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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時分割多重（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）キャリアア
グリゲーション可能なユーザ装置（ＵＥ）がフィードバック情報を送信するための方法で
あって、
　在圏セルごとのＴＤＤ上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ：ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ
）構成を確定する確定ステップと、
　ｃ番目の在圏セルに関して前記ＵＥによるハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ）ビットのフィードバックが必要となるサブフレームの数であるフィードバ
ックファクターＢｃ

ＤＬに基づいて、サブフレームｎにおけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送
信する送信ステップと、を含み、
　在圏セルごとに設定された前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のうち少なくとも２つの構成は
異なり、
　在圏セルに関して検出される下りリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット０／４のうちパラメーターＷＤＡＩ

Ｕ

Ｌを確定するための下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓ
ｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）を有するＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され
る物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ情報が送信される場合は、パラメーターＭｃと前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬとに基
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づいて、在圏セルごとの前記フィードバックファクターＢｃ
ＤＬが確定され、

　在圏セルに関して検出されるＤＣＩフォーマット０／４のうち前記パラメーターＷＤＡ

Ｉ
ＵＬを確定するためのＤＡＩを有さないＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され

る前記ＰＵＳＣＨ送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報
が送信される場合は、前記パラメーターＭｃに基づいて、在圏セルごとの前記フィードバ
ックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　前記パラメーターＭｃは、前記ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含む集合Ｋｃに
おける要素の数であり、
　前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬは、前記ＰＵＳＣＨ送信に対応する在圏セルの上りリン
ク参照ＵＬ－ＤＬ構成に対応し、前記ＤＡＩに基づいて確定され、
　前記送信ステップでは、前記ｃ番目の在圏セルに関してサブフレームｎ－ｋにおいて、
物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と下りリンク・セミパーシステント・スケジューリング（Ｓ
ＰＳ）リリースを示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とのいずれかが検出されると、前記
サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信する、方法。
【請求項２】
　時分割多重（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）キャリアア
グリゲーション可能なユーザ装置（ＵＥ）であって、
　在圏セルごとのＴＤＤ上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ：ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ
）構成を確定するオペレーション部と、
　ｃ番目の在圏セルに関して前記ＵＥによるハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ）ビットのフィードバックが必要となるサブフレームの数であるフィードバ
ックファクターＢｃ

ＤＬに基づいて、サブフレームｎにおけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送
信する送信部と、を備え、
　在圏セルごとに設定された前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のうち少なくとも２つの構成は
異なり、
　在圏セルに関して検出される下りリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット０／４のうちパラメーターＷＤＡＩ

Ｕ

Ｌを確定するための下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓ
ｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）を有するＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され
る物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ情報が送信される場合は、パラメーターＭｃと前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬとに基
づいて、在圏セルごとの前記フィードバックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　在圏セルに関して検出されるＤＣＩフォーマット０／４のうち前記パラメーターＷＤＡ

Ｉ
ＵＬを確定するためのＤＡＩを有さないＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され

る前記ＰＵＳＣＨ送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報
が送信される場合は、前記パラメーターＭｃに基づいて、在圏セルごとの前記フィードバ
ックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　前記パラメーターＭｃは、前記ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含む集合Ｋｃに
おける要素の数であり、
　前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬは、前記ＰＵＳＣＨ送信に対応する在圏セルの上りリン
ク参照ＵＬ－ＤＬ構成に対応し、前記ＤＡＩに基づいて確定され、
　前記送信部は、前記ｃ番目の在圏セルに関してサブフレームｎ－ｋにおいて、物理下り
リンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）と下りリンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リ
リースを示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とのいずれかが検出されると、前記サブフレ
ームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信する、ＵＥ。
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【請求項３】
　時分割多重（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）キャリアア
グリゲーション可能なユーザ装置（ＵＥ）に複数の機能を実行させるために前記ＵＥに搭
載された集積回路であって、
　在圏セルごとのＴＤＤ上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ：ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ
）構成を確定する確定ステップと、
　ｃ番目の在圏セルに関して前記ＵＥによるハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ）ビットのフィードバックが必要となるサブフレームの数であるフィードバ
ックファクターＢｃ

ＤＬに基づいて、サブフレームｎにおけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送
信する送信ステップと、を行わせ、
　在圏セルごとに設定された前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のうち少なくとも２つの構成は
異なり、
　在圏セルに関して検出される下りリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット０／４のうちパラメーターＷＤＡＩ

Ｕ

Ｌを確定するための下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓ
ｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）を有するＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され
る物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ情報が送信される場合は、パラメーターＭｃと前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬとに基
づいて、在圏セルごとの前記フィードバックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　在圏セルに関して検出されるＤＣＩフォーマット０／４のうち前記パラメーターＷＤＡ

Ｉ
ＵＬを確定するためのＤＡＩを有さないＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され

る前記ＰＵＳＣＨ送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報
が送信される場合は、前記パラメーターＭｃに基づいて、在圏セルごとの前記フィードバ
ックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　前記パラメーターＭｃは、前記ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含む集合Ｋｃに
おける要素の数であり、
　前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬは、前記ＰＵＳＣＨ送信に対応する在圏セルの上りリン
ク参照ＵＬ－ＤＬ構成に対応し、前記ＤＡＩに基づいて確定され、
　前記送信ステップでは、前記ｃ番目の在圏セルに関してサブフレームｎ－ｋにおいて、
物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と下りリンク・セミパーシステント・スケジューリング（Ｓ
ＰＳ）リリースを示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とのいずれかが検出されると、前記
サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信する、集積回路。
【請求項４】
　時分割多重（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）キャリアア
グリゲーション可能な基地局装置（ｅＮＢ）がフィードバック情報を受信するための方法
であって、
　在圏セルごとのＴＤＤ上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ：ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ
）構成を確定する確定ステップと、
　ｃ番目の在圏セルに関してユーザ装置（ＵＥ）によるハイブリッド自動再送要求／肯定
応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）ビットのフィードバックが必要となるサブフレームの数である
フィードバックファクターＢｃ

ＤＬに基づいて、サブフレームｎにおけるＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ情報を受信する受信ステップと、を含み、
　在圏セルごとに設定された前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のうち少なくとも２つの構成は
異なり、
　在圏セルに関して検出される下りリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット０／４のうちパラメーターＷＤＡＩ

Ｕ

Ｌを確定するための下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓ
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ｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）を有するＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され
る物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ情報が送信される場合は、パラメーターＭｃと前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬとに基
づいて、在圏セルごとの前記フィードバックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　在圏セルに関して検出されるＤＣＩフォーマット０／４のうち前記パラメーターＷＤＡ

Ｉ
ＵＬを確定するためのＤＡＩを有さないＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され

る前記ＰＵＳＣＨ送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報
が送信される場合は、前記パラメーターＭｃに基づいて、在圏セルごとの前記フィードバ
ックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　前記パラメーターＭｃは、前記ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含む集合Ｋｃに
おける要素の数であり、
　前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬは、前記ＰＵＳＣＨ送信に対応する在圏セルの上りリン
ク参照ＵＬ－ＤＬ構成に対応し、前記ＤＡＩに基づいて確定され、
　前記受信ステップでは、前記ｃ番目の在圏セルに関してサブフレームｎ－ｋにおいて、
物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と下りリンク・セミパーシステント・スケジューリング（Ｓ
ＰＳ）リリースを示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とのいずれかが前記ＵＥによって検
出されると、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を受信する、方法。
【請求項５】
　時分割多重（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）キャリアア
グリゲーション可能な基地局装置（ｅＮＢ）であって、
　在圏セルごとのＴＤＤ上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ：ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ
）構成を確定するオペレーション部と、
　ｃ番目の在圏セルに関してユーザ装置（ＵＥ）によるハイブリッド自動再送要求／肯定
応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）ビットのフィードバックが必要となるサブフレームの数である
フィードバックファクターＢｃ

ＤＬに基づいて、サブフレームｎにおけるＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ情報を受信する受信部と、を備え、
　在圏セルごとに設定された前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のうち少なくとも２つの構成は
異なり、
　在圏セルに関して検出される下りリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット０／４のうちパラメーターＷＤＡＩ

Ｕ

Ｌを確定するための下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓ
ｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）を有するＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され
る物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ情報が送信される場合は、パラメーターＭｃと前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬとに基
づいて、在圏セルごとの前記フィードバックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　在圏セルに関して検出されるＤＣＩフォーマット０／４のうち前記パラメーターＷＤＡ

Ｉ
ＵＬを確定するためのＤＡＩを有さないＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され

る前記ＰＵＳＣＨ送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報
が送信される場合は、前記パラメーターＭｃに基づいて、在圏セルごとの前記フィードバ
ックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　前記パラメーターＭｃは、前記ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含む集合Ｋｃに
おける要素の数であり、
　前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬは、前記ＰＵＳＣＨ送信に対応する在圏セルの上りリン
ク参照ＵＬ－ＤＬ構成に対応し、前記ＤＡＩに基づいて確定され、
　前記受信部は、前記ｃ番目の在圏セルに関してサブフレームｎ－ｋにおいて、物理下り
リンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ
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　Ｃｈａｎｎｅｌ）と下りリンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リ
リースを示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とのいずれかが前記ＵＥによって検出される
と、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を受信する、ｅＮＢ。
【請求項６】
　時分割多重（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）キャリアア
グリゲーション可能な基地局装置（ｅＮＢ）に複数の機能を実行させるために前記ｅＮＢ
に搭載された集積回路であって、
　在圏セルごとのＴＤＤ上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ：ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ
）構成を確定する確定ステップと、
　ｃ番目の在圏セルに関してユーザ装置（ＵＥ）によるハイブリッド自動再送要求／肯定
応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）ビットのフィードバックが必要となるサブフレームの数である
フィードバックファクターＢｃ

ＤＬに基づいて、サブフレームｎにおけるＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ情報を受信する受信ステップと、を行わせ、
　在圏セルごとに設定された前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のうち少なくとも２つの構成は
異なり、
　在圏セルに関して検出される下りリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット０／４のうちパラメーターＷＤＡＩ

Ｕ

Ｌを確定するための下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓ
ｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）を有するＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され
る物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ情報が送信される場合は、パラメーターＭｃと前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬとに基
づいて、在圏セルごとの前記フィードバックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　在圏セルに関して検出されるＤＣＩフォーマット０／４のうち前記パラメーターＷＤＡ

Ｉ
ＵＬを確定するためのＤＡＩを有さないＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整され

る前記ＰＵＳＣＨ送信によって、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報
が送信される場合は、前記パラメーターＭｃに基づいて、在圏セルごとの前記フィードバ
ックファクターＢｃ

ＤＬが確定され、
　前記パラメーターＭｃは、前記ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含む集合Ｋｃに
おける要素の数であり、
　前記パラメーターＷＤＡＩ

ＵＬは、前記ＰＵＳＣＨ送信に対応する在圏セルの上りリン
ク参照ＵＬ－ＤＬ構成に対応し、前記ＤＡＩに基づいて確定され、
　前記受信ステップでは、ｃ番目の在圏セルに関してサブフレームｎ－ｋにおいて、物理
下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒ
ｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と下りリンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ
）リリースを示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とのいずれかが前記ＵＥによって検出さ
れると、前記サブフレームｎにおける前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を受信する、集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　この出願は、参照により本明細書に組み込まれる、フィードバック情報を送受信するた
めのデバイスに関する２０１２年６月１４日出願の米国仮特許出願第６１／６５９，８９
２号、および、フィードバック情報を送受信するためのデバイスに関する２０１２年６月
１４日出願の米国特許出願第１３／６３１，４３３号に関連するものであり、それらから
の優先権を主張する。
【０００２】
技術分野
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　本開示は、一般に、通信システムに関する。より具体的には、本開示は、フィードバッ
ク情報を送受信するためのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信デバイスは、消費者ニーズを満たし、可搬性と便利さとを改善するため
により小さく、より強力になった。消費者は、ワイヤレス通信デバイスに依存するように
なり、高信頼性のサービス、カバレッジエリアの拡大および機能性の向上を期待するよう
になった。ワイヤレス通信システムは、多数のワイヤレス通信デバイスに通信を提供し、
それぞれのデバイスが基地局によるサービスを享受する。基地局は、ワイヤレス通信デバ
イスと通信するデバイスである。
【０００４】
　ワイヤレス通信デバイスが進歩するにつれて、通信容量、速度、フレキシビリティおよ
び／または効率の向上が求められてきた。しかしながら、通信容量、速度、フレキシビリ
ティおよび／または効率の向上は、いくつかの問題を提起することがある。
【０００５】
　例えば、ワイヤレス通信デバイスは、通信構造を用いて１つ以上のデバイスと通信する
。しかしながら、用いられる通信構造は、限られたフレキシビリティおよび／または効率
を提供するに過ぎない。この考察によって示されるように、通信のフレキシビリティおよ
び／または効率を向上させるシステムおよび方法が有益であろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　端末装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）によってフィードバック情報を送信
するための方法が記載される。方法は、在圏セルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ
－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ：ｕｐｌｉｎｋ
－ｄｏｗｎｌｉｎｋ）構成を確定するステップを含み、少なくとも２つの設定された在圏
セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は同じでない。方法は、物理上りリンク共有チャネル（Ｐ
ＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）送信が、
ＵＬ／ＤＬ構成０をもつ在圏セルに関して検出された下りリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット０／４に基づい
て調整される場合に、パラメーターＭｃに基づいて、在圏セルごとの第１のフィードバッ
クファクター
【０００７】
【数１】

【０００８】
を確定するステップも含み、第１のフィードバックファクター
【０００９】

【数２】

【００１０】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおけるハ
イブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ：Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔ
ｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉ
ｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）は、サブフレームｎ－ｋにおける物理下りリン
ク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）に対応する。方法は、第１のフィードバックファクター
【００１１】
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【数３】

【００１２】
に基づいて、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信するステップをさらに含む。
【００１３】
　端末装置（ＵＥ）によってフィードバック情報を送信するための方法が記載される。方
法は、在圏セルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定
するステップを含み、少なくとも２つの設定された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は
同じでない。方法は、少なくとも１つの設定された在圏セルのタイミング参照ＵＬ／ＤＬ
構成が｛５｝に属し、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信が、ある１つの在
圏セルに関して検出されたＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整される場合に、
【００１４】
【数４】

【００１５】
に基づいて、在圏セルごとの第１のフィードバックファクター
【００１６】
【数５】

【００１７】
を確定するステップも含み、第１のフィードバックファクター
【００１８】
【数６】

【００１９】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおけるハ
イブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）は、サブフレームｎ－ｋにおけ
る物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応し、
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、ここで
Ｕｃ

は、ｃ番目の在圏セル上で受信した物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）と下りリ
ンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ：ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎ
ｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）リリースを示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
との合計数である。方法は、第１のフィードバックファクター
【００２０】
【数７】

【００２１】
に基づいて、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信するステップをさらに含む。
【００２２】
　フィードバック情報を送信するための端末装置（ＵＥ）が記載される。ＵＥは、在圏セ
ルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するように構
成され、少なくとも２つの設定された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は同じでなく、
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かつ、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信が、ＵＬ／ＤＬ構成０をもつ在圏
セルに関して検出された下りリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット０／４に基づいて調
整される場合に、パラメーターＭｃに基づいて、在圏セルごとの第１のフィードバックフ
ァクター
【００２３】
【数８】

【００２４】
を確定するように構成されたオペレーション部を含み、第１のフィードバックファクター
【００２５】
【数９】

【００２６】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおけるハ
イブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）は、サブフレームｎ－ｋにおけ
る物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応する。ＵＥは、第１のフィードバッ
クファクター
【００２７】
【数１０】

【００２８】
に基づいて、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信するように構成された送信部も
含む。
【００２９】
　フィードバック情報を送信する端末装置（ＵＥ）が記載される。ＵＥは、在圏セルｃご
とに時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するように構成され
、少なくとも２つの設定された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は同じでなく、かつ、
少なくとも１つの設定された在圏セルのタイミング参照ＵＬ／ＤＬ構成が｛５｝に属し、
物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信が、ある１つの在圏セルに関して検出さ
れたＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整される場合に、
【００３０】
【数１１】

【００３１】
に基づいて、在圏セルごとの第１のフィードバックファクター
【００３２】
【数１２】

【００３３】
を確定するように構成されたオペレーション部を含み、第１のフィードバックファクター
【００３４】

【数１３】

【００３５】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
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、集合Ｋｃは、ｃ番目の各在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおける
ハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）は、サブフレームｎ－ｋにお
ける物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応し、
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、ここで
Ｕｃ

は、ｃ番目の在圏セル上で受信した物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）と下りリ
ンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リリースを示す物理下りリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）との合計数である。ＵＥは、第１のフィードバックファクタ
ー
【００３６】
【数１４】

【００３７】
に基づいて、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信するように構成された送信部も
含む。
【００３８】
　ＵＥに複数の機能を実行させるためにＵＥに搭載された集積回路が記載される。集積回
路は、ＵＥに、在圏セルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構
成を確定するステップを行わせ、少なくとも２つの設定された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－
ＤＬ構成は同じでない。集積回路は、ＵＥに、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ
）送信が、ＵＬ／ＤＬ構成０をもつ在圏セルに関して検出されたＤＣＩフォーマット０／
４に基づいて調整される場合に、パラメーターＭｃに基づいて、在圏セルごとの第１のフ
ィードバックファクター
【００３９】
【数１５】

【００４０】
を確定するステップも行わせ、第１のフィードバックファクター
【００４１】
【数１６】

【００４２】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおけるハ
イブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）は、サブフレームｎ－ｋにおけ
る物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応する。集積回路は、ＵＥに、第１の
フィードバックファクター
【００４３】
【数１７】

【００４４】
に基づいて、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をさらに送信するステップを行わせる
。
【００４５】
　ＵＥに複数の機能を実行させるためにＵＥに搭載された集積回路が記載される。集積回
路は、ＵＥに、在圏セルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構
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成を確定するステップを行わせ、少なくとも２つの設定された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－
ＤＬ構成は同じではない。集積回路は、少なくとも１つの設定された在圏セルのタイミン
グ参照ＵＬ／ＤＬ構成が｛５｝に属し、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信
が、ある１つの在圏セルに関して検出されたＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整さ
れる場合に、ＵＥに、
【００４６】
【数１８】

【００４７】
に基づいて、在圏セルごとの第１のフィードバックファクター
【００４８】
【数１９】

【００４９】
を確定するステップも行わせ、第１のフィードバックファクター
【００５０】
【数２０】

【００５１】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおけるハ
イブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）は、サブフレームｎ－ｋにおけ
る物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応し、
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、ここで
Ｕｃ

は、ｃ番目の在圏セル上で受信した物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）と下りリ
ンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リリースを示す物理下りリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）との合計数である。集積回路は、ＵＥに、第１のフィードバ
ックファクター
【００５２】

【数２１】

【００５３】
に基づいて、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をさらに送信するステップを行わせる
。
【００５４】
　基地局装置（ｅＮＢ）によってフィードバック情報を受信するための方法が記載される
。方法は、端末装置（ＵＥ）のための在圏セルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリ
ンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するステップを含み、ＵＥのための少なくとも２つの設定
された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は同じでない。方法は、第１のフィードバック
ファクター
【００５５】
【数２２】
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【００５６】
に基づいて、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上でハイブリッド自動再送要求
／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）情報を受信するステップも含み、在圏セルごとの第１の
フィードバックファクター
【００５７】
【数２３】

【００５８】
は、ＰＵＳＣＨ送信が、ＵＬ／ＤＬ構成０をもつ在圏セルに関して検出された下りリンク
制御情報（ＤＣＩ）フォーマット０／４に基づいて調整される場合に、パラメーターＭｃ

