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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける基地局において、
　加入者局にＤＣＩ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フ
ォーマット（ｆｏｒｍａｔ）内のアップリンク認可（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を送信
する送信経路回路と、
　加入者局に対するアップリンク認可が予め定義された値として設定された項目を含む場
合、ＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）で
前記加入者局からＵＣＩ（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の
みを受信する受信経路回路と、を含み、
　前記予め定義された値として設定された項目は、２９の値を有する使用可能な（ｅｎａ
ｂｌｅｄ）伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）のＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バ
ージョン、非周期的ＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）報
告をトリガリング（ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ）するように設定されたＣＳＩ要請フィールド
（ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｉｅｌｄ）、物理資源ブロックの第１臨界値以下の値を有する前記
加入者局のために割り当てられた総物理資源ブロックの個数（ＮPRB：Ｎｕｍｂｅｒ　ｏ
ｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋｓ）ＮPRBを含み、
　前記第１臨界値は、前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣ（Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ）の個数に基づいて決定されることを特徴とする基
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地局。
【請求項２】
　前記ＣＳＩ要請フィールドは、０ではない値に設定されることを特徴とする請求項１に
記載の基地局。
【請求項３】
　前記ＣＳＩ要請フィールドは、１ビット又は２ビットを含むことを特徴とする請求項１
に記載の基地局。
【請求項４】
　前記第１臨界値は、前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣの個
数が第２臨界値以上であるのか否かに基づいて決定されることを特徴とする請求項１に記
載の基地局。
【請求項５】
　前記第２臨界値は２であり、
　前記第１臨界値は４及び２０のうち一つであることを特徴とする請求項４に記載の基地
局。
【請求項６】
　前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣの個数ＮＣＣｓが２より
大きいか同じであると前記第１臨界値は２０であり、
　前記ＮＣＣｓが２より小さいと前記第１臨界値は４であることを特徴とする請求項５に
記載の基地局。
【請求項７】
　前記ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット－０であることを特徴とする請求項１
に記載の基地局。
【請求項８】
　前記ＤＣＩフォーマットはＤＣＩフォーマット－４であり、
　前記受信経路回路は、前記アップリンク認可が１の値を有するＵＣＩ情報の送信ランク
（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｒａｎｋ）を更に含むと、前記ＰＵＳＣＨで前記加入者局
からＵＣＩのみを受信することを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項９】
　基地局の動作方法において、
　加入者局にＤＣＩ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フ
ォーマット（ｆｏｒｍａｔ）内のアップリンク認可（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を送信
する過程と、
　加入者局に対するアップリンク認可が予め定義された値として設定された項目を含む場
合、ＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）で
前記加入者局からＵＣＩ（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の
みを受信する過程と、を含み、
　前記予め定義された値として設定された項目は、２９の値を有する使用可能な（ｅｎａ
ｂｌｅｄ）伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）のＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バ
ージョン、非周期的ＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）報
告をトリガリング（ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ）するように設定されたＣＳＩ要請フィールド
（ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｉｅｌｄ）、物理資源ブロックの第１臨界値以下の値を有する前記
加入者局のために割り当てられた総物理資源ブロックの個数（ＮＰＲＢ：Ｎｕｍｂｅｒ　
ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋｓ）ＮＰＲＢを含み、
　前記第１臨界値は、前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣ（Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ）の個数に基づいて決定されることを特徴とする方
法。
【請求項１０】
　前記ＣＳＩ要請フィールドは、０ではない値に設定されることを特徴とする請求項９に
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記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＣＳＩ要請フィールドは、１ビット又は２ビットを含むことを特徴とする請求項９
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１臨界値は、前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣの個
数が第２臨界値以上であるのか否かに基づいて決定されることを特徴とする請求項９に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記第２臨界値は２であり、
　前記第１臨界値は４及び２０のうち一つであることを特徴とする請求項１２に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣの個数ＮＣＣｓが２より
大きいか同じであると前記第１臨界値は２０であり、
　前記ＮＣＣｓが２より小さいと前記第１臨界値は４であることを特徴とする請求項１３
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット－０であることを特徴とする請求項９
に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＤＣＩフォーマットはＤＣＩフォーマット－４であり、
　前記ＰＵＳＣＨで前記加入者局からＵＣＩのみを受信すると、前記アップリンク認可が
１の値を有するＵＣＩ情報の送信ランク（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｒａｎｋ）を更に
含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　加入者局において、
　基地局からＤＣＩ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フ
ォーマット（ｆｏｒｍａｔ）内のアップリンク認可（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を受信
する受信経路回路と、
　加入者局に対するアップリンク認可が予め定義された値として設定された項目を含む場
合、ＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）か
ら前記基地局にＵＣＩ（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）のみ
を送信する送信経路回路と、を含み、
　前記予め定義された値として設定された項目は、２９の値を有する使用可能な（ｅｎａ
ｂｌｅｄ）伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）のＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バ
ージョン、非周期的ＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）報
告をトリガリング（ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ）するように設定されたＣＳＩ要請フィールド
（ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｉｅｌｄ）、物理資源ブロックの第１臨界値以下の値を有する加入
者局のために割り当てられた総物理資源ブロックの個数（ＮＰＲＢ：Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ
　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋｓ）ＮＰＲＢを含み、
　前記第１臨界値は、前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣ（Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ）の個数に基づいて決定されることを特徴とする加
入者局。
【請求項１８】
　前記ＣＳＩ要請フィールドは、０ではない値に設定されることを特徴とする請求項１７
に記載の加入者局。
【請求項１９】
　前記ＣＳＩ要請フィールドは、１ビット又は２ビットを含むことを特徴とする請求項１
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７に記載の加入者局。
【請求項２０】
　前記第１臨界値は、前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣの個
数が第２臨界値以上であるのか否かに基づいて決定されることを特徴とする請求項１７に
記載の加入者局。
【請求項２１】
　前記第２臨界値は２であり、
　前記第１臨界値は４及び２０のうち一つであることを特徴とする請求項２０に記載の加
入者局。
【請求項２２】
　前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣの個数ＮＣＣｓが２より
大きいか同じであると前記第１臨界値は２０であり、
　前記ＮＣＣｓが２より小さいと前記第１臨界値は４であることを特徴とする請求項２１
に記載の加入者局。
【請求項２３】
　前記ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット－０であることを特徴とする請求項１
７に記載の加入者局。
【請求項２４】
　前記ＤＣＩフォーマットはＤＣＩフォーマット－４であり、
　前記送信経路回路は、前記アップリンク認可が１の値を有するＵＣＩ情報の送信ランク
（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｒａｎｋ）を更に含むと、前記ＰＵＳＣＨで前記基地局に
ＵＣＩのみを送信することを特徴とする請求項１７に記載の加入者局。
【請求項２５】
　無線通信システムにおける加入者局の動作方法において、
　基地局からＤＣＩ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フ
ォーマット（ｆｏｒｍａｔ）内のアップリンク認可（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を受信
する過程と、
　前記加入者局に対するアップリンク認可が予め定義された値として設定された項目を含
む場合、ＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ
）で前記基地局にＵＣＩ（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の
みを送信する過程を含み、
　前記予め定義された値として設定された項目は、２９の値を有する使用可能な（ｅｎａ
ｂｌｅｄ）伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）のＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バ
ージョン、非周期的ＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）報
告をトリガリング（ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ）するように設定されたＣＳＩ要請フィールド
（ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｉｅｌｄ）、物理資源ブロックの第１臨界値以下の値を有する前記
加入者局のために割り当てられた総物理資源ブロックの個数（ＮＰＲＢ：Ｎｕｍｂｅｒ　
ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋｓ）ＮＰＲＢを含み、
　前記第１臨界値は、前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣ（Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ）の個数に基づいて決定されることを特徴とする方
法。
【請求項２６】
　前記ＣＳＩ要請フィールドは、０ではない値に設定されることを特徴とする請求項２５
に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ＣＳＩ要請フィールドは、１ビット又は２ビットを含むことを特徴とする請求項２
５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１臨界値は、前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣの個
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数が第２臨界値以上であるのか否かに基づいて決定されることを特徴とする請求項２５に
記載の方法。
【請求項２９】
　前記第２臨界値は２であり、
　前記第１臨界値は４及び２０のうち一つであることを特徴とする請求項２８に記載の方
法。
【請求項３０】
　前記非周期的ＣＳＩ報告によって報告されるダウンリンクＣＣの個数ＮＣＣｓが２より
大きいか同じであると前記第１臨界値は２０であり、
　前記ＮＣＣｓが２より小さいと前記第１臨界値は４であることを特徴とする請求項２９
に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット－０であることを特徴とする請求項２
５に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ＤＣＩフォーマットはＤＣＩフォーマット－４であり、
　前記ＰＵＳＣＨで前記基地局にＵＣＩのみを送信すると、前記アップリンク認可が１の
値を有するＵＣＩ情報の送信ランク（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｒａｎｋ）を更に含む
ことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、無線通信に関し、特に無線通信システムにおけるチャネル状態情報送信に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）において、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈ
ｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シ
ステムはダウンリンク伝送法として適用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】韓国特許出願公開第１０－２０１０－００４７１５５号公報
【特許文献２】韓国特許出願公開第１０－２０１０－００３２３４６号公報
【特許文献３】韓国特許出願公開第１０－２００９－００９３７６３号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　　基地局が提供される。前記基地局は、加入者局にＤＣＩ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット（ｆｏｒｍａｔ）内のアップリンク認
可（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を送信する送信経路回路を含む。また、前記基地局は、
アップリンク認可が２９の値を有する使用可能（ｅｎａｂｌｅｄ）の伝送ブロック（ｔｒ
ａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）のＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ
　ｓｃｈｅｍｅ）又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃ
ｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）、０ではない値を有するＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請フィールド、物理資源ブロック個数の臨界値（ＴＰＲＢ：Ｔ
ｈｒｅｓｈｏｌｄ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏ
ｃｋｓ）ＴＰＲＢ以下の値を有する加入者局のために割り当てられた物理資源ブロックの
総個数（ＮＰＲＢ：Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏ
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ｃｋｓ）のＮＰＲＢを含む場合、ＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａ
ｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）で前記加入者局からＵＣＩ（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）のみを受信する受信経路回路を含む。前記ＴＰＲＢはＰＵＳＣ
Ｈを介して送信されるＣＳＩ情報ビットの総個数Ｎｔｏｔａｌ、現在ＣＳＩ報告（ｒｅｐ
ｏｒｔｉｎｇ）で報告されたダウンリンクＣＣ（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ
）の個数ＮＣＣｓのうち少なくとも一つに基づく。
【０００５】
　　基地局の動作方法が提供される。前記方法は、加入者局にＤＣＩフォーマット内のア
ップリンク認可を送信するステップを含む。また、前記方法は、アップリンク認可が２９
の値を有する使用可能の伝送ブロックのＭＣＳ又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バー
ジョン、０ではない値を有するＣＳＩ要請フィールド、物理資源ブロック個数の臨界値Ｔ

ＰＲＢ以下の値を有する加入者局のために割り当てられた物理資源ブロックの総個数ＮＰ

ＲＢを含む場合、ＰＵＳＣＨで前記加入者局からＵＣＩのみを受信するステップを含む。
前記ＴＰＲＢはＰＵＳＣＨを介して送信されるＣＳＩ情報ビットの総個数Ｎｔｏｔａｌ、
現在ＣＳＩ報告で報告されたダウンリンクＣＣの個数ＮＣＣｓのうち少なくとも一つに基
づく。
【０００６】
　　加入者局（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）が提供される。前記加入者局は
、基地局からＤＣＩフォーマット内のアップリンク認可を送信する送信経路回路を含む。
また、前記方法は、アップリンク認可が２９の値を有する使用可能の伝送ブロックのＭＣ
Ｓ又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バージョン、０ではない値を有するＣＳＩ要請フ
ィールド、物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢ以下の値を有する加入者局のために割
り当てられた物理資源ブロックの総個数ＮＰＲＢを含む場合、ＰＵＳＣＨで前記基地局か
らＵＣＩのみを送信する送信経路回路を含む。前記ＴＰＲＢはＰＵＳＣＨを介して送信さ
れるＣＳＩ情報ビットの総個数Ｎｔｏｔａｌ、現在ＣＳＩ報告で報告されたダウンリンク
ＣＣの個数ＮＣＣｓのうち少なくとも一つに基づく。
【０００７】
　　加入者局の動作方法が提供される。前記方法は、基地局からＤＣＩフォーマット内の
アップリンク認可を受信するステップを含む。また、前記方法は、アップリンク認可が２
９の値を有する使用可能の伝送ブロックのＭＣＳ又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バ
ージョン、０ではない値を有するＣＳＩ要請フィールド、物理資源ブロック個数の臨界値
ＴＰＲＢ以下の値を有する加入者局のために割り当てられた物理資源ブロックの総個数Ｎ

