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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を基地局装
置に送信するユーザ機器であって、
　各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を連結し、前記
連結したチャンネル状態情報のビットに対するサイクリックリダンダンシーチェック（Ｃ
ＲＣ）ビットを、前記連結したチャンネル状態情報のビットに付加することによって得ら
れるビット数を用いて、前記複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定するための決定部を備えることを特徴とする
ユーザ機器。
【請求項２】
　物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣ
Ｈ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネ
ル状態情報を基地局装置に送信するユーザ機器であって、
　各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を連結し、前記
連結したチャンネル状態情報のビットに対するサイクリックリダンダンシーチェック（Ｃ
ＲＣ）ビットを、前記連結したチャンネル状態情報のビットに付加することによって得ら
れるビット数を用いて、前記複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定するための決定部と、
　前記物理アップリンク共有チャンネルを用いて、前記アップリンク共有チャンネル（Ｕ
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Ｌ－ＳＣＨ）のデータとともに、前記決定部によって決定された前記符号化シンボルの数
の前記複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報とを、
前記基地局装置に送信するための送信部と、を備えることを特徴とするユーザ機器。
【請求項３】
　前記サイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットの数は、前記各ダウンリン
クのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を連結することによって得られ
るビット数を用いて決定されることを特徴とする請求項１または２に記載のユーザ機器。
【請求項４】
　前記チャンネル状態情報は、チャンネル品質インジケータを含むことを特徴とする請求
項１または２に記載のユーザ機器。
【請求項５】
　前記チャンネル状態情報は、プリコーディングマトリクスインジケータを含むことを特
徴とする請求項１または２に記載のユーザ機器。
【請求項６】
　前記チャンネル状態情報は、広帯域のプリコーディングマトリクスインジケータを含む
ことを特徴とする請求項１または２に記載のユーザ機器。
【請求項７】
　物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣ
Ｈ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネ
ル状態情報をユーザ機器から受信する基地局装置であって、
　前記ユーザ機器によって決定された符号化シンボルの数の前記複数のダウンリンクのコ
ンポーネントキャリアに対する前記チャンネル状態情報を、前記アップリンク共有チャン
ネル（ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、前記物理アップリンク共有チャンネルを用いて
前記ユーザ機器から受信するための受信部を備え、
　前記複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報の前記
符号化シンボルの数は、各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状
態情報を連結し、前記連結したチャンネル状態情報のビットに対するサイクリックリダン
ダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを、前記連結したチャンネル状態情報のビットに付加
することによって得られるビット数を用いて、前記ユーザ機器によって決定されることを
特徴とする基地局装置。
【請求項８】
　前記サイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットの数は、前記各ダウンリン
クのコンポーネントキャリアに対する前記チャンネル状態情報を連結することによって得
られるビット数を用いて、前記ユーザ機器によって決定されることを特徴とする請求項７
に記載の基地局装置。
【請求項９】
　前記チャンネル状態情報は、チャンネル品質インジケータを含むことを特徴とする請求
項７に記載の基地局装置。
【請求項１０】
　前記チャンネル状態情報は、プリコーディングマトリクスインジケータを含むことを特
徴とする請求項７に記載の基地局装置。
【請求項１１】
　前記チャンネル状態情報は、広帯域のプリコーディングマトリクスインジケータを含む
ことを特徴とする請求項７に記載の基地局装置。
【請求項１２】
　複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を基地局装
置に送信するためのユーザ機器の方法であって、
　各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を連結し、前記
連結したチャンネル状態情報のビットに対するサイクリックリダンダンシーチェック（Ｃ
ＲＣ）ビットを、前記連結したチャンネル状態情報のビットに付加することによって得ら
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れるビット数を用いて、前記複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を、決定することを特徴とするユーザ機器の方法。
【請求項１３】
　物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣ
Ｈ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアのためのチャンネ
ル状態情報を基地局装置に送信するためのユーザ機器の方法であって、
　各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を連結し、前記
連結したチャンネル状態情報のビットに対するサイクリックリダンダンシーチェック（Ｃ
ＲＣ）ビットを、前記連結したチャンネル状態情報のビットに付加することによって得ら
れるビット数を用いて、前記複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定し、
　前記物理アップリンク共有チャンネルを用いて、前記アップリンク共有チャンネル（Ｕ
Ｌ－ＳＣＨ）のデータとともに、前記決定された符号化シンボルの複数のダウンリンクの
コンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を、前記基地局装置に送信すること
を特徴とするユーザ機器の方法。
【請求項１４】
　物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣ
Ｈ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネ
ル状態情報をユーザ機器から受信するための基地局装置の方法であって、
　前記ユーザ機器によって決定された符号化シンボルの前記複数のダウンリンクのコンポ
ーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を、前記アップリンク共有チャンネル（Ｕ
Ｌ－ＳＣＨ）のデータとともに、前記物理アップリンク共有チャンネルを用いて前記ユー
ザ機器から受信し、
　前記複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対する前記チャンネル状態情報の
前記符号化シンボルの数は、各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネ
ル状態情報を連結し、前記連結したチャンネル状態情報のビットに対するサイクリックリ
ダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを、前記連結したチャンネル状態情報のビットに
付加することによって得られるビット数を用いて、前記ユーザ機器によって決定されるこ
とを特徴とする基地局装置の方法。
【請求項１５】
　ユーザ機器が、物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネ
ル（ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに
対するチャンネル状態情報を基地局装置に送信する通信システムであって、
　前記ユーザ機器は、
　各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を連結し、前記
連結したチャンネル状態情報のビットに対するサイクリックリダンダンシーチェック（Ｃ
ＲＣ）ビットを、前記連結したチャンネル状態情報のビットに付加することによって得ら
れるビット数を用いて、前記複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定するための決定部と、
　前記物理アップリンク共有チャンネルを用いて、前記アップリンク共有チャンネル（Ｕ
Ｌ－ＳＣＨ）のデータとともに、前記決定された符号化シンボルの数の複数のダウンリン
クのコンポーネントキャリアに対する前記チャンネル状態情報を、前記基地局装置に送信
するための送信部とを備えており、
　前記基地局装置は、
　前記ユーザ機器によって決定された符号化シンボルの数の前記複数のダウンリンクのコ
ンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を、前記アップリンク共有チャンネル
（ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、前記物理アップリンク共有チャンネルを用いて前記
ユーザ機器から受信するための受信部を備えていることを特徴とする通信システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術に関し、特に、アップリンク制御情報のためのユーザ機器、基地局
装置、通信システム、および移動通信の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（第３世代パートナープロジェクト）標準化団体は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅ
ｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ；ロングタームエボリューション）と呼ばれる次世代の無線通
信規格の検討を進めている。物理層のインターフェイスにおいて、この新規格は、従来の
ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ；符号分割多
元接続）技術とは異なるＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ；直交周波数分割多重）技術を採用している。Ｌ
ＴＥにおいて、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ；直交周波数分割多元接続）は、ダウンリンク（
ＤＬ）で使用され、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ；シングルキャリア周波数分割
多元接続）は、アップリンク（ＵＬ）で使用される。この新規格に用いられる技術は、従
来の時間領域等化の複雑性を軽減する周波数領域等化を採用することで、多重伝搬に有効
であり、より帯域幅の広い高速データ伝送に適している。
【０００３】
　また、３ＧＰＰは、ＬＴＥへの主な機能強化として有望なＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（
Ａｄｖａｎｃｅｄ－ＬＴＥ）の検討も進めている。ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄは、ＬＴＥ
のリリース９における訂正および改善の段階の後に、リリース１０に導入される見込みで
ある。ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄは、ＩＴＵ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｎｉｏｎ；国際電気通信連合）によって規定された要件を
満たさなければならない。
【０００４】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄでは、例えば、ダウンリンクの共同マルチポイント（ＣｏＭ
Ｐ）の通信、キャリアアグリゲーション、および／または、さらに高次のＭＩＭＯにより
、ＵＣＩ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；アップリンク制御
情報、例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ
　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ；チャンネル品質インジケータ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　
Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ；プリコーディングマトリクスインジケータ、例えば
、広帯域および／または長期間のチャンネル特性に対処するＷ＿１と、有効なチャンネル
の瞬時的な特性を整合化するＷ＿２との二種類のチャンネル特性によって示される）、Ｒ
Ｉ（Ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ；ランクインジケーション））のサイズが急速に増
大する。
【０００５】
　２つ以上のコンポーネントキャリアが集約されるキャリアアグリゲーションは、２０Ｍ
Ｈｚより大きく、１００ＭＨｚまでの送信帯域幅に対応するために、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎ
ｃｅｄにおいて考慮される（下記の非特許文献１参照）。ＵＥの観点から、スケジューリ
ングされたコンポーネントキャリアごとに、１つのトランスポートブロック（空間多重化
がなされない場合）と１つのＨＡＲＱエンティティが存在する。ＵＥは、複数のコンポー
ネントキャリアにおいてスケジューリングされることができ、各トランスポートブロック
は、単一のコンポーネントキャリア内にマッピングされる。
【０００６】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄの現在の想定によれば、アップリンク多重接続は、以下の特
性を有する（下記非特許文献２を参照）。ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄのアップリンク伝送
には、複数の送信アンテナが使用され、ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔ
