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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＬＴＥにおいてユーザ機器（ＵＥ）に変調コー
ディング方式（ＭＣＳ）を示すための方法を提供する。
【解決手段】ＵＥは、リソースのアップリンクグラント
を含むダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を発展型ノード
Ｂ（ＥＮＢ）から受信する。ＤＣＩは、ＭＣＳテーブル
リファレンスを搬送するように構成される。ＵＥは、Ｍ
ＣＳテーブルリファレンスを識別し、リファレンスに基
づいて、レガシーＭＣＳテーブルまたは非レガシーＭＣ
Ｓテーブルを識別する。レガシーＭＣＳテーブルは、最
高１次までの直交振幅変調（ＱＡＭ）に関連付けられ、
非レガシーＭＣＳテーブルは、最高２次までのＱＡＭに
関連付けられ、ＵＥは、識別されたＭＣＳテーブルを使
用してアップリンク送信の情報を変調およびコーディン
グする。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　　ユーザ機器（ＵＥ）によって、前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グ
ラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信することと、ここで、前記ＤＣＩ
が、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンス
を搬送するように構成される、
　　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースのどこで前記ＤＣＩ
が通信されるかを決定することと、
　　前記ＤＣＩ中の１つまたは複数のビットを識別することと、
　　前記ＤＣＩが前記ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースで通信されるのかＵＥ固有サーチ
スペースで通信されるのかに少なくとも部分的に基づいて、および前記識別された１つま
たは複数のビットに少なくとも部分的に基づいて、複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテー
ブルを識別することと、ここにおいて、前記ＭＣＳテーブルが、前記ＵＬグラントにおい
て許可される前記リソース上でのＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコーディン
グを定義する、
　　前記ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送
信を送ることと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記複数のＭＣＳテーブルが、少なくとも、最高１次までの直交振幅変調に関連するレ
ガシーＭＣＳテーブルと、最高２次までの直交振幅変調に関連する非レガシーＭＣＳテー
ブルとを備え、前記２次が前記１次よりも高い、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＭＣＳテーブルを識別することが、前記ＤＣＩが前記共通サーチスペース中に含ま
れていることに少なくとも部分的に基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、前記ＤＣＩ
が前記ＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに少なくとも部分的に基づいて第２
のＭＣＳテーブルを選択することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＣＳテーブルを識別することが、前記ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプ
、前記ＤＣＩをマスキングするために使用されるマスキングコード、または前記ＤＣＩが
通信される前記ＰＤＣＣＨのサブフレームのうちの１つ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５】
　前記ＤＣＩフォーマットが、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうち
の１つまたは複数である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　２つ以上の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）リソースセットの構成
を受信すること、ここにおいて、前記ＭＣＳテーブルを識別することが、前記ＤＣＩが第
１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信されるのか第２のＥＰＤＣＣＨリソースセット
中で通信されるのかに少なくとも部分的にさらに基づく、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＭＣＳテーブルを識別することが、
　　ＭＣＳテーブルインデックスを識別することと、
　　前記ＭＣＳテーブルインデックスに基づいて第１のＭＣＳテーブルまたは第２のＭＣ
Ｓテーブルのエントリを決定することと、ここにおいて、前記第１のＭＣＳテーブルと前
記第２のＭＣＳテーブルとが１つまたは複数の共通のエントリを共有する、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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　前記識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフセットパラメータを決定すること、
ここにおいて、第１の電力オフセットパラメータが第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ
、第２の電力オフセットパラメータが第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記電力オフセットパラメータに基づいて前記１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少な
くとも１つのための送信電力を決定することをさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記識別されたＭＣＳテーブルに関連するアップリンク制御情報（ＵＣＩ）オフセット
パラメータを決定すること、ここにおいて、第１のＵＣＩオフセットパラメータが、関連
する第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２のＵＣＩオフセットパラメータが、第２
のＭＣＳテーブルに関連付けられる、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＵＣＩオフセットパラメータに基づいて前記１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少
なくとも１つと前記ＵＣＩを多重化するためのある数のリソース要素を決定することをさ
らに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＵＣＩが、ハイブリッド自動再送要求肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、ランクイン
ジケータ（ＲＩ）、およびチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）のうちの１つまたは複数
を備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＤＣＩが前記ＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに少なくとも部分的に
基づいて最高２５６直交振幅変調までに関連する非レガシーＭＣＳテーブルを選択するこ
と
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記プロセッサによって実行可能な命令と
　を備え、前記命令は、
　　ユーザ機器（ＵＥ）によって、前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グ
ラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信することと、前記ＤＣＩが、ＤＣ
Ｉフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送す
るように構成される、
　　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースのどこで前記ＤＣＩ
が通信されるかを決定することと、
　　前記ＤＣＩ中の１つまたは複数のビットを識別することと、
　　前記ＤＣＩが前記ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースで通信されるのかＵＥ固有サーチ
スペースで通信されるのかに少なくとも部分的に基づいて、および前記識別された１つま
たは複数のビットに少なくとも部分的に基づいて、複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテー
ブルを識別することと、ここにおいて、前記ＭＣＳテーブルが、前記ＵＬグラントにおい
て許可される前記リソース上でのＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコーディン
グを定義する、
　　前記ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送
信を送ることと
　を行うためのものである、装置。
【請求項１５】
　前記複数のＭＣＳテーブルが、少なくとも、最高１次までの直交振幅変調に関連付けら
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れたレガシーＭＣＳテーブルと、最高２次までの直交振幅変調に関連付けられた非レガシ
ーＭＣＳテーブルとを備え、前記２次が前記１次よりも大きい、請求項１４に記載の装置
。
【請求項１６】
　前記ＭＣＳテーブルを識別するように実行可能な前記命令が、
　前記ＤＣＩが前記共通サーチスペース中に含まれていることに少なくとも部分的に基づ
いて第１のＭＣＳテーブルを選択し、前記ＤＣＩが前記ＵＥ固有サーチスペース中に含ま
れていることに少なくとも部分的に基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択するようにさら
に実行可能である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ＭＣＳテーブルを識別するように実行可能な前記命令が、
　前記ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプ、前記ＤＣＩをマスキングするために使
用されるマスキングコード、または前記ＤＣＩが通信される前記ＰＤＣＣＨのどのサブフ
レームかのうちの１つに少なくとも部分的に基づいて前記ＭＣＳテーブルを識別するよう
にさらに実行可能である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ＤＣＩフォーマットが、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうち
の１つまたは複数である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１９】
　２つ以上の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）リソースセットの構成
を受信するように実行可能な命令をさらに備え、
　前記ＭＣＳテーブルを識別するように実行可能な前記命令が、前記ＤＣＩが第１のＥＰ
ＤＣＣＨリソースセット中で通信されるか第２のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信さ
れるかに少なくとも部分的に基づいて前記ＭＣＳテーブルを識別するようにさらに実行可
能である、請求項１４に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＭＣＳテーブルを識別するように実行可能な前記命令が、
　　ＭＣＳテーブルインデックスを識別することと、
　　前記ＭＣＳテーブルインデックスに基づいて第１のＭＣＳテーブルまたは第２のＭＣ
Ｓテーブルのエントリを決定することと、ここにおいて、前記第１のＭＣＳテーブルと前
記第２のＭＣＳテーブルとが１つまたは複数の共通のエントリを共有する、
　を行うようにさらに実行可能である、請求項１４に記載の装置。
【請求項２１】
　前記識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフセットパラメータを決定するように
実行可能な命令をさらに備え、第１の電力オフセットパラメータが第１のＭＣＳテーブル
に関連付けられ、第２の電力オフセットパラメータが第２のＭＣＳテーブルに関連付けら
れる、請求項１４に記載の装置。
【請求項２２】
　前記電力オフセットパラメータに基づいて前記１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少な
くとも１つのための送信電力を決定するように実行可能な命令をさらに備える、請求項２
１に記載の装置。
【請求項２３】
　プロセッサによって実行可能な命令を記憶するワイヤレス通信のための非一時的コンピ
ュータ可読媒体であって、前記命令は、
　　ユーザ機器（ＵＥ）によって、前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グ
ラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信することと、ここで、前記ＤＣＩ
が、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンス
を搬送するように構成される、
　　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースのどこで前記ＤＣＩ
が通信されるかを決定することと、
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　　前記ＤＣＩ中の１つまたは複数のビットを識別することと、
　　前記ＤＣＩが前記ＰＤＣＣＨの共通サーチスペースで通信されるのかＵＥ固有サーチ
スペースで通信されるのかに少なくとも部分的に基づいて、および前記識別された１つま
たは複数のビットに少なくとも部分的に基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブ
ルを識別することと、ここにおいて、前記ＭＣＳテーブルが、前記ＵＬグラントにおいて
許可される前記リソース上でのＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコーディング
を定義する、
　　前記ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送
信を送ることと
　を行うためのものである、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を、ＤＣＩフォーマットおよびアップリンク（ＵＬ
）送信に関連する１つまたは複数のビットを有するように、構成することと、
　　変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するために物理ダウン
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の共通サーチスペースまたはＵＥ固有サーチスペース
のうちの１つで前記ＤＣＩをユーザ機器（ＵＥ）に送ることと、ここで、前記ＤＣＩが、
前記ＵＥのためのリソースのＵＬグラントを備える、
　　前記ＵＥから、複数のＭＣＳテーブルからのＭＣＳテーブルに従って変調およびコー
ディングされた１つまたは複数のＵＬ送信を受信することと、ここで、前記ＭＣＳテーブ
ルが、前記ＤＣＩ中で搬送される前記ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて識別される
、
　を備える、方法。
【請求項２５】
　前記ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するために前記ＤＣＩを送ることが、前記ＰＤ
ＣＣＨのサブフレーム中で前記ＤＣＩを送ること、または前記ＤＣＩをマスキングするた
めのマスキングコードで前記ＤＣＩを送ることをさらに備える、請求項２４に記載の方法
。
【請求項２６】
　前記ＤＣＩフォーマットが、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうち
の１つまたは複数である、請求項２４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年２月９日に出願
された、Ｃｈｅｎらによる「Modulation Coding Scheme(MCS)Indication in LTE Uplink
」と題する米国特許出願第１４／６１７，８８８号、および２０１４年４月２５日に出願
された、Ｃｈｅｎらによる「Modulation Coding Scheme(MCS)Indication in LTE Uplink
」と題する米国仮特許出願第６１／９８４，７０１号に基づく優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]ワイヤレス通信システムは、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タイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数およ
び電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元
接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（Ｆ
ＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【０００３】
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　[0003]概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が複数のモバイルデバイスの
ための通信を同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。基地局は、ダウンスト
リームリンクおよびアップストリームリンク上でモバイルデバイスと通信し得る。各基地
局は、セルのカバレージエリアと呼ばれることがあるカバレージ範囲を有する。基地局は
、モバイルデバイスにアップストリーム送信のためのリソースを許可し得る。基地局とモ
バイルデバイスとは、アップリンク送信のために使用すべき変調コーディング方式（ＭＣ
Ｓ）を決定するためにＭＣＳテーブルにアクセスし得る。ワイヤレス通信システムが、追
加のＭＣＳのそれらのサポートを増加させるので、既存のＭＣＳテーブルは、その通信シ
ステムによってサポートされるこれらの追加のＭＣＳを考慮するデータエントリを含まな
いことがある。したがって、追加のＭＣＳテーブルが開発され得、ワイヤレス通信システ
ムは、複数のＭＣＳテーブルを参照するための方法を必要とし得る。特に、そのような追
加のＭＣＳを利用するアップストリーム通信に参加するモバイルデバイスは、モバイルデ
バイスに対応するＭＣＳテーブルを示す方法から恩恵を受け得る。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]説明する特徴は、概して、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標）
）におけるアップリンク送信についてユーザ機器（ＵＥ）にＭＣＳを示すための方法、シ
ステム、または装置に関する。概して、ＵＥは、たとえば、物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＰＤＣＣＨ）を介してダウンリンク制御情報（ＤＣＩ：downlink control informati
on）を受信し得る。ＤＣＩは、特定のＤＣＩフォーマットを有し、ＭＣＳテーブルリファ
レンスを搬送するように構成され得、ＵＥのためのアップリンク（ＵＬ）リソースのグラ
ント（grant）を含み得る。ＵＥは、ＤＣＩを受信し、ＭＣＳテーブルリファレンスを抽
出するためにＤＣＩの構成を決定し、ＵＬグラントリソース上でＵＬ送信を変調し、コー
ディングするために使用すべきＭＣＳテーブルを複数のＭＣＳテーブルから識別するため
にＭＣＳテーブルリファレンスを利用し得る。ＵＥは、追加のＭＣＳに関連するＭＣＳテ
ーブルを識別し得る。
【０００５】
　[0005]例示的な実施例の第１のセットでは、ワイヤレス通信のための方法について説明
する。本方法は、ユーザ機器（ＵＥ）によって、ＵＥのためのリソースのアップリンク（
ＵＬ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信することであって、ＤＣ
Ｉが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレン
スを搬送するように構成される、受信することと、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣＳテーブル
リファレンスに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別することであっ
て、ＭＣＳテーブルが、ＵＬグラントにおいて許可されるリソース上でのＵＬ送信のため
に利用されるべき変調およびコーディングを定義する、識別することと、ＭＣＳテーブル
に従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送信を送ることとを含み得
る。
【０００６】
　[0006]いくつかの態様では、複数のＭＣＳテーブルは、少なくとも、最高で変調次数１
まで（up to a first modulation order）の直交振幅変調に関連するレガシーＭＣＳテー
ブルと、最高で２次まで（up to a second order）の直交振幅変調に関連する非レガシー
ＭＣＳテーブルとを含み得、ここにおいて、２次は１次よりも高い。ＤＣＩは、ＤＣＩが
通信される物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースに基づいてＭ
ＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本方法は、ＤＣＩが、ＰＤＣＣＨフレームの共
通サーチスペース中に含まれるのか、またはＰＤＣＣＨフレームのＵＥ固有サーチスペー
ス中に含まれるのかを決定することを含み得る。本方法は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレーム
の共通サーチスペース中に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、
ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームのＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに基づいて
第２のＭＣＳテーブルを選択することを含み得る。
【０００７】
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　[0007]いくつかの態様では、本方法は、２つ以上の拡張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）リ
ソースセットの構成を受信することと、ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で
通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩが第２のＥＰＤＣ
ＣＨリソースセット中で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択する
こととを含み得る。
【０００８】
　[0008]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプに基
づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本方法は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレー
ム上で通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＥＰＤＣ
ＣＨフレーム上で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択することを
含み得る。ＤＣＩは、ＤＣＩをマスキングするために使用されるマスキングコードに基づ
いてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本方法は、第１のマスキングコードでマ
スキングされるＤＣＩが、第１のＭＣＳテーブルに関連付けられることと、第２のマスキ
ングコードでマスキングされるＤＣＩが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられることと
を含み得る。
【０００９】
　[0009]いくつかの態様では、ＭＣＳテーブルを識別することは、ＭＣＳテーブルインデ
ックスを識別することと、ＭＣＳテーブルインデックスに基づいて第１のＭＣＳテーブル
または第２のＭＣＳテーブルのエントリを決定することと、を含み得、ここにおいて、第
１のＭＣＳテーブルと第２のＭＣＳテーブルとは１つまたは複数の共通のエントリを共有
する。ＭＣＳテーブルを識別することは、ＤＣＩ中の１つまたは複数のビットを識別する
ことと、識別された１つまたは複数のビットに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳ
テーブルを選択することとを含み得る。本方法は、識別されたＭＣＳテーブルに関連する
電力オフセットパラメータを決定することを含み得、ここにおいて、第１の電力オフセッ
トパラメータが、第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２の電力オフセットパラメー
タが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる。本方法は、電力オフセットパラメータに
基づいて１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少なくとも１つのための送信電力を決定する
ことを含み得る。
【００１０】
　[0010]実施例の第２の例示的なセットでは、ワイヤレス通信のための装置について説明
する。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、プロセッサに
よって実行可能な命令とを含み得る。本命令は、ユーザ機器（ＵＥ）によって、ＵＥのた
めのリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）
を受信することであって、ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式
（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するように構成される、受信することと、ＤＣＩ
中で搬送されるＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳ
テーブルを識別することであって、ＭＣＳテーブルが、ＵＬグラントにおいて許可される
リソース上でのＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコーディングを定義する、識
別することと、ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数の
ＵＬ送信を送ることと、を行うように実行可能であり得る。
【００１１】
　[0011]いくつかの態様では、複数のＭＣＳテーブルは、少なくとも、最高で１次までの
直交振幅変調に関連するレガシーＭＣＳテーブルと、最高で２次までの直交振幅変調に関
連する非レガシーＭＣＳテーブルとのうちの１つまたは複数を含み得、ここにおいて、２
次は１次よりも高い。ＤＣＩは、ＤＣＩが通信される物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）のサーチスペースに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本命
令は、さらに、ＤＣＩが、ＰＤＣＣＨフレームの共通サーチスペース中に含まれるのか、