に基づいて確定され、第１のフィードバックファクター
【００５９】
【数２４】

【００６０】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおけるＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫは、サブフレームｎ－ｋにおける物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣ
Ｈ）に対応する。
【００６１】
　基地局装置（ｅＮＢ）によってフィードバック情報を受信するための方法が記載される
。方法は、端末装置（ＵＥ）のための在圏セルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリ
ンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するステップを含み、ＵＥのための少なくとも２つの設定
された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は同じでない。方法は、第１のフィードバック
ファクター
【００６２】
【数２５】

【００６３】
に基づいて、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上でハイブリッド自動再送要求
／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）情報を受信するステップも含み、在圏セルごとの第１の
フィードバックファクター
【００６４】
【数２６】

【００６５】
は、少なくとも１つの設定された在圏セルのタイミング参照ＵＬ／ＤＬ構成が｛５｝に属
し、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信が、ある１つの在圏セルに関して検
出されたＤＣＩフォーマット０／４に基づいて調整される場合に、
【００６６】
【数２７】

【００６７】
に基づいて確定され、第１のフィードバックファクター
【００６８】
【数２８】
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【００６９】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおけるＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫは、サブフレームｎ－ｋにおける物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣ
Ｈ）に対応し、
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、ここで
Ｕｃ

は、ＵＥが受信することになる、ｃ番目の在圏セル上の物理下りリンク共有チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ）と下りリンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リリースを
示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）との合計数である。
【００７０】
　基地局装置（ｅＮＢ）によってフィードバック情報を受信するための方法が記載される
。方法は、端末装置（ＵＥ）のための在圏セルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリ
ンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するように構成されたオペレーション部を含み、ＵＥのた
めの少なくとも２つの設定された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は同じでない。方法
は、第１のフィードバックファクター
【００７１】

【数２９】

【００７２】
に基づいて、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上でハイブリッド自動再送要求
／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）情報を受信するように構成された受信部も含み、在圏セ
ルごとの第１のフィードバックファクター
【００７３】

【数３０】

【００７４】
は、ＰＵＳＣＨ送信が、ＵＬ／ＤＬ構成０をもつ在圏セルに関して検出された下りリンク
制御情報（ＤＣＩ）フォーマット０／４に基づいて調整される場合に、パラメーターＭｃ

に基づいて確定され、第１のフィードバックファクター
【００７５】
【数３１】

【００７６】
は、ＵＥが、ｃ番目の各在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする
必要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であ
り、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおける
ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、サブフレームｎ－ｋにおける物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳ
ＣＨ）に対応する。
【００７７】
　基地局装置（ｅＮＢ）によってフィードバック情報を受信するための方法が記載される
。方法は、端末装置（ＵＥ）のための在圏セルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリ
ンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するように構成されたオペレーション部を含み、ＵＥのた
めの少なくとも２つの設定された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は同じでない。方法
は、第１のフィードバックファクター
【００７８】
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【数３２】

【００７９】
に基づいて、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上でハイブリッド自動再送要求
／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）情報を受信するように構成された受信部も含み、在圏セ
ルごとの第１のフィードバックファクター
【００８０】

【数３３】

【００８１】
は、少なくとも１つの設定された在圏セルのタイミング参照ＵＬ／ＤＬ構成が｛５｝に属
し、ＰＵＳＣＨ送信が、ある１つの在圏セルに関して検出されたＤＣＩフォーマット０／
４に基づいて調整される場合に、
【００８２】

【数３４】

【００８３】
に基づいて確定され、第１のフィードバックファクター
【００８４】

【数３５】

【００８５】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおけるＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫは、サブフレームｎ－ｋにおける物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣ
Ｈ）に対応し、
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、ここで
Ｕｃ

は、ＵＥが受信することになる、ｃ番目の在圏セル上の物理下りリンク共有チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ）と下りリンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リリースを
示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）との合計数である。
【００８６】
　基地局装置（ｅＮＢ）に複数の機能を実行させるためにｅＮＢに搭載された集積回路が
記載される。基地局装置は、ｅＮＢに、在圏セルｃごとに時分割多重（ＴＤＤ）上り下り
リンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するステップを行わせ、少なくとも２つの設定された在
圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は同じでない。集積回路は、ｅＮＢに、第１のフィード
バックファクター
【００８７】

【数３６】

【００８８】
に基づいて、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上でハイブリッド自動再送要求
／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）情報を受信するステップも行わせ、在圏セルごとの第１
のフィードバックファクター
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【００８９】
【数３７】

【００９０】
は、ＰＵＳＣＨ送信が、ＵＬ／ＤＬ構成０をもつ在圏セルに関して検出された下りリンク
制御情報（ＤＣＩ）フォーマット０／４に基づいて調整される場合に、パラメーターＭｃ

に基づき、第１のフィードバックファクター
【００９１】

【数３８】

【００９２】
は、ＵＥが、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする必
要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であり
、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおけるＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫは、サブフレームｎ－ｋにおける物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣ
Ｈ）に対応する。
【００９３】
　基地局装置（ｅＮＢ）に複数の機能を実行させるためにｅＮＢに搭載された集積回路が
記載される。集積回路は、ｅＮＢに、端末装置（ＵＥ）のための在圏セルｃごとに時分割
多重（ＴＤＤ）上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するステップを行わせ、ＵＥの
ための少なくとも２つの設定された在圏セルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は同じでない。集
積回路は、ｅＮＢに、第１のフィードバックファクター
【００９４】

【数３９】

【００９５】
に基づいて、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上でハイブリッド自動再送要求
／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）情報を受信するステップも行わせ、在圏セルごとの第１
のフィードバックファクター
【００９６】

【数４０】

【００９７】
は、少なくとも１つの設定された在圏セルのタイミング参照ＵＬ／ＤＬ構成が｛５｝に属
し、ＰＵＳＣＨ送信が、ある１つの在圏セルに関して検出されたＤＣＩフォーマット０／
４に基づいて調整される場合に、
【００９８】

【数４１】

【００９９】
に基づいて確定され、第１のフィードバックファクター
【０１００】

【数４２】

【０１０１】
は、ＵＥが、ｃ番目の各在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする
必要がある下りリンクサブフレームの数であり、Ｍｃは、集合Ｋｃにおける要素の数であ
り、集合Ｋｃは、ｃ番目の在圏セルの１つ以上のｋの値を含み、サブフレームｎにおける
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ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、サブフレームｎ－ｋにおける物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳ
ＣＨ）に対応し、
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、ここで
Ｕｃ

は、ＵＥが受信することになる、ｃ番目の在圏セル上の物理下りリンク共有チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ）と下りリンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リリースを
示す物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）との合計数である。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】フィードバック情報を送受信するためのシステムおよび方法が実装された１つ以
上の基地局装置（ｅＮＢ）および１つ以上の端末装置（ＵＥ）の一構成を示すブロック図
である。
【図２】ＵＥによってフィードバック情報を送信するための方法の一構成を示すフロー図
である。
【図３】ｅＮＢによってフィードバック情報を受信するための方法の一構成を示すフロー
図である。
【図４】本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って用いられる無線フレームの一
例を示す図である。
【図５】本明細書に記載されるシステムおよび方法によるいくつかのＵＬ－ＤＬ構成を示
す図である。
【図６】プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）構成およびセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）構成の
例を示す図である。
【図７】ＰＣｅｌｌ構成およびＳＣｅｌｌ構成の別の例を示す図である。
【図８】ＵＥにおいて利用される様々なコンポーネントを示す。
【図９】ｅＮＢにおいて利用される様々なコンポーネントを示す。
【図１０】フィードバック情報を送信するためのシステムおよび方法が実装されたＵＥの
一構成を示すブロック図である。
【図１１】フィードバック情報を受信するためのシステムおよび方法が実装されたｅＮＢ
の一構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０１０３】
　「３ＧＰＰ」とも呼ばれる第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ｒｄ　Ｇｅｎ
ｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）は、第３および第４世代ワ
イヤレス通信システムに関する世界的に適用可能な技術仕様および技術レポートを規定す
ることを目指した連携合意である。３ＧＰＰは、次世代モバイル・ネットワーク、システ
ムおよびデバイスに関する仕様を規定する。
【０１０４】
　３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ）は、将来の要求に対処すべく、ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭ
ＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）モバイルフォンまたはデバイス規格を改善するためのプロジェクトに与えら
れた名称である。一態様において、ＵＭＴＳは、進化型ユニバーサル地上無線アクセス（
Ｅ－ＵＴＲＡ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄ
ｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）および進化型ユニバーサル地上無線アクセス・ネットワーク（Ｅ－
ＵＴＲＡＮ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）にサポートおよび仕様を提供するために修正された
。
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【０１０５】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法の少なくともいくつかの態様は、３ＧＰＰ　
ＬＴＥ、ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）および他の規格（例えば、３ＧＰＰリリース
８、９、１０および／または１１）に関して記載される。しかしながら、本開示の範囲は
、この点で限定されるべきではない。本明細書に開示されるシステムおよび方法の少なく
ともいくつかの態様は、他のタイプのワイヤレス通信システムに利用されてもよい。
【０１０６】
　ワイヤレス通信デバイスは、音声および／またはデータを基地局へ通信するために用い
られる電子デバイスであり、次には基地局がデバイスのネットワーク（例えば、公衆交換
電話網（ＰＳＴＮ：ｐｕｂｌｉｃ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）、インターネットなど）と通信する。本明細書にシステムおよび方法を記載すると
きに、ワイヤレス通信デバイスは、代わりに、移動局、ＵＥ、アクセス端末、加入者局、
移動端末、遠隔局、ユーザ端末、端末、加入者ユニット、モバイルデバイスなどと呼ばれ
ることもある。ワイヤレス通信デバイスの例は、セルラーフォン、スマートフォン、携帯
情報端末（ＰＤＡ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ラップ
トップコンピュータ、ネットブック、電子書籍リーダ、ワイヤレス・モデムなどを含む。
３ＧＰＰ仕様では、ワイヤレス通信デバイスは、典型的にＵＥと呼ばれる。しかしながら
、本開示の範囲は、３ＧＰＰ規格に限定されるべきではないので、より一般的な用語「ワ
イヤレス通信デバイス」を意味するために、本明細書では用語「ＵＥ」および「ワイヤレ
ス通信デバイス」が同義で用いられる。
【０１０７】
　３ＧＰＰ仕様では、基地局は、典型的にＮｏｄｅ　Ｂ、ｅＮＢ、ｈｏｍｅ　ｅｎｈａｎ
ｃｅｄまたはｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ＨｅＮＢ）、あるいはいくつかの他の同様
の用語で呼ばれる。本開示の範囲は、３ＧＰＰ規格に限定されるべきではないので、より
一般的な用語「基地局」を意味するために、本明細書では用語「基地局」、「Ｎｏｄｅ　
Ｂ」、「ｅＮＢ」および「ＨｅＮＢ」が同義で用いられる。さらにまた、用語「基地局」
は、アクセスポイントを示すために用いられてもよい。アクセスポイントとは、ワイヤレ
ス通信デバイスのためにネットワーク（例えば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ：
Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネットなど）へのアクセスを提供す
る電子デバイスである。用語「通信デバイス」は、ワイヤレス通信デバイスおよび／また
は基地局の両方を示すために用いられる。
【０１０８】
　留意すべきは、本明細書では、「セル」がインターナショナル・モバイル・テレコミュ
ニケーションズ－アドバンスト（ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）に用い
るべく規格化または規制団体によって仕様が定められたいずれかの通信チャネルであり、
ｅＮＢとＵＥとの間の通信に用いることが認可されたバンド（例えば、周波数バンド）と
して、そのすべてまたはそのサブセットが３ＧＰＰに採用されることである。「設定（構
成）されたセル（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｃｅｌｌ）」は、ＵＥが認識しており、情報を
送信または受信することがｅＮＢによって許可されたセルである。「設定されたセル（単
数または複数）」は、在圏セル（単数または複数）であってもよい。ＵＥは、すべての設
定されたセル上でシステム情報を受信して必要な測定を行う。「アクティブ化されたセル
（ａｃｔｉｖａｔｅｄ　ｃｅｌｌ）」は、ＵＥが送受信を行っている設定されたセルであ
る。すなわち、アクティブ化されたセルは、ＵＥが物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）をモニタする対象となるセルであり、下りリンク送信の場合には、ＵＥがＰＤＳＣ
Ｈを復号する対象となるセルである。「非アクティブ化されたセル（ｄｅａｃｔｉｖａｔ
ｅｄ　ｃｅｌｌ）」は、ＵＥが送信ＰＤＣＣＨをモニタしていない設定されたセルである
。留意すべきは、「セル」が異なる次元または属性の観点から記載されることである。例
えば、「セル」は、時間、空間（例えば、幾何形状）、伝搬および周波数特性を有する。
【０１０９】
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　本明細書に開示されるシステムおよび方法は、フィードバック情報を送受信するための
デバイスを記載する。これは、キャリアアグリゲーションのコンテキストでなされる。例
えば、異なる時分割多重（ＴＤＤ）ＵＬ－ＤＬ構成を用いたキャリアアグリゲーション（
例えば、バンド間またはバンド内キャリアアグリゲーション）に関して、ＰＵＳＣＨ上で
のＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングおよび多重化が記載される。
【０１１０】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って、バンド間キャリアアグリゲーショ
ンに異なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成が用いられる。言い換えれば、異なるバンドにおける
セルまたはコンポーネントキャリア（ＣＣ：ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）は、
異なるＵＬ－ＤＬ構成を有しうる。キャリアアグリゲーションとは、１つ以上のキャリア
の同時の利用を指す。一例において、キャリアアグリゲーションは、ＵＥに利用できる有
効バンド幅を増加されるために用いられる。キャリアアグリゲーションの１つのタイプは
、バンド間キャリアアグリゲーションである。バンド間キャリアアグリゲーションでは、
複数のバンドからの複数のキャリアがアグリゲートされる。例えば、第１のバンドにおけ
るキャリアが第２のバンドにおけるキャリアとアグリゲートされる。本明細書では、用語
「同時の」およびその変形は、少なくとも２つの事象が時間的に互いに重複することを示
し、これら少なくとも２つの事象が正確に同時刻に始まるか、および／または終わること
を意味してもしなくてもよい。本明細書に開示されるシステムおよび方法は、バンド間キ
ャリアアグリゲーションには制約されず、バンド内キャリアアグリゲーションにも適用さ
れてよい。
【０１１１】
　本明細書では、用語「構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）」は、ＵＬ－ＤＬ構成を指
す。ＵＬ－ＤＬ構成は、無線フレーム内の各サブフレームがＵＬサブフレーム、ＤＬサブ
フレーム、またはスペシャルサブフレームであるかどうかを明示する。ＵＬ－ＤＬ構成に
関するさらなる詳細が下の表（１）に関連して示される。「ＰＣｅｌｌ構成」は、ＰＣｅ
ｌｌに対応するＵＬ－ＤＬ構成を指す。例えば、ＰＣｅｌｌ構成は、ＰＣｅｌｌでの通信
のためにｅＮＢおよびＵＥによって適用されるＵＬ－ＤＬ構成である。ＰＣｅｌｌ構成は
、ｅＮＢによってＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１（ＳＩＢ－
１）でＵＥへシグナリングされる。ＳＩＢ－１は、（例えば、ｅＮＢによって）ブロード
キャスト制御チャネル上で論理チャネルとして送信される。「ＳＣｅｌｌ構成」は、ＳＣ
ｅｌｌに対応するＵＬ－ＤＬ構成を指す。例えば、ＳＣｅｌｌ構成は、ＳＣｅｌｌでの通
信のためにｅＮＢおよびＵＥによって適用されるＵＬ－ＤＬ構成である。ＳＣｅｌｌ構成
は、ｅＮＢによってキャリアアグリゲーションを用いて専用無線リソース制御（ＲＲＣ：
Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリングでＵＥへシグナリングさ
れる。専用ＲＲＣシグナリングは、（例えば、ｅＮＢによって）専用制御チャネル上で論
理チャネルとして送信される。
【０１１２】
　加えて、または代わりに、ｅＮＢは、セルをＰＣｅｌｌとして用いてＳＣｅｌｌ構成を
ＳＩＢ－１でＵＥへ送信してもよい。典型的に、ｅＮＢは、セルをＰＣｅｌｌとして用い
てＳＩＢ－１でＵＥへ送信するときも、キャリアアグリゲーションを用いて専用ＲＲＣシ
グナリングでＵＥへ送信するときも同じシステム情報パラメーターを送信するが、これが
厳密に要求されるわけではない。しかしながら、セル固有のパラメーターであるパラメー
ターは、キャリアアグリゲーションを用いて専用ＲＲＣシグナリングによってＵＥへシグ
ナリングされ、かつセルをＰＣｅｌｌとして用いてＵＥへシグナリングされてもよく、Ｓ
Ｃｅｌｌ　ＳＩＢ－１構成またはＳＣｅｌｌ構成と呼ばれる。
【０１１３】
　キャリアアグリゲーションは、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ（単数または複数）のため
の通信リソースを同じｅＮＢスケジューラが管理することを想定する。したがって、スケ
ジューラは、各セルの実際の構成を認識している。ＵＥは、特にセルがＰＣｅｌｌとは異
なるＵＬ－ＤＬ構成を有する場合に、（例えば、ｅＮＢによって）各アグリゲートされた
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セルの実際のＵＬ－ＤＬ構成を通知される。
【０１１４】
　時分割多重（ＴＤＤ）上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成は、本明細書では便宜上、「
ＵＬ－ＤＬ構成」または同様の用語で呼ばれる。加えて、本明細書では便宜上、ＰＣｅｌ
ｌに対応するＵＬ－ＤＬ構成は、「ＰＣｅｌｌ構成」と呼ばれ、ＳＣｅｌｌに対応するＵ
Ｌ－ＤＬ構成は、「ＳＣｅｌｌ構成」と呼ばれる。そのうえ、本明細書では便宜上、「上
りリンク」は「ＵＬ」と略記され、「下りリンク」は「ＤＬ」と略記される。
【０１１５】
　（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１における表４．２－２からの）下の表（１）にＴＤＤ　
ＵＬ－ＤＬ構成０～６が示される。下りリンクから上りリンクへの切り替えポイント周期
が５ミリ秒（ｍｓ）および１０ｍｓの両方のＵＬ－ＤＬ構成がサポートされる。特に、下
の表（１）に示されるように、３ＧＰＰ仕様では７つのＵＬ－ＤＬ構成が指定される。表
（１）では、「Ｄ」は下りリンクサブフレームを示し、「Ｓ」はスペシャルサブフレーム
を示し、「Ｕ」はＵＬサブフレームを示す。本明細書に開示されるシステムおよび方法に
従って、表（１）に示されるＵＬ－ＤＬ構成が利用される。
【０１１６】
【表１】

【０１１７】
　強化されたキャリアアグリゲーション（ｅＣＡ：ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃａｒｒｉｅｒ　
ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）は、異なるＵＬ－ＤＬ構成を用いたバンド間またはバンド内キ
ャリアアグリゲーション（ＣＡ）を含む。例えば、本明細書に開示されるシステムおよび
方法は、リリース１１でサポートされる、異なるＵＬ－ＤＬ構成を用いたバンド間ＣＡを
可能にする。そのうえ、本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って、既知のＰＤ
ＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・アソシエーションが利用できる。
【０１１８】
　ＬＴＥリリース８および９では、ＴＤＤセルのアグリゲーションはない。ＬＴＥリリー
ス１０では、ＴＤＤ　ＣＡは、同じＵＬ－ＤＬ構成をもつセルのアグリゲーションを許可
するに過ぎない。それゆえに、すべてのセルのＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを確定するために
同じパラメーターのセットが利用される。しかしながら、リリース１０以降のリリースで
は、異なるＵＬ－ＤＬ構成を用いたＴＤＤ　ＣＡにおいて、異なるセルには異なるパラメ
ーターのセットが利用される。結果として、異なるＰＵＣＣＨフォーマット上でのＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫビットの多重化ならびにＰＵＳＣＨ上でのレポーティング手順に係わる新たな
課題がもたらされる。
【０１１９】
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　前述のように、リリース１０におけるＴＤＤキャリアアグリゲーションは、同じＴＤＤ
構成をもつセルのアグリゲーションを許容するに過ぎない。ＰＵＳＣＨ上でのＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングは、ＤＣＩフォーマット０／４（例えば、ＤＣＩフォ
ーマット０またはＤＣＩフォーマット４）をもつ検出されたＰＤＣＣＨに基づいて調整さ
れたＰＵＳＣＨ送信において、セルに関してレポートされることになるサブフレームの数
およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを確定するために、フィードバックファクター
【０１２０】
【数４３】