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ｒａｎｓｆｏｒｍ；離散フーリエ変換）プリコーディング化ＯＦＤＭは、空間多重化がな
される場合となされない場合とにおいて、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ
　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ；物理アップリンク共有チャンネル）に使用される伝送
方式である。複数のコンポーネントキャリアの場合は、コンポーネントキャリアごとに、
１つのＤＦＴが存在する。周波数連続的なリソースの配分および周波数非連続的なリソー
スの配分は、ともに各コンポーネントキャリア上でサポートされている。アップリンクの
Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングとデータ（例えば、ＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒ
ｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ；アップリンク共有チャンネル）のトランスポートブロック、ＵＬ
－ＳＣＨ（アップリンク共有チャンネル）のデータ））の同時送信は、次の２つのメカニ
ズムを介してサポートされている。すなわち、（１）制御シグナリングは、リリース８と
同様の原理に基づき、ＰＵＳＣＨ上でデータと多重化される、（２）ＰＵＳＣＨ上のデー
タと同時に、制御シグナリングは、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ；物理アップリンク制御チャンネル）上を通じて送信される
。
【０００７】
　ＰＵＳＣＨ上におけるＵＣＩ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ；アップリンク制御情報）の多重化に関して、複数のコードワードの複数の層（レイヤ
）上におけるＵＣＩ伝送に対処する方法が、いくつかの文献で提案されている（非特許文
献３を参照）。複数の送信アンテナのためのＰＵＳＣＨ上におけるＵＣＩおよびデータの
多重化方式において、ＵＥは、ＬＴＥのリリース８における単一のアンテナによるＰＵＳ
ＣＨの伝送では問題にならなかったいくつかの状況を考慮に入れる必要がある。例えば、
ＵＣＩは、４つの層すべての上にマッピングされているか、１つの選択されたコードワー
ドの２つの層上にマッピングされているか、１つの選択されたコードワードの１つの層上
にマッピングされている。これらの技術は、いずれも、単に、物理層の処理に焦点を当て
ているにすぎず、いかなるスケジューリングやチャンネル符号化に関連した手続きも伴わ
ない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】“Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｉｎ　ＬＴＥ－　Ａｄｖ
ａｎｃｅｄ”，　３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧｌ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　＃５３ｂｉｓ，
　Ｒｌ－０８２４６８，　Ｊｕｎｅ，　２００８．
【非特許文献２】“３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎ
ｔｓ　ｆｏｒ　Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ａｓｐｅｃｔｓ　（Ｒｅ
ｌｅａｓｅ　９）”，　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．８１４　Ｖ２．０．１，　２０１０－０
３．
【非特許文献３】“Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ　ｏｎ　Ｄａｔａ　ａｎｄ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ｉｎ　ＵＬ　ＭＩＭＯ　Ｔｒａｎｓｍｉｓ
ｓｉｏｎｓ”，　３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧｌ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　＃６１，　Ｒｌ
－１０３０３７，　Ｍａｙ，　２０１０．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来技術では、ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄにおけるＰＵＳＣＨ上の
ＵＣＩに対するチャンネル符号化が考慮されていなかった。また、複数のアップリンク送
信アンテナが存在する状況下で、ＰＵＳＣＨ上の増大したＵＣＩに対するチャンネル符号
化を効率的に対処する方法について、具体的な説明がない。
【００１０】
　上記従来技術の中には、異なるコンポーネントキャリアのスケジューリング状況を考慮
して、ＰＵＣＣＨ上のＵＣＩをフィードバックする試みがなされているものもあるが、Ｐ
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ＵＳＣＨ上のＵＣＩについて、いかなる状況も考慮されていなかった。他の従来技術は、
アップリンクのマルチアンテナ伝送によって引き起こされるＰＵＳＣＨ上のＵＣＩの問題
、およびそれに対する解決策について述べているが、チャンネル符号化の手続きに関係し
ているものではなかった。
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ＵＣＩの効率的なチャ
ンネル符号化方式を実行し、ｅＮＢとＵＥとの間でより効率的な伝送制御（スケジューリ
ング）を実現するユーザ機器、基地局装置、通信システム、および移動通信方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、基地局および移動局は、ＵＣＩの効率的なチャンネル符号化方式を実
行し、ｅＮＢとＵＥとの間でより効率的な伝送制御（スケジューリング）を実現すること
ができる。
【００１３】
　本発明は、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報
を基地局装置に送信するユーザ機器を含んでおり、
当該ユーザ機器は、
各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットを連結し、
連結した各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットに
、１つのサイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを付加することによって
得られるビット数を用いて、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定するための決定部を備えている。
【００１４】
　本発明によれば、データ送信のために複数のダウンリンクのコンポーネントキャリア（
ＤＬ　ＣＣ）が設定されている場合であっても、チャンネル符号化されるアップリンク制
御情報のシンボル数を決定することによって、ＰＵＳＣＨを介して、基地局へ増加したＵ
ＣＩを効果的に送信することができる。これによって、（１）基地局および移動局がＰＵ
ＳＣＨで柔軟なＵＣＩの多重化方式を実行でき、（２）基地局および移動局がより効率的
な伝送制御（スケジューリング）を実現できるという効果が得られる。
【００１５】
　また、本発明は、物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャン
ネル（ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリア
に対するチャンネル状態情報を基地局装置に送信するユーザ機器を含んでおり、
当該ユーザ機器は、
各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットを連結し、
連結した各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットに
、１つのサイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを付加することによって
得られるビット数を用いて、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定するための決定部と、
物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣＨ
）のデータとともに、決定部により決定された符号化シンボルの数の複数のダウンリンク
のコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を、基地局装置に送信するための
送信部とを備えるユーザ機器を含む。
【００１６】
　本発明によれば、データ送信のために複数のＤＬ　ＣＣが設定されている場合であって
も、チャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボル数を決定することによって
、ＰＵＳＣＨを介して、基地局へ増加したＵＣＩを効果的に送信することができる。これ
によって、（１）基地局および移動局がＰＵＳＣＨで柔軟なＵＣＩの多重化方式を実行で
き、（２）基地局および移動局がより効率的な伝送制御（スケジューリング）を実現でき
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るという効果が得られる。
【００１７】
　本発明は、物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（
ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対す
るチャンネル状態情報をユーザ機器から受信する基地局装置を含んでおり、
当該基地局装置は、ユーザ機器によって決定された符号化シンボルの数の複数のダウンリ
ンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を、アップリンク共有チャン
ネル（ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、物理アップリンク共有チャンネルを用いてユー
ザ機器から受信するための受信部を備えており、
複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報の符号化シン
ボルの数は、各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビッ
トを連結し、連結した各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態
情報ビットに、１つのサイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを付加する
ことによって得られるビット数を用いて、ユーザ機器によって決定される。
【００１８】
　これによって、基地局とユーザ機器とが効率的なチャンネル符号化方式を実行でき、基
地局とユーザ機器とがより効率的な伝送制御（スケジューリング）を実現できるという効
果が得られる。
【００１９】
　本発明は、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報
を基地局装置に送信するためのユーザ機器の方法を含んでおり、
当該方法は、
各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットを連結し、
連結した各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットに
、１つのサイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを付加することによって
得られるビット数を用いて、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定することを含んでいる。
【００２０】
　これによって、基地局とユーザ機器とが効率的なチャンネル符号化方式を実行でき、基
地局とユーザ機器とがより効率的な伝送制御（スケジューリング）を実現できるという効
果が得られる。
【００２１】
　本発明は、物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（
ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対す
るチャンネル状態情報を基地局装置に送信するためのユーザ機器の方法を含んでおり、
当該方法は、
各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットを連結し、
連結した各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットに
、１つのサイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを付加することによって
得られるビット数を用いて、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定し、
物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣＨ
）のデータとともに、決定部によって決定された符号化シンボルの数の複数のダウンリン
クのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報とを基地局装置に送信すること
、とを含んでいる。
【００２２】
　これによって、基地局とユーザ機器とが効率的なチャンネル符号化方式を実行でき、基
地局とユーザ機器とがより効率的な伝送制御（スケジューリング）を実現できるという効
果が得られる。
【００２３】
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　本発明は、物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（
ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対す
るチャンネル状態情報をユーザ機器から受信するための基地局装置の方法を含んでおり、
当該方法は、ユーザ機器によって決定された符号化シンボルの数の複数のダウンリンクの
コンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を、アップリンク共有チャンネル（
ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、
物理アップリンク共有チャンネルを用いてユーザ機器から受信することを含んでおり、
複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報の符号化シン
ボルの数は、各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビッ
トを連結し、連結した各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態
情報ビットに、１つのサイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを付加する
ことによって得られるビット数を用いて、ユーザ機器によって決定される。
【００２４】
　これによって、基地局とユーザ機器とが効率的なチャンネル符号化方式を実行でき、基
地局とユーザ機器とがより効率的な伝送制御（スケジューリング）を実現できるという効