またはＰＤＣＣＨフレームのＵＥ固有サーチスペース中に含まれるのかを決定することを
行うように実行可能であり得る。本命令は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームの共通サーチス
ペース中に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＰＤＣ
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ＣＨフレームのＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに基づいて第２のＭＣＳテ
ーブルを選択することを行うように実行可能であり得る。
【００１２】
　[0012]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）のどのサブフレームで通信されるのかに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを
搬送し得る。本命令は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームの第１のサブフレーム中に含まれて
いることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームの第２
のサブフレーム中に含まれていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択することを
行うように実行可能であり得る。ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット０またはＤ
ＣＩフォーマット４のうちの１つまたは複数であり得る。
【００１３】
　[0013]いくつかの態様では、本命令は、２つ以上のＥＰＤＣＣＨリソースセットの構成
を受信することと、ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信されていること
に基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩが第２のＥＰＤＣＣＨリソースセット
中で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択することとを行うように
実行可能であり得る。
【００１４】
　[0014]いくつかの態様では、ＭＣＳテーブルを識別することを行うように実行可能な命
令は、ＭＣＳテーブルインデックスを識別することと、ＭＣＳテーブルインデックスに基
づいて第１のＭＣＳテーブルまたは第２のＭＣＳテーブルのエントリを決定することと、
を行うように実行可能であり得、ここにおいて、第１のＭＣＳテーブルと第２のＭＣＳテ
ーブルとは１つまたは複数の共通のエントリを共有する。ＭＣＳテーブルを識別するため
の命令は、ＤＣＩ中の１つまたは複数のビットを識別することと、識別された１つまたは
複数のビットに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを選択することとを行
うように実行可能であり得る。本装置は、識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフ
セットパラメータを決定することを行うように実行可能な命令を含み得、ここにおいて、
第１の電力オフセットパラメータが、第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２の電力
オフセットパラメータが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる。本装置は、電力オフ
セットパラメータに基づいて１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少なくとも１つのための
送信電力を決定することを行うように実行可能な命令を含み得る。
【００１５】
　[0015]いくつかの態様では、本装置は、識別されたＭＣＳテーブルに関連するアップリ
ンク制御情報（ＵＣＩ）オフセットパラメータを決定することを行うように実行可能な命
令を含み得、ここにおいて、第１のＵＣＩオフセットパラメータが、関連する第１のＭＣ
Ｓテーブルに関連付けられ、第２のＵＣＩオフセットパラメータが、第２のＭＣＳテーブ
ルに関連付けられる。本装置は、ＵＣＩオフセットパラメータに基づいて１つまたは複数
のＵＬ送信のうちの少なくとも１つとＵＣＩを多重化するためのある数のリソース要素を
決定することを行うように実行可能な命令を含み得る。ＵＣＩは、ハイブリッド自動再送
要求肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、ランクインジケータ（ＲＩ）、またはチャネル品質
インジケータ（ＣＱＩ）のうちの少なくとも１つを含み得る。
【００１６】
　[0016]いくつかの態様では、識別されたＭＣＳテーブルは、最高で２５６直交振幅変調
まで（up to 256 quadrature amplitude modulation）に関連する非レガシーＭＣＳテー
ブルであり得、本命令は、ダウンリンク（ＤＬ）送信について最高で２５６直交振幅変調
まで（up to a 256 quadrature amplitude modulation）の指示（indication）を受信す
ることを行うように実行可能な命令であり得、ＤＬ送信指示は、ＤＣＩとは別個のもので
ある。
【００１７】
　[0017]例示的な実施例の第３のセットでは、ワイヤレス通信のための装置について説明
する。本装置は、ユーザ機器（ＵＥ）によって、ＵＥのためのリソースのアップリンク（
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ＵＬ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信するための手段であって
、ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリフ
ァレンスを搬送するように構成される、受信するための手段と、ＤＣＩ中で搬送されるＭ
ＣＳテーブルリファレンスに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別す
るための手段であって、ＭＣＳテーブルが、ＵＬグラントにおいて許可されるリソース上
でのＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコーディングを定義する、識別するため
の手段と、ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ
送信を送るための手段とを含み得る。
【００１８】
　[0018]いくつかの態様では、複数のＭＣＳテーブルは、少なくとも、最高で１次までの
直交振幅変調に関連するレガシーＭＣＳテーブルと、最高で２次までの直交振幅変調に関
連する非レガシーＭＣＳテーブルとを含み得、ここにおいて、２次は１次よりも高い。Ｄ
ＣＩは、ＤＣＩが通信される物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペ
ースに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本装置は、ＤＣＩが、ＰＤＣ
ＣＨフレームの共通サーチスペース中に含まれるのか、またはＰＤＣＣＨフレームのＵＥ
固有サーチスペース中に含まれるのかを決定するための手段を含み得る。本装置は、ＤＣ
ＩがＰＤＣＣＨフレームの共通サーチスペース中に含まれていることに基づいて第１のＭ
ＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームのＵＥ固有サーチスペース中に含ま
れていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択するための手段を含み得る。ＤＣＩ
フォーマットは、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうちの１つまたは
複数であり得る。
【００１９】
　[0019]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプに基
づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本装置は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレー
ム上で通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＥＰＤＣ
ＣＨフレーム上で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択するための
手段を含み得る。
【００２０】
　[0020]いくつかの態様では、本装置は、２つ以上のＥＰＤＣＣＨリソースセットの構成
を受信するための手段と、ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信されてい
ることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩが第２のＥＰＤＣＣＨリソース
セット中で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択するための手段と
を含み得る。
【００２１】
　[0021]いくつかの態様では、ＭＣＳテーブルを識別するための手段は、ＭＣＳテーブル
インデックスを識別するための手段と、ＭＣＳテーブルインデックスに基づいて第１のＭ
ＣＳテーブルまたは第２のＭＣＳテーブルのエントリを決定するための手段と、を含み得
、ここにおいて、第１のＭＣＳテーブルと第２のＭＣＳテーブルとは１つまたは複数の共
通のエントリを共有する。ＭＣＳテーブルを識別するための手段は、ＤＣＩ中の１つまた
は複数のビットを識別するための手段と、識別された１つまたは複数のビットに基づいて
複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを選択するための手段とを含み得る。
【００２２】
　[0022]いくつかの態様では、本装置は、識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフ
セットパラメータを決定するための手段を含み得、ここにおいて、第１の電力オフセット
パラメータが、第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ得、第２の電力オフセットパラメー
タが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。本装置は、電力オフセットパラメータ
に基づいて１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少なくとも１つのための送信電力を決定す
るための手段を含み得る。本装置は、識別されたＭＣＳテーブルに関連するアップリンク
制御情報（ＵＣＩ）オフセットパラメータを決定するための手段を含み得、ここにおいて
、第１のＵＣＩオフセットパラメータが、関連する第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ
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得、第２のＵＣＩオフセットパラメータが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。
【００２３】
　[0023]例示的な実施例の第４のセットでは、ワイヤレス通信のための非一時的コンピュ
ータ可読媒体は、ユーザ機器（ＵＥ）によって、ＵＥのためのリソースのアップリンク（
ＵＬ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信することであって、ＤＣ
Ｉが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレン
スを搬送するように構成される、受信することと、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣＳテーブル
リファレンスに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別することであっ
て、ＭＣＳテーブルが、ＵＬグラントにおいて許可されるリソース上でのＵＬ送信のため
に利用されるべき変調およびコーディングを定義する、識別することと、ＭＣＳテーブル
に従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送信を送ることと、を行う
ようにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する。
【００２４】
　[0024]いくつかの態様では、複数のＭＣＳテーブルは、少なくとも、最高で１次までの
直交振幅変調に関連するレガシーＭＣＳテーブルと、最高で２次までの直交振幅変調に関
連する非レガシーＭＣＳテーブルとを含み得、ここにおいて、２次は１次よりも高い。Ｄ
ＣＩは、ＤＣＩが通信される物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペ
ースに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本命令は、ＤＣＩが、ＰＤＣ
ＣＨフレームの共通サーチスペース中に含まれるのか、またはＰＤＣＣＨフレームのＵＥ
固有サーチスペース中に含まれるのかを決定することを行うように実行可能であり得る。
非一時的コンピュータ可読媒体は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームの共通サーチスペース中
に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレ
ームのＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを
選択することを行うように実行可能な命令を含み得る。
【００２５】
　[0025]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）のどのサブフレームで通信されるのかに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを
搬送し得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームの第１のサ
ブフレーム中に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＰ
ＤＣＣＨフレームの第２のサブフレーム中に含まれていることに基づいて第２のＭＣＳテ
ーブルを選択することを行うように実行可能な命令を含み得る。ＤＣＩフォーマットは、
ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうちの１つまたは複数であり得る。
【００２６】
　[0026]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプに基
づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、Ｄ
ＣＩがＰＤＣＣＨフレーム上で通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選
択し、ＤＣＩがＥＰＤＣＣＨフレーム上で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテ
ーブルを選択することを行うように実行可能な命令を含み得る。ＤＣＩは、ＤＣＩをマス
キングするために使用されるマスキングコードに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを
搬送し得る。第１のマスキングコードでマスキングされるＤＣＩは、第１のＭＣＳテーブ
ルに関連付けられ得、第２のマスキングコードでマスキングされるＤＣＩは、第２のＭＣ
Ｓテーブルに関連付けられ得る。ＭＣＳテーブルを識別することを行うように実行可能な
命令は、ＭＣＳテーブルインデックスを識別することと、ＭＣＳテーブルインデックスに
基づいて第１のＭＣＳテーブルまたは第２のＭＣＳテーブルのエントリを決定することと
、を行うように実行可能であり得、ここにおいて、第１のＭＣＳテーブルと第２のＭＣＳ
テーブルとは１つまたは複数の共通のエントリを共有する。
【００２７】
　[0027]いくつかの態様では、ＭＣＳテーブルを識別するための命令は、ＤＣＩ中の１つ
または複数のビットを識別することと、識別された１つまたは複数のビットに基づいて複
数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを選択することと、を行うように実行可能であり
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得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフ
セットパラメータを決定することを行うように実行可能な命令を含み得、ここにおいて、
第１の電力オフセットパラメータが、第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２の電力
オフセットパラメータが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる。非一時的コンピュー
タ可読媒体は、電力オフセットパラメータに基づいて１つまたは複数のＵＬ送信のうちの
少なくとも１つのための送信電力を決定することを行うように実行可能な命令を含み得る
。
【００２８】
　[0028]いくつかの態様では、非一時的コンピュータ可読媒体は、２つ以上のＥＰＤＣＣ
Ｈリソースセットの構成を受信することと、ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット
中で通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩが第２のＥＰ
ＤＣＣＨリソースセット中で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択
することとを行うように実行可能な命令を含み得る。
【００２９】
　[0029]いくつかの態様では、非一時的コンピュータ可読媒体は、識別されたＭＣＳテー
ブルに関連するアップリンク制御情報（ＵＣＩ）オフセットパラメータを決定することを
行うように実行可能な命令を含み得、ここにおいて、第１のＵＣＩオフセットパラメータ
が、関連する第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２のＵＣＩオフセットパラメータ
が、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる。非一時的コンピュータ可読媒体は、ＵＣＩ
オフセットパラメータに基づいて１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少なくとも１つとＵ
ＣＩを多重化するためのある数のリソース要素を決定することを行うように実行可能な命
令を含み得る。ＵＣＩは、ハイブリッド自動再送要求肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、ラ
ンクインジケータ（ＲＩ）、またはチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）のうちの少なく
とも１つを含み得る。識別されたＭＣＳテーブルは、最高で２５６直交振幅変調までに関
連する非レガシーＭＣＳテーブルであり得、本命令は、ダウンリンク（ＤＬ）送信につい
て最高で２５６直交振幅変調までの指示を受信することを行うように実行可能であり得、
ＤＬ送信指示はＤＣＩとは別個のものである。
【００３０】
　[0030]例示的な実施例の第５のセットでは、ワイヤレス通信のための方法は、ダウンリ
ンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブル
リファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成することと、ユーザ機器（ＵＥ）にＤＣＩを
送ることであって、ＤＣＩがＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを備
える、送ることと、ＵＥから、複数のＭＣＳテーブルからのＭＣＳテーブルに従って変調
およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送信を受信することであって、ＭＣＳテ
ーブルが、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて識別される、受
信することと、を含み得る。
【００３１】
　[0031]いくつかの例では、ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成
することは、ＤＣＩを通信すべき物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチ
スペースを識別すること、ＤＣＩを通信すべきＰＤＣＣＨのサブフレームを識別すること
、またはＤＣＩをマスキングするために使用すべきマスキングコードを識別することのう
ちの１つまたは複数を含み得る。ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット０またはＤ
ＣＩフォーマット４のうちの１つまたは複数であり得る。
【００３２】
　[0032]説明する方法および装置の適用性のさらなる範囲は、以下の発明を実施するため
の形態、特許請求の範囲、および図面から明らかになろう。当業者には発明を実施するた
めの形態の趣旨および範囲内の様々な変更および改変が明らかになるので、発明を実施す
るための形態および特定の例は、例示として与えられるものにすぎない。
【００３３】
　[0033]本開示の性質および利点のより一層の理解は、以下の図面を参照することによっ
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て実現され得る。添付の図では、同様の構成要素または特徴は、同一の参照符号を有し得
る。さらに、同一のタイプの様々な構成要素は、参照符号の後に、ダッシュ記号および類
似の構成要素を区別する第２のラベルを続けることによって区別され得る。本明細書で第
１の参照符号だけが使用される場合、説明は、第２の参照符号にかかわらず、同一の第１
の参照符号を有する類似の構成要素のうちの任意の１つに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】[0034]本開示の様々な態様によるワイヤレス通信システムの図。
【図２】[0035]本開示の様々な態様によるワイヤレス通信システムのブロック図。
【図３】[0036]本開示の様々な態様による例示的なダウンリンクＭＣＳテーブルを示す図
。
【図４】[0037]本開示の様々な態様による例示的なダウンリンクＣＱＩテーブルを示す図
。
【図５Ａ】[0038]本開示の様々な態様による例示的なアップリンクＭＣＳテーブルを示す
図。
【図５Ｂ】本開示の様々な態様による例示的なアップリンクＭＣＳテーブルを示す図。
【図６】[0039]本開示の様々な態様によるＭＣＳを示すための流れ図。
【図７】[0040]本開示の様々な態様によるＭＣＳを示すための別の流れ図。
【図８】[0041]本開示の様々な態様によるデバイスのブロック図。
【図９】[0042]本開示の様々な態様による別のデバイスのブロック図。
【図１０】[0043]本開示の様々な態様によるワイヤレス通信デバイスにおけるＭＣＳを示
すための装置のブロック図。
【図１１】[0044]本開示の様々な態様によるデバイスのブロック図。
【図１２】[0045]本開示の様々な態様による別のデバイスのブロック図。
【図１３】[0046]本開示の様々な態様によるワイヤレス通信デバイスにおけるＭＣＳを示
すための別の装置のブロック図。
【図１４】[0047]本開示の様々な態様によるＭＣＳを示すための例示的な方法を示す図。
【図１５】[0048]本開示の様々な態様によるＭＣＳを示すための別の例示的な方法を示す
図。
【図１６】[0049]本開示の様々な態様によるＭＣＳを示すための別の例示的な方法を示す
図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　[0050]ワイヤレス通信規格は、ダウンリンクおよびアップリンク送信のための様々な変
調コーディング方式（ＭＣＳ）をサポートし得る。一構成では、４位相シフトキーイング
（ＱＰＳＫ）、１６直交振幅変調（１６ＱＡＭ）、および６４ＱＡＭが、ワイヤレス通信
規格によってサポートされるレガシー変調コーディング方式の例であり得る。さらに、ワ
イヤレス通信規格は、たとえば、少なくとも２５６ＱＡＭまでの非レガシーＭＣＳをサポ
ートし得る。一例として、ワイヤレス通信規格は、ダウンリンク送信のための複数のＭＣ
Ｓの使用を提供し得、２５６ＱＡＭのためのサポートされる構成がカバーされることを保
証するためにフォールバック動作をも含み得る。そうするために、ワイヤレス通信システ
ム中の発展型ノードＢ（ｅＮＢ）は、ワイヤレスチャネル上でのダウンリンク送信のため
に使用すべき適切なＭＣＳテーブルを選択し得る。しかしながら、アップリンク送信のた
めに、別個のＭＣＳが使用され得る。したがって、どのＭＣＳテーブルを参照すべきかを
示すユーザ機器（ＵＥ）への別個の指示が有益であり得る。したがって、ワイヤレス通信
システムでは、アップリンク送信のためのロングタームエボリューション（ＬＴＥ）にお
けるＭＣＳ指示方法が可能になり得る。この例または他の例では、より高次の変調または
より複雑な変調に関連するＭＣＳが使用され得る（たとえば、１０２４ＱＡＭ）。
【００３６】
　[0051]説明する技法および装置は、ＵＥがアップリンク送信を変調しコーディングする
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ために使用すべきＭＣＳテーブルをＵＥに示す。ＵＥは、ＵＥが複数のＭＣＳテーブルの
うちのどれをアップリンクグラントにおいて与えられるリソースのために利用すべきかを
搬送し、示すように構成されたダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信し得る。ＵＥは、
使用すべき適切なＭＣＳテーブルを識別し、識別されたＭＣＳテーブルに基づいて変調お
よびコーディングされたアップリンク送信を送るためにＤＣＩの構成を決定し得る。適切
なＭＣＳテーブルへのリファレンスを搬送するＤＣＩの構成は様々な形態（たとえば、Ｄ
ＣＩフォーマット、どのサーチスペース中でＤＣＩが通信されるのか、ＤＣＩ中の１つま
たは複数のビット、どのサブフレームにＤＣＩが位置するのか、ＤＣＩを搬送する制御チ
ャネルのタイプ、ＵＥが２つ以上のＥＰＤＣＣＨリソースセットで構成される場合、拡張
物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）に関連するリソースセットインデックス
、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に関連する仮想セルＩＤなど）をとり得
る。いくつかの例では、ＤＣＩは、最高６４ＱＡＭまでのＭＣＳ方式をサポートするレガ
シーＭＣＳテーブルを参照するように構成され得る。他の例では、ＤＣＩは、最高で少な
くとも２５６ＱＡＭまでのＭＣＳ方式をサポートする非レガシーＭＣＳテーブルを参照す
るように構成され得る。したがって、ｅＮＢは、制御オーバーヘッドリソースを節約しな
がら２５６ＱＡＭがサポートされるかどうかを示すために適切に構成されたＤＣＩをＵＥ
に送り得る。
【００３７】
　[0052]したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載され
た範囲、適用可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から
逸脱することなく、説明する要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例
は、適宜に様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明
される方法は、説明されるのとは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加、省略
、または組み合わされ得る。また、いくつかの例に関して説明する特徴は、他の例におい
て組み合わせられ得る。
【００３８】
　[0053]最初に図１を参照すると、図に、ワイヤレス通信システム１００の一例を示す。
ワイヤレス通信システム１００は、基地局（あるいはセルまたはノード）１０５と、ユー
ザ機器（ＵＥ）１１５と、コアネットワーク１３０とを含む。本開示では、「セル」、「
基地局」、および「ｅＮＢ」という用語は互換的に使用される。本開示では、「ＵＥ」お
よび「モバイルデバイス」という用語は互換的に使用される。
【００３９】
　[0054]基地局１０５は、様々な例ではコアネットワーク１３０または基地局１０５の一