【０１２１】
を用いる。
【０１２２】
　異なるＴＤＤ構成を用いたＴＤＤ　ＣＡでは、セルの
【０１２３】

【数４４】

【０１２４】
の有効範囲が、同じ構成をもつセルとは異なる。また、
【０１２５】
【数４５】

【０１２６】
を確定するための手順も、リリース１０とは異なる。そのうえ、ＵＬグラント・タイミン
グが異なるため、異なる
【０１２７】
【数４６】

【０１２８】
値をもつ異なるサブフレームから複数のＵＬグラントがトリガされ、リリース１１以降で
はこれを指定する必要がある。
【０１２９】
　　ＵＬ－ＤＬ構成０をもつセル上でＵＬグラントが発行される場合、
【０１３０】

【数４７】

【０１３１】
は、存在しない。したがって、ＰＵＳＣＨ送信においてＤＣＩフォーマット０／４をもつ
検出されたＰＤＣＣＨに基づいて調整される場合に、他のセルのＨＡＲＱ－ＡＣＫビット
の数をどのように確定するかを指定する必要がある。そのうえ、セルまたはセルの参照構
成としてＵＬ－ＤＬ構成５が用いられる場合には、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを
【０１３２】

【数４８】

【０１３３】
に基づいて確定するための手順を指定する必要がある。
【０１３４】
　例えば、ｅＮＢおよびＵＥによってフィードバック情報を送受信するための方法が記載
される。方法は、複数のセルに関して上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するステ
ップを含み、複数のセルのうちの少なくとも２つは、異なる上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ
）構成を有する。方法は、第２のフィードバックファクターに基づいて、複数のセルに関
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して第１のフィードバックファクターを確定するステップも含む。方法は、複数のセルに
関する第１のフィードバックファクターに基づいて、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵ
ＳＣＨ）上でハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）情報を送受信す
るステップをさらに含む。
【０１３５】
　それぞれの第１のフィードバックファクターは、
【０１３６】
【数４９】

【０１３７】
であり、ここで
【０１３８】
【数５０】

【０１３９】
は、ｃ番目の在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックするための下り
リンクサブフレームの数である。第２のフィードバックファクターは、ＤＣＩフォーマッ
ト０／４における下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓｓ
ｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）に基づいて確定される
【０１４０】
【数５１】

【０１４１】
であってもよい。ＵＬ－ＤＬ構成５が複数のセルのうちの１つに設定されるか、または複
数のセルのうちの１つのための参照構成である場合、第１のフィードバックファクターは
、第３のフィードバックファクター
Ｕ
に基づいて確定され、ここで
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、
Ｕｃ

は、ｃ番目の在圏セル上で受信したＰＤＳＣＨと下りリンク・セミパーシステント・スケ
ジューリング（ＳＰＳ）リリースを示すＰＤＣＣＨとの合計数である。
【０１４２】
　第１のフィードバックファクターは、フィードバックパラメーターＭｃに基づいて確定
される。例えば、構成に依存して、
【０１４３】
【数５２】

【０１４４】
または、
【０１４５】

【数５３】

【０１４６】
などである。
【０１４７】
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　本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って、ＵＬ－ＤＬ構成１～６のうちの異
なるＵＬ－ＤＬ構成を用いたＴＤＤ　ＣＡでは、
【０１４８】
【数５４】

【０１４９】
の範囲は、ＤＣＩフォーマット０／４において確定される。
【０１５０】

【数５５】

【０１５１】
の範囲は、すべてのセルのＭｃのうちの最大値に基づいて確定される（Ｍｃに関するさら
なる詳細は以下に示される）。従って、異なるＴＤＤ構成を用いたＴＤＤ　ＣＡを伴うリ
リース１１において、セルのＤＣＩフォーマット０／４をもつ検出されたＰＤＣＣＨ（例
えば、ＵＬグラント）上に示される
【０１５２】

【数５６】

【０１５３】
値は、いくつかの事例ではセル自体のＭｃより大きい。留意すべきは、リリース１０では
これが許可されないことである。ＵＬ－ＤＬ構成５がセルに設定されるか、またはセルの
参照構成として用いられる場合には、サブフレーム２（例えば、構成５ではＵＬサブフレ
ームがサブフレーム２である）におけるＰＵＳＣＨ上でのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
レポーティングに関して、すべてのセルの
【０１５４】
【数５７】

【０１５５】
およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは、ＵＬ－ＤＬ構成５に対するルールに従う。
【０１５６】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法は、ＵＬ－ＤＬ構成０をもつセルによって発
行されたＵＬグラントに対して調整されたＰＵＳＣＨレポーティングにおいて、他のセル
に用いられるフィードバックファクター
【０１５７】
【数５８】

【０１５８】
およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを確定することを可能にする。そのうえ、本明細書に開示
されるシステムおよび方法は、異なるＵＬグラント・タイミングをもつＤＣＩフォーマッ
ト０／４における
【０１５９】
【数５９】

【０１６０】
の値を確定することを可能にする。加えて、本明細書に開示されるシステムおよび方法は
、複数の
【０１６１】
【数６０】

【０１６２】
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をもつ複数のセルから複数のＵＬグラントがトリガされるときに、セレクション方式を確
定することを可能にする。
【０１６３】
　明確にするために、１つ以上のセルに関してリリース１０におけるＰＵＳＣＨ上でのＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングが記載される。特に、リリース１０におけるチャネル状態
情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の確定およびＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングのためのＵＥ手順は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３の１０
．１節に詳述されており、その一部が以下に示される。リリース１０では、ＰＵＣＣＨ－
ＰＵＳＣＨ同時が設定されていない場合に、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫはＰＵＳＣＨ
上でレポートされる。
【０１６４】
　ＵＥが１つ以上の在圏セルを用いるように設定され、ＰＵＳＣＨ－ＰＵＣＣＨ同時送信
用には設定されていない場合、サブフレームｎにおいてＵＣＩは、
　－ＵＥがＰＵＳＣＨを送信していなければ、フォーマット１／１ａ／１ｂ／３または２
／２ａ／２ｂを用いてＰＵＣＣＨ上で送信され、
　－ＵＣＩが非周期的なＣＳＩ、または非周期的なＣＳＩおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫからな
れば、７．２．１節に示される在圏セルのＰＵＳＣＨ上で送信され、
　－ＵＣＩが周期的なＣＳＩおよび／またはＨＡＲＱ－ＡＣＫからなり、かつ、ＵＥがサ
ブフレームｎにおいてプライマリセルのＰＵＳＣＨ上で送信していれば、プライマリセル
のＰＵＳＣＨ送信がランダムアクセスレスポンス・グラントまたは競合ベースのランダム
アクセス手順の一部としての同じトランスポートブロックの再送信に対応して、ＵＣＩが
送信されない場合を除いて、プライマリセルのＰＵＳＣＨ上で送信され、
　－ＵＣＩが周期的なＣＳＩおよび／またはＨＡＲＱ－ＡＣＫからなり、かつ、ＵＥがプ
ライマリセル上ではＰＵＳＣＨを送信していないが、少なくとも１つのセカンダリセル上
でＰＵＳＣＨを送信していれば、最小のＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘをもつセカンダリセルのＰ
ＵＳＣＨ上で送信されるものとする。
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングに関するリリース１０の手順は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６
．２１３の７．３節に示される。ＰＵＳＣＨレポーティングに関するいくつかのセグメン
トが次のように示される。
【０１６５】
　ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成１～６および１つ以上の在圏セルを用いるように設定されたＵ
Ｅ、または、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成１～６、および１つの在圏セルならびにＰＵＣＣＨ
フォーマット３を用いるように設定されたＵＥでは、
【０１６６】
【数６１】

【０１６７】
の値は、表７．３－Ｚに従って、サブフレームｎ－ｋ’でのＤＣＩフォーマット０／４に
おける下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ）によって確定され、ここでｋ’は、表
７．３－Ｙで定義される。ＵＥへのＰＤＳＣＨ送信も下りリンクＳＰＳリソース・リリー
スを示すＰＤＣＣＨも、いずれも意図されていない場合、ＵＥは、
【０１６８】
【数６２】

【０１６９】
の値が、送信されるのであれば、ＤＣＩフォーマット０／４におけるＤＡＩによって４に
設定されると予測できる。
【０１７０】
　すべてのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成に関して、
ＵＤＡＩ，ｃ
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を、在圏セルｃにおいてサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋ内でＵＥによって検出さ
れる、ＰＤＳＣＨ送信（単数または複数）が割り当てられたＰＤＣＣＨ（単数または複数
）と下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨとの合計数とし、ここで
ｋ∈Ｋ
である。１つの在圏セルを用いるように設定されるときには、
ＵＤＡＩ，ｃ

におけるサブスクリプトｃを省略できる。ＮＳＰＳを、サブフレーム（単数または複数）
ｎ－ｋ内に対応するＰＤＣＣＨをもたない、０または１でありうる、ＰＤＳＣＨ送信の数
とし、ここで
ｋ∈Ｋ
である。
【０１７１】
　ＴＤＤでは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためにＰＵＣＣＨフォーマット３が設定される
ときに、ＲＲＣによって設定されるｃ番目の在圏セルに関するＨＡＲＱ－ＡＣＫフィード
バック・ビット
【０１７２】
【数６３】

【０１７３】
は、次にように構築される。ｃ番目の在圏セルに設定された伝送モードが１つのトランス
ポートブロックをサポートするか、または、空間的なＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドリングが適
用される場合に、
ｃ≧０、
【０１７４】

【数６４】

【０１７５】
、そうでない場合には、
【０１７６】

【数６５】

【０１７７】
であり、ここで
【０１７８】
【数６６】

【０１７９】
は、ＵＥが、ｃ番目の各在圏セルに関してＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックする
必要がある下りリンクサブフレームの数である。
【０１８０】
　－ＵＥがＰＵＣＣＨ上で送信している場合には、
【０１８１】

【数６７】

【０１８２】
であり、ここでＭは、サブフレームｎと関連付けられた、表１０．１．３．１－１で定義
される集合Ｋにおける要素の数であり、集合Ｋは、通常の下りリンクＣＰをもつ構成０お
よび５のスペシャルサブフレームも、拡張された下りリンクＣＰをもつ構成０および４の
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スペシャルサブフレームも含まない。そうでない場合には、
【０１８３】
【数６８】

【０１８４】
である。
【０１８５】
　－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成０、または、ＤＣＩフォーマット０／４をもつ検出されたＰ
ＤＣＣＨに基づいて調整されていないＰＵＳＣＨ送信では、ＵＥは、
【０１８６】

【数６９】

【０１８７】
を想定するものとし、ここでＭは、サブフレームｎと関連付けられた、表１０．１．３．
１－１で定義される集合Ｋにおける要素の数であり、集合Ｋは、通常の下りリンクＣＰを
もつ構成０および５のスペシャルサブフレームも、拡張された下りリンクＣＰをもつ構成
０および４のスペシャルサブフレームも含まない。そうでない場合には、
【０１８８】

【数７０】

【０１８９】
である。ＵＥがサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋにおいてＰＤＳＣＨも下りリンク
ＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨも受信しない場合に、ＵＥは、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ
－ＡＣＫを送信しないものとし、ここで
ｋ∈Ｋ
である。
【０１９０】
　－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成｛１，２，３，４，６｝およびＤＣＩフォーマット０／４を
もつ検出されたＰＤＣＣＨに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信では、ＵＥは、
【０１９１】
【数７１】

【０１９２】
を想定するものとする。ＵＥがサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋにおいてＰＤＳＣ
Ｈも下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨも受信しない場合に、ＵＥは、ＰＵＳＣ
Ｈ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信しないものとし、ここで
ｋ∈Ｋおよび
【０１９３】

【数７２】

【０１９４】
である。
【０１９５】
　－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成５およびＤＣＩフォーマット０／４をもつ検出されたＰＤＣ
ＣＨに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信では、ＵＥは、
【０１９６】

【数７３】
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【０１９７】
を想定するものとし、ここで
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、
Ｕｃ

は、ｃ番目の在圏セル上でサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋにおいて受信したＰＤ
ＳＣＨと下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨとの合計数であり、
ｋ∈Ｋ
である。ＵＥがサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋにおいてＰＤＳＣＨも下りリンク
ＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨも受信しない場合に、ＵＥは、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ
－ＡＣＫを送信しないものとし、ここで
ｋ∈Ｋおよび
【０１９８】
【数７４】

【０１９９】
である。
【０２００】
　ＴＤＤでは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためにＰＵＣＣＨフォーマット３が設定される
ときに、
　－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成１～６に関して、サブフレームｎ－ｋにおける対応するＰＤ
ＣＣＨをもつＰＤＳＣＨ送信に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ、または、下りリンクＳＰＳリリ
ースを示すＰＤＣＣＨに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫは、ｃ番目の在圏セルに設定された伝送
モードが１つのトランスポートブロックをサポートするか、または空間的なＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫバンドリングが適用される場合に、
【０２０１】

【数７５】

【０２０２】
と関連付けられ、そうでない場合には、
【０２０３】
【数７６】

【０２０４】
および
【０２０５】
【数７７】

【０２０６】
と関連付けられ、ここでＤＡＩ（ｋ）は、サブフレームｎ－ｋで検出されるＤＣＩフォー
マット１Ａ／１Ｂ／１Ｄ／１／２／２Ａ／２Ｂ／２ＣにおけるＤＡＩの値であり、
【０２０７】

【数７８】

【０２０８】
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および
【０２０９】
【数７９】

【０２１０】
は、それぞれコードワード０およびコードワード１に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバ
ックである。ＮＳＰＳ＞０の場合には、対応するＰＤＣＣＨをもたないＰＤＳＣＨ送信と
関連付けられたＨＡＲＱ－ＡＣＫが、
【０２１１】

【数８０】

【０２１２】
へマッピングされる。検出されるＰＤＳＣＨ送信を何ももたない、または、下りリンクＳ
ＰＳリリースを示す検出されるＰＤＣＣＨをもたないＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバック・
ビットは、ＮＡＣＫに設定される。
－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成０では、サブフレームｎ－ｋにおけるＰＤＳＣＨ送信に対する
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、または、下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨに対するＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫは、ｃ番目の在圏セルに設定された伝送モードが１つのトランスポートブロッ
クをサポートするか、または、空間的なＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドリングが適用される場合
に
【０２１３】

【数８１】

【０２１４】
と関連付けられ、そうでない場合には、
【０２１５】
【数８２】

【０２１６】
および
【０２１７】
【数８３】

【０２１８】
と関連付けられ、ここで、
【０２１９】

【数８４】

【０２２０】
および
【０２２１】
【数８５】

【０２２２】
は、それぞれコードワード０およびコードワード１に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバ
ックである。検出されるＰＤＳＣＨ送信を何ももたない、または、下りリンクＳＰＳリリ
ースを示す検出されるＰＤＣＣＨをもたないＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバック・ビットは
、ＮＡＣＫに設定される。
【０２２３】
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　ＴＤＤでは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信および２つの設定された在圏セルのために、チャ
ネルセレクションを伴うフォーマット１ｂが設定されるときに、ＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫフィードバック・ビット
【０２２４】
【数８６】

【０２２５】
は、次のように構築される。
【０２２６】
　－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成０では、１０．１．３．２．１節に定義されるように、
【０２２７】

【数８７】

【０２２８】
である。ＵＥがサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋにおいてＰＤＳＣＨも下りリンク
ＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨも受信しない場合に、ＵＥは、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ
－ＡＣＫを送信しないものとし、ここで
ｋ∈Ｋ
である。
【０２２９】
　－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成｛１，２，３，４，６｝、および、
【０２３０】
【数８８】

【０２３１】
であるＤＣＩフォーマット０／４をもつ検出されたＰＤＣＣＨに基づいて調整されたＰＵ
ＳＣＨ送信では、
【０２３２】

【数８９】

【０２３３】
は、
【０２３４】
【数９０】

【０２３５】
である場合には、２つまでのトランスポートブロックをサポートする下りリンク伝送モー
ドを用いるように設定されたすべての在圏セルに対して、ＤＬサブフレーム内の複数のコ
ードワードにわたる空間的なＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドリングが行われることを除いて、Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためにＰＵＣＣＨフォーマット３が設定されているかのように確
定される。
【０２３６】
　－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成｛１，２，３，４，６｝および
【０２３７】
【数９１】

【０２３８】
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であるＤＣＩフォーマット０／４をもつ検出されたＰＤＣＣＨに基づいて調整されたＰＵ
ＳＣＨ送信では、それぞれ表１０．１．３．２－５または表１０．１．３．２－６で定義
されるように、
【０２３９】
【数９２】

【０２４０】
であり、ここでＭの値は、
【０２４１】
【数９３】

【０２４２】
によって置き換えられる。ＵＥがサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋにおいてＰＤＳ
ＣＨも下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨも受信しない場合に、ＵＥは、ＰＵＳ
ＣＨ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信しないものとし、ここで
ｋ∈Ｋおよび
【０２４３】

【数９４】

【０２４４】
である。
【０２４５】
　－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成｛１，２，３，４，６｝およびＤＣＩフォーマット０／４を
もつ検出されたＰＤＣＣＨに基づいて調整されていないＰＵＳＣＨ送信ならびにＭ＝１ま
たは２をもつサブフレームｎでは、１０．１．３．２．１節に定義されるように、
【０２４６】
【数９５】

【０２４７】
である。ＵＥがサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋにおいてＰＤＳＣＨも下りリンク
ＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨも受信しない場合に、ＵＥは、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ
－ＡＣＫを送信しないものとし、ここで
ｋ∈Ｋ
である。
【０２４８】
　－ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成｛１，２，３，４，６｝およびＤＣＩフォーマット０／４を
もつ検出されたＰＤＣＣＨに基づいて調整されていないＰＵＳＣＨ送信ならびにＭ＝３ま
たは４をもつサブフレームｎでは、それぞれ表１０．１．３．２－５または表１０．１．
３．２－６で定義されるように、
【０２４９】
【数９６】