ＰＲＢを含む場合、ＰＵＳＣＨで前記基地局にＵＣＩのみを送信するステップを含む。前
記ＴＰＲＢはＰＵＳＣＨを介して送信されるＣＳＩ情報ビットの総個数Ｎｔｏｔａｌ、現
在ＣＳＩ報告で報告されたダウンリンクＣＣの個数ＮＣＣｓのうち少なくとも一つに基づ
く。
【０００８】
　　下記の発明を実施するための具体的な内容を開始する前に、本特許文献全般に使用さ
れる特定単語及び構文の定義を説明する方が有利である。即ち、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ
，ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」という用語及びその派生語は制限のない含みを意味し、「又は（
ｏｒ）」という用語は包括的な意味であり、及び／又は「～に関する（ａｓｓｏｃｉａｔ
ｅｄ　ｗｉｔｈ，ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｔｈｅｒｅｗｉｔｈ）」という構文及びその派
生語は～を含む、～内に含まれる、～と相互接続する、～を含有する、～に含有される、
～と接続する又は～に接続させる、～と連結する又は～に連結させる、～と通信可能であ
る、～と協力する、～を介する、～と併置する、～に近い、～に縛られる又は～で縛られ
る、～を有する、～の特性を有するなどを意味してもよく、「制御器」という用語は少な
くとも一つの動作を制御するものの、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又
はそのうち少なくとも２個の一部組合せで具現され得る何れの装置、システムまたはその
一部分を意味する。何れの特定制御器に関する機能が近距離であれ遠距離であれ、中央集
中されるか又は分配され得ることに留意しなければならない。特定単語及び構文に対する
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定義は、この特許文献全般にかけて提供され、当業者であれば大体の場合その定義が定め
られた単語及び構文の以前及び今後の使用に適用されることが理解できるだろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の原理によるアップリンクでメッセージを送信する無線ネットワークの例
を示す図である。
【図２】本発明の実施例によるＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）送信部の上位レベルを示す図で
ある。
【図３】本発明の実施例によるＯＦＤＭＡ受信部の上位レベルを示す図である。
【図４】本発明の実施例による多数の移動局（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）と
通信する基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）を示す図である。
【図５】本発明の実施例によるＳＤＭＡ（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）法を示す図である。
【図６】本発明の実施例による基地局の動作方法を示す図である。
【図７】本発明の実施例による加入者局の動作方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　　以下で説明される図１～図７及びこの特許文献の本願発明の原理を説明することに利
用される多様な実施例は単なる例に過ぎず、本願発明の範囲を制限するいかなる方法とし
ても解析されてはならない。当業者であれば、本願発明の原理が何れの適合に構成された
無線通信システムで具現され得ることが理解できるだろう。
【００１１】
　　次の説明に関してＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）用語『ノード
Ｂ（ｎｏｄｅ　Ｂ）』、『拡張ノードＢ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｎｏｂｅ　Ｂ）』、『ｅノ
ードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）』などは、以下で使用される『基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａ
ｔｉｏｎ）』の異なる用語である。また、ＬＴＥ用語『ユーザ装備』または『ＵＥ（Ｕｓ
ｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）』は、下記で使用される『加入者局（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　ｓｔａｔｉｏｎ）』の異なる用語である。
【００１２】
　　図１は、本発明の原理によるアップリンクでメッセージを送信する無線ネットワーク
１００の例を示している。図示された実施例において無線ネットワーク１００は基地局１
０１、基地局１０２、基地局１０３、及びその他の類似した基地局（図示せず）を含む。
【００１３】
　　前記基地局１０１はインターネット１３０または類似したＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）基盤ネットワーク（図示せず）と通信する。
【００１４】
　　基地局１０２は基地局１０２のサービス提供領域（ｃｏｖｅｒａｇｅ　ａｒｅａ）１
２０内の第１の多数の加入者局にインターネット１３０への広帯域無線接続を提供する。
前記第１の多数の加入者局は、小企業（ＳＢ：Ｓｍａｌｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）に位置し
得る加入者局１１１と、企業（Ｅ：Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ）に位置し得る加入者局１１２
と、ＷｉＦｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）ホットスポット（ＨＳ：ＨｏｔＳ
ｐｏｔ）に位置し得る加入者局１１３と、第１居住地Ｒに位置し得る加入者局１１４と、
第２居住地Ｒに位置し得る加入者局１１５と、セルラーフォン、無線ラップトップ、無線
ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などのような移動装
置（Ｍ：Ｍｏｂｉｌｅ　ｄｅｖｉｃｅ）であり得る加入者局１１６を含む。
【００１５】
　　基地局１０３は基地局１０３のサービス提供領域１２５内の第２の多数の加入者局に
インターネット１３０への広帯域無線接続を提供する。前記第２の多数の加入者局は、加
入者局１１５及び加入者局１１６を含む。例示的な実施例において、基地局１０１乃至１
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０３は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）又はＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）技術を利用して、加入者局１１
１乃至１１６と通信することができる。
【００１６】
　　単に６個の加入者局のみが前記図１に示されているが、前記無線ネットワーク１００
は追加の加入者局に広帯域無線接続を提供できることが理解できるだろう。加入者局１１
５及び加入者局１１６が両側のサービス提供領域１２０及びサービス提供領域１２５両方
の境界に位置することに留意する。加入者局１１５及び加入者局１１６は、当業者にとっ
て公知のように、両方の基地局１０２及び基地局１０３とそれぞれ通信してハンドオフモ
ード（ｈａｎｄｏｆｆ　ｍｏｄｅ）で動作すると考えられる。
【００１７】
　　前記加入者局１１１乃至１１６は、インターネット１３０を介して音声、データ、動
画、動画遠隔会議及び／またはその他の広帯域サービスに接続できる。例示的な実施例に
おいて、加入者局１１１～１１６のうち一つ以上の加入者局はＷｉＦｉ　ＷＬＡＮ（Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のアクセスポイント（ＡＰ）に
かかることができる。加入者局１１６は無線接続可能のラップトップコンピュータ（ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ－ｅｎａｂｌｅｄ　ｌａｐｔｏｐ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、個人携帯情報端末
機、ノート型コンピュータ、携帯装置、又はその他の無線接続可能の装置を含む多数の移
動装置のうちから何れであってもよい。加入者局１１４、１１５は例えば、無線接続可能
の個人用コンピュータ（ＰＣ）、ラップトップコンピュータ、ゲートウエー、又はその他
の機器であってもよい。
【００１８】
　　図２は、本発明の実施例によるＯＦＤＭＡ送信経路２００の上位レベル図を示してい
る。図３は、本発明の実施例によるＯＦＤＭＡ受信経路３００の上位レベル図を示してい
る。前記図２及び図３において、単に例示及び説明のために、前記ＯＦＤＭＡ送信経路２
００は前記基地局１０２に具現され、前記ＯＦＤＭＡ受信経路３００は前記加入者局１１
６に具現される。しかし、当業者であれば前記ＯＦＤＭＡ受信経路３００が前記基地局１
０２でも具現され得るし、前記ＯＦＤＭＡ送信経路２００が前記加入者局１１６でも具現
され得ることが理解できるだろう。
【００１９】
　　前記基地局１０２における送信経路２００はチャネル符号化及び変調ブロック２０５
、Ｓ－Ｐ（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ）ブロック２１０、Ｎ－ＩＦＦＴ（Ｉ
ｎｖｅｒｓｅ　ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロック２１５、並列
‐直列（Ｐ－ｔｏ－Ｓ：ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ）ブロック２２０、ＣＰ
（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）挿入ブロック２２５、アップ変換部（ＵＣ：ｕｐ－ｃｏ
ｎｖｅｒｔｅｒ）２３０を含む。
【００２０】
　　前記加入者局１１６における受信経路３００はダウン変換部（ＤＣ：ｄｏｗｎ－ｃｏ
ｎｖｅｒｔｅｒ）２５５、ＣＰ除去ブロック２６０、直列－並列（Ｓ－ｔｏ－Ｐ：Ｓｅｒ
ｉａｌ　ｔｏ　Ｐａｒａｌｌｅｌ）ブロック２６５、Ｎ－ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉ
ｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロック２７０、並列‐直列ブロック２７５、チャネル復号
化及び復調ブロック２８０を含む。
【００２１】
　　前記図２及び図３の構成要素のうち少なくとも一部分はソフトウェアで具現され得る
一方、その他の構成素子は設定可能のハードウェアによりまたはソフトウェアと設定可能
のハードウェアの混合により具現され得ることができる。特に、この開示事項で説明され
た前記ＦＦＴブロック及び前記ＩＦＦＴブロックは、設定可能のソフトウェアアルゴリズ
ムとして具現され得るし、その具現例によってサイズＮの値が修正され得ることに留意し
なければならない。
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【００２２】
　　または、この開示事項がＦＦＴ及びＩＦＦＴを具現する実施例に関するが、これは例
示に過ぎず、開示事項の範囲を制限することと理解されてはならない。開示事項の代案の
実施例において、ＦＦＴ関数及びＩＦＦＴ関数はそれぞれＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆ
ｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）関数及びＩＤＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒｅ
ｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）関数で容易に代替され得ることが理解でき
るだろう。ＤＦＴ及びＩＤＦＴ関数に対して可変Ｎの値は、何れの定数（つまり、１，２
，３，４など）であってもよく、一方ＦＦＴ及びＩＦＦＴ関数に対して可変Ｎの値は二乗
である何れの定数（つまり、１，２，４，８，１６など）であってもよいことが理解でき
るだろう。
【００２３】
　　前記基地局１０２において、前記チャネル符号化及び変調ブロック２０５は情報ビッ
トの集合を受信して、符号化（例：ターボ（ｔｕｒｂｏ）符号化）を適用し、入力ビット
を変調（例：ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ
）、ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ））し
、一連の周波数軸変調シンボルを生成する。前記直列‐並列ブロック２１０は直列変調さ
れたシンボルを並列データに変換し、つまり、逆多重化し、Ｎが前記基地局１０２及び前
記加入者局１１６で使用されるＩＦＦＴ／ＦＦＴサイズのＮ個の並列シンボルストリーム
を生成する。すると、Ｎ－ＩＦＦＴブロック２１５はＮ個の並列シンボルストリームに対
してＩＦＦＴ動作を行い、直列時間軸信号を生成する。続いて、前記ＣＰ挿入ブロック２
２５はＣＰを時間軸信号に挿入する。最終的に、前記アップ変換部２３０は、前記ＣＰ挿
入ブロック２２５の出力を無線チャネルを介した送信用ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ）周波数に変調する（つまり、アップ変換する）。前記信号は、またＲＦ周波数へ
の変換前にベースバンドでフィルタリングされ得る。
【００２４】
　　送信されたＲＦ信号は、無線チャネルを通過した後に前記加入者局１１６に到達して
、前記基地局１０２でこのような信号に対する逆動作が行われる。前記ダウン変換部２５
５は、受信された信号をベースバンド周波数にダウン変換し、前記ＣＰ除去ブロック２６
０はＣＰを除去して直列時間軸ベースバンド信号を生成する。前記直列‐並列ブロック２
６５は時間軸ベースバンド信号を並列時間軸信号に変換する。すると、前記Ｎ－ＦＦＴブ
ロック２７０は、ＦＦＴアルゴリズムを実行してＮ並列周波数軸信号を生成する。前記並
列‐直列ブロック２７５は並列周波数軸信号を一連の変調されたデータシンボルに変換す
る。前記チャネル復号化及び復調ブロック２８０は変調されたシンボルを復調した後に復
号化することによって、元の入力データストリームを復旧する。
【００２５】
　　それぞれの基地局１０１乃至１０３は、前記加入者局１１１乃至１１６にダウンリン
クで送信することと類似した送信経路２００を具現することができ、前記加入者局１１１
乃至１１６からアップリンクで受信することと類似した受信経路３００を具現することが
できる。同様に、それぞれの加入者局１１６は前記基地局１０１乃至１０３にアップリン
クで送信するための構造に対応する前記送信経路２００を具現することができ、前記基地
局１０１乃至１０３からダウンリンクで受信するための構造に対応する前記受信経路３０
０を具現することができる。
【００２６】
　　ＯＦＤＭシステムの全帯域幅は、副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）と呼ばれる狭帯
域周波数単位に分けられる。副搬送波の個数は、システムで使用されるＦＦＴ／ＩＦＦＴ
のサイズＮと同じである。一般的に、データのために使用される副搬送波の個数はＮより
少ないが、周波数スペクトル（ｓｐｅｃｔｒｕｍ）境界の一部副搬送波がガード（ｇｕａ
ｒｄ）副搬送波として予約されるためである。一般的に、前記ガード副搬送波においては
情報が送信されることがない。
【００２７】
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　　資源ブロックの各ダウンリンクスロットにおける送信信号は、
【００２８】
【数１】

【００２９】
　　個のＯＦＤＭシンボル及び
【００３０】

【数２】

【００３１】
　　個の副搬送波の資源格子（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）により説明される。前記
【００３２】

【数３】

【００３３】
　　は、セル内で構成されるダウンリンク伝送の帯域幅に依存し、
【００３４】
【数４】

【００３５】
　　を満たす。ここで、
【００３６】
【数５】

【００３７】
　　は、支援されるダウンリンク帯域幅の最小値及び最大値である。本発明の実施例によ
って、副搬送波は変調され得る最小の要素で考慮されることができる。
【００３８】
　　多重アンテナ伝送の場合、アンテナポート毎に一つの資源格子が定義される。
【００３９】
　　アンテナポートｐのための前記資源格子の各要素は資源要素（ＲＥ：Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）と呼ばれ、
【００４０】
【数６】

【００４１】
　　それぞれが周波数及び時間軸におけるインデックスであるスロットでインデックスペ
ア（ｐａｉｒ）［ｋ、ｌ］により一意的に（ｕｎｉｑｕｅｌｙ）識別される。前記アンテ
ナポートｐの前記資源要素［ｋ、ｌ］は複素値（ｃｏｍｐｌｅｘ　ｖａｌｕｅ）
【００４２】

