を受信する
手段と、前記第１のＣＣＥは前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第１
のアップリンク制御チャネルリソースに対応する、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第２のアップリンク制御チャネ
ルリソースを決定する手段と、前記第２のアップリンク制御チャネルリソースは前記第１
のアップリンク制御チャネルリソースからの予め定められたオフセットに対応する、
　を備える、ワイヤレス通信装置。
【請求項３７】
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースは少なくとも一部を半永続的スケジュー
リング（ＳＰＳ）に基づいて決定され、前記制御情報は肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ）フィードバックを含む、請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
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　前記制御情報は、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第１のアップ
リンク制御チャネルリソース上で送信されるＳＲフィードバックを含み、さらに、前記複
数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第２のアップリンク制御チャネルリソー
ス上で送信される肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを含む、請求
項３６に記載の装置。
【請求項３９】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬキャリア上でのダウンリンク（ＤＬ）
データ受信のために構成され、前記複数のリソースを決定する手段は、複数の利用可能な
アップリンク制御チャネルリソースのそれぞれに関連するアップリンク（ＵＬ）経路損失
に基づいて前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースからアップリンク制
御チャネルリソースのセットを決定することを含み、前記制御情報を送信する手段は、複
数のアップリンク（ＵＬ）キャリア上で前記制御情報を送信することを含み、前記複数の
ＵＬキャリア中の各ＵＬキャリアは前記複数のＤＬキャリアのうちの１つにそれぞれ対応
する、請求項３６に記載の装置。
【請求項４０】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬキャリア上でのダウンリンク（ＤＬ）
データ受信のために構成され、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを決定する
手段は、単一のＵＬキャリアの帯域幅の端に対する複数の利用可能なアップリンク制御チ
ャネルリソースのそれぞれの近接度に基づいて前記複数の利用可能なアップリンク制御チ
ャネルリソースからアップリンク制御チャネルリソースのセットを決定することを含み、
前記制御情報を送信する手段は、前記単一のＵＬキャリア上で前記制御情報を送信する手
段を含む、請求項３６に記載の装置。
【請求項４１】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬサブフレーム上でのダウンリンク（Ｄ
Ｌ）データ受信のために構成され、前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを決定
する手段は、複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースからアップリンク制御
チャネルリソースのセットを決定選択する手段ことを含む、請求項３６に記載の装置。
【請求項４２】
　前記制御情報を送信する手段は、単一のＵＬサブフレーム上で前記制御情報を送信する
手段を含み、前記制御情報は、前記複数のＤＬサブフレーム上での前記ＤＬデータ受信に
関連する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを含む、請求項４１に
記載の装置。
【請求項４３】
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを決定する手段は、前記単一のＵＬサブ
フレームの帯域幅の端に対する複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースのそ
れぞれの近接度に基づいて前記複数の利用可能なアップリンク制御チャネルリソースから
アップリンク制御チャネルリソースの前記セットを決定する、請求項４２に記載の装置。
【請求項４４】
　複数の送信アンテナをもつユーザ機器（ＵＥ）がアップリンク制御チャネル上で使用す
るための複数のアップリンク制御チャネルリソースを決定すること、
　前記複数のアップリンク制御チャネルを介して制御情報を送信すること、前記複数のア
ップリンク制御チャネルリソースのそれぞれは異なる送信アンテナにマッピングされてい
る、
　をコンピュータに行わせる命令を含み、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを決定することは、
　ダウンリンク（ＤＬ）制御チャネル上で第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を受信する
こと、前記第１のＣＣＥは前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第１の
アップリンク制御チャネルリソースに対応する、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第２のアップリンク制御チャネ
ルリソースを決定すること、前記第２のアップリンク制御チャネルリソースが前記第１の
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アップリンク制御チャネルリソースからの予め定められたオフセットに対応する、
　を含む、コンピュータプログラム。
【請求項４５】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装置であって、前
記装置は、複数の送信アンテナを使用するアップリンク制御チャネルのためのリソース割
振りをサポートし、前記装置は、
　　前記アップリンク制御チャネル上で使用するための複数のアップリンク制御チャネル
リソースを決定することと、
　　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを介して制御情報を送信することと、
前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのそれぞれは異なる送信アンテナにマッピ
ングされている、
　を行うように構成されたプロセッサ、
　を備え、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースを決定することは、
　ダウンリンク（ＤＬ）制御チャネル上で第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を受信する
ことと、前記第１のＣＣＥは前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第１
のアップリンク制御チャネルリソースに対応する、
　前記複数のアップリンク制御チャネルリソースのうちの第２のアップリンク制御チャネ
ルリソースを決定することと、前記第２のアップリンク制御チャネルリソースは前記第１
のアップリンク制御チャネルリソースからの予め定められたオフセットに対応する、
　を備える、ワイヤレス通信装置。

【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、２００９年９月２９日に出
願された「UPLINK CONTROL CHANNEL RESOURCE ALLOCATION FOR TRANSMIT DIVERSITY」と
題する米国仮特許出願第６１／２４６，８４１号の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信ネットワークにおける複
数の送信アンテナにわたる送信ダイバーシティのためのアップリンク制御チャネルリソー
ス割振りに関する。
【背景技術】
【０００３】
　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ
）　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）は、セルラー技術における大き
な進歩を表し、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））およびＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌ
ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の自然進化としての、セル
ラー３Ｇサービスにおける次のステップの前進である。ＬＴＥは、最高５０メガビット毎
秒（Ｍｂｐｓ）のアップリンク速度および最高１００Ｍｂｐｓのダウンリンク速度を提供
し、セルラーネットワークに多くの技術的利益をもたらす。ＬＴＥは、次の１０年間に及
ぶ、高速データおよびメディアトランスポートならびに大容量ボイスサポートのためのキ
ャリアニーズを満たすように設計されている。帯域幅は、１．２５ＭＨｚから２０ＭＨｚ
までスケーラブルである。これは、様々な帯域幅割振りを有する様々なネットワーク事業
者のニーズに適し、また、事業者がスペクトルに基づいて様々なサービスを提供すること
を可能にする。ＬＴＥはまた、３Ｇネットワーク中のスペクトル効率を改善し、キャリア
が所与の帯域幅にわたってより多くのデータおよびボイスサービスを提供することを可能
にすることが予想される。ＬＴＥは、高速データ、マルチメディアユニキャストおよびマ
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ルチメディアブロードキャストサービスを包含する。
【０００４】
　ＬＴＥ物理レイヤ（ＰＨＹ）は、拡張基地局（ｅノードＢ）とモバイルユーザ機器（Ｕ
Ｅ）との間でデータと制御情報の両方を搬送する高効率な手段である。ＬＴＥ　ＰＨＹは
、セルラーアプリケーションにとって新しいいくつかの先進技術を採用する。これらは、
直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）および多入力多出力（ＭＩＭＯ）データ送信を含む。さ
らに、ＬＴＥ　ＰＨＹは、ダウンリンク（ＤＬ）上では直交周波数分割多元接続（ＯＦＤ
ＭＡ）を使用し、アップリンク（ＵＬ）上ではシングルキャリア周波数分割多元接続（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ）を使用する。ＯＦＤＭＡは、指定された数のシンボル期間の間、複数のユ
ーザとの間でサブキャリアごとにデータをダイレクトすることを可能にする。
【０００５】
　最近では、ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄが、４Ｇサービスを提供するための発展的モバイ
ル通信規格である。３Ｇ技術として定義されるＬＴＥは、最高１Ｇｂｉｔ／ｓのピークデ
ータレートなど、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　
Ｕｎｉｏｎによって定義された、ＩＭＴ　Ａｄｖａｎｃｅｄとも呼ばれる４Ｇの要件を満
たさない。ピークデータレートの他に、ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄはまた、電力状態間の
切替えの高速化と、セルエッジにおけるパフォーマンスの改善とを目標にする。
【０００６】
　現在のＬＴＥ（Ｒｅｌ－８）における物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送
信は１つのリソースを使用する。送信ダイバーシティを達成するためには、ＰＵＣＣＨの
ために複数のリソースが必要とされる。
【発明の概要】
【０００７】
　以下で、開示する態様のいくつかの態様の基本的理解を与えるために簡略化された概要
を提示する。この概要は、包括的な概観ではなく、主要なまたは重要な要素を識別するも
のでも、そのような態様の範囲を定めるものでもない。その目的は、後で提示するより詳
細な説明の導入として、説明する特徴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】
　１つまたは複数の態様およびその対応する開示に従って、制御情報のダイバーシティ送
信を用いてアップリンク制御チャネル上で制御情報を送るためにユーザ機器（ＵＥ）が使
用するための複数のリソースを割り振ることに関する様々な態様について説明する。
【０００９】
　一態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおいて複数の送信アンテナを使用するユー
ザ機器（ＵＥ）のためのアップリンク制御チャネルのためのリソース割振りのための方法
であって、アップリンク制御チャネル上でＵＥが使用する複数の直交リソースを決定する
ことと、決定された複数の直交リソースに基づいて他のユーザ機器のためのリソースのス
ケジューリングを最適化することと、送信ダイバーシティを用いて該複数の直交リソース
上のアップリンク制御チャネルでＵＥから制御情報を受信することと、を備える方法が提
供される。
【００１０】
　別の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装
置であって、本装置は、複数の送信アンテナを使用するユーザ機器（ＵＥ）のためのアッ
プリンク制御チャネルのためのリソース割振りをサポートし、本装置は、アップリンク制
御チャネル上でＵＥが使用する複数の直交リソースを決定する手段と、決定された複数の
直交リソースに基づいて他のユーザ機器のためのリソースのスケジューリングを最適化す
る手段と、送信ダイバーシティを用いて該複数の直交リソース上のアップリンク制御チャ
ネルでＵＥから制御情報を受信する手段と、を備えるワイヤレス通信装置が提供される。
【００１１】
　さらなる態様では、コンピュータに、複数の送信アンテナをもつユーザ機器（ＵＥ）が
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アップリンク制御チャネル上で使用する複数の直交リソースを決定させ、決定された複数
の直交リソースに基づいて他のユーザ機器のためのリソースのスケジューリングを最適化
させ、送信ダイバーシティを用いて該複数の直交リソース上のアップリンク制御チャネル
でＵＥから制御情報を受信させる命令を備えるコンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピ
ュータプログラム製品が提供される。
【００１２】
　別の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装
置であって、本装置は、複数の送信アンテナを使用するユーザ機器（ＵＥ）のためのアッ
プリンク制御チャネルのためのリソース割振りをサポートし、本装置は、アップリンク制
御チャネル上でＵＥが使用する複数の直交リソースを決定することと、決定された複数の
直交リソースに基づいて他のユーザ機器のためのリソースのスケジューリングを最適化す
ることと、送信ダイバーシティを用いて該複数の直交リソース上のアップリンク制御チャ
ネルでＵＥから制御情報を受信することと、を行うように構成されたプロセッサを備える
、ワイヤレス通信装置が提供される。
【００１３】
　別の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおいて複数の送信アンテナを使用するユ
ーザ機器（ＵＥ）のためのアップリンク制御チャネルのためのリソース割振りのための方
法であって、アップリンク制御チャネル上でＵＥが使用するための複数の直交リソースを
選択することと、送信ダイバーシティを用いて複数の直交リソース上のアップリンク制御
チャネルで制御情報を送信することと、を備える方法が提供される。
【００１４】
　別の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装
置であって、本装置は、複数の送信アンテナを使用するアップリンク制御チャネルのため
のリソース割振りをサポートし、本装置は、アップリンク制御チャネル上で使用するため
の複数の直交リソースを選択する手段と、ダイバーシティを用いて該複数の直交リソース
上のアップリンク制御チャネルで制御情報を送信する手段と、を備えるワイヤレス通信装
置が提供される。
【００１５】
　さらなる態様では、コンピュータに、複数の送信アンテナをもつユーザ機器（ＵＥ）が
アップリンク制御チャネル上で使用するための複数の直交リソースを選択させ、送信ダイ
バーシティを用いて複数の直交リソース上のアップリンク制御チャネルでＵＥから制御情
報を送信させる命令を含むコンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータプログラム製
品が提供される。
【００１６】
　別の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装
置であって、本装置は、複数の送信アンテナを使用するアップリンク制御チャネルのため
のリソース割振りをサポートし、本装置は、アップリンク制御チャネル上で使用するため
の複数の直交リソースを選択することと、送信ダイバーシティを用いて該複数の直交リソ
ース上のアップリンク制御チャネルで制御情報を送信することと、を行うように構成され
たプロセッサを備えるワイヤレス通信装置が提供される。
【００１７】
　上記および関連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
明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、い
くつかの例示的な態様を詳細に記載し、本態様の原理が使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る。他の利点および新規の特徴は、以下の詳細な説明を図面とと
もに検討すれば明らかになり、開示する態様は、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。
【００１８】
　本開示の特徴、性質、および利点は、全体を通じて同様の参照符号が同様のものを指す
図面とともに、以下に記載する詳細な説明を読めばより明らかになろう。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】アップリンク送信ダイバーシティから利益を得る多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信
システムを示す図。
【図２】アップリンク（ＵＬ）制御チャネルの例示的な構造２００を示す図。
【図３】多数のユーザをサポートするように構成されたワイヤレス通信システムを示す図
。
【図４】マクロセル、フェムトセルおよびピコセルを備えるワイヤレス通信システムを示
す図。
【図５】１つまたは複数のフェムトノードがネットワーク環境内に展開された通信システ
ムを示す図。
【図６】いくつかの追跡エリア、ルーティングエリアまたはロケーションエリアが定義さ
れたカバレージマップを示す図。
【図７】多元接続ワイヤレス通信システムを示す図。
【図８】多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システムの概略図。
【図９】周波数分割複信（ＦＤＤ）動作におけるＲｅｌ－８　ＬＴＥ　ＵＥによるＡＣＫ
／ＮＡＣＫフィードバックを示す図。
【図１０】時分割複信（ＴＤＤ）動作におけるＲｅｌ－８　ＬＴＥ　ＵＥによるＡＣＫ／
ＮＡＣＫフィードバックを示す図。
【図１１Ａ】発展型ノードＢ（ｅＮＢ）の観点からの空間直交リソース送信ダイバーシテ
ィ（ＳＯＲＴＤ：Spatial Orthogonal-Resource Transmit Diversity）のためのアップリ
ンク（ＵＬ）制御チャネルリソース割振りのための例示的なプロセスを示すフローチャー
ト。
【図１１Ｂ】ユーザ機器（ＵＥ）の観点からのＳＯＲＴＤのためのアップリンク（ＵＬ）
制御チャネルリソース割振りのための例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図１２Ａ】ＦＤＤ動作における単一のコンポーネントＤＬキャリア構成でのＳＯＲＴＤ
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫのための例示的なリソーススケジューリング方式を示す図。
【図１２Ｂ】ＦＤＤにおける単一のコンポーネントＤＬキャリア構成でのＳＯＲＴＤ　Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫのための別の例示的なリソーススケジューリング方式を示す図。
【図１３Ａ】ｅＮＢの観点からのＦＤＤ動作における単一のコンポーネントＤＬキャリア
に対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセスを示す
フローチャート。
【図１３Ｂ】ＵＥの観点からのＦＤＤ動作における単一のコンポーネントＤＬキャリアに
対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセスを示すフ
ローチャート。
【図１４Ａ】ｅＮＢの観点からのＦＤＤ動作における複数のコンポーネントＤＬキャリア
に対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセスを示す
フローチャート。
【図１４Ｂ】ＵＥの観点からのＦＤＤ動作における複数のコンポーネントＤＬキャリアに
対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセスを示すフ
ローチャート。
【図１５】ＦＤＤ動作における１対１のマッピング構成での複数のコンポーネントＤＬキ
ャリアに対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを示す図。
【図１６Ａ】ｅＮＢの観点からのＦＤＤ動作における１対１のマッピング構成での複数の
コンポーネントＤＬキャリアに対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのた
めの例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図１６Ｂ】ＵＥの観点からのＦＤＤ動作における１対１のマッピング構成での複数のコ
ンポーネントＤＬキャリアに対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのため
の例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図１７】ＦＤＤ動作における多対１のマッピング構成での複数のコンポーネントＤＬキ
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ャリアに対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを示す図。
【図１８Ａ】ｅＮＢの観点からのＦＤＤ動作における多対１のマッピング構成での複数の
コンポーネントＤＬキャリアに対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのた
めの例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図１８Ｂ】ＵＥの観点からのＦＤＤ動作における多対１のマッピング構成での複数のコ
ンポーネントＤＬキャリアに対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのため
の例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図１９】ＴＤＤ動作における複数のＤＬサブフレームに対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫフィードバックを示す図。
【図２０Ａ】ｅＮＢの観点からのＴＤＤ動作における複数のＤＬサブフレームに対するＳ
ＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセスを示すフローチャ
ート。
【図２０Ｂ】ＵＥの観点からのＴＤＤ動作における複数のＤＬサブフレームに対するＳＯ
ＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセスを示すフローチャー
ト。
【図２１Ａ】ｅＮＢの観点からのＳＯＲＴＤ　ＳＰＳ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック
のための例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図２１Ｂ】ＵＥの観点からのＳＯＲＴＤ　ＳＰＳ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックの
ための例示的なプロセスを示すフローチャート。
【図２２Ａ】スケジューリング要求（ＳＲ：scheduling request）のために構成された複
数の直交リソースを含むＵＬキャリアを示す図。
【図２２Ｂ】同時のＳＲ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのために構成された複数の
直交リソースを含むＵＬキャリアを示す図。
【図２２Ｃ】ＳＲのために構成された複数の直交リソースを含むＵＬキャリアを示す図で
あって、該複数の直交リソースのうちの少なくとも１つがＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クのために使用され得る。
【図２３Ａ】ｅＮＢの観点からのＳＯＲＴＤ　ＣＱＩフィードバックのための例示的なプ
ロセスを示すフローチャート。
【図２３Ｂ】ＵＥの観点からのＳＯＲＴＤ　ＣＱＩフィードバックのための例示的なプロ
セスを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明の目的
で、１つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。
ただし、様々な態様は、これらの具体的な詳細なしに実施され得ることは明白であろう。
他の例では、これらの態様の説明を円滑にするために、よく知られている構造およびデバ
イスをブロック図の形態で示す。
【００２１】
　図１において、通信システム１００は、発展型ベースノード（ｅＮＢ）１０２として示
されたノードを配置し、そのｅＮＢ１０２は、スケジューラ１０４に応答して、送信ダイ
バーシティのためにアップリンク１１２上でユーザ機器（ＵＥ）１１０が使用することが
できるアップリンク（ＵＬ）直交リソース１０８の割当てをダウンリンク１０６を介して
送信する。そのために、ｅＮＢ１０２の送信機（Ｔｘ）１１４および受信機（Ｒｘ）１１
６は、多入力多出力（ＭＩＭＯ）動作のために複数のアンテナ１１８を使用することがで
きる。同様に、ＵＥ１１０の送信機（Ｔｘ）１２０および受信機（Ｒｘ）１２２は、ＭＩ
ＭＯ動作のために複数のアンテナ１２４を使用することができる。例示的な態様では、Ｕ
Ｅ１１０のコンピューティングプラットフォーム１２６は、送信ダイバーシティのために
３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ＡにおけるＰＵＣＣＨリソース割振り用の割当てを利用する。
【００２２】
　ＰＵＣＣＨは、アップリンク（ＵＬ）制御チャネルにおける１つまたは複数のＵＬ直交
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リソース１０８上でＵＥ１１０からｅＮＢ１０２に送信される。図２は、アップリンク（
ＵＬ）制御チャネルの例示的な構造２００を示す図である。構造２００は、ＵＬサブフレ
ーム２１０を備え、ＵＬサブフレーム２１０は、周波数領域のサブキャリアにおいて複数
のリソースブロック（ＲＢ：resource block）に分割され、各ＲＢ（たとえば、２３１）
が１つのスロット中に配置されるように時間領域において２つのスロット（たとえば、２
１１および２２２）に分割される。図示の例では、ＵＬサブフレーム２１０は１ｍｓ長で
あり、ＲＢ２２０はＲＢ１から
【数１】

