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(57)【要約】
　ユーザ装備(ＵＥ)が物理ダウンリンク制御チャンネル
(ＰＤＣＣＨ)を受信する方法を提供する。前記ＵＥは時
間ドメインでのシンボルの個数及び周波数ドメインでの
リソースブロック(ＲＢ)の個数を含む第１制御リソース
セットに対する設定情報を受信し、第１周波数－連続Ｒ
Ｂの個数Ｎｂｕｎｄｌｅを示す設定情報を受信し、さら
にＮｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢの周波数分散ブロック内の第
１制御リソースセットでＰＤＣＣＨを受信する。前記Ｕ
Ｅは前記ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準信号が前記Ｎ

ｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢに対して同一なプリコーディング
を有することで仮定する。従来の探索空間に比べ、ＵＥ
がＰＤＣＣＨをデコーディングするために行うチャンネ
ル推定の数を減らすための探索空間を構成する方法がさ
らに提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＤＣＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)を
受信するためのユーザ装備(ＵＥ)の方法であって、
　時間ドメインでのシンボルの個数と周波数ドメインでのリソースブロック(ＲＢ)の個数
を含む第１制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階と、
　第１周波数－連続ＲＢの個数Ｎｂｕｎｄｌｅ,１を指示する設定情報を受信する段階と
、及び
　Ｎｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢの周波数分散ブロック内の第１制御リソースセットで第１ＰＤ
ＣＣＨを受信する段階と、を含み、
　前記第１ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準信号は前記Ｎｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢに対して
同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのＲＢの個数を含む第２
制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階と、
　第２周波数－連続ＲＢの個数Ｎｂｕｎｄｌｅ,２を示す設定情報を受信する段階と、及
び
　周波数連続ブロックの個数Ｎｂｕｎｄｌｅ,２ＲＢ内の前記第２制御リソースセットで
第２ＰＤＣＣＨを受信する段階と、を含み、
　前記第２ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準信号は前記Ｎｂｕｎｄｌｅ,２ＲＢに対して
同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記第１制御リソースセットのすべてのＲＢに対する前記第１ＰＤＣＣＨの受信に係る
前記復調基準信号に対して同一なプリコーダーの使用を指示する設定情報を受信する段階
と、をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのＲＢの個数を含む第３
制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階と、及び
　予め決定された個数のＲＢの多数の周波数分散ブロックで前記第３制御リソースセット
内の第１システム情報ブロックの受信をスケジューリングする第３ＰＤＣＣＨを受信する
段階と、を含み
　前記第３ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準信号は予め決定された個数のＲＢに対して同
一なプリコーディングを行うことで仮定されることを特徴とする、請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　第１時間時点(ｔｉｍｅ ｏｃｃａｓｉｏｎ)の間の前記第１制御リソースセットでＰＤ
ＣＣＨを受信するための制１探索空間に対する設定情報を受信する段階と、及び
　第２時間時点の間の前記第１制御リソースセットでＰＤＣＣＨを受信するための第２探
索空間に対する設定情報を受信する段階と、をさらに含み、
　前記第１ＰＤＣＣＨはＵＥ特定ダウンリンク制御情報(ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏ
ｌ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ:ＤＣＩ)フォーマットを提供し、
　前記第１ＰＤＣＣＨの受信に係る前記復調基準信号は前記第１ＰＤＣＣＨが共通探索空
間(ｃｏｍｍｏｎ ｓｅａｒｃｈ ｓｐａｃｅ)で受信される時に第１シーケンスによってス
クランブリングされ、
　前記第１ＰＤＣＣＨの受信に係る前記復調基準信号は前記第１ＰＤＣＣＨがＵＥ－特定
探索空間で受信される時第２シーケンスでスクランブリングされ、
　前記第１制御リソースセットは
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【数１】

シンボルを含み、前記ＮｂｕｎｄｌｅＲＢのうちの
【数２】

のＲＢは
【数３】

シンボルを介して第１ＲＢ上で順次に配置され、前記ＮｂｕｎｄｌｅＲＢのうちの次の
【数４】

ＲＢは
【数５】

シンボルを介して第２ＲＢ上で順次に配置され、さらに、
　前記第２ＲＢのインデックスは前記第１ＲＢのインデックスより１ほど大きいことを特
徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ユーザ装置(ＵＥ)であって、
　時間ドメインでのシンボルの個数及び周波数ドメインでのリソースブロック(ＲＢ)の個
数を含む第１制御リソースセットに対する設定情報を受信し、
　第１周波数－連続ＲＢの個数Ｎｂｕｎｄｌｅを指示する設定情報を受信し、そして
　Ｎｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢの周波数分散ブロック内の第１制御リソースセットで第１ＰＤ
ＣＣＨを受信する受信機を含み、
　前記第１ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準信号は前記Ｎｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢに対して
同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、ＵＥ。
【請求項７】
　前記受信機は、
　前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのＲＢの個数を含む第２
制御リソースセットに対する設定情報を受信し、
　第２周波数－連続ＲＢの個数Ｎｂｕｎｄｌｅ,２を示す設定情報を受信し、
　周波数連続ブロックの個数Ｎｂｕｎｄｌｅ,２ＲＢ内の前記第２制御リソースセットで
第２ＰＤＣＣＨを受信し、
　前記第２ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準信号は前記Ｎｂｕｎｄｌｅ,２ＲＢに対して
同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、請求項６に記載の
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ＵＥ。
【請求項８】
　前記受信機は、
　前記第１制御リソースセットのすべてのＲＢに対する前記第１ＰＤＣＣＨの受信に係る
前記復調基準信号に対して同一なプリコーダーの使用を指示する設定情報を受信すること
を特徴とする、請求項６に記載のＵＥ。
【請求項９】
　前記受信機は、
　前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのＲＢの個数を含む第３
制御リソースセットに対する設定情報を受信し；そして
　予め決定された個数のＲＢの多数の周波数分散ブロックで前記第３制御リソースセット
内の第１システム情報ブロックの受信をスケジューリングする第３ＰＤＣＣＨを受信し、
　前記第３ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準信号は予め決定された個数のＲＢに対して同
一なプリコーディングを行うことで仮定されることを特徴とする、請求項６に記載のＵＥ
。
【請求項１０】
　前記受信機は、
　第１時間時点(ｔｉｍｅ ｏｃｃａｓｉｏｎ)の間の前記第１制御リソースセットでＰＤ
ＣＣＨを受信するための制１探索空間に対する設定情報を受信し、そして
　第２時間時点の間の前記第１制御リソースセットでＰＤＣＣＨを受信するための第２探
索空間に対する設定情報を受信するように構成され、
　前記第１ＰＤＣＣＨはＵＥ特定ダウンリンク制御情報(ＤＣＩ)フォーマットを提供し、
　前記第１ＰＤＣＣＨの受信に係る前記復調基準信号は前記第１ＰＤＣＣＨが共通探索空
間で受信される時に第１シーケンスによってスクランブリングされ、
　前記第１ＰＤＣＣＨの受信に係る前記復調基準信号は前記第１ＰＤＣＣＨがＵＥ特定探
索空間で受信される時第２シーケンスでスクランブリングされ、
　前記第１制御リソースセットは
【数６】

シンボルを含み、前記ＮｂｕｎｄｌｅＲＢのうちの
【数７】

ＲＢは
【数８】

シンボルを介して第１ＲＢ上で順次に配置され、前記ＮｂｕｎｄｌｅＲＢのうちの次の
【数９】
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【数１０】

シンボルを介して第２ＲＢ上で順次に配置され、さらに
　前記第２ＲＢのインデックスは前記第１ＲＢのインデックスより１ほど大きいことを特
徴とする、請求項６に記載のＵＥ。
【請求項１１】
　基地局(ＢＳ)であって、
　時間ドメインでのシンボルの個数と周波数ドメインでのリソースブロック(ＲＢ)の個数
を含む第１制御リソースセットに対する設定情報を送信し、
　第１周波数－連続ＲＢの個数Ｎｂｕｎｄｌｅを指示する設定情報を送信し、そして
　ＮｂｕｎｄｌｅＲＢの周波数分散ブロック内の第１制御リソースセットで第１ＰＤＣＣ
Ｈ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)を送信する送
信機を含み、
　前記第１ＰＤＣＣＨの送信に係る復調基準信号は前記Ｎｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢに対して
同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、基地局。
【請求項１２】
　前記送信機は、
　前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのＲＢの個数を含む第２
制御リソースセットに対する設定情報を送信し、
　第２周波数－連続ＲＢの個数Ｎｂｕｎｄｌｅ,２を示す設定情報を送信し、
　周波数連続ブロックの個数Ｎｂｕｎｄｌｅ,２内の前記第２制御リソースセットで第２
ＰＤＣＣＨを送信し、
　前記第２ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準信号は前記Ｎｂｕｎｄｌｅ,２ＲＢに対して
同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、請求項１１に記載
の基地局。
【請求項１３】
　前記送信機は、
　前記第１制御リソースセットのすべてのＲＢに対する前記第１ＰＤＣＣＨの送信に係る
前記復調基準信号に対して同一なプリコーダーの使用を指示する設定情報を送信するよう
に構成される、請求項１１に記載の基地局。
【請求項１４】
　前記送信機は、
　前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのＲＢの個数を含む第３
制御リソースセットに対する設定情報を送信し、そして
　予め決定された個数のＲＢの多数の周波数分散ブロックで前記第３制御リソースセット
内の第１システム情報ブロックの受信をスケジューリングする第３ＰＤＣＣＨを送信する
ように構成される、請求項１１に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記送信機は、
　第１時間時点の間の前記第１制御リソースセットでＰＤＣＣＨを送信するための制１探
索空間に対する設定情報を送信し、そして
　第２時間時点の間の前記第１制御リソースセットでＰＤＣＣＨを送信するための第２探
索空間に対する設定情報を送信するように構成され、
　前記第１制御リソースセットは
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【数１１】

シンボルを含み、前記ＮｂｕｎｄｌｅＲＢのうちの
【数１２】

ＲＢは
【数１３】

シンボルを介して第１ＲＢ上で順次に配置され、前記ＮｂｕｎｄｌｅＲＢのうちの次の
【数１４】

ＲＢは
【数１５】

シンボルを介して第２ＲＢ上で順次に配置され、さらに、
　前記第２ＲＢのインデックスは前記第１ＲＢのインデックスより１ほど大きいことを特
徴とする、請求項１１に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に無線通信システムにおける制御チャンネル動作に関する。より具体
的に、本開示は無線通信システムにおける送信構造及びフォーマットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　２０２０年頃、最初商業化が予想される５Ｇ移動通信は産業及び学界の多様な候補技術
に対する全世界のすべての技術活動と共に最近モメンタムが増加されている。５Ｇ移動通
信の利用可能な候補技術は、既存のセルラー周波数帯域から高周波まで、ビームフォーミ
ング利得を提供して容量増加をサポートするための大規模アンテナ技術(ｍａｓｓｉｖｅ 
ａｎｔｅｎｎａ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ)、互いに異なる要求事項を有する多様なサー
ビス／アプリケーションを柔軟に収容するための新しい波形(例えば、新しい無線アクセ
ス技術(ｒａｄｉｏ ａｃｃｅｓｓ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、ＲＡＴ)、大規模接続をサポー
トする新しい多重アクセス方式(ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ ｓｃｈｅｍｅｓ)などを
含む。ＩＴＵ(ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ｕｎ
ｉｏｎ)は、２０２０年以後のＩＭＴ(ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｍｏｂｉｌｅ ｔｅｌ
ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ)の使用シナリオを向上したモバイル広帯域(ｅｎｈａｎ



(7) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

ｃｅｄ ｍｏｂｉｌｅ ｂｒｏａｄｂａｎｄ)、ＭＴＣ(ｍａｃｈｉｎｅ ｔｙｐｅ ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ)及び超－安全性と低いレイテンシー(ｕｌｔｒａ－ｒｅｌｉａｂｌ
ｅ ａｎｄ ｌｏｗ ｌａｔｅｎｃｙ)通信のような３つの主要グループに分類する。さらに
、ＩＴＣは最大データ速度が秒当たり２０ギガビット(ｇｉｇａｂｉｔ ｐｅｒ ｓｅｃｏ
ｎｄ、Ｇｂ／ｓ)、ユーザ経験(ｕｓｅｒ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄ)データ速度が秒当たり
１００メガビット(ｍｅｇａｂｉｔ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ、Ｍｂ／ｓ)、スペクトラム効率
性(ｓｐｅｃｔｒｕｍ ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ)が３倍向上、時間当り５００キロメートル(
ｋｉｌｏｍｅｔｅｒ ｐｅｒ ｈｏｕｒ、ｋｍ／ｈ)のモビリティ(ｍｏｂｉｌｉｔｙ)、１
ｍｓレイテンシー(ｌａｔｅｎｃｙ)、１０６ｄｅｖｉｃｅｓ／ｋｍ２の接続密度(ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ ｄｅｎｓｉｔｙ)、１００倍のネットワークエネルギー効率向上及び１０
Ｍｂ／ｓ／ｍ２の地域トラフィック容量(ａｒｅａ ｔｒａｆｆｉｃ ｃａｐａｃｉｔｙ)ま
でサポートされることのような目標要求事項を指定する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　すべての要求事項を同時に満たす必要はないが、５Ｇネットワーク設計は上述した要求
事項の一部を満たす多様な応用を使用ケース別でサポートする柔軟性を提供することがで
きる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態で、ユーザ装備(ＵＥ)がＰＤＣＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ 
ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)を受信する方法が提供される。前記方法は、時間ドメイ
ンでのシンボルの個数と周波数ドメインでのリソースブロック(ＲＢ)の個数を含む第１制
御リソースセットに対する設定情報を受信する段階を含む。前記方法は、さらに第１周波
数－連続ＲＢの個数 Ｎｂｕｎｄｌｅ,１を示す設定情報を受信する段階を含む。前記方法
は、さらにＮｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢの周波数分散ブロック内の制御リソースセットで第１
ＰＤＣＣＨを受信する段階を含む。前記ＵＥは前記第１ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準
信号が前記Ｎｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢに対して同一なプリコーディングを有することで仮定
する。
【０００５】
　他の実施形態で、ユーザ装備(ＵＥ)は時間ドメインでのシンボルの個数及び周波数ドメ
インでのリソースブロック(ＲＢ)の個数を含む第１制御リソースセットに対する設定情報
を受信するように構成される受信機を含む。前記受信機は、さらに第１周波数－連続ＲＢ
の個数Ｎｂｕｎｄｌｅを示す設定情報を受信するように構成される。前記受信機はさらに
Ｎｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢの周波数分散ブロック内の制御リソースセットでＰＤＣＣＨ(ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)を受信するように構成
される。前記受信機は、前記ＰＤＣＣＨの受信に係る復調基準信号が前記Ｎｂｕｎｄｌｅ

,１ＲＢに対して同一なプリコーディングを有することで仮定する。
【０００６】
　また他の実施形態で、基地局は時間ドメインでのシンボルの個数と周波数ドメインでの
リソースブロック(ＲＢ)の個数を含む第１制御リソースセットに対する設定情報を送信す
るように構成される送信機を含む。前記送信機は、さらに第１周波数－連続ＲＢの個数Ｎ

ｂｕｎｄｌｅを示す設定情報を送信するように構成される。前記送信機は、さらにＮｂｕ

ｎｄｌｅＲＢの周波数分散ブロック内の制御リソースセットでＰＤＣＣＨ(ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)を送信するように構成される。
前記ＰＤＣＣＨの送信に係る復調基準信号は前記Ｎｂｕｎｄｌｅ,１ＲＢに対して同一な
プリコーディングを有する。
【０００７】
　他の技術的特徴は次の図面、説明及び請求項から当業者に容易に明らかになることがで
きる。
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【０００８】
　以下の詳細な説明する前に、本特許文書全体にかけて用いられた特定単語及び語句を定
義することが有利することができる。用語“結合(ｃｏｕｐｌｅ)”及びこの派生語は２つ
以上の要素の間のある間接又は直接通信を示すか、これらの要素が互いに物理的に接触し
ているか否かを示す。用語“送信(tｒａｎｓｍｉｔ)”、“受信(ｒｅｃｅｉｖｅ)”及び
“通信（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ）”及びこの派生語は直接通信及び間接通信のいずれを
も含む。用語“含む(ｉｎｃｌｕｄｅ)”及び“構成する(ｃｏｍｐｒｉｓｅ)”及びこの派
生語は制限ではない含むことを意味する。用語 “又は(оｒ)”は包括的用語として、及
び／又はを意味する。語句“～と連関された(ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ)”及びこ
の派生語は～含む(ｉｎｃｌｕｄｅ)、に含まれて(ｉｎｃｌｕｄｅｄ ｗｉｔｈｉｎ)、～
と結合する(ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ ｗｉｔｈ)、を含有する(ｃｏｎｔａｉｎ)、に含
有されている(ｂｅ ｃｏｎｔａｉｎｅｄ ｗｉｔｈｉｎ)、～に接続する(ｃｏｎｎｅｃｔ 
ｔｏ ｏｒ ｗｉｔｈ)、～と結合する(ｃｏｕｐｌｅ ｔｏ ｏｒ ｗｉｔｉ)、～に伝達する
(ｂｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｂｌｅ ｗｉｔｈ)、～と協力する(ｃｏｏｐｅｒａｔｅ ｗｉｔ
ｈ)、～をインタリーブする(ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ)、～を併置する(ｊｕｘｔａｐｏｓｅ
)、に近づく(ｂｅ ｐｒｏｘｉｍａｔｅ ｔｏ)、～バウンディングする(ｂｅ ｂｏｕｎｄ 
ｔｏ ｏｒ ｗｉｔｈ)、所有する(ｈａｖｅ)、属性を有する(ｈａｖｅ ａ ｐｒｏｐｅｒｔ
ｙ ｏｆ)、～と関係を持つ(ｈａｖｅ ａ ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｔｏ ｏｒ ｗｉｔｈ
)などを意味する。用語“制御機”は少なくとも一つの動作を制御するあるデバイス、シ
ステム又はこの一部を意味する。このような制御機はハードウェア又はハードウェアとソ
フトウェアの組み合せ及び／又はファームウエアで具現されることができる。特定制御機
と連関された機能はローカル又は遠隔に中央集中式で処理されたり、或いは分散式で処理
されることができる。語句“少なくとも一つ(ａｔ ｌｅａｓｔ ｏｎｅ ｏｆ)”は、項目
のリストと共に用いられる場合、羅列された項目中の一つ以上の異なる組み合せが用いら
れることを意味する。例えば、“Ａ、Ｂ及びＣのうちの少なくとも一つ”は次の組み合せ
：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ａ及びＢ、Ａ及びＣ、Ｂ及びＣ、及びＡ及びＢ及びＣのうちのいずれか一
つを含む。
【０００９】
　さらに、後述する多様な機能は一つ以上のコンピューター読取り可能プログラムコード
で形成され、コンピューター読取り可能な媒体で具現される一つ以上のコンピュータープ
ログラムのそれぞれにより具現又はサポートされることができる。用語“アプリケーショ
ン”及び“プログラム”は一つ以上のコンピュータープログラム、ソフトウェア構成要素
、コマンドセット、手続き、関数、客体、クラス、インスタンス、連関データ又は適合し
たコンピュータープログラム読取り可能なプログラムコードでの具現用から構成されたそ
れの一部を指称する。語句“コンピューター読取り可能プログラムコード”はソースコー
ド、客体コード及び実行可能コードを含むコンピューターコードの種類を含む。語句“コ
ンピューター読取り可能媒体”はＲОＭ(ｒｅａｄ ｏｎｌｙ ｍｅｍｏｒｙ)、ＲＡＭ(ｒ
ａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ)、ハードディスクドライブ、コンパクトディス
ク(ＣＤ)、デジタルビデオディスク(ＤＶＤ)、又は任意の他のタイプのメモリーのように
コンピューターによりアクセスされることができる任意のタイプの媒体を含む。“非一時
的”コンピューター読取り可能媒体は有線、無線、光学、一時的な電気的又は他の信号を
伝達させる通信リンクを除く。非一時的コンピューター読取り可能媒体はデータが永久的
に記憶されることができる媒体、及び再記録可能光ディスク又は消去可能メモリーデバイ
スのようにデータが記憶され、後で上書きされることができるような媒体を含む。
【００１０】
　他の特定単語及び語句に対する定義がこの特許明細書全体にかけて提供される。当業者
は大部分の場合ではなくても多数の場合においてこのような定義された従来だけではなく
このような定義された単語及び語句の向後の使用に適用されることができるということを
理解しなければならない。
【発明の効果】



(9) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

【００１１】
　本発明は、ＬＴＥ(Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ)のような第４世代(４Ｇ)通
信システムより高いデータレートをサポートするために提供されるｐｒｅ－５Ｇ又は５Ｇ
通信システムに関する。本発明の実施形態は進歩された通信システムにおける送信構造及
びフォーマットを提供する。
【００１２】
　本開示及びこの利点に対するより完全な理解のために、添付された図面と共に取られた
次の説明を参照し、図面で同一な図面符号は同一部分を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態による例示的な無線ネットワークを示す図面である。
【図２】本発明の実施形態による例示的なｅＮＢを示す図面である。
【図３】本発明の実施形態による例示的なＵＥを示す図面である。
【図４】本発明の実施形態によるＰＤＳＣＨ送信又はＰＤＣＣＨ送信のための例示的なＤ
Ｌスロット構造を示す図面である。
【図５】本発明の実施形態によるＰＵＳＣＨ送信又はＰＵＣＣＨ送信のための例示的なＵ
Ｌスロット構造を示す図面である。
【図６】本発明の実施形態によるＤＬ送信及びＵＬ送信のための例示的なハイブリッドス
ロット構造を示す図面である。
【図７】本発明の実施形態によってＯＦＤＭを用いる例示的な送信機構造を示す図面であ
る。
【図８】本発明の実施形態によってＯＦＤＭを用いる例示的な受信機構造を示す図面であ
る。
【図９】本発明の実施形態によるＤＣＩフォーマットに対する例示的なエンコーディング
プロセスを示す図面である。
【図１０】本発明の実施形態によってＵＥと共に用いるためのＤＣＩフォーマットに対す
る例示的なデコーディングプロセスを示す図面である。
【図１１】本発明の実施形態によるそれぞれのＣＣＥアグリゲーションレベルによる例示
的な分散ＰＤＣＣＨ送信構造を示す図面である。
【図１２】本発明の実施形態によるそれぞれのＣＣＥアグリゲーションレベルによる例示
的なローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信構造を示す図面である。
【図１３】本発明の実施形態による復調のために同一なＤＭＲＳを用いる例示的なＰＤＣ
ＣＨ送信及びＰＤＳＣＨ送信を示す図面である。
【図１４】ＵＥが本発明の実施形態によって所定のスロット及びＤＬ制御リソースセット
の予め決定されたＲＢで同一なＤＭＲＳプリコーディングを仮定する例示的な動作を示す
図面である。
【図１５】本発明の実施形態によるＰＤＳＣＨ送信又はＰＵＳＣＨ送信のための多数の送
信方式のうちの一つの送信方式を示すための二進フラッグを含むＤＣＩフォーマットに対
する例示的な動作を示す図面である。
【図１６】本発明の実施形態によるＰＤＣＣＨ候補の例示的な入れ子構造を示す図面であ
る。
【図１７】本発明の実施形態による入れ子ＰＤＣＣＨ探索空間構造に対する第１具現例に
基づいてＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥを決定するための例示的なプロセスを示す図面で
ある。
【図１８】本発明の実施形態による入れ子ＰＤＣＣＨ探索空間構造に対する第１具現例の
第１接近法に基づいてＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥの例示的な決定を示す図面である。
【図１９】本発明の実施形態による第２具現例に基づいたＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥ
の例示的な決定を示す図面である。
【図２０】本発明の実施形態による第２具現例に基づいたＰＤＣＣＨ候補の例示的なＣＣ
Ｅインデックスを示す図面である。
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【図２１】本発明の実施形態による制御リソースセット内の例示的な制御リソースサブセ
ットを示す図面である。
【図２２】本発明の実施形態によって入れ子構造で一つ又は２つのＯＦＤＭシンボルにか
けているＰＤＣＣＨ候補の例示的なＣＣＥインデックスを示す図面である。
【図２３】本発明の実施形態によるＰＤＣＣＨ候補の昇順に基づいてＰＤＣＣＨ候補でＣ
ＣＥインデックスの入れ子割り当てを示す図面である。
【図２４】本発明の実施形態による多数のＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスの
制限に基づいてＰＤＣＣＨ候補でＣＣＥインデックスの入れ子割り当てを示す図面である
。
【図２５】本発明の実施形態によってＣＳＩ－ＲＳ送信を受信した後のＵＥがＰＤＣＣＨ
受信のために構成されたということをＵＥがＮＢにチューニングし直す多数のＮＢでのＣ
ＳＩ－ＲＳ送信例を示す図面である。
【図２６】本発明の実施形態によってＰＤＣＣＨ受信のために構成されたＮＢにチューニ
ングし直す前にＣＳＩ－ＲＳ送信を受信するように構成された各ＮＢでＵＥがチューニン
グし直す多数のＮＢでの例示的なＣＳＩ－ＲＳ送信を示す図面である。
【図２７】本発明の実施形態によって以上のＵＥに対するＮＢのセットからＮＢのサブセ
ットでＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩによってＣＲＣがスクラ
ンブリングされるＤＣＩフォーマットの例示的なコンテンツを示す図面である。
【図２８】本発明の実施形態によって一つ以上のＵＥに対するＮＢのセットからＮＢのサ
ブセットでＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーしてＣＳＩ報告の送信のためのＰＵＣＣＨリソー
ス及びＴＰＣコマンドを提供するＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩによってスクランブリングされ
るＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットの例示的なコンテンツを示す図面である。
【図２９】本発明の実施形態によってＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーリングするＤＣＩフォ
ーマットに表示されたＰＵＣＣＨリソースに基づいてＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣＣＨを
ＵＥが送信する例示的なＰＵＣＣＨリソース決定を示す図面である。
【図３０】本発明の実施形態によってＵＥがＰＤＣＣＨを受信するように構成されたＮＢ
のホッピングパターンを示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に説明される図１乃至図３０、及びこの特許明細書における本開示の原理を説明す
るために用いられる各種実施形態はただ例示の方法によるものであり、どんな方式でも本
開示の範囲を制限することで解釈されてはならない。本開示の原理は任意の適切に構成さ
れた無線通信システム又は装置で具現されることができるということを当業者は理解する
ことができるだろう。
【００１５】
　次の文献及び標準説明、すなわち、３ＧＰＰ ＴＳ ３６.２１１ｖ１４.１.０、“Ｅ－
ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ ｃｈａｎｎｅｌｓ ａｎｄ ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ；”３Ｇ
ＰＰ ＴＳ ３６.２１２ ｖ１４。１。０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ 
ａｎｄ Ｃｈａｎｎｅｌ ｃｏｄｉｎｇ；”３ＧＰＰ ＴＳ ３６.２１３ ｖ１４.１.０、“
Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｌａｙｅｒ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ；”３ＧＰＰ ＴＳ 
３6.３２１ｖ１４。１。０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｅｄｉｕｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ(ＭＡＣ) ｐｒｏｔｏｃｏｌ ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ；”及び３ＧＰＰ ＴＳ ３６
。３３１ｖ１４.１.０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｒａｄｉｏ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ
(ＲＲＣ)Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ。”は本明細書で完全に説明さ
れたように参照として本開示に統合される。
【００１６】
　以下の図１乃至図４ｂではＯＦＤＭ(ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ)又はＯＦＤＭＡ(ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ)通信技術を用いて無線
通信システムで具現される多様な実施形態に対して説明する。図１乃至図３の説明は相違