果が得られる。
【００２５】
　本発明は、ユーザ機器が、物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共
有チャンネル（ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、複数のダウンリンクのコンポーネント
キャリアに対するチャンネル状態情報を基地局装置に送信する通信システムを含んでおり
、
当該ユーザ機器は、
各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットを連結し、
連結した各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビットに
、１つのサイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを付加することによって
得られるビット数を用いて、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャ
ンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定するための決定部と、
物理アップリンク共有チャンネルを用いて、アップリンク共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣＨ
）のデータとともに、決定部によって決定された符号化シンボルの数の複数のダウンリン
クのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を基地局装置に送信するための
送信部と、を備え、
当該基地局装置は、ユーザ機器によって決定された符号化シンボルの数の複数のダウンリ
ンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報を、アップリンク共有チャン
ネル（ＵＬ－ＳＣＨ）のデータとともに、物理アップリンク共有チャンネルを用いてユー
ザ機器から受信するための受信部を備えている。
【００２６】
　これによって、基地局とユーザ機器とが効率的なチャンネル符号化方式を実行でき、基
地局とユーザ機器とがより効率的な伝送制御（スケジューリング）を実現できるという効
果が得られる。
【００２７】
　前述および他の目的、特徴、および本発明の利点は、添付の図面とともに、本発明の以
下の詳細な説明を考慮することによって、より容易に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】データおよび制御の多重化におけるフローチャートの一例である。
【図２】データおよび制御のインターリーブにおけるレイアウトの一例である。
【図３】キャリアアグリゲーションが可能なシステムの一例である。
【図４】ＰＵＳＣＨ上でのＣＳＩのフィードバックのためのトリガ機構における第１の例
である。
【図５】ＰＵＳＣＨ上でのＣＳＩのフィードバックのためのトリガ機構における第２の例
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である。
【図６】ＰＵＳＣＨ上でのＣＳＩのフィードバックのためのトリガ機構における第３の例
である。
【図７】ＰＵＳＣＨ上でのＣＳＩのフィードバックのためのチャンネル符号化におけるフ
ローチャートの第１の例である。
【図８】ＰＵＳＣＨ上でのＣＳＩのフィードバックのためのチャンネル符号化におけるフ
ローチャートの第２の例である。
【図９】ＰＵＳＣＨ上でのＣＳＩのフィードバックのためのチャンネル符号化におけるフ
ローチャートの第３の例である。
【図１０】ＰＵＳＣＨ上におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよびＲＩフィードバック
のためのチャンネル符号化におけるフローチャートの一例である。
【図１１】本発明に基づく基地局の概略構成の例を示す機能ブロック図である。
【図１２】本発明に基づくユーザ機器の概略構成の例を示す機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の実施形態は、図面を参照することによって最適に理解されるであろう。図面全
体を通して、同じ部材には同じ番号を付記する。上記に掲載された図面は、この詳細な説
明の一部として明示的に組み込まれているものである。
【００３０】
　本発明の構成要素は、これら図面において一般に説明および図示されているように、様
々な異なった構成で配置および設計することができることが容易に理解されるであろう。
従って、本発明の方法およびシステムの実施形態における以下の詳細な説明は、本発明の
範囲を限定することを意図するものではなく、単に本発明の現在の好ましい実施形態を表
すものにすぎない。
【００３１】
　本発明をよく理解するために、まず、図１に基づき、ＬＴＥのリリース８のシステムに
おけるＰＵＳＣＨを介したＵＣＩ（例えば、チャンネル品質情報（ＣＱＩおよび／または
ＰＭＩ）、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ランクインジケーション）の伝送を例に挙げて
説明する。
【００３２】
　エラー検出は、周期的冗長検査（ＣＲＣ：Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈ
ｅｃｋ，サイクリックリダンダンシーチェック）を介して、ＵＬ－ＳＣＨのトランスポー
トブロック（すなわち、アップリンクの送信データ、ＵＬ－ＳＣＨのデータ）において与
えられる。ブロック全体が、ＣＲＣのパリティビットを計算するために使用される。パリ
ティビットは、トランスポートブロックＣＲＣ付加機能Ｓ１０１で計算され、ＵＬ－ＳＣ
Ｈのトランスポートブロックに付加される。コードブロック分割およびコードブロックＣ
ＲＣ付加機能Ｓ１０２において、入力ビットが複数のコードブロックに分割され、ＣＲＣ
のパリティビットが計算されて、各コードブロックに付加される。コードブロックは、チ
ャンネル符号化機能Ｓ１０３に送られる。このチャンネル符号化機能Ｓ１０３では、各コ
ードブロックは、速度が１／３のターボ符号化を実行して個別に符号化される。ターボ符
号化ブロックは、レートマッチング機能Ｓ１０４に送られる。このレートマッチング機能
Ｓ１０４では、各符号化ブロックは、ＬＴＥのリリース８において定められている手順に
基づいて、個別にレートマッチングされる。すべての符号化ブロックのビットは、コード
ブロック連結機能Ｓ１０５において連結される。上述の機能Ｓ１０１～Ｓ１０５は、ＵＬ
－ＳＣＨにおけるアップリンク送信データのためのチャンネル符号化手順として実行され
る。
【００３３】
　制御データ（すなわち、ＵＣＩ）は、チャンネル品質情報（ＣＱＩおよび／またはＰＭ
Ｉ）、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、およびランクインジケーションとして、チャンネル
符号化部に受信される。制御情報に対する異なる符号化率（コーディングレート）は、各
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制御情報の伝送に対して、異なる数の符号化シンボルを割り当てることによって実現され
る。制御データが、ＰＵＳＣＨを介して送信される場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、
ランクインジケーション、およびチャンネル品質情報に対するチャンネル符号化は、それ
ぞれ独立して実行される。例えば、図１に示されるように、チャンネル品質情報ビットは
、チャンネル符号化機能Ｓ１０６に入力される。このチャンネル符号化機能Ｓ１０６では
、チャンネル品質情報のペイロードのサイズ（ｋ）が１１ビット以下である場合、ＣＲＣ
の付加やレートマッチングを実行することなく、チャンネル符号化は、ブロック符号化（
３２，ｋ）として行われる。一方、チャンネル品質情報のペイロードサイズが１１ビット
より大きい場合は、テイルバイティング畳み込み符号化が行われ、それに応じてＣＲＣの
付加およびレートマッチングが実行される。
【００３４】
　チャンネル品質情報ビットとデータビットとは、データおよび制御の多重化機能Ｓ１０
９にて多重化される。チャンネル品質情報ビットは、単純な直列連結によって、データビ
ットと多重化され、下記の図２に示すように、単純な時間優先マッピングのルールによっ
て物理リソースへと完全にマッピングされる。
【００３５】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは、チャンネル符号化機能Ｓ１０７に入力される。
このチャンネル符号化機能Ｓ１０７では、１ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの場合
、反復符号化が行われる。また、２ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの場合は、任意
の循環式の反復によって、（３，２）シンプレックス符号化が行われる。
【００３６】
　ランクインジケーションビットは、チャンネル符号化機能Ｓ１０８に入力される。この
チャンネル符号化機能Ｓ１０８では、１ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの場合、反
復符号化が行われる。また、２ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの場合は、任意の循
環式の反復によって、（３，２）シンプレックス符号化が行われる。
【００３７】
　チャンネル符号化制御ビットおよびデータビットは、図２に示されるように、物理チャ
ンネルの処理（例えば、スクランブリング、変調、トランスフォームプリコーディング、
およびリソース要素のマッピング等）に先立ち、チャンネルインタリーバＳ１１０にて多
重化される。図２に、物理リソースに対するＵＣＩおよびデータのマッピングの一例を示
す。図２において、各正方形は変調シンボルを表す。各シンボル上において、複数のビッ
トがＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ；変調符号化
方式）指令に基づいてマッピングされる。例えば、ＱＰＳＫに対しては、２ビットがマッ
ピングされる。
【００３８】
　ＰＵＳＣＨに対するリソース要素のマッピングに関連して、チャンネルインタリーバは
、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報が、サブフレームにおける両スロットに存在し、ア
ップリンクの復調基準信号の周辺のリソースへマッピングされることを確認しながら、送
信波形に対する変調シンボルの時間優先マッピングを実行する。なお、単純な直列連結が
なされたチャンネル品質情報およびデータビットは、インタリーバの要素へマッピングさ
れ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは、その伝送のために、複数の要素をパンクチャ
する。
【００３９】
　すなわち、ＵＥがＰＵＳＣＨを介して基地局にＵＣＩ（チャンネル品質情報（ＣＱＩお
よび／またはＰＭＩ）、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、およびランクインジケーション）
を送信する場合、ＵＣＩは、図２に示されるように、ＵＥによってＰＵＳＣＨリソースへ
マッピングされる。
【００４０】
　具体的には、ＵＣＩは、基地局によって割り当てられたＰＵＳＣＨのリソースと同じサ
イズのマトリクスへ、ＵＥによってマッピングされる。まず、ランクインジケーションが
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サブフレーム内で伝送される場合、ＵＥは、図２に示されるように、ランクインジケーシ
ョンをマトリクスへマッピングする。例えば、ランクインジケーションは、ＵＥによって
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報の隣にマッピングされる。
【００４１】
　次に、ＵＥは、図２に示されるように、チャンネル品質情報（ＣＱＩおよび／またはＰ
ＭＩ）およびデータをマトリクスへマッピングする。図２に示されるように、チャンネル
品質情報は、前もってデータに連結され（時間優先マッピング）、ＵＥによってマトリク
スへマッピングされている。ここで、チャンネル品質情報およびデータは、他の情報をス
キップすることによってマトリクスへマッピングされる。
【００４２】
　次に、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報がサブフレーム内で伝送される場合、ＵＥは
、図２に示されるように、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報をマトリクスへマッピング
する。例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報は、ＵＥによって基準信号の隣にマッ
ピングされる。ここで、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報は、他の情報を上書きするこ
とによってマトリクスへマッピングされる。
【００４３】
　ここで、ＵＥはマトリクスに対してＤＦＴ処理を行うので、マトリクスは周波数領域に
展開される。
【００４４】
　また、図２に示されるシステムは、１つのペアのＵＬ／ＤＬのコンポーネントキャリア
（すなわち、コンポーネントキャリアが１つしかない場合のアップリンク制御情報）を用
いる場合しか考慮していないが、効果的なチャンネル符号化性能を行うためには、複数の
ペアのＵＬ／ＤＬ（複数のコンポーネントキャリアからなる）で構成されるシステムを使
用する必要がある（すなわち、多重チャンネル符号化のアップリンク制御情報）。
【００４５】
　この効果を、いくつかのコンポーネントキャリアからなる、より広い送信帯域幅に対応
したシステム（キャリアアグリゲーションに対応したシステム）を用いて図３に示す。図
３に示す例として、３つのダウンリンクのコンポーネントキャリア（ＤＬ　ＣＣ１、ＤＬ
　ＣＣ２、およびＤＬ　ＣＣ３）および３つのアップリンクのコンポーネントキャリア（
ＵＬ　ＣＣ１、ＵＬ　ＣＣ２、およびＵＬ　ＣＣ３）が表されている。基地局およびＵＥ
は、複数のコンポーネントキャリアを利用することによって、ＤＬ／ＵＬのデータ伝送を
行うことができる。
【００４６】
　図３において、基地局は、ＰＤＣＣＨを用いて、ＵＥにＰＤＳＣＨを割り当てることが
できる。図３によれば、基地局は、ＤＬ　ＣＣ１（斜線のブロックで表される）上にマッ
ピングされたＰＤＣＣＨにより、ＤＬ　ＣＣ１上にマッピングされたＰＤＳＣＨを、ＤＬ
　ＣＣ２（交差線のブロックで表される）上にマッピングされたＰＤＣＣＨにより、ＤＬ
　ＣＣ２上にマッピングされたＰＤＳＣＨを、および、ＤＬ　ＣＣ３（垂線のブロックで
表される）上にマッピングされたＰＤＣＣＨにより、ＤＬ　ＣＣ３上にマッピングされた
ＰＤＳＣＨを、ＵＥに割り当てる。ここで、基地局は、ＰＤＣＣＨがマッピングされてい
るのと同じ、または異なるコンポーネントキャリア上において、ＰＤＳＣＨを割り当てる
ことができる。
【００４７】
　図３において、ＵＥの容量やセルにおけるリソースの状況等に応じて、基地局は、基地
局のスケジューリング（割り当て）に基づいて、ＰＤＳＣＨおよび／またはＰＤＣＣＨを
マッピングすることが可能なダウンリンクのコンポーネントキャリアのセットであるＤＬ
　ＣＣのセットをＵＥに対して設定してもよい。そして、基地局は、基地局のスケジュー
リング（割り当て）に基づいて、ＰＤＳＣＨおよび／またはＰＤＣＣＨをマッピングする
ことが可能なアップリンクのコンポーネントキャリアのセットであるＵＬ　ＣＣのセット
をＵＥに対して設定してもよい。