【００２３】
にわたり、ここで、
【数２】

【００２４】
はＵＬ制御チャネル中のＲＢの最大数に対応する。例示的な実施形態では、各ＲＢ（たと
えば、２３１）は周波数領域中に１２個のサブキャリアを含む。いくつかの態様では、単
一のＲＢは、時間領域において２つのスロット（たとえば、２１１および２２２）にわた
って配置される。そのような態様では、ＲＢは、同じ周波数サブキャリア内に２つのスロ
ットにわたって配置されてもされなくてもよい。たとえば、ＲＢは、ＲＢがスロット１に
おいて周波数レンジの下部の近くのサブキャリアを占有し、またスロット２において周波
数レンジの上部の近くのサブキャリアを占有するように、ミラーホッピングされ得る。
【００２５】
　いくつかの態様では、本明細書の教示は、大規模カバレージ（たとえば、一般にマクロ
セルネットワークと呼ばれる、３Ｇ（第３世代）ネットワークなどの広域セルラーネット
ワーク）、およびより小規模のカバレージ（たとえば、住居ベースまたは建築物ベースの
ネットワーク環境）を含むネットワークにおいて採用され得る。アクセス端末（「ＡＴ」
）がそのようなネットワーク中を移動するとき、アクセス端末は、あるロケーションでは
、マクロカバレージを与えるアクセスノード（「ＡＮ」）によってサービスされ得、他の
ロケーションでは、より小規模のカバレージを与えるアクセスノードによってサービスさ
れ得る。いくつかの態様では、より小さいカバレージノードを使用して、（たとえば、よ
りロバストなユーザエクスペリエンスのために）増分キャパシティの増大と、屋内カバレ
ージと、様々なサービスとを与え得る。本明細書での説明では、比較的大きいエリアにわ
たるカバレージを与えるノードを、マクロノードと呼ぶことがある。比較的小さいエリア
（たとえば、住居）にわたるカバレージを与えるノードを、フェムトノードと呼ぶことが
ある。マクロエリアよりも小さく、フェムトエリアよりも大きいエリアにわたるカバレー
ジを与える（たとえば、商業建築物内のカバレージを与える）ノードを、ピコノードと呼
ぶことがある。
【００２６】
　マクロノード、フェムトノード、またはピコノードに関連付けられたセルを、それぞれ
、マクロセル、フェムトセル、またはピコセルと呼ぶことがある。いくつかの実装形態で
は、各セルをさらに１つまたは複数のセクタに関連付ける（たとえば、分割する）ことが
ある。
【００２７】
　様々な適用例では、マクロノード、フェムトノード、またはピコノードを指すために他
の用語を使用することがある。たとえば、マクロノードを、アクセスノード、基地局、ア
クセスポイント、ｅノードＢ、マクロセルなどとして構成すること、またはそのように呼
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ぶことがある。また、フェムトノードを、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、アクセス
ポイント基地局、フェムトセルなどとして構成すること、またはそのように呼ぶことがあ
る。
【００２８】
　図３に、本明細書の教示が実装され得る、いくつかのユーザをサポートするように構成
されたワイヤレス通信システム３００を示す。システム３００は、たとえば、マクロセル
３０２ａ～３０２ｇなど、複数のセル３０２の通信を可能にし、各セルは、対応するアク
セスノード３０４（たとえば、アクセスノード３０４ａ～３０４ｇ）によってサービスさ
れる。図３に示すように、アクセス端末３０６（たとえば、アクセス端末３０６ａ～３０
６ｌ）は、時間とともにシステム全体にわたって様々なロケーションに分散され得る。各
アクセス端末３０６は、たとえば、アクセス端末３０６がアクティブであるどうか、およ
びアクセス端末３０６がソフトハンドオフ中であるどうかに応じて、所与の瞬間に順方向
リンク（「ＦＬ」）および／または逆方向リンク（「ＲＬ」）上で１つまたは複数のアク
セスノード３０４と通信し得る。ワイヤレス通信システム３００は大きい地理的領域にわ
たってサービスを提供し得る。たとえば、マクロセル３０２ａ～３０２ｇは、近傍の数ブ
ロックをカバーし得る。
【００２９】
　図４に示す例では、基地局４１０ａ、４１０ｂおよび４１０ｃは、それぞれマクロセル
４０２ａ、４０２ｂおよび４０２ｃのためのマクロ基地局であり得る。基地局４１０ｘは
、端末４２０ｘと通信しているピコセル４０２ｘのためのピコ基地局であり得る。基地局
４１０ｙは、端末４２０ｙと通信しているフェムトセル４０２ｙのためのフェムト基地局
であり得る。簡単のために図４には示されていないが、マクロセルはエッジにおいて重複
することがある。ピコセルおよびフェムトセルは、（図４に示すように）マクロセル内に
位置するか、あるいはマクロセルおよび／または他のセルと重複することがある。
【００３０】
　ワイヤレスネットワーク４００はまた、中継局、たとえば、端末４２０ｚと通信する中
継局４１０ｚを含み得る。中継局は、上流局からデータおよび／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に送る局である。上流局は、
基地局、別の中継局、または端末であり得る。下流局は、端末、別の中継局、または基地
局であり得る。中継局はまた、他の端末に対する送信を中継する端末であり得る。中継局
は、低再使用プリアンブルを送信および／または受信し得る。たとえば、中継局は、ピコ
基地局と同様の方法で低再使用プリアンブルを送信し得、端末と同様の方法で低再使用プ
リアンブルを受信し得る。
【００３１】
　ネットワークコントローラ４３０は、基地局のセットに結合し、これらの基地局の調整
および制御を行い得る。ネットワークコントローラ４３０は、単一のネットワークエンテ
ィティまたはネットワークエンティティの集合であり得る。ネットワークコントローラ４
３０はバックホールを介して基地局４１０と通信し得る。バックホールネットワーク通信
４３４は、そのような分散アーキテクチャを採用する基地局４１０ａ～４１０ｃ間のポイ
ントツーポイント通信を可能にすることができる。また、基地局４１０ａ～４１０ｃは、
たとえば、直接的にあるいはワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを
介して間接的に、互いに通信し得る。
【００３２】
　ワイヤレスネットワーク４００は、マクロ基地局（図４に図示せず）のみを含む同種ネ
ットワークであり得る。ワイヤレスネットワーク４００はまた、たとえば、マクロ基地局
、ピコ基地局、フェムト（ホーム）基地局、中継局など、様々なタイプの基地局を含む異
種ネットワークであり得る。これらの様々なタイプの基地局は、様々な送信電力レベル、
様々なカバレージエリア、およびワイヤレスネットワーク４００中の干渉に対する様々な
影響を有し得る。たとえば、マクロ基地局は、高い送信電力レベル（たとえば、２０ワッ
ト）を有し得るが、ピコ基地局、フェムト基地局は、低い送信電力レベル（たとえば、９
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ワット）を有し得る。本明細書で説明する技法は同種ネットワークと異種ネットワークと
のために使用され得る。
【００３３】
　複数の端末４２０は、ワイヤレスネットワーク４００全体にわたって分散され得、各端
末は固定でも移動でもよい。端末は、アクセス端末（ＡＴ）、移動局（ＭＳ）、ユーザ機
器（ＵＥ）、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。端末は、セルラー電話、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバ
イス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ
）局などであり得る。端末は、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、基地局から端末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、端末から基地局への通信リンクを指す。
【００３４】
　端末は、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、および／または他のタイプの基
地局と通信することが可能であり得る。図４では、両矢印の実線は、ダウンリンクおよび
／またはアップリンク上の、端末とその端末をサービスするように指定された基地局であ
るサービング基地局との間の所望の送信を示す。両矢印の破線は、端末と基地局との間の
干渉送信を示す。干渉基地局は、ダウンリンク上で端末への干渉を引き起こし、および／
またはアップリンク上で端末からの干渉を観測する基地局である。
【００３５】
　ワイヤレスネットワーク４００は、同期または非同期動作をサポートし得る。同期動作
では、基地局は同じフレームタイミングを有し、異なる基地局からの送信は時間的に整合
される。非同期動作では、基地局は異なるフレームタイミングを有することがあり、異な
る基地局からの送信は時間的に整合されないことがある。非同期動作は、屋内に展開され
得るピコ基地局およびフェムト基地局ではより一般的であり得、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＧＰＳ）などの同期ソースにアクセスできないことがあ
る。
【００３６】
　一態様では、システム容量を改善するために、それぞれの基地局４１０ａ～４１０ｃに
対応するカバレージエリア４０２ａ、４０２ｂ、または４０２ｃは、複数のより小さいエ
リア（たとえば、エリア４０４ａ、４０４ｂ、および４０４ｃ）に区分され得る。より小
さいエリア４０４ａ、４０４ｂ、および４０４ｃの各々は、それぞれのベーストランシー
バサブシステム（ＢＴＳ、図示せず）によってサービスされ得る。本明細書および当技術
分野で一般に使用する「セクタ」という用語は、この用語が使用される文脈に応じて、Ｂ
ＴＳおよび／またはそのカバレージエリアを指すことがある。一例では、セル４０２ａ、
４０２ｂ、４０２ｃ中のセクタ４０４ａ、４０４ｂ、４０４ｃは、基地局４１０における
アンテナのグループ（図示せず）によって形成され、アンテナの各グループは、セル４０
２ａ、４０２ｂ、または４０２ｃの一部分において端末４２０との通信を受け持つ。たと
えば、セル４０２ａをサービスする基地局４１０は、セクタ４０４ａに対応する第１のア
ンテナグループと、セクタ４０４ｂに対応する第２のアンテナグループと、セクタ４０４
ｃに対応する第３のアンテナグループとを有することができる。だたし、本明細書で開示
する様々な態様は、セクタ化されたセルおよび／またはセクタ化されていないセルを有す
るシステムにおいて使用され得ることを諒解されたい。さらに、任意の数のセクタ化され
たセルおよび／またはセクタ化されていないセルを有するすべての好適なワイヤレス通信
ネットワークは、本明細書に添付の特許請求の範囲の範囲内に入るものであることを諒解
されたい。簡単のために、本明細書で使用する「基地局」という用語は、セクタをサービ
スする局ならびにセルをサービスする局の両方を指すことがある。本明細書で使用する、
独立リンクシナリオにおけるダウンリンクセクタはネイバーセクタであることを諒解され
たい。以下の説明は、概して、各端末が簡単のために１つのサービングアクセスポイント
と通信するシステムに関するが、端末は任意の数のサービングアクセスポイントと通信す
ることができることを諒解されたい。
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【００３７】
　図５に、１つまたは複数のフェムトノードがネットワーク環境内に展開された例示的な
通信システム５００を示す。特に、システム５００は、比較的小規模のネットワーク環境
（たとえば、ユーザ住居５３０ａおよび５３０ｂ）中に設置された複数のフェムトノード
５１０（たとえば、フェムトノード５１０ａおよび５１０ｂ）を含む。各フェムトノード
５１０は、ワイドエリアネットワーク５４０（たとえば、インターネット）に結合され得
る。各フェムトノード５１０はまた、マクロセルアクセス５６０を介して、あるいはＤＳ
Ｌルータ、ケーブルモデム、ワイヤレスリンク、または他の接続手段（図示せず）を介し
てモバイル事業者コアネットワーク５５０に結合され得る。以下で説明するように、各フ
ェムトノード（たとえば、５１０ａまたは５１０ｂ）は、関連するアクセス端末５２０（
たとえば、アクセス端末５２０ａ）、および、随意に、外来（alien）アクセス端末５２
０（たとえば、アクセス端末５２０ｂ）をサービスするように構成され得る。言い換えれ
ば、フェムトノードへのアクセスは制限され得、それによって、所与のアクセス端末（た
とえば、５２０ａ）は、指定された（１つまたは複数の）（たとえば、ホーム）フェムト
ノードのセット（たとえば、５１０ａ）によってサービスされ得るが、指定されていない
フェムトノード（たとえば、ネイバーのフェムトノード５１０ｂ）によってサービスされ
得ない。
【００３８】
　図６に、いくつかの追跡エリア６０２（またはルーティングエリアもしくはロケーショ
ンエリア）が画定されたカバレージマップ６００の例を示し、そのエリアの各々はいくつ
かのマクロカバレージエリア６０４を含む。ここで、追跡エリア６０２ａ、６０２ｂ、お
よび６０２ｃに関連付けられたカバレージのエリアは太線によって示され、マクロカバレ
ージエリア６０４は六角形によって表される。追跡エリア６０２はフェムトカバレージエ
リア６０６をも含む。この例では、フェムトカバレージエリア６０６の各々（たとえば、
フェムトカバレージエリア６０６ｃ）は、マクロカバレージエリア６０４（たとえば、マ
クロカバレージエリア６０４ｂ）内に示されている。ただし、フェムトカバレージエリア
６０６は、完全にマクロカバレージエリア６０４内にあるわけではないことを諒解された
い。実際には、多数のフェムトカバレージエリア６０６が所与の追跡エリア６０２または
マクロカバレージエリア６０４とともに画定され得る。また、１つまたは複数のピコカバ
レージエリア（図示せず）が所与の追跡エリア６０２またはマクロカバレージエリア６０
４内に画定され得る。
【００３９】
　再び図５を参照すると、フェムトノード５１０の所有者は、たとえば、３Ｇモバイルサ
ービスなど、マクロセルラーネットワーク（たとえば、モバイル事業者コアネットワーク
５５０）を通して提供されるモバイルサービスに加入し得る。さらに、アクセス端末５２
０は、マクロ環境と、より小規模の（たとえば、宅内）ネットワーク環境の両方で動作す
ることが可能であり得る。言い換えれば、アクセス端末５２０の現在のロケーションに応
じて、所与のアクセス端末（たとえば、５２０ｃ）は、マクロセルラーネットワーク５５
０のアクセスノード５６０によってサービスされ得、あるいは代替的に、所与のアクセス
端末（たとえば、５２０ａまたは５２０ｂ）は、フェムトノード５１０のセットのうちの
いずれか１つ（たとえば、対応するユーザ住居５３０ａおよび５３０ｂ内に常駐するフェ
ムトノード５１０ａおよび５１０ｂ）によってサービスされ得る。たとえば、加入者は、
自宅の外にいるときは標準のマクロアクセスノード（たとえば、マクロセルアクセス５６
０）によってサービスされ、自宅の中にいるときはフェムトノード（たとえば、ノード５
１０ａ）によってサービスされる。ここで、フェムトノード５１０は既存のアクセス端末
５２０と後方互換性があり得ることを諒解されたい。
【００４０】
　フェムトノード５１０は、単一の周波数上に展開され得、または代替として、複数の周
波数上に展開され得る。特定の構成に応じて、単一の周波数、あるいは複数の周波数のう
ちの１つまたは複数は、マクロノード（たとえば、マクロセルアクセス５６０）によって
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使用される１つまたは複数の周波数と重複することがある。
【００４１】
　いくつかの態様では、アクセス端末５２０は、そのような接続性が可能であるときはい
つでも、好適なフェムトノード（たとえば、アクセス端末５２０のホームフェムトノード
）に接続するように構成され得る。たとえば、アクセス端末５２０がユーザの住居５３０
（たとえば、５３０ａまたは５３０ｂ）内にあるときはいつでも、アクセス端末５２０（
たとえば、５２０ａまたは５２０ｂ）がホームフェムトノード５１０（たとえば、５１０
ａまたは５１０ｂ）のみと通信することが望ましいことがある。
【００４２】
　いくつかの態様では、アクセス端末５２０がマクロセルラーネットワーク５５０内で動
作しているが、（たとえば、好適なローミングリスト中で定義された）その最も好適なネ
ットワーク上に存在していない場合、アクセス端末５２０は、ベターシステムリセレクシ
ョン（Better System Reselection）（「ＢＳＲ」）を使用して、最も好適なネットワー
ク（たとえば、好適なフェムトノード５１０）を探索し続ける。ベターシステムリセレク
ションは、利用可能なシステムの周期的なスキャンを行って、より良好なシステムが現在
利用可能であるかどうかを決定し、その後、そのような好適なシステムに関連付けようと
する。捕捉（acquisition）エントリを用いて、アクセス端末５２０は特定の帯域および
チャネルの探索を制限し得る。たとえば、最も好適なシステムの探索が周期的に繰り返さ
れる。好適なフェムトノード５１０が発見されると、アクセス端末５２０は、そのカバレ
ージエリア内にキャンプ（camp）するためにフェムトノード５１０を選択する。
【００４３】
　フェムトノードは、いくつかの態様では、制限されることがある。たとえば、所与のフ
ェムトノードは、いくつかのサービスをいくつかのアクセス端末のみに提供し得る。いわ
ゆる制限付きrestricted（またはクローズドclosed）接続（association）での展開では
、所与のアクセス端末は、マクロセルモバイルネットワークと、フェムトノードの定義さ
れたセット（たとえば、対応するユーザ住居５３０内に存在するフェムトノード５１０）
とによってのみサービスされ得る。いくつかの実装形態では、ノードは、少なくとも１つ
のノードに、シグナリング、データアクセス、登録、ページング、またはサービスのうち
の少なくとも１つを与えないように制限される。
【００４４】
　いくつかの態様では、（限定加入者グループホームノードＢ(Closed Subscriber Group
 Home nodeB)と呼ばれることもある）制限(restricted)フェムトノードは、制限された(r
estricted)プロビジョニングされた(provisioned)アクセス端末のセットにサービスを提
供するノードである。このセットは、必要に応じて、一時的にまたは永続的に拡大され得
る。いくつかの態様では、限定加入者グループ（Closed Subscriber Group）（「ＣＳＧ
」）は、アクセス端末の共通のアクセス制御リストを共有するアクセスノード（たとえば
、フェムトノード）のセットとして定義される。領域中のすべてのフェムトノード（また
はすべての制限フェムトノード）が動作するチャネルをフェムトチャネルと呼ぶことがあ
る。
【００４５】
　したがって、所与のフェムトノードと所与のアクセス端末との間には様々な関係が存在
し得る。たとえば、アクセス端末の観点から、オープンフェムトノードは、制限付き接続
のないフェムトノードを指すことがある。制限フェムトノードは、何らかの形で制限され
た（たとえば、接続(association)および／または登録について制限された）フェムトノ
ードを指すことがある。ホームフェムトノードは、アクセス端末がアクセスし、その上で
動作することを許可されるフェムトノードを指すことがある。ゲストフェムトノードは、
アクセス端末がアクセスするかまたはその上で動作することを一時的に許可されるフェム
トノードを指すことがある。外来(alien)フェムトノードは、おそらく非常事態（たとえ
ば、９１１番）を除いて、アクセス端末がアクセスするかまたはその上で動作することを
許可されないフェムトノードを指すことがある。
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【００４６】
　制限フェムトノードの観点から、ホームアクセス端末は、制限フェムトノードへのアク
セスを許可されたアクセス端末を指すことがある。ゲストアクセス端末は、制限フェムト
ノードへの一時的アクセスをもつアクセス端末を指すことがある。外来アクセス端末は、
たとえば、おそらく９１１番などの非常事態を除いて、制限フェムトノードにアクセスす
る許可を有していないアクセス端末（たとえば、制限フェムトノードに登録する証明書ま
たは許可を有していないアクセス端末）を指すことがある。
【００４７】
　便宜上、上記の説明は、フェムトノードの文脈で様々な機能について説明したものであ
る。ただし、ピコノードは、同じまたは同様の機能をより大きいカバレージエリアに提供
し得ることを諒解されたい。たとえば、所与のアクセス端末に対して、ピコノードを制限
すること、ホームピコノードを定義することなどが可能であり得る。
【００４８】
　ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレスアクセス端末のための通信を同
時にサポートし得る。上述のように、各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上での
伝送を介して１つまたは複数の基地局と通信し得る。順方向リンク（またはダウンリンク
）は基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク（またはアップリンク）は端末
から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力システム、多入力多
出力（「ＭＩＭＯ」）システム、または何らかの他のタイプのシステムを介して確立され
得る。
【００４９】
　図７を参照すると、一態様による多元接続ワイヤレス通信システムが示されている。ア
クセスポイント（ＡＰ）７００は複数のアンテナグループを含み、あるアンテナグループ
は７０７と７０６とを含み、別のアンテナグループは７０８と７１０とを含み、追加のア
ンテナグループは７１２と７１４とを含む。図７では、アンテナグループごとに２つのア
ンテナのみが示されているが、アンテナグループごとにより多いまたはより少ないアンテ
ナが利用され得る。ユーザ機器（ＵＥ）７１６はアンテナ７１２および７１４と通信して
おり、アンテナ７１２および７１４は、順方向リンク７２０を介してＵＥ７１６に情報を
送信し、逆方向リンク７１８を介してＵＥ７１６から情報を受信する。ユーザ機器（ＵＥ
）７２２はアンテナ７０６および７０８と通信しており、アンテナ７０６および７０８は
、順方向リンク７２６を介してＵＥ７２２に情報を送信し、逆方向リンク７２４を介して
ＵＥ７２２から情報を受信する。ＦＤＤシステムでは、通信リンク７１８、７２０、７２
４および７２６は、通信のための異なる周波数を使用し得る。たとえば、順方向リンク７
２０は、逆方向リンク７１８によって使用される周波数とは異なる周波数を使用し得る。
【００５０】
　アンテナの各グループ、および／またはアンテナが通信するために設計されたエリアは
、しばしば、アクセスポイントのセクタと呼ばれる。この態様では、アンテナグループは
それぞれ、アクセスポイント７００によってカバーされるエリアのセクタ内でアクセス端
末に通信するように設計される。
【００５１】
　順方向リンク７２０および７２６を介した通信では、アクセスポイント７００の送信ア
ンテナは、異なるＵＥ７１６および７２２に対して順方向リンクの信号対雑音比を改善す
るためにビームフォーミングを利用する。また、アクセスポイントが、ビームフォーミン
グを使用して、そのカバレージ中にランダムに分散されたＵＥに送信するほうが、アクセ
スポイントがシングルアンテナを介してすべてのそのアクセス端末に送信するよりも、隣
接セル中のアクセス端末への干渉が小さくなる。
【００５２】
　アクセスポイントは、端末との通信に使用される固定局であり得、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。ＵＥは、アクセス端末、ワイ
ヤレス通信デバイス、端末、または何らかの他の用語と呼ばれることもある。
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【００５３】
　ＭＩＭＯシステムは、データ伝送のために複数（ＮT）個の送信アンテナと複数（ＮR）
個の受信アンテナとを使用する。ＮT個の送信アンテナとＮR個の受信アンテナとによって
形成されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるＮS個の独立チャネルに分解
され得、ただし、ＮS≦ｍｉｎ｛ＮT，ＮR｝である。ＮS個の独立チャネルの各々は１つの
次元に対応する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成された追加の次元
数が利用された場合、ＭＩＭＯシステムは改善されたパフォーマンス（たとえば、より高
いスループットおよび／またはより大きい信頼性）を与え得る。
【００５４】
　ＭＩＭＯシステムは時分割複信（「ＴＤＤ」）および周波数分割複信（「ＦＤＤ」）を
サポートし得る。ＴＤＤシステムでは、順方向リンク送信と逆方向リンク送信とが同じ周
波数領域上で行われるので、相反定理により逆方向リンクチャネルからの順方向リンクチ
ャネルの推定が可能である。これにより、複数のアンテナがアクセスポイントで利用可能
なとき、アクセスポイントは順方向リンク上で送信ビームフォーミング利得を抽出するこ
とが可能になる。
【００５５】
　本明細書の教示は、少なくとも１つの他のノードと通信するための様々な構成要素を採
用するノード（たとえば、デバイス）に組み込まれ得る。図８に、ノード間の通信を可能
にするために採用され得るいくつかの例示的な構成要素を示す。詳細には、図８は、ＭＩ
ＭＯシステム８００のワイヤレスデバイス８１０（たとえば、アクセスポイント）および
ワイヤレスデバイス８５０（たとえば、アクセス端末）を示している。デバイス８１０で
は、いくつかのデータストリームのトラフィックデータが、データソース８１２から送信
（「ＴＸ」）データプロセッサ８１４に供給される。
【００５６】
　いくつかの態様では、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信さ
れる。ＴＸデータプロセッサ８１４は、符号化データを与えるために、各データストリー
ムのトラフィックデータを、そのデータストリーム用に選択された特定の符号化方式に基
づいてフォーマットし、符号化し、インターリーブする。
【００５７】
　各データストリームの符号化データは、ＯＦＤＭ技法を使用してパイロットデータで多
重化され得る。パイロットデータは、典型的には、既知の方法で処理され、チャネル応答
を推定するために受信機システムにおいて使用され得る、既知のデータパターンである。
次いで、各データストリームの多重化されたパイロットデータおよび符号化データは、変
調シンボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方式（たと
えば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ）に基づいて変調（すなわち
、シンボルマッピング）される。各データストリームのデータレート、符号化、および変
調は、プロセッサ８３０によって実行される命令によって決定され得る。データメモリ８
３２は、プロセッサ８３０またはデバイス８１０の他の構成要素によって使用されるプロ
グラムコード、データ、および他の情報を記憶し得る。
【００５８】
　次いで、すべてのデータストリームの変調シンボルがＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ８２０
に供給され、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ８２０はさらに（たとえば、ＯＦＤＭ用に）その
変調シンボルを処理し得る。次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ８２０は、ＮT個の変調
シンボルストリームを、各々が送信機（ＴＭＴＲ）と受信機（ＲＣＶＲ）とを有するＮT