【０２５０】
である。ＵＥがサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋにおいてＰＤＳＣＨも下りリンク
ＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨも受信しない場合に、ＵＥは、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ
－ＡＣＫを送信しないものとし、ここで
ｋ∈Ｋ
である。
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【０２５１】
　いくつかの実装では、異なるＴＤＤ構成を用いたＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングの１
つ以上の態様が次のように示される。キャリアアグリゲーションの強化においては、異な
るバンド上の異なるＴＤＤ上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成のサポートが考慮される。
異なるＴＤＤ構成を用いたキャリアアグリゲーションは、バンド間キャリアアグリゲーシ
ョンと呼ばれる。簡単にするために、本明細書では、ＰＣｅｌｌ　ＳＩＢ１構成はＰＣｅ
ｌｌ構成と呼ばれ、ＳＣｅｌｌ　ＳＩＢ１構成はＳＣｅｌｌ構成と呼ばれる。
【０２５２】
　現在承認されているＬＴＥ　リリース１０では、キャリアアグリゲーションが利用され
るときに、送信された下りリンク通信のハイブリッド自動再送要求／肯定応答（「ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ」）が物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）またはＰＵＳＣＨ上で送信
される。本明細書に開示されるシステムおよび方法は、ＵＥがＰＵＳＣＨ上で送信してい
るときに、各セルのＨＡＲＱ－ＡＣＫビットの数を示し、かつ確定するステップを記載す
る。本明細書に開示されるシステムおよび方法は、ＰＵＳＣＨ送信がＨＡＲＱ－ＡＣＫレ
ポーティングのためにＤＣＩフォーマット０／４をもつ検出されたＰＤＣＣＨに基づいて
調整されることも記載する。
【０２５３】
　ＲＡＮＩ＃６８およびＲＡＮＩ＃６８ｂｉｓでは、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポ
ーティング・アソシエーションが以下に従って示された。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
タイミングは、ＰＣｅｌｌ構成がＳＣｅｌｌ構成の上位集合、ＳＣｅｌｌ構成の部分集合
であるか、いずれでもないかどうかに依存して、３つのケース（ケースＡ、ＢおよびＣ）
に分類される。ケースＡでは、ＳＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフレームのセッ
トが、ＰＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフレームの部分集合であり、ＳＣｅｌｌ
は、ＰＣｅｌｌ構成に従う。
【０２５４】
　ケースＢおよびケースＣに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングは、次
のように実装される。ケースＢに関しては、少なくとも自己スケジューリングおよび全２
重通信のコンテキストにおいて、ＰＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフレームのセ
ットが、ＳＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフレームの部分集合であり、ＳＣｅｌ
ｌは、ＳＣｅｌｌ構成に従う。いくつかの実装では、半２重通信のコンテキストにおいて
同じルールが適用されてよい。クロスキャリアスケジューリングの場合は、さらなる研究
のために残される。
【０２５５】
　ケースＣに関しては、少なくとも自己スケジューリングおよび全２重通信のコンテキス
トにおいて、ＳＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフレームのセットが、ＰＣｅｌｌ
構成によって示されるＤＬサブフレームの部分集合でも上位集合でもなく、ＳＣｅｌｌは
、下の表（２）に示されるような参照構成に従う。参照構成は、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅ
ｌｌの両方に重複したＵＬサブフレームに基づいて選択される。いくつかの実装では、半
２重通信のコンテキストにおいて同じルールが適用されてよい。クロスキャリアスケジュ
ーリングの場合は、さらなる研究のために残される。
【０２５６】
　下の表（２）は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングのためのＵＬ－ＤＬ構
成を示す。特に、列はＰＣｅｌｌ（ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ）構成０～６を示し、一方で行は
ＳＣｅｌｌ（ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ）構成０～６を示す。ＰＣｅｌｌ構成およびＳＣｅｌｌ
構成が交差するグリッドは、ケースに基づいてＳＣｅｌｌが従う、対応するＰＤＳＣＨ　
ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングをもつＵＬ－ＤＬ構成を示す。表（２）では、「Ａ」は上記
のケースＡを表す。ケースＡでは、ＳＣｅｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミン
グは、ＰＣｅｌｌ構成に従う。表（２）では、「Ｂ」は上記のようなケースＢを表す。ケ
ースＢでは、ＳＣｅｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングは、ＳＣｅｌｌ構成
に従う。表（２）では、「Ｃ」は上記のようなケースＣを表す。ケースＣでは、ＳＣｅｌ



(30) JP 6452447 B2 2019.1.16

10

20

30

40

50

ｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングは、表（２）で「Ｃ」の事例に付随する数
によって示される参照（ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ）構成に従う。言い換えれば、表（２）のグ
リッドにおける数は、ケースＣの事例でＳＣｅｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイ
ミングが従う参照構成である。例えば、ＰＣｅｌｌ構成がＵＬ-ＤＬ構成３であり、ＳＣ
ｅｌｌ構成がＵＬ－ＤＬ構成１であるときに、ＳＣｅｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋタイミングは構成４に従う。
【０２５７】
【表２】

【０２５８】
　ＬＴＥリリース１０では、フレーム構造タイプ２をもつ１つ以上の在圏セルのアグリゲ
ーションをサポートするＵＥが上位レイヤによって設定される。ＵＥは、フレーム構造タ
イプ２をもつ１つ以上の在圏セルを用いるように設定されるときに、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの
送信のためにチャネルセレクションを伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ、またはＰＵＣＣ
Ｈフォーマット３のいずれかを用いるように設定される。いくつかの実装では（例として
、ＲＡＮ１＃６９に従って）、異なるバンド上の異なるＵＬ－ＤＬ構成を用いたＴＤＤバ
ンド間キャリアアグリゲーションを目的として、ＵＥが、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信のために
ＰＵＣＣＨフォーマット３、またはチャネルセレクションを伴うＰＵＣＣＨフォーマット
１ｂを用いるように設定される。
【０２５９】
　加えて、または代わりに、少なくとも自己スケジューリングのケースでは、ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ送信のためにＰＵＣＣＨフォーマット３を用いるように設定されたＵＥに関して、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信は、以下を除いて、リリース１０仕様に従って進む。ＵＬサブフレ
ームｎと関連付けられた在圏セルｃ上の（Ｋｃで示される）ＤＬサブフレームのセットは
、ＤＬサブフレームｎ－ｋを含み、ここで
ｋ∈Ｋ
であり、Ｋは、在圏セルｃのタイミング参照構成に従って確定される。ＵＬグラントによ
って調整されていない、ＵＬサブフレームｎにおけるＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上での
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信では、フィードバックファクター
【０２６０】

【数９７】
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【０２６１】
であり、ここでＭｃは、集合Ｋｃにおける要素の数である。
【０２６２】
　ＵＬグラントによって調整された、ＵＬサブフレームｎにおけるＰＵＳＣＨ上でのＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ送信に関して、タイミング参照構成がＵＬ－ＤＬ構成１、２、３、４または
６である場合に、フィードバックファクター
【０２６３】
【数９８】

【０２６４】
である。ＵＬグラントによって調整された、ＵＬサブフレームｎにおけるＰＵＳＣＨ上で
のＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に関して、（タイミング参照構成である）ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構
成がＵＬ－ＤＬ構成５である場合の
【０２６５】

【数９９】

【０２６６】
の値は、既知のアプローチでは扱われない。既知のアプローチで扱われない別のケースは
、ＵＬグラントによって調整された、ＵＬサブフレームｎにおけるＰＵＳＣＨ上でのＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ送信に関して、タイミング参照構成がＵＬ－ＤＬ構成０の場合である。タイ
ミング参照構成とは、在圏セルｃ上でＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱタイミングが従うＴＤＤ　Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成のことである。クロスキャリアスケジューリングの場合のフォーマット３の
処理も、既知のアプローチでは扱われない。
【０２６７】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法は、未解決の課題または扱われない課題に対
処し、ＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングのためのアプローチを提供する
。リリース１０では、すべてのセルが同じＴＤＤ構成を有し、従って、同じＵＬグラント
・タイミングを有する。それ故に、ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信のためにＰＵＣＣＨフォ
ーマット３を用いるように設定される場合、ＵＬグラントによって調整された、ＵＬサブ
フレームｎにおけるＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に関して、
【０２６８】
【数１００】

【０２６９】
は、すべての設定されたセルのうち、ＰＤＳＣＨ送信（単数または複数）を割り当てたＰ
ＤＣＣＨ（単数または複数）と下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨとの合計の最
大数である。加えて、すべての設定されたセルに対して、同じ
【０２７０】

【数１０１】

【０２７１】
を適用できる。
【０２７２】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法は、（例えば、ＲＡＮ１＃６９から残された
）扱われない場合を取り扱うためのアプローチを提供する。そのうえ、異なるＴＤＤ構成
を用いたＴＤＤ　ＣＡに関して、
【０２７３】
【数１０２】

【０２７４】
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を確定するためのアプローチが提供される。留意すべきは、ＲＡＮ１＃６９が
【０２７５】
【数１０３】

【０２７６】
の使用およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットの確定にいくらかの曖昧さを残したことである。異
なるＴＤＤ構成を用いたＴＤＤ　ＣＡでは、異なるセルのＵＬグラント・タイミングは、
異なるＵＬグラント・アソシエーションおよび異なるＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション
・セットを有する。異なるＵＬグラント・タイミングをもつ複数のセル上で複数のＵＬグ
ラントが発行される場合、ＵＥは、（例えば、ｅＮＢから送信された）同じ、または異な
る値をもつ複数の
【０２７７】
【数１０４】

【０２７８】
を受信する。ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信のためにＰＵＣＣＨフォーマット３を用いるよ
うに設定される場合、ＵＬグラントによって調整された、ＵＬサブフレームｎにおけるＰ
ＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に関して、既知のアプローチで扱われない課題には
、
【０２７９】
【数１０５】

【０２８０】
によって表される有効値、
【０２８１】
【数１０６】

【０２８２】
の計算および解釈、ならびに複数のセルから（例えば、特にそれらが異なる値を運ぶ場合
）の複数の
【０２８３】

【数１０７】

【０２８４】
の管理が含まれる。
【０２８５】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法は、異なるＴＤＤ構成が用いられるときに、
少なくともＰＤＳＣＨ自己スケジューリングのケースに適用される。クロスキャリアスケ
ジューリングに関しては、ＳＣｅｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングに２つ
の選択肢がある。１つの選択肢では、ＳＣｅｌｌが上りリンクサブフレーム・レポーティ
ングにおいてＰＣｅｌｌのタイミングに従う場合、ＳＣｅｌｌのＭｃがＰＣｅｌｌのＭｃ

と同じに設定されていれば、ＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングにリリー
ス１０の手順が再利用される。別の選択肢では、ＳＣｅｌｌが表（２）に示されるような
参照構成に従う場合には、自己スケジューリングのケースと同じになり、それに応じて本
明細書に開示されるシステムおよび方法が適用される。
【０２８６】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って、ＰＣｅｌｌのＭ（例えば、Ｍｃ）
は、リリース１０仕様で与えられるＭと同じであってもよい。そのうえ、本明細書に開示
されるシステムおよび方法は、ＳＣｅｌｌのＭを確定するための２つのアプローチを提供
する。アプローチＡでは、ＳＣｅｌｌのＭ（例えば、Ｍｃ）は、参照構成に基づく参照パ
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ラメーター（例えば、ＭＲｅｆ）である。より具体的には、ＭＲｅｆは、ＰＤＳＣＨ　Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫに従う対象となる参照構成のＭである。アプローチＢでは、ＳＣｅｌｌの
Ｍ（例えば、Ｍｃ）は、参照構成におけるサブフレームの実効的な数に基づく実効的なパ
ラメーター（例えば、ＭＥｆｆ）である。
【０２８７】
　ＬＴＥリリース１０では、Ｍは、サブフレームｎおよび集合Ｋと関連付けられた、（３
ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３の表１０．１．３．１－１からの）下の表（３）で定義される
集合Ｋにおける要素の数である。言い換えれば、ＴＤＤに係わる下りリンク・アソシエー
ション・セットのインデックスが表（３）でＫ：｛ｋ０，ｋ１，・・・，ｋＭ－１｝とし
て定義され、ここでＭは、集合Ｋにおける要素の数である。下りリンク・アソシエーショ
ン・セットは、下の表（３）に示されるように、ＵＬ－ＤＬ構成に依存する。異なる構成
を用いたＴＤＤ　ＣＡでは、（例えば、表（２）に示されるような）ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫタイミングが１つ以上のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成に基づくことにも留意すべき
である。
【０２８８】
　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションとは、ＰＤＳＣＨ送信と上りリンクサ
ブフレームでのそのＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックとの間のリンケージを意味する。上
りリンクサブフレームｎに対して、ＴＤＤに係わる下りリンク・アソシエーション・セッ
トのインデックスが表１０．１．３．１－１で定義され、下の表（３）にこれが示される
。従って、ｋがアソシエーション・セットのインデックスＫ：｛ｋ０，ｋ１，・・・，ｋ

Ｍ－１｝に属するサブフレーム（ｎ－ｋ）でのＰＤＳＣＨ送信、ＰＤＳＣＨの対応するＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫは、関連付けられた上りリンクサブフレームｎでレポートされる。表（３
）におけるエントリは、下りリンク・アソシエーション（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ
－ＡＣＫアソシエーション）を定義する。集合Ｋは、所与の上りリンクに関するＰＤＳＣ
Ｈ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション・セットを定義する。
【０２８９】
【表３】

【０２９０】
　アプローチＡでは、ＳＣｅｌｌのＭｃは、ＭＲｅｆ（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－
ＡＣＫタイミングに従う対象となる参照構成のＭ）として定義される。言い換えれば、Ｍ

Ｒｅｆは、参照構成に関して、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションをもつサ
ブフレームの数を示す。アプローチＡにおけるケースＡ（例えば、ＳＣｅｌｌ構成によっ
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て示されるＤＬサブフレームのセットが、ＰＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフレ
ームの部分集合である場合）に関しては、ＳＣｅｌｌは、ＰＣｅｌｌ構成に従う。従って
、ＭＲｅｆ＝ＭＰＣｅｌｌであり、ここでＭＰＣｅｌｌは、ＰＣｅｌｌのＭ（例えば、Ｐ
Ｃｅｌｌ構成に従ってサブフレームｎおよび集合Ｋと関連付けられた、表（３）で定義さ
れる集合Ｋにおける要素の数）である。言い換えれば、ＭＰＣｅｌｌは、ＰＣｅｌｌ構成
に関して、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションをもつサブフレームの数を示
す。
【０２９１】
　アプローチＡにおけるケースＢ（例えば、ＰＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフ
レームのセットが、ＳＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフレームの部分集合である
場合）に関しては、ＳＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ構成に従う。従って、ＭＲｅｆ＝ＭＳＣｅ

ｌｌであり、ここでＭＳＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌのＭ（例えば、ＳＣｅｌｌ構成に従って
サブフレームｎおよび集合Ｋと関連付けられた、表（３）で定義される集合Ｋにおける要
素の数）である。言い換えれば、ＭＳＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ構成に関して、ＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションをもつサブフレームの数を示す。
【０２９２】
　アプローチＡにおけるケースＣ（例えば、ＰＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフ
レームのセットが、ＳＣｅｌｌ構成によって示されるＤＬサブフレームの部分集合である
場合）に関しては、ＳＣｅｌｌは、表（２）に示されるように参照構成に従う。従って、
ＭＲｅｆ＝ＭＲｅｆＣｏｎｆであり、ここでＭＲｅｆＣｏｎｆ（例えば、既知のパラメー
タ）は、参照構成のＭ（例えば、表（２）における参照ＵＬ－ＤＬ構成に従ってサブフレ
ームｎおよび集合Ｋと関連付けられた、表（３）で定義される集合Ｋにおける要素の数）
である。言い換えれば、ＭＲｅｆＣｏｎｆは、参照構成に関して、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ
－ＡＣＫアソシエーションをもつサブフレームの数を示す。
【０２９３】
　ケースＡでは、ＰＣｅｌｌがＤＬサブフレーム（または、例えばスペシャルサブフレー
ム）を用いるように設定され、ＳＣｅｌｌがＵＬサブフレームを用いるように設定された
、衝突サブフレームがある。従って、対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは、ＳＣｅｌｌ上
では決して生成されないか、または不連続送信（ＤＴＸ：ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　
ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）としてレポートされることになる。ケースＡに関しては、Ｐ
Ｃｅｌｌ構成に従ってサブフレームｎおよび集合Ｋと関連付けられた、表（３）で定義さ
れる集合Ｋにおいて、ＰＣｅｌｌ構成がＤＬサブフレーム（または、例えばスペシャルサ
ブフレーム）を含み、ＳＣｅｌｌ構成がＵＬサブフレームを含む、衝突サブフレームの数
としてｍが定義される。
【０２９４】
　同様に、ケースＣでは、参照構成がＤＬサブフレーム（または、例えばスペシャルサブ
フレーム）を含み、ＳＣｅｌｌ構成がＵＬサブフレームを含む、衝突サブフレームがある
。従って、対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは、ＳＣｅｌｌ上では決して生成されないか
、またはＤＴＸとしてレポートされる。ケースＣに関しては、表（２）における参照構成
に従ってサブフレームｎおよび集合Ｋと関連づけられた、表（３）で定義される集合Ｋに
おいて（ＰＣｅｌｌ構成がＤＬサブフレーム（または、例えばスペシャルサブフレーム）
を含み、ＳＣｅｌｌ構成がＵＬサブフレームを含む）、衝突サブフレームの数としてｍが
定義される。
【０２９５】
　アプローチＢでは、ＳＣｅｌｌのＭｃは、ＭＥｆｆとして定義され、ここでＭＥｆｆは
、ＰＣｅｌｌ構成または参照構成がＤＬサブフレーム（または、例えばスペシャルサブフ
レーム）を含み、ＳＣｅｌｌ構成がＵＬサブフレームを含む衝突サブフレームを除いて、
ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングに従う対象となる参照構成の実効的なＭである
（例えば、ＭＥｆｆ＝ＭＲｅｆ－ｍ）。言い換えれば、ＭＲｅｆは、参照構成に関する、
ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションをもつサブフレームの数であり、ｍは、
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参照構成では下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームであり、ＳＣｅｌｌ
構成では上りリンクサブフレームである衝突サブフレームの数である。
【０２９６】
　提案Ｉでは、
【０２９７】
【数１０８】

【０２９８】
が表す有効範囲は、すべてのセルのうちの最大Ｍｃに基づく。異なるＴＤＤ構成を用いた
ＴＤＤ　ＣＡでは、
【０２９９】
【数１０９】

【０３００】
は、すべての設定されたセルのうち、ＰＤＳＣＨ送信（単数または複数）を割り当てたＰ
ＤＣＣＨ（単数または複数）と下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨとの合計数の
最大数である。それゆえに、
【０３０１】

【数１１０】

【０３０２】
が表す有効範囲は、すべてのセルのうちの最大Ｍｃに基づく。Ｗｍａｘをすべてのセルの
うちの最大Ｍｃとして示すと、Ｗｍａｘ＝すべてのセルのうちのｍａｘ（Ｍｃ）である。
ＵＬグラントが小さい方のＭｃをもつセルから発行される場合、
【０３０３】

【数１１１】

【０３０４】
値は、そのセルのＭｃより大きい。
【０３０５】
　第１のケースでは、構成５がいずれのセルにも設定されないか、または、いずれのセル
の参照構成としても用いられず、ＴＤＤ　ＣＡであるセルの構成が構成｛１，２，３，４
，６｝に限定される場合、ＵＬグラントによって調整された、ＵＬサブフレームｎにおけ
るＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に関して、タイミング参照構成が構成｛１，２
，３，４，６｝のうちの１つであれば、フィードバックファクターは、
【０３０６】

【数１１２】

【０３０７】
である。ＵＬ－ＤＬ構成０をもつセルでは、Ｍｃが常に１であり、従って
【０３０８】
【数１１３】

【０３０９】
である。特に、ＳＣｅｌｌの参照構成のアソシエーション・セットでは、ＳＣｅｌｌ内に
ＵＬとして設定された１つ以上のサブフレームがある。調整される場合には、これらのサ
ブフレームを除去する方がよい。従って、Ｍｃは、実効的なＭ（例えば、ＭＥｆｆ）とす
るとよい。
【０３１０】
　第２のケースでは、構成５がある１つのセルに設定されるか、または、構成５があるセ
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ルの参照構成として用いられる場合に、サブフレーム２（例えば、構成５ではＵＬサブフ
レームがサブフレーム２である）におけるＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティ
ングに関して、すべてのセルの
【０３１１】
【数１１４】

【０３１２】
およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは、構成５におけるのと同じルールに従う。それゆえに、
ＴＤＤ　ＣＡにおいて、構成５がある１つのセルに設定されるか、または構成５がいずれ
かのセルの参照構成として用いられる場合に、ＤＣＩフォーマット０／４をもつ検出され
たＰＤＣＣＨに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信におけるセルに関して、ＵＥは、フィ
ードバックファクター
【０３１３】
【数１１５】