(11) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

する実施形態が具現されることができる方式に対する物理的又は構造的制限を意味しない
。本開示の相違する実施形態は任意の適切に構成された通信システムに具現されることも
できる。
【００１７】
　図１は、本開示の実施形態による、例示的無線ネットワークを示す図面である。図１に
示された無線ネットワークの実施形態は、ただ説明のためのものである。無線ネットワー
ク１００に対する他の実施形態が本開示の範囲を逸脱せず範囲内で用いられることができ
る。
【００１８】
　図１に示されたように、無線ネットワーク１００はｅＮＢ１０１、ｅＮＢ１０２、及び
ｅＮＢ１０３を含む。ｅＮＢ１０１は、ｅＮＢ１０２及びｅＮＢ１０３と通信する。さら
に、ｅＮＢ１０１は少なくとも一つのネットワーク１３０、例えば、インターネット、専
用ＩＰ(Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ)ネットワーク、又は他のデータネットワー
クとも通信する。
【００１９】
　ｅＮＢ１０２は、ｅＮＢ１０２のカバレッジ領域１２０内にある第１複数のユーザ装備
(ＵＥ)に、ネットワーク１３０への無線広帯域アクセスを提供する。第１複数のＵＥは中
小企業(ＳＢ)に位置することができるＵＥ１１１；大企業(Ｅ)に位置することができるＵ
Ｅ１１２；ワイファイホットスポット(ＨＳ)に位置することができるＵＥ１１３；第１住
居地域(Ｒ)に位置することができるＵＥ１１４；第２住居地域(Ｒ)に位置することができ
るＵＥ１１５；及び携帯電話、無線ラップトップ、無線ＰＤＡなどのようなモバイル装置
(Ｍ)であれば良いＵＥ１１６を含む。ｅＮＢ１０３は、ｅＮＢ１０３のカバレッジ領域１
２５内にある第２複数のＵＥに、ネットワーク１３０への無線広帯域アクセスを提供する
。第２複数のＵＥはＵＥ１１５及びＵＥ１１６を含む。いくつかの実施形態で、ｅＮＢ(
１０１－１０３)のうちのの一つ以上のｅＮＢは５Ｇ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、ＷｉＭＡＸ
、ＷｉＦｉ又は他の無線通信技術を用いて互い間に及びＵＥ(１１１－１１６)と通信する
ことができる。
【００２０】
　ネットワークタイプによって“基地局”又は“ＢＳ”という用語はネットワークに無線
アクセスを提供するように構成されたコンポーネント(又はコンポーネントコレクション)
、例えば、送信ポイント(ＴＰ)、送－受信ポイント(ＴＲＰ)、向上した基地局(ｅＮｏｄ
ｅＢ又はｅＮＢ)、５Ｇ基地局(ｇＮＢ)、マクロセル、フェムトセル、ＷｉＦｉアクセス
ポイント(ＡＰ)又はその他の無線可能装置を指称することができる。基地局は一つ以上の
無線通信プロトコル、例えば、５Ｇ ３ＧＰＰ新しい無線インターフェース／アクセス(Ｎ
Ｒ)、ＬＴＥ(ｌｏｎｇ ｔｅｒｍ ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ)、ＬＴＥ－Ａ(ＬＴＥ－ａｄｖａｎ
ｃｅｄ)、ＨＳＰＡ(ｈｉｇｈ ｓｐｅｅｄ ｐａｃｋｅｔ ａｃｃｅｓｓ)、Ｗｉ－Ｆｉ８０
２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃなどによって無線アクセスを提供することができる。便宜
上、用語“ＢＳ”及び“ＴＲＰ”は本特許明細書で遠隔端末に対する無線アクセスを提供
するネットワークインフラストラクチャーを示すために相互交換的に用いられる。さらに
、ネットワークタイプによって、“ユーザ装備”又は“ＵＥ”という用語は“移動局”、
“加入者局”、“遠隔端末”、“無線端末”、“端末”、“受信ポイント”又は “ユー
ザ装置”のような任意のコンポーネントを指称することができる。便宜上、用語“ユーザ
装備”及び“ＵＥ”は、ＵＥが移動装置(例えば、携帯電話機又はスマートフォン)でも一
般的に考慮される固定装置(例えば、デスクトップコンピューター又はベンディングマシ
ン)でも、ＢＳに無線にアクセスする遠隔無線装備を指称することで本特許明細書では用
いられる。
【００２１】
　点線は、ただ例示及び説明の目的にほぼ円型で示したカバレッジ領域(１２０及び１２
５)の大略的な範囲を示す。ｅＮＢと連関されたカバレッジ領域、例えば、カバレッジ領
域(１２０及び１２５)はｅＮＢの構成、及び自然及び人工障害物に係る無線環境の変化に



(12) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

よって、不規則な形態を含む他の形態を有することができることを明確に理解しなければ
ならない。
【００２２】
　以下、詳細に説明されるように、ＵＥ(１１１－１１６)のうちの一つ以上は進歩された
無線通信システムでのＰＵＣＣＨに対する効率的なＣＳＩ報告のために回路、プログラム
又はこれらの組み合せを含む。特定実施形態で、ｅＮＢ(１０１－１０３)のうちの一つ以
上は進歩された無線通信システムでＰＵＣＣＨに対する効率的なＣＳＩ報告を受信するた
めの回路、プログラム又はこれらの組み合せを含む。
【００２３】
　図１が無線ネットワークの一実施形態を示すが、多様な変化が図１に対して成ることが
できる。例えば、無線ネットワークは任意の適切な配列で任意の個数のｅＮＢ及び任意の
個数のＵＥを含むことができる。さらに、ｅＮＢ１０１は任意の個数のＵＥと直接通信し
、このＵＥにネットワーク１３０への無線広帯域アクセスを提供することができる。これ
と類似に、各ｅＮＢ(１０２－１０３)はネットワーク１３０と直接通信し、ＵＥにネット
ワーク１３０への直接無線広帯域アクセスを提供することができる。また、ｅＮＢ１０１
、１０２、及び／又は１０３は外部電話ネットワーク又は他のタイプのデータネットワー
クのような他の又は追加の外部ネットワークへのアクセスを提供することができる。
【００２４】
　図２は、本発明の実施形態による、例示的ｅＮＢ１０２を示す図面である。図２に示さ
れたｅＮＢ１０２の実施形態は、ただ説明のためのことであり、図１のｅＮＢ(１０１及
び１０３)は同一又は類似の構成を有することができる。しかし、ｅＮＢは各種の多様な
構成からなり、図２はｅＮＢに対する任意の特定具現で本発明の範囲を制限しない。
【００２５】
　図２に示されたように、ｅＮＢ１０２は複数のアンテナ(２０５ａ－２０５ｎ)、複数の
ＲＦ送受信部(２１０ａ－２１０ｎ)、送信(ＴＸ)処理回路２１５、及び受信(ＲＸ)処理回
路２２０を含む。さらに、ｅＮＢ１０２はコントローラー／プロセッサ２２５、メモリー
２３０、バックホール又はネットワークインターフェース２３５を含む。
【００２６】
　ＲＦ送受信部(２１０ａ－２１０ｎ)は、アンテナ(２０５ａ－２０５ｎ)から、ネットワ
ーク１００内でＵＥによって送信される信号のような内向(ｉｎｃｏｍｉｎｇ)ＲＦ信号を
受信する。ＲＦ送受信部(２１０ａ－２１０ｎ)は内向ＲＦ信号をダウン変換(ｄｏｗｎ－
ｃｏｎｖｅｒｔ)し、ＩＦ又は基底帯域信号を生成する。ＩＦ又は基底帯域信号は、基底
帯域又はＩＦ信号をフィルタリングし、デコーディングし、及び／又はデジタル化するこ
とによって処理された基底帯域信号を生成するＲＸ処理回路２２０で送信される。ＲＸ処
理回路２２０はこの処理された基底帯域信号を、追加の処理のためにコントローラー／プ
ロセッサ２２５に送信する。
【００２７】
　ＴＸ処理回路２１５は、コントローラー／プロセッサ２２５からアナログ又はデジタル
データ(例えば、音声データ、ウェブデータ、電子メール、又は双方向ビデオゲームデー
タ)を受信する。ＴＸ処理回路２１５は、外向(ｏｕｔｇｏｉｎｇ)基底帯域データをエン
コーディング、マルチプレクシング、及び／又はデジタル化し、処理された基底帯域又は
ＩＦ信号を生成する。ＲＦ送受信部(２１０ａ－２１０ｎ)はＴＸ処理回路２１５から、外
向処理された基底帯域又はＩＦ信号を受信し、その基底帯域又はＩＦ信号を、アンテナ(
２０５ａ－２０５ｎ)を介して送信されるＲＦ信号で上向き変換する。
【００２８】
　コントローラー／プロセッサ２２５はｅＮＢ１０２の全般的な動作を制御する一つ以上
のプロセッサ又は他の処理装置を含むことができる。例えば、コントローラー／プロセッ
サ２２５は、よく知られた原理によってＲＦ送受信部(２１０ａ－２１０ｎ)、ＲＸ処理回
路２２０、及びＴＸ処理回路２１５によって順方向チャンネル信号の受信及び逆方向チャ
ンネル信号の送信を制御することができる。コントローラー／プロセッサ２２５はより高
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級の無線通信機能のような追加機能もサポートすることができる。例えば、コントローラ
ー／プロセッサ２２５は複数のアンテナ(２０５ａ－２０５ｎ)からの外向信号が望む方向
に効果的に操るために異なるように加重処理されるビームフォーミング又は志向性ラウテ
ィング動作をサポートすることができる。多様な他の機能のうちの任意の機能がコントロ
ーラー／プロセッサ２２５によってｅＮＢ１０２でサポートされることができる。
【００２９】
　また、コントローラー／プロセッサ２２５はメモリー２３０に常在するプログラム及び
他のプロセス、例えば、ＯＳを行うことができる。コントローラー／プロセッサ２２５は
実行プロセスによる要求によりデータをメモリー２３０内部又は外部に移動させることが
できる。
【００３０】
　また、コントローラー／プロセッサ２２５はバックホール又はネットワークインターフ
ェース２３５にカップリングされる。バックホール又はネットワークインターフェース２
３５は、ｅＮＢ１０２がバックホール接続を介して、或いはネットワークを介して他の装
置又はシステムと通信することができるようにする。インターフェース２３５は任意の適
切な有線又は無線接続を通じる通信をサポートすることができる。例えば、ｅＮＢ１０２
がセルラー通信システム(例えば、５Ｇ、ＬＴＥ、又はＬＴＥ－Ａをサポートすること)の
一部として具現される場合、インターフェース２３５は、ｅＮＢ１０２が有線又は無線バ
ックホール接続を介して他のｅＮＢと通信することが可能にすることができる。ｅＮＢ１
０２がアクセスポイントとして具現される場合、インターフェース２３５は、ｅＮＢ１０
２が有線又は無線ローカル領域ネットワークを介して、或いは有線又は無線接続を介して
より大きいネットワーク(例えば、インターネット)で送信することを可能にすることがで
きる。インターフェース２３５は有線又は無線連結、例えば、イーダーネッ又はＲＦ送受
信部を通じる通信をサポートする任意の適切な構造を含む。
【００３１】
　メモリー２３０は、コントローラー／プロセッサ２２５にカップリングされる。メモリ
ー２３０の一部はＲＡＭを含むことができ、メモリー２３０の他の一部はフラッシュメモ
リー又は他のＲＯＭを含むことができる。
【００３２】
　図２がｅＮＢ１０２の一例を示されているが、多様な変化が図２に対して成ることがで
きる。例えば、ｅＮＢ１０２は図２に示した各コンポーネントに対する任意の個数を含む
ことができる。一特定例として、アクセスポイントは多数のインターフェース２３５を含
むことができ、コントローラー／プロセッサ２２５は相違するネットワーク住所の間でデ
ータをラウティングするラウティング機能をサポートすることができる。他の特定例とし
て、単一インストンスのＴＸ処理回路２１５及び単一インスタンスのＲＸ処理回路２２０
を含むことで図示されているが、ｅＮＢ１０２はそれぞれに対する複数のインスタンスを
含むことができる(例えば、ＲＦ送受信機当たり一つ)。さらに、図２の各種コンポーネン
トが組み合せるか、より細分化されるか、省略されることができ、特定必要により追加の
コンポーネントが付加されることもできる。
【００３３】
　図３は、本発明の実施形態による、例示的ＵＥ１１６を示す図面である。図３に示され
たＵＥ１１６の実施形態はただ説明のためのもので、図１のＵＥ(１１１－１１５)は同一
又は類似の構成を有することができる。しかし、ＵＥは各種の多様な構成からなり、図３
はＵＥに対する任意の特定具現で本開示の範囲を制限しない。
【００３４】
　図３に示されたように、ＵＥ１１６はアンテナ３０５、無線周波数(ｒａｄｉｏ ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ)送受信機３１０、ＴＸ処理回路３１５、マイクロフォン３２０、及
び受信(ＲＸ)処理回路３２５を含む。さらに、ＵＥ１１６はスピーカー３３０、プロセッ
サ３４０、入力／出力(Ｉ／Ｏ)インターフェース(ＩＦ)３４５、タッチスクリーン３５０
、ディスプレー３５５)、及びメモリー３６０を含む。メモリー３６０はＯＳ３６１及び



(14) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

一つ以上のアプリケーション３６２を含む。
【００３５】
　ＲＦ送受信機３１０はネットワーク１００のｅＮＢによって送信される内向ＲＦ信号を
アンテナ３０５から受信する。ＲＦ送受信機３１０は内向ＲＦ信号をダウン－変換し、中
間周波数(ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＩＦ)又は基底帯域信号を生
成する。ＩＦ又は基底帯域信号は、その基底帯域又はＩＦ信号をフィルタリングし、デコ
ーディングし、及び／又はデジタル化することによって処理された基底帯域信号を生成す
るＲＸ処理回路３２５に送信される。ＲＸ処理回路３２５はその処理された基底帯域信号
を、スピーカー３３０で送信されたり(例えば、音声データ)、又は追加処理のためにプロ
セッサ３４０で送信する(例えば、ウェブブラウジングデータ)。
【００３６】
　ＴＸ処理回路３１５は、マイクロフォン３２０からアナログ又はデジタル音声データを
受信するか、又はプロセッサ３４０から他の外向基底帯域データ(例えば、ウェブデータ
、電子メール、又は双方向ビデオゲームデータ)を受信する。ＴＸ処理回路３１５はその
外向基底帯域データをエンコーディング、マルチプレクシング、及び／又はデジタル化し
、処理された基底帯域又はＩＦ信号を生成する。ＲＦ送受信機３１０はＴＸ処理回路３１
５から外向処理された基底帯域又はＩＦ信号を受信し、その基底帯域又はＩＦ信号を、ア
ンテナ３０５を介して送信されるＲＦ信号で上向き変換する。
【００３７】
　プロセッサ３４０は、一つ以上のプロセッサ又は他の処理装置を含むことができ、メモ
リー３６０に記憶されたＯＳ３６１を行うことによってＵＥ１１６の全般的な動作を制御
することができる。例えば、プロセッサ３４０はよく知られた原理によってＲＦ送受信機
３１０、ＲＸ処理回路３２５、及びＴＸ処理回路３１５によって順方向チャンネル信号の
受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御することができる。いくつかの実施形態で、
プロセッサ３４０は少なくとも一つのマイクロプロセッサー又はマイクロコントローラー
を含む。
【００３８】
　プロセッサ３４０はさらにビーム管理のためのプロセスのようにメモリー３６０に常在
する他のプロセス及びプログラムを行うことができる。プロセッサ３４０は実行プロセス
による要求に応じてメモリー３６０内部又は外部でデータを移動することができる。いく
つかの実施形態で、プロセッサ３４０はＯＳ３６１に基づいて、又はｅＮＢ又はオペレー
ターから受信された信号によってアプリケーション３６２を行うように構成される。さら
に、プロセッサ３４０は、ラップトップコンピューター及び携帯用コンピューターのよう
な他の装置に接続される能力をＵＥ１１６に提供するＩ／Ｏインターフェース３４５にカ
ップリングされている。Ｉ／Ｏインターフェース３４５はこの周辺機器とプロセッサ３４
０間の通信経路である。
【００３９】
　また、プロセッサ３４０はタッチスクリーン３５０及びディスプレー３５５にカップリ
ングされる。ＵＥ１１６のオペレーターはタッチスクリーン３５０を用いてＵＥ１１６に
データを入力することができる。ディスプレー３５５は例えば、ウェブサイトからのテキ
スト及び／又は少なくとも制限されたグラフィックをレンダリングすることができる液晶
表示装置、発光ダイオードディスプレー、又は他のディスプレーであれば良い。
【００４０】
　メモリー３６０は、プロセッサ３４０にカップリングされる。メモリー３６０の一部は
ランダムアクセスメモリー(ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ)を含むこ
とができ、メモリー３６０の他の一部はフラッシュメモリー又は他の読み出し専用メモリ
ー(ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭ)を含むことができる。
【００４１】
　図３がＵＥ１１６の一実施形態を示されているが、多様な変化が図３に対して成ること
ができる。例えば、図３の各種コンポーネントは組み合せたり、より細分化されたり、省
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略されることができ、特定必要により追加コンポーネントが付加されることもできる。一
実施形態の特定例として、プロセッサ３４０は複数のプロセッサ、例えば一つ以上の中央
処理ユニット(ＣＰＵ)ら及び一つ以上のグラフィック処理ユニット(ＧＰＵ)で分割される
ことができる。また、図３がモバイル電話機やスマートフォンのように構成されたＵＥ１
１６を示しているが、ＵＥは他のタイプのモバイル又は固定装置として動作するように構
成されることもできる。
【００４２】
　本発明は一般的に無線通信システムに関し、より詳細するようにＰＤＣＣＨ受信信頼度
を向上させて関連されたシグナリングオーバーヘッドを減少させることに関する。通信シ
ステムは基地局又は一つ以上の送信ポイントからＵＥへの送信を示すダウンリンク(ＤＬ)
及びＵＥから基地局への又は一つ以上の受信ポイントへの送信を示すアップリンク(ＵＬ)
を含む。
【００４３】
　４Ｇ(４ｔｈ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ)通信システム商用化以後の増加趨勢にある無線デ
ータトラフィック需要を満たすため、改善した５Ｇ通信システム又はｐｒｅ－５Ｇ通信シ
ステムを開発するための努力がなされている。このような理由で、５Ｇ通信システム又は
ｐｒｅ－５Ｇ通信システムは“Ｂｅｙｏｎｄ４Ｇネットワーク”又は“ポスト(Ｐｏｓｔ)
ＬＴＥシステム”と呼ばれられている。より高いデータ送信率を達成するため、５Ｇ通信
システムは超高周波(ｍｍＷａｖｅ)帯域(例えば、２８ＧＨｚ帯域又は６０ＧＨｚ帯域)で
の具現が考慮されている。無線波の電波損失を減らして送信距離をふやすために、５Ｇ通
信システムではビームフォーミング(ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ)、巨大配列多重入出力(ｍ
ａｓｓｉｖｅ ＭＩＭＯ)、全次元多重入出力(Ｆｕｌｌ Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ ＭＩＭ
Ｏ、ＦＤ－ＭＩＭＯ)、アレイアンテナ(ａｒｒａｙ ａｎｔｅｎｎａ)、アナログビームフ
ォーミング(ａｎａｌｏｇ ｂｅａｍ ｆｏｒｍｉｎｇ)、及び大規模アンテナ(ｌａｒｇｅ 
ｓｃａｌｅ ａｎｔｅｎｎａ)技術が論議されている。さらに、システムネットワーク改善
のために、５Ｇ通信システムでは改善した小型セル(ａｄｖａｎｃｅｄ ｓｍａｌｌ ｃｅ
ｌｌ)、クラウド無線アクセスネットワーク(ｃｌｏｕｄ ｒａｄｉｏ ａｃｃｅｓｓ ｎｅ
ｔｗｏｒｋ、ｃｌｏｕｄ ＲＡＮ)、超高密度ネットワーク(ｕｌｔｒａ－ｄｅｎｓｅ ｎｅ
ｔｗｏｒｋ)、Ｄ２Ｄ(ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－ｄｅｖｉｃｅ)通信、無線バックホール(ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ ｂａｃｋｈａｕｌ)、移動ネットワーク、協力通信、ＣｏＭＰ(Ｃｏｏｒｄ
ｉｎａｔｅｄ Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏｉｎｔｓ)、及び受信端干渉除去などの技術開発が成って
いる。５Ｇシステムでは、進歩されたコーディング変調(ａｄｖａｎｃｅｄ ｃｏｄｉｎｇ
 ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ、ＡＣＭ)技術であるＦＱＡＭ(ｈｙｂｒｉｄ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
 ｓｈｉｆｔ ｋｅｙｉｎｇ ａｎｄ ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ ａｍｐｌｉｔｕｄｅ ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ)及びＳＷＳＣ(ｓｌｉｄｉｎｇ ｗｉｎｄｏｗ ｓｕｐｅｒｐｏｓｉｔｉｏｎ
 ｃｏｄｉｎｇ)と、進歩されたアクセス技術であるＦＢＭＣ(ｆｉｌｔｅｒ ｂａｎｋ ｍ
ｕｌｔｉ ｃａｒｒｉｅｒ)、ＮＯＭＡ(ｎｏｎ－ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｍｕｌｔｉｐｌｅ
 ａｃｃｅｓｓ)、及びＳＣＭＡ(ｓｐａｒｓｅ ｃｏｄｅ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ
)などが開発されている。
【００４４】
　ＤＬシグナリング又はセル上のＵＬシグナリングのための時間ユニットはスロットと呼
ばれ、これは一つ以上のスロットシンボルを含むことができる。スロットシンボルが追加
時間ユニットとして用いられることもできる。周波数(又は帯域幅(ＢＷ))ユニットはリソ
ースブロック(ＲＢ)で指称される。一つのＲＢは多数のサブ－キャリア(ＳＣ)を含む。例
えば、スロットは０．５ミリ秒又は１ミリ秒の長続き時間を持つことができ、それぞれ７
個のシンボル又は１４個のシンボルを含むことができ、ＲＢは１８０ＫＨｚのＢＷを持つ
ことができる１５ＫＨｚ又は６０ＫＨｚのＳＣの間の間隔を持つ１２個のＳＣを含むこと
ができる。
【００４５】
　ＤＬ信号は情報内容を伝達するデータ信号、ＤＬ制御情報(ＤＣＩ)を伝達する制御信号
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及びパイロット信号とも知られた基準信号(ＲＳ)を含む。ｇＮＢはそれぞれの物理ＤＬ共
有チャンネル(ＰＤＳＣＨ)又は物理ＤＬ制御チャンネル(ＰＤＣＣＨ)を介してデータ情報
又はＤＣＩを送信することができる。ｇＮＢはチャンネル状態情報ＲＳ(ＣＳＩ－ＲＳ)及
び復調ＲＳ(ＤＭＲＳ)を含む多数のＲＳタイプのうちの一つ以上を送信することができる
。ＣＳＩ－ＲＳはＵＥらがチャンネル状態情報(ＣＳＩ)を測定するように意図される。Ｄ
ＭＲＳはそれぞれのＰＤＣＣＨ又はＰＤＳＣＨのＢＷだけで送信され、ＵＥはＤＭＲＳを
用いてデータ又は制御情報を復調することができる。
【００４６】
　図４は、本発明の実施形態によるＰＤＳＣＨ送信又はＰＤＣＣＨ送信のための例示的な
ＤＬスロット構造４００を示す図面である。図４に示されたＤＬスロット構造４００の実
施形態はただ説明のためのことである。図４に示されたコンポーネントのうちの一つ以上
は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコ
ンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロ
セッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いら
れる。
　図４に示されたように、スロット４１０は
【００４７】
【数１】

【００４８】
個のシンボル４２０を含み、ここでｇＮＢがデータ情報、ＤＣＩ又はＤＭＲＳを送信する
。ＤＬシステムＢＷは
【００４９】
【数２】

【００５０】
個のＲＢを含む。それぞれのＲＢは
【００５１】
【数３】

【００５２】
個のＳＣを含む。例えば、
【００５３】
【数４】

【００５４】
である。ＵＥはＰＤＳＣＨ送信ＢＷにおいて総
【００５５】
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【数５】

【００５６】
個のＳＣ４３０に対してＭＰＤＳＣＨ個のＲＢを割り当てられる。ＤＣＩを伝達するＰＤ
ＣＣＨは実質的にＤＬシステムＢＷを介してスプレッドされる制御チャンネル要素(ｃｏ
ｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ ｅｌｅｍｅｎｔ、ＣＣＥ)を介して送信される。例えば、Ｄ
ＣＩ及びＤＭＲＳを送信するために第１スロットシンボル４４０がｇＮＢによって用いら
れることができる。第２スロットシンボル４５０はＤＣＩ又はデータ又はＤＭＲＳを送信
するためにｇＮＢによって用いられることができる。残りスロットシンボル４６０はＰＤ
ＳＣＨ、各ＰＤＳＣＨに係るＤＭＲＳ及びＣＳＩ－ＲＳを送信するためにｇＮＢによって
用いられることができる。一部スロットで、ｇＮＢはさらに同期信号及びシステム情報を
送信することができる。
【００５７】
　ＵＬ信号はさらに情報内容を伝達するデータ信号、ＵＬ制御情報(ＵＬ ｃｏｎｔｒｏｌ
 ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＵＣＩ)を伝達する制御信号及びＲＳを含む。ＵＥはそれぞれ
のＰＵＳＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ＵＬ ｓｈａｒｅｄ ｃｈａｎｎｅｌ)又はＰＵＣＣＨ(ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ ＵＬ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)を介してデータ情報又はＵＣＩを
送信する。ＵＥがデータ情報とＵＣＩを同時に送信する場合、ＵＥはＰＵＳＣＨでいずれ
をも多重化するか、或いはそれぞれのＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨで個別的に送信すること
ができる。ＵＣＩはＵＥによるデータ送信ブロック(ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋ、Ｔ
Ｂ)の正確な又は不正確な検出を示すＨＡＲＱ－ＡＣＫ(ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉ
ｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)情報、ＵＥが自分の
バッファーにデータを有しているか否かを示すスケジューリングリクエスト(ｓｃｈｅｄ
ｕｌｉｎｇ ｒｅｑｕｅｓｔ、ＳＲ)、及びｇＮＢにＵＥに対するＰＤＳＣＨ又はＰＤＣＣ
Ｈ送信用の適切なパラメーターを選択することができるＣＳＩ報告を含む。
【００５８】
　ＵＥからのＣＳＩ報告はＵＥが予め決定されたブロックエラーレート(ｂｌｏｃｋ ｅｒ
ｒｏｒ ｒａｔｅ、ＢＬＥＲ)(例えば、１０％ＢＬＥＲ)を有するデータＴＢを検出するよ
うに最大変調及びコーディング方式(ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｄｉｎｇ ｓｃｈ
ｅｍｅ、ＭＣＳ)をｇＮＢに通知するチャンネル品質インジケーター(ｃｈａｎｎｅｌ ｑ
ｕａｌｉｔｙ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＣＱＩ)、ｇＮＢにＵＥでシグナリングをプリコーデ
ィングする方法を通知するプリコーディングマトリックスインジケーター(ｐｒｅｃｏｄ
ｉｎｇ ｍａｔｒｉｘ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＰＭＩ)、及びＰＤＳＣＨに対する送信ラン
クを示すランクインジケーター(ｒａｎｋ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＲＩ)を含むことができ
る。ＵＬ ＲＳはＤＭＲＳ及びサウンディングＲＳ(ｓｏｕｎｄｉｎｇ ＲＳ、ＳＲＳ)を含
む。ＤＭＲＳはそれぞれのＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨ送信のＢＷだけで送信される。ｇＮ
ＢはそれぞれのＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨで情報を復調するためにＤＭＲＳを用いること
ができる。ＳＲＳはｇＮＢにＵＬ ＣＳＩを提供し、ＴＤＤ又はフレキシブルデュプレッ
クスシステムにおいてＤＬ送信のためのＰＭＩをさらに提供するためにＵＥによって送信
される。ＵＬ ＤＭＲＳ又はＳＲＳ送信はＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ(ＺＣ)シーケンス、又は
一般的には、ＣＡＺＡＣシーケンスの送信を基づくことができる。
【００５９】
　図５は、本発明の実施形態によるＰＵＳＣＨ送信又はＰＵＣＣＨ送信のための例示的な
ＵＬスロット構造５００を示す図面である。図５に示されたＵＬスロット構造５００の実
施形態はただ説明のためのことである。図５に示されたこのコンポーネントのうちの一つ
以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、こ
のコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上の



(18) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

プロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用
いられる。
　図５に示すように、スロット５１０は
【００６０】
【数６】

【００６１】
個のシンボル５２０を含み、ここでＵＥがＤＭＲＳ５３０を送信する一つのシンボルを含
むデータ情報、ＵＣＩ又はＲＳを送信する。ＵＬシステムＢＷは
【００６２】
【数７】