個のトランシーバ（「ＸＣＶＲ」）８２２ａ～８２２ｔに供給する。いくつかの態様では
、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ８２０は、データストリームのシンボルと、シンボルの送信
元のアンテナとにビームフォーミング重みを付加する。
【００５９】
　各トランシーバ８２２ａ～８２２ｔは、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理
して、１つまたは複数のアナログ信号を供給し、さらに、それらのアナログ信号を調整（
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たとえば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して、ＭＩＭＯチャネルを介
して送信するのに適した変調信号を与える。次いで、トランシーバ８２２ａ～８２２ｔか
らのＮT個の変調信号は、それぞれＮT個のアンテナ８２４ａ～８２４ｔから送信される。
【００６０】
　デバイス８５０では、送信された変調信号はＮR個のアンテナ８５２ａ～８５２ｒによ
って受信され、各アンテナ８５２ａ～８５２ｒからの受信信号は、それぞれのトランシー
バ（「ＸＣＶＲ」）８５４ａ～８５４ｒに供給される。各トランシーバ８５４ａ～８５４
ｒ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、およびダウンコンバ
ート）し、調整された信号をデジタル化して、サンプルを与え、さらにそれらのサンプル
を処理して、対応する「受信」シンボルストリームを与える。
【００６１】
　次いで、受信（「ＲＸ」）データプロセッサ８６０は、特定の受信機処理技法に基づい
てＮR個のトランシーバ８５４ａ～８５４ｒからＮR個の受信シンボルストリームを受信し
、処理して、ＮT個の「検出」シンボルストリームを与える。次いで、ＲＸデータプロセ
ッサ８６０は、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、デ
ータストリームのトラフィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ８６０による処
理は、デバイス８１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ８２０およびＴＸデータプロセ
ッサ８１４によって実行される処理を補足するものである。
【００６２】
　プロセッサ８７０は、どのプリコーディング行列を使用すべきかを定期的に決定する。
プロセッサ８７０は、行列インデックス部分とランク値部分とを備える逆方向リンクメッ
セージを作成する。データメモリ８７２は、プロセッサ８７０またはデバイス８５０の他
の構成要素によって使用されるプログラムコード、データ、および他の情報を記憶し得る
。
【００６３】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび／または受信データストリームに関する
様々なタイプの情報を備え得る。次いで、逆方向リンクメッセージは、データソース８３
６からいくつかのデータストリームのトラフィックデータをも受信するＴＸデータプロセ
ッサ８３８によって処理され、変調器８８０によって変調され、トランシーバ８５４ａ～
８５４ｒによって調整され、デバイス８１０に返信される。
【００６４】
　デバイス８１０では、デバイス８５０からの変調信号は、アンテナ８２４ａ～８２４ｔ
によって受信され、トランシーバ８２２ａ～８２２ｔによって調整され、復調器（「ＤＥ
ＭＯＤ」）８４０によって復調され、ＲＸデータプロセッサ８４２によって処理されて、
デバイス８５０によって送信された逆方向リンクメッセージが抽出される。次いで、プロ
セッサ８３０は、ビームフォーミング重みを決定するためにどのプリコーディング行列を
使用すべきかを決定し、次いで、抽出されたメッセージを処理する。
【００６５】
　図８はまた、通信構成要素が、干渉制御動作を実行する１つまたは複数の構成要素を含
み得ることを示す。たとえば、干渉（「ＩＮＴＥＲ」）制御構成要素８９０は、デバイス
８１０のプロセッサ８３０および／または他の構成要素と協働して、別のデバイス（たと
えば、デバイス８５０）との間で信号を送信／受信し得る。同様に、干渉制御構成要素８
９２は、デバイス８５０のプロセッサ８７０および／または他の構成要素と協働して、別
のデバイス（たとえば、デバイス８１０）との間で信号を送信／受信し得る。各デバイス
８１０および８５０について、説明された構成要素の１つまたは複数の機能は単一の構成
要素によって提供され得ることを諒解されたい。たとえば、単一の処理構成要素が干渉制
御構成要素８９０およびプロセッサ８３０の機能を提供し、また、単一の処理構成要素が
干渉制御構成要素８９２およびプロセッサ８７０の機能を提供し得る。
【００６６】
　現在、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．１０においてＵＬシングルアンテナポートモードが定義されて
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動と同じである。厳密なＵＥ実装形態はＵＥベンダー（たとえば、ＰＡアーキテクチャ）
に任せられている。詳細なシナリオおよび動作は定義されていないが、ＰＵＣＣＨ、およ
び／または物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、および／またはサウンディン
グ基準信号（ＳＲＳ：Sounding Reference Signal）送信が、シングルアップリンクアン
テナポート送信のために独立して構成され得る。
【００６７】
　ｅＮＢがＵＥ送信アンテナ構成に気づく前は、アップリンク（ＵＬ）シングルアンテナ
ポートモードがデフォルトの動作モードである。パフォーマンスの向上のために複数のＰ
ＵＣＣＨリソースを採用した送信ダイバーシティ方式が利用可能である。特に、同じ変調
シンボルｄ（０）が異なるアンテナから異なる直交リソース上で送信される、空間直交リ
ソース送信ダイバーシティ（ＳＯＲＴＤ）が適用される。リソース割振りはこれから定義
されることになる。ＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂもこれから対処されることに
なる。
【００６８】
　４つの送信アンテナ（４Ｔｘ）のための複数リソースＰＵＣＣＨは、２つの仮想アンテ
ナ上に２Ｔｘ送信ダイバーシティ（ＴｘＤ）を適用することによって達成され得るが、仮
想化の詳細はＵＥ実装の問題として残されている。
【００６９】
　ＰＵＣＣＨは異なるフォーマットに分割され得る。Ｒｅｌ－８におけるＰＵＣＣＨモー
ドに関しては、ＰＵＣＣＨ上にＵＬ制御情報の以下の組合せがサポートされる。
【００７０】
　フォーマット１ａまたは１ｂでＡＣＫ／ＮＡＣＫ、
　チャネル選択をもつフォーマット１ｂでＡＣＫ／ＮＡＣＫ、
　フォーマット１でＳＲ、
　フォーマット１ａまたは１ｂでＡＣＫ／ＮＡＣＫ＋ＳＲ、
　フォーマット２でＣＱＩ、および
　ノーマルＣＰの場合フォーマット２ａまたは２ｂ、拡張ＣＰの場合フォーマット２で、
ＣＱＩ＋ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
　図１に関して上記で示したように、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、
ＵＥ１１０から発展型ベースノード（ｅＮＢ）１０２へのアップリンクアクセスリンクで
ある。ＰＵＣＣＨは、肯定応答および／または否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、チャネル
品質インジケータ（ＣＱＩ：channel quality indicator）および／またはスケジューリ
ング要求（ＳＲ）を示す制御情報をｅＮＢ１０２に送信するために使用され得る。ＰＵＣ
ＣＨは、ＵＥ１１０の観点からは、たとえば、周波数領域における１２個のサブキャリア
と時間領域における１つのスロットとを備える、１つのリソースブロック（ＲＢ）として
見られる。
【００７１】
　Ｉ．　ＡＣＫ／ＮＡＣＫの動的スケジューリング
　たいていの場合、スケジューリングは完全に動的である。ダウンリンク方向では、デー
タが利用可能であるとき、リソースが割り当てられる。データがアップリンクにおいて送
られるべき場合は、データがＵＥのアップリンクバッファ中に到着したときはいつでも、
ＵＥは送信機会を動的に要求する。ダウンリンク方向において送られるデータとアップリ
ンク送信機会とに関する情報は、各サブフレームの最初に送られる無線レイヤ制御チャネ
ル中で搬送される。
【００７２】
　サブフレームｎ－４における対応するＰＤＣＣＨ（物理ダウンリンク制御チャネル）を
もつＰＤＳＣＨ（物理ダウンリンク共有チャネル）送信の場合、
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【数３】