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【００４８】
　ここで、図３において、基地局は、プライマリＤＬ／ＵＬ　ＣＣのペアをＵＥに対して
設定することができる。例えば、基地局は、報知情報（例えば、ＳＩＢ：Ｓｙｓｔｅｍ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ；システム情報ブロック）によって、プライマリＤ
Ｌ／ＵＬ　ＣＣのペアを、ＵＥに対してセル固有に設定することができる。また、例えば
、基地局は、専用シグナリング（例えば、Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ；ＲＲＣシグナリング）によって、プライマリＤＬ／ＵＬ　ＣＣ
のペアを、ＵＥに対してＵＥ固有（半静的）に設定することができる。ＲＲＣシグナリン
グは、上位層（ＲＲＣ層）において基地局とＵＥとの間で交換されるシグナリングである
。図３に示される例では、基地局は、プライマリＤＬ／ＵＬ　ＣＣのペアとして、ＤＬ　
ＣＣ２とＵＬ　ＣＣ２とをＵＥに対して設定する。
【００４９】
　また、図３において、基地局は、プライマリＤＬ　ＣＣを、ＵＥに対して設定すること
ができる。例えば、基地局は、報知情報（例えば、ＳＩＢ）によって、プライマリＤＬ　
ＣＣを、ＵＥに対してセル固有に設定することができる。また、例えば、基地局は、専用
シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）によって、プライマリＤＬ　ＣＣを、ＵＥ
に対してＵＥ固有（半静的）に設定することができる。
【００５０】
　さらに、図３において、基地局は、プライマリＵＬ　ＣＣを、ＵＥに対して設定するこ
とができる。例えば、基地局は、報知情報（例えば、ＳＩＢ）によって、プライマリＵＬ
　ＣＣを、ＵＥに対してセル固有に設定することができる。また、例えば、基地局は、専
用シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）によって、プライマリＵＬ　ＣＣを、Ｕ
Ｅに対してＵＥ固有（半静的）に設定することができる。図３に示される例では、基地局
は、プライマリＤＬ　ＣＣのペアとして、ＤＬ　ＣＣ２をＵＥに対して設定し、プライマ
リＵＬ　ＣＣのペアとして、ＵＬ　ＣＣ２をＵＥに対して設定する。
【００５１】
　また、図３において、基地局は、ＰＵＳＣＨを介したＵＣＩの伝送のための単一の（１
つの）ＵＬ　ＣＣを、ＵＥに対して設定することができる。例えば、基地局は、専用シグ
ナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）によって、ＰＵＳＣＨを介したＵＣＩの伝送の
ためのＵＬ　ＣＣを、ＵＥに対してＵＥ固有（半静的）に設定することができる。また、
例えば、プライマリＵＬ　ＣＣは、ＰＵＳＣＨを介したＵＣＩの伝送のためのＵＬ　ＣＣ
として指定することができる。また、基地局は、プライマリＤＬ　ＣＣを、ＵＥに対して
設定することができ、ＵＥは、設定されたＤＬ　ＣＣ（ＤＬ　ＣＣのペア）に対応するＵ
Ｌ　ＣＣ上のＰＵＳＣＨを介したＵＣＩの伝送を行う。図３に示される例では、基地局は
、ＰＵＳＣＨを介したＵＣＩの伝送のためのＵＬ　ＣＣとして、ＵＬ　ＣＣ２を、ＵＥに
対して設定する。
【００５２】
　ＵＥは、基地局によって設定されたＵＬ　ＣＣ上においてのみ、ＰＵＳＣＨを介してＵ
ＣＩを基地局に送信する。すなわち、ＵＥは、基地局によって半静的に設定されたＵＬ　
ＣＣ上にマッピングされたＰＵＳＣＨを介して、ＵＣＩ（すなわち、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ、および／またはＣＱＩ／ＰＭＩ、および／またはＲＩ）を送信する。図３によ
れば、ＵＥは、基地局によって設定されたＵＬ　ＣＣ２上のＰＵＳＣＨを介して、ＵＣＩ
を基地局に送信する。
【００５３】
　例えば、ＵＥは、半静的に設定された単一のＵＥ固有のＵＬ　ＣＣ上にマッピングされ
たＰＵＳＣＨを介して、ＤＬ　ＣＣ（例えば、最大５つのＤＬ　ＣＣ）に対する非周期的
なＣＳＩまたは周期的なＣＳＩ（チャンネル品質情報（ＣＱＩ、および／またはＰＭＩ）
、および／またはＲＩを含むチャンネル状態情報）の報告を基地局に送信することができ
る。また、例えば、ＵＥは、半静的に設定された単一のＵＥ固有のＵＬ　ＣＣに上にマッ
ピングされたＰＵＳＣＨを介して、ＤＬ　ＣＣ（例えば、最大５つのＤＬ　ＣＣ）上で同
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時にスケジューリングされたダウンリンクのトランスポートブロックのＨＡＲＱ－ＡＣＫ
／ＮＡＣＫを基地局に送信することができる。
【００５４】
　ここで、ＵＥは、半静的に設定された単一のＵＥ固有のＵＬ　ＣＣ上にマッピングされ
たＰＵＳＣＨを介して、ＵＣＩ（例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、および／または
ＣＱＩ／ＰＭＩ、および／またはＲＩ）を送信することができる。
【００５５】
　ここで、ＰＵＳＣＨを介したＣＳＩの送信は、基地局によってトリガされてよい。例え
ば、基地局は、ＰＵＳＣＨを介したＣＳＩの送信を要求する情報（例えば、ＣＳＩリクエ
スト）を含むＤＣＩフォーマット（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　ｆｏｒｍａｔ；ダウンリンク制御情報フォーマット）を使用することによって
、ＰＵＳＣＨを介したＣＳＩの送信をトリガすることができる。例えば、基地局は、ＣＳ
Ｉリクエストフィールドに、「１」にセットすることによって、ＰＵＳＣＨを介したＣＳ
Ｉの送信をトリガすることができる。以下では、便宜上、「１」にセットされたＣＳＩリ
クエストの送信を、ＣＱＩリクエストの送信として記載する。
【００５６】
　基地局は、１つまたは複数のＤＬ　ＣＣ上のＰＤＣＣＨを介して、ＣＳＩリクエストを
含むＤＣＩフォーマットを、ＵＥに送信することができる。すなわち、基地局は、１つま
たは複数のＤＬ　ＣＣに対する、ＰＵＳＣＨを介したＣＳＩの送信を、ＵＥに対して要求
することができる。すなわち、ＵＥは、１つまたは複数のＤＬのＣＣ上で送信された１つ
または複数のダウンリンク信号に対するＣＳＩを、計算（生成）することができる。１つ
または複数のＤＬ　ＣＣに対するＣＳＩリクエストを受信したＵＥは、ＰＵＳＣＨを介し
てＣＳＩを基地局に送信する。
【００５７】
　図４は、ＰＵＳＣＨを介したＣＳＩの伝送の一例を示す。図４において、ＵＥには、基
地局によって半静的に上位層のシグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）を介して、
複数のフィードバックサブフレーム（例えば、サブフレームｎ＋７、サブフレームｎ＋１
７）が設定されている。図４において、ＵＥに複数のフィードバックサブフレームが設定
されている場合、ＵＥは、複数の設定されたサブフレームにおいてＣＳＩを基地局に送信
する。
【００５８】
　図４において、基地局は、異なるコンポーネントキャリア上のＰＤＣＣＨを介して、Ｃ
ＳＩリクエストを含むＤＣＩフォーマットを、ＵＥに送信する。あるコンポーネントキャ
リア上のＤＣＩフォーマットのＣＳＩリクエストは、ＵＥに対して、当該コンポーネント
キャリアのＣＳＩをフィードバックすることを要求するものでもよい。基地局は、複数の
コンポーネントキャリア上で、同時に複数のＤＣＩフォーマットのＣＳＩリクエストを送
信するように、スケジューリングすることができる。また、基地局は、複数のサブフレー
ム上における複数のコンポーネントキャリア上で、複数のＤＣＩフォーマットのＣＳＩリ
クエストを送信するように、スケジューリングすることができる。
【００５９】
　これらのＣＳＩリクエストを受信したＵＥは、最新の設定されたフィードバックサブフ
レーム上において、要求されたコンポーネントキャリアに対するＣＳＩを基地局に送信す
る。例えば、図４において、基地局は、サブフレームｎ＋１内のＤＬ　ＣＣ１上のＣＳＩ
リクエストをＵＥに送信し、また、サブフレームｎ＋３内のＤＬ　ＣＣ３上のＣＳＩリク
エストをＵＥに送信する。基地局による設定に基づいて、サブフレームｎ＋７が最新の設
定されたフィードバックサブフレームであるので、ＵＥは、サブフレームｎ＋７上のＰＵ
ＳＣＨを介して、ＤＬ　ＣＣ１とＤＬ　ＣＣ３のＣＳＩを基地局に送信する。
【００６０】
　図５は、ＰＵＳＣＨを介したＣＳＩの伝送の他の例を示す。図５において、基地局は、
設定したＤＬ　ＣＣセットのうちのすべてのＤＬ　ＣＣ（すべてのアクティブなＤＬ　Ｃ
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Ｃ）のＣＳＩの送信をＵＥに対して要求することができる。ここで、基地局は、ＵＥがＣ
ＳＩを計算するためのＤＬ　ＣＣのセットを設定してもよい。すなわち、図５において、
基地局は、設定したＤＬ　ＣＣのセットのうちのすべての（複数の）ＤＬ　ＣＣ（ｓ）に
対するＣＳＩ（複数のＣＳＩ）をフィードバックすることを要求するＣＳＩリクエストを
含んだ、ＤＣＩフォーマットをＵＥに送信することができる。
【００６１】
　ＣＳＩリクエストを含むＤＣＩフォーマットを受信したＵＥは、ある１つの次のサブフ
レーム上のＰＵＳＣＨを介して、すべての（複数の）ＤＬ　ＣＣ（ｓ）のＣＳＩ（複数の
ＣＳＩ）を基地局に送信する。例えば、図５において、基地局は、サブフレームｎ＋１に
おいて、ＤＬ　ＣＣ１上のＰＤＣＣＨを介して、ＣＳＩリクエストを含むＤＣＩフォーマ
ットをＵＥに送信する。そして、ＵＥは、サブフレームｎ＋５（もし、ＣＳＩリクエスト
を受信した後のＣＳＩの送信のために、４つのサブフレームの遅延が定義されている場合
には）内のＰＵＳＣＨを介して、すべての（複数の）ＤＬ　ＣＣ（ｓ）のＣＳＩ（例えば
、ＤＬ　ＣＣ１、ＤＬ　ＣＣ２、ＤＬ　ＣＣ３の複数のＣＳＩ）を基地局に送信する。ま
た、図５において、基地局は、サブフレームｎ＋１３内のＤＬ　ＣＣ２上のＰＤＣＣＨを
介して、ＣＳＩリクエストを含むＤＣＩフォーマットをＵＥに送信する。そして、ＵＥは
、サブフレームｎ＋１７内のＰＵＳＣＨを介して、すべての（複数の）ＤＬ　ＣＣ（ｓ）
のＣＳＩ（例えば、ＤＬ　ＣＣ１、ＤＬ　ＣＣ２、ＤＬ　ＣＣ３の複数のＣＳＩ）を基地
局に送信する。
【００６２】
　図６は、ＰＵＳＣＨを介したＣＳＩの伝送のさらに他の例を示す。図６において、ＰＵ
ＳＣＨを介した周期的なＣＳＩおよび非周期的なＣＳＩの伝送は、単一のサブフレーム上
にトリガされてよい。ここで、ＵＥは、ＰＵＳＣＨを介してＣＳＩを周期的に送信するよ
うに設定されてよい。また、ＵＥは、ＰＵＣＣＨを介してＣＳＩを非周期的に送信するよ
うに設定されてよい。基地局は、上位層のシグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）
を介して、周期的なフィードバックサブフレーム（例えば、サブフレームｎ、サブフレー
ムｎ＋１０、サブフレームｎ＋２０）を、ＵＥに対して、スケジューリングおよび設定す
る。例えば、基地局は、周期的なＣＳＩの伝送のための周期性（間隔）を、ＵＥに対して
設定することができる。また、例えば、基地局は、周期的なＣＳＩの伝送のためのＰＵＣ
ＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨのリソースを、ＵＥに対して、持続的に設定することがで
きる。ＵＥは、例えば、これら設定された周期的なフィードバックサブフレーム上におい
て、各コンポーネントキャリアのＣＳＩを循環的に送信する。
【００６３】
　また、ＵＥは、ＰＵＳＣＨを介してＣＳＩを非周期的に送信するように設定されてよい
。基地局は、異なるコンポーネントキャリア上のＰＤＣＣＨを介して、ＣＳＩリクエスト
を含むＤＣＩフォーマットを、ＵＥに送信する。あるコンポーネントキャリア上のＤＣＩ
フォーマットのＣＳＩリクエストは、ＵＥに対して、当該コンポーネントキャリアのＣＳ
Ｉをフィードバックすることを要求するものでもよい。ここで、ＰＵＣＣＨを介した周期
的なＣＳＩの伝送と非周期的なＣＳＩの伝送とが衝突した場合、両ＣＳＩは、単一のサブ
フレーム上のＰＵＳＣＨを介して送信される。すなわち、周期的なＣＳＩの伝送と非周期
的なＣＳＩの伝送とが同じサブフレームで生じた場合、ＵＥは、ＰＵＳＣＨを介して周期
的なＣＳＩと非周期的なＣＳＩとを基地局に送信する。
【００６４】
　例えば、図６において、基地局は、ＵＥに対して、上記設定された周期的なフィードバ
ックサブフレームとして、サブフレームｎ、サブフレームｎ＋１０、サブフレームｎ＋２
０を設定する。サブフレームｎとサブフレームｎ＋１０上では、非周期的なＣＳＩの伝送
が同時に起こることがないため、ＵＥは周期的なＣＳＩを基地局に送信する。サブフレー
ムｎ＋３上では、基地局は、非周期的なＣＳＩのフィードバックをトリガするためのＣＳ
ＩリクエストをＵＥに送信する。ＵＥは、サブフレームｎ＋７上の応答として、非周期的
なＣＳＩのみを基地局に送信する。同様に、基地局は、サブフレームｎ＋１６上で非周期
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的なＣＳＩのフィードバックをトリガするためのＣＳＩのリクエストをＵＥに送信する。
ここで、ＵＥは、サブフレームｎ＋２０上の応答として、非周期的なＣＳＩを基地局に送
信するはずであったが、サブフレームｎ＋２０は、設定された周期的なフィードバックサ
ブフレームであるので、サブフレームｎ＋２０上では、周期的なＣＳＩと非周期的なＣＳ
Ｉとはともに、同時に基地局へ送信される。
【００６５】
　図７は、チャンネル品質情報（ＣＱＩおよび／またはＰＭＩ）のチャンネル符号化の手
順の一例を示す。なお、下記のチャンネル符号化の手順は、上述したＣＳＩ送信の手順に
適用される。上述のように、ＵＥは、複数のＤＬ　ＣＣに対応する複数のチャンネル品質
情報を基地局に送信することができる。図７において、複数のＤＬ　ＣＣのチャンネル品
質情報は、別々にチャンネル符号化され、その後、複数の層上でマッピングを行うために
分割されてよい。
【００６６】
　１つのＰＵＳＣＨを介して、同時に複数のＤＬ　ＣＣのチャンネル品質情報を送信する
ようにＵＥがトリガされた後の、チャンネル符号化および多重化の手順は、図７を参照し
て、次のように説明することができる。例えば、ＵＥは、設定されたＤＬ　ＣＣのセット
のうちの３つのコンポーネントキャリア（すなわち、ＤＬ　ＣＣ　１、ＤＬ、ＣＣ２、Ｄ
Ｌ　ＣＣ３）のチャンネル品質情報を１つのＰＵＳＣＨを介して、同時に送信するように
要求される。
【００６７】
　まず、３つのＤＬ　ＣＣのチャンネル品質情報のチャンネル符号化が別々に行われる。
ここで、例えば、各ダウンリンクのコンポーネントキャリアのチャンネル品質情報ビット
およびフォーマットは、ＬＴＥのリリース８にて定義されているものを援用することがで
きる。また、ＬＴＥのリリース８にて定義されているものと同じチャンネル符号化方式を
援用することができる。例えば、チャンネル品質情報のペイロードのサイズ（ｋ）が１１
ビット以下である場合、ＣＲＣの付加やレートマッチングを実行することなく、チャンネ
ル符号化は、ブロック符号化（３２，ｋ）として行われる。一方、チャンネル品質情報の
ペイロードサイズが１１ビットより大きい場合は、テイルバイティング畳み込み符号化が
行われ、それに応じてＣＲＣの付加およびレートマッチングが実行される。
【００６８】
　その後、ＵＥは、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する。例えば
、チャンネル品質情報が１つのコードワードにしかマッピングされていない場合、ＵＥは
、式（１）のように、各層（各レイヤ）におけるチャンネル品質情報に対する符号化シン
ボルの数を決定する。すなわち、ＵＥは、式（１）に基づき、別々にチャンネル符号化さ
れるチャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数Ｑ’を決定する。
【００６９】
【数１】