部であり得る、基地局コントローラ（図示せず）の制御下でＵＥ１１５と通信し得る。基
地局１０５は、バックホール１３２を通してコアネットワーク１３０と制御情報またはユ
ーザデータを通信し得る。いくつかの例では、基地局１０５は、ワイヤードまたはワイヤ
レス通信リンクであり得るバックホールリンク１３４を介して互いと直接または間接的に
通信し得る。ワイヤレス通信システム１００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信
号）上での動作をサポートし得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリアで同時に被
変調信号を送信し得る。たとえば、各通信リンク１２５は、上記で説明した様々な無線技
術に従って変調されたマルチキャリア信号であり得る。各被変調信号は、異なるキャリア
上で送られることがあり、制御情報（たとえば、基準信号、制御チャネルなど）、オーバ
ーヘッド情報、データなどを搬送し得る。
【００４０】
　[0055]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイヤ
レス通信し得る。基地局１０５の各々は、それぞれの地理的カバレージエリア１１０に通
信カバレージを提供し得る。いくつかの例では、基地局１０５は、トランシーバ基地局、
無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ）、拡
張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノードＢ、ホー
ムｅノードＢ、または何らかの他の適切な用語で呼ばれることがある。基地局１０５のた
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めのカバレージエリア１１０は、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタに分割
され得る（図示せず）。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプの基地局１０５
（たとえば、マクロ基地局、マイクロ基地局、またはフェムト／ピコ基地局）を含み得る
。異なる技術のための重複するカバレージエリアがあり得る。
【００４１】
　[0056]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネット
ワークである。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）という
用語は、概して、基地局１０５のうちの１つまたは複数を記述するために使用され得る。
ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的領域にカバレー
ジを提供する、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。たとえば、各基地局１
０５は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、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、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる
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
ーし得、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを
可能にし得る。フェムトセルも、一般に、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）
をカバーし、無制限アクセスに加えて、フェムトセルとの関連付けを有するＵＥ（たとえ
ば、限定加入者グループ（ＣＳＧ）内のＵＥ、自宅内のユーザ用のＵＥなど）による制限
付きアクセスも提供し得る。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。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。
【００４２】
　[0057]一例では、ｅＮＢ１０５は、ＵＥ１１５への送信のために使用すべき様々なＭＣ
Ｓ間で選択する。選択されたＭＣＳは、ＵＥ１１５から報告されたチャネル品質インジケ
ータ（ＣＱＩ）値に少なくとも部分的に基づき得る。ｅＮＢ１０５は、ＵＥ１１５から受
信されたＣＱＩ値に対応するテーブルを識別するために様々なＣＱＩテーブル間で選択し
得る。ｅＮＢ１０５はまた、ダウンリンク上での送信またはアップリンク上での送信のた
めにＭＣＳがそれから識別され得るテーブルを識別するために様々なＭＣＳテーブル間で
選択し得る。選択されたＭＣＳテーブルは、ＵＥ１１５から受信されたＣＱＩ値に少なく
とも部分的に基づき得る。ｅＮＢは、いくつかの例では、アップリンク送信のために利用
されるべき選択されたＭＣＳテーブルへのリファレンスをＵＥ１１５に示し得る。
【００４３】
　[0058]別の例では、モード依存ＤＣＩは、ＲＲＣ構成に基づいてレガシーＭＣＳテーブ
ルまたは新しいＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。さらに、ＰＤＳＣＨをスケジュール
するＤＣＩフォーマット１Ａは、ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信さ
れる場合、レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、またはＤＣＩが第２のＥＰＤＣＣＨ
リソースセット中で通信される場合、新しいＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。
【００４４】
　[0059]ＥＰＤＣＣＨリソースセット依存のＭＣＳテーブル決定は、ＤＬ送信およびＵＬ
送信について共同でまたは別個に管理され得る。共同管理の一例として、ＤＣＩフォーマ
ット０とＤＣＩフォーマット１Ａとの両方は、レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ得
、ＤＬスケジューリングとＵＬスケジューリングとの両方のためのモード依存のＤＣＩ（
たとえば、ＤＣＩフォーマット２ＤおよびＤＣＩフォーマット４）は、ＤＣＩが第１のＥ
ＰＤＣＣＨリソースセット中で通信される場合、レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ
得る。ＤＣＩが第２のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信される場合、ＤＬスケジュー
リングとＵＬスケジューリングとの両方のためのモード依存のＤＣＩ（たとえば、ＤＣＩ
フォーマット２ＤおよびＤＣＩフォーマット４）は、新しいＭＣＳテーブルに関連付けら
れ得る。別個の管理の一例として、ＤＣＩが、第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通
信される場合、ＤＣＩフォーマット１Ａは、レガシーＭＣＳに関連付けられ得、ＤＣＩフ
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ォーマット０は、レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。ＤＣＩが第２のＥＰＤＣ
ＣＨリソースセット中で通信される場合、ＤＣＩフォーマット１Ａは、新しいＭＣＳに関
連付けられ得る。
【００４５】
　[0060]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１など）を介し
て基地局１０５と通信し得る。基地局１０５はまた、バックホールリンク１３４（たとえ
ば、Ｘ２など）を介してまたはバックホール１３２を介して（たとえば、コアネットワー
ク１３０を通して）直接または間接的に、互いと通信し得る。ワイヤレス通信システム１
００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、基地局１０５は同
様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局１０５からの送信は近似的に時間的にア
ライメントされ得る。非同期動作の場合、基地局１０５は異なるフレームタイミングを有
し得、異なる基地局１０５からの送信は時間的にアライメントされないことがある。本明
細書で説明する技法は、同期動作または非同期動作のいずれにも使用され得る。
【００４６】
　[0061]ワイヤレス通信システム１００において示された通信リンク１２５は、ＵＥ１１
５から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、または基地局１０５からＵＥ１１５
へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ば
れることもあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。
【００４７】
　[0062]ＵＥ１１５はワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され、各ＵＥ１
１５は固定またはモバイルであり得る。ＵＥ１１５はまた、当業者によって、移動局、加
入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、
モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、
モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハン
ドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの
他の好適な用語で呼ばれることがある。ＵＥ１１５は、携帯電話、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、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。ＵＥ１１５は、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮ
Ｂ、リレーなどと通信することが可能であり得る。さらに、ＵＥ１１５は、ＵＥ１１５が
アップリンク送信のために使用し得るＭＣＳを識別するために様々なＭＣＳテーブル間で
選択することが可能であり得る。
【００４８】
　[0063]ＵＥ１１５は、サービングｅＮＢ１０５からＤＣＩを受信し、ＤＣＩのためのフ
ォーマットとＤＣＩの構成とを決定するように構成され得る。ＤＣＩの決定されたフォー
マットと構成とに基づいて、ＵＥ１１５は、ＭＣＳテーブルのセットの中からアップリン
ク送信のためのＭＣＳテーブルを識別し得る。ＤＣＩは、ＵＥ１１５のためのアップリン
クリソースのグラント（たとえば、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の時間
周波数リソースのグラント）を含み得る。ＤＣＩの構成またはＤＣＩのためのフォーマッ
トは、ＵＥ１１５がアップリンク送信のために利用すべきＭＣＳテーブルへのリファレン
スを搬送するために選択され得る。たとえば、ＤＣＩは、どのＭＣＳテーブルを選択すべ
きかをＵＥ１１５に少なくともある程度示すＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマ
ット４を有し得る。ＤＣＩの態様はまた、ＵＥ１１５がアップリンク送信のために選択す
べきＭＣＳテーブルをさらに示すように構成され得る。したがって、ＤＣＩフォーマット
および構成は、様々なＭＣＳ方式をサポートするＬＴＥ環境におけるアップリンク送信の
ためにＵＥ１１５が使用すべきＭＣＳテーブルを示し得る。
【００４９】
　[0064]図２は、基地局１０５－ａとＵＥ１１５－ａとを含むワイヤレス通信システム２
００の設計を概念的に示すブロック図である。このワイヤレス通信システム２００は、図
１のワイヤレス通信システム１００の態様を示し得る。たとえば、基地局１０５－ａは、
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図１の１つまたは複数の基地局１０５の一例であり得る。ＵＥ１１５－ａは、図１の１つ
または複数のＵＥ１１５の一例であり得る。基地局１０５－ａは、アンテナ２３４－ａ～
２３４－ｘを備え得、ここで、ｘは正の整数であり、ＵＥ１１５－ａは、アンテナ２５２
－ａ～２５２－ｎを備え得、ここで、ｎは正の整数である。ワイヤレス通信システム２０
０では、基地局１０５－ａは、複数の通信リンクを介して同時にデータを送ることが可能
であり得る。各通信リンクは「レイヤ」と呼ばれることがあり、通信リンクの「ランク」
は、通信に使用されるレイヤの数を示し得る。たとえば、基地局１０５－ａが２つの「レ
イヤ」を送信する２×２多入力／多出力（ＭＩＭＯ）システムでは、基地局１０５－ａと
ＵＥ１１５－ａとの間の通信リンクのランクは２である。
【００５０】
　[0065]基地局１０５－ａにおいて、送信プロセッサ２２０は、データソースからデータ
を受信し、コントローラ／プロセッサ２４０から制御情報を受信し得る。制御情報は、物
理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：physical broadcast channel）、物理制御フォ
ーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：physical control format indicator ch
annel）、物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：physical hybrid
-ARQ indicator channel）、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：physical dow
nlink control channel）などのためのものであり得る。送信プロセッサ２２０は、デー
タシンボルおよび制御シンボルを取得するために、それぞれデータを処理し（たとえば、
符号化およびシンボルマッピングし）、制御情報を処理し得る。送信プロセッサ２２０は
また、基準シンボルとセル固有基準信号とを生成し得る。送信（ＴＸ）ＭＩＭＯプロセッ
サ２３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、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／復調器２３２－ａ～２３２－ｘに与え得る。各変調器／復調器２３２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／復調器２３２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（ＤＬ）信号を取得し得る。一例では、変調器／復調器２３２－ａ～
２３２－ｘからのＤＬ信号は、それぞれ、アンテナ２３４－ａ～２３４－ｘを介して送信
されることがある。
【００５１】
　[0066]ＵＥ１１５－ａにおいて、ＵＥアンテナ２５２－ａ～２５２－ｎは、基地局１０
５－ａからＤＬ信号を受信し得、受信された信号をそれぞれ変調器／復調器２５４－ａ～
２５４－ｎに与え得る。各変調器／復調器２５４は、それぞれの受信信号を調節（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。各変調器／復調器２５４はさらに、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入
力サンプルを処理して、受信シンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器２５６は、すべての
変調器／復調器２５４－ａ～２５４－ｎ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２
５８が、検出されたシンボルを処理し（たとえば、復調し、デインターリーブし、および
復号し）、ＵＥ１１５－ａのための復号されたデータをデータ出力に与え、復号された制
御情報をコントローラ／プロセッサ２８０、またはメモリ２８２に与え得る。
【００５２】
　[0067]アップリンク（ＵＬ）上で、ＵＥ１１５－ａにおいて、送信プロセッサ２６４は
、データソースからデータを受信し、処理し得る。送信プロセッサ２６４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２６４からのシンボルは、適用可
能な場合、送信ＭＩＭＯプロセッサ２６６によってプリコードされ、変調器／復調器２５
４－ａ～２５４－ｎによって（たとえば、シングルキャリア（ＳＣ）－ＦＤＭＡなどのた
めに）さらに処理され、基地局１０５－ａから受信された送信パラメータに従って基地局
１０５－ａに送信され得る。基地局１０５－ａにおいて、ＵＥ１１５－ａからのＵＬ信号
がアンテナ２３４によって受信され、変調器／復調器２３２によって処理され、適用可能
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な場合、ＭＩＭＯ検出器２３６によって検出され、受信プロセッサ２３８によってさらに
処理され得る。受信プロセッサ２３８は、復号されたデータをデータ出力およびコントロ
ーラ／プロセッサ２４０に与え得る。ＵＥ１１５－ａの構成要素は、個別にまたは集合的
に、ハードウェア中の適用可能な機能の一部または全部を実行するように適応された１つ
または複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を用いて実装され得る。言及されたモジ
ュールの各々は、ワイヤレス通信システム２００の動作に関係する１つまたは複数の機能
を実行するための手段であり得る。同様に、基地局１０５－ａの構成要素は、個別にまた
は集合的に、ハードウェア中の適用可能な機能の一部または全部を実行するように構成さ
れた１つまたは複数のＡＳＩＣを用いて実行され得る。言及された構成要素の各々は、ワ
イヤレス通信システム２００の動作に関係する１つまたは複数の機能を実行するための手
段であり得る。
【００５３】
　[0068]一構成では、ＵＥ１１５－ａは、アップリンク送信のための使用されるべきＭＣ
Ｓテーブルへのリファレンスを受信し、選択されたＭＣＳテーブルに基づいて変調され、
コーディングされたアップリンク送信を送るための手段を含む。ＵＥ１１５－ａはまた、
リソースのアップリンクグラントを含むＤＣＩを受信するための手段を含み得る。ＵＥ１
１５－ａは、たとえば、ＤＣＩの構成ならびにＤＣＩのためのフォーマットを決定するた
めの手段を含み得る。ＵＥ１１５－ａは、たとえば、ＤＣＩのための構成およびフォーマ
ットに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別するための手段を含み得
る。ＵＥ１１５－ａは、別の例では、識別されたＭＣＳテーブルに従って変調およびコー
ディングされたアップリンク送信を送るための手段を含み得る。一態様では、上述の手段
は、上記で具陳し、以下でさらに詳細に説明する機能を実行するように構成されたＵＥ１
１５－ａのコントローラ／プロセッサ２８０、メモリ２８２、送信プロセッサ２６４、受
信プロセッサ２５８、変調器／復調器２５４、およびアンテナ２５２であり得る。
【００５４】
　[0069]一構成では、ｅＮＢ１０５－ａは、ＤＣＩフォーマットを有し、ＭＣＳテーブル
リファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成するための手段を含む。場合によっては、Ｄ
ＣＩフォーマットは、あらかじめ定義され得る。ｅＮＢ１０５－ａはまた、ＵＥ１１５－
ａに、ＤＣＩを送るための手段を含み得、ＤＣＩは、ＵＥ１１５－ａのためのリソースの
アップリンクグラントを備える。ｅＮＢ１０５－ａは、たとえば、ＵＥ１１５－ａから、
複数のＭＣＳテーブルからのＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つ
または複数のアップリンク送信を受信するための手段を含み得、ＭＣＳテーブルは、ＤＣ
Ｉ中で搬送されるＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて識別される。一態様では、上述
の手段は、上記で具陳し、以下でさらに詳細に説明する機能を実行するように構成された
ｅＮＢ１０５－ａのコントローラ／プロセッサ２４０、メモリ２４２、送信プロセッサ２
２４、受信プロセッサ２３８、変調器／復調器２３２、およびアンテナ２３４であり得る
。
【００５５】
　[0070]図３に、本開示の様々な態様による、例示的なダウンリンクＭＣＳテーブル３０
５の図３００を示す。ダウンリンクＭＣＳテーブル３０５は、図１または図２のＵＥ１１
５とｅＮＢ１０５との間のダウンリンク送信のために使用されるダウンリンクＭＣＳテー
ブルの一例であり得る。ダウンリンクＭＣＳテーブル３０５は、ダウンリンク送信のため
のその中から選定すべき最大３２個のＭＣＳを表すために５ビットを利用し得る。ＭＣＳ
テーブル３０５は、トランスポートブロックサイズルックアップインデックスならびに対
応するＭＣＳのために使用されるべき変調次数を含み得る。ＭＣＳテーブル３０５は、５
ビットのＭＣＳに基づき得、０～３１のＭＣＳインデックスのリストを含み得る。各イン
デックスは、送信のために使用されるべき少なくとも１つの変調方式に対応し得る。いく
つかの例では、ＭＣＳインデックス０～２８は、新しい送信または再送信のためのＭＣＳ
方式を示し得るが、インデックス２９～３１は、再送信のためのＭＣＳ方式を与え得る。
さらに、各ＭＣＳインデックスは少なくとも１つのトランスポートブロックサイズ（ＴＢ
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Ｓ）ルックアップインデックスにマッピングされ得る。ＴＢＳルックアップインデックス
は、対応するＭＣＳを使用して送信されるべきトランスポートブロックのサイズを示し得
る。ＭＣＳインデックスとＴＢＳインデックスとの間のマッピングは、１対１で対応する
マッピングでないことがある（たとえば、ＭＣＳインデックス９および１０がどちらもＴ
ＢＳインデックス９にマッピングする）。ＭＣＳテーブル３０５では、変調次数は、最高
で６４ＱＡＭ（すなわち、変調次数６）までの変調をサポートし得る。様々なワイヤレス
通信規格によれば、最高で２５６ＱＡＭまでをサポートするダウンリンクＭＣＳテーブル
も与えられ得る。
【００５６】
　[0071]図４に、本開示の様々な態様による、例示的なＣＱＩ報告テーブル４０５の図４
００を示す。ＣＱＩ報告テーブル４０５は、（図１または図２の）ＵＥ１１５からｅＮＢ
１０５によって受信され、ワイヤレスチャネルのＣＱＩ値を識別するために使用され得る
。ＣＱＩ値は、次いで、ワイヤレスチャネル上での送信のために使用すべき特定のＭＣＳ
を選択するために使用され得る。ＣＱＩ報告テーブル４０５は、４ビットを使用してＣＱ
Ｉ値を表し得る。ＣＱＩテーブルは、（ＣＱＩ値を表すために４ビットが使用される場合
）１６個の可能なＣＱＩ値に対応するＣＱＩインデックスのリスティングを含み得る。各
ＣＱＩインデックス値は、ＭＣＳを選択するために使用され得る追加のデータにマッピン
グされ得る。
【００５７】
　[0072]ＬＴＥリリース１２では、ダウンリンク動作のために２５６ＱＡＭがサポートさ
れる。したがって、リリース１２は、２５６ＱＡＭエントリをもつチャネル状態情報（Ｃ
ＳＩ）フィードバックをサポートするために新しいＣＱＩテーブルを定義する。リリース
１２はまた、２５６ＱＡＭでのＰＤＳＣＨのスケジュールをサポートするために新しいＭ
ＣＳテーブルを定義する。さらに、新しいＴＢＳテーブルはまた、より大きいＴＢＳ（し
たがって、より高いピークレート）がサポートされ得るように定義される。ダウンリンク
動作のための２５６ＱＡＭのサポートは、スモールセル展開によって動機付けられ得、こ
こで、ＵＥは、良好なチャネル状態を経験し得る。
【００５８】
　[0073]しかしながら、ＵＥが経験するダウンリンクチャネル／干渉条件は、ＵＥのため
のアップリンクチャネル／干渉条件とはまったく異なるものであり得る。ダウンリンク２
５６ＱＡＭのサポートでは、レガシーＭＣＳテーブルにコンパクトなＤＣＩフォーマット
１Ａを関連付け、ダウンリンク２５６ＱＡＭ動作を示すために、ダウンリンク送信モード
依存のＤＣＩに依拠することが妥当である。これは、物理ダウンリンク共有チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ）が２５６ＱＡＭをサポートする場合、ダウンリンクチャネル条件が十分に良好
なので、ＤＣＩオーバーヘッドが重大な問題にならないと仮定することが妥当であるから
である。したがって、ＤＣＩフォーマット１Ａを２５６ＱＡＭに関連付けないことが妥当
であり得る。代わりに、ＤＣＩフォーマット１Ａは、（すなわち、２５６ＱＡＭの再構成
中の潜在的なあいまいさを考慮するために）フォールバック動作のために使用されるべき
レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。しかしながら、２５６ＱＡＭがアップリン
クのために使用可能である場合、制御チャネルオーバーヘッドが依然として問題でない限
りダウンリンクチャネル／干渉条件が良好であるという保証はない。
【００５９】
　[0074]図５Ａおよび図５ｂに、それぞれ、例示的なアップリンクＭＣＳテーブル５０５
および５１０の図５００－ａおよび５００－ｂを示す。アップリンクＭＣＳテーブル５０
５および５１０は、本開示の様々な態様に従って説明する複数のＭＣＳテーブルの例であ
り得る。（図１または図２の）ＵＥ１１５は、様々な態様による、アップリンク送信のた
めの変調およびコーディングを決定するためにＭＣＳテーブルのうちの１つを識別し得る
。ＵＥ１１５によるＭＣＳテーブルの識別は、（図１または図２の）ｅＮＢ１０５から受
信されたインジケータによって容易になり得る。
【００６０】
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　[0075]いくつかの例では、アップリンクＭＣＳテーブル５０５は、アップリンク送信の
ための選定すべき最大３２個のＭＣＳを表すために５ビットを利用するレガシーＭＣＳテ
ーブルの一例であり得る。アップリンクＭＣＳテーブル５０５は、トランスポートブロッ
クサイズルックアップインデックスならびに対応するＭＣＳのために使用されるべき変調
次数を含み得る。ＭＣＳインデックスとＴＢＳインデックスとの間のマッピングは、１対
１で対応するマッピングでないことがある（たとえば、ＭＣＳインデックス９および１０
がどちらもＴＢＳインデックス９にマッピングする）。アップリンクＭＣＳテーブル５０
５では、変調次数は、最高で６４ＱＡＭ（すなわち、変調次数６）までの変調をサポート
し得る。いくつかの例では、変調次数は、６４ＱＡＭよりも大きくなり得る。
【００６１】
　[0076]アップリンクＭＣＳテーブル５１０は、より高次の変調（たとえば、２５６ＱＡ
Ｍをサポートする変調次数８）をサポートする非レガシーＭＣＳテーブルの一例であり得
る。アップリンクＭＣＳテーブル５１０はまた、アップリンク送信のための選定すべき最
大３２個のＭＣＳを表すために５ビットを利用し得る。アップリンクＭＣＳテーブル５１
０の少なくとも一部分は、より低次の変調またはＴＢＳインデックスについてアップリン
クＭＣＳテーブル５０５の少なくとも一部分と重複し得る。アップリンクＭＣＳテーブル
５１０は、より高次の変調（たとえば、変調次数８）を通して２５６ＱＡＭをサポートす
るために使用され得る。ＭＣＳテーブル５０５および５１０は、再送信に関連する冗長バ
ージョンをさらに含み得、ここで、後続の再送信はそれぞれ、インクリメンタル冗長（in
cremental redundancy）を通して有効コードレートを低減する。
【００６２】
　[0077]図６に、本開示の態様による、ＵＥ１１５－ｂとｅＮＢ１０５－ｂとの間の通信
の一例を概念的に示す図６００を示す。ＵＥ１１５－ｂは、図１または図２に関して説明
したＵＥ１１５の一例であり得る。ｅＮＢ１０５－ｂは、図１または図２に関して説明し
た基地局１０５の一例であり得る。概して、図６に、ＵＥ１１５－ｂにアップリンクＭＣ
Ｓを示すためのプロセスを示す。
【００６３】
　[0078]６０５において、ｅＮＢ１０５－ｂは、ＵＥ１１５－ｂにＤＣＩを送り得る。ｅ
ＮＢ１０５－ｂは、ＤＣＩのためのフォーマットを選択し、アップリンク送信のためのＭ
ＣＳテーブルへのリファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成し得る。場合によっては、
ＤＣＩフォーマットは、あらかじめ定義され得る。ＤＣＩは、アップリンク送信のために
使用すべきＵＥ１１５－ｂのためのリソースのアップリンクグラントを含み得る。ＤＣＩ
は、ＰＤＣＣＨチャネル上のフレームの１つまたは複数のサブフレームを介してＵＥ１１
５－ｂに通信され得る。いくつかの例では、ｅＮＢ１０５－ｂは、ＤＣＩが、少なくとも
いくつかの態様では、より高次の変調をサポートするように構成されることを示すために
、ＤＣＩのためにＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４を選択し得る。他の