【００７３】
　ｎCCEは、対応するＤＣＩ（Downlink Control Information）（ダウンリンク制御情報
）割当てのための第１のＣＣＥ（Control Channel Element）（制御チャネル要素）のイ
ンデックスである。
【００７４】
　Ｎ(1)

PUCCHは上位レイヤ構成数である。
【００７５】
　サブフレームｎ－４におけるＰＤＣＣＨなしのＰＤＳＣＨ送信の場合、ＰＵＣＣＨリソ
ースインデックスは、上位レイヤによって構成され、半永続的スケジューリング（ＳＰＳ
：semi-persistent scheduling）アクティブ化において「ＴＰＣコマンド」値によって通
知される。リソースは、直交シーケンスインデックスとサイクリックシフトとを適用する
ことによってｎ(1)

PUCCHからマッピングされる。
【００７６】
　物理リソースは、ｎ(1)

PUCCHによって、最初に、ＰＵＣＣＨのために使用される帯域幅
のＲＢインデックスであるｍを決定し、次いで、ｍから、偶数スロットおよび奇数スロッ
ト中の物理ＲＢインデックスを得ることによって決定される。
【００７７】
　図９は、周波数分割複信（ＦＤＤ）動作におけるＲｅｌｅａｓｅ－８（Ｒｅｌ－８）Ｌ
ＴＥ　ＵＥによるＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを示す図９００である。図９００には
、第１の制御チャネル要素（control channel element:ＣＣＥ）９１１と、第２のＣＣＥ
９１２と、ＤＬデータチャネル（たとえば、ＰＤＳＣＨ）９１５とを含む、ＤＬサブフレ
ームｎ－４　９１０が示されている。このようにして、ＤＬサブフレームｎ－４　９１０
中の第１のＣＣＥ９１１内のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）および第２のＣＣＥ９１２
上のＤＣＩとともに、ＤＬデータチャネル９１５上のデータを用いてｅＮＢからＵＥへの
ダウンリンク（ＤＬ）データ送信が行われる。それに応答して、ＤＬデータ送信９０１に
対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ９４９がＵＬ制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）において
ＵＥからｅＮＢに送られる。この点について、ＤＣＩを搬送する第１のＣＣＥ９１１は、
（矢印９０１によって示されるように）ＵＬサブフレーム９４０におけるリソースブロッ
ク（ＲＢ９４１）および対応する直交リソースインデックスをポイントしている。図９に
示す例では、リソースブロックＲＢ９４１は、ＵＬサブフレーム９４０の２つのスロット
にわたってミラーホッピングされる。
【００７８】
　ＴＤＤのためのＲｅｌ－８　ＬＴＥ規格では、２つのＡＣＫ／ＮＡＣＫモードがサポー
トされている。第１のＡＣＫ／ＮＡＣＫモードでは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージはＵＬ
サブフレーム９４０中の１つのリソースにバンドル（bundle）され、第２のＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫモードでは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージはＵＬサブフレーム９４０中の複数のリソ
ースにおいて多重化される。ＵＬ－ＤＬ構成５：ＤＳＵＤＤＤＤＤＤＤの場合、第１の（
バンドリング）ＡＣＫ／ＮＡＣＫモードのみがサポートされる。
【００７９】
　図１０は、時分割複信（ＴＤＤ）動作におけるＲｅｌ－８　ＬＴＥ　ＵＥによるＡＣＫ
／ＮＡＣＫフィードバックを示す図である。第１のＤＬサブフレーム１０１０中の第１の
ＣＣＥ１０１１および第２のＣＣＥ１０１２上のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）ととも
に、ＤＬデータチャネル（たとえば、ＰＤＳＣＨ）１０１５上のデータを用いてｅＮＢか
らＵＥへの第１のダウンリンク（ＤＬ）データ送信が行われる。その後、第２のＤＬサブ
フレーム１０２０中の第１のＣＣＥ１０２１及び第２のＣＣＥ１０２２及び第３のＣＣＥ
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１０２３上のＤＣＩとともに、ＤＬデータチャネル（たとえば、ＰＤＳＣＨ）１０２５上
のデータを用いてｅＮＢからＵＥへの第２のＤＬデータ送信が行われる。ＤＬサブフレー
ム１０１０および１０２０中のスケジュールされたＣＣＥは、（矢印１００１および１０
０２によって示されるように）ＵＥによってＰＵＣＣＨのために使用されるべきＵＬサブ
フレーム１０４０中のスケジュールされたリソースブロックを指示するために使用される
。たとえば、ＣＣＥ１０１１は、ＵＬサブフレーム１０４０中のリソースブロックＲＢ１
　１０４１に対応し、ＣＣＥ１０２１は、ＵＬサブフレーム１０４０中のリソースブロッ
クＲＢ２　１０４２に対応する。図１０に示す例では、リソースブロックＲＢ１０４１お
よびＲＢ１０４２は、ＵＬサブフレーム１０４０の２つのスロットにわたってミラーホッ
ピングされる。
【００８０】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８　ＴＤＤにおける第１の（バンドリング）ＡＣＫ／ＮＡＣＫモード
では、ＤＬサブフレーム１とＤＬサブフレーム２とに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセー
ジ１０４９は、１つのリソースブロック（たとえば、ＲＢ１　１０４１）中にバンドルさ
れ、そのリソースブロック上でＵＬ制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）においてＵＥ
からｅＮＢに送信される。例として、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングは、ＡＮＤ演算によ
って単一のＵＬサブフレームｎに関連するＭ個のＤＬサブフレームにわたってコードワー
ドごとに実行される。
【００８１】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８　ＴＤＤでは第２の（多重化）ＡＣＫ／ＮＡＣＫモードでは、ＤＬ
サブフレーム１に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージ１０４９の第１の部分は、第１の
リソースブロック（たとえば、ＲＢ１　１０４１）上でＵＥからｅＮＢに送信され、第２
のＤＬサブフレーム２に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージ１０４９の第２の部分は、
第２のリソースブロック（たとえば、ＲＢ２　１０４２）上でＵＥからｅＮＢに送信され
る。たとえば、Ｍ＞１である場合、空間バンドリングは、ＡＮＤ演算によって各ＤＬサブ
フレーム中の複数のコードワードにわたって実行される。チャネル選択をもつＰＵＣＣＨ
フォーマット１ｂが、２ビットで送信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージとともに使用さ
れ得る。一方、Ｍ＝１である場合、ただ１つのＤＬサブフレームが単一のＵＬサブフレー
ムに関連付けられるので、空間バンドリングは実行されない。
【００８２】
　以下は、様々なＡＣＫ／ＮＡＣＫモードおよび／または様々な数（Ｍ）のサブフレーム
の下でＰＵＣＣＨ割振りのために使用され得る例示的な式である。
【００８３】
　Ａ．　ＡＣＫバンドリングまたはＭ＝１
【数４】

【００８４】
　ただし、ｍは、ＵＥがサブフレームｎ－ｋ＿ｍ中でＰＤＣＣＨを検出するような、Ｋ＝
｛ｋ＿０，ｋ＿１，．．．，ｋ＿Ｍ－１｝のセット中の最も小さいｋ＿ｍのインデックス
であり、ｎ＿ＣＣＥは、そのＰＤＣＣＨのための第１のＣＣＥの番号である。この方式で
は、Ｋにおける各ＤＬサブフレーム中の各ＣＣＥは異なるリソースにマッピングされる。
【００８５】
　Ｂ．　ＡＣＫ多重化（Ｍ＞１）
　各ｋ＿ｉについて、ＰＤＣＣＨがｎ－ｋ＿ｉにおいて送られるように、
ｎ(1)