【００６３】
個のＲＢを含む。それぞれのＲＢは
【００６４】

【数８】

【００６５】
個のＳＣを含む。ＵＥはＰＵＳＣＨ送信ＢＷ(“Ｘ”＝“Ｓ”)又はＰＵＣＣＨ送信ＢＷ(
“Ｘ”＝“Ｃ”)において総
【００６６】

【数９】

【００６７】
個のＳＣ５４０に対してＭＰＵＸＣＨ個のＲＢを割り当てられる。最後の一つ以上のスロ
ットシンボルは一つ以上のＵＥからＰＵＣＣＨ送信又はＳＲＳ送信を多重化するのに用い
られることができる。
【００６８】
　ハイブリッドスロットは特別ＳＦと類似に、ＤＬ送信のためのシンボル、ガードピリオ
ド(ｇｕａｒｄ ｐｅｒｉｏｄ、ＧＰ)のための一つ以上のシンボル、及びＵＬ送信のため
のシンボルを含む。例えば、ＤＬ送信のためのシンボルはＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨ送信
を伝達することができ、ＵＬ送信のためのシンボルはＰＵＣＣＨ送信を伝達することがで
きる。例えば、ＤＬ送信のためのシンボルはＰＤＣＣＨ送信を伝達することができ、ＵＬ
送信のためのシンボルはＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨ送信を伝達することができる。
【００６９】
　図６は、本発明の実施形態によるＤＬ送信及びＵＬ送信のための例示的なハイブリッド
スロット構造６００を示す図面である。図６に示されたハイブリッドスロット構造６００
の実施形態はただ説明のためのことである。図６に示されたコンポーネントのうちのの一
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つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、
このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上
のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず
用いられる。
【００７０】
　図６に示されたように、スロット６１０はそれぞれのＰＤＣＣＨ６３０でのＤＣＩ送信
及びＤＭＲＳのためのシンボル、それぞれのＰＤＳＣＨ６４０でのデータ送信のための４
個のシンボル、ＵＥがＤＬ受信でＵＬ送信で転換するためのガード時間を提供するＧＰシ
ンボル６５０、及びＰＵＣＣＨ６６０でＵＣＩを送信するためのＵＬシンボルを含む多数
のシンボル６２０で構成される。一般的に、ハイブリッドスロットのＤＬシンボルとＵＬ
シンボル間の任意の分割はスロットの第２シンボルでスロットの最後のシンボルまでのＧ
Ｐシンボルの位置をスライディングさせることによって可能である。ＧＰは一つのスロッ
トシンボルよりさらに短くでも良く、さらに短いシンボルデュレーションを有するＤＬ送
信又はＵＬ送信のために追加の時間のデュレーションが用いられることができる。ＧＰシ
ンボルはスロット構造に明示的に含まれる必要がなく、実際においてはこのようなシンボ
ルでＵＥに対する送信又はＵＥからの送信をスケジューリングしないことによってｇＮＢ
スケジューラから提供されることができる。
【００７１】
　ＤＬ送信及びＵＬ送信はＤＦＴ－スプレッド－ＯＦＤＭ(ＤＦＴ－ｓｐｒｅａｄ－ＯＦ
ＤＭ)と知られたＤＦＴプリコーディングを用いる変形を含むＯＦＤＭ(ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ)波形を基盤とす
ることができる。
【００７２】
　図７は、本発明の実施形態によるＯＦＤＭを用いる例示的な送信機構造７００を示す図
面である。図７に示された送信機構造７００の実施形態はただ説明のためのことである。
図７に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成され
た特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及さ
れた機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる
。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【００７３】
　図７に示されたように、ＤＣＩビット又はデータビット７１０のような情報ビットがエ
ンコーダー７２０によってエンコーディングされ、レートマッチャー７３０によって割り
当てられた時間／周波数リソースにレートマッチングされ、変調器７４０によって変調さ
れる。以後、変調されたエンコーディングシンボル及びＤＭＲＳ又はＣＳＩ－ＲＳ７５０
がＳＣマッピングユニット７６５によってＳＣ７６０にマッピングされ、フィルター７７
０によって高速のフーリエ変換(ｉｎｖｅｒｓｅ ｆａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ ｔｒａｎｓｆ
ｏｒｍ、ＩＦＦＴ)が行われ、ＣＰ挿入ユニット７８０によってサイクリックプレフィッ
クス(ＣＰ)が追加され、さらに結果信号がフィルター７９０によってフィルタリングされ
た後に無線周波数(ＲＦ)ユニット７９５によって送信される。
【００７４】
　図８は、本発明の実施形態によるＯＦＤＭを用いる例示的な受信機構造８００を示す図
面である。図８に示された受信機構造８００の実施形態はただ説明のためのことである。
図８に示されたこのコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成
された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言
及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることがで
きる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【００７５】
　図８に示されたように、受信された信号８１０がフィルター８２０によってフィルタリ
ングされ、ＣＰ除去ユニットがＣＰ８３０を除去し、フィルター８４０が高速フーリエ変
換(ＦＦＴ)を適用し、ＳＣデ－マッピングユニット８５０がＢＷ選択器ユニット８５５に
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よって選択されたＳＣをデ－マッピングし、受信されたシンボルがチャンネル推定器及び
復調器ユニットによって復調され、レートデ－マッチャー８７０がレートマッチングを復
元し、さらにデコーダー８８０は結果ビットをデコーディングして情報ビット８９０を提
供する。
【００７６】
　ＵＥは一般的にスロット内の多数のＤＣＩフォーマットをデコーディングするためにそ
れぞれの潜在的ＰＤＣＣＨ送信に対する多数の候補位置をモニタリングする。ＤＣＩフォ
ーマットはＵＥがＤＣＩフォーマットの正確な検出を確認するためにＣＲＣ(ｃｙｃｌｉ
ｃ ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ ｃｈｅｃｋ)ビットを含む。ＤＣＩフォーマットタイプはＣＲ
Ｃビットをスクランブルする無線ネットワーク臨時識別子(ｒａｄｉｏ ｎｅｔｗｏｒｋ 
ｔｅｍｐｏｒａｒｙ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＲＮＴＩ)によって識別される。単一のＵＥ
に対するＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマットの場合、
ＲＮＴＩはセルＲＮＴＩ(Ｃ－ＲＮＴＩ)であっても良く、ＵＥ識別子として作用すること
ができる。
【００７７】
　システム情報(ｓｙｓｔｅｍ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＳＩ)を伝達するＰＤＳＣＨを
スケジューリングするＤＣＩフォーマットの場合、ＲＮＴＩはＳＩ－ＲＮＴＩであっても
良い。ランダムアクセス応答(ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｒｅｓｐｏｎｓｅ、ＲＡＲ)を
提供するＰＤＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマットの場合、ＲＮＴＩはＲＡ
－ＲＮＴＩであれば良い。ＵＥのグループにＴＰＣコマンドを提供するＤＣＩフォーマッ
トの場合、ＲＮＴＩはＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩ又はＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ
であれば良い。各ＲＮＴＩタイプはＲＲＣシグナリングのような上位階層シグナリングを
介してＵＥに構成されることができる。ＵＥに対するＰＤＳＣＨ送信をスケジューリング
するＤＣＳフォーマットはさらにＤＬ ＤＣＩフォーマット又はＤＬ割り当てでも指称さ
れ、ＵＥからのＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングするＤＣＩフォーマットはさらにＵＬ
 ＤＣＩフォーマット又はＵＬグラントでも指称される。
【００７８】
　図９は、本発明の実施形態によるＤＣＩフォーマットに対する例示的なエンコーディン
グプロセス９００を示す図面である。図９に示されたエンコーディングプロセス９００の
実施形態はただ説明のためのことである。図９に示されたコンポーネントのうちの一つ以
上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、この
コンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプ
ロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用い
られる。
【００７９】
　図９に示されたように、ｇＮＢはそれぞれのＰＤＣＣＨで各ＤＣＩフォーマットを個別
的にエンコーディングして送信する。適用可能な場合、ＤＣＩフォーマットが意図された
ＵＥに対するＲＮＴＩがＵＥにＤＣＩフォーマットを識別することができるようにするた
めにＤＣＩフォーマットコードワードのＣＲＣをマスキングする。例えば、ＣＲＣ及びＲ
ＮＴＩは１６ビットを含むことができる。そうではなくて、ＲＮＴＩがＤＣＩフォーマッ
トに含まれない場合、ＤＣＩフォーマットタイプインジケーターフィールドがＤＣＩフォ
ーマットに含まれることができる。(非－コーディングされた)ＤＣＩフォーマットビット
９１０のＣＲＣがＣＲＣ計算ユニット９２０を用いて決定され、また、ＣＲＣビットとＲ
ＮＴＩビット９４０間のＸＯＲ(ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ ＯＲ)演算ユニット９３０を用いて
ＣＲＣがマスキングされる。ＸＯＲ演算はＸＯＲ(０,０ ＝ ０、ＸＯＲ(０,１) ＝１、Ｘ
ＯＲ(１,０ ＝１、ＸＯＲ(１,１) ＝０と定義される。マスキングされたＣＲＣビットＣ
ＲＣ追加ユニット９５０を用いてＤＣＩフォーマット情報ビットに追加される。エンコー
ダー９６０がチャンネルコーディング(例えば、テイル－バイティングコンボリューショ
ンコーディング又はポーラーコーディング)を行った以後に、レートマッチャー９７０に
よる割り当てられたリソースに対するレートマッチングが後を付けるようになる。インタ
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適用し、出力制御信号９９０が送信される。
【００８０】
　図１０は、本発明の実施形態によるＵＥと共に用いるためのＤＣＩフォーマットに対す
る例示的なデコーディングプロセス１０００を示す図面である。図１０に示されたデコー
ディングプロセス１０００の実施形態はただ説明のためのことである。図１０に示された
このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路
で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を
行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施
形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【００８１】
　図１０に示されたように、受信された制御信号１０１０は復調器及びデ－インタリバー
１０２０によって復調及びデ－インターリービングされる。ｇＮＢ送信機で適用されたレ
ートマッチングがレートマッチャー１０３０によって復元され、結果ビットがデコーダー
１０４０によってデコーディングされる。デコーディング以後に、ＣＲＣ抽出器１０５０
がＣＲＣビットを抽出してＤＣＩフォーマット情報ビット１０６０を提供する。ＤＣＩフ
ォーマット情報拗るＲＮＴＩ(１０８０(適用可能な場合)を用いたＸＯＲ演算によってデ
－マスキングされ(１０７０)、さらにＣＲＣチェックがユニット１０９０によって行われ
る。ＣＲＣチェックが成功すれば(チェックサムが０である)、ＤＣＩフォーマット情報ビ
ットが有効なことで見なされる。ＣＲＣチェックが成功することができなければ、ＤＣＩ
フォーマット情報ビットは有効ではないことで見なされる。
【００８２】
　ＰＤＣＣＨ送信はＲＢ及び制御リソースセットのシンボルからなる。ＵＥは一つ又は多
数の制御リソースセットに対するＲＢ及びシンボルから構成されることができる。ＰＤＣ
ＣＨは一つ又は多数の制御チャンネル要素(ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ ｅｌｅｍｅ
ｎｔ、ＣＣＥ)のアグリゲーショを用いて送信される。ＤＣＩフォーマットのエンコーデ
ィングされて変調されたシンボルのブロックがＰＤＣＣＨ送信のために割り当てられたＣ
ＣＥの一部である連関されたアンテナポート上の、ＳＣインデックスｋ及びスロットシン
ボルｌを介してリソース要素(ｋ、ｌ)に順次にマッピングされる。ＰＤＣＣＨ送信は周波
数に分配されることができ、その後にインターリービングされたＰＤＣＣＨ送信で指称さ
れるか、又は周波数でローカル化されることができ、その後に非－インターリービングさ
れたＰＤＣＣＨ送信に指称される。
【００８３】
　例えば、ｌ∈{０，１}である。ＰＤＣＣＨ探索空間はＵＥに共通的なことであっても良
く、又はＵＥがｎＲＮＴＩであるＣ－ＲＮＴＩから構成される場合、ＵＥに特定的なこと
であれば良い。例えば、共通探索空間の場合、２個のＣＣＥアグリゲーションレベルＬ＝
４及びＬ＝８に対してＹｋが０と設定される一方、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬでの
ＵＥ特定探索空間
【００８４】
【数１０】

【００８５】
の場合、変数Ｙｋは
【００８６】
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【数１１】

【００８７】
により定義され、ここで
【００８８】

【数１２】

【００８９】
Ａ＝３９８２７、Ｄ＝６５５３７で、ｋはスロット番号である。例えば、Ｌ個のＣＣＥの
セットレベルの場合、ＮＣＣＥ,ｋＣＣＥを含むサブフレームｋでのＰＤＣＣＨ候補ｍに
対するＣＣＥの位置は
【００９０】

【数１３】

【００９１】
として決定されることができる。ＵＥがＣ－ＲＮＴＩから構成されない場合、探索空間は
すべてのＵＥに共通である。
【００９２】
　ＰＤＣＣＨ送信の設計で重要な目的はそれぞれの信頼性を向上させることである。これ
は周波数ダイバーシティー又はビームフォーミングサポート、正確なチャンネル推定の可
能、向上したカバレッジ及びＤＣＩフォーマット大きさの最小化を含む多くのメカニズム
を介して達成されることができる。一つ以上のＵＥに対するデータ送信又は一つ以上のＵ
Ｅからのデータ送信をスケジューリングするＤＣＩフォーマットを伝達するＰＤＣＣＨの
デコーディングが不正確な可能性が低いから、ＰＤＣＣＨ送信に対する信頼度が向上し、
より少ないリソースの用いられる必要があるからＰＤＣＣＨ送信に対するオーバーヘッド
が減少されることによって多いリソースがデータ送信に用いられることができるようにす
る。さらに、ＤＣＩフォーマットは連関されたペイ・ロードを最小化しながら送信モード
の動的スイッチングを可能にすることができる。
【００９３】
　ＰＤＣＣＨ送信はさらに減少されたレイテンシー及び向上した受信信頼度でＰＤＳＣＨ
送信をスケジューリングする必要がある。これは通常的にＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨ送信
が少ない数のシンボルを通じるので、ＰＤＳＣＨ送信が小さい送信ブロック大きさを伝達
し、ＰＤＣＣＨが材料オーバーヘッドを示すことができることを意味する。このような場
合、ＰＤＣＣＨ復調に用いられるＤＭＲＳのＰＤＳＣＨ復調のために再使用可能にするこ
とによってＰＤＣＣＨ送信に係るオーバーヘッドを最小化することが重要である。
【００９４】
　ｇＮＢと通信するＵＥはｇＮＢとの信頼性ある通信を維持するように時間トラッキング
(ｔｉｍｅ ｔｒａｃｋｉｎｇ)及び周波数トラッキング(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｔｒａｃｋ
ｉｎｇ)を行わなければならない。通常的に、これはＵＥが時間トラッキング及び周波数
トラッキングのために用いることができるＲＳを送信するｇＮＢによって達成される。こ
のようなＲＳの送信に係るオーバーヘッドを最小化するため、ＲＳは連続的に(さらに周
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期的でも)送信されなく、ＲＳはＰＤＣＣＨ復調に用いられるＤＭＲＳのような他の機能
にもさらに用いられるＲＳであることが好ましい。
【００９５】
　したがって、強化されたチャンネル推定で周波数ダイバーシティーを可能にするＰＤＣ
ＣＨ送信を設計する必要がある。ビームフォーミング及び強化されたチャンネル推定がで
きるようにするＰＤＣＣＨ送信を設計する必要がある。ＰＤＣＣＨ送信及びＰＤＳＣＨ送
信の復調のためにＤＭＲＳ再使用ができるようにする必要がある。さらに、共通探索空間
でＰＤＣＣＨ送信のために構成可能なＣＣＥアグリゲーションレベルを可能にする必要も
ある。最後に、時間トラッキング及び周波数トラッキング及びＰＤＣＣＨ送信の復調のた
めにＤＭＲＳ再使用すべきまた他の必要がある。
【００９６】
　一部実施形態で、周波数ダイバーシティー及び強化されたチャンネル推定ができるよう
にするためにそれぞれのアグリゲーションレベルに依存する分散型ＰＤＣＣＨ送信のため
のＣＣＥ構造が考慮される。小さいＣＣＥアグリゲーションレベルの使用は通常的に比較
的高いＳＩＮＲを経験するＵＥに係る一方、大きいＣＣＥアグリゲーションレベルの使用
は通常的に比較的低いＳＩＮＲを経験するＵＥに係る。チャンネル推定正確度はＳＩＮＲ
に対する依存性が強く、ＳＩＮＲが低いほどチャンネル推定正確度が劣り、不正確なチャ
ンネル推定によるＰＤＣＣＨ受信信頼も低下が大きくなる。反対に、周波数ダイバーシテ
ィーはＰＤＣＣＨ送信構造の特性でＳＩＮＲに依存しない。したがって、設計目的は十分
な周波数ダイバーシティーを可能にする同時に関連されたＰＤＣＣＨ送信に対するＣＣＥ
アグリゲーションレベルが増加するによってチャンネル推定の正確性を増加させることが
できるようにすることである。通常的に、約２又は４オーダー(ｏｒｄｅｒ)の周波数ダイ
バーシティーはチャンネル媒体によって提供されるほとんどすべての周波数ダイバーシテ
ィー利得を捕捉するに十分である。
【００９７】
　以下の説明では一つのＣＣＥが４個のＲＢを含むことで仮定するが６個のＲＢのような
他の数のＲＢも適用されることができる。一つのＣＣＥ又は４個のＲＢを含む周波数分散
ＰＤＣＣＨ送信に対して、それぞれのＲＢが周波数で分散することができ、周波数で隣接
しない。これはＰＤＣＣＨ送信が、チャンネル媒体が提供することができるほとんどすべ
ての周波数ダイバーシティー利得を捕捉することができるようにするが、チャンネル推定
のために用いられるＤＭＲＳはそれぞれのＲＢ内に限定される必要があり、ＵＥが周波数
分散したＲＢにかけて獲得されたチャンネル推定値をフィルタリングすることが一般的に
有利ではない。ＲＢはリソース要素グループ(ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｅｌｅｍｅｎｔ ｇｒｏ
ｕｐ、ＲＥＧ)に相応する。
【００９８】
　２個のＣＣＥ又は８個のＲＢを含む周波数分散ＰＤＣＣＨ送信の場合、周波数で４対の
ＲＢを分散させることによってチャンネル推定が向上することができる。すると、２個の
ＣＣＥを含むＰＤＣＣＨ候補を復調する場合、ＵＥはチャンネル推定のそれぞれの信頼度
を向上させるために、各対のＲＢで同一なＤＭＲＳプリコーディングを仮定し、ＲＢ対で
ＤＭＲＳをフィルタリングすることができる。これと類似に、それぞれ１６個又は３２個
のＲＢに対応する、４個のＣＣＥ又は８個のＣＣＥを含む周波数分散ＰＤＣＣＨ送信の場
合、４個のＲＢブロック又は８個のＲＢブロックで送信が成ることができる(３２個のＲ
Ｂより大きい送信帯域幅を仮定した４個の個別周波数位置)。
【００９９】
　すると、ＵＥはＲＢのそれぞれのブロック内でＤＭＲＳをフィルタリングすることがで
き、チャンネル推定のそれぞれの信頼性を向上させることができ、関連するＰＤＣＣＨ送
信がチャンネル媒体からすべての周波数ダイバーシティー利得を得ることができる。さら
に、周波数分散ＰＤＣＣＨ送信は一つのＣＣＥのアグリゲーションレベルから開始してＲ
Ｂのブロックからなることができる。例えば、ＣＣＥが６個のＲＢを含む場合、ＵＥに対
するＣＣＥの一つのＣＣＥのアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ送信が、ＵＥに
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対するＰＤＣＣＨ送信のために構成されたＤＬシステム帯域幅で２個のＲＢの３個の周波
数不連続的なブロックを介して２個のＲＢブロックからなることができる。
　一般的に、
【０１００】
【数１４】

【０１０１】
個を含むＣＣＥの場合、ＵＥは周波数連続ＲＢのブロックを形成するＮｂｕｎｄｌｅ個の
ＲＢで上位階層によって構成されることができ、分散したＣＣＥ－対－ＲＢマッピングが
総
【０１０２】

【数１５】

【０１０３】
個の周波数分散ブロックＮｂｕｎｄｌｅＲＢに対するＮｂｕｎｄｌｅＲＢブロックからな
ることができる。例えば、一つのシンボルを含む制御リソースセット、
【０１０４】

【数１６】

【０１０５】
及びＮｂｕｎｄｌｅ＝２の場合、
【０１０６】
【数１７】

【０１０７】
周波数分散ブロックが存在し、
【０１０８】
【数１８】

【０１０９】
及びＮｂｕｎｄｌｅ＝６、
【０１１０】
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【数１９】

【０１１１】
の場合、Ｎｂｕｎｄｌｅ＝６ 周波数連続ＲＢの一つのブロックだけが存在する。与えら
れたＤＭＲＳアンテナポートがＲＢの場合、ＵＥは同一なプリコーダーがＲＢのバンドル
内のすべてのＲＢに適用されることで仮定することができる。さらに、ＲＢバンドルは
【０１１２】

【数２０】

【０１１３】
より大きくなることができる。
　これは、例えば共通探索空間(ｃｏｍｍｏｎ ｓｅａｒｃｈ ｓｐａｃｅ、ＣＳＳ)での、
ＵＥ共通ＰＤＣＣＨの送信に有用することができ、ここでＤＭＲＳはＵＥに共通的なこと
であれば良い。例えば、Ｎｔｏｔａｌ個のＲＢのＢＷにかけている制御リソースセットで
のＰＤＣＣＨ送信の場合、ＵＥはＮｔｏｔａｌ、又はＮｔｏｔａｌ／２又はＮｔｏｔａｌ

／４であれば良い多数のＲＢに対して同一なＤＭＲＳプリコーディングを仮定するように
構成されることができる。これはＵＥがより多い数のＲＢに対してＤＭＲＳをフィルタリ
ングしてチャンネル推定を改善することができるようにする。
【０１１４】
　ＣＳＳの場合、Ｎｂｕｎｄｌｅはシステム動作で予め定義されるか又はマスター情報ブ
ロック(ＭＩＢ)又はセカンダリーシステム情報ブロック(ＳＩＢ)のようなブロードキャス
トシステム情報によってシグナリングされることがある。例えば、第１ＳＩＢの送信をス
ケジューリングする ＰＤＣＣＨはシステム動作で予め決定されたバンドル大きさを有す
ることができる一方、第２ＳＩＢ又はＲＡＲの送信をスケジューリングするＰＤＣＣＨは
第１ＳＩＢでシグナリングされるバンドル大きさを有することができる。
【０１１５】
　ＣＣＥは一つのＯＦＤＭシンボルを介して送信されることができる。ＰＤＣＣＨ送信の
ためにより大きいＣＣＥアグリゲーションレベルを用い、ＯＦＤＭシンボルを介してそれ
ぞれのＣＣＥを分散させることによって、必要な場合、カバレッジ強化が得られることが
できる。例えば、スロット内に
【０１１６】
【数２１】

【０１１７】
個のＯＦＤＭシンボルを含むＤＬ制御リソースセット及びＬ個のＣＥのアグリゲーション
レベルに対応するＰＤＣＣＨ候補に対し、ＣＣＥｉ、ｉ＝ ０，…，Ｌ－１が周波数優先
ＲＥＧ－対－ＣＣＥマッピングの場合に
【０１１８】
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【数２２】

【０１１９】
で決定されるインデックスを有するＯＦＤＭシンボルに位置されることができる。
【０１２０】

【数２３】

【０１２１】
個のＲＢを含むＤＬ制御リソースセットに対し、第１ＲＢのブロックはインデックス
【０１２２】

【数２４】

【０１２３】
を有するＲＢで開始されることができ、第２ＲＢのブロックはインデックス
【０１２４】
【数２５】

【０１２５】
を有するＲＢで開始されることができ、第３ＲＢのブロックはインデックス
【０１２６】
【数２６】

【０１２７】
を有するＲＢで開始されることができ、第４ＲＢのブロックはインデックス
【０１２８】
【数２７】

【０１２９】
を有するＲＢで開始されることができ、ここで、Ｏは例えば、ＵＥに対するＣ－ＲＮＴＩ
から決定されることができるかｇＮＢによる上位階層シグナリングを用いて明示的に構成
されるか、又はＰＤＣＣＨが送信されるセルのアイデンティティーによって決定されるこ
とができるＵＥ特定オフセット又はセル特定オフセットである。
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【０１３０】
　図１１は、本発明の実施形態によるそれぞれのＣＣＥアグリゲーションレベルに依存す
る例示的な分散ＰＤＣＣＨ送信構造１１００を示す図面である。図１１に示された分散Ｐ
ＤＣＣＨ送信構造１１００の実施形態はただ説明のためのことである。図１１に示された
コンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具
現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行う
ための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態
が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０１３１】
　４個のＲＢを含む一つのＣＣＥのアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ送信の場
合、ＲＢは単一ＲＢごとに周波数で分散される(１１１０)。２個のＣＣＥのアグリゲーシ
ョンレベル及びＣＣＥの時間優先マッピングを有するＰＤＣＣＨ送信の場合、それぞれの
８個のＲＢは、ＲＢのブロック中の第１ＲＢは第１ＣＣＥのための第１ＯＦＤＭシンボル
上に存在してＲＢのブロック中の第２ＲＢは第２ＣＣＥのための第２ＯＦＤＭシンボル上
に存在する２個の隣接したＲＢのブロックで周波数が分散する(１１２０)。
【０１３２】
　２個のＣＣＥのアグリゲーションレベル及びＣＣＥの周波数優先マッピングを有するＰ
ＤＣＣＨ送信の場合、それぞれの８個のＲＢは、ＲＢのブロックそれぞれが同一なＯＦＤ
Ｍシンボル上に存在する２個の接したＲＢのブロックで周波数が分散する(１１３０)。類
似の構造が２個のＣＣＥより大きいＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ送
信に適用されることができる。時間優先第１マッピングにおいて、例えば、４個のＣＣＥ
のアグリゲーションレベルをマッピングするための２個のＯＦＤＭシンボルがある場合の
ようにＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＣＣＥより少ないＯＦＤＭシンボルがある
場合、ラップアラウンド(ｗｒａｐ ａｒｏｕｎｄ)がＣＣＥのマッピングに適用されるこ
とができる(１１４０)。
【０１３３】
　図１１のＣＣＥのＲＢに対するマッピングはＣＣＥを形成する論理ドメイン内の隣接し
た(連続的な)ＲＢインデックスから物理的ドメイン内の分散した(非連続的な)ＲＢのイン
デックスを獲得するためにＯＦＤＭシンボルごとに対するＲＢのインターリービングを考
慮する。そうではなく、インターリービングがＯＦＤＭシンボルごとに対したことではな
く代りに２つのＯＦＤＭシンボルにかけている場合には、与えられたＣＣＥに対するＲＢ
をただ一つのＯＦＤＭシンボル内に位置させることが可能ではないだろう。
【０１３４】
　ＯＦＤＭシンボルに対する相違するＣＣＥのマッピングが相違するＰＤＣＣＨ送信タイ
プに対して構成されることができる。例えば、時間優先マッピングがビームフォーミング
ＰＤＣＣＨ送信のローカリゼーションを最大化して連関されたプリコーディング利得を最
大化するためにＵＥに対するビームフォーミングローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信に適
用されることができる一方、時間優先マッピングが周波数ダイバーシティー利得を最大化
するために送信機アンテナダイバーシティーを用いる周波数分散ＰＤＣＣＨ送信に適用さ
れることができる。
【０１３５】
　４個のＲＢ及び時間優先ＣＣＥ－対－ＲＥＧマッピングを含む一つのＣＣＥのアグリゲ
ーションレベルを有するＰＤＣＣＨ送信の場合、ＲＥＧバンドルのＲＢは優先ＯＦＤＭシ
ンボルごとに時間分散する。ＤＬ制御リソースセットがＬ個のＣＣＥのアグリゲーション
レベルに対してＲＢ数
【０１３６】
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【数２８】

【０１３７】
より小さい
【０１３８】

【数２９】

【０１３９】
ＯＦＤＭシンボルを有する場合、ＮｂｕｎｄｌｅＲＢに対して時間ドメインでラップアラ
ウンドが適用され、
【０１４０】

【数３０】

【０１４１】
ＲＢは第１ＯＦＤＭシンボルで第１ＲＢと隣接し、
【０１４２】
【数３１】

【０１４３】
ＲＢは第１ＯＦＤＭシンボルで第２ＲＢと隣接し、
【０１４４】
【数３２】

【０１４５】
ＲＢは第２ＯＦＤＭで第１ＲＢと隣接し、その他これと同様である。一般的には、
【０１４６】
【数３３】

【０１４７】
ＲＢがｑ ＯＦＤＭシンボルでｐ－１ＲＢに隣接している。
　図１２は、本発明の実施形態によるそれぞれのＣＣＥアグリゲーションレベルに依存す
る例示的なローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信構造１２００を示す図面である。図１２に
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示されたローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信構造１２００の実施形態はただ説明のための
ことである。図１２に示された一つ以上の構成要素は注目された機能を行うように構成さ
れた特殊回路に具現されることができるか、一つ以上の構成要素は言及になった機能を行
うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形
態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
　図１２に示されたように、ＤＬ制御リソースセットが
【０１４８】
【数３４】

【０１４９】
シンボルを含み(１２１０)、さらにＰＤＣＣＨ送信が４個のＲＢを含む一つのＣＣＥのア
グリゲーションレベルを有する場合、第１及び第 ３ＲＢが第１ＯＦＤＭシンボル上から
周波数連続的にマッピングされ、第２及び第４ＲＢがそれぞれのＰＤＣＣＨ候補に対する
第２ＯＦＤＭシンボル上から周波数連続的にマッピングされる。ＤＬ制御リソースセット
が
【０１５０】
【数３５】