態様では、ｅＮＢ１０５－ｂは、ＤＣＩのためにＤＣＩフォーマット０を選択し得る（す
なわち、ＤＣＩフォーマット０が、レガシーアップリンクＭＣＳテーブルと非レガシーア
ップリンクＭＣＳテーブルとに関連付けられ得る）。追加または代替として、ｅＮＢ１０
５－ｂは、ＵＥ１１５－ｂのためのＭＣＳテーブルへのリファレンスを搬送するようにＤ
ＣＩを構成し得る。たとえば、ｅＮＢ１０５－ｂは、リファレンスを搬送するためにＰＤ
ＣＣＨのフレームのサーチスペースを選択すること、リファレンスを搬送するためにＤＣ
Ｉ中の１つまたは複数のビットを選択すること、リファレンスを搬送するためにＰＤＣＣ
Ｈのフレームのサブフレームを選択すること、リファレンスを搬送するために制御チャネ
ルのタイプ（たとえば、拡張（Ｅ）－ＰＤＣＣＨか、ＰＤＣＣＨか）を選択すること、Ｕ
Ｅが２つ以上のＥＰＤＣＣＨリソースセットで構成される場合、ＥＰＤＣＣＨに関連する
リソースセットインデックスを選択すること、ＰＵＳＣＨに関連する仮想セルＩＤを選択
すること、リファレンスを搬送するためにＤＣＩをマスキングするために特定のマスキン
グコードを選択すること、またはそれらの組合せを行うことによってＤＣＩを構成し得る
。したがって、ＤＣＩは、ＵＥ１１５－ｂのためのアップリンクＭＣＳテーブルへのリフ
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ァレンスを搬送するためにあらかじめ定義されたフォーマットおよび構成を有し得る。
【００６４】
　[0079]６１０において、ＵＥ１１５－ｂは、ＤＣＩに基づいてアップリンクＭＣＳテー
ブルを識別し得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５－ｂは、ＤＣＩのためのフォーマット
ならびにＤＣＩの構成（たとえば、ＤＣＩフォーマット０または４、共通サーチスペース
またはＵＥ固有サーチスペースなど）を決定し得る。ＤＣＩのフォーマットまたは構成に
基づいて、ＵＥ１１５－ｂは、アップリンク送信のための複数のＭＣＳテーブルからＭＣ
Ｓテーブルを識別し、選択し得る。たとえば、ＤＣＩが第１のあらかじめ定義されたフォ
ーマットであり、第１の構成に従って構成される場合、ＵＥ１１５－ｂは、最高６４ＱＡ
Ｍまでの変調およびコーディングに関連するＭＣＳテーブルを選択し得る。別の例では、
ＤＣＩが第２のあらかじめ定義されたフォーマットであり、第２の構成に従って構成され
る場合、ＵＥ１１５－ｂは、最高少なくとも２５６ＱＡＭまでに関連付けられたＭＣＳテ
ーブルを選択し得る。
【００６５】
　[0080]６１５において、ＵＥ１１５－ｂは、ｅＮＢ１０５－ｂに１つまたは複数のアッ
プリンク送信６２０を送り得る。アップリンク送信は、識別されたアップリンクＭＣＳテ
ーブルに従って変調され、コーディングされ得る。アップリンク送信は、識別されたアッ
プリンクＭＣＳテーブルに応じて、最高少なくとも２５６ＱＡＭまでを利用して変調され
、コーディングされ得る。
【００６６】
　[0081]図７に、本開示の一態様による、ＵＥ１１５－ｃとｅＮＢ１０５－ｃとの間の通
信の一例を概念的に示す図７００を示す。ＵＥ１１５－ｃは、図１、図２、または図６に
関して説明したＵＥ１１５の一例であり得る。ｅＮＢ１０５－ｃは、図１または図２に関
して説明した基地局１０５あるいは図６に関して説明したｅＮＢ１０５の一例であり得る
。概して、図７に、アップリンク送信のためのアップリンクＭＣＳリファレンステーブル
を示すためのプロセスを示す。
【００６７】
　[0082]７０５において、ｅＮＢ１０５－ｃは、ＵＥ１１５－ｃにＤＣＩを送り得る。ｅ
ＮＢ１０５－ｂは、ＤＣＩのためのフォーマットを選択し、アップリンク送信のためのＭ
ＣＳテーブルへのリファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成し得る。場合によっては、
ＤＣＩフォーマットは、あらかじめ定義され得る。ＤＣＩは、アップリンク送信のために
使用すべきＵＥ１１５－ｂのためのリソースのアップリンクグラントを含み得る。
【００６８】
　[0083]７１０において、ＵＥ１１５－ｃは、ＭＣＳテーブルリファレンスを識別するた
めにＤＣＩの構成を決定し得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５－ｃは、ＭＣＳテーブル
リファレンスを識別するためにＤＣＩの構成を決定するために、ＤＣＩのフォーマットが
ＤＣＩフォーマット０であるのか、またはＤＣＩフォーマット４であるのかを決定し得る
。追加または代替として、ＵＥ１１５－ｃは、ＭＣＳテーブルリファレンスを識別するた
めにＤＣＩの構成を決定するために、ＤＣＩが共通サーチスペース中で通信されるのか、
またはＵＥ固有サーチスペース中で通信されるのかを決定し得る。他の態様によれば、Ｕ
Ｅ１１５－ｃは、ＰＤＣＣＨのフレームのどのサブフレームがＤＣＩを搬送するのか、Ｄ
ＣＩ中の１つまたは複数のビット、どのタイプの制御チャネル（たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣ
ＨかＰＤＣＣＨか）がＤＣＩを搬送するのか、ＵＥが２つ以上のＥＰＤＣＣＨリソースセ
ットで構成される場合、ＥＰＤＣＣＨに関連するリソースセットインデックス、ＰＵＳＣ
Ｈに関連する仮想セルＩＤ、ＤＣＩをマスキングするためにどのマスキングコードが使用
されるか、またはそれらの組合せを決定することによってＭＣＳテーブルリファレンスを
識別するためにＤＣＩの構成を決定し得る。したがって、ＵＥ１１５－ｃは、ＭＣＳテー
ブルリファレンスを識別するためにＤＣＩの構成を決定し得る。７１５において、ＵＥ１
１５－ｃは、ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいてアップリンクＭＣＳテーブルを識別
し得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５－ｃは、アップリンク送信のための複数のＭＣＳ
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テーブルからＭＣＳテーブルを識別し、選択し得る。ＵＥ１１５－ｃは、ＤＣＩ構成に基
づいて決定されるリファレンスに基づいてアップリンクＭＣＳテーブルを識別し得る。第
１のＭＣＳテーブルリファレンスがＤＣＩを介して識別される場合、ＵＥ１１５－ｃは、
最高６４ＱＡＭまでの変調およびコーディングに関連するＭＣＳテーブルを選択し得る。
別の例では、第２のＭＣＳテーブルリファレンスがＤＣＩを介して識別される場合、ＵＥ
１１５－ｃは、最高少なくとも２５６ＱＡＭまでの変調およびコーディングに関連するＭ
ＣＳテーブルを選択し得る。
【００６９】
　[0084]７２０において、ＵＥ１１５－ｃは、ｅＮＢ１０５－ｃに１つまたは複数のアッ
プリンク送信７２５を送り得る。アップリンク送信は、識別されたアップリンクＭＣＳテ
ーブルに従って変調され、コーディングされ得る。アップリンク送信は、識別されたアッ
プリンクＭＣＳテーブルに応じて、最高少なくとも２５６ＱＡＭまでを利用して変調され
、コーディングされ得る。
【００７０】
　[0085]図８に、様々な例による、デバイス８０５のブロック図８００を示す。いくつか
の例では、デバイス８０５は、図１、図２、図６、または図７のＵＥ１１５のうちの１つ
の態様を示し得る。デバイス８０５は、受信機８１０と、ＭＣＳテーブル識別モジュール
８１５と、送信機８２０とを含み得る。これらの構成要素の各々は、互いに、直接または
間接的に通信し得る。
【００７１】
　[0086]受信機８１０は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル（たとえ
ば、制御チャネル、データチャネルなど）に関連付けられた制御情報などの情報を受信し
得る。受信機８１０は、単一のアンテナを使用して動作するように構成され得るか、また
は複数のアンテナを使用する受信ダイバーシティ技法を採用するように構成され得る（図
示せず）。受信機８１０は、１次セルに関連する１次キャリア（たとえば、サービングｅ
ＮＢ１０５）および２次セルに関連する１つまたは複数の２次キャリアを介して様々な情
報チャネルを受信し得る。情報は、ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５、送信機８２０
との間でパスされ、デバイス８０５の他の構成要素にパスされ得る。
【００７２】
　[0087]送信機８２０は、デバイス８０５の他の構成要素から受信される１つまたは複数
の信号を送信し得る。送信機８２０は、１次セルに関連する１次キャリアおよび２次セル
に関連する１つまたは複数の２次キャリアを介して情報を送信し得る。いくつかの例では
、送信機８２０は、トランシーバにおいて受信機８１０とコロケートされ得る。送信機８
２０は、単一のアンテナを使用して動作するように構成され得るか、または複数のアンテ
ナを使用する送信ダイバーシティ技法を採用するように構成され得る（図示せず）。
【００７３】
　[0088]ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５は、複数のＭＣＳテーブルの中から、アッ
プリンク送信のためのＭＣＳテーブルの識別を管理し得る。いくつかの例では、デバイス
８０５は、受信機８１０を介してサービングｅＮＢ１０５からＤＣＩを受信し得、ＭＣＳ
テーブル識別モジュール８１５は、ＭＣＳテーブルリファレンスを推定するためにＤＣＩ
を分析するように構成され得る。ＭＣＳテーブルリファレンスは、アップリンク送信のた
めに利用されるべきＭＣＳテーブルのうちの１つを指し得る。ＭＣＳテーブル識別モジュ
ール８１５は、ＤＣＩのためのフォーマットとＤＣＩの構成とを決定することによってＭ
ＣＳテーブルリファレンスを決定するためにＤＣＩを分析し得る。ＤＣＩフォーマットと
ＤＣＩの構成とは、より低次の変調（たとえば、６４ＱＡＭのための変調次数６）を使用
してアップリンク送信のためのレガシーＭＣＳテーブルを指し得るか、またはより高次の
変調（たとえば、２５６ＱＡＭのための変調次数８）を使用してアップリンク送信のため
の非レガシーＭＣＳテーブルを指し得る。ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５は、単独
で、または送信機８２０と組み合わせて、サービングｅＮＢ１０５または他のｅＮＢに送
られるべきアップリンク送信についての情報を変調し、コーディングし得る。
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【００７４】
　[0089]代替または追加として、非レガシーＭＣＳテーブルは、それがレガシーＭＣＳテ
ーブルとエントリの共通のセットを共有するように設計され得る。一例として、非レガシ
ーＭＣＳテーブル中のＭＣＳインデックスのセット｛ｋ１，ｋ２，．．．，ｋｎ｝が、レ
ガシーＭＣＳテーブル中のＭＣＳインデックスのセット｛ｋ１，ｋ２，．．．，ｋｎ｝と
同じ定義を有する。ＭＣＳインデックスのセットは、連続するインデックスでないことが
ある。一例として、ＭＣＳインデックスのセットは、｛２，４，６，８，１０，１２，１
４，１５，１６，１７，．．．，３１｝であり得、ここで、ＭＣＳインデックスの各々は
、レガシーＭＣＳテーブルと非レガシーＭＣＳテーブルとにおいて同じ定義を有する。た
とえば、レガシーＭＣＳテーブルと非レガシーＭＣＳテーブルとの両方中のＭＣＳインデ
ックス２は、ＱＰＳＫ（変調次数２）、ＴＢＳインデックス２、および冗長バージョン０
にマッピングするように定義される。この構成では、フォールバック動作がサポートされ
得る。すなわち、ｅＮＢは、無線リソース制御（ＲＲＣ）再構成中にいかなるあいまいさ
もなしにＵＥと通信するためにＭＣＳインデックスのセット中のＭＣＳインデックスを使
用することができる。
【００７５】
　[0090]図９に、様々な例による、デバイス８０５－ａのブロック図９００を示す。いく
つかの例では、デバイス８０５－ａは、図１、図２、図６、または図７のＵＥ１１５ある
いは図８のデバイス８０５のうちの１つの態様を示し得る。デバイス８０５－ａは、受信
機８１０－ａと、ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５－ａと、送信機８２０－ａとを含
み得る。これらの構成要素の各々は、互いに、直接または間接的に通信し得る。
【００７６】
　[0091]受信機８１０－ａは、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル（た
とえば、制御チャネル、データチャネルなど）に関連する制御情報などの情報を受信し得
る。受信機８１０－ａは、単一のアンテナを使用して動作するように構成され得るか、ま
たは複数のアンテナを使用する受信ダイバーシティ技法を採用するように構成され得る（
図示せず）。受信機８１０－ａは、１次セルに関連する１次キャリア（たとえば、サービ
ングｅＮＢ１０５）および２次セルに関連する１つまたは複数の２次キャリアを介して様
々な情報チャネルを受信し得る。情報は、ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５－ａ、送
信機８２０－ａとの間でパスされ、デバイス８０５－ａの他の構成要素にパスされ得る。
【００７７】
　[0092]送信機８２０－ａは、デバイス８０５－ａの他の構成要素から受信される１つま
たは複数の信号を送信し得る。送信機８２０－ａは、１次セルに関連する１次キャリアお
よび２次セルに関連する１つまたは複数の２次キャリアを介して情報を送信し得る。いく
つかの例では、送信機８２０－ａは、トランシーバにおいて受信機８１０－ａとコロケー
トされ得る。送信機８２０－ａは、単一のアンテナを使用して動作するように構成され得
るか、または複数のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技法を採用するように構成さ
れ得る（図示せず）。
【００７８】
　[0093]ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５－ａは、複数のＭＣＳテーブルの中から、
アップリンク送信のためのＭＣＳテーブルの識別を管理し、ＤＣＩ構成モジュール９１０
と、ＭＣＳテーブルモジュール９１５と、アップリンク送信モジュール９２０とを備え得
る。いくつかの例では、デバイス８０５－ａは、受信機８１０－ａを介してサービングｅ
ＮＢ１０５からＤＣＩを受信し得、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリフ
ァレンスを抽出するためにＤＣＩを分析するように構成され得る。ＭＣＳテーブルリファ
レンスは、アップリンク送信のために利用されるべきＭＣＳテーブルのうちの１つを指し
得る。ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＤＣＩのためのフォーマットとＤＣＩの構成とを
決定することによってＭＣＳテーブルリファレンスを決定するためにＤＣＩを分析し得る
。
【００７９】
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　[0094]いくつかの例では、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレン
スを識別するためにＤＣＩの構成を決定するために、ＤＣＩのフォーマットがＤＣＩフォ
ーマット０であるのか、またはＤＣＩフォーマット４であるのかを決定し得る。いくつか
の例では、ＤＣＩフォーマット０は、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介
して少なくとも２５６ＱＡＭのアップリンク送信をサポートするＭＣＳテーブルに関連付
けられ得る。したがって、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマッ
ト０のフォーマットを有する場合、ＭＣＳテーブルリファレンスが、高次変調をサポート
する非レガシーＭＣＳテーブルを指すと決定し得る。他の態様では、ＤＣＩフォーマット
０はまた、レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。ＤＣＩ構成モジュール９１０は
、ＭＣＳテーブルリファレンスを決定するためにＤＣＩの構成の他の態様を分析するよう
に構成され得る。
【００８０】
　[0095]一例では、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスを識別
するためにＤＣＩがどのサーチスペース（または復号候補）中で通信されるかを決定し得
る。ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマット０を有し、共通サーチスペース中で通信される場合、
ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスがレガシーＭＣＳテーブル
に関連付けられると決定し得る。ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマット０を有し、ＵＥ固有サー
チスペース中で通信される場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファ
レンスが非レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、アップリンク送信が２５６ＱＡＭを
サポートし得ると決定し得る。
【００８１】
　[0096]一例では、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスを識別
するためにＤＣＩ中の１つまたは複数のビットから決定し得る。一例として、ＭＣＳテー
ブルリファレンスを識別するためのＤＣＩ中に１ビットがあると仮定する。ＤＣＩ中のビ
ットが０である場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスがレ
ガシーＭＣＳテーブルに関連付けられると決定し得る。ＤＣＩ中のビットが１である場合
、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスが非レガシーＭＣＳテー
ブルに関連付けられ、アップリンク送信が２５６ＱＡＭをサポートし得ると決定し得る。
【００８２】
　[0097]別の例では、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスを識
別するためにＤＣＩがどのサブフレーム中で通信されるかを決定し得る。ＤＣＩが、ＤＣ
Ｉフォーマット０を有し、第１のサブフレーム中で通信される場合、ＭＣＳテーブルリフ
ァレンスは、レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマッ
ト０を有し、第２のサブフレーム中で通信される場合、ＭＣＳテーブルリファレンスは、
少なくとも２５６ＱＡＭのアップリンク送信のサポートを与え得る非レガシーＭＣＳテー
ブルに関連付けられ得る。
【００８３】
　[0098]別の例では、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、どの電力制御ループがＰＵＳＣＨ
送信に関連付けられるかを決定し得る。２つのアップリンク電力制御ループが利用される
場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、スケジュールされたＰＵＳＣＨ送信が第１のアッ
プリンク電力制御ループを使用するかどうかを決定し、使用する場合、ＭＣＳテーブルリ
ファレンスがレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられると決定し得る。スケジュールされ
たＰＵＳＣＨ送信が第２の電力制御ループを使用する場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０
は、ＭＣＳテーブルリファレンスが非レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、少なくと
も２５６ＱＡＭをサポートすると決定し得る。
【００８４】
　[0099]別の例では、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＤＣＩを搬送するために使用され
る制御チャネルのタイプを決定し得る。ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマット０を有し、ＰＤＣ
ＣＨ中で通信される場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンス
がレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられると決定し得る。ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマッ
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ト０を有し、ＥＰＤＣＣＨ中で通信される場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳ
テーブルリファレンスが非レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、少なくとも２５６Ｑ
ＡＭをサポートすると決定し得る。
【００８５】
　[0100]別の例では、ＵＥが、２つ以上のＥＰＤＣＣＨリソースセットで構成される場合
、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＤＣＩを搬送するために使用されるＥＰＤＣＣＨのた
めのリソースインデックスセットを決定し得る。一例として、ＵＥは、２つのＥＰＤＣＣ
Ｈリソースセットで構成され得る。ＤＣＩが、第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通
信される場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスがレガシー
ＭＣＳテーブルに関連付けられると決定し得る。ＤＣＩが、第２のＥＰＤＣＣＨリソース
セット中で通信される場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレン
スが非レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、少なくとも２５６ＱＡＭをサポートする
と決定し得る。ＥＰＤＣＣＨリソースセット依存のＭＣＳテーブル決定がすべてのＤＣＩ
フォーマットに適用可能であり得ることに留意されたい。代替的に、ＥＰＤＣＣＨリソー
スセット依存のＭＣＳテーブル決定が、すべてではないが一部のＤＣＩフォーマットに適
用可能であり得る。一例として、それは、ＤＣＩフォーマット０には適用可能でないが、
ＤＣＩフォーマット４に適用可能であり得る。２つ以上のＥＰＤＣＣＨリソースセットが
重複し得るので、ＤＣＩがどのＥＰＤＣＣＨリソースセットからのものであるのかＵＥが
不確かである場合があり得ることに留意されたい。そのような場合における潜在的なあい
まいさを解決するために、所定のルールが定義され得る。たとえば、そのような場合、Ｍ
ＣＳテーブルリファレンスは、第１のＥＰＤＣＣＨリソースセットに基づき得る。ＥＰＤ
ＣＣＨリソースセット依存のＭＣＳテーブル決定がダウンリンク送信とアップリンク送信
との両方に適用可能であり得ることにも留意されたい。一例として、ＤＣＩフォーマット
１ＡがレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ得、ＰＤＳＣＨをスケジュールするモード
依存のＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信され
る場合、レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、一方、ＤＣＩが第２のＥＰＤＣＣＨリ
ソースセット中で通信される場合、それは新しいＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。
【００８６】
　[0101]別の例では、ＵＥが２つ以上の仮想セルＩＤで構成される場合、ＤＣＩ構成モジ
ュール９１０は、ＰＵＳＣＨに関連する仮想セルＩＤを決定し得る。一例として、ＵＥは
、２つの仮想セルＩＤで構成され得る。ＤＣＩが、ＰＵＳＣＨのための第１の仮想セルＩ
Ｄを示す場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスがレガシー
ＭＣＳテーブルに関連付けられると決定し得る。ＤＣＩが、ＰＵＳＣＨのための第２の仮
想セルＩＤを示す場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスが
非レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、少なくとも２５６ＱＡＭをサポートすると決
定し得る。仮想セルＩＤ依存のＭＣＳテーブル決定がダウンリンク送信とアップリンク送
信との両方に適用可能であり得ることにも留意されたい。一例として、ＤＣＩフォーマッ
ト１ＡがレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ得、ＤＣＩがＰＤＳＣＨのための第１の
仮想セルＩＤを示す場合、ＰＤＳＣＨをスケジュールするモード依存のＤＣＩフォーマッ
トは、レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、一方、ＤＣＩがＰＤＳＣＨのための第２
の仮想セルＩＤを示す場合、それは、新しいＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。
【００８７】
　[0102]別の例では、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスを識
別するためにＤＣＩをマスキングするために使用されるマスキングコードを決定し得る。
ＤＣＩをマスキングするために第１のマスキングコードが使用される場合、ＤＣＩ構成モ
ジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスがレガシーＭＣＳテーブルに関連付けら
れると決定し得る。ＤＣＩをマスキングするために第２のマスキングコードが使用される
場合、ＤＣＩ構成モジュール９１０は、ＭＣＳテーブルリファレンスが非レガシーＭＣＳ
テーブルに関連付けられ、少なくとも２５６ＱＡＭをサポートすると決定し得る。
【００８８】
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　[0103]ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するために上記で説明した他の構成パラメー
タに加えて他のＤＣＩフォーマットタイプが使用され得ることを理解されたい。一例とし
て、少なくとも部分的に、ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成す
るためにＤＣＩフォーマットとしてＤＣＩフォーマット４も使用され得る。したがって、
少なくとも２５６ＱＡＭのサポートを示すことが可能になるとともに、フォールバック動
作のためにＤＣＩフォーマット０が依然として使用され得る。たとえば、そのようなフォ
ールバック動作は、少なくとも２５６ＱＡＭがサポートされるかどうかをメッセージング
する無線リソース制御（ＲＲＣ）構成（または再構成）中に何らかのあいまいさがある場
合、ｅＮＢが、ＲＲＣ（再）構成の前後に保持された方法でデバイス８０５－ａと依然と
して通信し得る動作において使用され得る。一例として、共通サーチスペース中で通信さ
れているＤＣＩフォーマット０がレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、ＲＲＣ構成中
の少なくとも２５６ＱＡＭのサポートに関するあいまいさがある場合、ｅＮＢは、フォー
ルバックし、デバイス８０５－ａと通信するために共通サーチスペース中で通信されたＤ
ＣＩフォーマット０を使用することができる。
【００８９】
　[0104]ＭＣＳテーブルモジュール９１５は、複数のＭＣＳテーブルから、アップリンク
送信のためにどのＭＣＳテーブルが使用されるべきであるかを識別するために、ＤＣＩ構
成モジュール９１０と情報を交換し得る。ＭＣＳテーブルモジュール９１５は、ＭＣＳテ
ーブルリファレンスを受信し、たとえば、アップリンク送信のためにレガシーＭＣＳテー
ブルが使用されるべきであるのか、または非レガシーテーブルが使用されるべきであるの
かを識別し得る。
【００９０】
　[0105]アップリンク送信モジュール９２０は、ＭＣＳテーブルに従ってアップリンク送
信を変調し、コーディングするために、ＤＣＩ構成モジュール９１０、ＭＣＳテーブルモ
ジュール９１５、または送信機８２０－ａと通信し得る。ＭＣＳテーブルがレガシーＭＣ
Ｓテーブルである場合、アップリンク送信モジュール９２０は、最高で６の変調次数まで
アップリンク送信を変調し、コーディングし得る。ＭＣＳテーブルが非レガシーＭＣＳテ
ーブルである場合、アップリンク送信モジュール９２０は、最高で少なくとも８の変調次
数までアップリンク送信を変調し、コーディングし得る。
【００９１】
　[0106]さらなる態様によれば、ＤＣＩ構成モジュール９１０、ＭＣＳテーブルモジュー