PUCCH,i＝（Ｍ－ｉ－１）×Ｎp＋ｉ×Ｎp+1＋ｎCCE,i＋Ｎ(1)
PUCCH
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この方式では、ＡＣＫをフィードバックするために使用され得る複数のリソースがあるの
で、チャネル選択が使用される。
【００８６】
　本発明の一実施形態によれば、ｅＮＢは、単一のリソースを利用したシングルアンテナ
ポートモードで、または複数のリソースを利用したＳＯＲＴＤモードで、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するようにＬＴＥ－Ａ　ＵＥを構成することができる。シングルアンテナポート
モードでは、Ｒｅｌ－８動作と同様に、ＵＥは単一の直交リソース上でＡＣＫ／ＮＡＣＫ
を送信する。たとえば、送信アンテナ間に大量のアンテナ利得インバランス（ＡＧＩ：An
tenna Gain Imbalance）が存在するとき、シングルアンテナポートモードの使用はＳＯＲ
ＴＤモードの使用よりも優れている。
【００８７】
　ＳＯＲＴＤモードでは、実際のシナリオと上位レイヤ構成とに応じて、ＵＥは、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫをフィードバックするために、（ＳＯＲＴＤモードを利用するために）複数の
リソースを採用するかまたは（シングルアンテナポートモードの場合のように）単一のリ
ソースを採用することができる。ＳＯＲＴＤモードでは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クのために利用可能な複数のＰＵＣＣＨリソースがあるとＵＥが決定した場合、ＵＥは、
利用可能なリソースのセットから選択された２つの直交ＰＵＣＣＨリソースにわたってＳ
ＯＲＴＤを適用する。そうではなく、複数のＰＵＣＣＨリソースが利用可能でないとＵＥ
が決定した場合、ＵＥは単に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信のためにシングルアンテナポートモ
ードを採用する。
【００８８】
　図１１Ａは、ｅＮＢの観点からのＳＯＲＴＤモードにおけるアップリンク（ＵＬ）制御
チャネルリソース割振りのための例示的なプロセス１１００Ａを示すフローチャートであ
る。いかなる形でも本開示の範囲を限定する意図なしに説明を簡単にするために、図１を
参照しながらプロセス１１００Ａについて説明する。ＳＯＲＴＤモードのこの実施形態で
は、ｅＮＢは、たとえば、ＭＩＭＯ動作のために、ＵＥ１１０が複数のアンテナ１２４を
有することを示す制御情報を、すでにＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０から受信している
と仮定される。たとえば、ｅＮＢ１０２は、ＵＥ１１０がｅＮＢ１０２のネットワークま
たはセルに入ったとき、すでにそのような指示をＵＥ１１０から受信していることがある
。プロセス１１００Ａは、開始状態１１０１Ａから開始し、動作１１１０Ａに進み、ｅＮ
Ｂ１０２は、あらかじめ決められたアルゴリズムによって、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１
１０が使用するためにＵＥ１１０が選択する複数の直交リソースを決定する。この点につ
いて、ＵＥ１１０は、このあらかじめ決められたアルゴリズムに従って、これらの複数の
直交リソースを選択することになる。
【００８９】
　プロセス１１００Ａは動作１１２０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケ
ジューラ１０４は、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するために決定されたＵＥ１
１０が選択する複数の直交リソースを考慮に入れながら、ｅＮＢ１０２によってサービス
されるすべての他のＵＥが使用するためのリソースのスケジューリングを最適化する。
【００９０】
　プロセス１１００Ａは動作１１３０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、送信ダイバーシティを
用いて、選択された複数の直交リソース上のＵＬ制御チャネルで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックまたは他の制御情報などの制御情報をＵＥ１１０から受信する。プロセス１１
００Ａは終了状態１１４０Ａにおいて終了する。
【００９１】
　図１１Ｂは、ＵＥの観点からのＳＯＲＴＤモードにおけるアップリンク（ＵＬ）制御チ
ャネルリソース割振りのための例示的なプロセス１１００Ｂを示すフローチャートである
。いかなる形でも本開示の範囲を限定する意図なしに説明を簡単にするために、再び図１
を参照しながらプロセス１１００Ｂについて説明する。プロセス１１００Ｂは、開始状態
１１０１Ｂから開始し、動作１１１０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、あらかじめ決められたア
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ルゴリズムによって、ＵＬ制御チャネルのためにＵＥ１１０が使用する複数の直交リソー
スを選択する。プロセス１１００Ｂは動作１１２０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、送信ダイバ
ーシティを用いて、選択された複数の直交リソース上のＵＬ制御チャネルで、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫフィードバックまたは他の制御情報などの制御情報を送信する。プロセス１１００
Ｂは終了状態１１３０Ｂにおいて終了する。
【００９２】
　ＩＩ．　ＦＤＤにおけるＳＯＲＴＤ：ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
　次に、周波数分割複信（ＦＤＤ：frequency division duplex）動作におけるＳＯＲＴ
Ｄ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのためのＵＬ制御チャネルリソース割振りの様々な
例示的な実施形態について説明する。ＦＤＤ動作では、ＵＥのためのリソース割振りと他
の制御情報とを含むダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）が、単一のコンポーネント（ＤＬ）
キャリアまたは複数のコンポーネント（ＤＬ）キャリア中の１つまたは複数のＣＣＥを使
用して送信され得る。これらの二者択一的状況に対応する実施形態について以下で説明す
る。
【００９３】
　Ａ．　単一のコンポーネントＤＬキャリア
　単一のコンポーネントＤＬキャリアを使用するＦＤＤ動作では、対応するＤＣＩのアグ
リゲーション（aggregation）レベルが１よりも大きい（各ＤＬフレーム中に複数のＣＣ
Ｅがある）とき、ＤＣＩ中のＣＣＥにリンクされた複数のリソースが予約済みであり、Ｓ
ＯＲＴＤがそれらのうちの２つにわたって適用され得るので、ｅＮＢスケジューラ１０４
（図１）は追加のリソース割振りを実行する必要がない。
【００９４】
　しかしながら、対応するＤＣＩのアグリゲーションレベルが１に等しい（各ＤＬフレー
ム中に１つのＣＣＥがある）とき、ＵＬ制御チャネルにおいてＵＥ１１０が使用するリソ
ースをスケジュールするためのいくつかの可能な手法が存在する。１つの手法では、ＵＥ
がセルエッジになく、シングルアンテナポートモードが十分に良好であるとき、ＵＥ１１
０からｅＮＢ１０２へのＵＬ信号品質は十分強く、送信ダイバーシティを必要としないの
で、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのためにシングルアンテナポートモードが適用され
る。
【００９５】
　別の手法では、インデックスｎ＿ｃｃｅ＋Ｘを有するＣＣＥにリンクされた第２のリソ
ース１２２３が、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのフィードバックのために他のＵＥが使用するために
スケジュールされないことをｅＮＢスケジューラが保証する、予め定められたアルゴリズ
ムが使用される、図１２Ａによって示すＳＯＲＴＤスケジューリング方式が適用される。
ここで、ｎ＿ｃｃｅは、対応するＤＣＩのための第１のＣＣＥのインデックスであり、第
１のＣＣＥは、第１のリソース１２２１にリンクされており、Ｘは、上位レイヤ構成可能
パラメータ（たとえば、正または負のいずれかであり得る０でない整数）である。図１２
Ａの図示の例では、第２のリソースは、第１のリソースから３だけずれている（Ｘ＝３）
。このようにして、ＵＥは、ＵＬ制御チャネル上で使用するための第２のリソースを選択
するために、同じ予め定められたアルゴリズムを使用することができる。
【００９６】
　さらに別の手法では、図１２Ｂによって示すサイクリックシフトに関係するＳＯＲＴＤ
スケジューリング方式が適用され、この方式では、Δ＿ＰＵＣＣＨ＿ｓｈｉｆｔ＞１であ
るとき、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するための第２のリソースが、スケジュ
ールされたリソースのサイクリックシフト間隔よりも小さい、第１のリソースからの位置
オフセットに基づいて、ＵＥ１１０によって選択され得る、例として、ｅＮＢ１０２はパ
ラメータ「ｃｌｏｓｅｒ－ＣＳ－ｕｓａｂｌｅ」を真に設定し、次いで、ＳＯＲＴＤが、
ｎ＿ｃｃｅにリンクされた第１のリソース（ｎ＿ｏｃ，ｎ＿ｃｓ）と、第１のリソースか
らＹだけずれた第２のリソース（ｎ＿ｏｃ，ｎ＿ｃｓ＋Ｙ）とにわたって適用され、ただ
し、Ｙは、ＵＬ制御チャネルのためのリソース間のサイクリックシフト間隔（Δ＿ＰＵＣ
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ＣＨ＿ｓｈｉｆｔ）よりも小さい。この方式の利点は、たとえば、他のＵＥが使用するた
めにｅＮＢによってスケジュールされたリソースのサイクリックシフト間隔の間にあるリ
ソースを使用することによって、ＤＣＩがただ１つのみのＣＣＥを含むときでもＳＯＲＴ
Ｄが適用され得ることである。このようにして、ＵＥは、ＵＬ制御チャネル上で使用する
ための第２のリソースを選択するために、同じ予め定められたアルゴリズムを使用するこ
とができる。
【００９７】
　図１３Ａは、ｅＮＢの観点からのＦＤＤ動作における単一のコンポーネントキャリアに
対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセス１３００
Ａを示すフローチャートである。いかなる形でも本開示の範囲を限定する意図なしに説明
を簡単にするために、図１を参照しながらプロセス１３００Ａについて説明する。ＳＯＲ
ＴＤモードでは、ｅＮＢは、たとえば、ＭＩＭＯ動作のために、ＵＥ１１０が複数のアン
テナ１２４を有することを示す制御情報を、すでに、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０か
ら受信していると仮定される。たとえば、ｅＮＢ１０２は、ＵＥ１１０がｅＮＢ１０２の
ネットワークまたはセルに入ったとき、すでにそのような指示をＵＥ１１０から受信して
いることがある。プロセス１３００Ａは、開始状態１３０１Ａから開始し、動作１３１０
Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、あらかじめ決められたアルゴリズムによって、ＵＬ制御チャ
ネル上でＵＥ１１０が使用するためにＵＥ１１０が選択する複数の直交リソースを決定す
る。特に、ｅＮＢ１０２は、図１２Ａに関して上記で説明したように、ＵＥ１１０が、第
１のリソースと、第１のリソースから予め定められたオフセットだけずれた第２のリソー
スとを選択すると決定する。この点について、ＵＥ１１０は、このあらかじめ決められた
アルゴリズムに従って、これらの複数の直交リソースを選択することになる。
【００９８】
　図１２Ａの図示の例では、予め定められたオフセットは、正または負の０でない任意の
整数であり得るＸである。図１２Ｂの図示の例では、予め定められたオフセットは、ＵＬ
制御チャネルのためのリソース間のサイクリックシフト間隔（Δ＿ＰＵＣＣＨ＿ｓｈｉｆ
ｔ）よりも小さいＹである。
【００９９】
　プロセス１３００Ａは動作１３２０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケ
ジューラ１０４は、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するためにＵＥ１１０が選択
する決定された複数の直交リソースを考慮に入れながら、ｅＮＢ１０２によってサービス
される他のすべてのＵＥが使用するためのリソースのスケジューリングを最適化する。プ
ロセス１３００Ａは動作１３３０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、送信ダイバーシティを用い
て、選択された第１および第２の直交リソース上のＵＬ制御チャネルで、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋフィードバックまたは他の制御情報などの制御情報をＵＥ１１０から受信する。
【０１００】
　図１３Ｂは、ＵＥの観点からのＦＤＤ動作における単一のコンポーネントキャリアに対
するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセス１３００Ｂ
を示すフローチャートである。プロセス１３００Ｂは、開始状態１３０１Ｂから開始し、
動作１３１０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、ＤＬ制御チャネル（たとえば、ＰＤＣＣＨ）上で
第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を受信し、第１のＣＣＥは第１のリソースに対応する
。プロセス１３００Ｂは、動作１３２０Ｂに進み、第１のリソースから予め定められたオ
フセットだけずれた第２のリソースを選択する。予め定められたオフセットは、図１２Ａ
および図１２Ｂにそれぞれ示した態様に関して上記で説明したようにＸまたはＹであり得
る。プロセス１３００Ｂは動作１３３０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、送信ダイバーシティを
用いて、選択された第１および第２の直交リソース上のＵＬ制御チャネルで、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫフィードバックまたは他の制御情報などの制御情報を送信する。プロセス１３００
Ｂは終了状態１３４０Ｂにおいて終了する。
【０１０１】
　Ｂ．　複数のコンポーネントキャリア
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　いくつかのＦＤＤ実施形態では、ｅＮＢからＵＥへのＤＬデータ送信（たとえば、ＰＤ
ＳＣＨ）は複数のＤＬキャリアにおいて行われる。たとえば、ＵＥへのＰＤＳＣＨが複数
のＤＬキャリアにわたり、アップリンクにおいてＮｘＳＣ－ＦＤＭが可能にされるとき、
ＤＬ／ＵＬキャリアマッピング（１つのＤＬ対１つのＵＬ、または複数のＤＬ対１つのＵ
Ｌ）に応じて、すべてのアクティブＤＬキャリアにわたるすべてのＰＤＳＣＨ送信に対す
る異なるＰＵＣＣＨ上での複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックが、（１つまたは複数
の）異なるまたは同じＵＬキャリア内の異なる直交リソース上で同時に送信され得る。
【０１０２】
各ＤＬキャリア上でＰＤＳＣＨ送信に対する各ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを送るた
めに、ＳＯＲＴＤモードを採用すべきかまたはシングルアンテナモードを採用すべきかを
決定するために、単一のコンポーネントキャリアの場合のためのルールが適用され得る。
【０１０３】
　図１４Ａは、ｅＮＢの観点からのＦＤＤ動作における複数のコンポーネントキャリアに
対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセス１４００
Ａを示すフローチャートである。いかなる形でも本開示の範囲を限定する意図なしに説明
を簡単にするために、図１を参照しながらプロセス１４００Ａについて説明する。ＳＯＲ
ＴＤモードのこの実施形態では、ｅＮＢは、たとえばＭＩＭＯ動作のために、ＵＥ１１０
が複数のアンテナ１２４を有することを示す制御情報を、すでにＵＬ制御チャネル上でＵ
Ｅ１１０から受信していると仮定される。たとえば、ｅＮＢ１０２は、ＵＥ１１０がｅＮ
Ｂ１０２のネットワークまたはセルに入ったとき、すでにそのような指示をＵＥ１１０か
ら受信していることがある。プロセス１４００Ａは、開始状態１４０１Ａから開始し、動
作１４１０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、あらかじめ決められたアルゴリズムによって、Ｕ
Ｌ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するためにＵＥ１１０が選択する複数の直交リソー
スを決定する。この点について、ＵＥ１１０は、このあらかじめ決められたアルゴリズム
に従って、これらの複数の直交リソースを選択することになる。いくつかの例示的なリソ
ース選択ルール／アルゴリズムについて、図１５および１７に関して以下で説明する。
【０１０４】
　プロセス１４００Ａは動作１４２０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケ
ジューラ１０４は、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するためにＵＥ１１０が選択
する決定された複数の直交リソースを考慮に入れながら、ｅＮＢ１０２によってサービス
される他のすべてのＵＥが使用するためのリソースのスケジューリングを最適化する。
【０１０５】
　プロセス１４００Ａは動作１４３０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、送信ダイバーシティを
用いて、選択された複数の直交リソース上のＵＬ制御チャネルで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックまたは他の制御情報などの制御情報をＵＥ１１０から受信する。プロセス１４
００Ａは終了状態１４４０Ａにおいて終了する。
【０１０６】
　図１４Ｂは、ＵＥの観点からのＦＤＤ動作における複数のコンポーネントキャリアに対
するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセス１４００Ｂ
を示すフローチャートである。プロセス１４００Ｂは、開始状態１４０１Ｂから開始し、
動作１４１０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、あらかじめ決められたアルゴリズムによって、Ｕ
Ｌ制御チャネルのためにＵＥ１１０が使用する複数の直交リソースを選択する。
【０１０７】
　プロセス１４００Ｂは動作１４２０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、送信ダイバーシティを用
いて、選択された複数の直交リソース上のＵＬ制御チャネルで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィー
ドバックまたは他の制御情報などの制御情報を送信する。
【０１０８】
　次いで、プロセス１４００Ｂは、終了状態１４３０Ｂに進み、終了する。
【０１０９】
　１．　複数のＤＬコンポーネントキャリア：１対１のマッピング構成
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　ＤＬデータ（たとえば、ＰＤＳＣＨ）送信が複数のＤＬキャリアにわたって行われる場
合、ただ１つのＤＬキャリアが、１対１のマッピング構成における各ＵＬキャリアに関連
付けられる。例として、ＤＬキャリアｋ上のＰＤＳＣＨが、ＤＬキャリアｋ上のＰＤＣＣ
Ｈによってスケジュールされ、ＤＬキャリアｋ上のＰＤＳＣＨ送信に対するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫが、ＵＬキャリアｋにおけるＰＵＣＣＨ上で送られる。
【０１１０】
　図１５は、ＦＤＤ動作における複数のＤＬコンポーネントキャリアに対するＳＯＲＴＤ
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための１対１の（ＤＬ／ＵＬ）マッピング構成を示
す図１５００である。ＤＬ送信１５０１、１５０２、１５０３は、それぞれ、ｅＮＢから
ＵＥへ、ＣＣＥ１５１１、１５２１、１５３１中のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）とと
もにＤＬキャリア１５１０、１５２０、１５３０上で行われる。このシナリオでは、ＤＬ
送信１５０１、１５０２、１５０３に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージ１５４９、１
５５９、１５６９が、３つの対応するＵＬキャリア１５４０、１５５０、１５６０上のＵ
Ｌ制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）でＵＥからｅＮＢに送信される。３つのＵＬキ
ャリア１５４０、１５５０、１５６０の各々は、対応する利用可能なリソースブロック、
すなわち、ＲＢ１　１５４１、ＲＢ２　１５５１およびＲＢ３　１５６１を含む。図１５
の例では、リソースブロックＲＢ１　１５４１、ＲＢ２　１５５１およびＲＢ３　１５６
１は、それぞれ、ＵＬキャリア１５４０、１５５０、１５６０の各々内で２つのタイムス
ロットにわたってミラーホッピングされる。図示の例では、２つのリソース、すなわち、
ＵＬキャリア１５４０および１５５０中のＲＢ１　１５４１およびＲＢ２　１５５１は、
それぞれ、対応するＵＬキャリア１　１５４０、ＵＬキャリア２　１５５０およびＵＬキ
ャリア３　１５６０の各々のＵＬ経路損失path loss（ＰＬ１、ＰＬ２、ＰＬ３）の相対
量に基づいて、３つの利用可能なリソースＲＢ１　１５４１、ＲＢ２　１５５１およびＲ
Ｂ３　１５６１の中から選択される。図示の例では、経路損失ＰＬ３がＰＬ１およびＰＬ
２の経路損失よりも大きいので、ＲＢ３　１５６１は選定されない。ＤＬキャリア１に対
するＡＣＫメッセージ１５４９はＲＢ１　１５４１上で送信されるが、ＤＬキャリア２に
対するＡＣＫメッセージ１５５９はＲＢ２　１５５１上で送信される。ＤＬキャリア３に
対するＡＣＫメッセージ１５６９は、ＲＢ１　１５４１またはＲＢ２　１５５１のいずれ
かにおける送信に対してバンドルされる。このようにして、バンドルされたＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫメッセージは、最も強いキャリア上で送られる。
【０１１１】
　次に、１対１の構成におけるＳＯＲＴＤ　ＦＤＤ／ＡＣＫのためのさらなる例示的なリ
ソース選択ルールについて説明する。ＵＥが、Ｍ個のリソースを必要とする送信方式を採
用することを決定すると仮定する。これらのＭ個のリソースは、最小のアップリンク（Ｕ
Ｌ）経路損失(path loss)を有するＵＬキャリアのセット中に存在するように選択され得
る。このルールはまた、シングルアンテナポートモードで構成されたＵＥに適用され得る
。たとえば、｛ＰＬ１，ＰＬ２，ＰＬ３｝を、ＰＤＳＣＨ送信が昇順で行われる３つのア
クティブＤＬキャリアの各々の逆方向リンク（ＵＬ）経路損失とし、｛ｋ１，ｋ２，ｋ３
｝を対応するアクティブＤＬキャリアインデックスとする。さらに、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＿
ｑが、ＵＬキャリアｑにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのために利用可能なリソ
ースのセットを示すものとし、ただし、ｑは｛ｋ１，ｋ２，ｋ３｝にある。その場合、必
要とされるＭ個のリソースは、すべてのＭ個のリソースを取得するまで、（最小経路損失
の順に）Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＿ｋ１→Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＿ｋ２→Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＿ｋ３の
順序で、利用可能なリソースＲｅｓｏｕｒｃｅ＿ｑのセットからリソースを得ることによ
って選択され得る。
【０１１２】
　ＳＣ－ＦＤＭ（シングルキャリア符号化周波数分割多重：Single Carrier Coding Freq
uency Division Multiplex）が必要とされるとき、図１０に関して上記で説明した、複数
のキャリアにわたるＡＣＫバンドリング、またはＲｅｌ－８　ＴＤＤ動作と同様のＡＣＫ
多重化が採用され得る。ＡＣＫバンドリングについて、｛ＰＬ１，ＰＬ２，．．．｝を、
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昇順における（たとえば、ＰＤＳＣＨを送信するための）各アクティブＤＬキャリアのＵ
Ｌ経路損失とし、｛ｋ１，ｋ２，．．．｝を、対応するアクティブＤＬキャリアインデッ
クスとする。キャリアｋ１上のＰＤＳＣＨのためのＤＣＩ中のＣＣＥの数が１よりも大き
い場合、キャリアｋ１上のＤＣＩによって占有された２つのＣＣＥにリンクされた２つの
直交リソースにわたってＳＯＲＴＤが適用される。
【０１１３】
　キャリアｋ１上でＤＣＩのためにただ１つのＣＣＥが使用され、単一のコンポーネント
キャリア構成のための図１２Ａおよび図１２Ｂに関して上記で説明した手法が可能にされ
る場合、キャリアｋ１上で２つのリソースにわたってＳＯＲＴＤが適用され得る。そうで
はなく、ＰＬ２とＰＬ１との間の差がしきい値ＰＬよりも小さい場合（ＰＬ２－ＰＬ１＜
ＰＬ＿Ｔｈｒ）、２つの直交リソース、すなわち、キャリアｋ１上のＤＣＩ中の第１のＣ
ＣＥにリンクされたキャリアｋ１からの１つの直交リソースと、キャリアｋ２上のＤＣＩ
中の第１のＣＣＥにリンクされたキャリアｋ２からの１つの直交リソースとにわたって、
ＳＯＲＴＤが適用され得る。一実施形態では、ＰＬ＿Ｔｈｒは上位レイヤ構成パラメータ
である。そうではなく、ＰＬ２－ＰＬ１≧ＰＬ＿Ｔｈｒである場合、シングルアンテナポ
ートモードが適用され、ＰＵＣＣＨがキャリアｋ１から送られる。
【０１１４】
　ＳＣ－ＦＤＭが必要とされるとき、チャネル選択をもつＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化が採用
され得る。この手法では、チャネル選択が行われた後にＰＵＣＣＨがキャリアｋｊ上で送
られることになると仮定される。その場合、ＳＯＲＴＤを適用するか否かを決定するため
に、ＤＬキャリアｋｊに、上記で説明した「単一のコンポーネントキャリア」モードのた
めのルールが適用され得る。
【０１１５】
　図１６Ａは、ｅＮＢの観点からのＦＤＤ動作における１対１の（ＤＬ／ＵＬ）マッピン
グ構成での複数のＤＬコンポーネントキャリアに対するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフ
ィードバックのための例示的なプロセス１６００Ａを示すフローチャートである。いかな
る形でも本開示の範囲を限定する意図なしに説明を簡単にするために、図１を参照しなが
らプロセス１６００Ａについて説明する。
【０１１６】
　プロセス１６００Ａは、開始状態１６０１Ａから開始し、動作１６１０Ａに進み、ｅＮ
Ｂ１０２および／またはｅＮＢスケジューラ１０４は、Ｎ個の利用可能なリソースのうち
のＭ個のＵＬキャリアの中でＭ個の直交リソースのセットを決定する。Ｍ個の直交リソー
スのセットは、同じアルゴリズムを使用してＵＥ１１０によって選択されることになるリ
ソースである。図１５の図示の例では、Ｎ＝３、およびＭ＝２であり、リソース選択は、
３つのアクティブＵＬキャリア１５４０、１５５０、１５６０の各々に関連するＵＬ経路
損失に基づく。
【０１１７】
　プロセス１６００Ａは動作１６２０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケ
ジューラ１０４は、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するためにＵＥ１１０が選択
するＭ個の直交リソースの決定されたセットを考慮に入れながら、ｅＮＢ１０２によって
サービスされるすべての他のＵＥが使用するためのリソースのスケジューリングを最適化
する。
【０１１８】
　プロセス１６００Ａは動作１６３０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、送信ダイバーシティを
用いて、Ｍ個の直交リソースの選択されたセット上のＭ個のＵＬキャリアを介して、ＵＬ
制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）で、ＵＥ１１０からＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ックを受信する。プロセス１６００Ａは終了状態１６４０Ａにおいて終了する。
【０１１９】
　図１６Ｂは、ＵＥの観点からのＦＤＤ動作における１対１の（ＤＬ／ＵＬ）マッピング
構成でのＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセス１６０