【０３１４】
を想定し、ここで別のフィードバックファクター
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、
Ｕｃ

は、ｃ番目の在圏セル上でサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋにおいて受信したＰＤ
ＳＣＨと下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨとの合計数であり、表（２）におけ
る参照構成のアソシエーション・セットに従って、
ｋ∈Ｋ
である。ＵＬ－ＤＬ構成０をもつセルでは、Ｍｃが常に１であり、従って
【０３１５】

【数１１６】

【０３１６】
である。たとえＵＬ－ＤＬ構成｛１，２，３，４，６｝をもつセルであっても、構成５が
用いられるか、または、いずれかの他のセルの参照構成である場合に、
【０３１７】
【数１１７】

【０３１８】
は、第１のケースの代わりに、第２のケースに従って確定される。特に、ＳＣｅｌｌの参
照構成のアソシエーション・セットでは、ＳＣｅｌｌ内にＵＬとして設定された１つ以上
のサブフレームがある。調整される場合には、これらのサブフレームを除去する方がよい
。従って、Ｍｃは、実効的なＭ（例えば、ＭＥｆｆ）とするとよい。
【０３１９】
　提案ＩＩは、次に示されるように、ＵＬグラントにおける
【０３２０】
【数１１８】

【０３２１】
の確定を可能にする。異なるＴＤＤ構成を用いたＴＤＤ　ＣＡでは、異なるセルは、異な
るＵＬグラント・タイミングを有する。これは、２つのケース、すなわち、ケース１およ



(37) JP 6452447 B2 2019.1.16

10

20

30

40

50

びケース２に分類される。
【０３２２】
　ケース１では、ＰＵＳＣＨ送信より前に（例えば、ＵＬグラントがＰＵＳＣＨ送信より
４ミリ秒（ｍｓ）前にシグナリングされる）、サブフレームｎ－４でのＵＬグラントによ
って調整された、ＵＬサブフレームｎにおけるＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に
関する。従って、ｅＮＢは、セルごとに配置されたＰＤＳＣＨの最大数を認識しており、
すべてのセルに用いられる同じ
【０３２３】
【数１１９】

【０３２４】
をシグナリングできる。
【０３２５】
　構成５が用いられないか、または、いずれのセルの参照構成としても用いられない場合
に、ＵＬグラントに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信を伴うセルでは、
【０３２６】

【数１２０】

【０３２７】
は、表（２）における参照構成に基づき、それらのＰＤＳＣＨアソシエーション・セット
に従って、すべての設定されたセルのうち、ＰＤＳＣＨ送信（単数または複数）を割り当
てたＰＤＣＣＨ（単数または複数）と下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨとの合
計数の最大数である。構成５が用いられるか、または、いずれかのセルの参照構成として
用いられる場合に、ＵＬグラントに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信を伴うセルでは、
表（２）における参照構成に基づき、それらのＰＤＳＣＨアソシエーション・セットに従
って、すべての設定されたセルのうち、ＰＤＳＣＨ送信（単数または複数）を割り当てた
ＰＤＣＣＨ（単数または複数）と下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨとの合計数
の最大数をＷ’とする。Ｗ’が４以下であれば、
【０３２８】

【数１２１】

【０３２９】
である。Ｗ’が４より大きく、８以下であれば、
【０３３０】
【数１２２】

【０３３１】
である。Ｗ’＝９であれば、
【０３３２】
【数１２３】

【０３３３】
である。言い換えれば、
【０３３４】

【数１２４】

【０３３５】
である。
【０３３６】
　ケース２では、ＵＬ－ＤＬ構成｛０，１，６｝に関して、サブフレームｎ－ｋ、ｋ＞４
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でのＵＬグラントによって調整された、ＵＬサブフレームｎにおけるＰＵＳＣＨ上でのＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ送信にはいくつか未解決の課題がある。例えば、これらの場合に、
【０３３７】
【数１２５】

【０３３８】
をどのように確定するかは、依然として未解決の課題である。いくつか課題が下の図６お
よび図７と関連して記載される。
【０３３９】
　表（２）に従って、ＵＬグラントを発行する所与のＤＬサブフレームまでのＤＬ送信の
、すべてのセルのアソシエーション・セットのうちの最大数としてＷを定義する。ＵＬグ
ラント後のＤＬサブフレームの、すべてのセルのアソシエーション・セットのうちの最大
数としてｗを定義する。手順１では、セルｃの
【０３４０】

【数１２６】

【０３４１】
は、Ｗ’＝ｍｉｎ（Ｗ+ｗ，Ｗｍａｘ）によって確定され、ここでＷｍａｘは、前に示さ
れたように、
【０３４２】
【数１２７】

【０３４３】
の最大有効値である。従って、４ｍｓより長いアソシエーション・タイミングをもつセル
でのＵＬグラントは、所与のＵＬグラント後の他のセルにおけるすべての可能なＰＤＳＣ
Ｈ送信をカウントに入れる。それゆえに、複数のＵＬグラントがシグナリングされる場合
に、後の方のＵＬグラントの
【０３４４】

【数１２８】

【０３４５】
は、別のセルからの前の方のＵＬグラントの
【０３４６】
【数１２９】

【０３４７】
と同じか、またはより小さい。
【０３４８】

【数１３０】

【０３４９】
は、ｅＮＢによって確定され、各ＵＬグラントでＵＥへシグナリングされる。
【０３５０】
　手順２では、セルｃの
【０３５１】

【数１３１】

【０３５２】
は、Ｗ’＝Ｗによって確定される。従って、４ｍｓより長いアソシエーション・タイミン
グをもつセルでのＵＬグラントは、所与のＵＬグラント後の他のセルにおける可能なＰＤ
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ＳＣＨ送信をカウントしない。しかしながら、別のセルのＵＬグラント後にＰＤＣＣＨま
たはＳＰＳによって検出されるＰＤＳＣＨ送信を伴うセルでは、ＵＥが、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋレポーティングの間にそのセルに用いる
【０３５３】
【数１３２】

【０３５４】
を取り扱うときに、２つのアプローチがある。第１のアプローチでは、ＵＥは、もしあれ
ば、検出されたＰＤＳＣＨ送信の数とＳＰＳとを加える。第２のアプローチでは、ＵＥは
、ＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングに関するＵＬグラント後には、ＰＤ
ＳＣＨ送信に対してＨＡＲＱ－ＡＣＫをフィードバックしない。ＵＥは、セルｃの
【０３５５】

【数１３３】

【０３５６】
に従って、
【０３５７】
【数１３４】

【０３５８】
を算出する。例えば、図６において、サブフレーム６ではＳＣｅｌｌ上でＵＬグラントが
発行され、サブフレーム８ではＰＣｅｌｌ上でＵＬグラントが何も発行されないと考える
。ＵＥのためにサブフレーム８においてＰＣｅｌｌ上でＰＤＳＣＨがスケジュールされる
場合に、ＵＥは、サブフレーム２においてＳＣｅｌｌのＰＵＳＣＨにはサブフレーム８の
ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含めない。
【０３５９】
　アプローチ１および２のいずれも、構成５が用いられないか、または、いずれのセルの
参照構成としても用いられない場合に、ＵＬグラントに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送
信を伴うセルでは、
【０３６０】

【数１３５】

【０３６１】
である。構成５が用いられるか、または、いずれかのセルの参照構成として用いられる場
合に、ＵＬグラントに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信を伴うセルでは、Ｗ’が４以下
であれば、
【０３６２】

【数１３６】

【０３６３】
である。Ｗ’が４より大きく、８以下であれば、
【０３６４】
【数１３７】

【０３６５】
である。Ｗ’＝９であれば、
【０３６６】
【数１３８】

【０３６７】
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である。言い換えれば、
【０３６８】
【数１３９】

【０３６９】
である。
【０３７０】
　提案ＩＩＩは、次のように示され、構成０をもつセルからのＵＬグラントを可能にする
。ＵＬグラントが構成０をもつセルによって発行されるので、構成０に関して、ＤＣＩフ
ォーマット０／４には
【０３７１】
【数１４０】

【０３７２】
フィールドが何もない。それゆえに、構成０をもつセル上で調整されたＰＵＳＣＨレポー
ティングにおいて、他のセルに用いる
【０３７３】

【数１４１】

【０３７４】
およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを確定するための手順を指定する必要がある。
【０３７５】
　１つの手順では、そのセルのＭｃが用いられ、従って、そのセルおよび他のセルに関す
るＨＡＲＱ－ＡＣＫビットには、構成０をもつセル上で未調整のＰＵＳＣＨレポーティン
グが用いられる。別の手順では、ＵＥは、構成０に関して、ＵＬグラントの
【０３７６】
【数１４２】

【０３７７】
値を４に設定して、提案Ｉの手順を適用し、別のフィードバックファクター
【０３７８】
【数１４３】

【０３７９】
値として４を用いることによって、フィードバックファクター
【０３８０】

【数１４４】

【０３８１】
を算出する。さらに別の手順では、構成０のＤＣＩが、他のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成と同
様に、
【０３８２】
【数１４５】

【０３８３】
に対する２ビットを含むように修正される。ＵＥが、構成０に関して、
【０３８４】
【数１４６】

【０３８５】
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フィールドもつ、または、
【０３８６】
【数１４７】

【０３８７】
フィールドをもたないＤＣＩフォーマットをモニタする必要があるかどうかに係わらず、
ＵＥは、明示的または暗示的にＲＲＣシグナリングに基づいて設定される。
【０３８８】
　さらに別の手順には、２つのケースがある。第１のケースでは、表（２）における参照
構成によるＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションをもつＵＬサブフレームに対して、構成０
をもつセル上でＵＬグラントがトリガされ、ＴＤＤ構成０以外で設定された他のセルから
は他のＵＬグラントは何もトリガされない。従って、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、構成０をもつ
セルのＰＵＳＣＨ送信上でレポートされる。この手順では、セルｃに関して、ＨＡＲＱ－
ＡＣＫビットの数を確定するために、
ＵＤＡＩ，ｃ

が用いられる。すべてのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成に関して、
ＵＤＡＩ，ｃ

を、在圏セルｃにおいてサブフレーム（単数または複数）ｎ－ｋ内でＵＥによって検出さ
れた、ＰＤＳＣＨ送信（単数または複数）を割り当てたＰＤＣＣＨ（単数または複数）と
下りリンクＳＰＳリリースを示すＰＤＣＣＨとの合計数として示し、ここで表（２）に示
される在圏セルｃのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング参照構成に従って
ｋ∈Ｋ
である。ｅＮＢは、いくつのＰＤＳＣＨがＵＥへ送信されるかを認識しているので、予測
されるＨＡＲＱ－ＡＣＫビット数以下を仮定して復号を行う。
【０３８９】
　第２の手順に関する例として、構成０をもつセル、または、参照構成として構成０をも
つセルによってＵＬサブフレームｎに対してＵＬグラントがトリガされ、Ｍｃ＝４をもつ
別のセルでは、ＵＥに対するＰＤＳＣＨ送信にＷｃ＝３のサブフレームが用いられる場合
に、ｅＮＢが、そのセルに関して、Ｗｃ＝３のサブフレームのＨＡＲＱ－ＡＣＫフィード
バックを予測したと仮定する。しかしながら、ＵＥは、最後のＰＤＣＣＨをミスし、結果
として、
ＵＤＡＩ，ｃ

は、常にＷｃ以下、たとえば、
Ｍｃ≧Ｗｃ≧ＵＤＡＩ，ｃ

である。ｅＮＢは、Ｗｃ以下のサブフレーム数に基づいて復号を行う。
【０３９０】
　第２のケースでは、表（２）における参照構成によるＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーショ
ンをもつＵＬサブフレームに対して、ＵＬ－ＤＬ構成０をもつセル上でＵＬグラントがト
リガされ、ＴＤＤ構成０以外のＵＬ－ＤＬ構成を用いるように設定された他のセルからは
１つ以上のＵＬグラントがトリガされる。構成０を有するセルは、最小セル・インデック
スを有する。従って、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、構成０をもつセルのＰＵＳＣＨ送信上でレポ
ートされる。このケースでは、１つ以上の
【０３９１】

【数１４８】

【０３９２】
が、他のセルのＵＬグラントによってシグナリングされる。
【０３９３】
　従って、構成５が用いられないか、または、いずれのセルの参照構成としても用いられ
ない場合、ＵＬグラントに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信を伴うセルでは、フィード
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バックファクターは、セルｃのタイミング参照構成が｛１，２，３，４，５，６｝である
場合に、
【０３９４】
【数１４９】

【０３９５】
である。構成５が用いられるか、または、いずれかのセルの参照構成として用いられる場
合に、ＵＬグラントに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信を伴うセルでは、フィードバッ
クファクターは、構成５が用いられているか、または、いずれかのセルの参照構成として
用いられ、セルｃのタイミング参照構成が｛１，２，３，４，６｝である場合に、
【０３９６】

【数１５０】

【０３９７】
である。ＵＬ－ＤＬ構成０をもつセルでは、Ｍｃが常に１である。従って、
【０３９８】
【数１５１】

【０３９９】
である。
【０４００】
　提案ＩＶは、異なるタイミングをもつ複数のセルからの複数のＵＬグラントの取り扱い
を可能にする。複数のセルから複数のＵＬグラントが同じＵＬタイミングで発行される場
合、すべてのＵＬグラントで同じ
【０４０１】
【数１５３】

【０４０２】
がシグナリングされる。そのうえ、ＵＥは、すべてのセルに所与の
【０４０３】
【数１５３】

【０４０４】
を用いる。しかしながら、異なるセルのＵＬグラント・タイミングが異なる場合、ＵＬグ
ラントは、以下に説明されるように、同じか、または異なる
【０４０５】

【数１５４】

【０４０６】
値をシグナリングする。
【０４０７】
　別の課題として、サブフレーム６においてＳＣｅｌｌ上でＵＬグラントが発行され、サ
ブフレーム８においてＰＣｅｌｌ上で別のＵＬグラントが発行されることを考える。２つ
の
【０４０８】
【数１５５】

【０４０９】
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が、２つの異なるＵＬグラントでシグナリングされる。これらは、
【０４１０】
【数１５６】

【０４１１】
がどのように定義されるかに依存して、同じことも異なることもある。ＵＬグラントがＰ
Ｃｅｌｌ上のサブフレーム６およびＳＣｅｌｌ上のサブフレーム８の両方でシグナリング
される場合には、図７に示されるように、同じ課題が存在する。しかしながら、ＵＬグラ
ントを用いて確定されたＰＵＳＣＨ送信が調整されたときには、すべてのセルに１つだけ
の
【０４１２】
【数１５７】

【０４１３】
値が用いられる。本明細書に開示されるシステムおよび方法は、これを取り扱うためのい
くつかのアプローチを提供する。
【０４１４】
　アプローチ１では、ＰＵＳＣＨ送信にＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングを伴うセルのＵ
Ｌグラントの
【０４１５】
【数１５８】

【０４１６】
が用いられる。これは、ＵＬグラントをシグナリングする最小セル・インデックス番号を
もつＰＵＳＣＨ送信上での値にＵＥが従う簡易な解決法を提供する。アプローチ２では、
所与のサブフレームに関して、最新のＵＬグラントをもつセルの
【０４１７】
【数１５９】

【０４１８】
が用いられる。最新の
【０４１９】
【数１６０】

【０４２０】
は、所与のＵＬサブフレームと関連付けられたすべての前のＵＬグラントの情報を含む。
従って、これは、すべてのセルにおけるＰＤＳＣＨ送信の最も正確な推定を提供する。ア
プローチ３では、すべてのセルのうちの最大
【０４２１】

【数１６１】

【０４２２】
が用いられる。これは、より保守的な手順である。この手順では、簡易さと引き替えに、
ＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫ多重化に対するオーバーヘッドが潜在的により高くな
る。別のアプローチでは、ＵＬグラントをもたないセルが、上記のアプローチのうちの１
つに基づいて、
【０４２３】

【数１６２】

【０４２４】
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を確定し、ＵＬグラントを発行する各セルは、それ自体の
【０４２５】
【数１６３】

【０４２６】
値に従う。
【０４２７】
　提案Ｖでは、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションをもたないＵＬでのＰＵ
ＳＣＨ送信に関して、ＵＬグラントにおける
【０４２８】

【数１６４】

【０４２９】
が無効にされる。そのうえ、次の無線フレームのサブフレーム３におけるＳＣｅｌｌ上で
のＰＵＳＣＨ送信のためにサブフレーム９ではＳＣｅｌｌ上でＵＬグラントがトリガされ
るが、サブフレーム３ではＨＡＲＱ－ＡＣＫは何もレポートされない。従って、ＵＬグラ
ントにおける
【０４３０】

【数１６５】

【０４３１】
には意味がない。このように、表（２）における参照構成によるＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシ
エーションをもたないＵＬサブフレームでのＰＵＳＣＨ送信のためにスケジューリングさ
れたＵＬグラントでは、
【０４３２】