【数７】
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【００４３】
　　に対応する。もし、混同（ｃｏｎｆｕｓｉｏｎ）の恐れがないか具体的なアンテナポ
ートが特定されないと、インデックスｐはドロップ（ｄｒｏｐ）され得る。
【００４４】
　　ＬＴＥにおいて、ダウンリンク基準信号は２つの目的で使用される。第１に、ＵＥ（
Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が前記ダウンリンク基準信号を利用してＣＱＩ（Ｃｈａ
ｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｅｒ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を
測定する。第２に、各ＵＥは前記ダウンリンク基準信号を利用して自らが意図したダウン
リンク伝送信号を復調する。さらに、前記ダウンリンク基準信号は、３つの種類に分けら
れる。セル特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）基準信号、ＭＢＳＦＮ（Ｍｕｌｔｉ－ｍ
ｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｏｖｅｒ　ａ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）基準信号、ＵＥ－特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）基準信号又は専用基準
信号（ＤＲＳ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）である。
【００４５】
　　前記セル特定基準信号（又は共通基準信号（ＣＲＳｓ：Ｃｏｍｍｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌｓ））は、非（ｎｏｎ）－ＭＢＳＦＮ伝送を支援するセルで全ダウ
ンリンクサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）を介して送信される。もし、ＭＳＢＦＮを伝
送するために使用されるサブフレームであると、前記サブフレームでただ前端の何れかの
（０，１，又は２）ＯＦＤＭシンボルのみが前記セル特定基準信号の送信のために使用さ
れ得る。記号Ｒｐはアンテナポートｐにおける基準信号伝送のために使用される資源要素
を示すために使用される。
【００４６】
　　ＵＥ－特定基準信号（又は専用基準信号）は、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）で単一アンテナポート（ｓｉｎｇｌｅ－
ａｎｔｅｎｎａ－ｐｏｒｔ）伝送を支援し、アンテナポート５を介して送信される。前記
ＵＥは上位階層を介して前記ＵＥ－特定基準信号が存在するか、ＰＤＳＣＨ復調のために
有効な位相基準（ｖａｌｉｄ　ｐｈａｓｅ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）であるか否かが報知さ
れる。前記ＵＥ－特定基準信号は、ただ対応されるＰＤＳＣＨがマッピングされる資源ブ
ロックを介して送信される。
【００４７】
　　ＬＴＥシステムの時間資源は１０ｍｓｅｃフレームに分けられ、各フレームは１ｍｓ
ｅｃ長さの１０個のサブフレームに分けられる。一つのサブフレームは、それぞれの０．
５ｍｓｅｃで持続される２個の時間スロットに分けられる。一つのサブフレームは、周波
数軸で多数の資源ブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）に分けられ、一つの
資源ブロックは１２個の副搬送波で構成される。
【００４８】
　　図４は、本発明の実施例による多数の移動局（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ
）４０２，４０４，４０６，４０８と通信する基地局４２０の概略図４００を示している
。
【００４９】
　　前記図４に示すように、前記基地局４２０は多重アンテナビームを利用して多数の移
動局と同時に通信する。各のアンテナビームは、同じ時間及び同じ周波数で当る移動局に
向かって形成される。前記基地局４２０及び前記移動局４０２、４０４、４０６、４０８
は電波信号の送信及び受信のために多重アンテナを採用している。前記電波信号は、ＯＦ
ＤＭ信号であり得る。
【００５０】
　　この実施例において、前記基地局４２０は多数の送信器を介して各移動局に同時にビ
ームフォーミングを行う。例えば、前記基地局４２０はビームフォーミングされた信号４
１０を介して移動局４０２にデータを送信して、ビームフォーミングされた信号４１２を
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介して移動局４０４にデータを送信して、ビームフォーミングされた信号４１４を介して
移動局４０６にデータを送信して、ビームフォーミングされた信号４１６を介して移動局
４０８にデータを送信する。本発明の実施例によって、前記基地局４２０は前記移動局４
０２、４０４、４０６、４０８に同時にビームフォーミングする能力を有する。本発明の
実施例によって、ビームフォーミングされた信号それぞれは同じ時間及び同じ周波数で指
向する移動局に向かって形成される。明瞭な説明のために、基地局から移動局への通信は
ダウンリンク通信と称し、移動局から基地局への通信はアップリンク通信と称する。
【００５１】
　　基地局４２０及び移動局４０２、４０４、４０６、４０８は無線信号を送受及び受信
するための多重アンテナを採用する。当業者にとって無線信号が電波信号であってもよく
、前記無線信号はＯＦＤＭ伝送法を含む何れの伝送法も使用し得ることが理解できるはず
である。
【００５２】
　　移動局４０２、４０４、４０６、４０８は、無線信号を受信できる能力を有する何れ
の装置であってもよい。前記移動局４０２、４０４、４０６、４０８の例はこれに限るこ
とではないが、ＰＤＡ、ラップトップ、移動電話、携帯装置、又はビームフォーミング伝
送を受信できる能力を有する他の装置であってもよい。
【００５３】
　　無線通信チャネルの容量及び信頼性を向上させるために基地局及び単一端末の両方に
おける多重送信アンテナ及び多重受信アンテナの使用は、ＳＵ－ＭＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ
　Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）システ
ムとして知られている。ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ｏｕｔｐｕｔ）システムは容量においてＫ倍の線形増加を保障し、Ｋは送信アンテナ個数
Ｍ及び受信アンテナ個数Ｎのうち最小値である。前記ＭＩＭＯシステムは、送／受信ダイ
バーシティ（ｔｒａｎｓｍｉｔ／ｒｅｃｅｉｖｅ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、送／受信ビー
ムフォームイング、空間多重化法と共に具現され得る。
【００５４】
　　ＳＵ－ＭＩＭＯの拡張であって、ＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）は無線通信チャネルの容量及
び信頼性の増大のために多数の送信アンテナを具備した基地局がＳＤＭＡ（Ｓｐａｔｉａ
ｌ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）のような多重ユーザビームフ
ォーミング法を使用して多数の移動局と同時に通信するシナリオである。
【００５５】
　　図５は、本発明の実施例によるＳＤＭＡ法を示している。
【００５６】
　　前記図５に示すように、前記基地局４２０は８個の送信アンテナを具備することに対
して前記移動局４０２、４０４、４０６、４０８それぞれは２個のアンテナを具備する。
この実施例において、前記基地局４２０は８個の送信アンテナを有する。送信アンテナそ
れぞれは、ビームフォーミングされた信号４１０、５０２、５０４、４１２、４１４、５
０６、４１６、５０８のうち一つを送信する。この例示において、移動局４０２はビーム
フォーミングされた伝送４１０、５０２を受信し、移動局４０４はビームフォーミングさ
れた伝送５０４、４１２を受信して、移動局４０６はビームフォーミングされた伝送５０
６、４１４を受信して移動局４０８はビームフォーミングされた伝送５０８、４１６を受
信する。
【００５７】
　　前記基地局４２０が８個の送信アンテナビーム（各アンテナはデータストリームのう
ち一つのストリームビームを生成）を有するため、ビームフォーミングされたデータの８
個のストリームは前記基地局４２０で形成されることができる。この例示において、各移
動局は潜在的に２個までのデータのストリーム（ビーム）を受信することができる。前記
移動局４０２、４０４、４０６、４０８それぞれがただデータの単一ストリーム（ビーム
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）のみ受信するように制限された場合、同時的な多重ストリームの代わりに、多重ユーザ
（ＭＵ：Ｍｕｌｔｉ－Ｕｓｅｒ）ビームフォーミングが行われ得る。
【００５８】
　　３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース（Ｒｅｌｅａｓｅ）８／９で、ＵＥは一つのコードワード
を一つのサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）で送信することができる。Ｒ１－１０６５４
０（『Ｗａｙ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｏｎ　Ａｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＳＩ　Ｔｒｉｇｇｅｒｉ
ｎｇ』、Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２０１０）によると、ここで十分提示されたように本出願内
に参照され、ＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎ
ｅｌ）の変調次数（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ）、冗長バージョン（ｒｅｄｕｎ
ｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）、伝送ブロック（ＴＢ：Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ
）サイズを決定するために、ＵＥは以下のように動作する。
【００５９】
　　―「ＭＳＣ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）及び冗
長バージョン」フィールドＩＭＣＳを読取る。
　　―「ＣＱＩ要請（ｒｅｑｕｅｓｔ）」ビットを確認する。
　　―Ｒ１－１０６５５（Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈ
ｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２
０１０）、ここで十分に提示されたように本出願内に参照され、セクション（Ｓｅｃｔｉ
ｏｎ）８．１に定められた手順に従って割り当てられたＰＲＢ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）の総個数ＮＰＲＢを計算する。
【００６０】
　　―制御情報のための符号化されたシンボルの個数を計算する。
　　０≦ＩＭＣＳ≦２８である場合、変調次数Ｑｍは以下のように決定される。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで６４ＱＡＭを支援することができ、上位階層によりただＱＰＳ
Ｋ及び１６ＱＡＭを送信するために構成されたことがなければ、前記変調次数は表８．６
．１－１内のＱ´ｍにより与えられる。
【００６１】
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで６４ＱＡＭを支援することができず、上位階層によりただＱＰ
ＳＫ及び１６ＱＡＭを送信するために構成されたことがあれば、Ｑ´ｍが表８．６．１－
１から先に読取られ、前記変調次数はＱｍ＝ｍｉｎ（４，Ｑ´ｍ）に設定される。
【００６２】
　　上位階層により提供されるパラメタ「ｔｔｉＢｕｎｄｌｉｎ」が「ＴＲＵＥ」に設定
されると、資源割当サイズはＮＰＲＢ≦３に制限され、前記変調次数はＱｍ＝２に設定さ
れる。
【００６３】
　　２９≦ＩＭＣＳ≦３１である場合、ＩＭＣＳ＝２９であれば、アップリンクＤＣＩ（
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット（ｆｏｒｍ
ａｔ）内の「ＣＱＩ要請」ビットフィールドは、報告（ｒｅｐｏｒｔ）をトリガ（ｔｒｉ
ｇｇｅｒ）するように設定されて、ＮＰＲＢ≦４であれば、前記変調次数はＱｍ＝２に設
定される。または、前記変調次数は０≦ＩＭＣＳ≦２８を利用する同じ伝送ブロックのた
めのＤＣＩフォーマット‐０を有する最後のＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に伝達されたＤＣＩから決定され得る。もし
、０≦ＩＭＣＳ≦２８を利用する同じ伝送ブロックのためのＤＣＩフォーマット‐０を有
する最後のＰＤＣＣＨが存在しないと、前記変調次数は以下の項目から決定され得る。
【００６４】
　　―同じ伝送ブロックのための初期ＰＵＳＣＨが準固定スケジューリングされる（ｓｅ
ｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔｌｙ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ）場合、最も最近の準固定スケジ
ューリング割当ＰＤＣＣＨ、または
　　―ＰＵＳＣＨがランダムアクセス応答認可（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ　ｇｒａｎｔ）により開始される場合、同じ伝送ブロックのためのランダムアク
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セス応答認可。
【００６５】
　　前記ＵＥはＰＵＳＣＨで使用される冗長バージョンｒｖｉｄｘを決定するためにＩＭ

ＣＳ及び表８．６．１－１を利用する。
【００６６】
　　リリース（Ｒｅｌｅａｓｅ）８／９で、ＤＣＩフォーマット‐０内のＩＥ（Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）が以下の条件（ｓｅｔ　ｏｆ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ
）を満たす場合、ＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のため
の伝送ブロックは存在せず、ただＵＣＩ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）のみがＵＥにより送信され、ここでＵＣＩ符号化されたビットはＱＰＳＫ（
Ｑｍ＝２）により変調される。
【００６７】
　　条件：ＩＭＣＳ＝２９、ＣＱＩ要請（ｒｅｑｕｅｓｔ）＝１、ＮＰＲＢ≦４
【００６８】
　　ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）リリース１０で、ＵＬ　ＭＩＭＯ　ＳＭ（Ｕｐｌｉ
ｎｋ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｐａｔｉａ
ｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）が紹介され、新しいＤＣＩフォーマットであるＤＣＩフ
ォーマット－４がＲ１－１０６５５６（『Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３Ｇ
ＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１２』、Ｄｅ
ｃｅｍｂｅｒ　２０１０）に定められている。これで前記Ｒ１－１０６５５６はここで十
分提示されたように本出願内に参照される。
【００６９】
　　ＤＣＩフォーマット‐４は多重アンテナポート伝送モード（ｍｕｌｔｉ－ａｎｔｅｎ
ｎａ　ｐｏｒｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ）を有する一つのアップリンクセ
ル（ｃｅｌｌ）でＰＵＳＣＨのスケジューリングのために使用される。
【００７０】
　　与えられたアップリンクセルのためのＰＵＳＣＨ割当が始まる（ｏｒｉｇｉｎａｔｅ
）ダウンリンクセルは上位階層により構成される。
【００７１】
　　前記ＤＣＩフォーマット－４により送信される情報は以下のようである。
　　―搬送波指示子（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：０又は３ビット。このフ
ィールドは受信ＵＥのために上位階層により構成された場合にだけ存在する。搬送波指示
子値及びセルに対するマッピング（ｍａｐｐｉｎｇ）は、ＵＥに特定し（ＵＥ　ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ）、上位階層により構成される。
　　―資源ブロック割当及びホッピング資源割当（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ａｓ
ｓｉｇｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ
）：
【００７２】
【数８】

【００７３】
　　ビット。ここで、ＰはＲ１－１０６５５７（『Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏ
ｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３
』、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）のセクション７．１．６に示したように、ダウンリン
ク資源ブロック個数による。単一クラスター（ｓｉｎｇｌｅ－ｃｌｕｓｔｅｒ）割当に対
して
【００７４】
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【数９】