(29) JP 5694337 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

０Ｂを示すフローチャートである。プロセス１６００Ｂは、開始状態１６０１Ｂから開始
し、動作１６１０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、Ｍ個のＵＬキャリア上でＵＬ制御チャネル上
で使用するためのＭ個の直交リソースのセットを選択する。Ｍ個の直交キャリアは、すべ
てのアクティブＵＬキャリア中の複数のＮ個の利用可能なリソースの各々に関連するそれ
ぞれのＵＬ経路損失に基づいて選択される。プロセス１６００Ｂは動作１６２０Ｂに進み
、ＵＥ１１０は、送信ダイバーシティを用いて、Ｍ個の直交リソースのセット上のＵＬ制
御チャネルで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。プロセス１６００Ｂは終了状態１６３０Ｂ
において終了する。
【０１２０】
　２．　多対１のマッピング構成
　ＤＬデータ送信が複数のＤＬキャリアにわたって行われる場合、多対１のマッピング構
成で１つのＵＬキャリアが複数のＤＬキャリアに関連付けられ得る。非対称的なＤＬ／Ｕ
Ｌ構成が存在するとき、またはクロスキャリア制御動作が実行されるときに、そのような
多対１のマッピング構成は利用され得る。多対１のマッピング構成では、複数のＤＬキャ
リア上でのＰＤＳＣＨ送信に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは、単一のＵＬキャ
リア上で送られる。
【０１２１】
　図１７は、ＦＤＤ動作における複数のＤＬコンポーネントキャリアにおけるＳＯＲＴＤ
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための多対１の（ＤＬ／ＵＬ）マッピング構成を示
す図１７００である。ＤＬデータ送信１７０１、１７０２および１７０３は、それぞれ、
ｅＮＢからＵＥへ、ＣＣＥ１７１１、１７２１および１７３１上のダウンリンク制御情報
（ＤＣＩ）とともにＤＬキャリア１７１０、１７２０および１７３０上で行われる。それ
に応答して、ＤＬデータ送信１７０１、１７０２、１７０３に対応するＡＣＫメッセージ
１７４９が、単一のＵＬキャリア１７４０上でＵＬ制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ
）においてＵＥからｅＮＢに送信される。単一のＵＬキャリア１７４０は、３つの利用可
能なリソース、すなわち、ＲＢ１　１７４１、ＲＢ２　１７４２、およびＲＢ３　１７４
３を含む。図１７に示すように、リソースＲＢ１　１７４１、ＲＢ２　１７４２、および
ＲＢ３　１７４３は、ＵＬキャリア１７４０の２つのスロットにわたってミラーホッピン
グされる（スロット境界周波数ホッピング）。図示の例では、単一のＵＬキャリア１７４
０の２つのリソース、すなわち、ＲＢ１　１７４１およびＲＢ３　１７４３が、単一のＵ
Ｌキャリア１７４０の帯域幅１７４７の端（エッジ）に対する利用可能なリソースの各々
の近接度に基づいて、３つの利用可能なリソースの中から選択される。選択されたリソー
スＲＢ１　１７４１およびＲＢ３　１７４３の各々は、残りの（選択されなかった）ＲＢ
２　１７４２に比較して、それぞれ帯域幅の下端および上端に最も近い。このようにして
、バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージがエッジＲＢ上で送られ、ＵＬキャリア１
７４０におけるアップリンクデータのためのリソースブロックのスケジューリング中の潜
在的なフラグメンテーション問題が回避または最小化され得る。
【０１２２】
　次に、多対１の（ＤＬ／ＵＬ）構成におけるＳＯＲＴＤ　ＦＤＤ／ＡＣＫフィードバッ
クのための例示的なリソース選択ルールについてさらに説明する。ＵＥが、Ｍ個のリソー
スを必要とする送信方式を採用することを決定すると仮定する。これらのＭ個のリソース
は、マッピングされたＰＵＣＣＨリソースが、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックが行われ
る単一のＵＬキャリアの帯域幅の一方または両方の端に最も近い物理ＲＢ中に存在するよ
うに選定され得る。このルールはまた、シングルアンテナポートモードで構成されたＵＥ
に適用され得る。
【０１２３】
　シングルキャリア周波数分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ）波形が保持されるべきとき、図１０
に関して上記で説明した、キャリアにわたるＡＣＫバンドリング、またはＲｅｌ－８　Ｔ
ＤＤ動作と同様のチャネル選択をもつＡＣＫ多重化が使用され得る。たとえば、｛ｎ＿ｃ
ｃｅ１＿１，ｎ＿ｃｃｅ２＿１，ｎ＿ｃｃｅ３＿１．．．｝を、アクティブＤＬキャリア
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上でのＰＤＳＣＨ送信のためのＤＣＩ中の第１のＣＣＥのインデックスのセットとし、｛
ｋ１，ｋ２，．．．｝が、ＤＬアクティブキャリアの対応するセットを示すものとする。
【０１２４】
　ＳＣ－ＦＤＭシナリオにおけるＡＣＫバンドリングの場合、ＳＯＲＴＤが、以下の和集
合から選択された２つの直交リソースにわたって適用される。
【０１２５】
　｛キャリアｋ１上でのＰＤＳＣＨへのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのために利用可
能なリソース｝＋
　｛キャリアｋ２上でのＰＤＳＣＨへのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのために利用可
能なリソース｝＋
　．．．
　｛キャリアｋL上でのＰＤＳＣＨへのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのために利用可
能なリソース｝
ただし、Ｌはアクティブキャリアの総数である。さらに、得られたリンクされたＰＵＣＣ
Ｈリソースが、最も低い物理リソースブロックインデックスにマッピングされるように、
すべての利用可能なリソースから２つのリソースが選択され得る。
【０１２６】
　ＳＣ－ＦＤＭシナリオにおけるチャネル選択をもつＡＣＫ多重化の場合、ＣＣＥ｛ｎ＿
ｃｃｅ１＿１，ｎ＿ｃｃｅ２＿１，．．．｝にリンクされたリソースにわたるチャネル選
択が行われており、ｎ＿ｃｃｅｊ＿１（ＤＬキャリアｋｊ上のＰＤＳＣＨのためのＤＣＩ
によって占有された第１のＣＣＥ）に対応するＣＣＥにリンクされたリソースが、ＰＵＣ
ＣＨ送信のために選択されると仮定する。ＤＬキャリアｋｊ上のＰＤＳＣＨのためのＤＣ
Ｉが複数のＣＣＥを占有するとき、ＤＬキャリアｋｊ上のＰＤＳＣＨのためのＤＣＩにお
ける、インデックスｎ＿ｃｃｅｊ＿１を有する第１のＣＣＥ、およびインデックスｎ＿ｃ
ｃｅｊ＿１＋１を有する第２のＣＣＥにリンクされたリソースにわたってＳＯＲＴＤが適
用される。そうでなれければ、（単一のコンポーネントキャリア動作のための図１２Ａお
よび図１３Ｂに関して上記で説明した手法と同様の手法が採用されるのでなければ）シン
グルアンテナポートモードが適用される。
【０１２７】
　図１８Ａは、ｅＮＢの観点からのＦＤＤ動作における多対１の（ＤＬ／ＵＬ）マッピン
グ構成でのＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセス１８
００Ａを示すフローチャートである。いかなる形でも本開示の範囲を限定する意図なしに
説明を簡単にするために、図１を参照しながらプロセス１８００Ａについて説明する。
【０１２８】
　プロセス１８００Ａは動作１８１０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケ
ジューラ１０４は、Ｎ個の利用可能なリソースのうち、単一のＵＬキャリアの中でＵＥが
選択するＭ個の直交リソースのセットを決定し、リソース選択は、単一のＵＬキャリアの
帯域幅の端（エッジ）に対するＮ個の利用可能なリソースの各々の近接度に基づく。図１
７の図示の例では、Ｎ＝３、Ｍ＝２であり、リソース選択は、単一のＵＬキャリア１７４
０の帯域幅１７４７の端（エッジ）に対する利用可能なリソースの各々の近接度に基づく
。
【０１２９】
　プロセス１８００Ａは動作１８２０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケ
ジューラ１０４は、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するためにＵＥ１１０が選択
するＭ個の直交リソースの決定されたセットを考慮に入れながら、ｅＮＢ１０２によって
サービスされるすべての他のＵＥが使用するためのリソースのスケジューリングを最適化
する。プロセス１８００Ａは動作１８３０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、送信ダイバーシテ
ィを用いて、Ｍ個の直交リソースの選択されたセット上で、単一のＵＬキャリアを介して
、単一のＵＬ制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）で、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クを受信する。プロセス１８００Ａは終了状態１８４０Ａにおいて終了する。
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【０１３０】
　図１８Ｂは、ＵＥの観点からのＦＤＤ動作における多対１の（ＤＬ／ＵＬ）マッピング
構成でのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための例示的なプロセス１８００Ｂを示すフ
ローチャートである。いかなる形でも本開示の範囲を限定する意図なしに説明を簡単にす
るために、再び図１を参照しながらプロセス１８００Ｂについて説明する。
【０１３１】
　プロセス１８００Ｂは動作１８１０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、ＵＬ制御チャネル上でＵ
Ｅ１１０が使用するためのＭ個の直交リソースのセットを選択する。Ｍ個の直交キャリア
は、単一のＵＬキャリアの帯域幅の端（エッジ）に対する利用可能なリソースの各々の近
接度に基づいて選択される。プロセス１８００Ｂは動作１８２０Ｂに進み、ＵＥ１１０は
、送信ダイバーシティを用いて、Ｍ個の直交リソースのセット上で、単一のＵＬキャリア
を介して、ＵＬ制御チャネルで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ制御情報を送信する。プロセス１８０
０Ｂは終了状態１８３０Ｂにおいて終了する。
【０１３２】
　ＩＩＩ．　ＴＤＤにおけるＳＯＲＴＤ：ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
　次に、時分割複信（ＴＤＤ）動作において動作するＬＴＥのＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫフィードバックのためのＵＬ制御チャネルリソース割振りの様々な例示的な実施形態
について説明する。ＴＤＤ動作では、ＵＥのためのリソース割振りと他の制御情報とを含
むダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）が、複数のＤＬサブフレーム中の１つまたは複数の制
御チャネル要素（ＣＣＥ）を使用してＤＬデータチャネル（たとえば、データとともにＰ
ＤＳＣＨ）上で送信され得る。
【０１３３】
　図１９に、ＴＤＤ動作における複数のＤＬサブフレーム上でのダウンリンク（ＤＬ）デ
ータ送信に関連するＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための図１９００を
与える。ＤＬデータ送信１９０１、１９０２は、それぞれ、ｅＮＢからＵＥへ、ＣＣＥ１
９１１および１９２１中のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）とともにＤＬサブフレーム１
９１０、１９２０上で行われる。ＤＬサブフレーム１９１０、１９２０上でのＤＬデータ
送信１９０１、１９０２に対応するＡＣＫメッセージ１９４９が、単一のＵＬサブフレー
ム１９４０上でＵＬ制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）においてＵＥからｅＮＢに送
信される。単一のＵＬサブフレーム１９４０は、ＵＬサブフレーム１９４０の両方のスロ
ットにわたってミラーホッピングされるものとして図１９に示されているＲＢ１　１９４
１およびＲＢ２　１９４２を含む利用可能なリソースを含む。図示の例では、単一のＵＬ
サブフレーム１９４０に関連する帯域幅１９４７の端（エッジ）に対する利用可能なリソ
ースの各々の近接度に基づいて、これらの２つのリソースＲＢ１　１９４１およびＲＢ２
　１９４２が選択される。リソースＲＢ１　１９４１およびＲＢ２　１９４２の選択され
たセットは、他のリソースに比較して帯域幅１９４７の端（エッジ）に最も近い。このよ
うにして、バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージが近端ＲＢ上で送られ、アップリ
ンクデータのためのリソースをスケジュールするときの潜在的なフラグメンテーション問
題が回避または最小化され得る。
【０１３４】
　次に、ＴＤＤ動作のＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫのための例示的なリソース選択ルー
ルについて説明する。ＵＥが、Ｍ個のリソースを必要とする送信方式を採用することを決
定すると仮定する。これらのＭ個のリソースは、マッピングされたＰＵＣＣＨリソースが
、帯域幅の端に最も近い物理ＲＢ中に存在するように選定され得る。このルールはまた、
シングルアンテナポートモードで構成されたＵＥに適用され得る。
【０１３５】
　ＮｘＳＣ－ＦＤＭが可能にされるとき、サブフレーム｛ｎ－ｑ＿０，ｎ－ｑ＿１，．．
．｝中のそれらの検出されたＰＤＣＣＨに対応する複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クが、異なるＰＵＣＣＨリソース上で同時に送信され得る。ここで、｛ｑ＿０，ｑ＿１，
．．．｝は、対応するＤＬ関連セットである｛ｋ＿０，．．．，ｋ＿Ｍ－１｝のサブセッ
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トである。サブフレームｎ－ｑ＿ｊ中の各検出されたＰＤＣＣＨには、以下のルールが適
用され得る。
【０１３６】
　・対応するＤＣＩによって占有されたＣＣＥの数が１つのみである場合、（単一のコン
ポーネントキャリア動作のための図１２Ａおよび図１２Ｂに関して上記で説明した手法と
同様の手法が採用されるのでなければ）シングルアンテナポートモード動作が適用される
。
【０１３７】
　・対応するＤＣＩによって占有されたＣＣＥの数が２以上であり、｛ｎ＿ｃｃｅｊ，ｎ
＿ｃｃｅｊ＋１，．．．｝がＣＣＥのセットを示す場合、サブフレームｎ－ｑ＿ｊ中のＣ
ＣＥ　ｎ＿ｃｃｅｊおよびＣＣＥ　ｎ＿ｃｃｅｊ＋１にリンクされたＰＵＣＣＨリソース
にわたってＳＯＲＴＤが適用される。
【０１３８】
　シングルキャリア周波数分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ）波形が保持されるべきとき、図１０
に関して上記で説明した、キャリアにわたるＡＣＫバンドリング、またはＲｅｌ－８　Ｔ
ＤＤ動作と同様のチャネル選択をもつＡＣＫ多重化が使用され得る。そのような状況にお
けるＡＣＫバンドリングでは、複数のＣＣＥが、サブフレーム｛ｎ－ｑ＿０，ｎ－ｑ＿１
，．．．｝におけるＰＤＳＣＨ送信のためのＤＣＩによって占有される場合（｛ｑ＿０，
ｑ＿１，．．．｝は、対応するＤＬ関連セットである｛ｋ＿０，．．．，ｋ＿Ｍ－１｝の
サブセットである）、｛サブフレームｎ－ｑ＿０におけるＰＤＳＣＨのためのＤＣＩ中の
ＣＣＥ｝＋｛サブフレームｎ－ｑ＿１におけるＰＤＳＣＨのためのＤＣＩ中のＣＣＥ｝＋
．．．などを備える、すべての占有されたＣＣＥのセット中の２つのＣＣＥにリンクされ
た２つの直交リソースにわたってＳＯＲＴＤが適用され得る。これらの２つの選択される
ＣＣＥは、得られたリンクされたＰＵＣＣＨリソースが、ＵＬ帯域幅の端（エッジ）に最
も近い物理ＲＢにマッピングされるように選択され得る。そうでない場合、ＦＤＤの「単
一のコンポーネントキャリア」モードのための図１２Ａおよび図１２Ｂに関して上記で説
明した手法と同様の手法が使用のために採用されるのでなければ、バンドルされたＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送るためにシングルアンテナポートモードが適用される。
【０１３９】
　チャネル選択をもつＡＣＫ多重化では、｛ｎ＿ｃｃｅ１，ｎ＿ｃｃｅ２，．．．｝にわ
たるチャネル選択が行われ（ここで、ｎ＿ｃｃｅｊが、サブフレームｎ－ｑ＿ｊにおける
ＰＤＳＣＨのためのＤＣＩ中の第１のＣＣＥインデックスを示す）、したがって、サブフ
レームｎ－ｑ＿ｊ中のＣＣＥ　ｎ＿ｃｃｅｊにリンクされたリソースが、ＰＵＣＣＨ送信
のために選択されると仮定される。サブフレームｎ－ｑ＿ｊにおけるＰＤＳＣＨのための
ＤＣＩが複数のＣＣＥを占有するとき、ＤＬサブフレームｎ－ｑ＿ｊ中のＣＣＥ　ｎ＿ｃ
ｃｅｊおよびＣＣＥ　ｎ＿ｃｃｅｊ＋１にリンクされたリソースにわたってＳＯＲＴＤが
適用される。そうでない場合、ＦＤＤの「単一のコンポーネントキャリア」モードのため
の図１２Ａおよび図１２Ｂに関して上記で説明した手法と同様の手法が使用のために採用
されるのでなければ、シングルアンテナポートモードが適用される。
【０１４０】
　図２０Ａは、ｅＮＢの観点からのＴＤＤ動作におけるＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフ
ィードバックのための例示的なプロセス２０００Ａを示すフローチャートである。いかな
る形でも本開示の範囲を限定する意図なしに説明を簡単にするために、図１を参照しなが
らプロセス２０００Ａについて説明する。
【０１４１】
　プロセス２０００Ａは動作２０１０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケ
ジューラ１０４は、単一のＵＬサブフレームにおいて配信されるＮ個の利用可能なリソー
スのうちの単一のＵＬサブフレームの中でＵＥが選択するＭ個の直交リソースのセットを
決定する。ここでリソース選択は、単一のＵＬサブフレームの帯域幅の端（エッジ）に対
するＮ個の利用可能なリソースの各々の近接度に基づく。図１９の図示の例では、Ｎ＝２
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、Ｍ＝２であり、リソース選択は、単一のＵＬサブフレーム１９４０に関連する帯域幅１
９４７の端（エッジ）に対する利用可能なリソースの近接度に基づく。図１９に示す例で
は、リソースＲＢ１　１９４１およびＲＢ２　１９４２が選択される。
【０１４２】
　プロセス２０００Ａは動作２０２０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケ
ジューラ１０４は、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するためにＵＥ１１０が選択
するＭ個の直交リソースの決定されたセットを考慮に入れながら、ｅＮＢ１０２によって
サービスされるすべての他のＵＥが使用するためのリソースのスケジューリングを最適化
する。
【０１４３】
　プロセス２０００Ａは動作２０３０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、送信ダイバーシティを
用いて、Ｍ個の直交リソースの選択されたセット上で、単一のＵＬサブフレームを介して
、単一のＵＬ制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）で、ＵＥ１１０からＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋフィードバックを受信する。プロセス２０００Ａは終了状態２０４０Ａにおいて終了す
る。
【０１４４】
　図２０Ｂは、ＵＥの観点からのＴＤＤ動作におけるＳＯＲＴＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックのための例示的なプロセス２０００Ｂを示すフローチャートである。プロセス
２０００Ｂは、開始状態２００１Ｂから開始し、動作２０１０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、
ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するためのＭ個の直交リソースのセットを選択す
る。Ｍ個の直交キャリアは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのためにＵＥ１１０によっ
て使用されるべき単一のＵＬサブフレームに関連する帯域幅の端（エッジ）に対する利用
可能なリソースの各々の近接度に基づいて選択される。プロセス２０００Ｂは動作２０２
０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、送信ダイバーシティを用いて、Ｍ個の直交リソースのセット
上で、単一のＵＬサブフレームを介して、ＵＬ制御チャネルで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信
する。プロセス２０００Ｂは終了状態２０３０Ｂにおいて終了する。
【０１４５】
　ＩＶ．　ＳＰＳ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＳＲ、ＣＱＩ
　次に、半永続的スケジューリング（ＳＰＳ：semi-persistent scheduling）ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫと、スケジューリング要求（ＳＲ）と、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）との
ための様々なＳＯＲＴＤ　ＵＬ制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）リソース割振り方
式について説明する。
【０１４６】
　Ａ．　ＳＰＳ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
　動的スケジューリングは、バースト的で、まれにしか起こらず、帯域幅を消費するデー
タ送信（たとえば、ウェブサーフィン、ビデオストリーミング、電子メール）には有利で
あるが、ボイス呼コール（voice call）などのリアルタイムストリーミング適用例にはあ
まり適さない。ここでは、データは、短バーストだが一定の間隔で送られる。ボイス呼の
場合のように、ストリームのデータレートが極めて低い場合、スケジューリングメッセー
ジごとにほとんどデータが送られないので、スケジューリングメッセージのオーバーヘッ
ドは極めて高い。
【０１４７】
　そのような低データレートストリーミングの場合では、半永続的スケジューリング（Ｓ
ＰＳ）が使用され得る。各アップリンクまたはダウンリンク送信を動的にスケジュールす
る代わりに、半永続的送信パターンが定義される。これは、制御チャネルにおけるスケジ
ューリング割当てオーバーヘッドを著しく減少させる。
【０１４８】
　無音期間中に、ワイヤレスボイスコーデックは、ボイスデータの送信を停止し、はるか
に長い時間間隔を間に挟んで無音記述情報のみを送る。それらの無音時間中に、ＳＰＳは
オフに切り替えられ得る。アップリンクでは、ネットワーク設定数の空のアップリンク送