【数１６６】

【０４３３】
は、ＵＥによって無効にされるか、または無視される。
【０４３４】
　次に、本明細書に開示されるシステムおよび方法の様々な例が図面を参照して記載され
る。図面中、同様の参照番号は、機能的に類似した要素を示す。本明細書において図面に
一般的に記載され、示されるシステムおよび方法は、多種多様に異なった実装で配置され
、設計されてもよい。従って、図面に表現されるいくつかの実装の以下のさらに詳細な記
載は、特許請求の範囲を限定するものではなく、システムおよび方法を単に代表するに過
ぎない。
【０４３５】
　図１は、フィードバック情報を送受信するためのシステムおよび方法が実装された１つ
以上のｅＮＢ１６０および１つ以上のＵＥ１０２の一構成を示すブロック図である。１つ
以上のＵＥ１０２は、１つ以上のアンテナ１２２ａ～ｎを用いて１つ以上のｅＮＢ１６０
と通信する。例えば、ＵＥ１０２は、１つ以上のアンテナ１２２ａ～ｎを用いてｅＮＢ１
６０へ電磁信号を送信し、ｅＮＢ１６０から電磁信号を受信する。ｅＮＢ１６０は、１つ
以上のアンテナ１８０ａ～ｎを用いてＵＥ１０２と通信する。
【０４３６】
　ＵＥ１０２およびｅＮＢ１６０は、相互に通信するために１つ以上のチャネル１１９、
１２１を用いる。例えば、ＵＥ１０２は、１つ以上の上りリンクチャネル１２１を用いて
ｅＮＢ１６０へ情報またはデータを送信する。上りリンクチャネル１２１の例は、ＰＵＣ
ＣＨおよびＰＵＳＣＨなどを含む。１つ以上のｅＮＢ１６０も、例として、１つ以上の下
りリンクチャネル１１９を用いて１つ以上のＵＥ１０２へ情報またはデータを送信する。
下りリンクチャネル１１９の例は、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨなどを含む。他の種類のチャ
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ネルが用いられてもよい。
【０４３７】
　１つ以上のＵＥ１０２のそれぞれは、１つ以上のトランシーバ１１８、１つ以上の復調
器１１４、１つ以上のデコーダ１０８、１つ以上のエンコーダ１５０、１つ以上の変調器
１５４、データバッファ１０４およびＵＥオペレーション・モジュール１２４を含む。例
えば、ＵＥ１０２では１つ以上の受信および／または送信経路が実装される。便宜上、Ｕ
Ｅ１０２では単一のトランシーバ１１８、デコーダ１０８、復調器１１４、エンコーダ１
５０および変調器１５４のみが示されるが、複数の並列要素（例えば、トランシーバ１１
８、デコーダ１０８、復調器１１４、エンコーダ１５０および変調器１５４）が実装され
てもよい。
【０４３８】
　トランシーバ１１８は、１つ以上の受信機１２０および１つ以上の送信機１５８を含む
。１つ以上の受信機１２０は、１つ以上のアンテナ１２２ａ～ｎを用いてｅＮＢ１６０か
ら信号を受信する。例えば、受信機１２０は、１つ以上の受信信号１１６を作り出すため
に信号を受信してダウンコンバートする。１つ以上の受信信号１１６は、復調器１１４へ
供給される。１つ以上の送信機１５８は、１つ以上のアンテナ１２２ａ～ｎを用いてｅＮ
Ｂ１６０へ信号を送信する。例えば、１つ以上の送信機１５８は、１つ以上の変調信号１
５６をアップコンバートして送信する。
【０４３９】
　復調器１１４は、１つ以上の復調信号１１２を作り出すために１つ以上の受信信号１１
６を復調する。１つ以上の復調信号１１２は、デコーダ１０８へ供給される。ＵＥ１０２
は、信号を復号するためにデコーダ１０８を用いる。デコーダ１０８は、１つ以上の復号
信号１０６、１１０を作り出す。例えば、第１のＵＥ復号信号１０６は、データバッファ
１０４に記憶される、受信したペイロード・データを備える。第２のＵＥ復号信号１１０
は、オーバーヘッド・データおよび／または制御データを備える。例えば、第２のＵＥ復
号信号１１０は、１つ以上のオペレーションを行うためにＵＥオペレーション・モジュー
ル１２４によって用いられるデータを供給する。
【０４４０】
　本明細書では、用語「モジュール」は、特定の要素またはコンポーネントがハードウェ
ア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせで実装されること
を意味する。しかしながら、留意すべきは、本明細書に「モジュール」として示される任
意の要素が代わりにハードウェアで実装されてもよいことである。例えば、ＵＥオペレー
ション・モジュール１２４は、ハードウェア、ソフトウェアまたは両方の組み合わせで実
装されてもよい。
【０４４１】
　一般に、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ＵＥ１０２が１つ以上のｅＮＢ１
６０と通信することを可能にする。ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成１２８、ＵＥ　ＵＬ－ＤＬ構成確定モジュール１３０、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ生成モジ
ュール１３２、ＵＥフィードバックファクター確定モジュール１３４、ＵＥフィードバッ
クパラメーター確定モジュール１２６、およびフォーマット適用モジュール１８４のうち
の１つ以上を含む。
【０４４２】
　ＵＬ－ＤＬ構成１２８は、ＵＥ１０２とｅＮＢ１６０との間の通信に用いられるＵＬ－
ＤＬ構成のセットを指定する。ＵＬ－ＤＬ構成の例は、上の表（１）に示されるＵＬ－Ｄ
Ｌ構成０～６を含む。ＵＬ－ＤＬ構成１２８は、ｅＮＢ（単数または複数）１６０との通
信のためのＵＬ、ＤＬおよびスペシャルサブフレームを指定する。例えば、ＵＬ－ＤＬ構
成１２８は、ＵＥ１０２がｅＮＢ１６０から情報を受信するためのＤＬサブフレームを示
し、ＵＥ１０２がｅＮＢ１６０へ情報を送信するためのＵＬサブフレームを示す。セル上
での適切な通信のために、ＵＥ１０２およびｅＮＢ１６０は、同じセル上では同じＵＬ－
ＤＬ構成１２８を適用する。しかしながら、異なるセル（例えば、ＰＣｅｌｌおよびＳＣ
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ｅｌｌ（（単数または複数））上では異なるＵＬ－ＤＬ構成１２８が適用されてもよい。
【０４４３】
　ＵＬ－ＤＬ構成１２８は、（例えば、上の表（３）に示されるような）ＰＤＳＣＨ　Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションも示す。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーショ
ンは、ＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信するための特定の（ＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）タイミングを指定する。例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ生成モジュール
１３２は、ＰＤＳＣＨにおける信号（例えば、データ）が正しく受信されたか否かに基づ
いて、ＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を生成する。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－
ＡＣＫアソシエーションは、ＵＥ１０２がＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を
レポートする（例えば、送信する）レポーティング・サブフレームを指定する。レポーテ
ィング・サブフレームは、ＰＤＳＣＨを含むサブフレームに基づいて確定される。
【０４４４】
　ＵＥ　ＵＬ－ＤＬ構成確定モジュール１３０は、ＵＥがＵＬ－ＤＬ構成（単数または複
数）１２８のうちのどれを１つ以上のセルに適用するかを確定する。例えば、ＵＥ１０２
は、ＰＣｅｌｌのため、および１つ以上のＳＣｅｌｌのためのＵＬ－ＤＬ構成（単数また
は複数）１２８を示す、１つ以上のＲＲＣ構成（例えば、ＳＩＢ－１ブロードキャスト情
報または専用シグナリング）を受信する。例として、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌは、キ
ャリアアグリゲーションにおいて利用される。ＵＥ　ＵＬ－ＤＬ構成確定モジュール１３
０は、どのＵＬ－ＤＬ構成１２８がＰＣｅｌｌに割り当てられ、どのＵＬ－ＤＬ構成１２
８がＳＣｅｌｌに割り当てられるかを確定する。ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ（単数また
は複数）のためのＵＬ－ＤＬ構成１２８は、同じであっても異なってもよい。
【０４４５】
　ＵＥフィードバックファクター確定モジュール１３４は、フィードバックファクター
（例えば、
【０４４６】
【数１６７】

【０４４７】
）
を確定する。例えば、ＵＥフィードバックファクター確定モジュール１３４は、フィード
バックファクター
【０４４８】

【数１６８】

【０４４９】
を確定し、ここで
【０４５０】

【数１６９】

【０４５１】
は、ｃ番目のサービングセルに関して、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックするた
めの下りリンクサブフレームの数である。加えて、または代わりに、ＵＥフィードバック
ファクター確定モジュール１３４は、フィードバックファクター
Ｕ
を確定し、ここで
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、
Ｕｃ
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は、ｃ番目の在圏セル上で受信したＰＤＳＣＨと下りリンク・セミパーシステント・スケ
ジューリング（ＳＰＳ）リリースを示すＰＤＣＣＨとの合計数である。
【０４５２】
　フィードバックファクターは、例えば、１つ以上のセルに関して、ＤＣＩフォーマット
０／４をもつ検出されたＰＤＣＣＨに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信でレポートされ
ることになる、サブフレームの数およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを示す（例えば、確定す
るために利用される）。いくつかの実装では、ＵＥ１０２は、１つ以上のフィードバック
ファクター
（例えば、
【０４５３】
【数１７０】

【０４５４】
）
を１つ以上の上りリンク（ＵＬ）グラントで受信する。ＵＥフィードバックファクター確
定モジュール１３４は、上記の提案、アプローチ、ケース、手順などのうちの１つ以上に
従って、１つ以上のフィードバックファクターを確定する。
【０４５５】
　ＵＥレポーティング・サブフレーム確定モジュール（図１には示されない）は、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ情報を送信するためのレポーティング・サブフレームを確定する。例えば、Ｕ
Ｅレポーティング・サブフレーム確定モジュールは、ＵＥ１０２がＳＣｅｌｌ　ＨＡＲＱ
－ＡＣＫ情報（例えば、ＳＣｅｌｌに対応するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報）を送
信するＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレームを確定する。例えば、ＵＥレポー
ティング・サブフレーム確定モジュールは、上の表（３）に記載されるタイミング参照に
従って、ＰＣｅｌｌ上でＳＣｅｌｌ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信するためのレポーティ
ング・サブフレームを確定する。例として、上の表（３）（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫアソシエーション表）は、サブフレーム（例えば、ＵＬサブフレーム）番号ｎ
に対して、インデックス集合Ｋ：｛ｋ０，ｋ１，・・・，ｋＭ－１｝によって対応するＰ
ＤＳＣＨの位置を示し、サブフレームｎ－ｋ（例えば、ｎ－ｋ１）におけるＰＤＳＣＨの
ＨＡＲＱ－ＡＣＫがＵＬサブフレームｎでレポートされる。ＵＥ１０２は、確定されたＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレームでＳＣｅｌｌ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送
信する。
【０４５６】
　ＵＥフィードバックパラメーター確定モジュール１２６は、１つ以上のセル（例えば、
ＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌ（単数または複数））に対応する１つ以上のフィードバックパラ
メーターを確定する。例えば、ＵＥフィードバックパラメーター確定モジュール１２６は
、１つ以上のセルｃに関して、フィードバックパラメーターＭｃを確定する。この確定は
、例えば、上記のように達成される。いくつかの実装では、確定は、ＰＣｅｌｌ構成、Ｓ
Ｃｅｌｌ構成、参照構成、衝突サブフレームの数、およびフィードバックパラメーター確
定方式のうちの１つ以上に基づく。
【０４５７】
　フォーマット適用モジュール１８４は、ある場合に、特定のフォーマットをＨＡＲＱ－
ＡＣＫ情報に適用する。例えば、フォーマット適用モジュール１８４は、１つ以上のフィ
ードバックファクターによって示されたサブフレームの数およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビット
に従って、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をフォーマットする。特に、フォーマット適用モジュー
ル１８４は、上記の提案、アプローチ、手順、方法および技術のうちの１つ以上を適用す
る。
【０４５８】
　いくつかの実装では、ＵＥ１０２は、ｅＮＢ１６０からセレクション方式インジケータ
ーを受信する。例えば、セレクション方式インジケーターは、上記の提案、アプローチ、
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手順、方法および技術のうちの１つ以上を指定する。フォーマット適用モジュール１８４
は、上記の提案、アプローチ、手順、方法および技術のうちの指定された１つ以上に従っ
て、特定のフォーマットを適用する。これは、複数のセレクション方式が適用される実装
において、ＵＥ１０２およびｅＮＢ１６０が同じセレクション方式を利用することを可能
にする。
【０４５９】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１４８を１つ以上の受信機１２０に提
供する。例えば、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ＵＬ－ＤＬ構成１２８に基
づいて、送信をいつ受信すべきか、いつすべきでないかを受信機（単数または複数）１２
０に通知する。
【０４６０】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１３８を復調器１１４へ供給する。例
えば、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ｅＮＢ１６０からの送信に予想される
変調パターンを復調器１１４に通知する。
【０４６１】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１３６をデコーダ１０８に提供する。
例えば、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ｅＮＢ１６０からの送信に予想され
る符号化法をデコーダ１０８に通知する。
【０４６２】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１４２をエンコーダ１５０に提供する
。情報１４２は、符号化すべきデータおよび／または符号化のための命令を含む。例えば
、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、送信データ１４６および／または他の情報
１４２を符号化するようにエンコーダ１５０に命令する。他の情報１４２は、ＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を含む。
【０４６３】
　エンコーダ１５０は、送信データ１４６および／またはＵＥオペレーション・モジュー
ル１２４によって提供された他の情報１４２を符号化する。例えば、データ１４６および
／または他の情報１４２の符号化は、誤り検出および／または訂正符号化、送信のための
空間、時間および／または周波数リソースへのデータのマッピング、多重化などを伴う。
エンコーダ１５０は、符号化データ１５２を変調器１５４へ供給する。
【０４６４】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１４４を変調器１５４に提供する。例
えば、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ｅＮＢ１６０への送信に用いるための
変調型（例えば、コンステレーション・マッピング）を変調器１５４に通知する。変調器
１５４は、１つ以上の変調信号１５６を１つ以上の送信機１５８へ供給するために符号化
データ１５２を変調する。
【０４６５】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１４０を１つ以上の送信機１５８に提
供する。この情報１４０は、１つ以上の送信機１５８に対する命令を含む。例えば、ＵＥ
オペレーション・モジュール１２４は、信号をｅＮＢ１６０へいつ送信すべきかを１つ以
上の送信機１５８に命令する。いくつかの構成において、これは、ＵＬ－ＤＬ構成１２８
に基づく。例として、１つ以上の送信機１５８は、ＵＬサブフレームの間に送信する。１
つ以上の送信機１５８は、１つ以上のｅＮＢ１６０へ変調信号（単数または複数）１５６
をアップコンバートして送信する。
【０４６６】
　ｅＮＢ１６０は、１つ以上のトランシーバ１７６、１つ以上の復調器１７２、１つ以上
のデコーダ１６６、１つ以上のエンコーダ１０９、１つ以上の変調器１１３、データバッ
ファ１６２およびｅＮＢオペレーション・モジュール１８２を含む。例えば、ｅＮＢ１６
０では１つ以上の受信および／または送信経路が実装される。便宜上、ｅＮＢ１６０では
単一のトランシーバ１７６、デコーダ１６６、復調器１７２、エンコーダ１０９および変



(49) JP 6452447 B2 2019.1.16

10

20

30

40

50

調器１１３のみが示されるが、複数の並列要素（例えば、トランシーバ１７６、デコーダ
１６６、復調器１７２、エンコーダ１０９および変調器１１３）が実装されてもよい。
【０４６７】
　トランシーバ１７６は、１つ以上の受信機１７８および１つ以上の送信機１１７を含む
。１つ以上の受信機１７８は、１つ以上のアンテナ１８０ａ～ｎを用いてＵＥ１０２から
信号を受信する。例えば、受信機１７８は、１つ以上の受信信号１７４を作り出すために
信号を受信してダウンコンバートする。１つ以上の受信信号１７４は、復調器１７２に供
給される。１つ以上の送信機１１７は、１つ以上のアンテナ１８０ａ～ｎを用いてＵＥ１
０２へ信号を送信する。例えば、１つ以上の送信機１１７は、１つ以上の変調信号１１５
をアップコンバートして送信する。
【０４６８】
　復調器１７２は、１つ以上の復調信号１７０を作り出すために１つ以上の受信信号１７
４を復調する。１つ以上の復調信号１７０は、デコーダ１６６へ供給される。ｅＮＢ１６
０は、信号を復号するためにデコーダ１６６を用いる。デコーダ１６６は、１つ以上の復
号信号１６４、１６８を作り出す。例えば、第１のｅＮＢ復号信号１６４は、データバッ
ファ１６２に記憶される、受信したペイロード・データを備える。第２のｅＮＢ復号信号
１６８は、オーバーヘッド・データおよび／または制御データを備える。例えば、第２の
ｅＮＢ復号信号１６８は、１つ以上のオペレーションを行うためにｅＮＢオペレーション
・モジュール１８２によって用いられるデータ（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
情報）を供給する。
【０４６９】
　一般に、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、ｅＮＢ１６０が１つ以上のＵＥ
１０２と通信することを可能にする。ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、ＵＬ
－ＤＬ構成１９４、ｅＮＢフィードバックファクター確定モジュール１９８、ｅＮＢ　Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成確定モジュール１９６、ｅＮＢフィードバックパラメーター確定モジュール
１５１、およびインタプリタ１０７のうちの１つ以上を含む。いくつかの実装では、ｅＮ
Ｂオペレーション・モジュール１８２は、方式シグナリング・モジュール１５３も含む。
【０４７０】
　ＵＬ－ＤＬ構成１９４は、ｅＮＢ１６０とＵＥ（単数または複数）１０２との間の通信
に用いられるＵＬ－ＤＬ構成のセットを指定する。ＵＬ－ＤＬ構成１９４の例は、上の表
（１）に示されるＵＬ－ＤＬ構成０～６を含む。ＵＬ－ＤＬ構成１９４は、ＵＥ（単数ま
たは複数）１０２との通信のためのＵＬおよびＤＬサブフレームを指定する。例えば、Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成１９４は、ｅＮＢ１６０が情報をＵＥ（単数または複数）１０２へ送信する
ためのＤＬサブフレームを示し、ｅＮＢ１６０が情報をＵＥ（単数または複数）１０２か
ら受信するためのＵＬサブフレームを示す。セル上での適切な通信のために、ＵＥ１０２
およびｅＮＢ１６０は、同じセル上では同じＵＬ－ＤＬ構成１９４を適用する。しかしな
がら、異なるセル（例えば、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ（単数または複数））上では異
なるＵＬ－ＤＬ構成１９４が適用されてもよい。
【０４７１】
　ＵＬ－ＤＬ構成１９４は、（例えば、表（３）に示されるような）ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫアソシエーションも示す。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションは
、ＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を受信するための特定の（ＰＤＳＣＨ　Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫ）タイミングを指定する。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーショ
ンは、ＵＥ１０２がＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をｅＮＢ１６０にレポー
トする（例えば、送信する）レポーティング・サブフレームを指定する。レポーティング
・サブフレームは、ｅＮＢ１６０によって送信されたＰＤＳＣＨを含むサブフレームに基
づいて確定される。
【０４７２】
　ｅＮＢ　ＵＬ－ＤＬ構成確定モジュール１９６は、ＵＥ１０２がＵＬ－ＤＬ構成（単数
または複数）１９４のうちのどれを１つ以上のセルに適用するかを確定する。例えば、ｅ
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ＮＢ１６０は、ＰＣｅｌｌのため、および１つ以上のＳＣｅｌｌのためのＵＬ－ＤＬ構成
（単数または複数）１９４を示す、１つ以上のＲＲＣ構成（例えば、ＳＩＢ－１ブロード
キャスト情報または専用シグナリング）を送信する。例として、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅ
ｌｌは、キャリアアグリゲーションにおいて利用される。ｅＮＢ　ＵＬ－ＤＬ構成確定モ
ジュール１９６は、ＵＬ－ＤＬ構成（単数または複数）１９４をＰＣｅｌｌに、およびＳ
Ｃｅｌｌに割り当てる。ｅＮＢ１６０は、これらの割り当ての１つ以上をＵＥ１０２へシ
グナリングする。ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ（単数または複数）のためのＵＬ－ＤＬ構
成１９４は、同じであっても異なってもよい。
【０４７３】
　ｅＮＢフィードバックファクター確定モジュール１９８は、フィードバックファクター
（例えば、
【０４７４】
【数１７１】

【０４７５】
）
を確定する。例えば、ｅＮＢフィードバックファクター確定モジュール１９８は、フィー
ドバックファクター
【０４７６】
【数１７２】

【０４７７】
を確定し、ここで
【０４７８】
【数１７３】

【０４７９】
は、ｃ番目の在圏セルに関して、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックするための下
りリンクサブフレームの数である。加えて、または代わりに、ｅＮＢフィードバックファ
クター確定モジュール１９８は、フィードバックファクター
Ｕ
を確定し、ここで
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ
の最大値を示し、
Ｕｃ
は、ｃ番目の在圏セル上で受信したＰＤＳＣＨと下りリンク・セミパーシステント・スケ
ジューリング（ＳＰＳ）リリースを示すＰＤＣＣＨとの合計数である。
【０４８０】
　フィードバックファクターは、例えば、１つ以上のセルに関して、ＤＣＩフォーマット
０／４をもつ検出されたＰＤＣＣＨに基づいて調整されたＰＵＳＣＨ送信でレポートされ
ることになる、サブフレームの数およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを示す（例えば、確定す
るために利用される）。いくつかの実装では、ｅＮＢ１６０は、１つ以上のフィードバッ
クファクター
（例えば、
【０４８１】