【０１５１】
シンボルを含み(１２２０)、さらにＰＤＣＣＨ送信が４個のＲＢを含む一つのＣＣＥのア
グリゲーションレベルを有する場合、第１、第２、第３及び第４ＲＢがそれぞれ第１、第
２、第３及び第４ＯＦＤＭシンボル上の同一なＲＢインデックスにマッピングされる。Ｐ
ＤＣＣＨ候補は周波数分散する。
【０１５２】
　図１１又は図１２のようなＣＣＥマッピングは相違する帯域幅受信能力を有するＵＥの
同一な帯域幅での共存及び同一なＤＬ制御リソースセットで共通探索空間とＵＥ特定探索
空間の共存を許容することができる。
【０１５３】
　ＵＥはスロットの相違するシンボルで、或いは相違するスロットでの、相違する探索空
間に関連された、相違するＤＬ制御リソースセットをモニタリングするように構成される
ことができる。この構成はＵＥグループ共通上位階層シグナリングによって又はＵＥ特定
上位階層シグナリングによって成ることができる。例えば、ＵＥはスロットの第１一つ以
上のシンボルで共通探索空間に係る第１ＤＬ制御リソースセットをモニタリングするよう
に構成されることができ、スロットの第２一つ以上のシンボルで(例えば、スロットの第
１一つ以上のシンボルの後)ＵＥ特定探索空間に係る第２ＤＬ制御リソースセットをモニ
タリングするように構成されることができる。
【０１５４】
　例えば、ＵＥはスロットの第１一つ以上のシンボルで第１共通探索空間に係る第１ＤＬ
制御リソースセットをモニタリングするように構成されることができ、スロットの第２一
つ以上のシンボルで(例えば、スロットの第１一つ以上のシンボルの直ちに後)第２共通探
索空間に係る第２ＤＬ制御リソースセットをモニタリングするように個別的に構成される
ことができる。例えば、ＵＥはスロットの第１一つ以上のシンボルで、例えば、第１ビー
ムからの送信のために、第１ＵＥ特定探索空間に係る第１ＤＬ制御リソースセットをモニ
タリングするように構成されることができ、スロットの第２一つ以上のシンボルで(例え
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ば、スロットの第１一つ以上のシンボルの直ちに後)第２ビームからの送信のために第２
ＵＥ特定探索空間に係る第２ＤＬ制御リソースセットをモニタリングするように構成され
ることができる。
【０１５５】
　例えば、ＵＥはスロットのピリオド内の第１個数のスロットで共通探索空間に係る、Ｐ
ＤＣＣＨ候補のようなパラメーター又は分散又はローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信のよ
うな送信方式に従って第１ＤＬ制御リソースセットをモニタリングし、さらにスロットの
ピリオド内の第２個数のスロットでＵＥ特定探索空間に係るパラメーターによって第１Ｄ
Ｌ制御リソースセットをモニタリングするように構成されることができる。スロットのピ
リオドは１０スロット又は２０スロットのようにシステム操作で決定されることができる
か、又はＵＥグループ共通又はＵＥ特定上位階層シグナリングによってＵＥに対して構成
されることができる。ＵＥによる探索空間のモニタリングはＵＥが探索空間でそれぞれの
ＣＣＥを用いてＰＤＣＣＨ候補に対するデコーディング動作を行うことを意味する。
【０１５６】
　ＵＥは共通探索空間及びＵＥ特定探索空間層でＵＥ特定ＤＣＩフォーマットをモニタリ
ングすることができる。このような機能ができるようにするために、ＵＥは関連する探索
空間タイプ(共通又はＵＥ特定)によって制御リソースセットでＵＥ特定ＤＣＩフォーマッ
トの受信のためのパラメーターを調整することができる。例えば、ＰＤＣＣＨでＵＥ特定
ＤＣＩフォーマット送信に係ったＤＭＲＳの送信をスクランブリングするシーケンスは、
その送信が共通探索空間で成り立つ場合第１スクランブリングシーケンスであることがで
き、その送信がＵＥ特定探索空間で成る場合、第 ２スクランブリングシーケンスであれ
ば良い。例えば、ＲＢでＭＲＳ送信のために用いられるサブ－キャリアの数は共通探索空
間での第１値及びＵＥ特定探索空間での第２値を有することができる。例えば、分散ＰＤ
ＣＣＨ送信のための送信アンテナダイバーシティーのような第１送信方式は共通探索空間
でのＤＣＩフォーマット受信に係ることができ、ローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信のた
めのプリコーディング／ビームフォーミングのような第２送信方式はＵＥ特定探索空間で
のＤＣＩフォーマット受信に係ることができる。
【０１５７】
　ＵＥはさらに第１周期を有する第１探索空間及び第２周期を有する第２探索空間をモニ
タリングするように構成されることができる。例えば、第１探索空間は共通探索空間であ
ることができ、周期は５個のスロットであることができ、第２探索空間はＵＥ特定探索空
間であれば良く、周期は一つのスロットであれば良い。例えば、第１探索空間は第１ＵＥ
特定探索空間であることができ、与えることは一つのスロットであることができ、第２探
索空間は第２ＵＥ特定探索空間であることができ、周期はスロットの１／５又は１／２と
なることができる。したがって、ＵＥが一定時間ピリオド間の行うことができるデコーデ
ィング動作の数はＵＥが当該ピリオド間モニタリングする探索空間の数に依存することが
できる。
【０１５８】
　例えば、ＵＥが共通探索空間をモニタリングしない時間ピリオドでは、関連されるＰＤ
ＣＣＨデコーディング動作がＵＥ特定探索空間をモニタリングするために用いられること
ができる。ＵＥ特定探索空間に対する少なくても一部ＣＣＥアグリゲーションレベルに対
するＰＤＣＣＨ候補の数は、ＵＥが共通探索空間をモニタリングしない時間ピリオドでよ
り大きくなることができる。例えば、ＵＥがより長い周期に係るＵＥ特定探索空間をモニ
タリングしない時間ピリオドでは、対応するＰＤＣＣＨデコーディング動作が、より短い
周期に係るＵＥ特定探索空間をモニタリングすることに割り当てられることができる。よ
り短いモニタリング周期を有するＵＥ特定探索空間に対する少なくても一部ＣＣＥアグリ
ゲーションレベルに対するＰＤＣＣＨ候補の数は、ＵＥがより長いモニタリング周期を有
するＵＥ特定探索空間をモニタリングしない時間ピリオドでより大きくなることができる
。
【０１５９】
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　それぞれのサービングセルにおいて、上位階層シグナリングはＰ個の制御リソースセッ
トでＵＥを構成する。制御リソースセットｐに対して(０≦ｐ＜Ｐ)、この構成は次を含む
ことができる：サブキャリア間隔及びＣＰ長さ；上位階層パラメーターＣＯＲＥＳＥＴ－
ｓｔａｒｔ－ｓｙｍｂによって提供される第１シンボルインデックス；上位階層パラメー
ター[ＣＯＲＥＳＥＴ－ｔｉｍｅ－ｄｕｒａｔｉｏｎ]によって提供される連続的なシンボ
ルの数；上位階層パラメーターＣＯＲＥＳＥＴ－ｆｒｅｑ－ｄｏｍによって提供されるリ
ソースブロックのセット；上位階層パラメーターＣＯＲＥＳＥＴ－ｔｒａｎｓ－ｔｙｐｅ
によって提供されるＣＣＥ－対－ＲＥＧマッピング；及び／又はインターリービングされ
たＣＣＥ－対－ＲＥＧマッピングの場合、上位階層パラメーターＣＯＲＥＳＥＴ－ＲＥＧ
－ｂｕｎｄｌｅ－ｓｉｚｅによって提供されるＲＥＧバンドル大きさ；上位階層パラメー
ターＣＯＲＥＳＥＴ－ＣＣＥ－ＲＥＧ－ｍａｐｐｉｎｇ－ｔｙｐｅによって提供されるＰ
ＤＣＣＨ送信が分散型であるか、又はローカリゼーション型である否か、或いは上位階層
パラメーター[ＣＯＲＥＳＥＴ－ＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＩｄ]によって提供されるアンテナ
ポートＱＣＬ(ｑｕａｓｉ－ｃｏｌｌｏｃａｔｉｏｎ)。
【０１６０】
　ＵＥがＰＤＣＣＨをモニタリングするように構成された各サービングセル及び各ＤＣＩ
フォーマットに対して、ＵＥは制御リソースセットに対する次のような連関で構成される
：上位階層パラメーターＤＣＩ－ｔｏ－ＣＯＲＥＳＥＴ－ｍａｐによる制御リソースセッ
トのセット；上位階層パラメーターＣＯＲＥＳＥＴ－ｃａｎｄｉｄａｔｅｓ－ＤＣＩによ
る制御リソースセットのセット内の制御リソースセットごとに対するＣＣＥアグリゲーシ
ョンレベルＬ当たりＰＤＣＣＨ候補の数；及び／又は非－ＤＲＸモード動作で、上位階層
パラメーターＣＯＲＥＳＥＴ－ｍｏｎｉｔｏｒ－ｐｅｒｉｏｄ－ＤＣＩによって制御リソ
ースセットのセット内の制御リソースセットごとに対するｋｐシンボルのモニタリング周
期。
　それぞれの制御リソースセットは
【０１６１】
【数３６】

【０１６２】
がモニタリングピリオドｋｐでの制御リソースセットｐ内のＣＣＥの受忍０から
【０１６３】
【数３７】

【０１６４】
まで番号が付けられたＣＣＥのセットを含む。モニタリングピリオドはシステムフレーム
番号の数、システムフレーム番号サイクル又は４０ミリ秒のような予め決定されたデュレ
ーションのような、予め決定された時間ピリオド内で(モジュールで)インデクシングされ
ることができる。
　ＵＥがモニタリングするＰＤＣＣＨ候補のセットはＰＤＣＣＨ ＵＥ特定探索空間の観
点で定義される。ＣＣＥアグリゲーションレベルＬでのＰＤＣＣＨ ＵＥ特定探索空間
【０１６５】
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【数３８】

【０１６６】
(例えば、Ｌ∈｛１，２，４，８，１６｝)はＣＣＥアグリゲーションレベルＬに対するＰ
ＤＣＣＨ候補のセットによって定義される。
　ＵＥが上位階層パラメーターｃｉｆ－ＩｎＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇＣｅｌｌから構成され
ると、キャリアインジケーターフィールド値はｃｉｆ－ＩｎＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇＣｅｌ
ｌに対応する。
【０１６７】
　ＵＥがＵＥ特定探索空間でＰＤＣＣＨ候補をモニタリングするサービングセルに対して
、ＵＥがキャリアインジケーターフィールドから構成されていなければ、ＵＥはキャリア
インジケーターフィールドなしにＰＤＣＣＨ候補をモニタリングする。ＵＥがＵＥ特定探
索空間でＰＤＣＣＨ候補をモニタリングするサービングセルに対し、ＵＥがキャリアイン
ジケーターフィールドで構成されていると、ＵＥはキャリアインジケーターフィールドで
ＰＤＣＣＨ候補をモニタリングする。
【０１６８】
　制御リソースセットｐ及びＤＣＩフォーマットＡに対して(例えば、Ｐ＝２制御リソー
スセットに対して)、キャリアインジケーターフィールド値ｎＣＩに対応するサービング
セルに対する探索空間のＰＤＣＣＨ候補
【０１６９】

【数３９】

【０１７０】
に対応するＣＣＥは次のように与えられる:
【０１７１】
【数４０】

【０１７２】
Ａ０＝３９８２７、Ａ１＝３９８２９、Ｄ＝６５５３７；ｉ＝０,．．．,Ｌ－１であり；
ｎＣＩはＰＤＣＣＨがモニタリングされるサービングセルに対するキャリアインジケータ
ーフィールドでＵＥが構成される場合のキャリアインジケーターフィールド値であり；そ
うではない場合、
【０１７３】
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【数４１】

【０１７４】
は制御リソースセットｐ内のＣＣＥアグリゲーションレベルＬに対して構成されたすべて
のｎＣＩ値に対する、構成されたすべてのＤＣＩフォーマットのうちのいずれ又はＤＣＩ
フォーマットＡに対するゴッマンであることができるＰＤＣＣＨ候補の最大数
【０１７５】

【数４２】

【０１７６】
であり；(ここで、
【０１７７】
【数４３】

【０１７８】
はｎＣＩに対応するサービングセルに対するアグリゲーションレベルＬをモニタリングす
るようにＵＥが構成されるＰＤＣＣＨ候補の数)；ｎＲＮＴＩはそれぞれのＤＣＩフォー
マットに用いられるＲＮＴＩ値である。
【０１７９】

【数４４】

【０１８０】
は相違するＰＤＣＣＨモニタリングピリオドｋｐで互いに異なることができるから、
【０１８１】

【数４５】

【０１８２】
値はＰＤＣＣＨモニタリングピリオドによって変わることができ、したがって、
【０１８３】

【数４６】

【０１８４】
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は
【０１８５】
【数４７】

【０１８６】
で取り替えられることができる。したがって、
【０１８７】
【数４８】

【０１８８】
はＰＤＣＣＨモニタリングピリオドｋｐで制御リソースセットｐ内のＣＣＥアグリゲーシ
ョンレベルＬＤＰに対する構成されたすべてのｎＣＩ値に対する、すべての構成されたＤ
ＣＩフォーマットのうちのいずれやＤＣＩフォーマット Ａに対することだけの、ＰＤＣ
ＣＨ候補の最大数であれば良い。そうではなければ、
【０１８９】

【数４９】

【０１９０】
は制御リソースセットｐ内のＣＣＥアグリゲーションレベルＬに対して構成されたすべて
のｎＣＩ値に対する及びすべての入れ子ＰＤＣＣＨモニタリングピリオドに対するすべて
の構成されたＤＣＩフォーマットのうちの最大ＰＤＣＣＨ候補数であれば良い。
【０１９１】
　与えられたＤＣＩフォーマット大きさ、キャリアインジケーターフィールド、及びＣ－
ＲＮＴＩによってスクランブリングされたＣＲＣで与えられたサービングセルでＰＤＣＣ
Ｈ候補をモニタリングするように構成されたＵＥは(ＰＤＣＣＨ候補は与えられたＤＣＩ
フォーマット大きさに対するキャリアインジケーターフィールドの一つ以上の可能な値を
有することができる)、与えられたＤＣＩフォーマット大きさを有するＰＤＣＣＨ候補が
与えられたＤＣＩフォーマット大きさに対して可能なキャリアインジケーターフィールド
の値のうちの任意のことに対応する任意のＰＤＣＣＨ ＵＥ特定探索空間内の与えられた
サービングセルで送信されることができることで仮定することができる。
【０１９２】
　ＰＤＣＣＨ送信方式はＰＤＳＣＨ送信方式と異なることができ、ＰＤＣＣＨ送信帯域幅
はＰＤＳＣＨ送信帯域幅と異なることができるからＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨ復調のため
に同一なＤＭＲＳを用いることは一般的に不可能である。例えば、ＵＥに対するＰＤＣＣ
Ｈ送信は階層の空間多重化なしに第１帯域幅で行われることができる一方、ＵＥに対する
ＰＤＳＣＨ送信は階層の空間多重化を持って第２帯域幅で成ることができる。
【０１９３】
　ＰＤＣＣＨ復調のための第１ＤＭＲＳ送信及びＰＤＳＣＨ復調のための第２ＤＭＲＳ送
信に係るオーバーヘッドを減らすため、特に通常的に階層の空間多重化から利点のない小
さなデータ送信ブロック大きさの送信において、ＵＥはＰＤＣＣＨ送信及びＰＤＳＣＨ送
信のために同一な送信方式を仮定することができる。さらに、ＰＤＣＣＨ送信帯域幅はＰ
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【０１９４】
　図１３は、本発明の実施形態による復調のために同一なＤＭＲＳを用いる例示的なＰＤ
ＣＣＨ送信及びＰＤＳＣＨ送信１３００を示す図面である。図１３に示されたＰＤＣＣＨ
送信及びＰＤＳＣＨ送信１３００の実施形態はただ説明のためのことである。図１３に示
されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回
路に具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能
を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実
施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０１９５】
　図１３に示されたように、ＰＤＣＣＨ送信は第１ＯＦＤＭシンボルを介して行われ、Ｐ
ＤＳＣＨ送信は第１及び第２ＯＦＤＭシンボルを介して成る(１３１０)。ＰＤＣＣＨ送信
はＰＤＳＣＨ送信のための多数のＲＢのサブセットである多数のＲＢを介して行われる。
例えば、ＰＤＣＣＨ送信のためのＲＢはＰＤＳＣＨ送信のためのＤ≧Ｃ ＲＢの中心Ｃ Ｒ
Ｂであれば良い。第１ＯＦＤＭシンボルでのＰＤＣＣＨ ＲＢ１３２０及びＰＤＳＣＨ Ｒ
Ｂはそれぞれ制御情報及びデータ情報の送信に用いられるサブ－キャリア以外にＤＭＲＳ
送信に用いられるサブ－キャリアを含む。例えば、３個のサブ－キャリアごとに一つのサ
ブ－キャリアがＤＭＲＳ送信に用いられることができる。第２ＯＦＤＭシンボル内のＰＤ
ＳＣＨ ＲＢ１３４０はＤＭＲＳ送信のために用いられるサブ－キャリアを含まない。Ｐ
ＤＣＣＨ送信又はＰＤＳＣＨ送信の復調のために、ＵＥは第１シンボル内のＰＤＳＣＨ送
信に用いられるＲＢ及びＰＤＣＣＨ送信に用いられるＲＢのいずれもＤＭＲＳサブ－キャ
リアをフィルターリングすることができる。
【０１９６】
　これはさらにＵＥがＰＤＣＣＨ送信及びＰＤＳＣＨ送信を復調するためにただ一つのチ
ャンネル推定のみを得ることが必要であるからＵＥ計算複雑性及び電力消耗を減少させる
。第１ＯＦＤＭシンボル内のＲＢを通じるＤＭＲＳフィルタリングが有効なチャンネル推
定をもたらすため、ＤＭＲＳは第１ＯＦＤＭシンボル内のすべてのＲＢにかけて同一なプ
リコーディングを用いる必要があり、同一なプリコーディングがさらにＰＤＣＣＨ送信及
びＰＤＳＣＨ送信のために用いられる必要がある。例えば、ＰＤＣＣＨ送信及びＰＤＳＣ
Ｈ送信のいずれも同一な送信機ダイバーシティー方式に基づくことができる。例えば、Ｐ
ＤＣＣＨ送信及びＰＤＳＣＨ送信のいずれもビームフォーミング送信に対する同一なプリ
コーディングの使用に基づくことができる。
【０１９７】
　ＤＭＲＳはチャンネル推定を向上させるために電力がブーストされることができるから
、電力ブーストされたＤＭＲＳ間の相互干渉によってＤＭＲＳ送信電力増加からの有用性
が概して無効化されることができるので、同一なスロットシンボルの同一なサブ－キャリ
ア上に隣接セルではＤＭＲＳ送信を配置しないことが有利することができる。したがって
、ＲＢでＤＭＲＳ送信のために用いられる位置(サブ－キャリア)は擬似ランダム(ｐｓｅ
ｕｄｏ－ｒａｎｄｏｍ)や又は例えば、ｇＮＢによって用いられる同期信号シーケンスと
の連関を介してｇＮＢによって指示されることができる。擬似ランダム決定はＤＭＲＳが
送信されるセルのアイデンティティーに基づくことができる。
【０１９８】
　例えば、１２個のサブ－キャリアからなるＲＢ内の４個の等間隔のサブ－キャリアに対
するアンテナポートからのＤＭＲＳ送信において、ＲＢ内のＤＭＲＳ送信を有するサブ－
キャリアは
【０１９９】
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【数５０】

【０２００】
として決定されることができ、ここでｋ＝０,１,２,３で
【０２０１】

【数５１】

【０２０２】
である(
【０２０３】

【数５２】

【０２０４】
はＵＥがセルとの初期同期化プロセスから獲得するセルＩＤである)。例えば、１２個の
サブ－キャリアからなるＲＢ内の２個の等間隔のサブ－キャリアに対するアンテナポート
からのＤＭＲＳ送信において、ＲＢ内のＤＭＲＳ送信を有するサブ－キャリアは
【０２０５】
【数５３】

【０２０６】
として決定されることができ、ここでｋ＝０,１で
【０２０７】
【数５４】

【０２０８】
である。ｇＮＢによる表示は１次同期信号又は２次同期信号のような同期信号を送信する
のに用いられるシーケンスに基づくことができる。
　分散ＰＤＣＣＨ送信及びローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信が同一なＤＬ制御リソース
セットで多重化されることができる場合、分散ＰＤＣＣＨ送信はプリコーダーサイクリン
グを用いる送信ダイバーシティー方式に基づくことができ、ここで、一部ＲＢで、プリコ
ーダーはローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信と連関されることもできる。このような場合
、ＵＥはＰＲＢのＤＭＲＳが相違するスロット又は周波数隣接ＲＢで同一なプリコーダー
を用いることで仮定することができなく、時間トラッキング又は周波数トラッキングのた
めにＤＭＲＳを用いることができない。
【０２０９】
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　ＵＥが時間トラッキング及び周波数トラッキングのためにＰＤＣＣＨ送信の復調に係っ
たＤＭＲＳを用いることによって前記の限界を回避するため、ＤＭＲＳが予め決定された
スロット又は予め決定されたＲＢで同一なプリコーディングを用いるということをＵＥに
予め通知することができる(ＤＭＲＳ送信により)。予め決定されたスロット又は予め決定
されたＲＢは例えば、毎５ｍｓごとにすべてのスロット又はＤＬ制御リソースセットのす
べてのＲＢのようにシステム動作で定義されるか、システム情報によってシグナリングさ
れても良い。例えば、予め決定されたスロット又は予め決定されたＲＢはｇＮＢが第１シ
ステム情報ブロックをスケジューリングするＰＤＣＣＨを送信するものなどであることで
決定されることができる。予め決定されたＤＬ制御リソースセットのＲＢ及び予め決定さ
れたスロットでのＤＭＲＳ送信が同一なプリコーディングを用いるという仮定に基づいて
、ＵＥはＤＭＲＳを用いてチャンネル推定以外に時間トラッキング又は周波数トラッキン
グを行うことができる。
【０２１０】
　プリコーダーサイクリングを用いるＰＤＣＣＨ送信ダイバーシティー方式の場合、Ｎｂ