【００７０】
　ここで、関数“ｍｉｎ（Ａ，Ｂ）”の出力は、ＡおよびＢのうち小さいほうであって、
例えば、Ａ＜Ｂの場合、ｍｉｎ（Ａ，Ｂ）＝Ａであり、
　Ｏｃは、ＤＬ　ＣＣの数ｃに対するチャンネル品質情報ビットの数（ＣＱＩビットおよ
び／またはＰＭＩビットを含む）であり、
　Ｌｃは、下記の式
【００７１】
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【数２】

【００７２】
によって与えられるＣＲＣビットの数であり、
　Ｃは、チャンネル品質情報のフィードバックに対してスケジューリングされたＤＬ　Ｃ
Ｃの総数であり、
【００７３】

【数３】

【００７４】
は、最初のＰＤＣＣＨから得られる、同じトランスポートブロックに対して最初にスケジ
ューリングされた帯域幅であり、
　Ｒは、このトランスポートブロックのコードブロック数であり、
　Ｋｒは、コードブロック数ｒのビット数であり、
【００７５】

【数４】

【００７６】
は、上位層によって設定されたオフセット（例えば、ＭＣＳのオフセット）であり、
【００７７】
【数５】

【００７８】
は、同じトランスポートブロックに対する、最初のＰＵＳＣＨの伝送用のサブフレーム当
たりのＳＣ－ＦＤＭＡのシンボルの数（例えば、１２個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）であ
り、
【００７９】
【数６】

【００８０】
は、現在のＰＤＣＣＨから得られる、サブキャリア単位にて現在のＰＵＳＣＨに対してス
ケジューリングされた帯域幅であり、
【００８１】
【数７】

【００８２】
は、現在のＰＵＳＣＨの伝送サブフレーム内におけるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数（例え
ば、１２個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）であり、
【００８３】
【数８】
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【００８４】
は、ＲＩの符号化シンボルの数である。
【００８５】
　式（１）から、ＣＲＣビットの数が、各ＣＣに対して計算される。ここで、Ｌｃは、Ｃ
Ｃのチャンネル品質情報ビットに付加されたＣＲＣビットの数である。
【００８６】
　ここで、チャンネル品質情報に含まれているＰＭＩが、２つの構成マトリクス（マトリ
クスインデックス）Ｗ＿１およびＷ＿２によって示されている場合、ＰＭＩビットの数は
、Ｗ＿１のみの数として、またはＷ＿２のみの数として、またはＷ＿１とＷ＿２との数と
して見なすことができる。
【００８７】
　すなわち、ＵＥは、基地局が全体的なプリコーダを決定できるように、ＰＵＳＣＨを介
して、基地局にＷ＿１、および／またはＷ＿２を送信することができる。例えば、Ｗ＿１
は、広帯域および／または長期間のチャンネル特性（例えば、ワイドバンドＰＭＩ）を管
理し、Ｗ＿２は、有効なチャンネル（例えば、ＣＳＩのフィードバックモードに応じた、
サブバンドＰＭＩまたはワイドバンドＰＭＩ）の瞬時特性のマッチングを試みる。例えば
、ＵＥは、ＰＵＳＣＨが基地局によって割り当てられている場合、長期的な間隔で、ＰＵ
ＳＣＨを介して、Ｗ＿　１を基地局に送信することができる。そして、例えば、ＵＥは、
ＰＵＳＣＨが基地局によって割り当てられている場合、短期的な間隔で、ＰＵＳＣＨを介
して、Ｗ＿２を基地局に送信することができる。そして、例えば、ＵＥは、ＰＵＳＣＨが
基地局によって割り当てられている場合、同時にＰＵＳＣＨを介して、Ｗ＿１とＷ＿２を
基地局に送信することができる。基地局は、２種類のマトリクス（マトリクスインデック
ス）Ｗ＿１とＷ＿２を用いて、全体的なプリコーダを決定することができる。
【００８８】
　すなわち、ＵＥが、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する際、Ｗ
＿１ビットの数のみ、チャンネル品質情報ビットの数に含めることができる。また、ＵＥ
が、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する際、Ｗ＿２ビットの数の
み、チャンネル品質情報ビットの数に含めることができる。また、ＵＥが、チャンネル品
質情報に対する符号化シンボルの数を決定する際、Ｗ＿１ビットとＷ＿２ビットとの両方
の数を、チャンネル品質情報ビットの数に含めることができる。
【００８９】
　また、ＤＬ　ＣＣの数は、基地局によって設定されたＤＬ　ＣＣの数と見なされる。ま
た、ＤＬのＣＣの数は、基地局によって設定されたＤＬ　ＣＣのうちのアクティブなＤＬ
　ＣＣの数と見なしてもよい。基地局は、ＵＥに対して、ＲＲＣシグナリングによって設
定したＤＬ　ＣＣの中から、ＤＬ　ＣＣをアクティブにすることができる。例えば、基地
局は、ＵＥに対して、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；メディアア
クセス制御）シグナリングを用いて、ＤＬ　ＣＣをアクティブにすることができる。さら
に、ＤＬ　ＣＣの数は、ＵＥによってサポートされているＤＬ　ＣＣの最大数と見なして
もよい。ここで、ＤＬ　ＣＣの最大数は、ＵＥの容量によって決まる。
【００９０】
　チャンネル符号化の後、異なるＤＬ　ＣＣのチャンネル品質情報は、直列に連結される
。その後、実際のシステムに基づいて、連結されたチャンネル品質情報は、いくつかのセ
グメントに分割され、アップリンクの送信データを多重化しながら、それぞれのセグメン
トが１つの層上にマッピングされる。例えば、チャンネル品質情報が１つのコードワード
の２つの層上で送信されることが定義されている。このように、連結されたチャンネル品
質情報は二分割され、それぞれが指定されたコードワードの各層へマッピングされる。
【００９１】
　図８は、チャンネル品質情報のチャンネル符号化手順の他の例を示す。なお、下記のチ
ャンネル符号化手順は、上述したＣＳＩ送信手順に適用される。上述のように、ＵＥは、
複数のＤＬ　ＣＣに対応する複数のチャンネル品質情報を基地局に送信することができる



(18) JP 5654621 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

。図８において、複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアのチャンネル品質情報は
、ともにチャンネル符号化され、その後、複数の層上にマッピングを行うために分割され
てよい。
【００９２】
　１つのＰＵＳＣＨを介して、同時に複数のＤＬ　ＣＣのチャンネル品質情報を送信する
ためにＵＥがトリガされた後の、チャンネル符号化および多重化の手順は、図８を参照し
て、次のように説明することができる。例えば、ＵＥは、設定されたＤＬ　ＣＣのセット
のうち、３つのコンポーネント・キャリア（すなわち、ＤＬ　ＣＣ　１、ＤＬ、ＣＣ２、
ＤＬ　ＣＣ３）のチャンネル品質情報を、同時に１つのＰＵＳＣＨを介して送信するよう
に要求される。
【００９３】
　まず、３つのＤＬ　ＣＣに対するチャンネル品質情報は、ともに連結される。次に、連
結されたチャンネル品質情報のチャンネル符号化がともに行われる。ここで、例えば、Ｌ
ＴＥのリリース８のチャンネル符号化方式を援用することができる。チャンネル品質情報
のペイロードのサイズ（ｋ）が１１ビット以下である場合、ＣＲＣの付加やレートマッチ
ングを実行することなく、チャンネル符号化は、ブロック符号化（３２，ｋ）として行わ
れる。一方、チャンネル品質情報のペイロードのサイズが１１ビットより大きい場合は、
テイルバイティング畳み込み符号化が行われ、それに応じてＣＲＣの付加およびレートマ
ッチングが実行される。
【００９４】
　その後、ＵＥは、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する。例えば
、チャンネル品質情報が１つのコードワードにしかマッピングされていない場合、ＵＥは
、式（２）のように各層（各レイヤ）におけるチャンネル品質情報に対する符号化シンボ
ルの数を決定する。すなわち、ＵＥは、式（２）に基づき、ともにチャンネル符号化され
るチャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する。
【００９５】
【数９】

【００９６】
　ここで、関数“ｍｉｎ（Ａ，Ｂ）”の出力は、ＡおよびＢのうち小さいほうであって、
例えば、Ａ＜Ｂの場合、ｍｉｎ（Ａ，Ｂ）＝Ａであり、
　Ｏｃは、ＤＬ　ＣＣの数ｃに対するチャンネル品質情報ビットの数（ＣＱＩビットおよ
び／またはＰＭＩビットを含む）であり、
　Ｌは、下記の式
【００９７】
【数１０】

【００９８】
によって与えられるＣＲＣビットの数であり、
　Ｃは、チャンネル品質情報のフィードバック対してスケジューリングされたＤＬ　ＣＣ
の総数であり、
【００９９】
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【数１１】

【０１００】
は、最初のＰＤＣＣＨから得られる、同じトランスポートブロックに対して最初にスケジ
ューリングされた帯域幅であり、
　Ｒは、このトランスポートブロックのコードブロック数であり、
　Ｋｒは、コードブロック数ｒのビット数であり、
【０１０１】

【数１２】

【０１０２】
は、上位層によって設定されたオフセット（例えば、ＭＣＳのオフセット）であり、
【０１０３】

【数１３】

【０１０４】
は、同じトランスポートブロックに対する、最初のＰＵＳＣＨ伝送用サブフレーム当たり
のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数（例えば、１２個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）であり、
【０１０５】

【数１４】

【０１０６】
は、現在のＰＤＣＣＨから得られる、サブキャリア単位にて現在のＰＵＳＣＨに対してス
ケジューリングされた帯域幅であり、
【０１０７】

【数１５】

【０１０８】
は、現在のＰＵＳＣＨ伝送サブフレーム内におけるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数（例えば
、１２個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）であり、
【０１０９】