(34) JP 5694337 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

信機会の間、データが送られない場合、ＳＰＳは暗黙的に取り消される。ダウンリンク方
向では、ＳＰＳは、無線休止制御（ＲＲＣ：radio recess control）メッセージとともに
取り消され得る。ネットワークは、ＱＣＩと専用ベアラとに基づいて、いつどのパケット
にＳＰＳを使用すべきかを決定することができる。
【０１４９】
　次に、ＳＰＳ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫのための例示的なＰＵＣＣＨリソーススケジューリン
グ方式について説明する。Ｒｅｌ－８　ＵＥの場合、利用可能なＰＵＣＣＨリソースのセ
ットが上位レイヤによって設定され、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのために使用され
るべき特定のＰＵＣＣＨリソースを示すためにＳＰＳアクティブ化のＴＰＣコマンドが使
用される。ＬＴＥ－Ａ　ＵＥの場合、ＳＯＲＴＤモードで構成されたとき、上位レイヤは
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信中にＬＴＥ－Ａ　ＵＥがＳＯＲＴＤを採用することができるよう
に、より多くのＰＵＣＣＨリソースを構成／予約することができる。ＴＰＣコマンドによ
って搬送される１つの値は、ＳＲＳ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのために構成され
た利用可能なＰＵＣＣＨリソースの全セット中の２つの直交リソースにマッピングされ得
る。たとえば、ＴＰＣコマンドにおける２ビット値は、２つの直交リソースの４つの予め
定められた組合せのうちの１つを示すことができる。
【０１５０】
　図２１Ａは、ｅＮＢの観点からのＳＯＲＴＤ　ＳＰＳ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クのための例示的なプロセス２１００Ａを示すフローチャートである。いかなる形でも本
開示の範囲を限定する意図なしに説明を簡単にするために、図１を参照しながらプロセス
２１００Ａについて説明する。プロセス２１００Ａは、開始状態２１０１Ａから開始し、
動作２１１０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケジューラ１０４は、ＵＬ
制御チャネル上で使用するためにＵＥ１１０が選択する半永続的な複数の直交リソースを
決定し、複数の直交リソースは、ＵＥからのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのためのＳ
ＰＳに基づいてスケジュールされる。
【０１５１】
　プロセス２１００Ａは動作２１２０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、ＵＥ１１０が、ＵＥ１
１０からのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのためのＳＰＳに基づいて複数の直交リソー
スを選択しなければならないという指示を送信する。いくつかの実施形態では、動作２１
２０Ａは、ＵＥ１１０に送信電力訂正コマンド（ＴＰＣ：transmit power correction co
mmand）を送ることを伴い、ＴＰＣは、ＳＰＳ複数直交リソースに対応する値を含む。プ
ロセス２１００Ａは動作２１３０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケジュ
ーラ１０４は、ＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１０が使用するためにＵＥ１１０が選択する
半永続的な複数の直交リソースの決定されたセットを考慮に入れながら、ｅＮＢ１０２に
よってサービスされるすべての他のＵＥが使用するためのリソースのスケジューリングを
最適化する。プロセス２１００Ａは動作２１４０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、送信ダイバ
ーシティを用いて、ＳＰＳの複数の直交リソース上のＵＬ制御チャネル上で、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫを受信する。プロセス２１００Ａは終了状態２１５０Ａにおいて終了する。
【０１５２】
　図２１Ｂは、ユーザ機器（ＵＥ）の観点からのＳＯＲＴＤ　ＳＰＳ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
モードのアップリンク（ＵＬ）制御チャネルリソース割振りのための例示的なプロセス２
１００Ｂを示すフローチャートである。
【０１５３】
　プロセス２１００Ｂは動作２１１０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、ＵＥ１１０が、ＡＣＫ／
ＮＡＣＫフィードバックのためのＳＰＳ複数直交リソースを選択しなければならないとい
う指示を受信する。図２１Ａに関して上記で説明したように、この指示は、ＳＰＳ複数直
交リソースに対応する値を含む送信電力訂正コマンド（ＴＰＣ）の形態であり得る。プロ
セス２１００Ｂは動作２１２０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クのためのＳＰＳ複数直交リソースを選択する。プロセス２１００Ｂは動作２１３０Ｂに
進み、ＵＥ１１０は、送信ダイバーシティを用いて、ＳＰＳの複数の直交リソース上のＵ
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Ｌ制御チャネルで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。プロセス２１００Ｂは終了状態２１４
０Ｂにおいて終了する。
【０１５４】
　Ｂ．　スケジューリング要求（ＳＲ）
　次に、スケジューリング要求（ＳＲ）のためのＳＯＲＴＤ　ＵＬ制御チャネルリソース
割振り方式について説明する。図１１Ａに関して上記で説明したように、ＳＯＲＴＤモー
ドでは、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケジューラ１０４は、ＵＬ制御チャネル（
たとえば、ＰＵＣＣＨ）上で、ＵＥ１１０のための複数の直交リソースをスケジュールす
る。いくつかの実施形態では、複数の直交リソースは、ＵＥからのスケジューリング要求
（ＳＲ）のためにスケジュールされる。図２２Ａは、スケジューリング要求（ＳＲ）に対
し、ＵＥ１１０による使用のためにスケジュールされる第１のリソース（ＲＢ１）２２４
１Ａと第２のリソース（ＲＢ２）２２４２Ａとを含むＵＬキャリア２２４０Ａを示す図２
２００Ａである。ＬＴＥ－Ａ　ＵＥがＳＲのためのＳＯＲＴＤで構成されたとき、上位レ
イヤは、ＵＥのために２つのリソース２２４１Ａ、２２４２Ａを設定し、ＵＥは、ＳＯＲ
ＴＤを介してこれらの２つのリソース上でＳＲを送る。
【０１５５】
　いくつかの実施形態では、ＬＴＥ－Ａ　ＵＥは、複数のスケジュールされた直交リソー
ス上でＳＲおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫを同時に送ることができる。たとえば、図２２Ｂは、
第１のリソース（ＲＢ１）２２４１Ｂと第２のリソース（ＲＢ２）２２４２Ｂとを含むＵ
Ｌキャリア２２４０Ｂを示す図２２００Ｂであり、ＲＢ１　２２４１ＢはＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋフィードバックのために構成され、ＲＢ２　２２４２ＢはＳＲのために構成される。Ｓ
ＲおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫは、それぞれ、構成されたＲＢ１　２２４１ＢおよびＲＢ２　
２２４２Ｂ上でＵＥからｅＮＢに並列に送信される。代替的に、構成されたリソース（Ｒ
Ｂ１およびＲＢ２）に適用可能なとき、ＳＯＲＴＤが、ＳＲおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫに対
して独立して適用され得る。
【０１５６】
　いくつかの実施形態では、ＬＴＥ－Ａ　ＵＥは、ＳＲのために構成されたリソース上で
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送ることができる。複数のＳＲリソースが構成されたとき、ＳＯＲＴ
Ｄが適用される。たとえば、図２２Ｃは、第１のリソース（ＲＢ１）２２４１Ｃと第２の
リソース（ＲＢ２）２２４２Ｃとを含むＵＬキャリア２２４０Ｃを示す図２２００Ｃであ
る。ＲＢ１　２２４１ＣとＲＢ２　２２４２Ｃは両方ともＳＲのために構成されており、
したがって、ＳＯＲＴＤを用いて構成されたリソースの両方の上でＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックが送られ得る。
【０１５７】
　Ｃ．　チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）フィードバック
　次に、ＵＥからのチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）フィードバックのためのＳＯＲ
ＴＤ　ＵＬ制御チャネルリソース割振り方式について説明する。いくつかの実施形態では
、ＬＴＥ－Ａ　ＵＥは、複数のスケジュールされた直交リソース上でＣＱＩを送るように
構成される。図２３Ａは、ｅＮＢの観点からのＳＯＲＴＤ　ＣＱＩのための例示的なプロ
セス２３００Ａを示すフローチャートである。いかなる形でも本開示の範囲を限定する意
図なしに説明を簡単にするために、図１を参照しながらプロセス２３００Ａについて説明
する。プロセス２３００Ａは、開始状態２３０１Ａから開始し、動作２３１０Ａに進み、
ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケジューラ１０４は、ＵＬ制御チャネル上のＣＱＩ
のためにＵＥが選択する複数の直交リソースを決定する。プロセス２３００Ａは動作２３
２０Ａに進み、ｅＮＢ１０２および／またはｅＮＢスケジューラ１０４は、ＵＬ制御チャ
ネル上のＣＱＩのためにＵＥ１１０が使用するためにＵＥ１１０が選択する決定された複
数の直交リソースを考慮に入れながら、ｅＮＢ１０２によってサービスされるすべての他
のＵＥが使用するためのリソースのスケジューリングを最適化する。プロセス２３００Ａ
は動作２３３０Ａに進み、ｅＮＢ１０２は、送信ダイバーシティを用いて、スケジュール
された複数の直交リソース上のＵＬ制御チャネルで、ＵＥ１１０からＣＱＩを受信する。
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プロセス２３００Ａは終了状態２３４０Ａにおいて終了する。
【０１５８】
　図２３Ｂは、ＵＥの観点からのＳＯＲＴＤ　ＣＱＩのための例示的なプロセス２３００
Ｂを示すフローチャートである。プロセス２３００Ｂは、開始状態２３０１Ｂから開始し
、動作２３１０Ｂに進み、ＵＥ１１０は、ＣＱＩのためのＵＬ制御チャネル上でＵＥ１１
０が使用するための複数の直交リソースを選択する。プロセス２３００Ｂは動作２３２０
Ｂに進み、ＵＥ１１０は、送信ダイバーシティを用いて、選択された複数の直交リソース
上のＵＬ制御チャネルで、ＣＱＩを送信する。プロセス２３００Ｂは終了状態２３３０Ｂ
において終了する。
【０１５９】
　したがって、本明細書で説明する実施形態は、ＵＬ制御チャネル上でｅＮＢに様々なタ
イプの制御情報を送るとき、ＵＥからの送信ダイバーシティを可能にする。
【０１６０】
　さらに、本明細書で開示する態様に関して説明する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なら諒解されよう。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。
【０１６１】
　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、ハード
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、コンピュータ関連のエンティティを指すものとする。たとえば、構成要素は、
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が、これらに限定されない。
例として、サーバ上で動作するアプリケーションと、そのサーバの両方を構成要素とする
ことができる。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常
駐し得、１つの構成要素を１つのコンピュータ上に配置し、および／または２つ以上のコ
ンピュータ間に分散し得る。
【０１６２】
　「例示的」という単語は、本明細書では、例、事例、または例示の働きをすることを意
味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様または設計も
、必ずしも他の態様または設計よりも好ましいまたは有利なものと解釈すべきではない。
【０１６３】
　様々な態様を、いくつかの構成要素、モジュールなどを含み得るシステムに関して提示
する。様々なシステムは、追加の構成要素、モジュールなどを含むことも、および／また
は各図に関連して論じる構成要素、モジュールなどのすべてを含まないこともあることを
理解および諒解されたい。これらの手法の組合せも使用され得る。本明細書で開示する様
々な態様は、タッチスクリーンディスプレイ技術、および／またはマウスおよびキーボー
ドタイプインターフェースを利用するデバイスを含む、電気デバイス上で実行され得る。
そのようなデバイスの例には、コンピュータ（デスクトップおよびモバイル）、スマート
フォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、およびワイヤードとワイヤレスの両方の他の電子デバ
イスがある。
【０１６４】
　さらに、本明細書で開示する態様に関連して説明する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
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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する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。
【０１６５】
　さらに、本明細書で開示する態様に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップ
は、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジ
ュールで実施されるか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュー
ルは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ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。
【０１６６】
　開示する態様の前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用できるように与えたも
のである。これらの態様への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、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実施形態に適用さ
れ得る。したがって、本開示は、本明細書で示す実施形態に限定されるものではなく、本
明細書で開示する原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与られるべきである。
【０１６７】
　上記で説明した例示的なシステムに鑑みて、開示する主題に従って実装され得る方法に
ついて、いくつかの流れ図を参照しながら説明した。説明を簡単にするために、方法を一
連のブロックとして図示および説明したが、いくつかのブロックは、本明細書で図示およ
び説明したブロックとは異なる順序で、および／または他のブロックと同時に、行われ得
るので、請求する主題はブロックの順序によって限定されないことを理解および諒解され
たい。さらに、本明細書で説明する方法を実装するために、図示のすべてのブロックが必
要とされるわけではない。さらに、本明細書で開示する方法は、そのような方法をコンピ
ュータに移送および転送することを可能にするために製造品に記憶されることが可能であ
ることをさらに諒解されたい。本明細書で使用する製造品という用語は、任意のコンピュ
ータ可読デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを
包含するものとする。
【０１６８】
　全体的または部分的に、参照により本明細書に組み込まれると言われる任意の特許、公
報、または他の開示資料は、その組み込まれる資料が本開示で説明した既存の定義、記述
、または他の開示資料と競合しない限り、本明細書に組み込まれることを諒解されたい。
したがって、必要な限り、本明細書で明示的に説明する開示は、参照により本明細書に組
み込まれる任意の競合する資料に取って代わる。参照により本明細書に組み込まれると言
われるが、本明細書で説明した既存の定義、記述、または他の開示資料と競合する、いか
なる資料またはその部分も、その組み込まれる資料と既存の開示資料との間に競合が生じ
ない限り、組み込まれる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］ワイヤレス通信ネットワークにおいて複数の送信アンテナを使用するユーザ機器
（ＵＥ）のためのアップリンク制御チャネルのためのリソース割振り方法であって、
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　前記アップリンク制御チャネル上で前記ＵＥが使用する複数の直交リソースを決定する
ことと、
　前記決定された複数の直交リソースに基づいて他のユーザ機器のためのリソースのスケ
ジューリングを最適化することと、
　送信ダイバーシティを用いて、前記複数の直交リソース上の前記アップリンク制御チャ
ネルで前記ＵＥから制御情報を受信することと、
　を備える方法。
　［２］　前記複数の直交リソースが半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）に基づいて決
定され、前記制御情報は前記ＵＥからの肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィー
ドバックを備える、［１］に記載の方法。
　［３］　前記ＵＥに送信電力訂正コマンドを送ることをさらに備え、前記送信電力訂正
コマンドは、前記複数の直交リソースは半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）に基づくと
いう指示を含む、［２］に記載の方法。
　［４］　前記複数の直交リソースは、スケジューリング要求（ＳＲ）、肯定応答／否定
応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバック、およびチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）
のうちの少なくとも１つを送信するために前記ＵＥによって使用される、［１］に記載の
方法。
　［５］　前記複数の直交リソースのうちの第１のリソースは、単一のＤＬキャリア上で
送信される第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）に関連付けられ、前記複数の直交リソース
のうちの第２のリソースは前記第１のリソースからの予め定められたオフセットによって
決定される、［１］に記載の方法。
　［６］　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬキャリア上でのダウンリンク
（ＤＬ）データ送信のために構成される、［１］に記載の方法。
　［７］　前記制御情報は、スケジューリング要求（ＳＲ）、前記ＤＬデータ送信に関係
する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバック、およびチャネル品質イン
ジケータ（ＣＱＩ）のうちの少なくとも１つを備える、［６］に記載の方法。
　［８］　前記制御情報は、複数のアップリンク（ＵＬ）キャリア上で受信され、前記複
数のＵＬキャリア中の各ＵＬキャリアは前記複数のＤＬキャリアのうちの１つにそれぞれ
対応する、［６］に記載の方法。
　［９］　前記複数の直交リソースを前記決定することは、複数の利用可能なリソースの
各々それぞれに関連するアップリンク（ＵＬ）経路損失に基づいて前記複数の利用可能な
リソースから少なくとも２つのリソースを選択すること、を備える［８］に記載の方法。
　［１０］　前記制御情報は単一のＵＬキャリア上で受信され、前記単一のＵＬキャリア
は前記複数のＤＬキャリア上での前記ＤＬデータ送信に関連する肯定応答／否定応答（Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ）メッセージを搬送する、［６］に記載の方法。
　［１１］　前記複数の直交リソースを前記決定することは、複数の利用可能なリソース
から少なくとも２つのリソースを選択することを備え、前記少なくとも２つのリソースは
、前記複数の利用可能なリソースのうちの残りのリソースと比較して前記単一のＵＬキャ
リアの帯域幅の端に最も近い、［１０］に記載の方法。
　［１２］　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬサブフレーム上でのダウン
リンク（ＤＬ）データ送信のために構成され、前記複数の直交リソースを前記決定するこ
とは、複数の利用可能なリソースから前記アップリンク制御チャネル上で前記ＵＥによっ
て使用される直交リソースのセットを決定すること、を含む［１］に記載の方法。
　［１３］　前記制御情報は前記ＤＬデータ送信の肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ）フィードバックを備える、［１２］に記載の方法。
　［１４］　前記制御情報は単一のＵＬサブフレーム上で受信され、前記単一のＵＬサブ
フレームは、前記複数のＤＬサブフレーム上での前記ＤＬデータ送信に関連する肯定応答
／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを搬送する、［１２］に記載の方法。
　［１５］　直交リソースの前記セットを前記決定することは、前記複数の利用可能なリ
ソースから少なくとも２つのリソースを選択することを備え、前記少なくとも２つのリソ
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ースは、前記複数の利用可能なリソースのうちの残りのリソースと比較して前記単一のＵ
Ｌサブフレームの帯域幅の端に最も近い、［１４］に記載の方法。
　［１６］　ワイヤレス通信ネットワークにおいて複数の送信アンテナを使用するユーザ
機器（ＵＥ）のためのアップリンク制御チャネルのためのリソース割振り方法であって、
　前記アップリンク制御チャネル上で前記ＵＥが使用する複数の直交リソースを選択する
ことと、
　送信ダイバーシティを用いて、前記複数の直交リソース上の前記アップリンク制御チャ
ネルで制御情報を送信することと、
　を備える方法。
　［１７］　前記複数の直交リソースは半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）に基づいて
選択され、前記制御情報は前記ＵＥからの肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィ
ードバックを含む、［１６］に記載の方法。
　［１８］　前記制御情報は前記ＵＥからのスケジューリング要求（ＳＲ）を含む、［１
６］に記載の方法。
　［１９］　前記制御情報は、前記ＵＥからの同時の肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ）フィードバック及びＳＲフィードバックを含む、［１８］に記載の方法。
　［２０］　前記制御情報は、前記複数の直交リソースのうちの第１のリソース上で送信
される前記ＳＲフィードバックを含み、さらに、前記複数の直交リソースのうちの第２の
リソース上で送信される前記肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを
含む、［１９］に記載の方法。
　［２１］　前記制御情報は、ＳＲフィードバックに割り振られた前記複数の直交リソー
ス上で送信される前記肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを含む、
［１９］に記載の方法。
　［２２］　前記制御情報は前記ＵＥからのチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を含む
、［１６］に記載の方法。
　［２３］　ダウンリンク（ＤＬ）制御チャネル上で第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）
を受信することと、前記第１のＣＣＥは前記複数の直交リソースのうちの第１のリソース
に対応する、
　前記複数の直交リソースのうちの第２のリソースを選択することと、前記第２のリソー
スは前記第１のリソースからの予め定められたオフセットに対応する、
　をさらに備える、［１６］に記載の方法。
　［２４］　前記制御情報は、単一のＤＬキャリア上でのダウンリンク送信に関連する肯
定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを備える、［２３］に記載の方法
。
　［２５］　前記第１のＣＣＥはインデックスｎ＿ｃｃｅを有し、前記第２のリソースは
インデックスｎ＿ｃｃｅ＋Ｘを有する第２のＣＣＥに対応し、Ｘは前記予め定められたオ
フセットを示す０でない整数である、［２３］に記載の方法。
　［２６］　前記第１のＣＣＥは、サイクリックシフトｘで前記第１のリソースにマッピ
ングする第１のインデックスｎ＿ｃｃｅを有し、前記第２のリソースは、前記第１のリソ
ースと同じ直交カバーインデックスとサイクリックシフトｘ＋ｙとによって決定され、ｙ
は、前記アップリンク制御チャネルのリソース間のシグナリングされた最小サイクリック
シフト間隔よりも小さい、［２３］に記載の方法。
　［２７］　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬキャリア上でのダウンリン
ク（ＤＬ）データ受信のために構成され、複数の直交リソースを前記選択することは、複
数の利用可能なリソースから直交リソースのセットを選択することを含む、［１６］に記
載の方法。
　［２８］　前記制御情報は複数のアップリンク（ＵＬ）キャリア上で送信され、前記複
数のＵＬキャリア中の各ＵＬキャリアは前記複数のＤＬキャリアのうちの１つのそれぞれ
対応する、［２７］に記載の方法。
　［２９］　直交リソースの前記選択されたセットは、前記複数の利用可能なリソースの