ｕｎｄｌｅ隣接ＲＢのバンドルごとにプリコーダー加重値が指定されることができる。例
えば、
【０２１１】
【数５５】

【０２１２】
及び２つの送信機アンテナに対して、第１ＲＢのＮｂｕｎｄｌｅでのプリコーダーは {１
；１}になることができ、第２ＲＢのＮｂｕｎｄｌｅでのプリコーダーは {１；－１}にな
ることができ、第３ＲＢのＮｂｕｎｄｌｅでのプリコーダーは {１；ｊ}になることがで
き、第４ＲＢのＮｂｕｎｄｌｅでのプリコーダーは {１；－ｊ}になることができる。そ
れぞれのＲＢバンドルに適用されたプリコーダーが分かると、ＵＥはプリコーディングを
除去してＮｔｏｔａｌＲＢを介して非－プリコーディングされたＤＭＲＳ受信を得ること
ができる。このような非－プリコーディングされたＤＭＲＳは相違する時間インスタンス
で受信される時の広帯域チャンネル推定又は時間トラッキングのような他の目的のために
用いられることができる。
【０２１３】
　図１４は、ＵＥが本発明の実施形態によって予め決定されたスロットで及び予め決定さ
れたＤＬ制御リソースセットのＲＢで同一なＤＭＲＳプリコーディングを仮定する例示的
な動作１４００を示す図面である。図１４に示された動作１４００の実施形態はただ説明
のためのことである。図１４に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機
能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントの
うちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって
具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０２１４】
　図１４に示されたように、ｇＮＢはＤＬ制御リソースセットでＤＭＲＳを送信する(１
４１０)。ＵＥはＤＭＲＳを受信し(１４２０)、そのスロットで固定されたＤＭＲＳプリ
コーディングを仮定することができるか否かを決定する(１４３０)。この決定は予め決定
されたスロット周期に基づくか、或いはｇＮＢからのシステム情報によってシグナリング
されたスロットパターン(例えば、時間周期的に繰り返されるビットマップを使用)に基づ
くことができる。ＲＢはＤＬ制御リソースセットでＤＭＲＳ送信を有するすべてのＲＢを
含むことができるか、又は上位階層シグナリングを用いてｇＮＢによってシグナリングさ
れることができる。
【０２１５】
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　例えば、共通探索空間に係るＲＢがＤＬ制御リソースセット内のすべてのＲＢがではな
い場合、ＲＢは共通探索空間でのＰＤＣＣＨ送信に用いられるものであっても良い。さら
に、ＵＥが多数のＤＬ制御リソースセットから構成される場合、ＲＢはさらにスロットで
ＵＥグループ共通ＤＬ制御シグナリングの送信を含むことができる第１ＤＬ制御リソース
セット内のことであれば良い。ＵＥがスロットで固定されたＤＭＲＳプリコーディングを
仮定することができない場合、ＵＥは時間トラッキング又は周波数トラッキングのために
スロットで受信されるＤＭＲＳを用いることができない(１４４０)。ＵＥがスロットで固
定されたＤＭＲＳプリコーディングを仮定することができる場合、ＵＥは時間トラッキン
グ又は周波数トラッキングのためにスロットで受信されるＤＭＲＳを用いることができる
(１４５０)。
【０２１６】
　ＰＵＳＣＨ送信に対するＰＤＳＣＨ送信における多くの送信方式が存在することができ
る。送信方式が上位階層シグナリングによって構成される場合、ＵＥは送信方式に必要な
フィールドのみを含むＤＣＩフォーマットをモニタリングすることができ、相違するＤＣ
Ｉフォーマットは相違する送信方式と連関されることができる。
【０２１７】
　動作の単純性を提供するが、ＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨに対する送信方式の準－静的(
ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ)構成は、例えば、ＵＥが経験しているチャンネル媒体変化に基
づいてｇＮＢがＵＥに対する送信方式に速やかに適応することができないから不利で、代
りにＵＥは上位階層シグナリングによる再構成に依存すべきである。多数の送信方式のセ
ットの間の動的適応がそれぞれの多くの大きさを有するそれぞれの多数のＤＣＩフォーマ
ットのセットの使用に基づく場合、ＵＥはそれぞれのスロットで多数のＤＣＩフォーマッ
トそれぞれをデコーディングし、それぞれのＰＤＳＣＨ送信又はＰＵＳＣＨ送信に用いら
れる送信方式を決定しなければならなく、これは例えば、相違する大きさを有する多数の
ＤＣＩフォーマットの数と同一なファクターほど、ＵＥがスロット当たり行わなければな
らないデコーディング動作の数を増加させる。代りに、ＵＥがスロットごとに単一ＤＣＩ
フォーマットをデコーディングするためにそれぞれの送信方式を示すフラッグを含む単一
ＤＣＩフォーマットが用いられることができる。
【０２１８】
　一送信方式を用いるＰＤＳＣＨ送信又はＰＵＳＣＨ送信のスケジューリングがＤＣＩフ
ォーマットのすべてのフィールドを要しないか、又は減少されたビット数を有したフィー
ルドを要する場合、減少されたデコーディング動作数に対するトレードオフは間歇的に不
必要なオーバーヘッドである。単一ＤＣＩフォーマットに係ることができる送信方式は最
大のビット数を要する送信方式より最大２０％少ないビット数のような、類似のビット数
を要する送信方式であることができ、ＤＣＩフォーマットの大きさを決定することである
。
【０２１９】
　２個より多い送信方式のように、多数の送信方式を示すことができるＤＣＩフォーマッ
トでフラッグを導入することに係るオーバーヘッドを減少させるために、フラッグは入れ
子構造(ｎｅｓｔｅｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ)を有することができ、ＤＣＩフォーマットで
最も多い数のビットを要する、第１送信方式で指称される、一送信方式でＰＤＳＣＨ送信
又はＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングするのに必要なビット数に比べてただ一つの追加
ビットを含むことができる。
【０２２０】
　このフラッグはＤＣＩフォーマットの開始部分に位置される。ＵＥは先ず二進フラッグ
の値を検査することができる。フラッグ値が第１値の場合、ＵＥは関連されたＰＤＳＣＨ
又はＰＵＳＣＨ送信の送信方式が第１送信方式であることで決定することができる。フラ
ッグ値が第２値の場合、ＵＥは第１送信方式に係るスケジューリングに用いられないＤＣ
Ｉフォーマットの追加ビット数を決定することができ、拡張されたフラッグの役目がする
ことができる。例えば、フラッグ値が第２値の場合、追加ビットの位置はフラッグ以後で
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あれば良く、ＤＣＩフォーマットの最後(ＤＣＩフォーマットの最終ビット)であれば良い
。例えば、第１送信方式に比べてＤＣＩフォーマットで第２目で多くの必要ビット数を有
する第２送信方式に比べて２ビット少ないビットが存在する場合、２ビットの値はＤＣＩ
フォーマットが第２、第３、第４又は第５の任意の送信方式でそれぞれのＰＤＳＣＨ又は
ＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングするか否かを示すのに用いられることができる。
【０２２１】
　図１５は、本発明の実施形態によるＰＤＳＣＨ送信又はＰＵＳＣＨ送信のための多数の
送信方式のうちの一つの送信方式を示すための二進フラッグを含むＤＣＩフォーマットに
対する例示的な動作１５００を示す図面である。図１５に示された動作１５００の実施形
態はただ説明のためのことである。図１５に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は
言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコン
ポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセ
ッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられ
る。
【０２２２】
　図１５に示されたように、ｇＮＢはＰＤＣＣＨを介して“フラッグ”フィールドを含む
ＤＣＩフォーマットをＵＥに送信する(１５１０)。ＵＥはＤＣＩフォーマットを検出して
(１５２０)“フラッグ”フィールドの値が“１”であるか否かを決定する(１５３０)。否
定の場合、ＵＥは第１それぞれの送信方式で関連するＰＤＳＣＨ送信又はＰＵＳＣＨ送信
を受信する(１５４０)。肯定の場合、ＵＥは第１送信方式にスケジューリングするために
ＤＣＩフォーマットに含まれるが任意の他の送信方式とのスケジューリングに使用しない
追加ビットに対する値が“１”であるか否かを決定する(１５５０)。否定の場合、ＵＥは
それぞれの第２送信方式に係るＰＤＳＣＨ送信又はＰＵＳＣＨ送信を受信して(１５６０)
；そうではない場合、ＵＥはそれぞれの第３送信方式に係るＰＤＳＣＨ送信又はＰＵＳＣ
Ｈ送信を受信する(１５７０)。
【０２２３】
　ＵＥによってモニタリングされる第２ＤＣＩフォーマット(非－フォールバックＤＣＩ
フォーマット)より小さい大きさを有するＵＥによってモニタリングされる第１ＤＣＩフ
ォーマット(フォールバックＤＣＩフォーマット)のような、ＵＥ特定探索空間で送信され
る予め決定されたＤＣＩフォーマットは、ＵＥに又はＵＥからの送信のためのパラメータ
ーがｇＮＢによって再構成される時間ピリオド間のフォールバック動作を提供するのに用
いられることができる。例えば、ＵＥに対するＰＤＳＣＨ送信をスケジューリングするＤ
ＣＩフォーマットは、スロット内のシンボルを含むスロットオフセットを示すフィールド
、又はＰＤＣＣＨによって伝達するデータ受信に応答してＵＥによるＰＵＣＣＨ送信用リ
ソースを示すフィールドを含むことができる。
【０２２４】
　ＵＥは上位階層によってスロットオフセットセット又はＰＵＣＣＨソースセットから構
成されることができ、それぞれのフィールドはそれぞれのセットのうちの一つの値を示す
ことができる。一つ以上のこのような値のセットで値再構成に係る時間ピリオド間、又は
このような値のセットで値のＵＥ特定上位階層シグナリングによる構成以前に、ＵＥはＵ
Ｅグループ共通システム情報によって示される値を用いることができる。ＵＥはＵＥグル
ープ共通上位階層シグナリング(システム情報)によってシグナリングされる値、又は関連
されたＤＣＩフォーマットに基づいてＵＥ特定上位シグナリングによってシグナリングさ
れる使用値のうちのいずれを用いるかを決定することができ、ＵＥはフォールバックＤＣ
Ｉフォーマットのような第１ＤＣＩフォーマットを検出し、ＵＥが非－フォールバックＤ
ＣＩフォーマットのような第２ＤＣＩフォーマットを検出する場合、後者の値を用いる。
【０２２５】
　さらに、ＤＣＩフォーマットは同一であれば良く、図１５で説明されたフラッグ値によ
って区別されることができる。例えば、フラッグ値はＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングオ
フセット又はＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信のためのＰＵＣＣＨリソース、ＵＥ 共通上位階層シ
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グナリングによってＵＥでシグナリングされる、関連ＤＣＩフォーマットのための送信ス
ロットに対するＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨ送信のためのスロットタイミングオフセットの
ような、パラメーター値の使用に対応することができる。したがって、関連するＰＤＳＣ
Ｈ送信又はＰＵＳＣＨ送信のための送信方式の差別化を提供すること以外に、ＤＣＩフォ
ーマットのフラッグフィールドは、ＵＥ 共通上位階層シグナリングによって構成される
か、又はＵＥ共通上位階層シグナリングによって構成される値によってＤＣＩフォーマッ
トの他のフィールドに対する値の解釈のための差別化を提供することができる。
【０２２６】
　システム動作の柔軟性及びＰＤＣＣＨ送信に対する信頼性を向上させるため、ＵＥが共
通探索空間でモニタリングする複数のＣＣＥアグリゲーションレベル及びＣＣＥアグリゲ
ーションレベルごとに複数の候補がｇＮＢからのシステム情報によって構成されることが
できる。例えば、第１システム情報ブロックは、例えばランダムアクセス応答、ページン
グをスケジューリングするか又はＣＳＳ内の送信電力制御コマンドのようなＵＥグループ
共通情報送信のために用いられる、ＰＤＣＣＨ送信のためのＣＣＥアグリゲーションレベ
ルの数及びＣＣＥアグリゲーションレベルごとの候補数を示すことができる。第１システ
ム情報ブロックは予め決定された一つ以上のＣＣＥアグリゲーションレベルセットのうち
の一つＣＣＥアグリゲーションレベルにスケジューリングされることができ、又は第１情
報ブロックに対する送信スケジューリングのためのアグリゲーションレベルがマスター情
報ブロックに暗示的に又は明示的に表示されることができる。
【０２２７】
　ＰＤＣＣＨ探索空間の設計で重要な目的はＰＤＣＣＨ候補をデコーディングするために
ＵＥが行わなければならないチャンネル推定の数を減少させることであり、その理由はこ
れがそれぞれのスロットでＰＤＣＣＨ候補をデコーディングするために必要なＵＥモデム
の電力消耗を直接減少させることができるからである。このような電力消耗は、ＵＥが不
連続受信(ＤＲＸ)状態ではない場合、ＵＥがＤＬ受信又はＵＬ送信にスケジューリングさ
れない時にもすべてのＤＬスロットでＰＤＣＣＨをデコーディングする必要があるから、
全体ＵＥモデム電力消耗の相当な割合(例えば、約５０％)に該当することができる。ＰＤ
ＣＣＨ探索空間のための入れ子S式構造(ｎｅｓｔｅｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ)は第１ＣＣＥ
アグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補をデコーディングするために獲得された
チャンネル推定が、一般的に最大のＣＣＥアグリゲーションレベルにあたることができる
第１ＣＣＥアグリゲーションレベルより小さな、第２ＣＣＥアグリゲーションレベルを有
するＰＤＣＣＨ候補をデコーディングするために用いられることができるチャンネル推定
の数を減少させる一つの接近法である。
【０２２８】
　図１６は、本発明の実施形態によるＰＤＣＣＨ候補１６００の例示的な重畳された構造
を示す図面である。図１６に示されたＰＤＣＣＨ候補１６００の入れ子構造の実施形態は
ただ説明のためのことである。図１６に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及
された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポー
ネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサ
によって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０２２９】
　図１６に示されたように、ＰＲＢセットで、又は全体システムＢＷを介してＵＥはＬ＝
８個のＣＣＥのアグリゲーションレベルに対するＭ(８)＝２個の候補(１６１０、１６１
５)、Ｌ＝４個のＣＣＥのアグリゲーションレベルに対するＭ(４)＝２個の候補１６２０
、Ｌ＝２個のＣＣＥのアグリゲーションレベルに対するＭ(２)＝６個の候補(１６３０、
１６３５)、及びＬ＝１個のＣＣＥのアグリゲーションレベルに対するＭ(１)＝６個の候
補１６４０から構成される。Ｌ＝８個のＣＣＥを有するＭ(８)＝２個の候補に対するＣＣ
Ｅインデックスは数式１のように連続的であるか数式２で定義されたオフセットをもって
非連続的あっても良い。より低いＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＣＣＥインデッ
クスはＬ＝８個のＣＣＥを有するＭ(８)＝２個の候補に対するＣＣＥインデックスのサブ
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セットである。より低いＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＣＣＥインデックスは図
１６に示されたようにＬ＝８個のＣＣＥを有する Ｍ(８)＝２候補中の第１候補の第１Ｃ
ＣＥのインデックスから始める連続的なインデックスを有することができるか、又はＬ＝
８個のＣＣＥを有するＭ (８)＝２個の候補それぞれに対するＣＣＥインデックスを占有
するように均等に分割される。
【０２３０】
　例えば、図１６のように、ＣＣＥインデックスに対して入れ子構造を用いる短所は、関
連するＣＣＥが他のＵＥに対するＰＤＣＣＨ送信のために用いられるＣＣＥと少なくとも
部分的に入れ子インデックスを有するから、ＵＥへのＰＤＣＣＨが送信不可能な確率が増
加するということである。例えば、第１ＵＥへのＰＤＣＣＨ送信のためのＣＣＥと第２Ｕ
ＥへのＰＤＣＣＨ送信のためのＣＣＥが最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを用いる候
補に対して入れ子になった場合、より小さいＣＣＥアグリゲーションレベルを用いるＰＤ
ＣＣＨ候補に対するそういう入れ子が存在する可能性があり、最大のＣＣＥアグリゲーシ
ョンレベルを用いて第１ＵＥへのＰＤＣＣＨ送信が成る場合、第２ＵＥへのＰＤＣＣＨ送
信に利用可能な小さいＣＣＥアグリゲーションレベルを有する候補がほとんどいないこと
がある。
【０２３１】
　例えば、図１６を参照すれば、第１ＵＥへの第１ＰＤＣＣＨ送信はＬ＝４個のＣＣＥを
有するＭ(４)＝２個の候補の中で第１候補のＣＣＥを用いる必要があって、Ｌ＝８個の第
１ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥは第２ＵＥに対してＬ＝８個のＣＣＥを有する第１ＰＤ
ＣＣＨ候補に対するＣＣＥと完全に入れ子になったので、第２ＵＥへのＰＤＣＣＨ送信は
任意のＣＣＥアグリゲーションレベルに対して大部分の残り候補を用いることができなく
なる。ブロッキング確率(ｂｌｏｃｋｉｎｇ ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ)の増加は、ＵＥが
データの送信又は受信を完了するのにより長い時間の間活性状態を維持する必要があるか
ら、ＵＥ電力消耗に対する入れ子探索空間構造の潜在的利益を実質的に無効にすることが
できる。
【０２３２】
　ＰＤＣＣＨ送信のためのＣＣＥは一つのＲＥＧが一つのＯＦＤＭシンボルに対して一つ
のＲＢと同一な多数のＲＥＧによって形成されることができる。ＣＣＥが与えられたコー
ドレート及びＱＰＳＫ変調でＤＣＩフォーマット送信するための最小リソースユニットで
あることで仮定すれば、ＣＣＥに要求されるＲＥＧの数は基準ＤＣＩフォーマット大きさ
及びＤＣＩフォーマットの送信に用いられることができるＲＢのＳＣ数に依存する(ＤＭ
ＲＳ送信に用いられるＳＣは除く)。例えば、ＤＣＩフォーマット大きさが６０ビット(又
は１６ビットのＣＲＣを含んで７６ビット)でコードレートが２／３の場合、ＤＣＩフォ
ーマット送信には５７個のＳＣが必要である。ＰＤＣＣＨ送信に用いられるＲＢごとに２
個のＤＭＲＳＳＣ及びＲＢごとに１２個のＳＣに対し、ＣＣＥにおいて約６個のＲＥＧ(
又は６個のＲＢ)が必要である。ＰＤＣＣＨ送信に用いられるＲＢ当たり４個のＤＭＲＳ
ＳＣ及びＲＢ当たり１２個のＳＣに対して、ＣＣＥにおいて約７個のＲＥＧ(又は７個の
ＲＢ)が必要である。ＰＤＣＣＨ送信は１、２又は３ＯＦＤＭシンボルのような可変個数
のＯＦＤＭシンボルを介して成ることができる。
【０２３３】
　シンボルの数は物理階層又は上位階層からのシグナリングによって構成されることがで
きる。スペクトラム効率を改善してＰＤＣＣＨ送信のための設計を単純化するため、ＣＣ
ＥをＲＥＧに又はＰＤＣＣＨをＣＣＥにマッピングするにおける設計ターゲットは同一な
ＰＲＢセット(又は制御リソースセット)での分散ＰＤＣＣＨ送信及びローカリゼーション
ＰＤＣＣＨ送信の多重化ができるようにするか、又はＰＤＣＣＨ送信が一つのＯＦＤＭシ
ンボルにかけているか又は多数のＯＦＤＭシンボルにかけているか否かにかかわらずＰＤ
ＣＣＨ送信に利用可能なＳＣの観点ですべてのＣＣＥが同等になることができるようにす
ることを含むことができる。
【０２３４】
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　したがって、分散ＰＤＣＣＨ送信及びローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信のために入れ
子ＰＤＣＣＨ探索空間構造を設計する必要性が存在する。
【０２３５】
　減少されたＰＤＣＣＨブロッキング確率に入れ子ＰＤＣＣＨ探索空間構造を設計する必
要性が存在する。
【０２３６】
　多数のスロットシンボルを介して入れ子になったＰＤＣＣＨ探索空間に対するＣＣＥか
らＲＥＧへのマッピング及びＰＤＣＣＨからＣＣＥへのマッピングを定義するまた他の必
要性が存在する。
【０２３７】
　一実施形態で、入れ子ＰＤＣＣＨ探索空間のための設計及び入れ子ＰＤＣＣＨ探索空間
で多様なＣＣＥアグリゲーションレベルのＰＤＣＣＨ候補に対するブロッキング確率を減
少させることができる設計が考慮される。
【０２３８】
　ＰＤＣＣＨ送信の場合、関連するブロッキング確率は通常的に相違するＣＣＥインデッ
クスを用いて相違するＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＰＤＣＣＨ候補から利益を
得る。例えば、数式１のように定義されたＰＤＣＣＨ探索空間の場合、ＰＤＣＣＨ候補に
対するＣＣＥインデックスはそれぞれのＣＣＥアグリゲーションレベル ＬだけでなくＣ
ＣＥアグリゲーションレベル Ｌごとに対する候補の数
【０２３９】
【数５６】

【０２４０】
にも依存する。
　入れ子になった探索空間に対して、数式１によるＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデ
ックスの柔軟性は、ＣＣＥインデックスが相違するＣＣＥアグリゲーションレベルを有す
る多数のＰＤＣＣＨ候補の間で共通的な必要があるから実質的に減少される。さらに、数
式１に基づく、同一なＣＣＥアグリゲーションレベルを有する相違するＰＤＣＣＨ候補に
対するＣＣＥインデックスは決定的なことである。例えば、数式１によるＰＤＣＣＨ探索
空間の場合、同一なＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣ
Ｅインデックスは決定的ファクター(ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｓｔｉｃ ｆａｃｔｏｒ)
【０２４１】
【数５７】

【０２４２】
によってオフセットされる。
　したがって、互いに異なるＵＥに対してＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが
入れ子になって入れ子探索空間構造が用いられる場合、任意のＣＣＥアグリゲーションレ
ベルに対する多数のＰＤＣＣＨ候補が重畳される確率が実質的に増加し、そういうＵＥへ
のＰＤＣＣＨ送信に対するブロッキング確率は結果的に増加した。以下で、ＣＣＥアグリ
ゲーションレベルはさらにＵＥがＰＤＣＣＨ受信のために構成されて表記法Ｌｐ(Ｌ代り
に)が用いられる、制御リソースセットとも指称されるＰＲＢセットに依存することがで
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１,２,．．．のような２の累乗であることで仮定する。
【０２４３】
　第１具現例は制御リソースセットで最大のより小さいＣＣＥアグリゲーションレベルを
有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが、制御リソースセットで最大のＣＣ
Ｅアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスに対して
決定する。
【０２４４】
　相違するＵＥに対するＰＤＣＣＨ送信のブロッキング確率を減少させるための制１メカ
ニズムは、数式１のパラメーター Ｙｐ,ｋに対する決定がＵＥ ＲＮＴＩ以外にＰＤＣＣ
Ｈ候補のインデックスにも依存することによって最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを
有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスをランダム化することである。すると
、例えば、２つのＵＥに対して最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ
候補に対するＣＣＥインデックスが入れ子になった場合、ＵＥ ＲＮＴＩによるそれぞれ
がＣＣＥインデックスのランダム化に起因してこのような最大のＣＣＥアグリゲーション
レベルを有した追加のＰＤＣＣＨ候補に対する入れ子の確率が減少される。
　例えば、数式１によって決定されたＣＣＥインデックス及び最大のＣＣＥアグリゲーシ
ョンレベルを有する
【０２４５】
【数５８】

【０２４６】
ＰＤＣＣＨ候補にあり、候補
【０２４７】
【数５９】

【０２４８】
に対するＣＣＥインデックスは数式２のように決定されることができる:
【０２４９】
【数６０】

【０２５０】
　数式１と同一な表記法が適用され、
【０２５１】
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【数６１】

【０２５２】
は最も大きいＣＣＥアグリゲーションレベルを有する相違する候補に対するランダム化を
提供する。例えば、
【０２５３】

【数６２】

【０２５４】
であり、さらに
【０２５５】
【数６３】

【０２５６】
に対してＡｐ，０＝３９８２７及びＡｐ，１＝３９８３１である。
　相違するＵＥに対するＰＤＣＣＨ送信のブロッキング確率を減少させるための第２メカ
ニズムは、連続的なＰＤＣＣＨ候補の最終(又は第１)ＣＣＥインデックス間にランダムオ
フセットを有することによってＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスをランダム化
することである。ランダムオフセットはＵＥ ＲＮＴＩの関数又はＵＥ ＲＮＴＩ及びＰＤ
ＣＣＨ候補インデックスのすべての関数であることができる。
　例えば、数式１によって決定するＣＣＥインデックス及び最大のＣＣＥアグリゲーショ
ンレベルを有する
【０２５７】
【数６４】

【０２５８】
ＰＤＣＣＨ候補において、候補
【０２５９】
【数６５】

【０２６０】
に対するＣＣＥインデックスは数式３Ａ又は数式３Ｂのように決定されることができる:
【０２６１】
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【数６６】

【０２６２】
　ここで、数式１と同一な表記法が適用され、ｆ(ｍ)はＰＤＣＣＨ候補ｍ及びＵＥ ＲＮ
ＴＩ ｎＲＮＴＩ≠０を因数として有する擬似ランダム関数である(例えば、ｆ（ｍ）＝ｍ
・ｎＲＮＲＩ)。
【０２６３】
　第１メカニズム(相違するＰＤＣＣＨ候補に対する相違するヘシング関数)及び第２メカ
ニズム(連続的なＰＤＣＣＨ候補間のＵＥ特定オフセット)は結合されることもできる。
【０２６４】
　数式２又は数式３Ａ／３Ｂでは、同一なＣＣＥアグリゲーションレベルを有する相違す
るＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスがランダムし、数式１のように予め決定さ
れたオフセットによって分離しないから、入れ子が発生することができる。同一なＣＣＥ
アグリゲーションレベルを有する相違するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが
スロットｋのＹｐ,ｋ,ｍ 値に対して少なくとも部分的に入れ子になったと、例えば、数
式２に基づいてこれらが決定される時、そういう入れ子を避けるための調整が適用される
ことができる。
【０２６５】
　例えば、互いに異なるＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが入れ子になったと
、ＵＥは互いに異なるＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが入れ子にならない時
の最後のスロットで決定されたＣＣＥインデックスを再使用することができる。例えば、
相違するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが入れ子になった場合、同一なＣＣ
Ｅアグリゲーションレベルに対して以前のＰＤＣＣＨ候補と入れ子にならないようにする
ために、最初のことの以後にそれぞれの適用可能なＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデ
ックスがそれぞれの最小値ほどシフトされることができる。さらに、ＣＣＥインデックス
の入れ子が発生することができる。
【０２６６】
　最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に対する制御リソースセ
ットｐでＣＣＥインデックスを決めた以後に、次の段階は制御リソースセットｐで最大の
ＣＣＥアグリゲーションレベルより小さいＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣ
ＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定することである。
【０２６７】
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【数６７】

【０２６８】
であるケース１の一部実施形態で、条件
【０２６９】

【数６８】

【０２７０】
がＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＜Ｌｐ,ｍａｘに対して有効な場合、ＣＣＥアグリ
ゲーションレベルＬｐを有するすべてのＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスはＣ
ＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａｘを有するすべてのＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣ
Ｅインデックスのサブセットであれば良い。
【０２７１】
　ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＜Ｌｐ,ｍａｘを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣ
ＣＥインデックスを決定するための制１接近法はＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍ

ａｘを有するそれぞれの
【０２７２】

【数６９】

【０２７３】
ＰＤＣＣＨ候補のＣＣＥインデックスのうちのＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＜Ｌｐ

,ｍａｘを有する総
【０２７４】
【数７０】

【０２７５】
ＰＤＣＣＨ候補に対して実質的に同一な分布を考慮する。ＣＣＥアグリゲーションレベル
Ｌｐを有する第１
【０２７６】
【数７１】

【０２７７】
候補に対するＣＣＥインデックスはＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａｘを有する
第１ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスのサブセットである。
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【０２７８】
【数７２】

【０２７９】
である場合、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐを有する第２
【０２８０】
【数７３】

【０２８１】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスはＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａ

ｘを有する第２ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスのサブセットである。
【０２８２】
【数７４】

【０２８３】
である場合、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐを有する第３
【０２８４】

【数７５】

【０２８５】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスはＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａ

ｘを有する第３ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスのサブセットであり、その他
これと同様である。一般的に、
【０２８６】

【数７６】

【０２８７】
である場合、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐを有するｍ番目の
【０２８８】



(48) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

【数７７】

【０２８９】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスはＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａ

ｘを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスのサブセットである。
　ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐに対する
【０２９０】

【数７８】

【０２９１】
ＰＤＣＣＨ候補を決定した以後に、それぞれのＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデック
スの決定は数式１のように成ることができ、ここでＮＥＣＣＥ,ｐ,ｋはＬｐ,ｍａｘで取
り替えられることができる。すると、
【０２９２】

【数７９】

【０２９３】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスは数式４のように決定されることができる:
【０２９４】

【数８０】

【０２９５】
　数式４で、Ｙｐ,ｋの代りにＹｐ,ｋ,ｍを用いることもできる。
　ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａｘを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥイ
ンデックスのランダム化は数式２又は数式３Ａ／３ＢのようにＣＣＥアグリゲーションレ
ベルＬｐ＜Ｌｐ，ｍａｘを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスで拡張され
ることもでき、ここでは、ＰＤＣＣＨソースセットのすべてのＣＣＥインデックスＮＥＣ

ＣＥ，ｐ，ｋを考慮する代りに、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａｘを有するそ
れぞれのＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスだけが考慮される。
【０２９６】
　図１７は、本発明の実施形態による入れ子ＰＤＣＣＨ探索空間構造に対する第１具現例
に基づいてＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥを決定するための例示的なプロセス１７００を
示す図面である。図１７に示されたＣＣＥを決定するためのプロセス１７００の実施形態
はただ説明のためのことである。図１７に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言
及された機能を行うように構成された特殊回路に具現されることができるか、このコンポ



(49) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

ーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッ
サによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる
。
【０２９７】
　図１７に示されたように、ＵＥはＮＣＣＥ,ｐ,ｋ個のＣＣＥを有する制御リソースセッ
トｐ、及び制御リソースセットｐでＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐを有する
【０２９８】
【数８１】

【０２９９】
個のＰＤＣＣＨ候補でｇＮＢによって構成される。また、ＮＣＣＥ,ｐ,ｋの可能な値に対
する
【０３００】

【数８２】

【０３０１】
及びＬｐの値はシステム動作の仕様で決定されるか所定の公式によってＵＥによって導出
されることができる。ＵＥは
【０３０２】
【数８３】

【０３０３】
としてＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａｘを有する、ＰＤＣＣＨ候補
【０３０４】

【数８４】

【０３０５】
に対するＣＣＥインデックスを決定し、ここで、ｆ(ｍ)はＰＤＣＣＨ候補ｍの関数で、０
と設定されることもできる(１７１０)。ＵＥはＰＤＣＣＨ候補
【０３０６】
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【数８５】

【０３０７】
に対するＣＣＥインデックスのサブセットであるＣＣＥインデックスを有するＰＤＣＣＨ
候補
【０３０８】

【数８６】

【０３０９】
を決定する(１７２０)。Ｌｐ,ｍａｘを有するＰＤＣＣＨ候補ｍに対するＣＣＥのセット
から、ＵＥは
【０３１０】
【数８７】

【０３１１】
として、Ｌｐ＜Ｌｐ，ｍａｘを有する、ＰＤＣＣＨ候補
【０３１２】
【数８８】

【０３１３】
に対するＣＣＥインデックスを決定する(１７３０)。
　図１８は、本発明の実施形態による入れ子ＰＤＣＣＨ探索空間構造に対する第１具現例
の第１接近法に基づくＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥの例示的決定１８００を示す図面で
ある。図１８に示されたＣＣＥの決定１８００の実施形態はただ説明のためのことである
。図１８に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成
された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言
及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることがで
きる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０３１４】
　図１８に示されたように、ＵＥは１、２、４及び８個のＣＣＥに対応する４個のＣＣＥ
アグリゲーションレベルに対するＰＤＣＣＨ候補をデコーディングするように構成される
。これは
【０３１５】
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【数８９】

【０３１６】
である。ＵＥは
【０３１７】

【数９０】

【０３１８】
候補の第１ＰＤＣＣＨ候補１８１０及び第２ＰＤＣＣＨ候補１８１５に対するＣＣＥイン
デックスの第１セット及び第２セットをそれぞれ決定する(例えば、数式２乃至４が例示
的な基準で適用されることができる)。ＰＤＣＣＨ候補
【０３１９】
【数９１】

【０３２０】
はＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａｘ１８２０、１８３０、及び１８４０を有す
る第１ＰＤＣＣＨ候補又はＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａｘ１８２５、１８３
５、及び１８４５を有する第２ＰＤＣＣＨ候補のＣＣＥインデックスの中でＣＣＥインデ
ックスを用いるように同等に分布される(
【０３２１】

【数９２】

【０３２２】
が偶数の場合)。
　ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＜Ｌｐ,ｍａｘを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣ
ＣＥインデックスを決定するための第２接近法はＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍ

ａｘを有する
【０３２３】

【数９３】
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【０３２４】
ＰＤＣＣＨ候補それぞれに対するＣＣＥインデックスのうちのＣＣＥアグリゲーションレ
ベルＬｐ＜Ｌｐ,ｍａｘを有する総
【０３２５】
【数９４】

【０３２６】
ＰＤＣＣＨ候補に対する分布に対する構成を考慮する。この構成は上位階層シグナリング
を介してｇＮＢによって提供されることができる。例えば、
【０３２７】

【数９５】

【０３２８】
に対し、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ
【０３２９】

【数９６】

【０３３０】
を有するＰＤＣＣＨ候補の２／３に対するＣＣＥインデックスがＣＣＥアグリゲーション
レベルＬｐ,ｍａｘを有する第１ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスのサブセッ
トで、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐを有する
【０３３１】
【数９７】

【０３３２】
ＰＤＣＣＨ候補の１／３に対するインデックスがＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍ

ａｘを有する第２ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスのサブセットであるを一構
成が示すことができる。
【０３３３】
　第２接近法はｇＮＢが制御リソースセットｐ内のＣＣＥの総個数ＮＥＣＣＥ,ｐ,ｋが充
分に大きくない場合、増加されたブロッキング確率を引き起こすことができ、さらにＣＣ
ＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａｘを有する相違するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥ
の入れ子を引き起こすことができるＲＮＴＩを有するＵＥに対するブロッキング確率に対
する追加的な制御を有することができるようにする。
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　相違するＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデ
ックスの前記第１具現例による決定はすべてＬｐ＜Ｌｐ，ｍａｘに対して
【０３３４】
【数９８】

【０３３５】
であることで考慮する。ＰＤＣＣＨ候補の入れ子構造に対するＣＣＥインデックスの決定
を単純化するため、入れ子ＰＤＣＣＨ構造が第１具現例によって用いられる時に
【０３３６】
【数９９】

【０３３７】
であることに仮定されることができ、ＵＥはその条件を満足しないそれぞれのＣＣＥアグ
リゲーションレベルに対するＰＤＣＣＨ候補の数に対する構成を無視するか
【０３３８】

【数１００】

【０３３９】
となるようにＬｐ,ｍａｘに対する最小個数の追加の仮想候補を仮定することができる。
ＵＥは相違するアグリゲーションレベルに対するＰＤＣＣＨ候補のＣＣＥに対して入れ子
構造を仮定するか可否に対して上位階層によって個別的に構成されることができ、それに
よってＰＤＣＣＨ候補のＣＣＥインデックスに対する探索空間数式を決定することができ
る。ＵＥ共通探索空間に対するＣＣＥ構造はシステム動作の仕様で従来の構造(探索空間)
又は入れ子構造を有するように定義されることができる。
　少なくとも一つのＬｐ＜Ｌｐ，ｍａｘに対して
【０３４０】
【数１０１】