【数１６】

【０１１０】
は、ＲＩの符号化シンボル数である。
【０１１１】
　式（２）から、ＣＲＣビットの数は、複数のＣＣの連結されたチャンネル品質情報ビッ
トに対して計算される。ここで、得られるＬの値は１つである。
【０１１２】
　式（１）と同様に、チャンネル品質情報に含まれているＰＭＩが、２つの構成マトリク
ス（マトリクスインデックス）Ｗ＿１およびＷ＿２によって示されている場合、ＰＭＩビ
ットの数は、Ｗ＿１のみの数として、またはＷ＿２のみの数として、またはＷ＿１とＷ＿
２との数として見なすことができる。
【０１１３】
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　すなわち、ＵＥが、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する際、Ｗ
＿１ビットの数のみ、チャンネル品質情報ビットの数に含めることができる。また、ＵＥ
が、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する際、Ｗ＿２ビットの数の
み、チャンネル品質情報ビットの数に含めることができる。また、ＵＥが、チャンネル品
質情報に対する符号化シンボルの数を決定する際、Ｗ＿１ビットとＷ＿２ビットとの両方
の数を、チャンネル品質情報ビットの数に含めることができる。
【０１１４】
　換言すれば、ＵＥは、各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状
態情報ビットを連結し、連結した各ダウンリンクのコンポーネントキャリアのチャンネル
状態情報ビットに、１つのサイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）ビットを付加
することによって得られるビット数を用いて、複数のダウンリンクのコンポーネントキャ
リアに対するチャンネル状態情報の符号化シンボルの数を決定する。
【０１１５】
　チャンネル符号化の後、異なるＤＬ　ＣＣのチャンネル品質情報は、直列に連結される
。その後、実際のシステムに基づいて、連結されたチャンネル品質情報は、複数のセグメ
ントに分割され、アップリンクの送信データを多重化しながら、それぞれのセグメントが
１つの層上にマッピングされる。例えば、チャンネル品質情報が１つのコードワードの２
つの層上で送信されることが定義されている。このように、連結されたチャンネル品質情
報は二分割され、それぞれが指定されたコードワードの各層へマッピングされる。
【０１１６】
　図９は、チャンネル品質情報のチャンネル符号化の手順の他の例を示す。上述のように
、ＵＥは、複数のＤＬ　ＣＣに対応する複数のチャンネル品質情報を基地局に送信するこ
とができる。図９において、複数のＤＬ　ＣＣのチャンネル品質情報は、層をマッピング
するために分割され、層固有にチャンネル符号化される。
【０１１７】
　１つのＰＵＳＣＨを介して、同時に複数のＤＬ　ＣＣのチャンネル品質情報を送信する
ようにＵＥがトリガされた後の、チャンネル符号化および多重化の手順は、図９を参照し
て、次のように説明することができる。例えば、ＵＥは、設定されたＤＬ　ＣＣのセット
のうち、３つのコンポーネントキャリア（すなわち、ＤＬ　ＣＣ　１、ＤＬ、ＣＣ２、Ｄ
Ｌ　ＣＣ３）のチャンネル品質情報を１つのＰＵＳＣＨを介して、同時に送信するように
要求される。
【０１１８】
　まず、３つのＤＬ　ＣＣのチャンネル品質情報は、ともに連結される。マッピング層の
数（（現在の）トランスポートブロックによってマッピングされた層の数）に基づいて、
連結されたチャンネル品質情報がいくつかのセグメントに分割される。なお、トランスポ
ートブロックによってマッピングされた層の数は、送信モードやチャンネル状況等に応じ
て変化する。
【０１１９】
　例えば、チャンネル品質情報が１つのコードワードの２つの層上で送信されることが定
義されている。このように、連結されたチャンネル品質情報は二分割され、それぞれが別
々にチャンネル符号化される。ここで、例えば、ＬＴＥのリリース８のチャンネル符号化
方式を援用することができる。チャンネル品質情報のペイロードのサイズ（ｋ）が１１ビ
ット以下である場合、ＣＲＣの付加やレートマッチングを実行することなく、チャンネル
符号化は、ブロック符号化（３２，ｋ）として行われる。一方、チャンネル品質情報のペ
イロードのサイズが１１ビットより大きい場合は、テイルバイティング畳み込み符号化が
行われ、それに応じてＣＲＣの付加とレートマッチングが実行される。
【０１２０】
　すなわち、ＵＥは、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する。例え
ば、チャンネル品質情報が１つのコードワードにしかマッピングされていない場合、ＵＥ
は、式（３）のように各層（各レイヤ）におけるチャンネル品質情報に対する符号化シン
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ボルの数を決定する。すなわち、ＵＥは、式（３）に基づき、層に基づいてチャンネル符
号化されるチャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する。
【０１２１】
【数１７】

【０１２２】
　ここで、関数“ｍｉｎ（Ａ，Ｂ）”の出力は、ＡおよびＢのうち小さいほうであって、
例えば、Ａ＜Ｂの場合、ｍｉｎ（Ａ，Ｂ）＝Ａであり、
　Ｏｃは、ＤＬ　ＣＣの数ｃに対するチャンネル品質情報ビットの数（ＣＱＩビットおよ
び／またはＰＭＩビットを含む）であり、
　Ｌは、下記式
【０１２３】
【数１８】

【０１２４】
によって与えられるＣＲＣビットの数であり、
　Ｎは、トランスポートブロックによってマッピングされた層の数であり、
　Ｃは、チャンネル品質情報のフィードバックに対してスケジューリングされたＤＬ　Ｃ
Ｃの総数であり、
【０１２５】

【数１９】

【０１２６】
は、最初のＰＤＣＣＨから得られる、同じトランスポートブロックに対して最初にスケジ
ューリングされた帯域幅であり、
　Ｒは、このトランスポートブロックのコードブロック数であり、
　Ｋｒは、コードブロック数ｒのビット数であり、
【０１２７】

【数２０】

【０１２８】
は、上位層によって設定されたオフセット（例えば、ＭＣＳのオフセット）であり、
【０１２９】

【数２１】

【０１３０】
は、同じトランスポートブロックに対する、最初のＰＵＳＣＨの伝送用サブフレーム当た
りのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数（例えば、１２個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）であり、
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【０１３１】
【数２２】

【０１３２】
は、現在のＰＤＣＣＨから得られる、サブキャリア単位にて現在のＰＵＳＣＨに対してス
ケジューリングされた帯域幅であり、
【０１３３】

【数２３】

【０１３４】
は、現在のＰＵＳＣＨ伝送サブフレーム内におけるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数（例えば
、１２個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）であり、
【０１３５】