(40) JP 5694337 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

それぞれに関連するアップリンク（ＵＬ）経路損失に基づいて前記複数の利用可能なリソ
ースから選択された少なくとも２つのリソースを備える、［２８］に記載の方法。
　［３０］　前記制御情報は単一のＵＬキャリア上で送信され、前記単一のＵＬキャリア
は、前記複数のＤＬキャリア上での前記ＤＬデータ受信に関連する肯定応答／否定応答（
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）メッセージを搬送する、［２９］に記載の方法。
　［３１］　直交リソースの前記選択されたセットは、前記単一のＵＬキャリアの帯域幅
の端に対する前記複数の利用可能なリソースのそれぞれの近接度に基づいて前記複数の利
用可能なリソースの中から選択された少なくとも２つのリソースを備える、［２９］に記
載の方法。
　［３２］　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬサブフレーム上でのダウン
リンク（ＤＬ）データ受信のために構成され、複数の直交リソースを前記選択することは
、複数の利用可能なリソースから直交リソースのセットを選択することを含む、［１６］
に記載の方法。
　［３３］　前記制御情報は単一のＵＬサブフレーム上で送信され、前記単一のＵＬサブ
フレームは、前記複数のＤＬサブフレーム上での前記ＤＬデータ受信に関連する肯定応答
／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを搬送する、［３２］に記載の方法。
　［３４］　直交リソースの前記セットは、前記単一のＵＬサブフレームの帯域幅の端に
対する前記複数の利用可能なリソースのそれぞれの近接度に基づいて前記複数の利用可能
なリソースから選択された少なくとも２つのリソースを備える、［３３］に記載の方法。
　［３５］　前記ＤＬデータ送信は時分割複信（ＴＤＤ）モードで行われる、［３２］に
記載の方法。
　［３６］　ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装置で
あって、前記装置は、複数の送信アンテナを使用するユーザ機器（ＵＥ）のためのアップ
リンク制御チャネルのためのリソース割振りをサポートし、前記装置は、
　前記アップリンク制御チャネル上で前記ＵＥが使用する複数の直交リソースを決定する
手段と、
　前記決定された複数の直交リソースに基づいて他のユーザ機器のためのリソースのスケ
ジューリングを最適化する手段と、
　送信ダイバーシティを用いて、前記複数の直交リソース上の前記アップリンク制御チャ
ネルで前記ＵＥから制御情報を受信する手段と、
　を備えるワイヤレス通信装置。
　［３７］　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬキャリア上でのダウンリン
ク（ＤＬ）データ送信のために構成され、前記制御情報は、スケジューリング要求（ＳＲ
）、肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバック、およびチャネル品質イン
ジケータ（ＣＱＩ）のうちの少なくとも１つを備える、［３６］に記載の装置。
　［３８］　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬサブフレーム上でのダウン
リンク（ＤＬ）データ送信のために構成され、前記制御情報は前記ＤＬデータ送信の肯定
応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを備える、［３６］に記載の装置。
　［３９］　複数の送信アンテナをもつユーザ機器（ＵＥ）がアップリンク制御チャネル
上で使用する複数の直交リソースを決定することと、
　前記決定された複数の直交リソースに基づいて他のユーザ機器のためのリソースのスケ
ジューリングを最適化することと、
　送信ダイバーシティを用いて、前記複数の直交リソース上の前記アップリンク制御チャ
ネルで前記ＵＥから制御情報を受信することと、
　をコンピュータに行わせる命令を含むコンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータ
プログラム製品。
　［４０］　前記複数の直交リソースのうちの第１のリソースは、単一のＤＬキャリア上
で送信される第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）に関連付けられ、前記複数の直交リソー
スのうちの第２のリソースは前記第１のリソースからの予め定められたオフセットによっ
て決定される、［３９］に記載のコンピュータプログラム製品。
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　［４１］　ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装置で
あって、前記装置は、複数の送信アンテナを使用するユーザ機器（ＵＥ）のためのアップ
リンク制御チャネルのためのリソース割振りをサポートし、前記装置は、
　　前記アップリンク制御チャネル上で前記ＵＥが使用する複数の直交リソースを決定す
ることと、
　　前記決定された複数の直交リソースに基づいて他のユーザ機器のためのリソースのス
ケジューリングを最適化することと、
　　送信ダイバーシティを用いて、前記複数の直交リソース上の前記アップリンク制御チ
ャネルで前記ＵＥから制御情報を受信することと、
　を行うように構成されたプロセッサ
　を備えるワイヤレス通信装置。
　［４２］　前記複数の直交リソースのうちの第１のリソースは、単一のＤＬキャリア上
で送信される第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）に関連付けられ、前記複数の直交リソー
スのうちの第２のリソースは前記第１のリソースからの予め定められたオフセットによっ
て決定される、［４２］に記載のワイヤレス通信装置。
　［４３］　ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装置で
あって、前記装置は、複数の送信アンテナを使用するアップリンク制御チャネルのための
リソース割振りをサポートし、前記装置は、
　前記アップリンク制御チャネル上で使用するための複数の直交リソースを選択する手段
と、
　送信ダイバーシティを用いて、前記複数の直交リソース上の前記アップリンク制御チャ
ネルで制御情報を送信する手段と、
　を備えるワイヤレス通信装置。
　［４４］　前記複数の直交リソースは半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）に基づいて
選択され、前記制御情報は肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを含
む、［４３］に記載の装置。
　［４５］　前記制御情報は、前記複数の直交リソースのうちの第１のリソース上で送信
されるＳＲフィードバックを含み、さらに、前記複数の直交リソースのうちの第２のリソ
ース上で送信される肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを含む、［
４３］に記載の装置。
　［４６］　ダウンリンク（ＤＬ）制御チャネル上で第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）
を受信する手段と、前記第１のＣＣＥは前記複数の直交リソースのうちの第１のリソース
に対応する、
　前記複数の直交リソースのうちの第２のリソースを選択する手段と、前記第２のリソー
スは前記第１のリソースからの予め定められたオフセットに対応する、
　をさらに備える、［４３］に記載の装置。
　［４７］　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬキャリア上でのダウンリン
ク（ＤＬ）データ受信のために構成され、前記複数の直交リソースを選択する手段は、複
数の利用可能なリソースのそれぞれに関連するアップリンク（ＵＬ）経路損失に基づいて
前記複数の利用可能なリソースから直交リソースのセットを選択することを含み、前記制
御情報を送信する手段は、複数のアップリンク（ＵＬ）キャリア上で前記制御情報を送信
することを含み、前記複数のＵＬキャリア中の各ＵＬキャリアは前記複数のＤＬキャリア
のうちの１つのそれぞれ対応する、［４３］に記載の装置。
　［４８］　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬキャリア上でのダウンリン
ク（ＤＬ）データ受信のために構成され、前記複数の直交リソースを選択する手段は、単
一のＵＬキャリアの帯域幅の端に対する複数の利用可能なリソースのそれぞれの近接度に
基づいて前記複数の利用可能なリソースから直交リソースのセットを選択することを含み
、前記制御情報を送信する手段は、前記単一のＵＬキャリア上で前記制御情報を送信する
ことを含む、［４３］に記載の装置。
　［４９］　前記ワイヤレス通信ネットワークは、複数のＤＬサブフレーム上でのダウン
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リンク（ＤＬ）データ受信のために構成され、前記複数の直交リソースを選択する手段は
、複数の利用可能なリソースから直交リソースのセットを選択することを含む、［４３］
に記載の装置。
　［５０］　前記制御情報を送信する手段は、単一のＵＬサブフレーム上で前記制御情報
を送信することを含み、前記制御情報は、前記複数のＤＬサブフレーム上での前記ＤＬデ
ータ受信に関連する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを含む、［
４９］に記載の装置。
　［５１］　前記複数の直交リソースを選択する手段は、前記単一のＵＬサブフレームの
帯域幅の端に対する複数の利用可能なリソースのそれぞれの近接度に基づいて前記複数の
利用可能なリソースから直交リソースの前記セットを選択する、［５０］に記載の装置。
　［５２］　複数の送信アンテナをもつユーザ機器（ＵＥ）がアップリンク制御チャネル
上で使用するための複数の直交リソースを選択すること、
　送信ダイバーシティを用いて、前記複数の直交リソース上の前記アップリンク制御チャ
ネルで前記ＵＥから制御情報を送信すること、
　をコンピュータに行わせる命令を含むコンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータ
プログラム製品。
　［５３］　前記コンピュータ可読記憶媒体は、
　ダウンリンク（ＤＬ）制御チャネル上で第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を受信する
こと、前記第１のＣＣＥは前記複数の直交リソースのうちの第１のリソースに対応する、
　前記複数の直交リソースのうちの第２のリソースを選択すること、前記第２のリソース
が前記第１のリソースからの予め定められたオフセットに対応する、
　を前記コンピュータに行わせる命令をさらに含む、請求項５２に記載のコンピュータプ
ログラム製品。
　［５４］　ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するためのワイヤレス通信装置で
あって、前記装置は、複数の送信アンテナを使用するアップリンク制御チャネルのための
リソース割振りをサポートし、前記装置は、
　　前記アップリンク制御チャネル上で使用するための複数の直交リソースを選択するこ
とと、
　　送信ダイバーシティを用いて前記複数の直交リソース上の前記アップリンク制御チャ
ネルで制御情報を送信することと、
　を行うように構成されたプロセッサ、
　を備えるワイヤレス通信装置。
　［５５］　前記プロセッサは、
　ダウンリンク（ＤＬ）制御チャネル上で第１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を受信する
ことと、前記第１のＣＣＥは前記複数の直交リソースのうちの第１のリソースに対応する
、
　前記複数の直交リソースのうちの第２のリソースを選択することと、前記第２のリソー
スは前記第１のリソースからの予め定められたオフセットに対応する、
を行うようにさらに構成された、［５４］に記載のワイヤレス通信装置。
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