【数１７４】

【０４８２】
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）
を１つ以上の上りリンク（ＵＬ）グラントで送信する。ｅＮＢフィードバックファクター
確定モジュール１９８は、上記の提案、アプローチ、ケース、手順などのうちの１つ以上
に従って、１つ以上のフィードバックファクターを確定する。
【０４８３】
　ｅＮＢレポーティング・サブフレーム確定モジュール（図１には示されない）は、ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ情報を受信するためのレポーティング・サブフレームを確定する。例えば、
ｅＮＢレポーティング・サブフレーム確定モジュールは、ｅＮＢ１６０がＳＣｅｌｌ　Ｐ
ＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報（例えば、ＳＣｅｌｌに対応するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ
－ＡＣＫ情報）をＵＥ１０２から受信するＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレー
ムを確定する。例えば、ｅＮＢレポーティング・サブフレーム確定モジュールは、上の表
（３）に記載された時間基準に従って、ＳＣｅｌｌ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＰＣｅｌｌ
上で受信するためのレポーティング・サブフレームを確定する。例として、上の表（３）
（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション表）は、サブフレーム（例え
ば、ＵＬサブフレーム）番号ｎに対して、インデックス集合Ｋ：｛ｋ０，ｋ１，・・・，
ｋＭ－１｝によって対応するＰＤＳＣＨの位置を示し、サブフレームｎ－ｋ（例えば、ｎ
－ｋ１）におけるＰＤＳＣＨのＨＡＲＱ－ＡＣＫがＵＬサブフレームｎでレポートされる
。ｅＮＢ１６０は、確定されたＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレームでＳＣｅ
ｌｌ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を受信する。
【０４８４】
　ｅＮＢフィードバックパラメーター確定モジュール１５１は、１つ以上のセル（例えば
、ＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌ（単数または複数））に対応する１つ以上のフィードバックパ
ラメーターを確定する。例えば、ｅＮＢフィードバックパラメーター確定モジュール１５
１は、１つ以上のセルｃに関して、フィードバックパラメーターＭｃを確定する。この確
定は、例えば、上に（例として、図３に関連して）記載されるように達成される。いくつ
かの実装では、決定は、ＰＣｅｌｌ構成、ＳＣｅｌｌ構成、参照構成、衝突サブフレーム
の数、およびフィードバックパラメーター確定方式のうちの１つ以上に基づく。
【０４８５】
　随意的な方式シグナリング・モジュール１５３は、フィードバックパラメーター確定方
式インジケーターおよびセレクション方式インジケーターのうちの１つ以上を生成する。
いくつかの実装では、複数のフィードバックパラメーター確定方式のうちの１つが利用さ
れる。これらの実装では、ｅＮＢ１６０は、どの方式が利用されるかをシグナリングする
。例えば、ｅＮＢ１６０は、フィードバックパラメーター（例えば、Ｍｃ）が、参照パラ
メーター（例えば、ＭＲｅｆ）に基づいて確定されるか、または、参照パラメーターおよ
び衝突サブフレームの数（例えば、ＭＥｆｆ＝ＭＲｅｆ－ｍ）に基づいて確定されるかど
うかを示す、フィードバックパラメーター確定方式インジケーターを送信する。他の実装
では、ｅＮＢ１６０およびＵＥ１０２によって１つだけのフィードバックパラメーター確
定方式が利用される。これらの実装では、ｅＮＢ１６０は、フィードバックパラメーター
確定方式をシグナリングしなくてよい。
【０４８６】
　加えて、または代わりに、いくつかの実装では、複数のセレクション方式のうちの１つ
が利用される。これらの実装では、ｅＮＢ１６０は、どの方式が利用されるかをシグナリ
ングする。例えば、ｅＮＢ１６０は、（例えば、フィードバックファクター（単数または
複数）を確定するときにＵＥ１０２が適用するための）上記の提案、アプローチ、ケース
、手順などのうちの１つ以上を示すセレクション方式インジケーターを送信する。他の実
装では、ｅＮＢ１６０およびＵＥ１０２によって１つだけのセレクション方式が利用され
る。これらの実装では、ｅＮＢ１６０は、セレクション方式をシグナリングしなくてよい
。
【０４８７】
　インタプリタ１０７は、いくつかの場合に、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報のフォーマットを解
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釈する。例えば、インタプリタ１０７は、１つ以上のフィードバックファクターに基づい
てＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を解釈する。例として、フィードバックファクターは、ＵＥ１０
２からの受信に関して、サブフレームの数およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを確定するため
に用いられる。例として、インタプリタ１０７は、受信したＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を上記
の提案、アプローチ、手順、技術および方法のうちの１つ以上に従って解釈する。
【０４８８】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１９０を１つ以上の受信機１７８に
提供する。例えば、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、既知のセルのためのＵ
Ｌ－ＤＬ構成１９４に基づいて、送信をいつ受信すべきか、いつすべきでないかを受信機
（単数または複数）１７８に通知する。
【０４８９】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１８８を復調器１７２に提供する。
例えば、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、ＵＥ（単数または複数）１０２か
らの送信に予想される変調パターンを復調器１７２に通知する。
【０４９０】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１８６をデコーダ１６６に提供する
。例えば、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、ＵＥ（単数または複数）１０２
からの送信に予想される符号化法をデコーダ１６６に通知する。
【０４９１】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１０１をエンコーダ１０９に提供す
る。情報１０１は、符号化すべきデータおよび／または符号化のための命令を含む。例え
ば、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、送信データ１０５および／または他の
情報１０１を符号化するようにエンコーダ１０９に命令する。他の情報１０１は、例えば
、ＲＲＣ構成（例えば、ＳＩＢ－１ブロードキャスト情報または専用シグナリング）（例
えば、ＰＣｅｌｌ構成インジケーター、ＳＣｅｌｌ構成インジケーター）、チャネル方式
確定インジケーター、およびフィードバックパラメーター確定方式インジケーターのうち
の１つ以上を含む。
【０４９２】
　エンコーダ１０９は、送信データ１０５および／またはｅＮＢオペレーション・モジュ
ール１８２によって提供された他の情報１０１を符号化する。例えば、データ１０５およ
び／または他の情報１０１の符号化は、誤り検出および／または訂正符号化、送信のため
の空間、時間および／または周波数リソースへのデータのマッピング、多重化などを伴う
。エンコーダ１０９は、符号化データ１１１を変調器１１３へ供給する。送信データ１０
５は、ＵＥ１０２へ伝えられることになるネットワーク・データを含む。
【０４９３】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１０３を変調器１１３に提供する。
この情報１０３は、変調器１１３に対する命令を含む。例えば、ｅＮＢオペレーション・
モジュール１８２は、ＵＥ（単数または複数）１０２への送信に用いるための変調型（例
えば、コンステレーション・マッピング）を変調器１１３に通知する。変調器１１３は、
１つ以上の変調信号１１５を１つ以上の送信機１１７へ供給するために符号化データ１１
１を変調する。
【０４９４】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１９２を１つ以上の送信機１１７に
提供する。この情報１９２は、１つ以上の送信機１１７に対する命令を含む。例えば、ｅ
ＮＢオペレーション・モジュール１８２は、信号をＵＥ（単数または複数）１０２へいつ
送信すべきか（またはいつすべきでないか）を１つ以上の送信機１１７に命令する。いく
つかの実装では、これは、ＵＬ－ＤＬ構成１９４に基づく。１つ以上の送信機１１７は、
変調信号（単数または複数）１１５を１つ以上のＵＥ１０２へアップコンバートして送信
する。
【０４９５】
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　留意すべきは、ＤＬサブフレームがｅＮＢ１６０から１つ以上のＵＥ１０２へ送信され
、ＵＬサブフレームが１つ以上のＵＥ１０２からｅＮＢ１６０へ送信されることである。
そのうえ、標準スペシャルサブフレームではｅＮＢ１６０も１つ以上のＵＥ１０２もデー
タを送信してよい。
【０４９６】
　留意すべきは、ｅＮＢ（単数または複数）１６０およびＵＥ（単数または複数）１０２
に含まれる要素またはその部分のうちの１つ以上がハードウェアで実装されてもよいこと
である。例えば、これらの要素またはその部分の１つ以上は、チップ、回路素子またはハ
ードウェア・コンポーネントなどとして実装されてもよい。本明細書に記載される機能ま
たは方法のうちの１つ以上は、ハードウェアで実装されてもよく、および／またはハード
ウェアを用いて行われてもよいことにも留意すべきである。例えば、本明細書に記載され
る方法の１つ以上は、チップセット、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、大規模集積回
路（ＬＳＩ：ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）または
集積回路などで実装されてもよく、および／またはそれらを用いて実現されてもよい。
【０４９７】
　図２は、ＵＥ１０２によってフィードバック情報を送信するための方法２００の一構成
を示すフロー図である。ＵＥ１０２は、複数のセルに関して、ＵＬ－ＤＬ構成を確定し（
ステップ２０２）、少なくとも２つのセルは、異なるＵＬ－ＤＬ構成を有する。例えば、
ＵＥ１０２は、ＰＣｅｌｌおよび１つ以上のＳＣｅｌｌに関して、ＵＬ－ＤＬ構成（単数
または複数）１２８を示す１つ以上のＲＲＣ構成（例えば、ＳＩＢ－１ブロードキャスト
情報または専用シグナリング）を受信する。例として、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌは、
キャリアアグリゲーションにおいて利用される。ＵＥ　ＵＬ－ＤＬ構成確定モジュール１
３０は、どのＵＬ－ＤＬ構成１２８がＰＣｅｌｌに割り当てられ、どのＵＬ－ＤＬ構成１
２８がＳＣｅｌｌに割り当てられるかを確定する。ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ（単数ま
たは複数）のためのＵＬ－ＤＬ構成１２８は、同じであっても異なってもよい。
【０４９８】
　ＵＥ１０２は、第２のフィードバックファクター
（例えば、
【０４９９】
【数１７５】

【０５００】
）
に基づいて、複数のセルに関して、第１のフィードバックファクター
（例えば、
【０５０１】

【数１７６】

【０５０２】
）
を確定する（ステップ２０４）。第１のフィードバックファクターを確定するステップ２
０４は、ＵＬ－ＤＬ構成５が複数のセルのうちの少なくとも１つのために設定されるか、
または、複数のセルのうちの少なくとも１つのための参照構成である場合に、第３のフィ
ードバックファクター
（例えば、Ｕ）
にさらに基づく。例えば、ＵＥ１０２は、上記の提案、ケース、アプローチ、手順などの
うちの１つ以上に従って、第１のフィードバックファクター
【０５０３】
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【数１７７】

【０５０４】
を確定する（ステップ２０４）。
【０５０５】
　ＵＥ１０２は、複数のセルに関して、第１のフィードバックファクター
（例えば、
【０５０６】

【数１７８】

【０５０７】
）
に基づいて、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信する（ステップ２０６）。例え
ば、第１のフィードバックファクター
【０５０８】

【数１７９】

【０５０９】
は、ｅＮＢ１６０への送信のためのサブフレームの数およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを確
定するために利用される。
【０５１０】
　図３は、ｅＮＢ１０６によってフィードバック情報を受信するための方法３００の一構
成を示すフロー図である。ｅＮＢ１０６は、複数のセルに関して、ＵＬ－ＤＬ構成を確定
し（ステップ３０２）、少なくとも２つのセルは、異なるＵＬ－ＤＬ構成を有する。例え
ば、ｅＮＢ１０６は、ＰＣｅｌｌおよび１つ以上のＳＣｅｌｌに関して、ＵＬ－ＤＬ構成
（単数または複数）１２８を示す１つ以上のＲＲＣ構成（例えば、ＳＩＢ－１ブロードキ
ャスト情報または専用シグナリング）を送信する。例として、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌ
ｌは、キャリアアグリゲーションにおいて利用される。ＵＥ　ＵＬ－ＤＬ構成確定モジュ
ール１３０は、どのＵＬ－ＤＬ構成１２８がＰＣｅｌｌに割り当てられ、どのＵＬ－ＤＬ
構成１２８がＳＣｅｌｌに割り当てられるかを確定する。ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ（
単数または複数）のためのＵＬ－ＤＬ構成１２８は、同じであっても異なってもよい。
【０５１１】
　ｅＮＢ１０６は、第２のフィードバックファクター
（例えば、
【０５１２】
【数１８０】

【０５１３】
）
に基づいて、複数のセルに関して、第１のフィードバックファクター
（例えば、
【０５１４】
【数１８１】

【０５１５】
）
を確定する（ステップ３０４）。第１のフィードバックファクターを確定するステップ３
０４は、ＵＬ－ＤＬ構成５が複数のセルのうちの少なくとも１つのために設定されるか、
または、複数のセルのうちの少なくとも１つのための参照構成である場合に、第３のフィ
ードバックファクター
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（例えば、Ｕ）
にさらに基づく。例えば、ｅＮＢ１０６は、上記の提案、ケース、アプローチ、手順など
のうちの１つ以上に従って、第１のフィードバックファクター
【０５１６】
【数１８２】

【０５１７】
を確定する（ステップ３０４）。
【０５１８】
　ｅＮＢ１０６は、複数のセルに関して、第１のフィードバックファクター
（例えば、
【０５１９】

【数１８３】

【０５２０】
）
に基づいて、ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を受信する（ステップ３０６）。例え
ば、第１のフィードバックファクター
【０５２１】
【数１８４】

【０５２２】
は、ＵＥ１０２からの受信のためのサブフレームの数およびＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを確
定するために利用される。
【０５２３】
　図４は、本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って用いられる無線フレーム４
３５の一例を示す図である。この無線フレーム４３５構造は、ＴＤＤアプローチに適用可
能である。各無線フレーム４３５は、
Ｔｆ＝３０７２００・Ｔｓ＝１０ｍｓ
の長さを有し、ここでＴｆは、無線フレーム４３５の持続時間であり、Ｔｓは、
１／（１５０００×２０４８）秒
に等しい時間単位である。無線フレーム４３５は、
１５３６００・Ｔｓ＝５ｍｓ
の長さをそれぞれが有する２つのハーフフレーム４３３を含む。各ハーフフレーム４３３
は、
３０７２０・Ｔｓ＝１ｍｓ
の長さをそれぞれが有する５つのサブフレーム４２３ａ～ｅ、４２３ｆ～ｊを含む。
【０５２４】
　上の表（１）では、無線フレームにおけるサブフレームごとに、「Ｄ」は、サブフレー
ムが下りリンク送信のために予約されていることを示し、「Ｕ」は、サブフレームが上り
リンク送信のために予約されていることを示し、「Ｓ」は、３つのフィールド、すなわち
、下りリンク・パイロット時間スロット（ＤｗＰＴＳ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｐｉｌｏｔ　
ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ）、ガード期間（ＧＰ：ｇｕａｒｄ　ｐｅｒｉｏｄ）、および上りリ
ンク・パイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ：ｕｐｌｉｎｋ　ｐｉｌｏｔ　ｔｉｍｅ　ｓ
ｌｏｔ）をもつスペシャルサブフレームを示す。ＤｗＰＴＳおよびＵｐＰＴＳの長さは、
ＤｗＰＴＳ、ＧＰおよびＵｐＰＴＳの全長が
３０７２０・Ｔｓ＝１ｍｓ
に等しいことを前提として、（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１の表４．２－１からの）表（
４）に示される。表（４）は、（標準）スペシャルサブフレームのいくつかの構成を示す
。各サブフレームｉは、各サブフレームにおける長さが
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Ｔｓｌｏｔ＝１５３６０・Ｔｓ＝０．５ｍｓ
の２つのスロット、２ｉおよび２ｉ＋１として定義される。表（４）では、便宜上、「サ
イクリックプレフィックス」は「ＣＰ」と略記され、「構成」は「Ｃｏｎｆｉｇ」と略記
される。
【０５２５】
【表４】

【０５２６】
　下りリンクから上りリンクへの切り替えポイント周期が５ｍｓおよび１０ｍｓの両方の
ＵＬ－ＤＬ構成がサポートされる。下りリンクから上りリンクへの切り替えポイント周期
が５ｍｓの場合には、スペシャルサブフレームが両方のハーフフレームに存在する。下り
リンクから上りリンクへの切り替えポイント周期が１０ｍｓの場合には、スペシャルサブ
フレームが第１のハーフフレームのみに存在する。サブフレーム０および５ならびにＤｗ
ＰＴＳは、下りリンク送信のために予約される。ＵｐＰＴＳおよびスペシャルサブフレー
ムのすぐ後に続くサブフレームは、上り送信のために予約される。
【０５２７】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って、用いられるサブフレーム４２３の
いくつかのタイプは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレームおよびスペシャ
ルサブフレーム４３１を含む。図４に示される５ｍｓ周期を有する例では、無線フレーム
４３５に２つの標準スペシャルサブフレーム４３１ａ～ｂが含まれる。
【０５２８】
　第１のスペシャルサブフレーム４３１ａは、下りリンク・パイロット時間スロット（Ｄ
ｗＰＴＳ）４２５ａ、ガード期間（ＧＰ）４２７ａ、および上りリンク・パイロット時間
スロット（ＵｐＰＴＳ）４２９ａを含む。この例では、第１の標準スペシャルサブフレー
ム４３１ａは、サブフレームｏｎｅ４２３ｂに含まれる。第２の標準スペシャルサブフレ
ーム４３１ｂは、下りリンク・パイロット時間スロット（ＤｗＰＴＳ）４２５ｂ、ガード
期間（ＧＰ）４２７ｂ、および上りリンク・パイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ）４２
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９ｂを含む。この例では、第２の標準スペシャルサブフレーム４３１ｂは、サブフレーム
ｓｉｘ４２３ｇに含まれる。ＤｗＰＴＳ４２５ａ～ｂおよびＵｐＰＴＳ４２９ａ～ｂの長
さは、ＤｗＰＴＳ４２５、ＧＰ４２７およびＵｐＰＴＳ４２９の各セットの全長が
３０７２０・Ｔｓ＝１ｍｓ
に等しいことを前提として、（上の表（５）に示される）３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１の
表４．２－１によって示される。
【０５２９】
　各サブフレームｉ４２３ａ～ｊ（この例では、ｉは、サブフレームｚｅｒｏ４２３ａ（
例えば０）からサブフレームｎｉｎｅ４２３ｊ（例えば９）に及ぶサブフレームを示す）
は、各サブフレーム４２３における長さが
Ｔｓｌｏｔ＝１５３６０・Ｔｓ＝０．５ｍｓ
の２つのスロット、２ｉおよび２ｉ＋１として定義される。例えば、サブフレームｚｅｒ
ｏ（例えば０）４２３ａは、第１のスロットを含めて、２つのスロットを含む。
【０５３０】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って、下りリンクから上りリンクへの切
り替えポイント周期が５ｍｓおよび１０ｍｓの両方のＵＬ－ＤＬ構成が用いられる。図４
は、切り替えポイント周期が５ｍｓの無線フレーム４３５の一例を示す。下りリンクから
上りリンクへの切り替えポイント周期が５ｍｓの場合には、各ハーフフレーム４３３が標
準スペシャルサブフレーム４３１ａ～ｂを含む。下りリンクから上りリンクへの切り替え
ポイント周期が１０ｍｓの場合には、スペシャルサブフレームが第１のハーフフレーム４
３３のみに存在する。
【０５３１】
　サブフレームｚｅｒｏ（例えば０）４２３ａおよびサブフレームｆｉｖｅ（例えば５）
４２３ｆならびにＤｗＰＴＳ４２５ａ～ｂは、下りリンク送信のために予約される。Ｕｐ
ＰＴＳ４２９ａ～ｂおよびスペシャルサブフレーム（単数または複数）４３１ａ～ｂのす
ぐ後に続くサブフレーム（単数または複数）（例えば、サブフレームｔｗｏ４２３ｃおよ
びサブフレームｓｅｖｅｎ４２３ｈ）は、上り送信のために予約される。留意すべきは、
いくつかの実装では、衝突サブフレームの数を確定するために、スペシャルサブフレーム
４３１がＤＬサブフレームと見做されることである。
【０５３２】
　図５は、本明細書に記載されるシステムおよび方法によるいくつかのＵＬ－ＤＬ構成５
３７ａ～ｇを示す図である。特に、図５は、サブフレーム５２３ａおよびサブフレーム番
号５３９ａをもつＵＬ－ＤＬ構成ｚｅｒｏ５３７ａ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成０」）、
サブフレーム５２３ｂおよびサブフレーム番号５３９ｂをもつＵＬ－ＤＬ構成ｏｎｅ５３
７ｂ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成１」）、サブフレーム５２３ｃおよびサブフレーム番号
５３９ｃをもつＵＬ－ＤＬ構成ｔｗｏ５３７ｃ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成２」）、なら
びにサブフレーム５２３ｄおよびサブフレーム番号５３９ｄをもつＵＬ－ＤＬ構成ｔｈｒ
ｅｅ５３７ｄ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成３」）を示す。図５は、サブフレーム５２３ｅ
およびサブフレーム番号５３９ｅをもつＵＬ－ＤＬ構成ｆｏｕｒ５３７ｅ（例えば、「Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成４」）、サブフレーム５２３ｆおよびサブフレーム番号５３９ｆをもつＵＬ
－ＤＬ構成ｆｉｖｅ５３７ｆ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成５」）、ならびにサブフレーム
５２３ｇおよびサブフレーム番号５３９ｇをもつＵＬ－ＤＬ構成ｓｉｘ５３７ｇ（例えば
、「ＵＬ－ＤＬ構成６」）も示す。
【０５３３】
　図５は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１（例えば、ＰＵＣＣＨ
またはＰＵＳＣＨ上でのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバック・アソシエーショ
ン）をさらに示す。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１は、ＰＤＳＣ
Ｈ送信のためのサブフレーム（例えば、ＰＤＳＣＨ送信が送られるか、および／または受
信されるサブフレーム）に対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレームを示
す。留意すべきは、図５に示される無線フレームのいくつかが、便宜上、切り詰められて
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いることである。
【０５３４】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法は、図５に示されるＵＬ－ＤＬ構成５３７ａ
～ｇの１つ以上に適用される。例えば、図５に示されるＵＬ－ＤＬ構成５３７ａ～ｇのう
ちの１つに対応する１つ以上のＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１が
、ＵＥ１０２とｅＮＢ１６０との間の通信に適用される。例えば、ＵＬ－ＤＬ構成５３７
がＰＣｅｌｌに確定される（例えば、割り当てられる、適用される）。この場合、ＰＤＳ
ＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１は、ＰＣｅｌｌに対応するＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫフィードバック送信のためのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミング（例えば、Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレーム）を指定する。ＳＣｅｌｌ　ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫフィードバック送信に関しては、フィードバックパラメーターに従って参照ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成に対応するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１が利用される。
いくつかの事例では、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、上記のようにチャネルセレ
クションを伴うフォーマット１ｂに基づいてフォーマットされ、上りリンクサブフレーム
でレポートされる。
【０５３５】
　図６は、ＰＣｅｌｌ構成およびＳＣｅｌｌ構成の例を示す図である。特に、図６は、サ
ブフレーム６２３ｂおよびサブフレーム番号６３９ｂをもつＳＣｅｌｌ構成１（例えば、
「ｏｎｅ」）６３７ｂに加えて、サブフレーム６２３ａおよびサブフレーム番号６３９ａ
をもつＰＣｅｌｌ構成２（例えば、「ｔｗｏ」）６３７ａを示す。そのうえ、下りリンク
送信に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック・アソシエーション６４１、および、ＰＵ
ＳＣＨ送信に対する下りリンク・スケジュール・アソシエーション６４３が示される。
【０５３６】
　図６に示される例は、異なるＵＬグラント・タイミングの例である。特に、図６は、Ｐ
ＣｅｌｌがＵＬ－ＤＬ構成２を用いるように設定され、ＳＣｅｌｌがＵＬ－ＤＬ構成１を
用いるように設定された例を示す。この場合、ＳＣｅｌｌのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋは、ＰＣｅｌｌタイミングに従う。しかしながら、ＳＣｅｌｌは、それ自体のＵＬグラ
ント（例えば、ＰＵＳＣＨスケジューリング・タイミング）に従う。
【０５３７】
　図６における課題として、サブフレーム６ではＳＣｅｌｌ上でＵＬグラントが発行され
、サブフレーム８ではＰＣｅｌｌ上でＵＬグラントが何も発行されないことを考える。サ
ブフレーム６においてＳＣｅｌｌ上でＵＬグラントが発行されるときに、ｅＮＢは、サブ
フレーム８においてＰＣｅｌｌ上でＵＥのためにＰＤＳＣＨがスケジュールされることに
なるかどうかを予め認識していない。従って、ｅＮＢは、サブフレーム６におけるＵＬグ
ラント上の
【０５３８】
【数１８５】