【数２４】

【０１３６】
は、ＲＩの符号化シンボル数である。
【０１３７】
　式（３）から、ＣＲＣビットの数が、層の数に応じて計算される。ここで、Ｎは、層の
数であり、Ｌは、各層上で分離されたチャンネル品質情報ビットに付加されたＣＲＣビッ
トの数である。
【０１３８】
　式（１）および（２）と同様に、チャンネル品質情報に含まれているＰＭＩが、２つの
構成マトリクス（マトリクスインデックス）Ｗ＿１およびＷ＿２によって示されている場
合、ＰＭＩビットの数は、Ｗ＿１のみの数として、またはＷ＿２のみの数として、または
Ｗ＿１とＷ＿２との数として見なすことができる。
【０１３９】
　すなわち、ＵＥが、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する際、Ｗ
＿１ビットの数のみ、チャンネル品質情報ビットの数に含めることができる。また、ＵＥ
が、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する際、Ｗ＿２ビットの数の
み、チャンネル品質情報ビットの数に含めることができる。また、ＵＥが、チャンネル品
質情報に対する符号化シンボルの数を決定する際、Ｗ＿１ビットとＷ＿２ビットとの両方
の数を、チャンネル品質情報ビットの数に含めることができる。
【０１４０】
　式（３）によれば、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数は、層の数に応じ
て変化する。ＵＥは、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を、層の数に応じ
て決定することができる。
【０１４１】
　チャンネル符号化の後、チャンネル品質情報の各符号化されたセグメントは、アップリ
ンクの送信データを多重化しながら、該当する層の上にマッピングされる。
【０１４２】
　図１０は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよびＲＩのチャンネル符号化の手順の一例を
示す。ＵＥは、その実際のペイロードに応じて、複数のＤＬ　ＣＣに対するＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫおよびＲＩのチャンネル符号化の方法を変化させる。ＵＥが、１つのＰＵ
ＳＣＨを介して、複数のＤＬ　ＣＣに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、および／また
はＲＩを送信するように設定されている場合のチャンネル符号化およびインターリーブの
手順は、図１０を参照して、次のように説明することができる。
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【０１４３】
　ここで、ＵＥは、同じサブフレーム内において、複数のコンポーネント・キャリア上で
スケジューリングされた複数のトランスポートブロック（すなわち、複数のＰＤＳＣＨ）
に対する（複数の）ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報を、基地局に送信することができ
る。例えば、ＵＥは、同じサブフレーム内において、２つのコンポーネントキャリア上で
スケジューリングされた２つのトランスポートブロック（すなわち、２つのＰＤＳＣＨ）
に対する（複数の）ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報を、基地局に送信することができ
る。すなわち、基地局が、ＵＥにＰＵＳＣＨを割り当てると、ＵＥは、ＰＵＳＣＨを介し
て、複数のトランスポートブロックに対する（複数の）ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの情
報を、基地局に送信することができる。
【０１４４】
　まず、同じサブフレームにおいて、２つのスケジューリングされたダウンリンクのコン
ポーネントキャリア上のトランスポートブロックのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが
ともに連結される。次に、連結されたＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは、チャンネル
符号化を行う。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの数は、ＵＥの容量と基地局のスケジ
ューリングに応じて、１～１０ビットで変動する。ここでは、最大５つのコンポーネント
キャリアのアグリゲーション、および１つのコンポーネントキャリアにつき最大２つのコ
ードワードを想定する。チャンネル符号化に対して、連結されたＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫビットの数が１または２である場合、ＬＴＥのリリース８にて定義された１ビットの
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよび２ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの符号化が援
用され、それ以外の場合、すなわち、３～８ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫを符号
化する場合は、新たなチャンネル符号化の方法が導入される。例えば、３～８ビットのＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫを符号化する場合は、ＰＵＣＣＨ上におけるＵＣＩチャンネル
品質情報のチャンネル符号化について、ＬＴＥのリリース８にて定義された（２０，ｋ）
ブロック符号化が導入される。チャンネル符号化の後、実際のシステムに基づいて、符号
化されたＡＣＫ／ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を（層の反復によって）複製し、アップリンクの
データをインターリーブしながら、複数の層上にマッピングすることができる。例えば、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫが２つのコードワードの４つの層上において複製されること
が定義されている。従って、符号化されたＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが４回複製
される。各複製データは２つのコードワードの各層へマッピングされる。各層上における
マッピング規則は、図２に示すように、ＬＴＥのリリース８にて定義されているものに従
う。なお、層繰り返しのみが、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよびＲＩの伝送に使用され
る。
【０１４５】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよびＲＩのチャンネル符号化の手順では、シンボルの数も決定する
必要がある。この場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよびＲＩに使用される方法および式は、本質
的に、ＬＴＥのリリース８．０にて定義されているものと同じである。
【０１４６】
　本発明によれば、基地局は、キャリアアグリゲーションの場合、ＰＵＳＣＨ上において
適応性のあるＵＣＩの多重化方式を行うことができる。これにより、基地局は、システム
にさらなる複雑さを生じさせることなく、より効率的な伝送制御（スケジューリング）を
行うことができる。
【０１４７】
　（移動通信システム）
　以下の説明では、本発明に係る移動通信システムについて説明する。移動通信システム
は、基地局およびユーザ機器を備えており、基地局とユーザ機器とは、上記のいずれかの
実施形態またはその変形例におけるＰＵＳＣＨ上におけるＵＣＩの多重化の方法に基づい
て、互いに通信することができる。
【０１４８】
　図１１は、本発明に係る基地局の概略構成例を示す機能ブロック図である。
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【０１４９】
　図１１に示すように、基地局１００は、データ制御部１、変調符号化部２、マッピング
部３、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）部４、無線送信部５、無線受信部６、高速フーリ
エ変換（ＦＦＴ）部７、復調復号化部８、データ抽出部９、送信情報制御部１０、および
アンテナ１１を備えている。送信情報制御部１０は、スケジューラ部２１、変調・符号化
制御部２２、および周波数選択スケジューラ部２３を備えている。
【０１５０】
　基地局１００では、ユーザ機器に送信される送信データおよび制御データは、データ制
御部１に入力され、これらのデータは、送信情報制御部１０からの指示に基づいて、ユー
ザ機器に順次送信される。変調符号化部２は、伝送情報制御部１０（変調・符号化制御部
２２）によって決定された変調方式および符号化率に基づいて、データ制御部１から出力
された信号を受信し、変調処理またはエラー訂正符号化処理を行い、データをマッピング
部３に出力する。マッピング部３は、送信情報制御部１０（周波数選択スケジューラ部２
３）から出力された周波数選択スケジューリング情報に基づいて、変調符号化部２から出
力されたデータを各サブキャリア上へマッピングし、データを逆高速フーリエ変換部４に
出力する。
【０１５１】
　逆高速フーリエ変換部４は、マッピング部３から出力されたデータに対して逆高速フー
リエ変換の処理を行い、データを時系列ベースバンドのデジタル信号に変換し、この信号
を無線送信部５に出力する。無線送信部５は、逆高速フーリエ変換部４からの出力信号を
アナログ／デジタル変換し、送信に適した周波数に信号をアップコンバートしてから、ア
ンテナ１１を介して信号を各ユーザ機器に送信する。
【０１５２】
　スケジューラ部２１は、各ユーザ機器の使用するリソース領域、間欠送信受信の周期、
伝送データチャンネルの形式、およびバッファのステータス等の制御情報に基づいて、ダ
ウンリンクおよびアップリンクをスケジューリングする。変調・符号化制御部２２は、ユ
ーザ機器からの物理アップリンク制御チャンネル上のチャンネル品質情報のフィードバッ
クに基づいて、各データに適用される変調方式および符号化率を決定する。周波数選択ス
ケジューラ部２３は、ユーザ機器からのチャンネル品質情報のフィードバックに基づいて
、各データに適用される周波数選択スケジューリングを実行する。データ抽出部９は、復
調および復号されたデータをユーザ用の受信データと制御データとに分離し、これらのデ
ータを上位処理部に転送し、送信情報制御部２７に出力する。
【０１５３】
　図１１に示されるように、基地局の各構成要素は、結合されてもよく、また別々のユニ
ットとして実現してもよい。
【０１５４】
　図１２は、本発明に係るユーザ機器の概略構成例を示す機能ブロック図である。
【０１５５】
　図１２に示されるように、ユーザ機器２００は、データ制御部４１、変調符号化部４２
、マッピング部４３、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）部４４、無線送信部４５、アンテ
ナ４６、ＰＵＳＣＨ制御部４７、無線受信部４８、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）部４９、
復調復号部５０、およびデータ抽出部５１を備えている。ＰＵＳＣＨ制御部４７は、制御
・データ多重化部６２、ＰＵＳＣＨマッピング部６１、およびチャンネル制御部６３を備
えている。
【０１５６】
　無線受信部４８、ＦＦＴ部４９、復調復号部５０、データ抽出部５１、およびＰＵＳＣ
Ｈ制御部４７は、全体として、受信部８０を構成し、データ制御部４１、変調符号化部４
２、マッピング部４３、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）部４４、および無線送信部４５
は、全体として、送信部９０を構成している。
【０１５７】
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　図１２に示すユーザ機器２００では、基地局１００に送信される送信データおよび制御
データは、データ制御部４１に入力され、これらのデータは、基地局１００に順次送信さ
れる。変調符号化部４２は、データ制御部４１から出力された信号を受信し、変調処理ま
たはエラー訂正符号化処理を行い、データをマッピング部４３に出力する。マッピング部
４３は、変調符号化部４２から出力されたデータを各サブキャリア上へマッピングし、デ
ータを逆高速フーリエ変換部４４に出力する。
【０１５８】
　逆高速フーリエ変換部４４は、マッピング部４３から出力されたシンボル列に対して逆
高速フーリエ変換の処理を行い、シンボル列を時系列ベースバンドデジタル信号に変換し
、この信号を無線送信部４５に出力する。無線送信部４５は、逆高速フーリエ変換部４か
らの出力信号をアナログ／デジタル変換し、送信に適した周波数に信号をアップコンバー
トしてから、アンテナ４６を介して信号を基地局１００に送信する。
【０１５９】
　制御・データ多重化部６２は、アップリンク制御情報を多重化し、インタリーバにデー
タを送信する。ＰＵＳＣＨマッピング部６１は、多重化された制御およびデータの情報を
複数のコードワードの複数の層にマッピングする。
【０１６０】
　チャンネル符号化部６３は、シンボル数決定部６４を備えており、このシンボル数決定
部６４は、ＵＥが、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定するために使
用される。特に、シンボル数決定部６４は、上記の式（１）、（２）、および（３）に基
づいて、チャンネル品質情報に対する符号化シンボルの数を決定する。
【０１６１】
　図１１の基地局および図１２のユーザ機器の他の代替例では、デバイス（ＢＳまたはＵ
Ｅ）は、プロセッサおよびメモリを備えるように実現してもよい。
【０１６２】
　メモリは、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の両方
を含んでもよく、プロセッサに命令とデータを提供する。メモリの一部は、不揮発性ラン
ダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）を含んでもよい。メモリは、電子情報を格納可能な任
意の電子部品を含んでもよく、ＲＯＭ、ＲＡＭ、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体フラ
ッシュメモリ、プロセッサを伴ったオンボードメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ
（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
等として具現化してもよい。メモリは、プログラム命令および他の種類のデータを格納し
てもよい。プログラム命令は、ＰＵＣＣＨリソース割り当てを実現する目的で本明細書に
開示された方法の一部またはすべてが実行されるように、プロセッサによって実行しても
よい。
【０１６３】
　情報および信号は、さまざまな技術や手法を用いて表してもよい。例えば、上記の説明
の全体にわたって言及されるデータ、命令、コマンド、情報、信号等は、電圧、電流、電
磁波、磁界または粒子、光学フィールドまたは粒子、またはそれらの任意の組み合わせに
よって表してもよい。
【０１６４】
　本明細書に開示された実施形態に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック
、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
信号、または他のプログラム可能な論理素子、離散的なゲートまたはトランジスタロジッ
ク、離散的なハードウェアコンポーネント、または本明細書に記載された機能を実行する
ように設計された任意の組み合わせで実施または実行してもよい。汎用プロセッサは、マ
イクロプロセッサであってもよいが、あるいは、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ
、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。プロセ
ッサは、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ
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、ＤＳＰのコアと連結した１つまたは複数のマイクロプロセッサ、または他のそうした構
成のコンピュータデバイスの組み合わせとして実施してもよい。別の実施形態では、集積
回路は、実行時に基地局、および／またはユーザ機器において方法を実現するプログラム
を格納するように構成されてもよく、集積回路は、それぞれ、基地局とユーザ機器に実装
されてもよい。
【０１６５】
　本明細書に開示された実施形態に関連して説明された方法やアルゴリズムの工程は、ハ
ードウェアによって直接的に具現化してもよく、プロセッサによって実行されたソフトウ
ェアモジュールで具現化してもよく、またはこれら２つの組み合わせによって具現化して
もよい。ソフトウェアモジュールは、当技術分野で知られている記憶媒体のいずれの形を
とってもよい。記憶媒体としては、例えば、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメ
モリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク
、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等が挙げられる。ソフトウェアモジュールは、単
一の命令または多数の命令を含んでもよく、異なるプログラム間および複数の記憶媒体に
わたって、いくつかの異なるコードセグメントのもとで配布することができる。例えば、
記憶媒体は、プロセッサが当該記録媒体から情報を読み取り、当該記憶媒体に情報を書き
込むことができるように当該プロセッサに接続されてよい。あるいは、記憶媒体は、プロ
セッサと一体化になっていてもよい。
【０１６６】
　本明細書に開示された方法は、記載された方法を実現するための１つまたは複数の工程
または動作を含む。これら方法の工程および／または動作は、特許請求の範囲から逸脱す
ることなく、互いに置き換えることができる。換言すれば、特定の順序の工程または動作
が、説明されている実施形態の適切な操作に必要な場合を除き、具体的な工程または動作
の順序および／または使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく変更してもよい。
【０１６７】
　本発明は、物理アップリンク共有チャンネル上におけるアップリンク制御情報の伝送の
ための通信方法であって、基地局が、物理アップリンク共有チャンネルを介したアップリ
ンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報を、ユーザ機器に通知す
る工程と、ユーザ機器が、チャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボルの数
を決定する工程と、ユーザ機器が、物理アップリンク共有チャンネルを介して、決定され
たシンボル数のアップリンク制御情報を基地局に送信する工程と、を含むことを特徴する
通信方法を含むことができる。
【０１６８】
　また、本発明は、物理アップリンク共有チャンネル上におけるアップリンク制御情報の
伝送のための通信方法であって、基地局が、物理アップリンク共有チャンネルを介したア
ップリンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報を、ユーザ機器に
通知する工程と、ユーザ機器が、個別にチャンネル符号化されるアップリンク制御情報の
シンボルの数を決定する工程と、ユーザ機器が、物理アップリンク共有チャンネルを介し
て、決定されたシンボル数のアップリンク制御情報を基地局に送信する工程と、を含むこ
とを特徴する通信方法も含むことができる。
【０１６９】
　また、本発明は、物理アップリンク共有チャンネル上におけるアップリンク制御情報の
伝送のための通信方法であって、基地局が、物理アップリンク共有チャンネルを介したア
ップリンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報を、ユーザ機器に
通知する工程と、ユーザ機器が、結合してチャンネル符号化されるアップリンク制御情報
のシンボルの数を決定する工程と、ユーザ機器が、物理アップリンク共有チャンネルを介
して、決定されたシンボル数のアップリンク制御情報を基地局に送信する工程と、を含む
ことを特徴する通信方法も含むことができる。
【０１７０】
　また、本発明は、物理アップリンク共有チャンネル上におけるアップリンク制御情報の
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伝送のための通信方法であって、基地局が、物理アップリンク共有チャンネルを介したア
ップリンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報を、ユーザ機器に
通知する工程と、ユーザ機器が、層に基づいてチャンネル符号化されるアップリンク制御
情報のシンボルの数を決定する工程と、ユーザ機器が、物理アップリンク共有チャンネル
を介して、決定されたシンボル数のアップリンク制御情報を基地局に送信する工程と、を
含むことを特徴する通信方法も含むことができる。
【０１７１】
　本発明の通信方法では、上記アップリンク制御情報は、チャンネル品質インジケータを
含む。
【０１７２】
　また、本発明の通信方法において、上記アップリンク制御情報は、プリコーディングマ
トリクスインデックスを含む。別の実施形態では、プリコーディングマトリクスインデッ
クスは、２種類のマトリクスで示される。
【０１７３】
　また、本発明は、物理アップリンク共有チャンネル上におけるアップリンク制御情報の
伝送のためのユーザ機器の通信方法であって、物理アップリンク共有チャンネルを介した
アップリンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報を、基地局から
通知される工程と、チャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボルの数を決定
する工程と、物理アップリンク共有チャンネルを介して、決定されたシンボル数のアップ
リンク制御情報を基地局に送信する工程と、を含むことを特徴するユーザ機器の通信方法
も含むことができる。
【０１７４】
　また、本発明は、物理アップリンク共有チャンネル上におけるアップリンク制御情報の
伝送のためのユーザ機器の通信方法であって、物理アップリンク共有チャンネルを介した
アップリンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報を、基地局から
通知される工程と、別々にチャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボルの数
を決定する工程と、物理アップリンク共有チャンネルを介して、決定されたシンボル数の
アップリンク制御情報を基地局に送信する工程と、を含むことを特徴するユーザ機器の通
信方法も含むことができる。
【０１７５】
　また、本発明は、物理アップリンク共有チャンネル上におけるアップリンク制御情報の
伝送のためのユーザ機器の通信方法であって、物理アップリンク共有チャンネルを介した
アップリンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報を、基地局から
通知される工程と、結合してチャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボルの
数を決定する工程と、物理アップリンク共有チャンネルを介して、決定されたシンボル数
のアップリンク制御情報を基地局に送信する工程と、を含むことを特徴するユーザ機器の
通信方法も含むことができる。
【０１７６】
　また、本発明は、物理アップリンク共有チャンネル上におけるアップリンク制御情報の
伝送のためのユーザ機器の通信方法であって、物理アップリンク共有チャンネルを介した
アップリンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報を、基地局から
通知される工程と、層に基づいてチャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボ
ルの数を決定する工程と、物理アップリンク共有チャンネルを介して、決定されたシンボ
ル数のアップリンク制御情報を基地局に送信する工程と、を含むことを特徴するユーザ機
器の通信方法も含むことができる。
【０１７７】
　本発明の通信方法では、上記アップリンク制御情報は、チャンネル品質インジケータを
含む。
【０１７８】
　また、本発明の通信方法において、上記アップリンク制御情報は、プリコーディングマ
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トリクスインデックスを含む。別の実施形態では、プリコーディングマトリクスインデッ
クスは、２種類のマトリクスで示される。
【０１７９】
　本発明のいくつかの実施形態は、上記サイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）
ビットの数は、各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビ
ットを連結することによって得られたビット数を用いて決定されることを特徴とするユー
ザ機器を開示する。
【０１８０】
　本発明のいくつかの実施形態は、上記チャンネル状態情報は、チャンネル品質インジケ
ータを含むことを特徴とするユーザ機器を開示する。
【０１８１】
　本発明のいくつかの実施形態は、上記チャンネル状態情報は、プリコーディングマトリ
クスインジケータを含むことを特徴とするユーザ機器を開示する。
【０１８２】
　本発明のいくつかの実施形態は、上記チャンネル状態情報は、広帯域のプリコーディン
グマトリクスインジケータを含むことを特徴とするユーザ機器を開示する。
【０１８３】
　本発明のいくつかの実施形態は、上記サイクリックリダンダンシーチェック（ＣＲＣ）
ビットの数は、各ダウンリンクのコンポーネントキャリアに対するチャンネル状態情報ビ
ットを連結することによって得られたビット数を用いて、ユーザ機器によって決定される
ことを特徴とする基地局装置を開示する。
【０１８４】
　本発明のいくつかの実施形態は、上記チャンネル状態情報は、チャンネル品質インジケ
ータを含むことを特徴とする基地局装置を開示する。
【０１８５】
　本発明のいくつかの実施形態は、上記チャンネル状態情報は、プリコーディングマトリ
クスインジケータを含むことを特徴とする基地局装置を開示する。
【０１８６】
　本発明のいくつかの実施形態は、上記チャンネル状態情報は、広帯域のプリコーディン
グマトリクスインジケータを含むことを特徴とする基地局装置を開示する。
【０１８７】
　さらに、本発明は以下のように表現することもできる。
【０１８８】
　（第１の発明）アップリンク制御情報の伝送のためのユーザ機器装置であって、アップ
リンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報の通知を基地局から受
信するための受信部と、チャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボルの数を
決定するためのシンボル数決定部と、決定されたシンボル数のチャンネル符号化されたア
ップリンク制御情報を基地局装置に送信するための送信部とを備えているユーザ機器装置
。
【０１８９】
　本発明によれば、データ伝送のために複数のダウンリンクのコンポーネントキャリアが
設定されている場合であっても、チャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボ
ル数を決定することによって、ＰＵＳＣＨを介して、基地局に増加したＵＣＩを効果的に
送信することができる。このスケジューリングによれば、異なる数のチャンネル符号化さ
れるＵＣＩのシンボルを容易に推定することができる。これによって、（１）基地局およ
び移動局がＰＵＳＣＨ上において適応性のあるＵＣＩの多重化方式を実行でき、（２）基
地局および移動局が効果的なチャンネル符号化性能を実現できるという効果が得られる。
【０１９０】
　（第２の発明）上記シンボル数決定部は、基地局からユーザ機器装置へ通知されたダウ
ンリンクのコンポーネントキャリアごとに個別にシンボルの数を決定してもよいことを特