ル９１５、またはアップリンク送信モジュール９２０は、個別にまたは集合的に、ＰＵＳ
ＣＨ上でのアップリンク送信のための電力制御に関連するパラメータを識別または決定す
るように構成され得る。たとえば、レガシーＭＣＳテーブルの場合、ＰＵＳＣＨ上でのア
ップリンク送信のための電力制御は、ＭＣＳベースであり得、ここで、ＵＥのための電力
オフセット調整は、ＭＣＳ固有のものであり得る。たとえば、電力オフセットは、リソー
ス要素当たりのビット数（ＢＰＲＥ：bit-per-resource element）に基づいて決定され得
る。ＢＰＲＥは、概して、データがＰＵＳＣＨ上で通信されるときのアップリンクスペク
トル効率、固定パラメータＫsを反映する。そのような電力オフセットを定義する式は、
以下の通りであり得る：
【数１】

ここで、ΔTF,c（ｉ）は電力オフセットであり、Ｋsは固定パラメータである。上述のモ
ジュールは、アップリンク送信のために識別されたＭＣＳテーブルがレガシーＭＣＳテー
ブルであるとき、固定パラメータが１．２５であり得ることを識別するように構成され得
る。しかしながら、アップリンク送信のために識別されたＭＣＳテーブルが、非レガシー
ＭＣＳテーブルであり、少なくとも２５６ＱＡＭをサポートする場合、そのようなより高
次の変調に関連付けられる（すなわち、少なくとも２５６ＱＡＭによって提供されるスペ
クトル効率を考慮する）異なる固定パラメータが選択または識別され得る。
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【００９２】
　[0107]さらなる一態様によれば、ＤＣＩ構成モジュール９１０、ＭＣＳテーブルモジュ
ール９１５、またはアップリンク送信モジュール９２０は、個別にまたは集合的に、ＰＵ
ＳＣＨを介して通信されるアップリンク制御情報（ＵＣＩ）に関連するオフセットを識別
または決定するように構成され得る。概して、ＵＣＩがＰＵＳＣＨを介して通信されると
きには、ＵＣＩのために割り振られたリソースの量は、ＰＵＳＣＨパラメータ、ならびに
、それぞれ、ハイブリッド自動再送要求肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、ランクインジケ
ータ（ＲＩ）、ＣＱＩから独立してＵＥのために構成された半静的オフセットに関連付け
られ得る。一般に、半静的オフセットは、ＭＣＳインデックスとは無関係である。ＭＣＳ
テーブルが、非レガシーＭＣＳテーブルであり、少なくとも２５６ＱＡＭをサポートする
ときには、上述のモジュールは、ＵＣＩの少なくともいくつかのタイプのための別個のセ
ットのオフセットを決定または識別し得る。そのような新しいオフセットは、非レガシー
ＭＣＳテーブルに関して定義されるか、または少なくとも２５６ＱＡＭにマッピングされ
るＭＣＳエントリに関して定義され得る。
【００９３】
　[0108]さらなる一態様によれば、ＣＱＩテーブルリファレンスは、ＤＣＩ構成モジュー
ル９１０に関連付けられ得る。概して、非周期的なチャネル状態情報（ＣＳＩ）フィード
バックの場合、ＤＣＩの構成は、適切なＣＱＩテーブルへのリファレンスを搬送し得、そ
れは様々な形態（たとえば、ＤＣＩフォーマット、どのサーチスペース中でＤＣＩが通信
されるのか、ＤＣＩ中の１つまたは複数のビット、どのサブフレームにＤＣＩが位置する
のか、ＤＣＩを搬送する制御チャネルのタイプ、ＵＥが２つ以上のＥＰＤＣＣＨリソース
セットで構成される場合、ＥＰＤＣＣＨに関連するリソースセットインデックスなど）を
とり得る。いくつかの例では、ＤＣＩは、最高６４ＱＡＭまでのＣＱＩ方式をサポートす
るレガシーＣＱＩテーブルを参照するように構成され得る。他の例では、ＤＣＩは、最高
少なくとも２５６ＱＡＭまでのＣＱＩ方式をサポートする非レガシーＣＱＩテーブルを参
照するように構成され得る。したがって、ｅＮＢは、制御オーバーヘッドリソースを節約
しながら２５６ＱＡＭがサポートされるかどうかを示すために、適切に構成されたＤＣＩ
をＵＥに送り得る。
【００９４】
　[0109]図１０に、様々な例による、装置１００５のブロック図１０００を示す。装置１
００５は、コンピュータ（たとえば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュ
ータ、タブレットコンピュータなど）、セルラー電話、ＰＤＡ、スマートフォン、デジタ
ルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、インターネットアプライアンス、ゲーミングコンソール、
電子リーダーなどの構成など、様々な構成のいずれかを有し得る。装置１００５は、モバ
イル動作を容易にするために、小型バッテリーなどの内蔵電源（図示せず）を有し得る。
いくつかの例では、装置１００５は、図１、図２、図６、または図７のＵＥ１１５あるい
は図８または図９のデバイス８０５のうちの１つの一例であり得る。
【００９５】
　[0110]装置１００５は、概して、双方向音声またはデータ通信のための構成要素を含み
得、また、プロセッサ１０１０と、メモリ１０１５と、トランシーバ１０２０と、少なく
とも１つのアンテナ１０２５と、ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５－ｂとを含み得る
。ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５－ｂは、図８または図９のＭＣＳテーブル識別モ
ジュール８１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。これらの構成要素の一部また
は全部は、１つまたは複数のバス１０４５を介して構成要素の他のものと直接または間接
的に通信し得る。
【００９６】
　[0111]トランシーバ１０２０はアンテナ１０２５に結合（たとえば、接続）され得る。
トランシーバ１０２０は、アンテナ１０２５を介して１つまたは複数の他のデバイスと双
方向に通信するように構成され得、アンテナ１０２５を介して送信／受信されるパケット
を変調／復調するように構成されたモデムを含み得る。トランシーバ１０２０が通信する
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デバイスは、アクセスポイント（たとえば、ＬＴＥ　ｅＮＢ、ワイヤレスローカルエリア
ネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント（ＡＰ）など）、デバイス８０５、またはＵ
Ｅ１１５を含み得る。
【００９７】
　[0112]ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５－ｂは、アップリンク送信のために使用す
べきＭＣＳテーブルを識別するように構成され得る。概して、ＭＣＳテーブル識別モジュ
ール８１５－ｂは、ＤＣＩを受信し、ＭＣＳテーブルリファレンスを識別するためにＤＣ
ＩのためのフォーマットとＤＣＩの構成とを決定するように構成され得る。ＭＣＳテーブ
ルリファレンスに基づいて、ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５－ｂは、複数のＭＣＳ
テーブルの中からＭＣＳテーブルを選択または識別し得る。識別されたＭＣＳテーブルは
、最高６までのレガシー変調次数をサポートする第１のＭＣＳテーブルであるか、または
最高少なくとも８までの変調次数をサポートする第２のＭＣＳテーブルであり得る。
【００９８】
　[0113]メモリ１０１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）または読取り専用メモリ
（ＲＯＭ）を含み得る。メモリ１０１５は、実行されたとき、プロセッサ１０１０または
ＭＣＳテーブル識別モジュール８１５－ｂに、ＬＴＥにおけるアップリンク送信のために
使用されるべきＭＣＳテーブルを識別するための本明細書で説明する機能のうちの１つま
たは複数を実行することを行わせるように構成された命令を含んでいる、コンピュータ可
読のコンピュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード１０３５を記憶し得る。代替的に
、ソフトウェアコード１０３５は、プロセッサ１０１０によって直接実行可能でなく、（
たとえば、コンパイルされ実行されたとき）装置１００５に、本明細書で説明する機能の
うちの１つまたは複数を実行することを行わせるように構成され得る。
【００９９】
　[0114]プロセッサ１０１０は、インテリジェントハードウェアデバイス（たとえば、Ｃ
ＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなど）を含み得る。プロセッサ１０１０は、アン
テナ１０２５からトランシーバ１０２０を介して受信された情報を処理し得、また、トラ
ンシーバ１０２０を介してアンテナ１０２５から送信されるべき情報を処理し得る。プロ
セッサ１０１０は、単独で、またはソフトウェアコード１０３５とＭＣＳテーブル識別モ
ジュール８１５－ｂとのうちの１つまたはすべてとともに、上記で説明したように装置１
００５中でのＭＣＳテーブル識別を管理する様々な態様を扱い得る。
【０１００】
　[0115]装置１００５の構成要素は、個別にまたは集合的に、ハードウェアで適用可能な
機能の一部または全部を実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを使用して
実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）に
よって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野で知られ
ている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ストラクチ
ャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）が使用さ
れ得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の汎用また
は特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中で具
現化される命令によって実装され得る。
【０１０１】
　[0116]図１１に、様々な例による、デバイス１１０５のブロック図１１００を示す。い
くつかの例では、デバイス１１０５は、図１、図２、図６、または図７のｅＮＢ１０５の
うちの１つの態様を示し得る。デバイス１１０５は、受信機１１１０と、ＭＣＳ指示モジ
ュール１１１５と、送信機１１２０とを含み得る。これらの構成要素の各々は、互いに、
直接または間接的に通信し得る。
【０１０２】
　[0117]デバイス１１０５の構成要素は、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一部ま
たは全部を実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）を使用して、個々にまたは集合的に実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数
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の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得
る。他の例では、当技術分野で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイ
プの集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用され得る
。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の汎用または特定
用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中で具現化さ
れる命令によって実装され得る。
【０１０３】
　[0118]受信機１１１０は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル（たと
えば、制御チャネル、データチャネルなど）に関連付けられた制御情報などの情報を受信
し得る。受信機１１１０は、単一のアンテナを使用して動作するように構成され得るか、
または複数のアンテナを使用する受信ダイバーシティ技法を採用するように構成され得る
（図示せず）。いくつかの例では、無線周波数スペクトルは、たとえば、図１または図２
のいずれかを参照しながら説明したように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信に使用され得る。受
信機１１１０は、それぞれ図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信システ
ム１００または２００の１つまたは複数の通信リンク１２５など、ワイヤレス通信システ
ムの１つまたは複数の通信リンクを介して様々なタイプのデータまたは制御信号（すなわ
ち、送信）を受信するために使用され得る。受信機１１１０によって受信されるデータま
たは制御信号のタイプの例としては、ＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨのいずれかを介したア
ップリンク送信がある。情報は、ＭＣＳ指示モジュール１１１５、送信機１１２０との間
でパスされ、デバイス１１０５の他の構成要素にパスされ得る。
【０１０４】
　[0119]送信機１１２０は、デバイス１１０５の他の構成要素から受信される１つまたは
複数の信号を送信し得る。送信機１１２０は、１次セルに関連する１次キャリアおよび２
次セルに関連する１つまたは複数の２次キャリアを介して情報を送信し得る。いくつかの
例では、送信機１１２０は、トランシーバにおいて受信機１１１０とコロケートされ得る
。送信機１１２０は、単一のアンテナを使用して動作するように構成され得るか、または
複数のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技法を採用するように構成され得る（図示
せず）。送信機１１２０は、それぞれ図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス
通信システム１００または２００の１つまたは複数の通信リンク１２５など、ワイヤレス
通信システムの１つまたは複数の通信リンクを介して様々なタイプのデータまたは制御信
号（すなわち、送信）を送信するために使用され得る。
【０１０５】
　[0120]ＭＣＳ指示モジュール１１１５は、アップリンク送信のためのＭＣＳテーブルを
示すことを管理し得る。いくつかの例では、デバイス１１０５は、送信機１１２０を介し
てＤＣＩを送り得、ＭＣＳ指示モジュール１１１５は、ＤＣＩのためのフォーマットと構
成とを決定することによってＭＣＳテーブルリファレンスを示すように構成され得る。Ｍ
ＣＳテーブルリファレンスは、アップリンク送信のために利用されるべきＭＣＳテーブル
のうちの１つを指し得る。ＭＣＳ指示モジュール１１１５は、少なくとも２５６ＱＡＭが
アップリンク通信のためにサポートされるかどうかを決定し、そうであれば、少なくとも
２５６ＱＡＭがサポートされることを示すようにＤＣＩを構成し得る。ＤＣＩフォーマッ
トとＤＣＩの構成とは、より低次の変調（たとえば、６４ＱＡＭのための変調次数６）を
使用してアップリンク送信のためのレガシーＭＣＳテーブルを指すか、またはより高次の
変調（たとえば、２５６ＱＡＭのための変調次数８）を使用してアップリンク送信のため
の非レガシーＭＣＳテーブルを指し得るＭＣＳテーブルリファレンスを提供し得る。ＭＣ
Ｓ指示モジュール１１１５は、単独で、または送信機１１２０と組み合わせて、ＰＵＳＣ
Ｈ上でのアップリンク送信のためのアップリンクリソースのグラントとともにＵＥにＤＣ
Ｉを送り得る。
【０１０６】
　[0121]図１２に、様々な例による、デバイス１１０５－ａのブロック図１２００を示す
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。いくつかの例では、デバイス１１０５－ａは、図１、図２、図６、または図７のｅＮＢ
１０５あるいは図１１のデバイス１１０５のうちの１つの態様を示し得る。デバイス１１
０５－ａは、受信機１１１０－ａと、ＭＣＳ指示モジュール１１１５－ａと、送信機１１
２０－ａとを含み得る。これらの構成要素の各々は、互いに、直接または間接的に通信し
得る。
【０１０７】
　[0122]受信機１１１０－ａは、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル（
たとえば、制御チャネル、データチャネルなど）に関連する制御情報などの情報を受信し
得る。受信機１１１０－ａは、単一のアンテナを使用して動作するように構成され得るか
、または複数のアンテナを使用する受信ダイバーシティ技法を採用するように構成され得
る（図示せず）。いくつかの例では、無線周波数スペクトルは、たとえば、図１または図
２のいずれかを参照しながら説明したように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信に使用され得る。
受信機１１１０－ａは、それぞれ図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信
システム１００または２００の１つまたは複数の通信リンク１２５など、ワイヤレス通信
システムの１つまたは複数の通信リンクを介して様々なタイプのデータまたは制御信号（
すなわち、送信）を受信するために使用され得る。受信機１１１０－ａによって受信され
るデータまたは制御信号のタイプの例としては、ＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨのいずれか
を介したアップリンク送信がある。情報は、ＭＣＳ指示モジュール１１１５－ａ、送信機
１１２０－ａとの間でパスされ、デバイス１１０５－ａの他の構成要素にパスされ得る。
【０１０８】
　[0123]送信機１１２０－ａは、デバイス１１０５－ａの他の構成要素から受信される１
つまたは複数の信号を送信し得る。送信機１１２０－ａは、１次セルに関連する１次キャ
リアおよび２次セルに関連する１つまたは複数の２次キャリアを介して情報を送信し得る
。いくつかの例では、送信機１１２０－ａは、トランシーバにおいて受信機１１１０－ａ
とコロケートされ得る。送信機１１２０－ａは、単一のアンテナを使用して動作するよう
に構成され得るか、または複数のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技法を採用する
ように構成され得る（図示せず）。送信機１１２０－ａは、それぞれ図１または図２を参
照しながら説明したワイヤレス通信システム１００または２００の１つまたは複数の通信
リンク１２５など、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを介して様々
なタイプのデータまたは制御信号（すなわち、送信）を送信するために使用され得る。
【０１０９】
　[0124]ＭＣＳ指示モジュール１１１５－ａは、複数のＭＣＳテーブルの中から、アップ
リンク送信のためのＭＣＳテーブルを示すことを管理し得、アップリンクＭＣＳ決定モジ
ュール１２１０と、ＤＣＩ選択モジュール１２１５と、ＭＣＳ指示構成モジュール（MCS 
indication configuration module）１２２０とを備え得る。いくつかの例では、デバイ
ス１１０５－ａは、送信機１１２０－ａを介してＵＥ１１５にＤＣＩを送り得る。アップ
リンクＭＣＳ決定モジュール１２１０は、アップリンク送信のためにどのＭＣＳがサポー
トされ得るかを決定するように構成され得る。いくつかの例では、アップリンクＭＣＳ決
定モジュール１２１０は、ＵＥからのＣＱＩ報告中で１つまたは複数のＣＱＩ値を受信し
、ＣＱＩ値に基づいて、アップリンク通信チャネルがサポートし得るＭＣＳを選択し得る
。アップリンク通信チャネルは、ＰＵＳＣＨであり得、チャネル状態に応じて、レガシー
ＭＣＳまたは非レガシーＭＣＳをサポートし得る。アップリンクＭＣＳ決定モジュールは
、相応してアップリンク送信のためのＭＣＳを選択し、ＤＣＩ選択モジュール１２１５、
ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０、または送信機１１２０－ａに情報を出力し得る。
【０１１０】
　[0125]ＤＣＩ選択モジュールは、ＵＥについての構成、チャネル状態などに少なくとも
部分的に基づいて、ＤＣＩを選択するように構成され得る。ＤＣＩ選択モジュール１２１
５は、アップリンクＭＣＳ決定モジュール１２１０によって決定されるＭＣＳテーブルに
基づいてＤＣＩのためのフォーマットを選択するように構成され得る。場合によっては、
ＤＣＩフォーマットは、あらかじめ定義され得る。いくつかの例では、ＤＣＩのためのフ
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ォーマットは、少なくともいくつかの態様では、ＵＥがアップリンク送信のためにどのＭ
ＣＳテーブルを使用し得るかのリファレンスを与え得る。以下で説明する他の例では、Ｄ
ＣＩフォーマットは、ＭＣＳテーブルへのリファレンスの指示を与え、ならびにＲＲＣ構
成誤りからの保護を提供するためにフォールバック動作をサポートし得る。
【０１１１】
　[0126]ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＭＣＳテーブルへのリファレンスを搬送
するように構成されたＤＣＩを送るように構成され得る。ＭＣＳテーブルリファレンスは
、アップリンク送信のために利用されるべきＭＣＳテーブルのうちの１つを指し得る。
【０１１２】
　[0127]いくつかの例では、ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＭＣＳテーブルリフ
ァレンスを指示するようにＤＣＩを構成するためにＤＣＩのフォーマットがＤＣＩフォー
マット０であるのか、またはＤＣＩフォーマット４であるのかを決定し得る。いくつかの
例では、ＤＣＩフォーマット０は、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介し
て少なくとも２５６ＱＡＭのアップリンク送信をサポートするＭＣＳテーブルに関連付け
られ得る。したがって、ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＭＣＳテーブルリファレ
ンスが、より高次の変調をサポートする非レガシーＭＣＳテーブルを指すように、ＤＣＩ
が、ＤＣＩフォーマット０のあらかじめ定義されたフォーマットを有すべきと決定し得る
。他の態様では、ＤＣＩフォーマット０はまた、レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ
得る。ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＭＣＳテーブルリファレンスを指示するた
めにＤＣＩの構成の他の態様を管理するように構成され得る。
【０１１３】
　[0128]一例では、ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＭＣＳテーブルリファレンス
を示すためにＤＣＩが通信されるべきサーチスペース（または復号候補）を選択し得る。
ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＤＣＩフォーマット０を選択し、ＭＣＳテーブル
リファレンスがレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられることを示すためにＤＣＩが共通
サーチスペース中で通信されるべきであることを選択し得る。ＭＣＳ指示構成モジュール
１２２０は、ＤＣＩフォーマット０を選択し、ＭＣＳテーブルリファレンスが、非レガシ
ーＭＣＳテーブルに関連付けられ、少なくとも２５６ＱＡＭをサポートすることを示すた
めにＤＣＩがＵＥ固有サーチスペース中で通信されるべきであることを選択し得る。
【０１１４】
　[0129]別の例では、ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、どのサブフレーム中でＤＣ
Ｉが通信されるかを管理することによってＭＣＳテーブルリファレンスを示し得る。ＭＣ
Ｓ指示構成モジュール１２２０は、ＤＣＩフォーマット０を選択し、ＭＣＳテーブルリフ
ァレンスがレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられることを示すために、ＤＣＩが第１の
サブフレーム中で通信されるべきであることを選択し得る。ＭＣＳ指示構成モジュール１
２２０は、ＤＣＩフォーマット０を選択し、ＭＣＳテーブルリファレンスが、非レガシー
ＭＣＳテーブルに関連付けられ、少なくとも２５６ＱＡＭをサポートすることを示すため
に、ＤＣＩが第２のサブフレーム中で通信されるべきであることを選択し得る。
【０１１５】
　[0130]別の例では、ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、どの電力制御ループがＰＵ
ＳＣＨ送信に関連付けられるかを管理することによってＭＣＳテーブルリファレンスを示
し得る。２つのアップリンク電力制御ループが利用される場合、ＭＣＳ指示構成モジュー
ル１２２０は、スケジュールされたＰＵＳＣＨ送信が第１のアップリンク電力制御ループ
を使用する場合、ＭＣＳテーブルリファレンスがレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ
ることを管理することによってＭＣＳテーブルリファレンスを示し得る。スケジュールさ
れたＰＵＳＣＨ送信が第２の電力制御ループを使用する場合、ＭＣＳ指示構成モジュール
１２２０は、ＭＣＳテーブルリファレンスが非レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、
少なくとも２５６ＱＡＭをサポートすることを示し得る。
【０１１６】
　[0131]別の例では、ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＤＣＩを搬送するために使
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用される制御チャネルのタイプを管理することによってＭＣＳテーブルリファレンスを示
し得る。ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＤＣＩがＤＣＩフォーマット０を有し、
ＭＣＳテーブルリファレンスがレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられることを示すため
に、ＰＤＣＣＨ中で通信されることを制御し得る。ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマット０を有
し、ＥＰＤＣＣＨ中で通信される場合、ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＭＣＳテ
ーブルリファレンスが非レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、少なくとも２５６ＱＡ
Ｍをサポートすることを示し得る。
【０１１７】
　[0132]別の例では、ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＤＣＩをマスキングするた
めにどのマスキングコードが使用されるかを制御することによってＭＣＳテーブルリファ
レンスを示し得る。ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、ＭＣＳテーブルリファレンス
がレガシーＭＣＳテーブルに関連付けられることを示すために、ＤＣＩをマスキングする
ために第１のマスキングコードを使用し得る。ＭＣＳ指示構成モジュール１２２０は、Ｍ
ＣＳテーブルリファレンスが非レガシーＭＣＳテーブルに関連付けられ、少なくとも２５
６ＱＡＭをサポートすることを示すためにＤＣＩをマスキングするために第２のマスキン
グコードを使用し得る。
【０１１８】
　[0133]ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するために上記で説明した他の構成パラメー
タに加えて他のＤＣＩフォーマットタイプが使用され得ることを理解されたい。一例とし
て、少なくとも部分的に、ＤＣＩ中でＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するためにＤＣ
ＩフォーマットとしてＤＣＩフォーマット４も使用され得る。
【０１１９】
　[0134]図１３に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
装置１３０５のブロック図１３００を示す。いくつかの例では、装置１３０５は、図１ま
たは図２のいずれかを参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様
、あるいは図６または図７を参照しながら説明したｅＮＢ１０５のうちの１つまたは複数
の態様、あるいは図１１または図１２を参照しながら説明したデバイス１１０５のうちの
１つまたは複数の態様の一例であり得る。装置１３０５は、本明細書で説明する基地局ま
たは装置の特徴および機能のうちの少なくともいくつかを実装または容易にするように構
成され得る。
【０１２０】