【０３４１】
であるケース２の一実施形態で、システム動作が少なくとも一つのＣＣＥアグリゲーショ
ンレベルＬｐ，ｍａｘ１＜Ｌｐ，ｍａｘ(例えば、Ｌｐ，ｍａｘ＝８及びＬｐ，ｍａｘ１

＝４)に対する
【０３４２】
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【数１０２】

【０３４３】
を許容する場合、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ，ｍａｘ１を有するＰＤＣＣＨ候補
の数
【０３４４】

【数１０３】

【０３４５】
に対するＣＣＥインデックスはＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ,ｍａｘを有するＰＤ
ＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスとは独立的に決定することができ、ＣＣＥアグリ
ゲーションレベルＬｐ，ｍａｘ１を有する
【０３４６】

【数１０４】

【０３４７】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが
【０３４８】

【数１０５】

【０３４９】
である場合のように決定されることができるうちに後者のＣＣＥインデックスのサブセッ
トではない。
　一実施形態で、
【０３５０】
【数１０６】

【０３５１】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスの決定はＬｐ，ｍａｘをＬｐ，ｍａｘ１で取
り替えて
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【０３５２】
【数１０７】

【０３５３】
を
【０３５４】
【数１０８】

【０３５５】
で取り替えることによって
【０３５６】
【数１０９】

【０３５７】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスの決定のための数式２、３Ａ又は３Ｂのうち
の一つと同じであれば良い。
　一実施形態で、
【０３５８】

【数１１０】

【０３５９】
ＰＤＣＣＨ候補中のＣＣＥインデックスに対する潜在的入れ子を防止するため、
【０３６０】
【数１１１】

【０３６１】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが
【０３６２】
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【０３６３】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスと相違するように決定されるから、
【０３６４】

【数１１３】

【０３６５】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスの決定は、例えば、数式１のようにすべての
【０３６６】
【数１１４】

【０３６７】
ＰＤＣＣＨ候補を考慮し、他の
【０３６８】
【数１１５】

【０３６９】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスと入れ子されない第１
【０３７０】

【数１１６】

【０３７１】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを選択することによって成ることができる。
　Ｌｐ，ｍａｘ１＝４及びＬｐ，ｍａｘ２＝２のようなＬｐ，ｍａｘ２＜Ｌｐ，ｍａｘ１

(及び
【０３７２】
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【数１１７】

【０３７３】
)を有する少なくとも一つのＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ，ｍａｘ２に対しても
【０３７４】

【数１１８】

である場合、２つのケースが考慮されることができる。第１ケースは
【０３７５】
【数１１９】

【０３７６】
であることを考慮する。一実施形態で、
【０３７７】
【数１２０】

【０３７８】
個のＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスは例えば数式４のように決定されること
ができる一方、
【０３７９】

【数１２１】

【０３８０】
はＬｐ，ｍａｘをＬｐ，ｍａｘ１で取り替えて
【０３８１】
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【数１２２】

【０３８２】
ＰＤＣＣＨ候補に対応するＣＣＥのセットを考慮した後の数式４のようにさらに決定され
ることができる。一実施形態で、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ，ｍａｘ２を有する
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスの決定は最大のＣＣＥアグリゲーションレベ
ルがＬｐ，ｍａｘ１であり(Ｌｍａｘ，ｐでない)Ｌｐ，ｍａｘをＬｐ，ｍａｘ１で取り替
えることによってすべての
【０３８３】
【数１２３】

【０３８４】
ＰＤＣＣＨ候補に対して数式４が適用されることができることで考慮する。
　これはＣＣＥインデックスの決定のための入れ子構造をもたらし、ここで制御リソース
セットｐで最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥ
インデックスが先ず制御リソースセットｐ内のすべてのＣＣＥインデックスのセットから
決定され、制御リソースセットｐ内の２番目で最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを有
するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスは
【０３８５】
【数１２４】

【０３８６】
である場合、最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣ
Ｅインデックスのセットだけから決定され、そうではない場合、
【０３８７】

【数１２５】

【０３８８】
ＰＤＣＣＨ候補に対する最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に
対するＣＣＥインデックスのセットから及び
【０３８９】
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【数１２６】

【０３９０】
に対する制御リソースセットｐ内のすべてのＣＣＥインデックスのセットから決定され(
前述されたことと同一なＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に対する
ＣＣＥインデックスの入れ子を回避するための可能な調整とともに)、制御リソースセッ
トｐ内の三番目で最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に対する
ＣＣＥインデックスは
【０３９１】
【数１２７】

【０３９２】
である場合、第１番目で最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に
対するＣＣＥインデックスのセットだけから決定され又は、そうではない場合、
【０３９３】

【数１２８】

【０３９４】
ＰＤＣＣＨ候補に対する二番目で最大のＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣ
Ｈ候補に対するＣＣＥインデックスのセットから及び
【０３９５】
【数１２９】

【０３９６】
に対する制御リソースセットｐ内のすべてのＣＣＥインデックスのセットから決定され、
その他これと同様である。
　第２ケースにおいて、
【０３９７】

【数１３０】
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【０３９８】
の場合、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ，ｍａｘ２を有する
【０３９９】
【数１３１】

【０４００】
個のＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスは例えば、数式４のようにＬｐ，ｍａｘ

１をＬｐ，ｍａｘ１で取り替えることによって決定されることができる。残りＰＤＣＣＨ
候補
【０４０１】

【数１３２】

【０４０２】
に対するＣＣＥインデックスはＬｐ，ｍａｘ１の代わりにＬｐ，ｍａｘ２を用いることに
よって
【０４０３】

【数１３３】

【０４０４】
ＰＤＣＣＨ候補に対して決定されることができる。
　第２具現例はＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが最も多い数のＣＣＥを要す
るＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスに対して決定することで考慮する。
　ＵＥは先ず制御リソースセットｐ内のＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐを有する構成
されたＰＤＣＣＨ候補の数
【０４０５】
【数１３４】

【０４０６】
に対する
【０４０７】



(61) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

【数１３５】

【０４０８】
のプロダクト値に対する最大値を決定する。
【０４０９】

【数１３６】

【０４１０】
に対して最大値になる当該
【０４１１】
【数１３７】

【０４１２】
及びＬｐ値はそれぞれ
【０４１３】
【数１３８】

【０４１４】
で表示される。
【０４１５】

【数１３９】

【０４１６】
の値は相違する制御リソースセットごとに異なることができる。いくつかのＬｐ値に対し
て同一な最大値
【０４１７】
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【数１４０】

【０４１８】
があれば、選択されたＬｐ値は最小又は最大のような多くのＬｐ値のうちの一つとなるこ
とができる。
　その後に、ＵＥは例えば、数式１又は数式２によって
【０４１９】

【数１４１】

【０４２０】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定する。結果的にＣＣＥの数は
【０４２１】
【数１４２】

【０４２２】
である。例えば、数式１を参照すれば、ＰＤＣＣＨ候補
【０４２３】

【数１４３】

【０４２４】
に対するＣＣＥは数式５のように決定されることができる:
【０４２５】

【数１４４】

【０４２６】
　その後に、ＵＥは、例えば数式１を用いるか、数式２を用いてＮＣＣＥ,ｐ,ｋをＮＣＣ

Ｅ,ｐ,ｋ，ｎｅｓｔで取り替えることによって、ＰＤＣＣＨ候補
【０４２７】
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【数１４５】

【０４２８】
に対するＣＣＥを決定する。例えば、数式１を参照すれば、ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣ
Ｅは数式６に与えられたように決定することができる:
【０４２９】

【数１４６】

【０４３０】
　図１９は、本発明の実施形態による第２具現例に基づいてＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣ
Ｅの例示的な決定１９００を示す図面である。図１９に示されたＣＣＥの決定１９００の
実施形態はただ説明のためのことである。図１９に示されたコンポーネントのうちの一つ
以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、こ
のコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上の
プロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用
いられる。
　図１９に示されたように、ＵＥはＮＣＣＥ,ｐ,ｋ個のＣＣＥを有する制御リソースセッ
トｐ及び制御リソースセットｐ内のＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐを有する
【０４３１】

【数１４７】

【０４３２】
個のＰＤＣＣＨ候補でｇＮＢによって構成される。予め決定されたＮＣＣＥ,ｐ,ｋ値に対
する
【０４３３】

【数１４８】

【０４３４】
及びＬｐの値はシステム動作の仕様で決定されるか所定の公式によってＵＥによって導出
されることができる。
【０４３５】
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【数１４９】

【０４３６】
及びＬｐの値に基づいて、ＵＥはＣＣＥアグリゲーション
【０４３７】

【数１５０】

【０４３８】
を決定する(１９１０)。それぞれの
【０４３９】
【数１５１】

【０４４０】
ＰＤＣＣＨ候補に対して、ＵＥは制御リソースセットｐ内のすべてのＮＣＣＥ,ｐ,ｋＣＣ
Ｅのセットを考慮し、数式１又は数式２のうちの一つのような公式によってそれぞれのＣ
ＣＥインデックスを決定する(１９２０)。
　それぞれの
【０４４１】

【数１５２】

【０４４２】
ＰＤＣＣＨ候補に対して、ＵＥは使用可能なＣＣＥインデックスのセットとして
【０４４３】
【数１５３】

【０４４４】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスのセットを考慮することによって、すなわち
、ＮＣＣＥ,ｐ,ｋを
【０４４５】
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【数１５４】

【０４４６】
で取り替えることによって、例えば、数式１又は数式２のうちの一つのような公式によっ
てそれぞれのＣＣＥインデックスを決定する(１９３０)。
　図２０は、本発明の実施形態による第２具現例に基づいたＰＤＣＣＨ候補の例示的なＣ
ＣＥインデックス２０００を示す図面である。図２０に示されたＣＣＥインデックス２０
００の実施形態はただ説明のためのことである。図２０に示されたコンポーネントのうち
の一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができる
か、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ
以上のプロセッサによって具現されることができる。
　他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
　図２０に示されたように、ＵＥはＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝１に対する
【０４４７】

【数１５５】

【０４４８】
ＰＤＣＣＨ候補１９１０、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝２に対する
【０４４９】
【数１５６】

【０４５０】
ＰＤＣＣＨ候補１９２０、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝４に対する
【０４５１】
【数１５７】

【０４５２】
ＰＤＣＣＨ候補１９３０、及びＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝８に対する
【０４５３】
【数１５８】

【０４５４】
ＰＤＣＣＨ候補１９４０を有する。
【０４５５】
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【数１５９】

【０４５６】
である。ＵＥはスロットｋで制御リソースセットｐ内のすべてのＮＣＣＥ，ｐ，ｋＣＣＥ
を考慮してＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝４に対する
【０４５７】

【数１６０】

【０４５８】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定する(１９５０)。ＣＣＥインデックス
はＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔＣＣＥのセットを形成する(１９６０)。ＵＥは制御リソー
スセットｐ及びスロットｋ内のＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔＣＣＥセットにあるＣＣＥイ
ンデックスからそれぞれＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝１、Ｌｐ＝２、及びＬｐ＝
８に対して
【０４５９】
【数１６１】

【０４６０】
及びＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定する。
　数式１のパラメーターＹｐ,ｋに対する決定をＵＥ ＲＮＴＩに追加してＰＤＣＣＨ候補
のインデックスに依存させることによって、ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックス
がさらに第１具現例に対して説明されたようにランダム化されることができる。例えば、
ＣＣＥインデックスはＬｐ≠Ｌｐ，ｎｅｓｔに対応するＣＣＥインデックスに対して、Ｎ

ＣＣＥ，ｐ，ｋの代わりにＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔを用いることによって数式２によ
って決定されるか数式３Ａ／３Ｂ(一般的に、Ｌｐ,ｍａｘをＬｐ，ｎｅｓｔ又はＤＬｐで
取り替え)によって決定することができる。
【０４６１】
　さらに、第１具現例及び第２具現例のいずれにも適用されることができる追加条件は同
一なＣＣＥアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨ候補に対して相違するＣＣＥイン
デックスを用いることだけではなく、可能な場合、相違するＣＣＥアグリゲーションレベ
ルを有するＰＤＣＣＨ候補に対して相違するＣＣＥインデックスを用いることである。こ
れは利用可能なＣＣＥインデックスセットからＰＤＣＣＨ候補に割り当てられたＣＣＥイ
ンデックスを除去して繰り返し的な方式で続くことによって達成されることができる。例
えば、最大のＣＣＥアグリゲーションレベル及び利用可能なＣＣＥインデックスの総セッ
ト｛ＳＣＣＥ，ｐ，ｋ｝を有するＰＤＣＣＨ候補から開始し、ＣＣＥアグリゲーションレ
ベルのＰＤＣＣＨ候補に対するセット｛ＳＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔ｝が得られることが
できる。例えば、ＣＣＥアグリゲーションレベルは第１具現例によってＬｐ，ｍａｘであ
れば良いか、又は第２具現例によって
【０４６２】



(67) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

【数１６２】

【０４６３】
であれば良い。
　｛ＳＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔ｝ＣＣＥインデックスのセットの中で、Ｌｐ，ｎｅｓｔ

と相違する場合、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ，ｍａｘを有するＰＤＣＣＨ候補に
対するＣＣＥのインデックスが先ず決定された後、｛ＳＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔ｝から
除去されることによって第２ＣＣＥインデックスのセット｛ＳＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔ

，１｝を決定することができる。｛ＳＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔ，１｝ＣＣＥのセットの
中で、Ｌｐ，ｎｅｓｔと相違する場合、二番目で最も大きいＣＣＥアグリゲーションレベ
ルＬｐ，ｍａｘ１を有するＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥのインデックスが次に決定され
た後、｛ＳＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔ，１｝から除去されることによって第２ＣＣＥイン
デックスのセット｛ＳＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔ，２｝を決定することができ、その他こ
れと同様である。本プロセスはすべてのＣＣＥアグリゲーションレベルのすべてのＰＤＣ
ＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスが割り当てられるまで続くか、又は使用可能なＣＣ
Ｅインデックスセットが入れ子なしにＣＣＥアグリゲーションレベルのＰＤＣＣＨ候補に
割り当てるに十分なＣＣＥインデックスを含まないまで続くことができる。後者の場合、
本プロセスはＣＣＥインデックスの第１セット｛ＳＣＣＥ，ｐ，ｋ，ｎｅｓｔ｝を用いて
さらに初期化されることができる。
【０４６４】
　本発明の第２実施形態は入れ子ＰＤＣＣＨ探索空間を考慮してＣＣＥをＲＥＧにマッピ
ングしてＰＤＣＣＨをＣＣＥにマッピングすることを考慮する。
【０４６５】
　ＵＥがスロット内のＤＬ制御リソースセットの第１ＯＦＤＭシンボル又はすべてのＯＦ
ＤＭシンボルのような可変個数のＯＦＤＭシンボル、又は第１ＯＦＤＭシンボル又は第２
ＯＦＤＭシンボルのような相違するＯＦＤＭシンボルにマッピングするＰＤＣＣＨ候補に
構成される場合、ＰＤＣＣＨ候補をマッピングするのに用いられることができるＣＣＥの
数はマッピングに用いられるそれぞれのＯＦＤＭシンボルの数に依存することができる。
例えば、２個のＯＦＤＭシンボルにかけてＰＤＣＣＨ候補をマッピングするために利用可
能なＣＣＥの数は一つのＯＦＤＭシンボルに対してＰＤＣＣＨ候補をマッピングするのに
利用可能なＣＣＥの数より２倍さらに大きくなることができる。
【０４６６】
　これは一つの制御リソースセット内に複数の制御リソースサブセットを効果的に生成し
、ここで制御リソースサブセットは連関されたＯＦＤＭシンボルの数又はインデックスに
よって識別されることができ、すべての制御リソースサブセットは制御リソースセットと
同一なＢＷにかけている。すべてのＰＤＣＣＨ候補が制御リソースセットのすべてのＯＦ
ＤＭシンボルにマッピングされる場合(これは制御リソースセットがただ一つのＯＦＤＭ
シンボルのみを含む場合であることができる)、本明細書の前述した実施形態で説明され
たように入れ子探索空間が得られることができる。
【０４６７】
　図２１は、本発明の実施形態による制御リソースセット内の例示的な制御リソースサブ
セット２１００を示す図面である。図２１に示された制御リソースサブセット２１００の
実施形態はただ説明のためのことである。図２１に示されたコンポーネントのうちの一つ
以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、こ
のコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上の
プロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用
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いられる。
【０４６８】
　図２１に示されたように、ＵＥは２個のＯＦＤＭシンボルにかけている制御リソースセ
ットに対してＰＲＢのセット(２１１０Ａ及び２１１０Ｂ)から構成される。ＰＲＢのセッ
トは周波数が隣接した又は隣接しないＰＲＢを含むことができる。第１制御リソースサブ
セットは第１ＯＦＤＭシンボル２１２０内のすべてのＰＲＢを含み、第２制御リソースサ
ブセットは第２ＯＦＤＭシンボル２１３０内のすべてのＰＲＢを含み、第３制御リソース
サブセットは制御リソースセットと同一で、第１及び第２ＯＦＤＭシンボルを含む。
【０４６９】
　図２１の制御リソースサブセットの例示的な具現のために、第１制御リソースサブセッ
ト内のＣＣＥの数はＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，１で表示され、第２制御リソースサブセット内の
ＣＣＥの数はＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，２で表示され、制御リソースセット内のＣＣＥの数はＮ

ＣＣＥ，ｐ，ｋで表示される。例えば、ＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，１＝ＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，２＝
ＮＣＣＥ，ｐ，ｋ／２である。
【０４７０】
　相違するＰＤＣＣＨ候補が相違するＯＦＤＭシンボルの数を含む相違するＯＦＤＭシン
ボルインデックスにマッピングされる場合、入れ子探索空間構造は次のように決定するこ
とができる。ＮＰ個のＯＦＤＭシンボルを含むＤＬ制御リソースセットｐに対して、ＣＣ
Ｅらがｊ個のＯＦＤＭシンボルにマッピングされる場合、ＣＣＥアグリゲーションレベル
ＬｐをＬｐ，ｊで示し、ｊ個のＯＦＤＭシンボル(１≦ｊ≦Ｎｐ)にマッピングされるＣＣ
ＥアグリゲーションレベルＬｐに対するＰＤＣＣＨ候補の数を
【０４７１】
【数１６３】

【０４７２】
で示す。入れ子探索空間構造を定義するために、ｊ個のＯＦＤＭシンボルにかけたＰＤＣ
ＣＨ候補に対するＣＣＥの均等な分配及び
【０４７３】
【数１６４】

【０４７４】
が仮定される。例えば、Ｌｐ,１＝４、Ｌｐ,２＝２、Ｌｐ,３＝２及びＬｐ,４＝１である
。代案的には、整数値の
【０４７５】
【数１６５】

【０４７６】
だけが考慮されることができ、Ｌｐ＝２ｌ，ｌが負数ではない整数の場合Ｌｐ，３は定義
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　ＵＥは先ず１≦ｊ≦Ｎｐである
【０４７７】
【数１６６】

【０４７８】
のプロダクト値に対する最大値を決定し、
【０４７９】
【数１６７】

【０４８０】
を設定する。
【０４８１】

【数１６８】

【０４８２】
に対する複数の値が存在する場合、選択される値は最も小さい値
【０４８３】
【数１６９】

【０４８４】
又は最も小さい値ｊｎｅｓｔを有することであっても良い。一般的にｊｎｅｓｔは
【０４８５】
【数１７０】

【０４８６】
を有する１≦ｊ≦Ｎｐの最も小さい値であることで予想されることができ、すなわち、
【０４８７】
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【数１７１】

【０４８８】
である。
　ＵＥは例えば、数式１又は数式２によって、
【０４８９】

【数１７２】

【０４９０】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定する。ＯＦＤＭシンボルごとに同一な
個数のＣＣＥが存在する場合、
【０４９１】
【数１７３】

【０４９２】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスはスロットｋ内のＤＬ制御リソースセットｐ
の第１ＯＦＤＭシンボルにあるＣＣＥインデックスに対して決定することができ、ＮＣＣ

Ｅ，ｐ，ｋ，１、残りｊｎｅｓｔＯＦＤＭシンボル内のＣＣＥは第１ＯＦＤＭシンボルと
同一なインデックスを有することができる。さらに、ＣＣＥインデクシングはすべてのシ
ンボルにかけてはなくシンボルごとに可能することができる。
　ＣＣＥインデックスの結果、セットには
【０４９３】
【数１７４】

【０４９４】
個のＣＣＥが含まれる。例えば、数式１を参照すれば、スロットｋ内のＤＬ制御リソース
セットｐの第１ＯＦＤＭシンボルで、ＰＤＣＣＨ候補
【０４９５】

【数１７５】
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【０４９６】
に対するＣＣＥインデックスセットは数式７のように決定することができる:
【０４９７】
【数１７６】

【０４９８】
　その後に、ＵＥは数式１又は数式２を用いてスロットｋ内のＤＬ制御リソースセットｐ
の第１ＯＦＤＭシンボルにあるＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，１ＣＣＥインデックスセットを
【０４９９】

【数１７７】

【０５００】
ＣＣＥインデックスセットで取り替えることによって、
【０５０１】
【数１７８】

【０５０２】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定する。例えば、数式１を参照すれば、
【０５０３】
【数１７９】

【０５０４】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックス、
【０５０５】
【数１８０】

【０５０６】
は式８のように決定することができる:
【０５０７】
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【数１８１】

【０５０８】
　図２２は、本発明の実施形態による入れ子構造で一つ又は２つのＯＦＤＭシンボルにか
けているＰＤＣＣＨ候補の例示的なＣＣＥインデックス２２００を示す図面である。図２
２に示されたＣＣＥインデックス２２００の実施形態はただ説明のためのことである。図
２２に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成され
た特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及さ
れた機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる
。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０５０９】
　図２２に示されたように、ＵＥは２つのシンボルにかけているＤＬ制御リソースセット
ｐで構成される。Ｌｐ＝１及びＬｐ＝２に対するすべてのＰＤＣＣＨ候補は一つのＯＦＤ
Ｍシンボルにかけており、Ｌｐ＝４及びＬｐ＝８に対するＰＤＣＣＨ候補は２個のＯＦＤ
Ｍシンボルにかけている。ＵＥは次のＰＤＣＣＨ候補、即、第１ＯＦＤＭシンボル上の
【０５１０】

【数１８２】

【０５１１】
第２ＯＦＤＭシンボル上の
【０５１２】
【数１８３】

【０５１３】
第１ＯＦＤＭシンボル上の
【０５１４】
【数１８４】

【０５１５】
及び第２ＯＦＤＭシンボル上の、
【０５１６】
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【０５１７】
から構成される。
【０５１８】

【数１８６】

【０５１９】
であるから、ＵＥは例えば、数式７によって第１ＯＦＤＭシンボル２２１０で
【０５２０】
【数１８７】

【０５２１】
ＣＣＥセットを決定する。例えば、第１ＯＦＤＭシンボルでＣＣＥアグリゲーションレベ
ルＬｐ＝２を有する第１、第２、第３、第４、第５及び第６ＰＤＣＣＨ候補はＣＣＥ(１
、７)、(２、８)、(３、９)、(４、１０)、(５、１１)、及び(６、１２)をそれぞれ用い
ることができる。
【０５２２】
　図２２のＣＣＥ１乃至１２の実際インデックスはＤＬ制御リソースセットで相違するこ
とができるがこれらはＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，１＝１２ ＣＣＥセット内のインデックスであ
ることに留意する。残りＰＤＣＣＨ候補に対して、ＣＣＥインデックスは、例えば、数式
８を用いてＮＣＣＥ，ｐ，ｋ，１＝１２のセットから決定されることができ、ＣＣＥ１、
４、７及び１０は第１ＯＦＤＭシンボル上のそれぞれの
【０５２３】

【数１８８】

【０５２４】
ＰＤＣＣＨ候補に用いられることができ、ＣＣＥ２及び８は第２ＯＦＤＭシンボル上のそ
れぞれの
【０５２５】
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【０５２６】
ＰＤＣＣＨ候補に用いられることができ、ＣＣＥ(２、８)及び(５、１１)は第２シンボル
上のそれぞれの
【０５２７】

【数１９０】

【０５２８】
ＰＤＣＣＨ候補に用いられることができ、両方のシンボル上のＣＣＥ(３、９)及び(６、
１２)はそれぞれの
【０５２９】
【数１９１】

【０５３０】
ＰＤＣＣＨ候補に用いられることができ、さらに、両方のシンボル上のＣＣＥ(１、７)、
(３、９)、(４、１０)及び(６、１２)は
【０５３１】

【数１９２】

【０５３２】
ＰＤＣＣＨ候補に用いられることができる。
　入れ子ＰＤＣＣＨ探索空間構造は主に、ＣＣＥに対する一つ以上のＲＥＧのブロックが
周波数で分散することができ、ＰＤＣＣＨ候補がＣＣＥインデックスのセットを共有する
ことができる分散ＰＤＣＣＨ送信に適用できる。ＰＤＣＣＨ候補に対するＲＥＧ(及びＣ
ＣＥ)が周波数で連続的に存在するローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信において、入れ子
探索空間構造はＵＥが良好なチャンネル状態を経験するＣＣＥを選択する可能性を増加さ
せるため、ＰＤＣＣＨ 候補に対するＣＣＥらが周波数分散する場合に成就するのがさら
に難しい。例えば、一つのＯＦＤＭシンボルにかけているＤＬ制御リソースセット及びＣ
ＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝１を有する
【０５３３】
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【数１９３】

【０５３４】
ＰＤＣＣＨ候補、そしてＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝２を有する
【０５３５】

【数１９４】

【０５３６】
ＰＤＣＣＨ候補の場合、
【０５３７】

【数１９５】

【０５３８】
ＰＤＣＣＨ候補に対するすべての
【０５３９】
【数１９６】

【０５４０】
ＣＣＥインデックスが
【０５４１】
【数１９７】

【０５４２】
ＰＤＣＣＨ候補に対する
【０５４３】
【数１９８】

【０５４４】
ＣＣＥインデックスのサブセットであることができるが、Ｌｐ＝１を有する２個のＰＤＣ
ＣＨ候補に対するＣＣＥがＬｐ＝１を有する２個の他のＰＤＣＣＨ候補のＣＣＥに隣接す
ることが要求され、これはＵＥが良好なチャンネル状態を経験するようになるＰＤＣＣＨ
送信のためのＣＣＥを選択する可能性を減少させる。
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【０５４５】
　ローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信に対する入れ子探索空間設計の限界は分散ＰＤＣＣ
Ｈ送信にだけ入れ子探索空間の使用を制限してローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信のため
に、例えば数式１のような非制限的な探索空間設計を用いることで解決することができる
。それにもかかわらず、ＵＥがスロットごとに計算する必要があるチャンネル推定減少を
享受するためには、ローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信にも入れ子探索空間設計を適用す
ることもできる。
【０５４６】
　第１接近法で、ローカリゼーションＰＤＣＣＨ送信における、入れ子探索空間設計はＰ
ＤＣＣＨ候補に対する ＣＣＥの入れ子割り当てを有することができ、ここで最も少ない
数の候補を有するＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＣＣＥインデックスが第２に少
ない数の候補を有するＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＣＣＥインデックスと入れ
子になり、第２に少ない数の候補を有するＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＣＣＥ
インデックスは第３に少ない数の候補を有するＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＣ
ＣＥインデックスと入れ子になり、その他と同様である。
【０５４７】
　第２接近法で、ＣＣＥインデックスは分散送信に対して決定されることができ、一部Ｐ
ＤＣＣＨ候補は周波数ドメインで連続的なＣＣＥを有することができる。
【０５４８】
　ＤＬ制御リソースセットが多数のＯＦＤＭシンボルを含む場合、ＰＤＣＣＨ候補に対す
る周波数スパンを制限してＵＥがチャンネル推定を獲得する必要があるＲＢの数を減少さ
せるために４個のＣＣＥ又は８個のＣＣＥのようなより大きいＣＣＥアグリゲーションレ
ベルに対するＰＤＣＣＨ候補を多数のＯＦＤＭシンボルにかけて成るように制限すること
ができる。一つのＣＣＥのようなより小さいＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＰＤ
ＣＣＨ候補は一つのＯＦＤＭシンボル上でばかり又は多数のＯＦＤＭシンボル上にそれぞ
れのＲＥＧを有することができる。
【０５４９】
　また、分散ＰＤＣＣＨ候補の送信が一つのＯＦＤＭ(特に、より小さいＣＣＥアグリゲ
ーションレベルに対して)にかけたことであるかＤＬ制御リソースセットのすべてのＯＦ
ＤＭシンボル(特に、より大きいＣＣＥアグリゲーションレベルに対して)にかけたことで
あることができるが、ＣＣＥアグリゲーションレベルにかかわらずすべてのＯＦＤＭシン
ボルにかけるようにローカリゼーションＰＤＣＣＨ候補の送信を構成することが可能でき
る。
【０５５０】
　図２３は、本発明の実施形態による昇順のＰＤＣＣＨ候補に基づくＰＤＣＣＨ候補に対
するＣＣＥインデックスのネスティド割り当て２３００を示す図面である。図２３に示さ
れたＣＣＥインデックスのネスティド割り当て２３００の実施形態はただ説明のためのこ
とである。図２３に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うよ
うに構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ
以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現される
ことができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
　図２３に示されたように、ＵＥは一つのシンボルにかけているＤＬ制御リソースセット
ｐで構成される。ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝１を有する
【０５５１】
【数１９９】