【００７５】
　　個のＬＳＢ（ｌｅａｓｔ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｂｉｔ）は、Ｒ１－１０６５５
７（Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）のセクション
８．１に定めたように、アップリンクのサブフレームで資源割当を提供する。多重クラス
ター（ｍｕｌｔｉ－ｃｌｕｓｔｅｒ）割当に対して、前記フィールドの全ビットはＲ１－
１０６５５７（『Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａ
ｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３』、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０
）に定めたように、アップリンクのサブフレームで資源割当を提供する。
【００７６】
　　―スケジューリングされたＰＵＳＣＨのためのＴＰＣ命令（ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ
　ｆｏｒ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　ＰＵＳＣＨ）
【００７７】
　　―ＤＭ　ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌｓ）
のための循環遅延（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）及びＯＣＣ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃ
ｏｖｅｒ　ｃｏｄｅ）インデックス（Ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ　ｆｏｒ　ＤＭ　ＲＳ　
ａｎｄ　ＯＣＣ　ｉｎｄｅｘ）：Ｒ１－１０６５５６（Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　
ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２
１２、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）のセクション５．５．２．１．１に定めたように３
ビット。これで前記Ｒ１－１０６５５６はここで十分提示されたように本出願内で参照さ
れる。
【００７８】
　　―アップリンクインデックス（ＵＬ　ｉｎｄｅｘ）：Ｒ１－１０６５５６（Ｃｈａｎ
ｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）のセクション５．１．１．
１に定めたように２ビット。このフィールドは、アップリンク‐ダウンリンク構成０（ｕ
ｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　０）を有するＴＤＤ（Ｔ
ｉｍｅ－ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）動作である場合にのみ存在する。
【００７９】
　　‐ＤＡＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）：Ｒ１－１０６
５５６（Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）のセクシ
ョン７．３に定めたように２ビット。このフィールドは、アップリンク‐ダウンリンク構
成１－６（ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　１－６）を
有するＴＤＤ（Ｔｉｍｅ－ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）動作である場合にのみ存在
する。
【００８０】
　　―ＣＱＩ要請（ＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ）：Ｒ１－１０６５５６（Ｃｈａｎｇｅ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
Ｎｏ．３６．２１２、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）のセクション７．２．１に定めたよ
うに１ビット又は２ビット。２ビットフィールドは、１個より多いダウンリンクセルを有
するように構成されたＵＥにだけ適用される。
【００８１】
　　―ＳＲＳ要請（ＳＲＳ　ｒｅｑｕｅｓｔ）：Ｒ１－１０６５５６（Ｃｈａｎｇｅ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
Ｎｏ．３６．２１３、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）に定めたように２ビット。
【００８２】
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　　―多重クラスターフラグ（Ｍｕｌｔｉ－ｃｌｕｓｔｅｒ　ｆｌａｇ）：Ｒ１－１０６
５５６（Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）に定めた
ように１ビット。
【００８３】
　　伝送ブロック‐１である場合以下のフィールドが追加される。
　　―ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）：Ｒ１－
１０６５５６（『Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａ
ｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３』、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０
）に定めたように５ビット。
　　―ＮＤＩ（Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：１ビット。
【００８４】
　　伝送ブロック‐２である場合以下のフィールドが追加される。
　　―ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）：Ｒ１－
１０６５５７（Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ
　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）の
セクション７．１．７に定めたように５ビット。
　　―ＮＤＩ（Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：１ビット。
【００８５】
　　プレコーディング（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ）情報及び階層個数（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｌａｙｅｒｓ）：表５．３．３
．１．８－１に明示された個数のビット。表５．３．３．１．８－２及び表５．３．３．
１．８－３に示されたビットフィールド。両方の（ｂｏｔｈ）伝送ブロックが使用可能で
あれば（ｅｎａｂｌｅ）、伝送ブロック‐１はコードワード０にマッピングされて、伝送
ブロック‐２はコードワード１にマッピングされる。二つのうち一つの伝送ブロックが不
能であれば（ｄｉｓａｂｌｅｄ）、伝送ブロック及びコードワードマッピングは、表５．
３．３．１．５－２によって定められる。
【００８６】
　　フォーマット‐４内の情報ビットの個数が表５．３．３．１．２－１内のサイズのう
ち一つに属すると、一つのゼロ（０）ビットがフォーマット‐４に追加される（ａｐｐｅ
ｎｄｅｄ）。
【００８７】
　　ＤＣＩフォーマット‐４で、ＩＭＣＳ＝０及びＮＰＲＢ＞１の組合わせ又はＩＭＣＳ

＝２８及びＮＰＲＢ＝１の組合せがシグナルされると（ｓｉｇｎａｌｅｄ）、伝送ブロッ
クは使用不能である（ｄｉｓａｂｌｅｄ）。逆の場合、伝送ブロックは使用可能である（
ｅｎａｂｌｅｄ）。
【００８８】
　　本発明の実施例によって、非周期的（ａｐｅｒｉｏｄｉｃ）ＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ
　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請シグナリングに対して：
　　キャリアアグリゲーション（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）が構成され
ると、非周期的ＣＳＩ要請フィールドは２個のビットを含む。１ビットは、ＵＥ－特定（
ｓｐｅｃｉｆｉｃ）検索空間（ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）ＤＣＩフォーマットに追加さ
れる。
【００８９】
　　―『００』状態は、ＣＳＩがトリガされないこと（ｎｏ　ＣＳＩ　ｉｓ　ｔｒｉｇｇ
ｅｒｅｄ）を示す。
【００９０】
　　―『０１』状態は、ＣＳＩ報告を送信するアップリンクＣＣ（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　
ｃａｒｒｉｅｒ）とＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）２連
結されたダウンリンクＣＣのためのトリガ（ｔｒｉｇｇｅｒ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｄｏｗｎ
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ｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ（ＤＬ　ＣＣ）　ｔｈａｔ　ｉｓ　ＳＩ
Ｂ２－ｌｉｎｋｅｄ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅ
ｒ（ＵＬ　ＣＣ）　ｔｒａｎｓｍｉｔｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔ）を示す
。
【００９１】
　　―『１０』はＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）により構成
される（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｂｙ　ＲＲＣ）ことを意味する。
【００９２】
　　―『１１』はＲＲＣにより構成される（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｂｙ　ＲＲＣ）こと
を意味する。
【００９３】
　　共通検索空間（ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）に対して：
　　―『０』状態は、ＣＳＩがトリガされないこと（ｎｏ　ＣＳＩ　ｉｓ　ｔｒｉｇｇｅ
ｒｅｄ）を示す。
　　―『１』はＲＲＣにより構成される（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｂｙ　ＲＲＣ）ことを
意味する。
【００９４】
　　ＲＲＣは５個のＣＣにまでの何れの組合わせも構成することができる。
【００９５】
　　本発明の実施例によって、ＰＵＳＣＨにおけるＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ
　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）又はＣＱＩ－単独報告（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ
）は、ＵＥがＰＵＳＣＨでただＵＣＩのみをマッピングすることを表す。同時に、前記Ｕ
Ｅが前記ＰＵＳＣＨに何れのデータ伝送ブロックもマッピングしない。前記ＵＣＩは非周
期的ＣＳＩ、ランク情報（ＲＩ：Ｒａｎｋ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）及びＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋｎｏ
ｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）シグナリングを含む。
【００９６】
　　以下の実施例によって、伝送ブロック使用可能／使用不能（ｄｉｓａｂｌｉｎｇ／ｅ
ｎａｂｌｉｎｇ）の用語が使用される。例えば、Ｒ１－１０６５５７（『Ｃｈａｎｇｅ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ
　Ｎｏ．３６．２１３』、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）において、伝送ブロック使用可
能／使用不能は以下のように定められる。『ＤＣＩフォーマット‐４で、ＩＭＣＳ＝０及
びＮＰＲＢ＞１の組合わせ又はＩＭＣＳ＝２８及びＮＰＲＢ＝１の組合せがシグナルされ
ると（ｓｉｇｎａｌｅｄ）、伝送ブロックは使用不能である（ｄｉｓａｂｌｅｄ）。逆の
場合、伝送ブロックは使用可能である（ｅｎａｂｌｅｄ）。』ＵＣＩ－単独伝送（ＵＣＩ
－ｏｎｌｙ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）の場合、ＰＵＳＣＨで一つの伝送ブロックが使
用可能であっても、前記ＰＵＳＣＨで伝送ブロックが送信されず、ただＵＣＩのみ送信さ
れる。
【００９７】
　　本発明の実施例によって、ＵＥがＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信すると、前記ＵＥは以下の条件が満足されると、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣ
Ｉ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【００９８】
　　―送信ランクが１より大きくか又は同じであること。
　　―使用可能の伝送ブロックのＭＳＣが２９であるか、又は冗長バージョンが一つであ
ること。
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
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　　―ＵＥに割り当てられた物理資源ブロックの個数ＮＰＲＢが４より小さいか又は同じ
であること。
【００９９】
　　リリース（ｒｅｌｅａｓｅ）８又は９で、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒ
ｅｐｏｒｔｉｎｇ）内のＣＳＩ符号化されたビットはＱＰＳＫ変調法だけによって変調さ
れる。
【０１００】
　　本発明の実施例によってＵＥは以下のように送信ランクが一つであると決定する。
【０１０１】
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで２個の階層又は２個のアンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏ
ｒｔ）まで送信するように構成される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であれば
、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
【０１０２】
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで４個の階層又は４個のアンテナポートまで送信するように構成
される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であると同時にプレコーダ情報フィール
ドは０乃至２３のうち一つであれば、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
【０１０３】
　　キャリアアグリゲーションの場合、ＰＵＳＣＨで報告されるＣＳＩビットの個数はＣ
ＳＩ報告ビットフィールドにより決定される。例えば、ＵＥが５個ＣＣ又はセル０（又は
第１（ｐｒｉｍａｒｙ）セル）、セル１、セル２、セル３、セル４などの５個のサービン
グセルで構成されると仮定する。また、２ビットＣＳＩ要請フィールドにおける状態は、
以下表１に示すようなＣＳＩ報告方式を示すと仮定する。
【０１０４】
【表１】

【０１０５】
　　非周期的ＣＳＩ要請フィールド値１０及び１１により示されるＣＳＩ報告方式は、Ｒ
ＲＣシグナリングにより構成される。この実施例によって、非周期的ＣＳＩ要請フィール
ド値が１１であれば、ＵＥは５個のダウンリンクＣＣに対して報告しなければならない。
キャリアアグリゲーションがない場合より、キャリアアグリゲーションを有する場合にＵ
ＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で送信されるＣＳＩビットの
個数は５倍まで多いことがあり得るので、ＣＳＩの安定的な伝送を保障する方案が以下に
提示される。
【０１０６】
　　キャリアアグリゲーションが構成された場合のＣＳＩ伝送の信頼性を保障する一つの
方案はＣＳＩに対して高い変調を使用することである。１６ＱＡＭがＣＳＩビット変調に
使用されると、ＣＳＩに対する符号化率（ｃｏｄｉｎｇ　ｒａｔｅ）はＣＳＩビットの変
調にＱＰＳＫを使用する場合より半分に減らすことができる。ＤＣＩフォーマット‐４で
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ＣＱＩ－単独報告（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）内のＣＳＩ変調方式を示す
ために、以下のような幾つの実施例が提供され得る。本発明の実施例によってただ一つの
伝送ブロックが使用不能であることを仮定する。使用不能の伝送ブロックインデックスを
ｉとするとき、ｉは１又は２である。使用可能の伝送ブロックインデックスは３－ｉにな
る。例えば、伝送ブロック‐１が使用不能であれば、伝送ブロック（３－１）、つまり伝
送ブロック‐２が使用可能である。
【０１０７】
　　本発明の実施例によって使用不能の伝送ブロックのＮＤＩビットがＣＳＩ変調方式を
示すために使用され得る。例えば、以下「表２」と同様である。
【０１０８】
【表２】

【０１０９】
　　ＤＣＩフォーマット‐４で、ただ一つの伝送ブロックが使用可能であれば、使用不能
の伝送ブロックのＮＤＩビットは何れの情報も伝達しない。よって、使用不能の伝送ブロ
ックのＮＤＩビットは、他の目的、例えば、ＣＳＩ変調方式を示す用途として使用され得
る。
【０１１０】
　　本発明の実施例によって、ＭＳＣ３１又は冗長バージョン３は１６ＱＡＭを示すため
に使用される。例えば、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で
ＣＳＩのＭＣＳは下記「表３」に示すように決定される。
【０１１１】
【表３】

【０１１２】
　　再伝送がトリガされたＰＨＩＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）で、冗長バージョンはＨＡＲＱ伝送ラウンド（ｒｏｕ
ｎｄ）でＲＶ０、ＲＶ２（ＭＳＣ３０）、ＲＶ３（ＭＣＳ３１）、ＲＶ１（ＭＣＳ２９）
の順に使用される。これは少なくともＲＶ１は使用されるはずであり、ＲＶ３はその次に
使用されることを表す。それで、ＭＣＳ３１（ＲＶ３）をＵＣＩ－単独報告伝送（ＵＣＩ
　ｏｎｌｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）を示すために使用することは
異なるＭＳＣに比べてスケジューリング制約を減らし得る対象である。
【０１１３】
　　本発明の実施例によって、ＣＳＩの変調方式は現在の報告により報告されたＣＣの個
数及びペイロード（ｐａｙｌｏａｄ）サイズのうち少なくとも一つにより決定される。
【０１１４】
　　ＣＳＩの符号化率は、変調方式及び最大４個の資源ブロック（ＣＳＩ－単独報告（Ｃ
ＳＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）の条件により決定される）で送信されるＣＳＩ情
報ビットの個数による。ＣＳＩビットの個数が十分少なければ、ＱＰＳＫであっても信頼
性のある伝送を保障することに十分である低い符号化率を提供することができる。一方、
ＣＳＩビット個数が多ければ、１６ＱＡＭは符号化率を低く維持する必要があるといえる
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。
【０１１５】
　　したがって、本発明の実施例によって、全ＣＳＩ情報ビットの臨界値ＴｂｉｔｓがＵ
ＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）におけるＣＳＩのための変調
方式を決定するために使用される。現地のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐ
ｏｒｔｉｎｇ）で送信される全ＣＳＩ情報ビットが前記Ｔｂｉｔｓより大きいか、又は同
じである場合、１６ＱＡＭが使用される。逆の場合、ＱＰＳＫが使用される。
【０１１６】
【表４】