　[0135]装置１３０５は、プロセッサモジュール１３１０、メモリモジュール１３２０、
（トランシーバモジュール１３５０によって表される）少なくとも１つのトランシーバモ
ジュール、（アンテナ１３５５によって表される）少なくとも１つのアンテナ、またはＭ
ＣＳ指示モジュール１１１５－ｂを含み得る。装置１３０５はまた、通信モジュール１３
３０またはネットワーク通信モジュール１３４０のうちの１つまたは複数を含み得る。こ
れらの構成要素の各々は、１つまたは複数のバス１３３５を介して直接または間接的に互
いと通信していることがある。
【０１２１】
　[0136]メモリモジュール１３２０はＲＡＭまたはＲＯＭを含み得る。メモリモジュール
１３２０は、実行されたとき、プロセッサモジュール１３１０に、ワイヤレス通信または
ＭＣＳ指示に関する本明細書で説明する様々な機能を実行することを行わせるように構成
された命令を含んでいる、コンピュータ可読のコンピュータ実行可能ソフトウェアコード
１３２５を記憶し得る。代替的に、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード１３２５は
、プロセッサモジュール１３１０によって直接実行可能ではないが、（たとえば、コンパ
イルされ実行されたとき）装置１３０５に本明細書で説明する様々な機能を実行すること
を行わせるように構成され得る。
【０１２２】
　[0137]プロセッサモジュール１３１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る
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。プロセッサモジュール１３１０は、トランシーバモジュール１３５０、通信モジュール
１３３０、またはネットワーク通信モジュール１３４０を通して受信された情報を処理し
得る。プロセッサモジュール１３１０はまた、アンテナ１３５５を通じた送信のためにト
ランシーバモジュール１３５０へ、１つまたは複数の他の基地局１０５－ｇおよび１０５
－ｈへの送信のために通信モジュール１３３０へ、または、図１に関して説明されたコア
ネットワーク１３０の１つまたは複数の態様の例であり得るコアネットワーク１３０－ａ
への送信のためにネットワーク通信モジュール１３４０へ送られるべき情報を処理し得る
。プロセッサモジュール１３１０は、単独で、またはＭＣＳ指示モジュール１１１５－ｂ
とともに、無線周波数スペクトルを介して通信する様々な態様を扱い得る。
【０１２３】
　[0138]トランシーバモジュール１３５０は、パケットを変調し、変調されたパケットを
送信のためにアンテナ１３５５に与え、アンテナ１３５５から受信されたパケットを復調
するように構成されたモデムを含み得る。トランシーバモジュール１３５０は、いくつか
の例では、１つまたは複数の送信機モジュールおよび１つまたは複数の別個の受信機モジ
ュールとして実装され得る。トランシーバモジュール１３５０は、１つまたは複数の無線
アクセス技術を使用して通信をサポートし得る。トランシーバモジュール１３５０は、ア
ンテナ１３５５を介して、図１、図２、図６、または図７を参照しながら説明したＵＥ１
１５のうちの１つまたは複数あるいは図８または図９を参照しながら説明したようにＵＥ
として構成されたデバイス８０５のうちの１つまたは複数など、１つまたは複数のＵＥま
たは装置と双方向に通信するように構成され得る。装置１３０５はたとえば、複数のアン
テナ１３５５（たとえば、アンテナアレイ）を含み得る。装置１３０５は、ネットワーク
通信モジュール１３４０を通してコアネットワーク１３０－ａと通信し得る。装置１３０
５はまた、通信モジュール１３３０を使用して、基地局１０５－ｇおよび１０５－ｈなど
の基地局と通信し得る。
【０１２４】
　[0139]ＭＣＳ指示モジュール１１１５－ｂは、ＭＣＳ指示に関する図１、図２、図６、
図７、図１１、または図１２を参照しながら説明した特徴または機能の一部または全部を
実行または管理するように構成され得る。ＭＣＳ指示モジュール１１１５－ｂまたはそれ
の部分は、プロセッサを含み得、あるいはＭＣＳ指示モジュール１１１５－ｂの機能の一
部または全部は、プロセッサモジュール１３１０によってまたはプロセッサモジュール１
３１０とともに実行され得る。いくつかの例では、ＭＣＳ指示モジュール１１１５－ｂは
、図１１または図１２を参照しながら説明したＭＣＳ指示モジュール１１１５の一例であ
り得る。
【０１２５】
　[0140]図１４に、様々な例による、ＭＣＳを示すための例示的な方法１４００を示す。
方法１４００は、たとえば、図１、図２、図６、または図７のＵＥ１１５、図８または図
９のデバイス８０５、あるいは図１０の装置１００５のうちの１つを使用して実行され得
る。
【０１２６】
　[0141]ブロック１４０５において、ＵＥは、ＵＥのためのリソースのアップリンク（Ｕ
Ｌ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信し、ＤＣＩは、ＤＣＩフォ
ーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するよう
に構成される。いくつかの例では、ＤＣＩフォーマットは、あらかじめ定義され得る。Ｕ
Ｅは、サービング基地局からＤＣＩを受信し得る。ＤＣＩは、ＭＣＳテーブルへのリファ
レンスを搬送するように様々な方法で構成され得る。いくつかの例では、ＤＣＩは、ＤＣ
Ｉのフォーマットがリファレンスを搬送するように構成され得る。他の例では、ＤＣＩの
フォーマットは、他の構成パラメータとともに、ＭＣＳテーブルへのリファレンスを搬送
し得る。ブロック１４１０において、ＵＥは、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣＳテーブルリフ
ァレンスに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別し、ここにおいて、
ＭＣＳテーブルは、ＵＬグラントにおいて許可されるリソース上でのＵＬ送信のために利
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用されるべき変調およびコーディングを定義する。ＵＥは、ＭＣＳテーブルリファレンス
に基づいてレガシーＭＣＳテーブルまたは非レガシーＭＣＳテーブルを識別し得る。レガ
シーテーブルは、より低次の変調（たとえば、変調次数６）に関連付けられ得る。非レガ
シーテーブルは、より高次の変調（たとえば、変調次数８）に関連付けられ得る。
【０１２７】
　[0142]ブロック１４１５において、識別されたＭＣＳテーブルに従って変調およびコー
ディングされた１つまたは複数のアップリンク送信が送られる。アップリンク送信は、Ｄ
ＣＩ中に含まれるリソースのアップリンクグラントを使用して送られ得、ＰＵＳＣＨ上で
送られ得る。いくつかの例では、アップリンク送信は、少なくともいくつかの態様では、
識別されたＭＣＳテーブルに従って構成されたＵＣＩを含み得る。いくつかの例では、ア
ップリンク送信の送信電力オフセットは、少なくともいくつかの態様では、識別されたＭ
ＣＳテーブルに従って決定され得る。
【０１２８】
　[0143]図１５に、様々な例による、ＭＣＳを示すための例示的な方法１５００を示す。
方法１５００は、たとえば、図１、図２、図６、または図７のＵＥ１１５、図８または図
９のデバイス８０５、あるいは図１０の装置１００５のうちの１つを使用して実行され得
る。
【０１２９】
　[0144]ブロック１５０５において、ＵＥは、ＵＥのためのリソースのアップリンク（Ｕ
Ｌ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信し、ＤＣＩは、ＤＣＩフォ
ーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するよう
に構成される。ＤＣＩは、サービング基地局からＤＣＩを受信し得る。ＤＣＩは、ＭＣＳ
テーブルへのリファレンスを搬送するように様々な方法で構成され得る。
【０１３０】
　[0145]ブロック１５１０において、ＵＥは、ＤＣＩ構成とフォーマットＤＣＩフォーマ
ットとを決定する。いくつかの例では、ＤＣＩは、ＤＣＩのフォーマットがリファレンス
を搬送するように構成され得る。たとえば、ＤＣＩフォーマット０（または４）のあらか
じめ定義されたフォーマットを有するＤＣＩは、非レガシーＭＣＳテーブルに関連付けら
れ得る。他の例では、ＤＣＩフォーマットは、レガシーおよび非レガシーＭＣＳテーブル
に関連付けられ得、ＤＣＩのフォーマットは、他の構成パラメータと併せて、ＭＣＳテー
ブルへのリファレンスを搬送し得る。たとえば、ＵＥは、ＤＣＩ構成およびＤＣＩフォー
マットを決定するために、ＤＣＩが通信されるサーチスペース、ＤＣＩ中の１つまたは複
数のビット、ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプ、ＵＥが２つ以上のＥＰＤＣＣＨ
リソースセットで構成される場合、ＥＰＤＣＣＨに関連するリソースセットインデックス
、ＤＣＩがマスキングされるマスキングコードなどを識別し得る。
【０１３１】
　[0146]ブロック１５１５において、ＵＥは、ＭＣＳテーブルを識別する。識別されたＭ
ＣＳテーブルは、複数のＭＣＳテーブルからのものであり得、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣ
Ｓテーブルリファレンスに基づいて識別され得る。ＭＣＳテーブルは、ＵＬグラントにお
いて許可されるリソース上でのＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコーディング
を定義し得る。ＵＥは、ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいてレガシーＭＣＳテーブル
または非レガシーＭＣＳテーブルを識別し得る。ブロック１５２０において、レガシーＭ
ＣＳテーブルが識別されたのか、または非レガシーＭＣＳテーブルが識別されたのかの決
定が行われる。レガシーテーブルが識別された場合、方法１５００は、ブロック１５２５
に移動し得、ここで、アップリンク送信についての情報が、最高６４ＱＡＭまでで変調さ
れ、コーディングされ得る。非レガシーＭＣＳテーブルが識別された場合、方法１５００
は、ブロック１５３０に移動し得、ここで、アップリンク送信についての情報が、最高少
なくとも２５６ＱＡＭまでで変調され、コーディングされ得る。ブロック１５３５におい
て、変調され、コーディングされた情報がアップリンク送信中で送られる。アップリンク
送信は、ＤＣＩ中に含まれるリソースのアップリンクグラントを使用して送られ得、ＰＵ
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ＳＣＨ上で送られ得る。
【０１３２】
　[0147]図１６に、様々な例による、ＭＣＳを示すための例示的な方法１６００を示す。
方法１６００は、たとえば、図１、図２、図６、または図７のｅＮＢ１０５、図１１また
は図１２のデバイス１１０５、あるいは図１３の装置１３０５のうちの１つを使用して実
行され得る。
【０１３３】
　[0148]ブロック１６０５において、ＤＣＩは、ＤＣＩフォーマットを有し、ＭＣＳテー
ブルリファレンスを搬送するように構成される。場合によっては、ＤＣＩフォーマットは
、あらかじめ定義され得る。ＤＣＩは、ＭＣＳテーブルへのリファレンスを搬送するよう
に様々な方法で構成され得る。いくつかの例では、ＤＣＩは、ＤＣＩのフォーマットがリ
ファレンスを搬送するように構成され得る。他の例では、ＤＣＩのフォーマットは、他の
構成パラメータと併せて、ＭＣＳテーブルへのリファレンスを搬送する。ブロック１６１
０において、ＤＣＩは、ＵＥに送られ、ＤＣＩは、ＵＥのためのリソースのアップリンク
グラントを備える。ＵＥは、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣＳテーブルへのリファレンスを決
定し、リファレンスに基づいてＭＣＳテーブルを識別し得る。ＭＣＳテーブルは、ＵＬグ
ラントにおいて許可されるリソース上でのＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコ
ーディングを定義し得る。ＵＥは、ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいてレガシーＭＣ
Ｓテーブルまたは非レガシーＭＣＳテーブルを識別し得る。レガシーテーブルは、より低
次の変調（たとえば、変調次数６）に関連付けられ得る。非レガシーテーブルは、より高
次の変調（たとえば、変調次数８）に関連付けられ得る。ＵＥは、識別されたＭＣＳテー
ブルに基づいてアップリンク送信中で送られるべき情報を変調し、コーディングし得る。
【０１３４】
　[0149]ブロック１６１５において、１つまたは複数のアップリンク送信がＵＥから受信
され、アップリンク送信は、ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて識別された複数のＭ
ＣＳテーブルから識別されたＭＣＳテーブルに従って変調され、コーディングされる。ア
ップリンク送信は、ＤＣＩ中に含まれるアップリンクグラントにおいて与えられるリソー
ス上で受信され得る。
【０１３５】
　[0150]上記の原理および方法のさらなる例について、次のように説明する。たとえば、
ワイヤレス通信のための方法は、ユーザ機器（ＵＥ）によって、ＵＥのためのリソースの
アップリンク（ＵＬ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信すること
であって、ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テー
ブルリファレンスを搬送するように構成される、受信することと、ＤＣＩ中で搬送される
ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別
することであって、ＭＣＳテーブルが、ＵＬグラントにおいて許可されるリソース上での
ＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコーディングを定義する、識別することと、
ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送信を送る
ことと、を含み得る。
【０１３６】
　[0151]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプに基
づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本方法は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレー
ム上で通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＥＰＤＣ
ＣＨフレーム上で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択することを
含み得る。ＤＣＩは、ＤＣＩをマスキングするために使用されるマスキングコードに基づ
いてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本方法は、第１のマスキングコードでマ
スキングされるＤＣＩが、第１のＭＣＳテーブルに関連付けられることと、第２のマスキ
ングコードでマスキングされるＤＣＩが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられることと
を含み得る。
【０１３７】
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　[0152]いくつかの態様では、本方法は、識別されたＭＣＳテーブルに関連するアップリ
ンク制御情報（ＵＣＩ）オフセットパラメータを決定することを含み得、ここにおいて、
第１のＵＣＩオフセットパラメータが、関連する第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、
第２のＵＣＩオフセットパラメータが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる。本方法
は、ＵＣＩオフセットパラメータに基づいて１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少なくと
も１つとＵＣＩを多重化するためのある数のリソース要素を決定することを含み得る。Ｕ
ＣＩは、ハイブリッド自動再送要求肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）と、ランクインジケー
タ（ＲＩ）と、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）とのうちの１つまたは複数を含み得
る。識別されたＭＣＳテーブルは、最高で２５６直交振幅変調までに関連する非レガシー
ＭＣＳテーブルであり得、本方法は、ダウンリンク（ＤＬ）送信のための最高で２５６直
交振幅変調までの指示を受信することを含み得、ＤＬ送信指示は、ＤＣＩとは別個のもの
である。
【０１３８】
　[0153]例示的な実施例の別のセットでは、ワイヤレス通信のための装置について説明す
る。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、プロセッサによ
って実行可能な命令とを含み得る。本命令は、ユーザ機器（ＵＥ）によって、ＵＥのため
のリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を
受信することであって、ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（
ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するように構成される、受信することと、ＤＣＩ中
で搬送されるＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテ
ーブルを識別することであって、ＭＣＳテーブルが、ＵＬグラントにおいて許可されるリ
ソース上でのＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコーディングを定義する、識別
することと、ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵ
Ｌ送信を送ることと、を行うように実行可能であり得る。
【０１３９】
　[0154]いくつかの例では、本命令は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームの第１のサブフレー
ム中に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＰＤＣＣＨ
フレームの第２のサブフレーム中に含まれていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを
選択することを行うように実行可能であり得る。いくつかの態様では、本命令は、２つ以
上のＥＰＤＣＣＨリソースセットの構成を受信することと、ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨ
リソースセット中で通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣ
Ｉが第２のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳ
テーブルを選択することとを行うように実行可能であり得る。
【０１４０】
　[0155]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプに基
づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本命令は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレー
ム上で通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＥＰＤＣ
ＣＨフレーム上で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択することを
行うように実行可能であり得る。ＤＣＩは、ＤＣＩをマスキングするために使用されるマ
スキングコードに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。第１のマスキング
コードでマスキングされ得るＤＣＩは、第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２のマ
スキングコードでマスキングされ得るＤＣＩは、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる
。
【０１４１】
　[0156]例示的な実施例の別のセットでは、ワイヤレス通信のための装置について説明す
る。本装置は、ユーザ機器（ＵＥ）によって、ＵＥのためのリソースのアップリンク（Ｕ
Ｌ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信するための手段であって、
ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファ
レンスを搬送するように構成される、受信するための手段と、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣ
Ｓテーブルリファレンスに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別する
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ための手段であって、ＭＣＳテーブルが、ＵＬグラントにおいて許可されるリソース上で
のＵＬ送信のために利用されるべき変調およびコーディングを定義する、識別するための
手段と、ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送
信を送るための手段と、を含み得る。
【０１４２】
　[0157]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）のどのサブフレームで通信されるのかに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを
搬送し得る。本装置は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームの第１のサブフレーム中に含まれて
いることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＰＤＣＣＨの第２のサブフ
レーム中に含まれていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択するための手段を含
み得る。ＤＣＩは、ＤＣＩをマスキングするために使用されるマスキングコードに基づい
てＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。第１のマスキングコードでマスキングされ
るＤＣＩは、第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ得、第２のマスキングコードでマスキ
ングされるＤＣＩは、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。
【０１４３】
　[0158]本装置は、識別されたＭＣＳテーブルに関連するアップリンク制御情報（ＵＣＩ
）オフセットパラメータを決定するための手段を含み得、ここにおいて、第１のＵＣＩオ
フセットパラメータが、関連する第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ得、第２のＵＣＩ
オフセットパラメータが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられ得る。
【０１４４】
　[0159]いくつかの態様では、本装置は、ＵＣＩオフセットパラメータに基づいて１つま
たは複数のＵＬ送信のうちの少なくとも１つとＵＣＩを多重化するためのある数のリソー
ス要素を決定するための手段を含み得る。ＵＣＩは、ハイブリッド自動再送要求肯定応答
（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、ランクインジケータ（ＲＩ）、またはチャネル品質インジケータ
（ＣＱＩ）のうちの少なくとも１つを含み得る。識別されたＭＣＳテーブルは、最高２５
６直交振幅変調までに関連する非レガシーＭＣＳテーブルであり得、本装置は、ダウンリ
ンク（ＤＬ）送信のための最高２５６直交振幅変調までの指示を受信するための手段を含
み得、ＤＬ送信指示は、ＤＣＩとは別個のものである。
【０１４５】
　[0160]例示的な実施例の別のセットでは、ワイヤレス通信のための非一時的コンピュー
タ可読媒体は、ユーザ機器（ＵＥ）によって、ＵＥのためのリソースのアップリンク（Ｕ
Ｌ）グラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信することであって、ＤＣＩ
が、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンス
を搬送するように構成される、受信することと、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣＳテーブルリ
ファレンスに基づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別することであって
、ＭＣＳテーブルが、ＵＬグラントにおいて許可されるリソース上でのＵＬ送信のために
利用されるべき変調およびコーディングを定義する、識別することと、ＭＣＳテーブルに
従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送信を送ることと、を行うよ
うにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する。
【０１４６】
　[0161]いくつかの態様では、複数のＭＣＳテーブルは、少なくとも、最高で１次までの
直交振幅変調に関連するレガシーＭＣＳテーブルと、最高で２次までの直交振幅変調に関
連する非レガシーＭＣＳテーブルとを含み得、ここにおいて、２次は１次よりも高い。Ｄ
ＣＩは、ＤＣＩが通信される物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペ
ースに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。本命令は、ＤＣＩが、ＰＤＣ
ＣＨフレームの共通サーチスペース中に含まれるのか、またはＰＤＣＣＨフレームのＵＥ
固有サーチスペース中に含まれるのかを決定することを行うように実行可能であり得る。
非一時的コンピュータ可読媒体は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームの共通サーチスペース中
に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレ
ームのＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを
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選択することを行うように実行可能な命令を含み得る。
【０１４７】
　[0162]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）のどのサブフレームで通信されるのかに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを
搬送し得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、ＤＣＩがＰＤＣＣＨフレームの第１のサ
ブフレーム中に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩがＰ
ＤＣＣＨフレームの第２のサブフレーム中に含まれていることに基づいて第２のＭＣＳテ
ーブルを選択することを行うように実行可能な命令を含み得る。ＤＣＩフォーマットは、
ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうちの１つまたは複数であり得る。
【０１４８】
　[0163]いくつかの態様では、ＤＣＩは、ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプに基
づいてＭＣＳテーブルリファレンスを搬送し得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、Ｄ
ＣＩがＰＤＣＣＨフレーム上で通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選
択し、ＤＣＩがＥＰＤＣＣＨフレーム上で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテ
ーブルを選択することを行うように実行可能な命令を含み得る。ＤＣＩは、ＤＣＩをマス
キングするために使用されるマスキングコードに基づいてＭＣＳテーブルリファレンスを