(29) JP 5654621 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

徴とする第１の発明に記載のユーザ機器装置。
【０１９１】
　個別にシンボルの数を決定することによって、１つのＣＣのＵＣＩ上で発生している受
信エラーが、他のＣＣのＵＣＩの受信に影響を与えないという効果が得られる。また、個
別チャンネル符号化は、ＬＴＥのリリース８．０にて定義されているものと完全に適合す
る。
【０１９２】
　（第３の発明）上記シンボル数決定部は、基地局からユーザ機器装置へ通知された複数
のダウンリンクのコンポーネントキャリアに対して、結合してシンボルの数を決定しても
よいことを特徴とする第１の発明に記載のユーザ機器装置。
【０１９３】
　結合してシンボルの数を決定することによって、冗長ビットを節約できるという（すな
わち、いくつかのリソース要素をデータ伝送のために節約できるという）効果が得られる
。また、それにより、新しいロバストなチャンネル符号化方式をリソース要素と同じコス
トで導入することができる。
【０１９４】
　（第４の発明）上記シンボル数決定部は、基地局からユーザ機器装置へのダウンリンク
のトランスポートブロックによってマッピングされた層の数に従ってシンボルの数を決定
してもよいことを特徴とする第１の発明に記載のユーザ機器装置。
【０１９５】
　マッピングされた層の数に従ってシンボルの数を決定することによって、個別にシンボ
ルを決定することによって得られる効果と、結合してシンボルを決定することによって得
られる効果との折衷効果が得られる。換言すれば、複数のＣＣへの受信エラーの影響を低
減する効果と、冗長ビットを節約できるという効果とを組み合わせた効果が得られる。
【０１９６】
　（第５の発明）上記アップリンク制御情報は、チャンネル品質インジケータを含んでも
よいことを特徴とする第１の発明に記載のユーザ機器装置。
【０１９７】
　これによって、基地局とユーザ機器との間でより効率的な伝送制御（スケジューリング
）を構築するという効果が得られる。
【０１９８】
　（第６の発明）上記アップリンク制御情報は、プリコーディングマトリクスインジケー
タを含んでもよいことを特徴とする第１の発明に記載のユーザ機器装置。
【０１９９】
　これによって、基地局とユーザ機器との間でより効率的な伝送制御（スケジューリング
）を構築するという効果が得られる。
【０２００】
　（第７の発明）上記プリコーディングマトリクスは、１種類のマトリクスで示されても
よく、上記１種類のマトリクスは、（ｉ）広帯域、および／または長期間のチャンネル特
性、または（ｉｉ）有効なチャンネルの瞬時特性に対応することを特徴とする第６の発明
に記載のユーザ機器装置。
【０２０１】
　これによって、基地局とユーザ機器との間でより効率的な伝送制御（スケジューリング
）を構築するという効果が得られる。
【０２０２】
　（第８の発明）上記プリコーディングマトリクスは、２種類のマトリクスで示され、上
記２種類のマトリクスのうち一方のマトリクスは、広帯域および／または長期間のチャン
ネル特性に対応し、他方のマトリクスは、有効なチャンネルの瞬時特性に対応することを
特徴とする第６の発明に記載のユーザ機器装置。
【０２０３】
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　これによって、基地局とユーザ機器との間でより効率的な伝送制御（スケジューリング
）を構築するという効果が得られる。
【０２０４】
　（第９の発明）上記アップリンク制御情報の伝送は、物理アップリンク共有チャンネル
上で行われてもよいことを特徴とする第１の発明に記載のユーザ機器装置。
【０２０５】
　これによって、基地局とユーザ機器との間でより効率的な伝送制御（スケジューリング
）を構築するという効果が得られる。
【０２０６】
　（第１０の発明）アップリンク制御情報の伝送のための基地局装置であって、アップリ
ンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報の通知をユーザ機器に送
信するための送信部と、ユーザ機器によって決定されたシンボル数のチャンネル符号化さ
れるアップリンク制御情報をユーザ機器装置から受信するための受信部とを備えている基
地局装置。
【０２０７】
　これによって、基地局および移動局がＰＵＳＣＨ上における適応的なＵＣＩの多重化方
式を実行でき、基地局および移動局が効果的なチャンネル符号化性能を実現できるという
効果が得られる。
【０２０８】
　（第１１の発明）ユーザ機器装置と基地局装置とを備えたアップリンク制御情報の伝送
のための通信システムであって、アップリンク情報の伝送のためのトリガを含むダウンリ
ンク制御情報の通知を送信するための基地局における送信部と、アップリンク情報の伝送
のためのトリガを含むダウンリンク制御情報の通知を受信するためのユーザ機器装置にお
ける受信部と、チャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボルの数を決定する
ためのユーザ機器装置におけるシンボル数決定部と、決定されたシンボル数のチャンネル
符号化されたアップリンク制御情報を送信するためのユーザ機器装置における送信部と、
決定されたシンボル数のチャンネル符号化されたアップリンク制御情報を受信するための
基地局装置における受信部とを備える通信システム。
【０２０９】
　これによって、基地局および移動局がＰＵＳＣＨ上において適応的なＵＣＩの多重化方
式を実行でき、基地局および移動局が効果的なチャンネル符号化性能を実現できるという
効果が得られる。
【０２１０】
　（第１２の発明）アップリンク制御情報の伝送のためのユーザ機器装置の通信方法であ
って、アップリンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報の通知を
基地局から受信する工程と、チャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボルの
数を決定する工程と、決定されたシンボル数のチャンネル符号化されたアップリンク制御
情報を基地局装置に送信する工程とを含むユーザ機器装置の通信方法。
【０２１１】
　これによって、基地局および移動局がＰＵＳＣＨ上において適応的なＵＣＩの多重化方
式を実行でき、基地局および移動局が効果的なチャンネル符号化性能を実現できるという
効果が得られる。
【０２１２】
　（第１３の発明）アップリンク制御情報の伝送のための基地局装置の通信方法であって
、アップリンク制御情報の伝送のためのトリガを含むダウンリンク制御情報の通知をユー
ザ機器に送信する工程と、ユーザ機器によって決定されたシンボル数のチャンネル符号化
されたアップリンク制御情報をユーザ機器装置から受信する工程とを含むユーザ機器装置
の通信方法。
【０２１３】
　これによって、基地局および移動局がＰＵＳＣＨ上において適応的なＵＣＩの多重化方
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効果が得られる。
【０２１４】
　（第１４の発明）ユーザ機器装置と基地局装置とを備えたアップリンク制御情報の伝送
のための通信システムの通信方法であって、アップリンク情報の伝送のためのトリガを含
むダウンリンク情報の通知を基地局装置から送信する工程と、アップリンク情報の伝送の
ためのトリガを含むダウンリンク制御情報の通知をユーザ機器装置で受信する工程と、チ
ャンネル符号化されるアップリンク制御情報のシンボルの数をユーザ機器装置において決
定する工程と、決定されたシンボル数のチャンネル符号化されたアップリンク制御情報を
ユーザ機器装置から送信する工程と、決定されたシンボル数のチャンネル符号化されたア
ップリンク制御情報を基地局装置で受信する工程とを含む通信システムの通信方法。
【０２１５】
　これによって、基地局および移動局がＰＵＳＣＨ上において適応的なＵＣＩの多重化方
式を実行でき、基地局および移動局が効果的なチャンネル符号化性能を実現できるという
効果が得られる。
【０２１６】
　本発明の具体的な実施形態および応用を例示し、説明してきたが、本発明は、本明細書
に開示された構成や構成要素に厳密に限定されるものではないということを理解すべきで
ある。当業者には明らかであろう様々な変形、変更、および変化は、本発明の精神および
範囲から逸脱することなく、本明細書に開示された本発明の方法およびシステムの構成、
操作、および詳細において行ってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２１７】
　本発明は、第３世代（３Ｇ）、スーパー第３世代（Ｓ３Ｇ）、第４世代（４Ｇ）携帯電
話移動通信、デジタルテレビ、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、自
己組織化ネットワーク（Ｍｅｓｈ、Ａｄ　Ｈｏｃ、Ｃｅｎｓｏｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、電
子ホーム（ｅホーム）ネットワーク、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）
等の任意のシステムに適用可能である。
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