【０５５２】
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ＰＤＣＣＨ候補、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝２を有する
【０５５３】
【数２００】

【０５５４】
ＰＤＣＣＨ候補、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝４を有する
【０５５５】
【数２０１】

【０５５６】
ＰＤＣＣＨ候補及びＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝８を有する
【０５５７】
【数２０２】

【０５５８】
ＰＤＣＣＨ候補が存在する。ＵＥは例えば、数式１によって最も多い数のＰＤＣＣＨ候補
【０５５９】
【数２０３】

【０５６０】
を有するＣＣＥアグリゲーションレベルに対するＣＣＥインデックスを先ず決定すること
ができる(２３１０)。ＵＥは
【０５６１】
【数２０４】

【０５６２】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥのセットを用い、例えば、Ｌｐ＝１である数式１を用いて
【０５６３】

【数２０５】

【０５６４】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定することができ、これによってそれぞ
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【０５６５】
【数２０６】

【０５６６】
ＰＤＣＣＨ候補に対する一つのＣＣＥインデックスを獲得することができ、それぞれのＰ
ＤＣＣＨ候補に対する他のＣＣＥインデックスをそれぞれの次の(以前の)ＣＣＥインデッ
クスとして決定することができる(２３２０)。
　ＵＥは
【０５６７】
【数２０７】

【０５６８】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥのセットを用いて、例えば、Ｌｐ＝１である数式１を用い
て
【０５６９】

【数２０８】

【０５７０】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定することができ、これにより
【０５７１】

【数２０９】

【０５７２】
ＰＤＣＣＨ候補に対する一つのＣＣＥインデックスを獲得することができ、それぞれの
【０５７３】

【数２１０】

【０５７４】
ＰＤＣＣＨ候補に対する他の３個のＣＣＥインデックスをそれぞれの以前３個の(又は次
の３個の)ＣＣＥインデックスで決定することができる(２３３０及び２３３５)。ＵＥは
【０５７５】
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【０５７６】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥのセットを用いて、例えば、Ｌｐ＝１である数式１を用い
て
【０５７７】

【数２１２】

【０５７８】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定することができ、これにより
【０５７９】
【数２１３】

【０５８０】
ＰＤＣＣＨ候補に対する一つのＣＣＥインデックスを獲得することができ、他の７個のＣ
ＣＥインデックスを次の７個の(又は以前７個の)ＣＣＥインデックスで決定することがで
きる(２３４０)。十分な数の次の(又は以前の)ＣＣＥインデックスがない場合、以前の(
又は次の)ＣＣＥインデックスが用いられることができる。
【０５８１】
　図２４は、本発明の実施形態による多数のＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックス
の制限に基づくＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスの入れ子割り当て２４００を
示す図面である。図２４に示されたＣＣＥインデックスの入れ子割り当て２４００の実施
形態はただ説明のためのことである。図２４に示されたコンポーネントのうちの一つ以上
は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコ
ンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロ
セッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いら
れる。
　図２４に示されたように、ＵＥは一つのシンボルにかけているＤＬ制御リソースセット
ｐで構成される。ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝１を有する
【０５８２】
【数２１４】

【０５８３】
ＰＤＣＣＨ候補、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝２を有する
【０５８４】



(80) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

【数２１５】

【０５８５】
ＰＤＣＣＨ候補、ＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝４を有する
【０５８６】

【数２１６】

【０５８７】
ＰＤＣＣＨ候補及びＣＣＥアグリゲーションレベルＬｐ＝８を有する
【０５８８】

【数２１７】

【０５８９】
ＰＤＣＣＨ候補が存在する。ＵＥは先ず数式１によって決定されたＣＣＥアグリゲーショ
ンレベルに対するＣＣＥインデックスを
【０５９０】
【数２１８】

【０５９１】
で決定されることができる(２４１０、２４１５)。ＵＥは
【０５９２】
【数２１９】

【０５９３】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥのセットを用いることによって、例えば、Ｌｐ＝１である
数式１を用いて
【０５９４】

【数２２０】

【０５９５】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定することができ、これにより
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【０５９６】
【数２２１】

【０５９７】
それぞれのＰＤＣＣＨ候補に対する一つのＣＣＥインデックスを獲得することができる(
２４２０)。
　ＵＥは
【０５９８】

【数２２２】

【０５９９】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥのセットを用いることによって、例えば、Ｌｐ＝２である
数式１を用いて
【０６００】
【数２２３】

【０６０１】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定することができ、これにより
【０６０２】

【数２２４】

【０６０３】
ＰＤＣＣＨ候補に対する２個のＣＣＥインデックスを獲得することができ、それぞれの
【０６０４】

【数２２５】

【０６０５】
ＰＤＣＣＨ候補に対する他の２個のＣＣＥインデックスをそれぞれの以前２個の(又は次
の２個の)ＣＣＥインデックスで決定することができる(２４３０)。ＵＥは
【０６０６】

【数２２６】
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ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥのセットを用いることで、例えば、Ｌｐ＝２である数式１
を用いて
【０６０８】
【数２２７】

【０６０９】
ＰＤＣＣＨ候補に対するＣＣＥインデックスを決定することができ、これにより
【０６１０】
【数２２８】

【０６１１】
候補に対する２個のＣＣＥインデックスを獲得することができ、他の６個のＣＣＥインデ
ックスを次６個の(又は以前６個の)ＣＣＥインデックスで決定することができる(２４４
０)。十分な数の次の(又は以前の)ＣＣＥインデックスがない場合、以前の(又はそれぞれ
の)ＣＣＥインデックスが用いられることができる。
　ＵＬ ＤＭＲＳ又はＳＲＳ送信はＺＣシーケンス、ＣＡＺＡＣシーケンス又は擬似ノイ
ズ(ＰＮ)シーケンスの送信を基づくことができる。例えば、
【０６１２】
【数２２９】

【０６１３】
ＲＢのＵＬシステムＢＷの場合、ＺＣシーケンス
【０６１４】
【数２３０】

【０６１５】
は
【０６１６】
【数２３１】

【０６１７】
によって基本シーケンス
【０６１８】



(83) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

【数２３２】

【０６１９】
のサイクリックシフト(ＣＳ)によって定義されることができ、ここで、
【０６２０】

【数２３３】

【０６２１】
はシーケンス長さで、
【０６２２】

【数２３４】

【０６２３】
であり、
【０６２４】
【数２３５】

【０６２５】
であり、ｑ番目のルートＺＣシーケンスは
【０６２６】
【数２３６】

【０６２７】
によって与えられたｑと
【０６２８】
【数２３７】

【０６２９】
によって与えられた
【０６３０】
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【数２３８】

【０６３１】
を有する
【０６３２】

【数２３９】

【０６３３】
によって定義される。ＺＣシーケンスの長さ
【０６３４】
【数２４０】

【０６３５】
は
【０６３６】
【数２４１】

【０６３７】
を満足する最大の少数で与えられる。
　互いに異なる値のαを用いて単一基本シーケンスから多重ＲＳシーケンスを定義するこ
とができる。ＵＬ ＤＭＲＳ又はＳＲＳ送信はスロットシンボルで非連続のＳＣが送信に
用いられるコウムスペクトラムを有することができる。ＳＲＳ送信は送信コーム、サイク
リックシフト、ＢＷ、システムＢＷでの開始位置、送信アンテナポートの数、第１送信の
ためのタイミングオフセット又は送信シンボルの数のようなそれぞれのパラメーターのセ
ットによって識別される。
【０６３８】
　ＣＳＩ－ＲＳは１個、２個、４個、８個、１２個又は１６個のアンテナポートのような
多数のアンテナポートを介して送信されることができる。８個より多いアンテナポートを
用いるＣＳＩ－ＲＳの場合、同一なスロット内の
【０６３９】

【数２４２】

【０６４０】
ＣＳＩ－ＲＳ構成が集成されて総
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【０６４１】
【数２４３】

【０６４２】
アンテナポートを得ることができる。このようなアグリゲーション内の各ＣＳＩ－ＲＳ構
成は
【０６４３】

【数２４４】

【０６４４】
アンテナポートに該当する。スロットでＣＳＩ－ＲＳをＲＥにマッピングすることはＬＴ
Ｅ仕様に説明されている。
　多数のＣＳＩ－ＲＳ構成は一つのセルで用いられることができる。ＵＥは、ＵＥがＣＳ
Ｉ報告及びＺＰ ＣＳＩ－ＲＳに対する０以上の構成のために用いることができるＮＺＰ 
ＣＳＩ－ＲＳのための最大３つの構成を含むＣＳＩ－ＲＳの多数のセットから構成される
ことができる。ＮＺＰ ＣＳＩ－ＲＳ構成は上位階層によって提供される。スロットのＺ
Ｐ ＣＳＩ－ＲＳ構成は導出されたビットマップによって提供されることができる。
【０６４５】
　ＵＥは次のパラメーターを含むことができる一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成から
構成されることができる。一実施形態で、一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成はＣＳＩ
－ＲＳリソース構成アイデンティティーを含む。他の例で、一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソ
ース構成は多数のＣＳＩ－ＲＳフォトを含む。例えば、許容可能な値及びアンテナポート
マッピングはＬＴＥ仕様に記述されたことと同様であっても良い。また、他の例で、一つ
以上ＣＳＩ－ＲＳリソース構成はＬＴＥ仕様に記述されたようなＣＳＩ－ＲＳ構成を含む
。また、他の例で、一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成は各ＣＳＩプロセスに対するＣ
ＳＩフィードバックＰｃに対する基準ＰＤＳＣＨ送信電力に対するＵＥ仮定を含む。ＣＣ

ＳＩ,０及びＣＣＳＩ,１がＣＳＩプロセスに対して上位階層によって構成されることによ
ってＣＳＩが設定される時、ＰｃはＣＳＩプロセスの各ＣＳＩスロットセットに対して構
成される。また、他の例で、一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成は擬似－ランダムシー
ケンス生成器パラメーター、ｎＩＤを含む。また、他の例で、ＵＥが上位階層パラメータ
ーｅＭＩＭＯ－Ｔｙｐｅから構成されてｅＭＩＭＯ－ＴｙｐｅがＬＴＥ遠慮に記述された
ようにＣＳＩプロセスに対して“ＣＬＡＳＳ Ａ”と設定された場合、一つ以上のＣＳＩ
－ＲＳリソース構成はＣＤＭタイプパラメーターを含む。
【０６４６】
　ＵＥは干渉測定(ＣＳＩ－ＩＭ)のための一つ以上のＣＳＩリソース構成から構成される
ことができる。ＵＥは通常的にＺＰ ＣＳＩ－ＲＳリソース構成のうちの一つと完全に重
ならないＣＳＩ－ＩＭリソース構成を受信することで予想されない。
【０６４７】
　ＣＱＩの計算に基づいて、ＵＥはＵＥが予め決定された値、例えば、１０％を超過しな
いＢＬＥＲで受信することができる変調方式及び送信ブロック大きさに対応する１乃至１
５の間のＣＱＩインデックスを導出することができる。これが可能ではない場合、ＵＥは
０のＣＱＩインデックスを報告する。ＣＱＩインデックスの解釈は表１に示しＭ他のマッ
ピングテーブルも存在することができる。
【０６４８】
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【表１】

【０６４９】
　ネットワークは相違する送信又は受信ＢＷ能力を有するＵＥをサポートすることができ
る。例えば、ネットワークは２００ＭＨｚの利用可能なシステムＤＬ ＢＷ又はＵＬ ＢＷ
を有することができる一方、特定カテゴリーのＵＥは２０ＭＨｚのようにシステムＤＬ 
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ＢＷ又はＵＬＢＷより小さいＢＷだけで受信又は送信するように構成されるか、構成され
ることができる。ＵＥの送信ＢＷ又は受信ＢＷがそれぞれシステムのＤＬ ＢＷ又はＵＬ 
ＢＷより小さいことにもかかわらず、ｇＮＢはそれぞれのシステムＢＷの任意の部分でＵ
Ｅからの受信又は送信をスケジューリングすることができる。
【０６５０】
 ｇＮＢはＤＬシステムＢＷのＵＥ狭帯域(ｎａｒｒｏｗｂａｎｄｓ；ＮＢｓ)又はＵＬシ
ステム ＢＷを構成することができ、ここで、各ＮＢのＢＷは受信ＢＷ又は送信ＢＷに対
するＵＥ能力を超過せず、それぞれのＮＢでＵＥへの送信又はＵＥからの送信をスケジュ
ーリングする。ＮＢは同一な大きさ、又は相違する大きさを有することができる。例えば
、すべてのＮＢは他のＮＢと同一であるかより小さい大きさを有することができる最後の
ＮＢを除いて同一な大きさを有することができる。
【０６５１】
　狭帯域という用語は参照用で用いられサブ－帯域又はＢＷ部分のような任意の他の用語
はシステムＢＷの分割ユニットを小さいＢＷで示すために代わりに用いられることができ
る。さらに、ＮＢは入れ子にならないか部分的に入れ子になったことができる。
【０６５２】
　ＤＬ ＤＣＩフォーマット又はＵＬ ＤＣＩフォーマットスケジューリングで、ＵＥに又
はＵＥからのそれぞれの送信はＮＢを示す第１フィールド及び第ＮＢ内のリソースを示す
２フィールドを含むことができる。また、ＮＢ及びＮＢ内のＰＲＢ割り当ての全てが単一
フィールドによって指示されることができる。ｇＮＢがシステムスペクトラム効率を向上
させながらＵＥからの受信又は送信をスケジューリングするためにＮＢのセットのうちの
ＮＢを選択するためには、ｇＮＢはＮＢのセットからＮＢに対してＵＥからＣＳＩと共に
提供される必要がある。ＵＥはＮＢに対するＣＳＩ報告を送信するかＮＢでＳＲＳをｇＮ
Ｂに送信することによってＮＢのセットからＮＢに対するｇＮＢでＣＳＩ報告を提供する
ことができる。ＵＥは上位階層シグナリング又は物理階層(Ｌ１)シグナリングによってｇ
ＮＢによって構成されたリソースのＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨでＣＳＩ報告を送信するこ
とができる。
【０６５３】
　ＵＥはＮＢで送信されるＣＳＩ－ＲＳを測定することでＮＢに対するＣＳＩ報告を得る
ことができる。これはＵＥがＣＳＩ－ＲＳを受信するためにＵＥの無線周波数(ｒａｄｉ
ｏ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；ＲＦ)受信機をＮＢでチューニングし直す(ｒｅｔｕｎｉｎｇ)こ
とを要する。ＣＳＩ－ＲＳ受信のためのＮＢがＮＢと相違することができるので、ＵＥは
ＰＤＣＣＨを受信するように構成され、これは２回のチューニングし直し動作を要する；
一つはＣＳＩ－ＲＳ送信のＮＢに対するＰＤＣＣＨ受信のために構成されたＮＢからのこ
とで、他の一つはＰＤＣＣＨ送信のＮＢに対するＣＳＩ－ＲＳ送信のＮＢからことである
。ＵＥ受信機に対するＲＦチューニングし直し動作はＵＥがシグナリングを受信すること
ができない時間周期を要するから、ＵＥのスケジューリング機会を制限してＵＥに対して
達成可能なデータレートを制限することができる。したがって、ＵＥがチューニングし直
し動作によってＤＬ制御チャンネルを受信することができない時間を減少させることが有
利である。
【０６５４】
　ＵＥがサポートすることができる最大ＳＲＳ送信ＢＷより大きいＢＷを介してＵＥから
ＳＲＳ送信のために、ＵＥはそれぞれの相違する時間インスタンスの間のＢＷの相違する
ＮＢでＳＲＳを送信することができる。さらに、多数のアンテナから同時に受信するため
のＵＥ能力は多数のアンテナから同時に送信するためのＵＥ能力より大きくなることがで
きる。ＴＤＤシステムの場合、逆方向ＤＬ ＢＷ及びＵＬ ＢＷによって、ＵＥからのＳＲ
Ｓ送信はＵＥへのＤＬ送信のためにＣＳＩを提供することができるので、すべてのＵＥア
ンテナからのＳＲＳ送信ができるようにすることが有利である。
【０６５５】
　したがって、相違する狭帯域(ｎａｒｒｏｗｂａｎｄ)での相違する時間インスタンスで
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ＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするｇＮＢが必要である。
【０６５６】
　相違する狭帯域での相違する時間インストンスドルでＣＳＩ－ＲＳを測定するＵＥに対
するまた他の必要性がある。
【０６５７】
　相違する狭帯域に対するＣＳＩ報告を提供するＵＥに対するまた他の必要性がある。
【０６５８】
　ＣＳＩ報告の送信のためのリソースでＵＥを構成するまた他の必要性がある。ＵＥスケ
ジューリングに対するＲＦチューニングし直しの影響を減少させるまた他の必要性がある
。
【０６５９】
　最後に、ＵＥが相違する狭帯域でＳＲＳを送信することができるようにするまた他の必
要性がある。
【０６６０】
　一実施形態で、多数のＮＢ上のＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするための設計が考慮され
る。ＮＢでのＣＳＩ－ＲＳ送信はプリコーディングされるかプリコーディングされないこ
とがある前者の場合、プリコーディングはさらにＵＥに構成されることができ、すべての
ＮＢに対して同一であるか(すべてのＮＢに対する単一構成)又は相違するＮＢに対して相
違することができる(ＮＢ当たり分離した構成)。ＣＳＩ－ＲＳ送信には０－電力ＣＳＩ－
ＲＳ及び０ではない電力 ＣＳＩ－ＲＳが含まれることができる。
【０６６１】
　ＵＥがＮＢの構成されたセットからＮＢでＣＳＩ－ＲＳを受信するため、ＵＥはＮＢの
セットからＵＥのＲＦ受信機コンポーネントを各ＮＢにチューニングし直す必要がある。
ＮＢのセット内のＮＢが同一な周波数帯域にいるのか相違する周波数帯域にいるか否かに
依存し、そしてスロット長続き時間及びＵＥチューニングし直し能力に依存し、関連ＲＦ
チューニングし直し遅延は一つ又はいくつかのシンボルから一つ以上のスロットに変わる
ことができる。ＵＥがＵＥの受信機ＲＦをチューニングし直す間、ＵＥはｇＮＢから他の
シグナリングを受信することができない。したがって、スロットでＣＳＩ－ＲＳ送信はＵ
ＥがＮＢでＰＤＣＣＨ受信を介してＤＬ又はＵＬ送信をスケジューリングすることができ
るようにしながらチューニングし直し遅延を説明する必要があり、ここでＵＥはＰＤＣＣ
Ｈを受信するように構成される。
【０６６２】
　チューニングし直し遅延がＵＥが第１ＮＢでＰＤＣＣＨを受信するように構成された最
後のスロットシンボルと第２ＮＢでＣＳＩ－ＲＳ送信の第１スロットシンボルの間の時間
間隔より小さな場合、ＵＥはＵＥが第１ＮＢ及び第１スロット又は第２スロットでＰＤＳ
ＣＨのような他のシグナリングを受信しない時に第１ＮＢでＰＤＣＣＨを受信した以後第
２ＮＢでＣＳＩ－ＲＳを受信することができる。
【０６６３】
　チューニングし直し遅延が第２ＮＢでＣＳＩ－ＲＳを受信するための最後のスロットシ
ンボルと第１ＮＢでＰＤＣＣＨを受信するための制１スロットシンボルの間の時間間隔よ
り小さい時、ＵＥは第２ＮＢでＣＳＩ－ＲＳを受信した以後にＰＤＣＣＨを受信するため
に第１ＮＢにチューニングし直すことができる。ＵＥが第１ＮＢでＰＤＳＣＨを受信する
ようにＵＥをスケジューリングするＰＤＣＣＨを検出してさらにＵＥが第２ＮＢでＣＳＩ
－ＲＳを受信するように構成され、ＰＤＳＣＨ受信の終了とＣＳＩ－ＲＳ受信の開始間の
時間が第１ＮＢから第２ＮＢへのチューニングし直し遅延より小さい時、ＵＥはＣＳＩ－
ＲＳの受信をドロップ(ｄｒｏｐ)できる。
【０６６４】
　単一デュプレクサを有するＴＤＤシステム及びＵＥに対して、ＵＥがランダムアクセス
チャンネル、又はＰＵＳＣＨ、又は第１ＮＢでＨＡＲＱ－ＡＣＫを伝達することと同様な
ＰＵＣＣＨを送信するように構成され、ＵＥがさらに第２ＮＢでＣＳＩ－ＲＳを受信する