搬送し得る。第１のマスキングコードでマスキングされるＤＣＩは、第１のＭＣＳテーブ
ルに関連付けられ得、第２のマスキングコードでマスキングされるＤＣＩは、第２のＭＣ
Ｓテーブルに関連付けられ得る。ＭＣＳテーブルを識別することを行うように実行可能な
命令は、ＭＣＳテーブルインデックスを識別することと、ＭＣＳテーブルインデックスに
基づいて第１のＭＣＳテーブルまたは第２のＭＣＳテーブルのエントリを決定することと
、を行うように実行可能であり得、ここにおいて、第１のＭＣＳテーブルと第２のＭＣＳ
テーブルとは１つまたは複数の共通のエントリを共有する。
【０１４９】
　[0164]いくつかの態様では、ＭＣＳテーブルを識別するための命令は、ＤＣＩ中の１つ
または複数のビットを識別することと、識別された１つまたは複数のビットに基づいて複
数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを選択することとを行うように実行可能であり得
る。非一時的コンピュータ可読媒体は、識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフセ
ットパラメータを決定することを行うように実行可能な命令を含み得、ここにおいて、第
１の電力オフセットパラメータが、第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２の電力オ
フセットパラメータが、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる。非一時的コンピュータ
可読媒体は、電力オフセットパラメータに基づいて１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少
なくとも１つのための送信電力を決定することを行うように実行可能な命令を含み得る。
【０１５０】
　[0165]いくつかの態様では、非一時的コンピュータ可読媒体は、２つ以上のＥＰＤＣＣ
Ｈリソースセットの構成を受信することと、ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット
中で通信されていることに基づいて第１のＭＣＳテーブルを選択し、ＤＣＩが第２のＥＰ
ＤＣＣＨリソースセット中で通信されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択
することとを行うように実行可能な命令を含み得る。
【０１５１】
　[0166]いくつかの態様では、非一時的コンピュータ可読媒体は、識別されたＭＣＳテー
ブルに関連するアップリンク制御情報（ＵＣＩ）オフセットパラメータを決定することを
行うように実行可能な命令を含み得、ここにおいて、第１のＵＣＩオフセットパラメータ
が、関連する第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２のＵＣＩオフセットパラメータ
が、第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる。非一時的コンピュータ可読媒体は、ＵＣＩ
オフセットパラメータに基づいて１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少なくとも１つとＵ
ＣＩを多重化するためのある数のリソース要素を決定することを行うように実行可能な命
令を含み得る。ＵＣＩは、ハイブリッド自動再送要求肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、ラ
ンクインジケータ（ＲＩ）、またはチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）のうちの少なく
とも１つを含み得る。識別されたＭＣＳテーブルは、最高２５６直交振幅変調までに関連
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する非レガシーＭＣＳテーブルであり得、本命令は、ダウンリンク（ＤＬ）送信のための
最高２５６直交振幅変調までの指示を受信することを行うように実行可能であり得、ＤＬ
送信指示は、ＤＣＩとは別個のものである。
【０１５２】
　[0167]例示的な実施例の別のセットでは、ワイヤレス通信のための方法について説明す
る。本方法は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットを有し、変調コーディング
方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成することと、ユーザ
機器（ＵＥ）にＤＣＩを送ることであって、ＤＣＩが、ＵＥのためのリソースのアップリ
ンク（ＵＬ）グラントを備える、送ることと、ＵＥから、複数のＭＣＳテーブルからのＭ
ＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送信を受信す
ることであって、ＭＣＳテーブルが、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣＳテーブルリファレンス
に基づいて識別される、受信することと、を含み得る。
【０１５３】
　[0168]いくつかの態様では、ＭＣＳを搬送するようにＤＣＩを構成することは、ＤＣＩ
を通信すべき物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースを識別する
こと、ＰＤＣＣＨのどのサブフレームがＤＣＩを通信すべきかを識別すること、またはＤ
ＣＩをマスキングするために使用すべきマスキングコードを識別することのうちの１つま
たは複数を含み得る。ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォー
マット４のうちの１つまたは複数であり得る。ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するよ
うにＤＣＩを構成することは、ＵＥに、最高で１次までの直交振幅変調に関連するレガシ
ーＭＣＳテーブルまたは最高で２次までの直交振幅変調に関連する非レガシーＭＣＳテー
ブルのうちの１つまたは複数を識別することを示し、ここにおいて、２次は１次よりも高
い。
【０１５４】
　[0169]例示的な実施例の別のセットでは、ワイヤレス通信のための装置について説明す
る。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、プロセッサによ
って実行可能な命令とを含み得る。本命令は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマ
ットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するようにＤ
ＣＩを構成することと、ユーザ機器（ＵＥ）にＤＣＩを送ることであって、ＤＣＩが、Ｕ
Ｅのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを備える、送ることと、ＵＥから、
複数のＭＣＳテーブルからのＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つ
または複数のＵＬ送信を受信することであって、ＭＣＳテーブルが、ＤＣＩ中で搬送され
るＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて識別される、受信することと、を行うように実
行可能であり得る。
【０１５５】
　[0170]いくつかの態様では、ＭＣＳを搬送するようにＤＣＩを構成するように実行可能
な命令は、ＤＣＩを通信すべき物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチス
ペースを識別すること、ＰＤＣＣＨのどのサブフレームがＤＣＩを通信すべきかを識別す
ること、またはＤＣＩをマスキングするために使用すべきマスキングコードを識別するこ
とを行うように実行可能な命令のうちの１つまたは複数を含み得る。ＤＣＩフォーマット
は、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうちの１つまたは複数であり得
る。ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成することを行うように実
行可能な命令は、ＵＥに、最高で１次までの直交振幅変調に関連するレガシーＭＣＳテー
ブルまたは最高で２次までの直交振幅変調に関連する非レガシーＭＣＳテーブルのうちの
１つまたは複数を識別することを示し、ここにおいて、２次は１次よりも高い。
【０１５６】
　[0171]例示的な実施例の別のセットでは、ワイヤレス通信のための装置について説明す
る。本装置は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットを有し、変調コーディング
方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成するための手段と、
ユーザ機器（ＵＥ）にＤＣＩを送るための手段であって、ＤＣＩが、ＵＥのためのリソー
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スのアップリンク（ＵＬ）グラントを備える、送るための手段と、ＵＥから、複数のＭＣ
ＳテーブルからのＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数
のＵＬ送信を受信するための手段であって、ＭＣＳテーブルが、ＤＣＩ中で搬送されるＭ
ＣＳテーブルリファレンスに基づいて識別される、受信するための手段と、を含み得る。
【０１５７】
　[0172]いくつかの態様では、ＭＣＳを搬送するようにＤＣＩを構成するための手段は、
ＤＣＩを通信すべき物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースを識
別するための手段、ＰＤＣＣＨのどのサブフレームがＤＣＩを通信すべきかを識別するた
めの手段、またはＤＣＩをマスキングするために使用すべきマスキングコードを識別する
ための手段のうちの１つまたは複数を含み得る。ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマ
ット０またはＤＣＩフォーマット４のうちの１つまたは複数であり得る。ＭＣＳテーブル
リファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成するための手段は、ＵＥに、最高で１次まで
の直交振幅変調に関連するレガシーＭＣＳテーブルまたは最高で２次までの直交振幅変調
に関連する非レガシーＭＣＳテーブルのうちの１つまたは複数を識別することを示し、こ
こにおいて、２次は１次よりも高い。
【０１５８】
　[0173]例示的な実施例の別のセットでは、ワイヤレス通信のための非一時的コンピュー
タ可読媒体について説明する。非一時的コンピュータ可読媒体は、プロセッサによって実
行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体を含み得る。本命令は、ダウンリ
ンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブル
リファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成することと、ユーザ機器（ＵＥ）にＤＣＩを
送ることであって、ＤＣＩが、ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを
備える、送ることと、ＵＥから、複数のＭＣＳテーブルからのＭＣＳテーブルに従って変
調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送信を受信することであって、ＭＣＳ
テーブルが、ＤＣＩ中で搬送されるＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて識別される、
受信することと、を行うようにプロセッサによって実行可能であり得る。
【０１５９】
　[0174]いくつかの態様では、ＭＣＳを搬送するようにＤＣＩを構成するように実行可能
な命令は、ＤＣＩを通信すべき物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチス
ペースを識別するように実行可能な命令、ＰＤＣＣＨのどのサブフレームがＤＣＩを通信
すべきかを識別するように実行可能な命令、またはＤＣＩをマスキングするために使用す
べきマスキングコードを識別するように実行可能な命令のうちの１つまたは複数を含み得
る。ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうちの
１つまたは複数であり得る。ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するようにＤＣＩを構成
することを行うように実行可能な命令は、ＵＥに、最高で１次までの直交振幅変調に関連
するレガシーＭＣＳテーブルまたは最高で２次までの直交振幅変調に関連する非レガシー
ＭＣＳテーブルのうちの１つまたは複数を識別することを示し、ここにおいて、２次は１
次よりも高い。
【０１６０】
　[0175]本明細書で説明する記載される技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤ
ＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用
され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用さ
れる。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴ
ＲＡ）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５
、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、一般に
、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、
一般に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａ
ｔａ（ＨＲＰＤ）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭ
Ａ（登録商標））とＣＤＭＡの他の変形形態とを含む。ＴＤＭＡシステムは、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 Communicati
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ons）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロード
バンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved 
UTRA）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（Ｗ
ｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの無線技術
を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔ
ｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ
（登録商標）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴ
Ｅ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－
ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシップ
プロジェクト」（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnership Project）と称する団体からの
文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ
プロジェクト２」（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）と称する団体
からの文書に記載されている。本明細書において記載される技法は、上述のシステムおよ
び無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。明快のために、上記
の説明は、例として、ＬＴＥシステム、ＷＬＡＮシステム、およびＢＴシステムについて
説明し、上記の説明の大部分において対応する用語が使用されるが、本技法はこれらの適
用例以外に適用可能である。
【０１６１】
　[0176]添付の図面に関して上記に記載した詳細な説明は、例示的な実施例について説明
しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る例のみを表すものではない。この
説明全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の働き
をすること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。発明
を実施するための形態は、説明される技法の理解をもたらすための具体的な詳細を含む。
ただし、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例で
は、説明した例の概念を不明瞭にすることを回避するために、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式で示す。
【０１６２】
　[0177]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
。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、磁場もしくは磁性粒子、
光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１６３】
　[0178]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは
、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（ＡＳＩ
Ｃ）、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
本明細書で説明され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
装または実施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として
、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、また
はステートマシンであり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、た
とえば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
しても実装され得る。
【０１６４】
　[0179]本明細書で説明する機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフ
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。プロセッサに
よって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能はコンピュータ可読媒体上に記憶
されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して１つまたは複数の命令もしくはコードと
して送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲
および趣旨内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明した機能は、プ



(41) JP 2019-106716 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

ロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイ
ヤリング、またはこれらのうちのいずれかの組合せを使用して実装され得る。機能を実装
する特徴はまた、機能の部分が、異なる物理ロケーションにおいて実装されるように分散
されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。特許請求の範囲を含めて、本
明細書で使用される場合、２つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、「および／または
」という語は、列挙された項目のうちのいずれか１つが単独で採用され得ること、または
列挙された項目のうちの２つ以上の任意の組合せが採用され得ることを意味する。たとえ
ば、組成が構成要素Ａ、Ｂ、および／またはＣを含んでいるものとして表される場合、そ
の組成は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの組合せ、ＡとＣの組合せ、ＢとＣの組合せ
、またはＡとＢとＣの組合せを含んでいることができる。また、特許請求の範囲を含めて
、本明細書で使用される場合、項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１つ」ある
いは「のうちの１つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙）中で使用される「または
」は、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙が、ＡまたはＢま
たはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）
を意味するような選言的列挙を示す。
【０１６５】
　[0180]コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、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円滑にする任意の媒体を含む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、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ（登録商標）、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（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス
技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合
、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、
およびマイクロ波などのワイヤレス技術は媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するデ
ィスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レー
ザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（di
sc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録
商標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に
再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコ
ンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０１６６】
　[0181]本開示についての以上の説明は、当業者が本開示を作成または使用することがで
きるように与えたものである。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかになり、
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。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一
例または一事例を示すものであり、言及された例についての選好を暗示せず、または必要
としない。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べきで
なく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべ
きである。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　　ユーザ機器（ＵＥ）によって、前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グ
ラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信することと、ここで、前記ＤＣＩ
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が、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンス
を搬送するように構成される、
　　前記ＤＣＩ中で搬送される前記ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて複数のＭＣＳ
テーブルからＭＣＳテーブルを識別することと、ここにおいて、前記ＭＣＳテーブルが、
前記ＵＬグラントにおいて許可される前記リソース上でのＵＬ送信のために利用されるべ
き変調およびコーディングを定義する、
　　前記ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送
信を送ることと
　を備える、方法。
　　［Ｃ２］
　前記複数のＭＣＳテーブルが、少なくとも、最高１次までの直交振幅変調に関連するレ
ガシーＭＣＳテーブルと、最高２次までの直交振幅変調に関連する非レガシーＭＣＳテー
ブルとを備え、前記２次が前記１次よりも高い、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記ＤＣＩは、前記ＤＣＩが通信される物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
のサーチスペースに基づいて前記ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送する、上記Ｃ１に記
載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記ＤＣＩが、共通サーチスペース中に含まれるのか、またはＵＥ固有サーチスペース
中に含まれるのかを決定することと、
　前記ＤＣＩが前記共通サーチスペース中に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテ
ーブルを選択し、前記ＤＣＩが前記ＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに基づ
いて第２のＭＣＳテーブルを選択することと
　をさらに備える、上記Ｃ３に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記ＤＣＩが、前記ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプ、前記ＤＣＩをマスキン
グするために使用されるマスキングコード、または前記ＤＣＩが通信される物理ダウンリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサブフレームのうちの少なくとも１つに基づいて前記
ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送する、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記ＤＣＩフォーマットが、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうち
の１つまたは複数である、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ７］
　２つ以上の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）リソースセットの構成
を受信することと、
　前記ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信されていることに基づいて第
１のＭＣＳテーブルを選択し、前記ＤＣＩが第２のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信
されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択することと
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記ＭＣＳテーブルを識別することが、
　　ＭＣＳテーブルインデックスを識別することと、
　　前記ＭＣＳテーブルインデックスに基づいて第１のＭＣＳテーブルまたは第２のＭＣ
Ｓテーブルのエントリを決定することと、ここにおいて、前記第１のＭＣＳテーブルと前
記第２のＭＣＳテーブルとが１つまたは複数の共通のエントリを共有する、
　を備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記ＭＣＳテーブルを識別することが、
　　前記ＤＣＩ中の１つまたは複数のビットを識別することと、
　　前記識別された１つまたは複数のビットに基づいて前記複数のＭＣＳテーブルからＭ
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ＣＳテーブルを選択することと
　を備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　前記識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフセットパラメータを決定すること、
ここにおいて、第１の電力オフセットパラメータが第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ
、第２の電力オフセットパラメータが第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる、
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１１］
　前記電力オフセットパラメータに基づいて前記１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少な
くとも１つのための送信電力を決定することをさらに備える、上記Ｃ１０に記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　前記識別されたＭＣＳテーブルに関連するアップリンク制御情報（ＵＣＩ）オフセット
パラメータを決定すること、ここにおいて、第１のＵＣＩオフセットパラメータが、関連
する第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２のＵＣＩオフセットパラメータが、第２
のＭＣＳテーブルに関連付けられる、
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１３］
　前記ＵＣＩオフセットパラメータに基づいて前記１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少
なくとも１つと前記ＵＣＩを多重化するためのある数のリソース要素を決定することをさ
らに備える、上記Ｃ１２に記載の方法。
　　［Ｃ１４］
　前記ＵＣＩが、ハイブリッド自動再送要求肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、ランクイン
ジケータ（ＲＩ）、およびチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）のうちの１つまたは複数
を備える、上記Ｃ１３に記載の方法。
　　［Ｃ１５］
　前記識別されたＭＣＳテーブルが、最高２５６直交振幅変調までに関連する非レガシー
ＭＣＳテーブルであり、
　ダウンリンク（ＤＬ）送信について最高２５６直交振幅変調までの指示を受信すること
、ここで、前記指示が前記ＤＣＩとは別個のものである、をさらに備える、上記Ｃ１に記
載の方法。
　　［Ｃ１６］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　ユーザ機器（ＵＥ）によって、前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グ
ラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信するための手段と、前記ＤＣＩが
、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを
搬送するように構成される、
　　前記ＤＣＩ中で搬送される前記ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて複数のＭＣＳ
テーブルからＭＣＳテーブルを識別するための手段と、ここにおいて、前記ＭＣＳテーブ
ルが、前記ＵＬグラントにおいて許可される前記リソース上でのＵＬ送信のために利用さ
れるべき変調およびコーディングを定義する、
　　前記ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送
信を送るための手段と
　を備える、装置。
　　［Ｃ１７］
　前記複数のＭＣＳテーブルが、少なくとも、最高１次までの直交振幅変調に関連付けら
れたレガシーＭＣＳテーブルと、最高２次までの直交振幅変調に関連付けられた非レガシ
ーＭＣＳテーブルとを備え、前記２次が前記１次よりも大きい、上記Ｃ１６に記載の装置
。
　　［Ｃ１８］
　前記ＤＣＩは、前記ＤＣＩが通信される物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
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のサーチスペースに基づいて前記ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送する、上記Ｃ１６に
記載の装置。
　　［Ｃ１９］
　前記ＤＣＩが、共通サーチスペース中に含まれるのか、またはＵＥ固有サーチスペース
中に含まれるのかを決定するための手段と、
　前記ＤＣＩが前記共通サーチスペース中に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテ
ーブルを選択し、前記ＤＣＩが前記ＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに基づ
いて第２のＭＣＳテーブルを選択するための手段と
　をさらに備える、上記Ｃ１８に記載の装置。
　　［Ｃ２０］
　前記ＤＣＩが、前記ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプ、前記ＤＣＩをマスキン
グするために使用されるマスキングコード、または前記ＤＣＩが通信される物理ダウンリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のどのサブフレームかのうちの１つに基づいて前記ＭＣ
Ｓテーブルリファレンスを搬送する、上記Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２１］
　前記ＤＣＩフォーマットが、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうち
の１つまたは複数である、上記Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２２］
　２つ以上の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）リソースセットの構成
を受信するための手段と、
　前記ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信されていることに基づいて第
１のＭＣＳテーブルを選択し、前記ＤＣＩが第２のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信
されていることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択するための手段と
　をさらに備える、上記Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２３］
　前記ＭＣＳテーブルを識別するための前記手段が、
　　ＭＣＳテーブルインデックスを識別するための手段と、
　　前記ＭＣＳテーブルインデックスに基づいて第１のＭＣＳテーブルまたは第２のＭＣ
Ｓテーブルのエントリを決定するための手段と、ここにおいて、前記第１のＭＣＳテーブ
ルと前記第２のＭＣＳテーブルとが１つまたは複数の共通のエントリを共有する、
　をさらに備える、上記Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２４］
　前記ＭＣＳテーブルを識別するための前記手段が、
　　前記ＤＣＩ中の１つまたは複数のビットを識別するための手段と、
　　前記識別された１つまたは複数のビットに基づいて前記複数のＭＣＳテーブルからＭ
ＣＳテーブルを選択するための手段と
　をさらに備える、上記Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２５］
　前記識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフセットパラメータを決定するための
手段、ここにおいて、第１の電力オフセットパラメータが第１のＭＣＳテーブルに関連付
けられ、第２の電力オフセットパラメータが第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる、　
をさらに備える、上記Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２６］
　前記電力オフセットパラメータに基づいて前記１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少な
くとも１つのための送信電力を決定するための手段
　をさらに備える、上記Ｃ２５に記載の装置。
　　［Ｃ２７］
　プロセッサによって実行可能な命令を記憶するワイヤレス通信のための非一時的コンピ
ュータ可読媒体であって、前記命令は、
　　ユーザ機器（ＵＥ）によって、前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グ
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ラントを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信することと、ここで、前記ＤＣＩ
が、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンス
を搬送するように構成される、
　　前記ＤＣＩ中で搬送される前記ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて複数のＭＣＳ
テーブルからＭＣＳテーブルを識別することと、ここにおいて、前記ＭＣＳテーブルが、
前記ＵＬグラントにおいて許可される前記リソース上でのＵＬ送信のために利用されるべ
き変調およびコーディングを定義する、
　　前記ＭＣＳテーブルに従って変調およびコーディングされた１つまたは複数のＵＬ送
信を送ることと
　を行うためのものである、非一時的コンピュータ可読媒体。
　　［Ｃ２８］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング
方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するように、構成することと、
　　ユーザ機器（ＵＥ）に前記ＤＣＩを送ることと、ここで、前記ＤＣＩが、前記ＵＥの
ためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを備える、
　　前記ＵＥから、複数のＭＣＳテーブルからのＭＣＳテーブルに従って変調およびコー
ディングされた１つまたは複数のＵＬ送信を受信することと、前記ＭＣＳテーブルが、前
記ＤＣＩ中で搬送される前記ＭＣＳテーブルリファレンスに基づいて識別される、
　を備える、方法。
　　［Ｃ２９］
　前記ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送するように前記ＤＣＩを構成することが、前記
ＤＣＩを通信すべき物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースを識
別すること、前記ＤＣＩを通信すべき前記ＰＤＣＣＨのサブフレームを識別すること、ま
たは前記ＤＣＩをマスキングするために使用すべきマスキングコードを識別することのう
ちの１つまたは複数を備える、上記Ｃ２８に記載の方法。
　　［Ｃ３０］
　前記ＤＣＩフォーマットが、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうち
の１つまたは複数である、上記Ｃ２８に記載の方法。
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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月4日(2019.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　　ユーザ機器（ＵＥ）によって、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信するための物
理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースを決定することと、
　前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを備える前記ＤＣＩを受信
することと、ここで、前記ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式
（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するように構成される、
　　前記ＤＣＩ中で搬送される前記ＭＣＳテーブルリファレンスに少なくとも部分的に基
づいて、複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別することと、
　　前記ＤＣＩを受信するための前記ＰＤＣＣＨの前記サーチスペースおよび前記識別さ
れたＭＣＳテーブルに少なくとも部分的に基づいて、前記ＵＬ送信のための変調次数を決
定することと、
　　前記決定された変調次数に従って１つまたは複数のＵＬ送信を送ることと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記複数のＭＣＳテーブルが、少なくとも、最高１次までの直交振幅変調に関連するレ
ガシーＭＣＳテーブルと、最高２次までの直交振幅変調に関連する非レガシーＭＣＳテー
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ブルとを備え、前記２次が前記１次よりも高い、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＤＣＩが共通サーチスペース中に含まれるのか、ＵＥ固有サーチスペース中に含ま
れるのかを決定することと、
　前記ＤＣＩが前記共通サーチスペース中に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテ
ーブルを選択し、前記ＤＣＩが前記ＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに基づ
いて第２のＭＣＳテーブルを選択することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のＭＣＳテーブルが、最高で少なくとも２５６直交振幅変調までの変調に関連
する非レガシーＭＣＳテーブルである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＤＣＩが、前記ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプ、前記ＤＣＩをマスキン
グするために使用されるマスキングコード、または前記ＤＣＩが通信される前記ＰＤＣＣ
Ｈのサブフレームのうちの１つに少なくとも基づいて、前記ＭＣＳテーブルリファレンス
を搬送する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＤＣＩフォーマットが、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうち
の１つまたは複数である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　２つ以上の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）リソースセットの構成
を受信することと、
　前記ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信されることに基づいて第１の
ＭＣＳテーブルを選択し、前記ＤＣＩが第２のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信され
ることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＭＣＳテーブルを識別することが、
　　ＭＣＳテーブルインデックスを識別することと、
　　前記ＭＣＳテーブルインデックスに基づいて第１のＭＣＳテーブルまたは第２のＭＣ
Ｓテーブルのエントリを決定することと、ここにおいて、前記第１のＭＣＳテーブルと前
記第２のＭＣＳテーブルとが１つまたは複数の共通のエントリを共有する、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＤＣＩ中の１つまたは複数のビットを識別することをさらに備え、
　前記変調次数を前記決定することが、前記ＤＣＩを受信するための前記ＰＤＣＣＨの前
記サーチスペース、前記識別されたＭＣＳテーブル、および前記ＤＣＩ中の前記識別され
た１つまたは複数のビットに少なくとも部分的に基づいて、前記ＵＬ送信のための前記変
調次数を決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフセットパラメータを決定すること、
ここにおいて、第１の電力オフセットパラメータが第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ
、第２の電力オフセットパラメータが第２のＭＣＳテーブルに関連付けられる、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記電力オフセットパラメータに基づいて前記１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少な
くとも１つのための送信電力を決定することをさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記識別されたＭＣＳテーブルに関連するアップリンク制御情報（ＵＣＩ）オフセット
パラメータを決定すること、ここにおいて、第１のＵＣＩオフセットパラメータが、関連
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する第１のＭＣＳテーブルに関連付けられ、第２のＵＣＩオフセットパラメータが、第２
のＭＣＳテーブルに関連付けられる、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＵＣＩオフセットパラメータに基づいて前記１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少
なくとも１つと前記ＵＣＩを多重化するためのある数のリソース要素を決定することをさ
らに備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＵＣＩが、ハイブリッド自動再送要求肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、ランクイン
ジケータ（ＲＩ）、およびチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）のうちの１つまたは複数
を備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記識別されたＭＣＳテーブルが、最高で少なくとも２５６直交振幅変調までの変調に
関連する非レガシーＭＣＳテーブルである、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記プロセッサによって実行可能な命令と
　を備え、前記命令は、
　　ユーザ機器（ＵＥ）によって、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信するための物
理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースを決定することと、
　　前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを備える前記ＤＣＩを受
信することと、前記ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方式（ＭＣ
Ｓ）テーブルリファレンスを搬送するように構成される、
　　前記ＤＣＩ中で搬送される前記ＭＣＳテーブルリファレンスに少なくとも部分的に基
づいて、複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別することと、
　　前記ＤＣＩを受信するための前記ＰＤＣＣＨの前記サーチスペースおよび前記識別さ
れたＭＣＳテーブルに少なくとも部分的に基づいて、前記ＵＬ送信のための変調次数を決
定することと、
　　前記決定された変調次数に従って１つまたは複数のＵＬ送信を送ることと
　を行うためのものである、装置。
【請求項１７】
　前記複数のＭＣＳテーブルが、少なくとも、最高１次までの直交振幅変調に関連付けら
れたレガシーＭＣＳテーブルと、最高２次までの直交振幅変調に関連付けられた非レガシ
ーＭＣＳテーブルとを備え、前記２次が前記１次よりも大きい、請求項１６に記載の装置
。
【請求項１８】
　前記命令が、
　前記ＤＣＩが共通サーチスペース中に含まれるのか、ＵＥ固有サーチスペース中に含ま
れるのかを決定することと、
　前記ＤＣＩが前記共通サーチスペース中に含まれていることに基づいて第１のＭＣＳテ
ーブルを選択し、前記ＤＣＩが前記ＵＥ固有サーチスペース中に含まれていることに基づ
いて第２のＭＣＳテーブルを選択することと
　を行うようにさらに実行可能である、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第２のＭＣＳテーブルが、最高で少なくとも２５６直交振幅変調までの変調に関連
する非レガシーＭＣＳテーブルである、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＤＣＩが、前記ＤＣＩが通信される制御チャネルのタイプ、前記ＤＣＩをマスキン
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グするために使用されるマスキングコード、または前記ＤＣＩが通信される前記ＰＤＣＣ
Ｈのどのサブフレームかのうちの１つに基づいて前記ＭＣＳテーブルリファレンスを搬送
する、請求項１６に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＤＣＩフォーマットが、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうち
の１つまたは複数である、請求項１６に記載の装置。
【請求項２２】
　２つ以上の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）リソースセットの構成
を受信することと、
　前記ＤＣＩが第１のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信されることに基づいて第１の
ＭＣＳテーブルを選択し、前記ＤＣＩが第２のＥＰＤＣＣＨリソースセット中で通信され
ることに基づいて第２のＭＣＳテーブルを選択することと
　を行うように実行可能である命令をさらに備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項２３】
　前記ＭＣＳテーブルを識別するように実行可能な前記命令が、
　　ＭＣＳテーブルインデックスを識別することと、
　　前記ＭＣＳテーブルインデックスに基づいて第１のＭＣＳテーブルまたは第２のＭＣ
Ｓテーブルのエントリを決定することと、ここにおいて、前記第１のＭＣＳテーブルと前
記第２のＭＣＳテーブルとが１つまたは複数の共通のエントリを共有する、
　を行うようにさらに実行可能である、請求項１６に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＤＣＩ中の１つまたは複数のビットを識別するように実行可能な命令をさらに備え
、
　前記変調次数を前記決定するように実行可能な前記命令が、前記ＤＣＩを受信するため
の前記ＰＤＣＣＨの前記サーチスペース、前記識別されたＭＣＳテーブル、および前記Ｄ
ＣＩ中の前記識別された１つまたは複数のビットに少なくとも部分的に基づいて、前記Ｕ
Ｌ送信のための前記変調次数を決定するようにさらに実行可能である、請求項１６に記載
の装置。
【請求項２５】
　前記識別されたＭＣＳテーブルに関連する電力オフセットパラメータを決定するように
実行可能な命令をさらに備え、第１の電力オフセットパラメータが第１のＭＣＳテーブル
に関連付けられ、第２の電力オフセットパラメータが第２のＭＣＳテーブルに関連付けら
れる、請求項１６に記載の装置。
【請求項２６】
　前記電力オフセットパラメータに基づいて前記１つまたは複数のＵＬ送信のうちの少な
くとも１つのための送信電力を決定するように実行可能な命令をさらに備える、請求項２
５に記載の装置。
【請求項２７】
　プロセッサによって実行可能な命令を記憶するワイヤレス通信のための非一時的コンピ
ュータ可読媒体であって、前記命令は、
　　ユーザ機器（ＵＥ）によって、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信するための物
理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースを決定することと、
　　前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを備える前記ＤＣＩを受
信することと、ここで、前記ＤＣＩが、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング方
式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するように構成される、
　　前記ＤＣＩ中で搬送される前記ＭＣＳテーブルリファレンスに少なくとも部分的に基
づいて複数のＭＣＳテーブルからＭＣＳテーブルを識別することと、
　　前記ＤＣＩを受信するための前記ＰＤＣＣＨの前記サーチスペースおよび前記識別さ
れたＭＣＳテーブルに少なくとも部分的に基づいて、前記ＵＬ送信のための変調次数を決
定することと、
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　　前記決定された変調次数に従って１つまたは複数のＵＬ送信を送ることと
　を行うためのものである、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２８】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を、ＤＣＩフォーマットを有し、変調コーディング
方式（ＭＣＳ）テーブルリファレンスを搬送するように、構成することと、
　　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の共通サーチスペースまたはＵＥ固有
サーチスペースのうちの１つで前記ＤＣＩをユーザ機器（ＵＥ）に送ることと、ここで、
前記ＤＣＩが、前記ＵＥのためのリソースのアップリンク（ＵＬ）グラントを備える、
　　前記ＵＥから、前記ＤＣＩが前記共通サーチスペース中で送られるのか、前記ＰＤＣ
ＣＨの前記ＵＥ固有サーチスペース中で送られるのか、および前記ＤＣＩによって搬送さ
れるＭＣＳテーブルに少なくとも部分的に基づく変調次数に従って変調された１つまたは
複数のＵＬ送信を受信することと、
　を備える、方法。
【請求項２９】
　前記ＤＣＩ中で１つまたは複数のビットを送ることをさらに備え、
　前記変調次数が、前記ＤＣＩが前記共通サーチスペース中で送られるのか、前記ＰＤＣ
ＣＨの前記ＵＥ固有サーチスペース中で送られるのか、前記ＤＣＩによって搬送される前
記ＭＣＳテーブル、および前記ＤＣＩ中の前記１つまたは複数のビットに少なくとも部分
的に基づく、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ＤＣＩフォーマットが、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４のうち
の１つまたは複数である、請求項２８に記載の方法。
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