【０１１７】
　　ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送でＣＳＩビットの総個数は、ＣＳＩ報告によ
り報告されたダウンリンクＣＣの個数及び現在報告されているダウンリンクＣＣにおける
ＣＳＩフィードバックモードにより決定される。
【０１１８】
　　例えば、２－ビットＣＳＩ報告フィールドが、２－ビットＣＳＩ報告フィールドにお
ける状態が「表１」と同様のＣＳＩ報告方式を示すように、ＲＲＣ構成されることを仮定
する。さらに、ＰＵＳＣＨフィードバックモードは、ダウンリンクＣＣ＿０及びＣＣ　１
のためにフィードバックするためのＣＳＩ情報ビット個数それぞれがＮ０＝４８及びＮ１
＝７２になるように、ダウンリンクＣＣ＿０及びＣＣ　１のために構成されることを仮定
する。もし、２－ビットＣＳＩ報告フィールドが状態『１０』を有すると、ＰＵＳＣＨで
送信されるＣＳＩ情報ビットの総個数Ｎｔｏｔａｌは１２０（＝４８＋７２）である。ま
た、ビット個数の臨界値Ｔｂｉｔｓが１００であると仮定すると、この実施例によってＣ
ＳＩのための変調方式として１６ＱＡＭが使用されると考えられる。もし、アップリンク
認可（ｇｒａｎｔ）がダウンリンクＣＣ＿０とＳＩＢ－連結された（ＳＩＢ－ｌｉｎｋｅ
ｄ）アップリンクＣＣ＿０内のＰＵＳＣＨにおける非周期的ＣＳＩ報告をトリガして、前
記アップリンク認可の２－ビットのＣＳＩ報告フィールドが状態『０１』を有すると、Ｕ
ＥはダウンリンクＣＣ＿０のためのＣＳＩ報告を送信する。さらに、ＣＳＩ情報ビット個
数がダウンリンクＣＣ＿０に対してＮ０＝４８（＜Ｔｂｉｔｓ＝１００）であれば、前記
ＵＥはＣＳＩのための変調方式としてＱＰＳＫを使用すると考えられる。
【０１１９】
　　本発明の実施例によって、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒ
ｔｉｎｇ）により報告されたダウンリンクＣＣの個数に対する臨界値ＴＣＣｓは前記ＵＣ
Ｉ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）でＣＳＩのための変調方式を決
定するために使用される。もし、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏ
ｒｔｉｎｇ）により報告されたダウンリンクＣＣの個数がＴＣＣｓより大きいか、又は同
じである場合、１６ＱＡＭが使用される。逆の場合、ＱＰＳＫが使用される。
【０１２０】
【表５】

【０１２１】
　　例えば、２－ビットＣＳＩ報告フィールドが、２－ビットＣＳＩ報告フィールドにお
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ける状態が「表１」と同様のＣＳＩ報告方式を示すように、ＲＲＣ構成されることを仮定
する。さらに、ＴＣＣｓが３であることを仮定する。もし、２－ビットＣＳＩ報告フィー
ルドが状態『１０』（ＵＥが２個のダウンリンクＣＣ、たとえば、セル０及び１のために
報告しなければならないことを示す）を有すると、ＣＳＩのための変調方式は本発明の実
施例によってＱＰＳＫになり得ると考えられる。もし、２－ビットＣＳＩ報告フィールド
が状態『１１』（ＵＥが５個のダウンリンクＣＣに対して報告しなければならないことを
示す）を有すると、ＣＳＩのための変調方式は本発明の実施例によって１６ＱＡＭになり
得るだろう。もし、アップリンク認可（ｇｒａｎｔ）がダウンリンクＣＣ＿０とＳＩＢ－
連結された（ＳＩＢ－ｌｉｎｋｅｄ）アップリンクＣＣ＿０内のＰＵＳＣＨにおける非周
期的ＣＳＩ報告をトリガして、前記アップリンク認可の２－ビットのＣＳＩ報告フィール
ドが状態『０１』を有すると、ＵＥはダウンリンクＣＣ＿０のためのＣＳＩ報告を送信す
る。さらに、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で報告
されるダウンリンクＣＣの個数がＴＣＣｓ（＝３）より少ないと、前記ＵＥはＣＳＩのた
めの変調方式としてＱＰＳＫを使用すると考えられる。
【０１２２】
　　本発明の実施例によって、ＣＳＩの変調方式はＲＲＣ構成され得る。
【０１２３】
　　本発明の実施例によって、ＣＳＩの変調方式は使用不能の伝送ブロックインデックス
により決定され得る。
【０１２４】
　　例えば、伝送ブロック‐１が使用不能であれば、ＱＰＳＫが使用される。逆の場合、
１６ＱＡＭが使用される。
【０１２５】
【表６】

【０１２６】
　　本発明の実施例によって、ＵＥがＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信すると、以下のような条件を満たすとき、前記ＵＥはＵＣＩ－単独報告（
ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０１２７】
　　―送信ランクが１であること。
　　―使用可能の伝送ブロックのＭＳＣが２９であるか、又は冗長バージョンが一つであ
ること。
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
　　―ＵＥに割り当てられた物理資源ブロックの個数ＮＰＲＢが物理資源ブロック個数の
臨界値ＴＰＲＢより小さいか又は同じであること。
【０１２８】
　　本発明の実施例によってＵＥは以下のように送信ランクが一つであることを判断する
。
【０１２９】
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで２個の階層又は２個のアンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏ
ｒｔ）まで送信するように構成される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であれば
、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで４個の階層又は４個のアンテナポートまで送信するように構成
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される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であると同時にプレコーダ情報フィール
ドは０乃至２３のうち一つであれば、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
【０１３０】
　　キャリアアグリゲーションの場合、ＰＵＳＣＨで報告されるＣＳＩビットの個数はＣ
ＳＩ報告ビットフィールドにより決定される。例えば、ＵＥが５個ＣＣ又はセル０（又は
主（ｐｒｉｍａｒｙ）セル）、セル１、セル２、セル３、セル４などの５個のサービング
セルで構成されると仮定する。また、２‐ビットＣＳＩ要請フィールドにおける状態は、
以下「表１」に示すようなＣＳＩ報告方式を示すと仮定する。
【０１３１】
　　ＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を示す物理資源ブロッ
ク個数の臨界値ＴＰＲＢが増加することによって、ＣＳＩ符号化率は減少され得るし、こ
れはキャリアアグリゲーションの場合にＣＳＩの信頼性のある伝送を保障することに有効
である。ＴＰＲＢが８である場合、ＣＳＩのための最大符号化率はＴＰＲＢが４である場
合の最大符号化率の半分に減少され得る。ＤＣＩフォーマット‐４内のＣＱＩ－単独報告
（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢを
示すために、本発明は以下のような実施例を提案する。以下の実施例によって、ただ一つ
の伝送ブロックが使用不能であることを仮定して、使用不能の伝送ブロックインデックス
はｉで表れ、ｉは１又は２である。使用可能の伝送ブロックインデックスは３－１である
。例えば、伝送ブロック‐１が使用不能であれば、伝送ブロック‐（３－１）、つまり伝
送ブロック‐２が使用可能である。
【０１３２】
　　本発明の実施例によって使用不能の伝送ブロックのＮＤＩビットが物理資源ブロック
個数の臨界値ＴＰＲＢを示すために使用される。例えば、以下と同様である。
【０１３３】
【表７】

【０１３４】
　　本発明の実施例によって、ＭＳＣ３１又はＲＶ３はＴＰＲＢが８であることを示すた
めに使用される。例えば、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）
内の物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢは以下のように決定される。
【０１３５】
【表８】

【０１３６】
　　本発明の実施例によって、物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢは現在のＣＳＩ報
告で報告されたダウンリンクＣＣの個数及びペイロードサイズのうち少なくとも一つによ
り決定される。
【０１３７】
　　本発明の実施例によって、全ＣＳＩ情報ビットの臨界値ＴｂｉｔｓはＵＣＩ－単独報
告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）における物理資源ブロック個数の臨界値Ｔ

ＰＲＢを決定するために使用される。もし、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ
　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で送信される全ＣＳＩ情報ビットがＴｂｉｔｓより少ないと、Ｔ
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ＰＲＢは４である。逆の場合、ＴＰＲＢは４より大きい。例えば、現在のＵＣＩ－単独報
告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で送信される全ＣＳＩ情報ビットがＴｂｉ

ｔｓより少ないと、ＴＰＲＢは４である。逆の場合、ＴＰＲＢは８である。
【０１３８】
【表９】

【０１３９】
　　他の実施例によれば、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉ
ｎｇ）で送信される全ＣＳＩ情報ビットがＴｂｉｔｓより少ないと、ＴＰＲＢは４である
。逆の場合、ＴＰＲＢは２０である。
【０１４０】

【表１０】

【０１４１】
　　本発明の実施例によると、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒ
ｔｉｎｇ）で報告されるダウンリンクＣＣ個数の臨界値ＴＣＣｓはＵＣＩ－単独報告（Ｕ
ＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）における物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢ

を決定するために使用される。もし、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅ
ｐｏｒｔｉｎｇ）で報告されるダウンリンクＣＣ個数がＴＣＣｓより少ないと、ＴＰＲＢ

は４である。逆の場合、ＴＰＲＢは４より大きい。一例として、現在のＵＣＩ－単独報告
（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で報告されるダウンリンクＣＣ個数がＴＣＣ

ｓより少ないと、ＴＰＲＢは４である。逆の場合、ＴＰＲＢは８である。一実施例によっ
て、ＴＣＣｓは２であってもよい。
【０１４２】
【表１１】

【０１４３】
　　他の例として、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）
で報告されるダウンリンクＣＣ個数がＴＣＣｓより少ないと、ＴＰＲＢは４である。逆の
場合、ＴＰＲＢは２０である。一実施例によって、ＴＣＣｓは２であってもよい。
【０１４４】

【表１２】

【０１４５】
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　　本発明の実施例によって、物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢはＲＲＣ構成され
ることができる。
【０１４６】
　　本発明の実施例によって、物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢは以下のような「
表１３」に示すように使用不能の伝送ブロックにより決定されることができる。
【０１４７】
　　例えば、伝送ブロック＿１が使用不能であれば、ＱＰＳＫが使用される。逆の場合、
１６ＱＡＭが使用される。
【０１４８】
【表１３】

【０１４９】
　　本発明の実施例によって、ＵＥはＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信して、前記ＵＥは以下の条件を満足すると、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－
ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０１５０】
　　―送信ランクが１であること。
　　―使用可能の伝送ブロックのＭＳＣが２９であるか、又は冗長バージョンが一つであ
ること。
【０１５１】
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
　　―ＵＥに割り当てられた物理資源ブロックの個数ＮＰＲＢが物理資源ブロック個数の
臨界値ＴＰＲＢより小さくか又は同じであること。
【０１５２】
　　本発明の実施例によって、ＣＳＩ変調のために使用される変調方式は、本発明で提案
する多様な実施例のうち何れによっても決定され得るし、ＴＰＲＢも本発明で提案する多
様な実施例のうち何れによっても決定され得る。
【０１５３】
　　一例として、ＣＳＩ変調方式は使用不能の伝送ブロックのＮＤＩビットにより示して
、ＴＰＲＢは以下の「表１４」及び「表１５」に示すように使用不能の伝送ブロックイン
デックスにより決定される。
【０１５４】
【表１４】

【０１５５】
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【表１５】

【０１５６】
　　他の例として、ＣＳＩ変調方式及びＴＰＲＢは一つのコードポイント（ｃｏｄｅｐｏ
ｉｎｔ）により、例えば、下記の「表１６」に示すように使用不能の伝送ブロックのＮＤ
Ｉ、共同に（ｊｏｉｎｔｌｙ）示され得る。
【０１５７】

【表１６】

【０１５８】
　　本発明の実施例によって、ＵＥはＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐０／０Ａを受信するとき、前記ＵＥは以下の条件を満足するとＵＣＩ－単独報告（
ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０１５９】
　　―使用可能の伝送ブロックのＭＳＣが２９であるか、又は冗長バージョンが一つであ
ること。
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
　　―ＵＥに割り当てられた物理資源ブロックの個数ＮＰＲＢが物理資源ブロック個数の
臨界値ＴＰＲＢより小さいか又は同じであること。
【０１６０】
　　本発明の実施例によって、ＵＥはＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信して、前記ＵＥは以下の条件を満足すると、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－
ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０１６１】
　　―送信ランクが１であること。
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０ではないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成
されると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一
方、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１であ
ることを意味する。
　　―使用不能の伝送ブロックのＮＤＩが１であること。
【０１６２】
　　ＤＣＩフォーマット‐４で、ただ一つのコードワードのみが使用可能であれば、使用
不能の伝送ブロックのＮＤＩビットは何れの情報も伝達しない。よって、使用不能の伝送
ブロックのＮＤＩビットは、ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送を示すこととは異な
る目的として使用され得る。この場合、ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送を決定す
るために満足しなければならない条件の個数が少ないだけに、この方式は他の実施例と比
べて単純である。また他の長所はＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送は、資源ブロッ
ク割り当ての少ない個数（例：最大４資源ブロック）を有するＰＵＳＣＨ内でそれ以上の
制限されないことである。
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【０１６３】
　　ただ一つの伝送ブロックが使用不能であることを仮定し、使用不能の伝送ブロックイ
ンデックスはｉで表れ、ｉは１又は２である。使用可能の伝送ブロックインデックスは３
－ｉになる。
【０１６４】
　　ＵＥは以下のように送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで２個の階層又は２個アンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏｒ
ｔ）まで送信するように構成される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であれば、
前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで４個の階層又は４個アンテナポートまで送信するように構成さ
れる場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であると同時にプレコーダ情報フィールド
は０乃至２３のうち一つであれば、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
【０１６５】
　　ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送でＣＳＩの変調方式を示すために、本発明で
提案する何れの実施例も使用されることができる。さらに、変調方式を示すために以下で
説明される実施例が使用され得る。
【０１６６】
　　使用可能の伝送ブロックのＭＳＣフィールドは、ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）
伝送でＣＳＩのための変調方式を示す。
【０１６７】
　　一例として、ＣＳＩの変調次数は下記の「表１７」と同様に決定される。
【０１６８】
【表１７】