【０５３９】
にサブフレーム８を含めるべきかどうかを認識していない。
【０５４０】
　図７は、ＰＣｅｌｌ構成およびＳＣｅｌｌ構成の別の例を示す図である。特に、図７は
、サブフレーム７２３ｂおよびサブフレーム番号７３９ｂをもつＳＣｅｌｌ構成２（例え
ば、「ｔｗｏ」）７３７ｂに加えて、サブフレーム７２３ａおよびサブフレーム番号７３
９ａをもつＰＣｅｌｌ構成１（例えば、「ｏｎｅ」）７３７ａを示す。そのうえ、下りリ
ンク送信に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック・アソシエーション７４１、およびＰ
ＵＳＣＨ送信に対する下りリンク・スケジュール・アソシエーション７４３が示される。
【０５４１】
　図７における例は、異なるＵＬグラント・タイミングの別の例である。特に、この例で
は、ＰＣｅｌｌがサブフレーム６にＵＬグラントを有し、ＳＣｅｌｌからのＵＬグラント
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が何もない場合に、（上の図６に記載されたのと）同じ課題が存在する。例えば、ＰＣｅ
ｌｌは、構成１を用いるように設定され、ＳＣｅｌｌは、構成２を用いるように設定され
る。ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌは、それら自体のＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨタイミン
グに従い、これらは互いに異なる。
【０５４２】
　図８は、ＵＥ８０２に利用される様々なコンポーネントを示す。図８に関連して記載さ
れるＵＥ８０２は、図１に関連して記載されるＵＥ１０２に従って実装される。ＵＥ８０
２は、ＵＥ８０２のオペレーションを制御するプロセッサ８６３を含む。プロセッサ８６
３は、中央処理装置（ＣＰＵ：ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）とも
呼ばれる。メモリ８６９は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ：ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍ
ｏｒｙ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ：ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒ
ｙ）、これら２つの組み合わせ、あるいは情報を記憶する任意のタイプのデバイスを含み
、プロセッサ８６３に命令８６５ａおよびデータ８６７ａを与える。メモリ８６９の一部
分は、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ：ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｒａ
ｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）も含んでよい。命令８６５ｂおよびデータ８６
７ｂは、プロセッサ８６３にも存在する。プロセッサ８６３に読み込まれた命令８６５ｂ
および／またはデータ８６７ｂは、プロセッサ８６３による実行または処理のために読み
込まれた、メモリ８６９からの命令８６５ａおよび／またはデータ８６７ａも含んでよい
。命令８６５ｂは、上記の方法２００を実装するためにプロセッサ８６３によって実行さ
れる。
【０５４３】
　ＵＥ８０２は、データの送受信を可能にするための１つ以上の送信機８５８および１つ
以上の受信機８２０が入った筺体も含む。送信機（単数または複数）８５８および受信機
（単数または複数）８２０は、１つ以上のトランシーバ８１８に組み合わされてもよい。
１つ以上のアンテナ８２２ａ～ｎは、筺体に取り付けられ、トランシーバ８１８に電気的
に結合される。
【０５４４】
　ＵＥ８０２の様々なコンポーネントは、データバスに加えて、電力バス、制御信号バス
およびステータス信号バスを含む、バスシステム８７１によって結合される。しかしなが
ら、明確にするために、図８では様々なバスがバスシステム８７１として示される。ＵＥ
８０２は、信号処理用のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａ
ｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）８７３も含んでよい。ＵＥ８０２は、ＵＥ８０２の機能へのユ
ーザ・アクセスを提供する通信インターフェース８７５も含んでよい。図８に示されるＵ
Ｅ８０２は、具体的なコンポーネントのリスティングではなく、機能ブロック図である。
【０５４５】
　図９は、ｅＮＢ９６０に利用される様々なコンポーネントを示す。図９に関連して記載
されるｅＮＢ９６０は、図１に関連して記載されるｅＮＢ１６０に従って実装される。ｅ
ＮＢ９６０は、ｅＮＢ９６０のオペレーションを制御するプロセッサ９７７を含む。プロ
セッサ９７７は、中央処理装置（ＣＰＵ）とも呼ばれる。メモリ９８３は、リードオンリ
メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、これら２つの組み合わせ、ある
いは情報を記憶する任意のタイプのデバイスを含み、プロセッサ９７７に命令９７９ａお
よびデータ９８１ａを与える。メモリ９８３の一部分は、不揮発性ランダムアクセスメモ
リ（ＮＶＲＡＭ）も含んでよい。命令９７９ｂおよびデータ９８１ｂは、プロセッサ９７
７にも存在する。プロセッサ９７７に読み込まれた命令９７９ｂおよび／またはデータ９
８１ｂは、プロセッサ９７７による実行または処理のために読み込まれた、メモリ９８３
からの命令９７９ａおよび／またはデータ９８１ａも含んでよい。命令９７９ｂは、上記
の方法３００を実装するためにプロセッサ９７７によって実行される。
【０５４６】
　ｅＮＢ９６０は、データの送受信を可能にするための１つ以上の送信機９１７および１
つ以上の受信機９７８が入った筺体も含む。送信機（単数または複数）９１７および受信
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機（単数または複数）９７８は、１つ以上のトランシーバ９７６に組み合わされてもよい
。１つ以上のアンテナ９８０ａ～ｎは、筺体に取り付けられ、トランシーバ９７６に電気
的に結合される。
【０５４７】
　ｅＮＢ９６０の様々なコンポーネントは、データバスに加えて、電力バス、制御信号バ
スおよびステータス信号バスを含む、バスシステム９８５によって結合される。しかしな
がら、明確にするために、図９では様々なバスがバスシステム９８５として示される。ｅ
ＮＢ９６０は、信号処理用のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）９８７も含んでよい。ｅ
ＮＢ９６０は、ｅＮＢ９６０の機能へのユーザ・アクセスを提供する通信インターフェー
ス９８９も含んでよい。図９に示されるｅＮＢ９６０は、具体的なコンポーネントのリス
ティングではなく、機能ブロック図である。
【０５４８】
　図１０は、フィードバック情報を送信するためのシステムおよび方法が実装されたＵＥ
１００２の一構成を示すブロック図である。ＵＥ１００２は、送信手段１０５８、受信手
段１０２０および制御手段１０２４を含む。送信手段１０５８、受信手段１０２０および
制御手段１０２４は、上の図２および図８に関連して記載される機能の１つ以上を実行す
るように構成される。上の図８は、図１０の具体的な装置構造の一例を示す。図２および
図８の機能の１つ以上を実現するために、他の様々な構造が実装されてもよい。例えば、
ＤＳＰがソフトウェアによって実現されてもよい。
【０５４９】
　図１１は、フィードバック情報を受信するためのシステムおよび方法が実装されたｅＮ
Ｂ１１６０の一構成を示すブロック図である。ｅＮＢ１１６０は、送信手段１１１７、受
信手段１１７８および制御手段１１８２を含む。送信手段１１１７、受信手段１１７８お
よび制御手段１１８２は、上の図３　図９に関連して記載される機能の１つ以上を実行す
るように構成される。上の図９は、図１１の具体的な装置構造の一例を示す。図３および
図９の機能の１つ以上を実現するために、他の様々な構造が実装されてもよい。例えば、
ＤＳＰがソフトウェアによって実現されてもよい。
【０５５０】
　用語「コンピュータ可読媒体」は、コンピュータまたはプロセッサによってアクセスで
きる任意の利用可能な媒体を指す。用語「コンピュータ可読媒体」は、本明細書では、非
一時的かつ有形のコンピュータおよび／またはプロセッサ可読媒体を示す。限定ではなく
、例として、コンピュータ可読またはプロセッサ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶、磁気ディスク記憶もしくは他の磁気記憶
デバイス、あるいは命令の形態の所望のプログラムコードまたはデータ構造を載せるか、
または記憶するために用いることができ、コンピュータまたはプロセッサによってアクセ
スできる任意の他の媒体を備える。ディスク（ｄｉｓｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ）は
、本明細書では、コンパクトディスク（ＣＤ：ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ）、レーザディ
スク（ｌａｓｅｒ　ｄｉｓｃ）、光ディスク（ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｃ）、デジタルバ
ーサタイルディスク（ＤＶＤ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）、フロ
ッピーディスク（ｆｌｏｐｐｙ　ｄｉｓｋ）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク
（ｄｉｓｃ）を含み、ディスク（ｄｉｓｋ）は、通常、磁気的にデータを再生し、一方で
ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザを用いて光学的にデータを再生する。
【０５５１】
　留意すべきは、本明細書に記載される方法の１つ以上がハードウェアで実装されてもよ
く、および／またはハードウェアを用いて行われてもよいことである。例えば、本明細書
に記載される方法の１つ以上は、チップセット、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、大
規模集積回路（ＬＳＩ）または集積回路などで実装されてもよく、および／またはそれら
を用いて実現されてもよい。
【０５５２】
　本明細書に開示されるそれぞれの方法は、記載される方法を達成するための１つ以上の
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ステップまたは動作を備える。本方法のステップおよび／または動作は、特許請求の範囲
から逸脱することなく、相互に交換されてもよく、および／または単一のステップに組み
合わされてもよい。言い換えれば、記載される方法の適切なオペレーションのためにステ
ップまたは動作の特定の順序が必要とされない限り、特許請求の範囲から逸脱することな
く、特定のステップおよび／または動作の順序および／または使用が修正されてもよい。
【０５５３】
　当然のことながら、特許請求の範囲は、上に示された通りの構成および構成要素には限
定されない。特許請求の範囲から逸脱することなく、本明細書に記載される配置、オペレ
ーション、ならびにシステム、方法、および装置の詳細に様々な修正、変更および変形が
なされてもよい。
【０５５４】
　付記
　端末装置（ＵＥ）によってフィードバック情報を送信するための方法が記載される。方
法は、複数のセルに関して、上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するステップを含
む。複数のセルのうちの少なくとも２つは、異なる上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を
有する。方法は、第２のフィードバックファクターに基づいて、複数のセルに関して、第
１のフィードバックファクターを確定するステップも含む。方法は、複数のセルに関して
、第１のフィードバックファクターに基づいて、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）上でハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）情報を送信するステ
ップをさらに含む。方法は、複数の第２のフィードバックファクターをもつ複数のセルか
ら複数の上りリンク・グラントがトリガされるときに、第２のフィードバックファクター
（例えば、
【０５５５】
【数１８６】

【０５５６】
）
に関するセレクション方式を確定するステップを含む。
【０５５７】
　それぞれの第１のフィードバックファクターは、
【０５５８】

【数１８７】

【０５５９】
である。
【０５６０】

【数１８８】

【０５６１】
は、ｃ番目の在圏セルに関して、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックするための下
りリンクサブフレームの数である。第１のフィードバックファクターを確定するステップ
は、複数のセルに関するフィードバックパラメーターＭｃにさらに基づく。
【０５６２】
　ＵＬ－ＤＬ構成５が複数のセルのうちの１つのための参照構成である場合、第１のフィ
ードバックファクターを確定するステップは、第３のフィードバックファクター
Ｕ
にさらに基づく。
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ
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の最大値を示す。
Ｕｃ

は、ｃ番目の在圏セル上で受信した物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）と下りリ
ンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リリースを示す物理下りリンク
制御チャネルとの合計数である。ＵＬ－ＤＬ構成５が複数のセルのいずれの参照構成でも
ない場合、第１のフィードバックファクターを確定するステップは、第２のフィードバッ
クファクターにさらに基づく。
【０５６３】
　第２のフィードバックファクターは、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット０／
４をもつ検出された物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に基づいて調整されたサ
ブフレームでのＰＵＳＣＨ送信に関するパラメーターである。第２のフィードバックファ
クターは、ＤＣＩフォーマット０／４における下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ
）に基づいて確定される
【０５６４】

【数１８９】

【０５６５】
であってもよい。方法は、
【０５６６】
【数１９０】

【０５６７】
をもたないＵＬグラントに対して、第２のフィードバックファクターを確定するステップ
を含む。方法は、異なる上りリンク・グラント・タイミングをもつ下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）フォーマット０／４における複数の下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ）
に対して、第２のフィードバックファクターを確定するステップを含む。方法は、複数の
セルから複数の上りリンク・グラントがトリガされるときに、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を運
ぶセルの関連付けられた
【０５６８】
【数１９１】

【０５６９】
を用いて、第２のフィードバックファクター
【０５７０】
【数１９２】

【０５７１】
を確定するステップを含む。
【０５７２】
【数１９３】

【０５７３】
は、ＰＵＳＣＨ送信に対応する在圏セルの上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ構成に対応する。
【０５７４】
　基地局装置（ｅＮＢ）によってフィードバック情報を送信するための方法も記載される
。方法は、複数のセルに関して、上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を確定するステップ
を含む。複数のセルのうちの少なくとも２つは、異なる上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構
成を有する。方法は、第２のフィードバックファクターに基づいて、複数のセルに関して
、第１のフィードバックファクターを確定するステップも含む。方法は、複数のセルに関
して、第１のフィードバックファクターに基づいて、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵ
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ＳＣＨ）上でハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）情報を受信する
ステップをさらに含む。方法は、複数の第２のフィードバックファクターをもつ複数のセ
ルから複数の上りリンク・グラントがトリガされるときに、第２のフィードバックファク
ター
【０５７５】
【数１９４】

【０５７６】
に関するセレクション方式を確定するステップを含む。
【０５７７】
　それぞれの第１のフィードバックファクターは、
【０５７８】
【数１９５】

【０５７９】
である。
【０５８０】
【数１９６】

【０５８１】
は、ｃ番目の在圏セルに関して、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックするための下
りリンクサブフレームの数である。第１のフィードバックファクターを確定するステップ
は、複数のセルに関するフィードバックパラメーターＭｃにさらに基づく。
【０５８２】
　ＵＬ－ＤＬ構成５が複数のセルのうちの１つのための参照構成である場合、第１のフィ
ードバックファクターを確定するステップは、第３のフィードバックファクター
Ｕ
にさらに基づく。
Ｕ
は、すべての設定された在圏セルのうちの
Ｕｃ

の最大値を示し、ここで
Ｕｃ

は、ｃ番目の在圏セル上で送信される物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）と下り
リンク・セミパーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リリースを示す物理下りリン
ク制御チャネルとの合計数である。
【０５８３】
　第２のフィードバックファクターは、ＤＣＩフォーマット０／４をもつ検出されたＰＤ
ＣＣＨに基づいて調整されたサブフレームでのＰＵＳＣＨ送信に関するパラメーターであ
る。第２フィードバックファクターは、ＤＣＩフォーマット０／４における下りリンク割
り当てインデックス（ＤＡＩ）に基づいて確定される、
【０５８４】
【数１９７】

【０５８５】
であってもよい。方法は、
【０５８６】
【数１９８】

【０５８７】
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を含む。方法は、異なる上りリンク・グラント・タイミングをもつ下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）フォーマット０／４における複数の下りリンク割り当てインデックス（ＤＡＩ）
に対して、第２のフィードバックファクターを確定するステップを含む。方法は、複数の
セルから複数の上りリンク・グラントがトリガされるときに、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を運
ぶセルの関連付けられた
【０５８８】
【数１９９】

【０５８９】
を用いて、第２のフィードバックファクター
【０５９０】
【数２００】

【０５９１】
を確定するステップを含む。
【０５９２】
【数２０１】

【０５９３】
は、ＰＵＳＣＨ送信に対応する在圏セルの上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ構成に対応する。

【図１】 【図２】

【図３】
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