【０１６９】
　　他の例として、ＣＳＩの変調次数はＲ１－１０６５５７（『Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．
３６．２１３』、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）の表８．６．１－１のＭＣＳフィールド
により示される変調次数により決定されることができる。言い換えると、ＣＳＩの変調次
数は下記の「表１８」のように決定される。
【０１７０】
【表１８】

【０１７１】
　　他の例として、５‐ビットの使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドのうち一つ
のビットが変調次数を示す。もし、５‐ビットの使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィー
ルドのＭＳＢ（ｍｏｓｔ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｂｉｔ）が前記変調次数を示すため
に使用されると、「表１９」が使用される。
【０１７２】
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【表１９】

【０１７３】
　　さらに、使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドは、現在のＵＣＩ－単独報告（
ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で報告されるＵＣＩコンテンツ（ｃｏｎｔｅｎ
ｔｓ）及び変調方式を共同に（ｊｏｉｎｔｌｙ）示すことに使用され得る。ここで、ＵＣ
Ｉコンテンツは現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で報
告されるダウンリンクＣＣ（又はサービングセル）の識別情報（ｉｄｅｎｔｉｔｉｅｓ）
及び個数、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で如何に
多いＨＡＲＱ－ＡＣＫビット及び如何に多いＲＩビットがピギーバック（ｐｉｇｇｙｂａ
ｃｋ）されるべきであるかなどを含む。
【０１７４】
　　一例として、使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドは「表２０」に示すように
ＵＣＩコンテンツ及び変調次数を示す。
【０１７５】

【表２０】

【０１７６】
　　他の例として、５‐ビットの使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドのうち一つ
のビットが変調次数を示して、５－ビットの使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールド
の他の一つのビットがＵＣＩコンテンツを示す。５‐ビットの使用可能の伝送ブロックの
ＭＣＳフィールドのＭＳＢが変調次数を示すために使用されて、５－ビットの使用可能の
伝送ブロックのＭＣＳフィールドの２番目のＭＳＢがＵＣＩコンテンツを示すことに使用
されると、下記のように変調次数を示すための「表２１」が使用される。
【０１７７】
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【表２１】

【０１７８】
　　また、ＵＣＩコンテンツを示すために下記の「表２２」が使用される。
【０１７９】
【表２２】

【０１８０】
　　本発明の実施例によって、ＵＥはＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信して、前記ＵＥは以下の条件を満足すると、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－
ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０１８１】
　　―送信ランクが１であること。
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
【０１８２】
　　―使用不能の伝送ブロックのＮＤＩビットが１であること。
　　―ＵＥに割り当てられた物理資源ブロックの個数ＮＰＲＢが物理資源ブロック個数の
臨界値ＴＰＲＢより小さいか又は同じであること。
【０１８３】
　　ＤＣＩフォーマット‐４で、ただ一つのコードワードのみが使用可能であれば、使用
不能の伝送ブロックのＮＤＩビットは何れの情報も伝達しない。したがって、使用不能の
伝送ブロックのＮＤＩビットは、ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送を示すような異
なる目的として使用され得る。この場合、ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送を認知
するために満足しなければならない条件の個数が少ないだけに、この方式は他の実施例と
比べて単純である。また他の長所はＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送は、資源ブロ
ック割り当ての少ない個数（例：最大４資源ブロック）を有するＰＵＳＣＨ内でそれ以上
の制限はないことである。
【０１８４】
　　本発明の実施例によってただ一つの伝送ブロックが使用不能であることを仮定する。
使用不能の伝送ブロックインデックスをｉと表れ、ｉは１又は２である。使用可能の伝送
ブロックインデックスは３－ｉになる。本発明の実施例によって使用不能の伝送ブロック
のＮＤＩは下記の「表２３」のような状態を示すと考えられる。
【０１８５】
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【０１８６】
　　本発明の実施例によってＵＥは以下のように送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで２個の階層又は２個のアンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏ
ｒｔ）まで送信するように構成される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であれば
、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで４個の階層又は４個のアンテナポートまで送信するように構成
される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であると同時にプレコーダ情報フィール
ドは０乃至２３のうち一つであれば、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
【０１８７】
　　ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送でＣＳＩの変調方式を示すために、上述した
何れの実施例も使用されることができる。
【０１８８】
　　さらに、使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドは、現在のＵＣＩ－単独報告（
ＵＣＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で報告されるＵＣＩコンテンツ、変調方式、物
理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢを共同に示すために使用され得る。ここで、ＵＣＩ
コンテンツは現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で報告
されるダウンリンクＣＣ（又はサービングセル）の識別情報（ｉｄｅｎｔｉｔｉｅｓ）及
び個数、現在のＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ　ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）で如何に多
いＨＡＲＱ－ＡＣＫビット及び如何に多いＲＩビットがピギーバック（ｐｉｇｇｙｂａｃ
ｋ）されるべきであるかなどを含む。
【０１８９】
　　一例として、使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドは「表２４」に示すように
ＵＣＩコンテンツを示す。
【０１９０】
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【表２４】

【０１９１】
　　他の例として、５‐ビットの使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドの一つのビ
ットは変調次数を示して、５－ビットの使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドの他
の一つのビットはＵＣＩコンテンツを示して、５－ビットの使用可能の伝送ブロックのＭ
ＣＳフィールドのまた他の一つのビットは物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢを示す
。５‐ビットの使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドのＭＳＢが変調次数を示すた
めに使用されて、５－ビットの使用可能の伝送ブロックのＭＣＳフィールドの２番目のＭ
ＳＢがＵＣＩコンテンツを示すために使用されて、５－ビットの使用可能の伝送ブロック
のＭＣＳフィールドの３番目のＭＳＢが物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢを示すた
めに使用されると、変調次数を示すために下記「表２５」が使用される。
【０１９２】
【表２５】

【０１９３】
　　また、ＵＣＩコンテンツを示すために下記の「表２６」が使用される。
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【０１９４】
【表２６】

【０１９５】
　　物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢを示すために下記に「表２７」が使用される
。
【０１９６】

【表２７】

【０１９７】
　　本発明の実施例によって、ＵＥはＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信して、前記ＵＥは以下の条件を満足すると、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣＩ－
ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０１９８】
　　―両方の全ての伝送ブロックが使用不能であること。
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
【０１９９】
　　本発明の実施例によって、両方の全ての伝送ブロックが使用不能であっても一つのコ
ードワード（例：コードワード０（ＣＷ０））が使用可能のコードワードでＵＣＩを伝達
することが可能である。したがって、ＵＥは、例えば、プレコーダ情報フィールドからＴ
ＰＭＩ（ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ）を決定するために、Ｒ１－１０６５５７（『Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏ
ｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３
』、Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１０）のＴＰＭＩ表５．３．３．１．８－２及び５．３．３
．１．８－３で使用可能のコードワードのための一つの列（ｃｏｌｕｍｎ）を読取る。
【０２００】
　　ＣＳＩ変調のための変調方式は本発明が提案する何れの実施例によって決定されても
よく、ＴＰＲＢも本発明が提案する何れの実施例によって決定されてもよい。
【０２０１】
　　さらに、両方の全ての伝送ブロックが使用不能であると、両方の全てのＮＤＩビット
が何れの情報も伝達しない。したがって、一つのＮＤＩビットはＣＳＩ変調方式を示すた
めに使用され得る。
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【０２０２】
　　一例として、ＮＤＩ＿１は下記の「表２８」のようにＣＳＩ変調方式を示す。
【０２０３】
【表２８】

【０２０４】
　　本発明の実施例によって、ＵＥはＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信するとき、前記ＵＥは以下の条件を満足すると、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣ
Ｉ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０２０５】
　　―両方の全ての伝送ブロックが使用不能であること。
　　―送信ランクが一つであること。
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
【０２０６】
　　本発明の実施例によって、両方の全ての伝送ブロックが使用不能であっても一つのコ
ードワード（例：コードワード０）が使用可能のコードワードでＵＣＩを伝達することが
可能である。それで、ＵＥは、例えば、プレコーダ情報フィールドからＴＰＭＩを決定す
るために、Ｒ１－１０６５５７（『Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　
Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３』、Ｄｅｃｅｍ
ｂｅｒ　２０１０）のＴＰＭＩ表５．３．３．１．８－２及び５．３．３．１．８－３で
使用可能のコードワードのための一つの列（ｃｏｌｕｍｎ）を読取る。
【０２０７】
　　本発明の実施例によってＵＥは以下のように送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで２個の階層又は２個のアンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏ
ｒｔ）まで送信するように構成される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であれば
、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで４個の階層又は４個のアンテナポートまで送信するように構成
される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であると同時にプレコーダ情報フィール
ドは０乃至２３のうち一つであれば、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。　
【０２０８】
　　本発明の実施例によって、ＵＥはＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信するとき、前記ＵＥは以下の条件を満足すると、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣ
Ｉ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０２０９】
　　―両方の全ての伝送ブロックが使用不能であること。
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
　　―ＵＥに割り当てられた物理資源ブロックの個数ＮＰＲＢが物理資源ブロック個数の
臨界値ＴＰＲＢより小さいか又は同じであること。
【０２１０】
　　本発明の実施例によって、両方の全ての伝送ブロックが使用不能であっても一つのコ
ードワード（例：コードワード０）が使用可能のコードワードでＵＣＩを伝達することが
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可能である。したがって、ＵＥは、例えば、プレコーダ情報フィールドからＴＰＭＩを決
定するために、Ｒ１－１０６５５７（『Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　３ＧＰ
Ｐ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．３６．２１３』、Ｄｅｃ
ｅｍｂｅｒ　２０１０）のＴＰＭＩ表５．３．３．１．８－２及び５．３．３．１．８－
３で使用可能のコードワードのための一つの列（ｃｏｌｕｍｎ）を読取る。
【０２１１】
　　ＣＳＩ変調のための変調方式は本発明が提案する何れの実施例によって決定されても
よく、ＴＰＲＢも本発明が提案する何れの実施例によって決定されてもよい。
【０２１２】
　　さらに、両方の全ての伝送ブロックが使用不能であると、両方の全てのＮＤＩビット
が何れの情報も伝達しない。したがって、一つのＮＤＩビットはＣＳＩ変調方式を示すた
めに使用されて、他のＮＤＩビットは資源ブロック個数の臨界値を示すために使用され得
る。
【０２１３】
　　一例として、ＮＤＩ＿１は下記の「表２９」のようにＣＳＩ変調方式を示す。
【０２１４】
【表２９】

【０２１５】
　　同時に、ＮＤＩ＿２は下記の「表３０」のように物理資源ブロック個数の臨界値を示
す。
【０２１６】
【表３０】

【０２１７】
　　本発明の実施例によって、ＵＥはＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信するとき、前記ＵＥは以下の条件を満足すると、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣ
Ｉ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０２１８】
　　―伝送ブロック＿１が使用不能で、送信ランクが１であること。
　　―伝送ブロック＿２のＭＳＣ、つまり使用可能の伝送ブロックのＭＳＣが２９である
か、又は冗長バージョンが一つであること。
【０２１９】
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
　　―ＵＥに割り当てられた物理資源ブロックの個数ＮＰＲＢが４より小さいか又は同じ
であること。
【０２２０】
　　本発明の実施例によってＵＥは以下のように送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで２個の階層又は２個のアンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏ
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ｒｔ）まで送信するように構成される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であれば
、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで４個の階層又は４個のアンテナポートまで送信するように構成
される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であると同時にプレコーダ情報フィール
ドは０乃至２３のうち一つであれば、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
【０２２１】
　　ＣＳＩ変調のための変調方式は本発明が提案する何れの実施例によって決定されても
よく、ＴＰＲＢも本発明が提案する何れの実施例によって決定されてもよい。
【０２２２】
　　本発明の実施例によって、ＵＥはＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ット‐４を受信するとき、前記ＵＥは以下の条件を満足すると、ＵＣＩ－単独報告（ＵＣ
Ｉ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を決定する。
【０２２３】
　　―伝送ブロック＿２が使用不能で、送信ランクが１であること。
　　―伝送ブロック＿１のＭＳＣ、つまり使用可能の伝送ブロックのＭＳＣが２９である
か、又は冗長バージョンが一つであること。
【０２２４】
　　―ＣＳＩ要請フィールドが０でないこと。もし、キャリアアグリゲーションが構成さ
れると、これはＣＳＩ要請フィールドが０１、１０又は１１であることを意味する。一方
、キャリアアグリゲーションが構成されないと、これはＣＳＩ要請フィールドが１である
ことを意味する。
　　―ＵＥに割り当てられた物理資源ブロックの個数ＮＰＲＢが４より小さいか又は同じ
であること。
【０２２５】
　　本発明の実施例によってＵＥは以下のように送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで２個の階層又は２個のアンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏ
ｒｔ）まで送信するように構成される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であれば
、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
　　―ＵＥがＰＵＳＣＨで４個の階層又は４個のアンテナポートまで送信するように構成
される場合、ただ一つの伝送ブロックが使用不能であると同時にプレコーダ情報フィール
ドは０乃至２３のうち一つであれば、前記ＵＥは送信ランクが一つであると決定する。
【０２２６】
　　ＣＳＩ変調のための変調方式は本発明が提案する何れの実施例によって決定されても
よく、ＴＰＲＢも本発明が提案する何れの実施例によって決定されてもよい。
【０２２７】
　　本発明の実施例によって、ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送におけるＣＳＩの
変調方式はＵＣＩ単独伝送をトリガするＤＣＩフォーマットにより決定される。例えば、
下記の「表３１」に示されるように、ＤＣＩフォーマット‐０／０ＡがＵＣＩ－単独（Ｕ
ＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送をトリガすると、ＱＰＳＫがＵＣＩの変調方式のために使用される
。ＤＣＩフォーマット‐４がＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送をトリガすると、１
６ＱＡＭがＵＣＩ変調方式のために使用される。
【０２２８】
【表３１】
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【０２２９】
　　本発明の実施例によって、ＣＱＩ／ＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）がＭＩＭＯアップリンクサブフレームでアップリンクに送信されるＮ
ｓ個の階層（ｌａｙｅｒ）のサブセット（ｓｕｂｓｅｔ）にマッピング／割り当てられる
。サブセットのサイズＮｓはＮで表す階層の総個数より少ないか同じである。
【０２３０】
　　階層のサブセットは（１）コードワードの個数、（２）階層へのコードワードマッピ
ング構造、（３）最高の初期伝送（ｉｎｉｔｉａｌ－ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）ＭＳＣ
値を使用するコードワードなどによってＵＥに暗示され得る。例えば、Ｎが４であり階層
１，２がコードワード１伝送のために使用されて、階層３，４がコードワード２伝送のた
めに使用される場合、伝送ブロック＿１の初期伝送で伝送ブロック＿１のために使用され
るＭＣＳであるＩ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌが伝送ブロック＿２の初期伝送で使用さ
れるＭＣＳであるＩ（２）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌより大きければ、ＵＥはより良い（ｂ
ｅｔｔｅｒ）初期ＭＣＳを有する階層である、階層１及び２でＵＣＩを送信することを決
定する。
【０２３１】
　　本発明の実施例によって、２個の伝送ブロック（コードワード）のための初期伝送Ｍ
ＣＳであるＩ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ及びＩ（２）
ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌは以下

のような手順に従って決定される。
【０２３２】
　　―端末はＤＣＩ　０ＢでＭＣＳ１　Ｉ（１）

ＭＣＳを読取る。もし、伝送ブロック＿
１が最初（ｆｉｒｓｔ　ｔｉｍｅ）に送信される場合、つまり、Ｉ（１）

ＭＣＳ＜２９で
あれば、ＵＥは伝送ブロック＿１のための初期伝送ＭＣＳをＩ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉ

ａｌ＝Ｉ（１）
ＭＣＳに設定する。逆の場合、つまり、Ｉ（１）

ＭＣＳ≧２９であれば、
ＵＥはＩ（１）

ＭＣＳ＜２９を利用する伝送ブロック＿１のための最新（ｌａｔｅｓｔ）
ＰＤＣＣＨで伝送されたＤＣＩから伝送ブロック＿１のための初期伝送ＭＣＳ　Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌを決定する。
【０２３３】
　　―端末はＤＣＩ　０ＢでＭＣＳ２　Ｉ（２）

ＭＣＳを読取る。もし、伝送ブロック＿
２が最初（ｆｉｒｓｔ　ｔｉｍｅ）に送信される場合、つまり、Ｉ（２）

ＭＣＳ＜２９で
あれば、ＵＥは伝送ブロック＿２のための初期伝送ＭＣＳをＩ（２）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉ

ａｌ＝Ｉ（２）
ＭＣＳに設定する。逆の場合、つまり、Ｉ（２）

ＭＣＳ≧２９であれば、
ＵＥはＩ（２）

ＭＣＳ＜２９を利用する伝送ブロック＿２のための最近の（ｌａｔｅｓｔ
）ＰＤＣＣＨで伝送されたＤＣＩから伝送ブロック＿２のための初期伝送ＭＣＳ　Ｉ（２

）
ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌを決定する。

【０２３４】
　　これによって、一つのコードワード伝送において、ＵＣＩはコードワードの階層にマ
ッピングされる。アップリンク認可により示されるお互い異なるＭＣＳ値を有する２個の
コードワードにおいて、ＵＣＩは最高の初期ＭＳＣ値を有するコードワードの階層にマッ
ピングされる。
【０２３５】
　　さらに、２個のコードワードが同じＭＣＳを有する場合に対して、以下のような方式
が提供される。
【０２３６】
　　―方法１：ＵＥはコードワード及び階層間のマッピング表によって、常に階層０にマ
ッピングされるか又は階層０及び１にマッピングされる、コードワード０（又は第１コー
ドワード）にＵＣＩをマッピングする。
　　―方法２：ＵＥは、常にコードワード１（又は第２コードワード）にＵＣＩをマッピ
ングする。
　　―方法３：ＵＥは、ランク３（３階層）伝送の場合にコードワード１（又は第２コー



(36) JP 5781605 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

ドワード）にＵＣＩをマッピングして、他のランク送信の場合にコードワード０にＵＣＩ
をマッピングする。ランク３の場合が特別に扱われる理由は、ランク３の場合にコードワ
ード０が階層０にマッピングされて、コードワード１が階層１及び２にマッピングされる
ためである。したがって、ＵＣＩ伝送のためのより多い資源が提供されるので、ＵＣＩを
２－階層伝送を有するコードワードにマッピングすることが好ましい。
【０２３７】
　　本発明の実施例において、説明の便宜上、アップリンクＭＩＭＯ　ＳＭ　ＤＣＩフォ
ーマットの一設計例を使用するＣＱＩ－単独（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ）要請シグナリング法、
つまり、ＤＣＩフォーマット‐０Ｂが説明される。しかし、発明の技術的思想から外れる
ことなくＤＣＩフォーマット‐０Ｂの他の設計も本発明に同じく適用できることは当該技
術分野の通常の技術者に自明なことである。
【０２３８】
　　ＣＱＩ－単独（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ）要請がＵＥにシグナリングされると、ＵＥはＣＱ
Ｉ／ＰＭＩを伝達するコードワード内のアップリンクＳＣＨのための伝送ブロックを送信
せず（又はしないで）、コードワードのためのＵＣＩ（アップリンクデータ含まず）を送
信する。
【０２３９】
　　ＤＣＩフォーマット‐０Ｂは以下のようなＩＥを含む。
　　―ＰＭＩ／ＲＩ：２－Ｔｘ　ＵＥの場合は１ビット、４－Ｔｘ　ＵＥの場合は５ビッ
ト。
　　―ＮＤＩ＿１：１ビット。
　　―コードワード０のためのＭＳＣ１　ＩＥ（ＭＣＳ１　ＩＥ　ｆｏｒ　ＣＷ０）Ｉ（

１）
ＭＣＳ：５ビット。

　　－ＮＤＩ＿２－１ビット。
　　―コードワード１のためのＭＳＣ２　ＩＥ（ＭＣＳ２　ＩＥ　ｆｏｒ　ＣＷ１）Ｉ（

２）
ＭＣＳ：５ビット。

【０２４０】
　　ＬＴＥ－Ａリリース‐１０（Ｒｅｌ－１０　ＬＴＥ－Ａ）で、キャリアアグリゲーシ
ョン及び拡張された（ｅｎｈａｎｃｅｄ）ＭＩＭＯ　ＣＱＩ／ＰＭＩフィードバックが考
慮される場合、サブフレームで送信されるＣＱＩ／ＰＭＩ情報ビットの個数はＬＴＥリリ
ース８／９に比べて著しく多い。ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送のスペクトル効
率（ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）を増加させるために、２個の選択事項（
ｏｐｔｉｏｎｓ）が考慮され得る。
【０２４１】
　　選択事項＿１（Ｏｐｔｉｏｎ　１）：ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送のため
の高次数（ｈｉｇｈｔｅｒ－ｏｒｄｅｒ）変調を許容。
　　選択事項＿２（Ｏｐｔｉｏｎ　２）：ＵＣＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）伝送のため
の多重‐コードワード（ｍｕｌｔｉ－ＣＷ）伝送を許容。
【０２４２】
　　本発明の実施例によると、ＬＴＥ－ＡでＣＱＩ－単独（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ）要請は、
ＵＥに伝達される（ｉｎｔｅｎｄｅｄ）ＤＣＩ－０Ｂ内のＩＥが下記の３個の条件を満足
する場合に、ＵＥに示される。
【０２４３】
　　条件１：少なくとも一つのＭＣＳ　ＩＥが２９（例：Ｉ（１）

ＭＣＳ＝２９、Ｉ（２

）
ＭＣＳ＝２９、またはＩ（１）

ＭＣＳ＝Ｉ（２）
ＭＣＳ＝２９）

　　条件２：ＣＱＩ要請＝１
　　条件３：ＮＰＲＢ＞ＴＰＲＢ。
【０２４４】
　　ＣＱＩ報告で伝達される情報ビットの個数は、ＣＱＩ報告により報告されるダウンリ
ンクＣＣの個数に依存することがある。それで、ＣＱＩ－単独報告（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ　
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ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を示す物理資源ブロック個数の臨界値はダウンリンクＣＣの個数に
よって調節される必要がある。さらに、ＣＱＩ－単独報告（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ　ｒｅｐｏ
ｒｔｉｎｇ）内の符号化されたビットの個数はＣＱＩ－単独報告（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ　ｒ
ｅｐｏｒｔｉｎｇ）のために使用される個数係数及び変調次数による。
【０２４５】
　　本発明の実施例によって、前記条件３の物理資源ブロック個数の臨界値ＴＰＲＢはＣ
ＱＩ報告により報告されるダウンリンクＣＣの個数ＮＤＬＣＣ、変調次数Ｑｍ∈｛２，４
，６｝、ＣＱＩ報告差送信される階層の個数ＬＣＱＩのうち少なくとも一つの関数で定め
られる。例えば、以下のようである。
【０２４６】
　　ＴＰＲＢ＝４ＮＤＬＣＣ／（Ｑｍ／２）ＬＣＱＩ

　　ＴＰＲＢ＝４ＮＤＬＣＣ

　　ＴＰＲＢ＝４ＮＤＬＣＣ／（Ｑｍ／２）、及び
　　ＴＰＲＢ＝４ＮＤＬＣＣ／ＬＣＱＩ

【０２４７】
　　本発明の実施例によると、ＵＥがＣＱＩ要請が１であるサブフレームで１コードワー
ド伝送を示すＤＣＩ－０Ｂを受信すると、ＣＱＩ／ＰＭＩは第１コードワード、つまり、
コードワード０で送信される。一方、ＵＥがＣＱＩ要請が１であるサブフレームで２コー
ドワード伝送を示すＤＣＩ－０Ｂを受信すると、ＵＥはＣＱＩを送信するためのコードワ
ードを識別しなければならない。以下、本発明は２コードワード送信の場合にＵＥにＣＱ
Ｉを送信するためのコードワードを示す方案を説明する。
【０２４８】
　　ＵＥがサブフレームで２コードワード（伝送ブロック）伝送を示すＤＣＩ－０Ｂを受
信して、ＤＣＩ－０ＢでＣＱＩ要請が１であると、前記ＵＥは以下の方法に従ってコード
ワードの一つでＣＱＩ／ＰＭＩを送信する。
【０２４９】
　　先ず、ＵＥは本発明の実施例で説明される手順に従って２個の伝送ブロック（コード
ワード）のための初期伝送Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ及びＩ（２）
ＭＣＳ．ｉｎｉ

ｔｉａｌを決定する。
【０２５０】
　　ＮＰＲＢ＞ＴＰＲＢであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩを伝達するためのコードワードは２個
の伝送ブロック（または２個のコードワード）の初期伝送のための２個のＭＣＳを比較す
ることによって決定される。２個のＭＣＳがお互い異なる場合、高い初期伝送ＭＣＳを有
するコードワードがＣＱＩ／ＰＭＩを伝達する。２個のＭＣＳが同じである場合、コード
ワード０がＣＱＩ／ＰＭＩを伝達する。この動作は下記のようにＵＥで行われることがで
きる。
【０２５１】
　　―伝送ブロック＿１がコードワード０で送信されて、伝送ブロック＿２がコードワー
ド１で送信される場合を考慮するとき、Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ≧Ｉ（２）
ＭＣ

Ｓ．ｉｎｉｔｉａｌであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩはコードワード０で送信される。Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ＜Ｉ（２）
ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩは

ＣＷ１で送信される。
【０２５２】
　　―伝送ブロック＿１がコードワード１で送信されて、伝送ブロック＿２がコードワー
ド０で送信される場合を考慮するとき、Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ≦Ｉ（２）
ＭＣ

Ｓ．ｉｎｉｔｉａｌであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩはコードワード０で送信される。Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ＞Ｉ（２）
ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩは

ＣＷ１で送信される。
【０２５３】
　　ＮＰＲＢ＜ＴＰＲＢであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩを伝達するコードワードはＩ（１）

Ｍ
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ＣＳ及びＩ（２）
ＭＣＳのうち少なくとも一つが２９であるか否かに依存して決定される

。
【０２５４】
　　Ｉ（１）

ＭＣＳ及びＩ（２）
ＭＣＳ両方が２９でない場合、ＣＱＩ／ＰＭＩはより高

い初期伝送ＭＣＳを有するコードワードで送信される。
【０２５５】
　　―伝送ブロック＿１がコードワード０で送信されて、伝送ブロック＿２がコードワー
ド１で送信される場合を考慮するとき、Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ≧Ｉ（２）
ＭＣ

Ｓ．ｉｎｉｔｉａｌであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩはコードワード０で送信される。Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ＜Ｉ（２）
ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩは

ＣＷ１で送信される。
【０２５６】
　　―伝送ブロック＿１がコードワード１で送信されて、伝送ブロック＿２がコードワー
ド０で送信される場合を考慮するとき、Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ≦Ｉ（２）
ＭＣ

Ｓ．ｉｎｉｔｉａｌであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩはコードワード０で送信される。Ｉ（１）

ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌ＞Ｉ（２）
ＭＣＳ．ｉｎｉｔｉａｌであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩは

ＣＷ１で送信される。
【０２５７】
　　Ｉ（１）

ＭＣＳまたはＩ（２）
ＭＣＳが２９である場合、ＣＱＩ／ＰＭＩはＭＳＣ　

ＩＥインデックス２９を有するコードワードで送信される。
【０２５８】
　　―伝送ブロック＿１がコードワード０で送信されて、伝送ブロック＿２がコードワー
ド１で送信される場合を考慮するとき、Ｉ（１）

ＭＣＳ＝２９でＩ（２）
ＭＣＳ≠２９で

あれば、ＣＱＩ／ＰＭＩはコードワード０で送信される。Ｉ（１）
ＭＣＳ≠２９でＩ（２

）
ＭＣＳ＝２９であれば、ＣＱＩ／ＰＭＩはＣＷ１で送信される。

【０２５９】
　　―伝送ブロック＿１がコードワード１で送信されて、伝送ブロック＿２がコードワー
ド０で送信される場合を考慮するとき、Ｉ（１）

ＭＣＳ＝２９でＩ（２）
ＭＣＳ≠２９で

あれば、ＣＱＩ／ＰＭＩはコードワード１で送信される。Ｉ（１）
ＭＣＳ≠２９でＩ（２

）
ＭＣＳ＝２９であれば、ＣＱＩ／ＰＭＩはコードワード０で送信される。

【０２６０】
　　Ｉ（１）

ＭＣＳ及びＩ（２）
ＭＣＳ両方が２９である場合、ＣＱＩ／ＰＭＩを伝達す

るために以下のような何れの選択事項が提供される。
【０２６１】
　　選択事項＿１：ＣＱＩ／ＰＭＩは固定されたコードワード、例えば、コードワード０
で送信される。ＣＱＩ／ＰＭＩを伝達しない他のコードワードで、アップリンクデータ（
又は伝送ブロック）はＭＣＳ　ＩＥインデックス２９及び冗長バージョン１に送信される
。
【０２６２】
　　選択事項＿２：ＣＱＩ／ＰＭＩは両方全てのコードワードに送信されて、ＣＱＩ／Ｐ
ＭＩ情報ビットは各々符号化され２個のコードワードにマッピングされる。
【０２６３】
　　選択事項＿３：ＣＱＩ／ＰＭＩは両方全てのコードワードに送信されて、ＣＱＩ／Ｐ
ＭＩ変調シンボルは２個のコードワードの階層に分離される。
【０２６４】
　　上述したマッピングのための３個の選択事項間の転換のための上位階層構成を有する
ことが可能である。以下の実施例で、説明の便宜上、前記選択事項＿１がどのように変調
方式がＤＣＩフォーマット‐０Ｂにより示されるかを説明するための例示として使用され
る。
【０２６５】
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　　本発明の実施例によると、ＵＥがＣＱＩ‐単独（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ）要請を示すＤＣ
Ｉ－０Ｂを受信すると、例えば、前記条件１，２，３（ＮＰＲＢ＜ＴＰＲＢ、ＣＱＩ要請
＝１、少なくとも一つのＭＣＳインデックスが２９）が満足されると、ＣＱＩ／ＰＭＩの
変調次数はＤＣＩフォーマットのＣＳＩ　ＩＥにより決定される。もしＣＳＩ値がサブセ
ット１に含まれると、一つの変調次数が示される。もしＣＳＩ値がサブセット２に含まれ
ると、他の一つの変調次数が上述した選択事項＿１に対して示され、例えば、下記の「表
３２」のようである。
【０２６６】
【表３２】

【０２６７】
　　本発明の実施例によると、ＵＥがＣＱＩ‐単独（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ）要請を示すＤＣ
Ｉ－０Ｂを受信すると、例えば、前記条件１，２，３（ＮＰＲＢ≦ＴＰＲＢ、ＣＱＩ要請
＝１、少なくとも一つのＭＣＳインデックスが２９）が満足されると、ＣＱＩ／ＰＭＩの
変調次数は以下のような規則（ｒｕｌｅ）によって決定される。
【０２６８】
　　―もしＤＣＩフォーマット‐０Ｂがただ１伝送ブロック（コードワード）が使用可能
であることを示すと（当るコードワードでデータ伝送ブロックが送信されないで、ただＵ
ＣＩが送信されることにもかかわらず）、使用可能の伝送ブロックのＮＤＩビットはＣＱ
Ｉ／ＰＭＩの変調方式を示すために使用される。
【０２６９】
　　―逆の場合、もしＤＣＩフォーマット‐０Ｂ両方すべての伝送ブロック（コードワー
ド）が使用可能であることを示すと（コードワードのうち一つからデータ伝送ブロックが
送信されないで、ただ当るコードワードからただＵＣＩが送信されることにもかかわらず
）、更なる規則が適用される。
【０２７０】
　　―もしただ一つの伝送ブロックのＭＣＳインデックスが２９であれば、当る伝送ブロ
ックのＮＤＩ変調方式を示すために使用される。
　　―もし両方全ての伝送ブロックのＭＣＳインデックスが２９であれば、２つ選択事項
が存在する。選択事項＿１の場合、第１伝送ブロックのＮＤＩは常にＣＱＩ／ＰＭＩの変
調方式を示すために使用される。選択事項＿２の場合、第２伝送ブロックのＮＤＩは常に
ＣＱＩ／ＰＭＩの変調方式を示すために使用される。
【０２７１】
　　一度ＮＤＩビットが上述した規則によって特定されると、選択事項＿１によるＮＤＩ
ビットから変調次数へのマッピングは、例えば下記の「表３３」のようである。
【０２７２】

【表３３】

【０２７３】
　　上述した実施例の期待される作用（ｂｅｈａｖｉｏｒ）は以下のようである。
　　伝送ブロック＿１がコードワード０で送信されて、伝送ブロック＿２がコードワード
１で送信される実施例を考慮する。
【０２７４】
　　もし、ＣＱＩ／ＰＭＩがコードワード０により送信されると、ＮＤＩ＿１（伝送ブロ
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ック＿１のＮＤＩ）が以下のように変調次数を示す。
【０２７５】
【表３４】

【０２７６】
　　もし、ＣＱＩ／ＰＭＩがコードワード１により送信されると、ＮＤＩ＿２（伝送ブロ
ック＿２のＮＤＩ）が以下のように変調次数を示す。
【０２７７】
【表３５】

【０２７８】
　　伝送ブロック＿１がコードワード１で送信されて、伝送ブロック＿２がコードワード
０で送信される実施例（万一スワップビット（ｓｗａｐ　ｂｉｔ）が適用され得ると）を
考慮する。
【０２７９】
　　万一ＣＱＩ／ＰＭＩがコードワード０により送信されると、ＮＤＩ＿２が変調次数を
示す。
　　万一ＣＱＩ／ＰＭＩがコードワード１により送信されると、ＮＤＩ＿１が変調次数を
示す。
【０２８０】
　　さらに、万一ＵＥがＤＣＩフォーマット‐０または伝送ブロックを示し得るアップリ
ンクＤＣＩフォーマット（フォーマット‐０の変形）を受信すると、ＣＱＩ－単独（ＣＱ
Ｉ－ｏｎｌｙ）伝送の場合、本発明は変調次数を決定する２つの選択事項を提案する。
【０２８１】
　　選択事項＿１：常にＱＰＳＫを使用。
　　選択事項＿２：フォーマット‐０Ｂに対して上述した方法と類似して、変調方式を示
すためにＮＤＩビットを使用。
【０２８２】
　　本発明の実施例によると、ＵＥがＣＱＩ‐単独（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ）要請を示すＤＣ
Ｉ－０Ｂを受信すると、例えば、前記条件１，２，３（ＮＰＲＢ≦ＴＰＲＢ、ＣＱＩ要請
＝１、少なくとも一つのＭＣＳインデックスが２９）が満足されると、ＣＱＩ／ＰＭＩの
変調次数はＤＣＩフォーマットのＣＳＩ　ＩＥ及び一つの選択されたＮＤＩビットにより
結合的に（ｊｏｉｎｔｌｙ）決定される。一例は下記の「表３６」のようである。
【０２８３】
【表３６】

【０２８４】
　　ＣＱＩ－単独（ＵＣＩ－ｏｎｌｙ）要請を示すための上述した条件に加えて、本発明
は追加的な実施例を提案する。
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【０２８５】
　　本発明の実施例によると、ＬＴＥ－ＡにおけるＣＱＩ－単独（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ）要
請は、前記ＵＥに伝達される（ｉｎｔｅｎｄｅｄ）ＤＣＩ－０Ｂ内のＩＥが以下の３個の
条件を満足する場合に、ＵＥに示される（ＣＱＩは常にコードワード０で送信されること
を仮定する）。
【０２８６】
　　条件１：コードワード０に対するＭＣＳは２９。
　　―１個の伝送ブロック（コードワード）が使用可能の場合、このＭＣＳは伝送ブロッ
ク＿１又は伝送ブロック＿２に関係されることができる。
　　―２個の伝送ブロック（２コードワード）が使用可能で、スワップビット（ｓｗａｐ
　ｂｉｔ）が存在しないと仮定する場合、このＭＣＳは伝送ブロック＿１に関係される。
逆の場合、全ての伝送ブロックが可能である。
【０２８７】
　　条件２：ＣＱＩ要請は１
　　条件３：ＮＰＲＢ≦ＴＰＲＢ

【０２８８】
　　本発明の実施例によると、ＬＴＥ－ＡにおけるＣＱＩ－単独（ＣＱＩ－ｏｎｌｙ）要
請は、前記ＵＥに伝達される（ｉｎｔｅｎｄｅｄ）ＤＣＩ－０Ｂ内のＩＥが以下の３個の
条件を満足する場合に、ＵＥに示される。
【０２８９】
　　条件１：もしただ１個の伝送ブロック（コードワード）が使用可能であると、コード
ワード０に関連されるＭＣＳは２９。もし２個の伝送ブロック（コードワード）が使用可
能であると、コードワード１に関連されるＭＣＳは２９。
　　条件２：ＣＱＩ要請は１
　　条件３：ＮＰＲＢ≦ＴＰＲＢ

【０２９０】
　　図６は、本発明の実施例による基地局の動作方法６００を示している。
【０２９１】
　　図６に示すように、方法６００は加入者局へのＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマットに含まれたアップリンク認可を送信する
ステップを含む（ブロック６０１）。また、方法６００は、アップリンク認可が２９の値
を有する使用可能の伝送ブロックのＭＣＳ又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バージョ
ン、０ではない値を有するＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）要請フィールド、物理資源ブロック個数の臨界値（ＴＰＲＢ：Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　
ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋｓ）ＴＰＲＢ以
下の値を有する加入者局のために割り当てられた物理資源ブロックの総個数（ＮＰＲＢ：
Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋｓ）ＮＰＲＢが
含まれると、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）を介して加入者局からＵＣＩ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）のみを受信するステップを含む。ＴＰＲＢはＰＵＳＣＨを介して送信されるＣＳ
Ｉ情報ビットの総個数Ｎｔｏｔａｌ、現在ＣＳＩ報告で報告されたダウンリンクＣＣ（Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ）の個数ＮＣＣｓのうち少なくとも一つに基づく（
ブロック６０３）。
【０２９２】
　　本発明の実施例によって、ＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット‐４である場合
、ＰＵＳＣＨで加入者局からただＵＣＩのみが受信されると、アップリンク認可は１値を
有するＵＣＩ情報の送信ランクを含む。
【０２９３】
　　図７は、本発明の実施例による加入者局の動作方法７００を示している。
【０２９４】
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　　図７に示すように、方法７００は基地局からＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマットに含まれたアップリンク認可を受信するス
テップを含む（ブロック７０１）。また、方法７００は、アップリンク認可が２９の値を
有する使用可能の伝送ブロックのＭＣＳ又は１の値を有するＰＵＳＣＨの冗長バージョン
、０ではない値を有するＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）要請フィールド、物理資源ブロック個数の臨界値（ＴＰＲＢ：Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　ｎ
ｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋｓ）ＴＰＲＢ以下
の値を有する加入者局のために割り当てられた物理資源ブロックの総個数（ＮＰＲＢ：Ｎ
ｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋｓ）ＮＰＲＢが含
まれると、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）を介して加入者局からＵＣＩ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）のみを送信するステップを含む。ＴＰＲＢはＰＵＳＣＨを介して送信されるＣＳＩ
情報ビットの総個数Ｎｔｏｔａｌ、現在ＣＳＩ報告で報告されたダウンリンクＣＣ（Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ）の個数ＮＣＣｓのうち少なくとも一つに基づく（ブ
ロック７０３）。
【０２９５】
　　本発明の実施例によって、ＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット‐４である場合
、ＰＵＳＣＨで加入者局からただＵＣＩのみが受信されると、アップリンク認可は１値を
有するＵＣＩ情報の送信ランクを含む。
【０２９６】
　　本発明は、具体的な実施例で説明されたが、当る技術分野の通常の技術者によって多
様な変更と修正が可能である。本発明は後述する特許請求範囲の範囲に属する変更と修正
を含む。
【符号の説明】
【０２９７】
　　１００　無線ネットワーク
　　１０１～１０３　基地局
　　１１１～１１６　加入者局
　　１２０、１２５　サービス提供領域
　　１３０　インターネット
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