(89) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

ように構成され、チューニングし直し遅延がＵＬシグナリングの終了とＣＳＩ－ＲＳ受信
の開始の間の時間より大きい時、ＵＥはＣＳＩ－ＲＳの受信をドロップすることができる
。ＴＤＤシステム及び単一デュプレクサを有するＵＥの場合、ＵＥがＮＢでＳＲＳを送信
するように構成され、ＵＥがさらに相違するＮＢでＣＳＩ－ＲＳを受信するように構成さ
れ、チューニングし直し遅延がＵＥがＳＲＳを送信するかＣＳＩ－ＲＳを受信することが
できないようにする遅延である時、ＵＥはＣＳＩ－ＲＳの受信を優先させて、ＳＲＳの送
信をドロップすることができる。ＵＥはＵＥがＣＳＩ－ＲＳ受信をドロップしたＮＢに対
する最終有効ＣＳＩ測定を報告することができる。
【０６６５】
　一実施形態で、一つ以上のＮＢのセットでのＣＳＩ－ＲＳ送信は半永久的や周期的なこ
とがある。ＵＥはＮＢのセットから各ＮＢでＣＳＩ－ＲＳ送信のためのＮＢ及びパラメー
ターのセットで上位階層によって構成される。ＮＢのセット内の各ＮＢは例えば、システ
ムＢＷで昇順によって決定するそれぞれのインデックスを有する。ＣＳＩ－ＲＳ送信はさ
らにＮＢでＣＳＩ－ＲＳ送信を除いてＮＢインデックスの昇順によって発生することがで
き、ここでＵＥは以後さらに論議されるように、ＰＤＣＣＨを受信するように構成され、
ここでＣＳＩ－ＲＳ送信が先に発生することができる。ＣＳＩ－ＲＳ送信パラメーターは
すべてのＮＢに対して同一なことがあって、以後により説明されるようにＣＳＩ－ＲＳ送
信のためのスロットシンボルの位置を除いてはすべてのＮＢに対して共同で構成されるこ
とができるか、各ＮＢに対して個別的に構成されることができる。
【０６６６】
　ＣＳＩ－ＲＳ送信パラメーターは以前に説明したとおりＣＳＩ－ＲＳリソース構成アイ
デンティティー、多数のＣＳＩ－ＲＳポート、ＣＳＩ－ＲＳ構成、各ＣＳＩ プロセスに
対する基準 Ｐｃ 電力、擬似－ランダムシーケンス生成器パラメーター、ｎＩＤ 及びＣ
ＤＭタイプパラメーター中の一つ以上を含むことができる。ＣＳＩ－ＲＳ送信パラメータ
ーはさらに各ＮＢでのＣＳＩ－ＲＳ送信のための基準スロット及び周期、スロットでＣＳ
Ｉ－ＲＳ送信のための多数のシンボル、又はＣＳＩプロセスアイデンティティーを含むこ
とができる。
【０６６７】
　図２５は、本発明の実施形態によってＣＳＩ－ＲＳ送信を受信した後のＵＥがＰＤＣＣ
Ｈ受信のために構成されたということをＵＥがＮＢにチューニングし直す多数のＮＢでの
例示的なＣＳＩ－ＲＳ送信２５００を示す図面である。図２５に示されたＣＳＩ－ＲＳ送
信２５００の実施形態はただ説明のためのことである。図２５に示されたコンポーネント
のうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることが
できるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行
う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲
を逸脱せず用いられる。
【０６６８】
　図２５に示されたように、ＵＥは４個のＮＢ及びＰＤＣＣＨ受信のための４個のＮＢか
ら第１ＮＢのリソースを含むＮＢのセットから構成される。第１スロットで、ＵＥは第１
ＮＢ２５１０でＰＤＣＣＨを受信して第１ＮＢ２５１５からＣＳＩ－ＲＳ送信を受信する
。第２スロットで、ＵＥは第１ＮＢ２５２０でＰＤＣＣＨを受信し、第２ＮＢにチューニ
ングし直してＣＳＩ－ＲＳ送信２５２５を受信し、第１ＮＢにさらにチューニングし直し
て第３スロットでＰＤＣＣＨを受信する。第３スロットで、ＵＥは第１ＮＢ２５３０でＰ
ＤＣＣＨを受信し、第３ＮＢにチューニングし直してＣＳＩ－ＲＳ送信２５３５を受信し
、第１ＮＢにさらにチューニングし直して第４スロットでＰＤＣＣＨを受信する。
【０６６９】
　第４スロットで、ＵＥは第１ＮＢ２５４０でＰＤＣＣＨを受信し、第４ＮＢにチューニ
ングし直してＣＳＩ－ＲＳ送信２５４５を受信し、第１ＮＢにさらにチューニングし直し
て第５スロットでＰＤＣＣＨを受信する。ＵＥがＰＤＣＣＨを受信する現在の活性ＮＢで
はないＮＢへのスロットでチューニングし直しはスロット内の現在の活性ＮＢでスケジュ
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ーリングされた受信を有しないＵＥに対して条件が付けされる。図２５はＵＥに対するＣ
ＳＩ－ＲＳ送信が各ＮＢで同一な与えることに発生するとみなすが、相違する周期性がさ
らに可能であり、ここで、例えば第１ＮＲでのＣＳＩ－ＲＳ送信の周期性はＮＢのセット
からの他のＮＢより小さい。
【０６７０】
　ＮＢにチューニングし直すＵＥ代りに、ＵＥはＰＤＣＣＨ受信のために構成され、ＵＥ
は次 ＣＳＩ－ＲＳ送信のＮＢをチューニングし直すように構成されることができる。例
えば、スロットが１４個のシンボルを含み、チューニングし直し遅延は一つのシンボルで
、スロットのＰＤＣＣＨ受信に対する最後のシンボルが第３シンボルである時、ＵＥはＮ
Ｂにチューニングし直す前にすべてのＮＢでＣＳＩ－ＲＳを受信することができ、ここで
ＵＥはＰＤＣＣＨを受信するように構成される。
【０６７１】
　ＵＥがＣＳＩ－ＲＳ送信を受信するために新しいＮＢにチューニングし直すか又はＰＤ
ＣＣＨを受信するために構成されたＮＢにチューニングし直すか否かはＵＥがＮＢの間で
チューニングし直すのに必要な時間(チューニングし直し遅延)、ＣＳＩ－ＲＳ送信を用い
るＮＢのセットでの多数のＮＢ、又はスロット長続き時間、又はＰＤＣＣＨ送信のための
最大長続き時間に依存することができる。
【０６７２】
　図２５及び図２６の動作に対する中間動作はＵＥが時間、スロット長続き時間、及びＤ
Ｌ制御チャンネルの送信のための最大長続き時間をチューニングし直すことによってＵＥ
がＰＤＣＣＨ受信のために構成されたＮＢにチューニングし直す前にＮＢのセットのサブ
セットでＣＳＩ－ＲＳ送信を受信して引き継いでそれぞれのＣＳＩ－ＲＳ送信の受信のた
めのＮＢのセットの互いに異なるサブセットにチューニングし直す場合にも可能である。
【０６７３】
　図２６は、本発明の実施形態によってＰＤＣＣＨ受信のために構成されたＮＢにチュー
ニングし直す前にＣＳＩ－ＲＳ送信を受信するように構成された各ＮＢでＵＥがチューニ
ングし直す多数のＮＢでの例示的なＣＳＩ－ＲＳ送信２６００を示す図面である。図２６
に示されたＣＳＩ－ＲＳ送信２６００の実施形態はただ説明のためのことである。図２６
に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特
殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された
機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他
の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０６７４】
　図２６に示されたように、ＵＥは３個のＮＢ及びＰＤＣＣＨ受信のための３個のＮＢか
らの第１ＮＢ内のリソースを含むＮＢのセットで構成される。第１スロットで、ＵＥは第
１ＮＢでＰＤＣＣＨ２６１０及び第１ＣＳＩ－ＲＳ送信２６２０を受信する。ＵＥは次い
で第２ＮＢにチューニングし直してＣＳＩ－ＲＳ送信２６３０を受信した後、第３ＮＢに
チューニングし直して第３ＣＳＩ－ＲＳ送信２６４０を受信する。３個のＮＢでＣＳＩ－
ＲＳ送信を受信した以後に、ＵＥは第１ＮＢにチューニングし直して第２スロット２６５
０でＰＤＣＣＨを受信する。
【０６７５】
　他の例で、ＮＢのセットからのＮＢでのＣＳＩ－ＲＳ送信は非周期的でありＰＤＣＣＨ
によって伝達するＤＣＩフォーマットによってトリガーされることができる。ＤＣＩフォ
ーマットはＵＥへのＰＤＳＣＨ送信をスケジューリングするＤＬ ＤＣＩフォーマットで
あることができるか一つ以上のＵＥに対するコンテンツを持つ別途のＤＣＩフォーマット
であれば良い。
【０６７６】
　ＮＢのセットから一つ以上のＮＢでＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーリングするＤＣＩフォ
ーマットが一つ以上のスロットでＵＥへのＰＤＳＣＨ送信をスケジューリングするＤＬ 
ＤＣＩフォーマットである時、ＤＬ ＤＣＩフォーマットはＣＳＩ－ＲＳ送信のためのＮ
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Ｂのセットからの一つ以上のＮＢを示すフィールドを含むことができる。ＤＬ ＤＣＩフ
ォーマットがＵＥに対するＰＤＳＣＨ送信をスケジューリングするによって、ＰＤＳＣＨ
送信のＮＢがまたトリガーされたＣＳＩ－ＲＳ送信を有するＮＢである時、ＰＤＳＣＨを
受信することができるためには、第１ＣＳＩ－ＲＳ送信がＮＢで発生することができ、Ｎ
ＢでＵＥはＰＤＣＣＨを受信するように構成されて後続ＣＳＩ－ＲＳ送信はＮＢインデッ
クスの昇順(又は降順)によって残りＮＢにある。
【０６７７】
　ＵＥがＰＤＣＣＨを受信するように構成されるＮＢがトリガーされたＣＳＩ_ＲＳ送信
を有するＮＢではない時、ＵＥは一つ以上のスロットでＰＤＳＣＨを受信することができ
、次いで一つ以上のスロット以後にトリガーされたＣＳＩ－ＲＳ送信を有するＮＢにチュ
ーニングし直す。ＮＢでのＣＳＩ－ＲＳ送信は、ＣＳＩ－ＲＳ送信がトリガーされる時、
スケジューリングされたＤＬデータチャンネル送信のＮＢを含む昇順ＮＢインデックスに
よることであっても良い。チューニングし直し遅延によって、ＵＥはさらにチューニング
し直し前の次のスロットでＮＢでＰＤＣＣＨを受信することができ、ＵＥが一つ以上の次
のスロットで第１ＮＢでＵＥへのＰＤＳＣＨ送信をスケジューリングする次のスロットで
他のＤＬ ＤＣＩフォーマットを検出する時、ＵＥは一つ以上の次のスロットで第１ＮＢ
以外のＮＢでトリガーされたＣＳＩ－ＲＳ送信を無視することができる。
【０６７８】
　ＵＥが構成されるＮＢのセットのうちの一つ以上のＮＢでＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガー
リングするＤＬ ＤＣＩフォーマットのフィールドはＮＢの表示を含むことができる。例
えば、２個の二進要素(ビット)を有するフィールドは“００”値を用いてＣＳＩ－ＲＳ送
信がないことを示すことができ、“０１”“１０”及び“１１”値をそれぞれ用いてＮＢ
のセットのうちの第１、第２又は第３構成されたサブセットでのＣＳＩ－ＲＳ送信を示す
ことができる。それぞれのＮＢでのＣＳＩ－ＲＳ送信のためのパラメーターは同一である
か相違することができる。前述したように、ＣＳＩ－ＲＳ受信のためのＮＢを示され、Ｃ
ＳＩ－ＲＳ受信をトリガーリングしてＣＳＩ－ＲＳ構成を示すためのフィールドを用いる
ために別途のフィールドを用いることもできる。
【０６７９】
　例えば、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成アイデンティティー、多数のＣＳＩ－ＲＳフォト、
ＣＳＩ－ＲＳ構成、各ＣＳＩプロセッサに対する基準Ｐｃ電力、擬似－ランダムシーケン
ス生成器パラメーター、ｎＩＤ、ＣＤＭタイプパラメーター、スロット内の多数のシンボ
ル又はＣＳＩプロセスアイデンティティーはすべてのＮＢに対して同一であれば良い。各
ＮＢでＣＳＩ－ＲＳ送信のためのスロットシンボルの位置は同一であるか相違することが
できる。例えば、ＣＳＩ－ＲＳ送信がそれぞれ相違するＮＢ内の相違するスロットにある
時、それぞれのスロットシンボルは同一であれば良い。例えば、少なくとも一部ＮＢでＣ
ＳＩ－ＲＳ送信が同一なスロットにある時、それぞれのスロットシンボルは相異し、連続
的なＣＳＩ－ＲＳ送信に対するシンボルの個数のそれぞれのオフセットは連関されたトリ
ガーＣＳＩ－ＲＳ送信を有するＵＥに対するチューニングし直し遅延から決定することが
できるか、又はシステム情報のようなＵＥ－共通上位階層シグナリングによって又はＵＥ
特定上位階層シグナリングによってｇＮＢによってシグナリングされることができる。
【０６８０】
　ＵＥへのＤＬデータチャンネル送信をスケジューリングしてＮＢのセットからの一つ以
上のＮＢでのＣＳＩ－ＲＳ送信のＵＥによって受信をトリガーするＤＬ ＤＣＩフォーマ
ットはさらに一つ以上のＮＢに対するＣＳＩ報告を伝達するＵＥからのＰＵＣＣＨ送信を
トリガーすることができる。ＰＵＣＣＨ送信のためのリソースはＤＬ ＤＣＩフォーマッ
トで明示的に指示されることができるか上位階層シグナリングによってＵＥに構成される
ことができる。
【０６８１】
　第１例で、ＤＬ ＤＣＩフォーマットはＣＳＩ報告のためのＰＵＣＣＨリソース割り当
てフィールドを含むことができる。ＵＥは上位階層によって４個のＰＵＣＣＨリソースか
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ら構成されることができ、ＣＳＩ報告のためのＰＵＣＣＨリソース割り当てフィールドは
４個の構成されたリソースのうちの一つを示す２ビットを含むことができる。
【０６８２】
　第２例で、ＤＬ ＤＣＩフォーマットはＤＬデータチャンネルに対するＵＥによる受信
結果に係るＨＡＲＱ－ＡＣＫ報告のためのＰＵＣＣＨリソース割り当てフィールドを含む
ことができる。例えば、ＵＥは上位階層によって４個のＰＵＣＣＨリソースから構成され
ることができ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ報告のためのＰＵＣＣＨリソース割り当てフィールドは
４個の構成されたリソースのうちの一つを示す２ビットを含むことができる。そんな後、
ＣＳＩ報告のためのＰＵＣＣＨリソースはＨＡＲＱ－ＡＣＫ報告のためのＰＵＣＣＨリソ
ースから導出されることができる。ＵＥはさらに上位階層によってＣＳＩ報告のための４
個のＰＵＣＣＨリソースから構成されることができ、例えば、第３ＰＵＣＣＨリソースが
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ報告のために表示される時、ＵＥはさらにＣＳＩ報告のために第３ＰＵ
ＣＣＨリソースを用いる。したがって、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ報告及びＣＳＩ報告のためのＰ
ＵＣＣＨリソースは相違するが共同で表示される。
【０６８３】
　同一な接近法がＨＡＲＱ－ＡＣＫ報告及びＣＳＩ報告の送信タイミングに適用されるこ
とができる。例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ報告を伝達する第１ＰＵＣＣＨ及びＣＳＩ報告を
伝達する第２ＰＵＣＣＨのＵＥからの同時送信を避けるため、ＵＥがＣＳＩ報告を送信す
るスロット以後に、ＵＥは次のスロット又は予め決定されたスロットでＣＳＩ報告を送信
することができる。ＵＥはさらに同一なスロットのそれぞれ相違するシンボルで連続的な
ＰＵＣＣＨを送信するように構成されることができる。ＤＬ ＤＣＩフォーマットはさら
にＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫ報告のためにＰＵＣＣＨ送信電力を調整するためのＴＰＣコマ
ンドを含むことができ、ＰＵＣＣＨ送信のための同一な閉鎖－ループ電力制御プロセスを
仮定すれば、ＵＥはさらにＣＳＩ報告のためのＰＵＣＣＨ送信電力を調整するためにＴＰ
Ｃコマンドを適用する。
【０６８４】
　ＵＥに対するＮＢのセットからのＮＢ内のＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするＤＣＩフォ
ーマットがＤＬ ＤＣＩフォーマットではない時、ＤＣＩフォーマットはＵＥがデコーデ
ィングするＤＬ ＤＣＩフォーマット又はＵＥがＴＰＣコマンドを獲得することのように
他の目的にデコーディングするＤＣＩフォーマットの大きさと同一な大きさを有すること
ができる。ＤＣＩフォーマットのＣＲＣはＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩのようなＣＳＩ－ＲＳ
送信のトリガーリングに特定のＲＮＴＩでスクランブリングされることができる。ＣＲＩ
－ＲＳ－ＲＮＴＩを有するＤＣＩフォーマットは簡潔性のためにＤＣＩフォーマットＴに
指称される。ＤＣＩフォーマットＴを用いて、ｇＮＢは同一なＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩで
構成されたＵＥのグループで各ＵＥに対し、構成されたＮＢのセットから相違するＮＢで
、さらに可能に相違するセルで、ＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーすることができる。
【０６８５】
　ＵＥはＵＥがパラメーターＩｎｄｅｘ－ＣＳＩ－ＲＳを介して構成されたＮＢのセット
からＮＢのサブセットでＣＳＩ－ＲＳ送信を示すＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドを得る
ことができるＤＣＩフォーマットＴ内の位置を構成することができる。例えば、ＤＬ Ｄ
ＣＩフォーマットに対して説明されたように、ＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドは２ビッ
トを有するか、増加された細分性のためにＤＬ ＤＣＩフォーマットより多数のビットを
有することができ、ここで“００”の値はＣＳＩ－ＲＳ送信を示さないこともあり、残り
値はそれぞれ構成されたサブセット(ＮＢのセット内のすべてのＮＢを含み)からＣＳＩ－
ＲＳ送信を示すことができる。
【０６８６】
　例えば、ＮＢのセットに多数のＮＢが存在するかＵＥが多数のＮＢ及び多数のセル又は
多数のスロットセットのいずれもＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーすることができる時、増加
された細分性が流用することができる。代案で、ＤＣＩフォーマットＴは同一なＵＥに対
するそれぞれの相違するセル上のＮＢのセットに対する個別的なＣＳＩ－ＲＳトリガーフ
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ィールドを含むことができる。また、ＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドがＣＳＩ－ＲＳ送
信をトリガーする時、ＮＢのセット内のすべてのＮＢのためにそのようにすることもでき
る。そんな後、ＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドはセルだ各ＵＥに対して単一ビットを含
むことができ、ここで“０”の値はＣＳＩ－ＲＳトリガーリングを示せず、“１”の値は
ＮＢのセット内のすべてのＮＢでＣＳＩ－ＲＳトリガーリングを示す。
【０６８７】
　ＤＣＩフォーマットＴはさらに構成されたＮＢのセットからのＮＢでトリガーされたＣ
ＳＩ－ＲＳ送信に係る測定及びＰＵＣＣＨ送信のためのＴＰＣコマンドを伝達するフィー
ルドに応答し、ＵＥからＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣＣＨの送信のためのＰＵＣＣＨリソ
ースを示すフィールドを含むことができる。ＰＵＣＣＨリソースフィールドは構成された
ＰＵＣＣＨリソースのセットからのＰＵＣＣＨリソースに対するインデックスであれば良
い。
【０６８８】
　例えば、ＰＵＣＣＨリソースフィールドが２ビットを含む時、ＰＵＣＣＨリソースフィ
ールドは４個の構成されたＰＵＣＣＨリソースの中で一つを示すことができる。ＰＵＣＣ
Ｈリソースフィールドの位置又はＴＰＣコマンドフィールドの位置はＣＳＩ－ＲＳトリガ
ーフィールドの構成された位置にリンクされることができ、例えば、ＰＵＣＣＨリソース
フィールドは次の位置にあり得て、ＴＰＣコマンドフィールドは次の位置(又はその逆又
は以前位置)以後の位置にあり得る。
【０６８９】
　ＤＣＩフォーマットＴはさらに第１位置に係るＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣＣＨの送信
のための単一ＰＵＣＣＨリソースを示すことができ、ここで、ＤＣＩフォーマットＴのＣ
ＳＩ－ＲＳトリガーフィールドは“００”値を有せず、他のＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣ
ＣＨ送信のためのＰＵＣＣＨリソースは表示されたＰＵＣＣＨリソースに対して決定する
ことができる。
【０６９０】
　例えば、“００”と相違する値を有するＣＳＩ－ＲＳ送信トリガーフィールドに対する
ＤＣＩフォーマットＴの第１位置を有するＵＥは表示された第１ＰＵＣＣＨリソースを用
い、ＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣＣＨを送信することができ、“００”と相違する値を有
するＣＳＩ－ＲＳ送信トリガーフィールドに対するＤＣＩフォーマットＴの第２位置を有
するＵＥは第１ＰＵＣＣＨリソースの以後に第２ＰＵＣＣＨリソースを用いることができ
、“００”と相違する値を有するＣＳＩ－ＲＳ送信トリガーフィールドに対するＤＣＩフ
ォーマットＴの第３位置を有するＵＥは第２ＰＵＣＣＨリソース次に第３ＰＵＣＣＨリソ
ースを用いることができ、その他これと同様である。
【０６９１】
　したがって、ＰＵＣＣＨリソースｎＰＵＣＣＨがＤＣＩフォーマット Ｔで表示される
場合、“００”ではないｎＣＳＩ－ＲＳ番目ＣＳＩ－ＲＳ送信トリガー値を有するＵＥは
ＰＵＣＣＨリソースｎＰＵＣＣＨ＋ｎＣＳＩ－ＲＳ－１を用いてＣＳＩ－ＲＳ報告を送信
するか、又は“００”ではない第１ＣＳＩ－ＲＳ送信トリガー値にインデックス“０”(
インデックス“１”の代わり)を割り当てることによって、“００”ではないｎＣＳＩ－

ＲＳ番目のＣＳＩ－ＲＳ送信トリガー値を有するＵＥはＰＵＣＣＨリソースｎＰＵＣＣＨ

＋ｎＣＳＩ－ＲＳを用いてＣＳＩ－ＲＳ報告を送信することができる。ＵＥからのＣＳＩ
報告はトリガーされたＣＳＩ－ＲＳ送信と結合されたそれぞれのＮＢに対するＣＳＩ報告
であることができるか、又はＵＥはトリガーされたＣＳＩ－ＲＳ送信を有するＮＢから予
め決定された数のＮＢを選択してそれぞれのＣＳＩ報告を提供することができる。
【０６９２】
　ＤＬ ＤＣＩフォーマット又はＤＣＩフォーマットＴはさらにＵＥがＣＳＩ報告を伝達
するＰＵＣＣＨの送信のための電力を調整するためのＴＰＣコマンドフィールドを含むこ
とができる。ＴＰＣコマンドフィールドはＣＳＩ－ＲＳ送信トリガーフィールドのそばに
あり得るか(前又は後)各ＵＥに対して相違する構成位置にあり得る。ＵＥは一つ以上のＣ
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ＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩから構成されることができ、ここでＤＣＩフォーマットＴのコンテ
ンツはＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩによって解釈される。例えば、第１ＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴ
Ｉは第１ＮＢのセット又は第１セルのグループに対応することができる一方に、第２ＣＳ
Ｉ－ＲＳ－ＲＮＴＩは第２ＮＢのセット又は第２セルのグループに対応することができる
。
【０６９３】
　図２７は、本発明の実施形態による一つ以上のＵＥに対するＮＢのセットからＮＢのサ
ブセットでＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩによってスクランブ
リングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットの例示的なコンテンツ２７００を示す図
面である。図２７に示されたＤＣＩフォーマットのコンテンツ２７００の実施形態はただ
説明のためのことである。図２７に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及され
た機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネン
トのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによ
って具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０６９４】
　図２７に示されたように、ｇＮＢはＮＢのセット、ＤＣＩフォーマットのＣＲＣをスク
ランブリングするＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩ、及びＮＢのセット２７１０からのＮＢのサブ
セットでＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドに対するＤＣ
Ｉフォーマットの位置をＵＥに設定する。ＮＢのセットは同一な構成されたＣＳＩ－ＲＳ
－ＲＮＴＩを有する相違するＵＥに対してＵＥごとに個別的に構成される。ｇＮＢはＣＳ
Ｉ－ＲＳ送信２７２０をトリガーするためのＮＢのサブセットそれぞれ及びするが以上の
ＵＥのグループから同一なＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩを有するＵＥを決定する。ｇＮＢがＵ
Ｅ２７３０に対するＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするか否か及びＣＳＩ－ＲＳ送信がトリ
ガーされる時のトリガーされたＣＳＩ－ＲＳ送信を有するＮＢのサブセットによって、ｇ
ＮＢはＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドの値を設定する。
【０６９５】
　ＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドは“００”値がＵＥに対する任意のＣＳＩ－ＲＳ送信
をトリガーせず“０１”“１０”又は“１１”の値がＮＢのセットにすべてのＮＢを含む
ことができる第１、第２及び第３サブセットでＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするか、或い
はＤＣＩフォーマットの各フィールドによって表示されるＮＢで第１、第２又は第３構成
を有するＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーする２ビットを含むことができる。ｇＮＢはＣＳＩ
－ＲＳ－ＲＮＴＩによってスクランブリングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを
送信する(２７４０)。ＵＥはＮＢのセットに対する構成、ＤＣＩフォーマットのＣＲＣを
スクランブリングするＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩに対する構成、ＮＢのサブセットでＣＳＩ
－ＲＳ送信をトリガーすることができるＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドのＤＣＩフォー
マット内の位置に対する構成をｇＮＢから受信する(２７５０)。
【０６９６】
　ＵＥはＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩによってスクランブリングされるＣＲＣを有するＤＣＩ
フォーマットを検出する(２７６０)。ＵＥはＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドに対する値
を獲得する(２７７０)。ＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドの値が“００”の場合、ＵＥは
ＣＳＩ－ＲＳを受信せず、ＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドの値が“０１”“１０”又は
“１１”の場合、ＵＥはＮＢの第１、第２、又は第３サブセットでＣＳＩ－ＲＳ送信をそ
れぞれ受信するか、或いは第１、第２又は第３構成によってＣＳＩ－ＲＳを受信する(２
７８０)。
【０６９７】
　図２８は、本発明の実施形態による一つ以上のＵＥに対するＮＢのセットのうちのＮＢ
のサブセットでＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーしてＣＳＩ報告の送信のためのＰＵＣＣＨリ
ソース及びＴＰＣコマンドを提供するＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩによってスクランブリング
されるＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットの例示的なコンテンツ２８００を示す図面であ
る。図２８に示されたＤＣＩフォーマットのコンテンツ２８００の実施形態はただ説明の
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ためのことである。図２８に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能
を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのう
ちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具
現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０６９８】
　図２８に示されたように、ｇＮＢはＮＢのセット、ＤＣＩフォーマットのＣＲＣをスク
ランブリングするＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩ、及びＮＢのセットからのＮＢのサブセットで
ＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドに対するＤＣＩフォー
マットの位置、及びＣＳＩ報告２８１０を含むＰＵＣＣＨ送信の電力を調整するためのＴ
ＰＣコマンドをＵＥに構成する。ＮＢのセットは相違するＵＥに対して相違することがで
きる。ｇＮＢは、同一なＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩから構成された一つ以上のＵＥのグルー
プと、ＣＳＩ－ＲＳ送信２８２０をトリガーするＮＢの各サブセットからＵＥを決定する
。
【０６９９】
　ｇＮＢがＵＥに対するＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーするか否か及びＣＳＩ－ＲＳ送信が
トリガーされる時のトリガーされたＣＳＩ－ＲＳ送信を有するＮＢのサブセットによって
、ｇＮＢはＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドの値を設定し、ＵＥがＣＳＩ－ＲＳ送信をト
リガーしないでＣＳＩ報告２８３０を伝達するＰＵＣＣＨを送信しない時にもＵＥはＤＣ
ＩフォーマットのＴＰＣコマンドを処理することができる。
【０７００】
　ＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドは“００”値が ＵＥに対する任意のＣＳＩ－ＲＳ送
信をトリガーせず“０１”“１０”又は“１１”値がＮＲのセットにすべてのＮＢを含む
ことができる第１、第２、及び第３ＮＢのサブセットでそれぞれＣＳＩ－ＲＳ送信をトリ
ガーする２ビットを含むことができる。追加的又は代案的に、ＣＳＩ－ＲＳトリガーフィ
ールドはＣＳＩ－ＲＳ構成を示すことができる。ＴＰＣコマンドは例えば、－３ｄＢ、－
１ｄＢ、１ｄＢ及び３ｄＢの電力調整に対する“００”“０１”“１０”又は“１１”マ
ッピング値を有する２ビットを含むことができる。ｇＮＢはＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩによ
ってスクランブリングされるＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを送信する(２８４０)。
【０７０１】
　ＵＥはｇＮＢからＮＢのセット、ＤＣＩフォーマットのＣＲＣをスクランブリングする
ＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩ、及びＮＢのサブセットでＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーすること
ができるＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドのＤＣＩフォーマットの位置、及びＣＳＩ報告
を伝達するＰＵＣＣＨの電力を調整するためのＴＰＣフィールドに対する構成を受信する
(２８５０)。ＵＥはＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩによってスクランブリングされるＣＲＣでＤ
ＣＩフォーマットを検出する(２８６０)。ＵＥはＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールド及びＴ
ＰＣコマンドフィールドに対する値を得る(２８７０)。
【０７０２】
　ＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドの値が“００”の場合、ＵＥはＣＳＩ－ＲＳを受信せ
ずＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドの値が“０１”“１０”又は“１１”の場合、ＵＥは
第１、第２及び第３ＮＢのサブセットでＣＳＩ－ＲＳ送信を受信するか、又は第１、第２
又は第３ＣＳＩ－ＲＳ構成によってＣＳＩ－ＲＳ送信を受信する。ＤＣＩフォーマットは
さらにＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣＣＨを送信するためにＤＣＩフォーマットで“００”
ではない値の第１ＣＳＩ－ＲＳトリガーを有するＵＥによって用いられるＰＵＣＣＨリソ
ースｎＰＵＣＣＨ、及びＤＣＩフォーマットで“００”ではないＣＳＩ－ＲＳトリガーを
有するＵＥによって用いられるｎＣＳＩ－ＲＳ＋１、ＴＰＣコマンドフィールド値に基づ
いて調整される電力でＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣＣＨを送信するために用いられるＰＵ
ＣＣＨリソースｎＰＵＣＣＨ＋ｎＣＳＩ－ＲＳを示すＰＵＣＣＨリソースフィールドを含
む。
【０７０３】
　図２９は、本発明の実施形態によってＣＳＩ－ＲＳ送信をトリガーリングするＤＣＩフ
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ォーマットに表示されたＰＵＣＣＨリソースに基づいてＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣＣＨ
をＵＥが送信する例示的なＰＵＣＣＨリソース決定２９００を示す図面である。図２９に
示されたＰＵＣＣＨリソース決定２９００の実施形態はただ説明のためのことである。図
２９に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成され
た特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及さ
れた機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる
。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
【０７０４】
　図２９を参照すれば、ＣＳＩ－ＲＳ－ＲＮＴＩでスクランブリングされるＣＲＣを有す
るＤＣＩフォーマットの検出に応答してＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣＣＨ送信を有する第
４ＵＥ、ＵＥ#３(２９１０)は“００”以外の値を有するＵＥに対するＲＳトリガーフィ
ールドを含み、基準ＰＵＣＣＨリソースｎＰＵＣＣＨは、ＵＥの位置以前位置に“００”
以外の値を有する２個のＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドが存在することで決定する(２
９２０及び２９３０)。ＤＣＩフォーマットのＵＥ#３に対するＣＳＩ－ＲＳトリガーフィ
ールドの位置以前に“００”以外の値を有するＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールドの決定に
基づいて、ＵＥ#３はＵＥ#３に対するＣＳＩ ＲＳトリガー値を有するＣＳＩ－ＲＳ送信
からの測定に応答してＣＳＩ報告を伝達するＰＵＣＣＨ送信のためにＰＵＣＣＨリソース
ｎＰＵＣＣＨ＋２を決定する。
【０７０５】
　ｇＮＢは構成されたＮＮＢ≧ＭＮＢ ＮＢセットからＭＮＢ ＮＢに対するＣＳＩを報告
するようにＵＥを構成することができるか又はＭＮＢの値がシステム動作で定義されるこ
とができる。ＵＥはＮＮＢ ＮＢのセットからＭＮＢ ＮＢを選択することができる。例え
ば、それぞれのＮＮＢ ＮＢ内のＮＮＢの測定されたＣＱＩ値から、ＵＥはＭＮＢ≦ＮＮ

Ｂ最大のＣＱＩ値を選択してＣＳＩ報告でそれぞれのＭＮＢ ＮＢを示すことができる。
【０７０６】
　ＵＥはさらにＮＢに対するＣＳＩ報告を含むｇＮＢによって構成されることができ、こ
こでＵＥはＰＤＣＣＨを受信するように構成されるかそのＣＳＩ報告の含みがシステム動
作で特定されることができる。構成されたＮＢのセットは、ＵＥがＰＤＣＣＨを受信する
ように構成されてＵＥがそれＮＢに対して個別ＣＳＩ報告を提供することができるＮＢを
除くこともできる。例えば、ＵＥはＮＢに対してより大きい周期を有するＣＳＩ報告を提
供することができ、ここでＵＥは他のＮＢよりＰＤＣＣＨを受信するように構成される。
【０７０７】
　ＵＥがＭＮＢ＞１ ＮＢに対してＣＳＩを報告する場合、ＵＥは最大のＣＱＩ値ＣＱＩ

ｍａｘ（ｊ０）及びそれぞれのＮＢインデックスＪ０を報告することができ、
【０７０８】
【数２４５】

【０７０９】
を有する(ここで、
【０７１０】

【数２４６】

【０７１１】
)差動ＣＱＩオフセット値ＤＣＱＩ(ｊ)を報告することができる。例えば、２ビットに表
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現されるＤＣＱＩ(ｊ)値において、２ビット差動ＣＱＩ値からオフセット値でのマッピン
グは表２の同一であっても良い。ＮＮＢ構成されたＮＢ及びＣＳＩ報告があるＭＮＢＮＢ
の場合、例えば、ＬＴＥ仕様と同じ組み合せインデックスを用いてＭＮＢＮＢに対するイ
ンデックスを得ることができる。
　ＭＮＢ ＮＢの位置を示すビット数は
【０７１２】
【数２４７】

【０７１３】
である。ＮＢのインデックスはＣＳＩ報告で優先的に配置されることができ、それぞれの
ＣＳＩ値又はＮＢインデックス及びＣＳＩ報告の対は、例えば、最大のＣＱＩ値を有する
ＮＢから開始して昇順インデックス手順で他のＮＢに対して続いて配置されることができ
る。
【０７１４】

【表２】

【０７１５】
　ＵＥがＰＤＣＣＨを受信するように構成されたＮＢは構成されたＮＢのセット内のスロ
ットを横切ってホッピングすることができる。例えば、ＵＥがＰＤＣＣＨを受信するよう
に構成されるＮＢはＮＢインデックスの昇順によってスロットを横切って構成されたＮＢ
のセットでＮＢを循環することができるか、ＬＴＥ仕様で記述されたようにＳＲＳ送信Ｂ
Ｗホッピングパターン(ｈｏｐｐｉｎｇ ｐａｔｔｅｒｎ)のような周波数ダイバーシティ
ーを最大化するホッピングパターンを有することができる。
【０７１６】
　すると、ＵＥは同一なＮＢでＰＤＣＣＨ及びＣＳＩ－ＲＳ送信を受信しながら第１ＮＢ
からのチューニングし直しに係る遅延の影響を減少させることができ、ＵＥは第２ＮＢで
ＰＤＣＣＨを受信してＣＳＩ－ＲＳ送信を受信した後、さらに第１ＮＢでＰＤＣＣＨを受
信するように構成される。これは相違するＮＢの間のチューニングし直し時間が比較的長
く、ＵＥが単一スロットですべての個別ＮＢに対するＣＳＩ－ＲＳ送信を受信することが
できない場合に特に有用することができる。
【０７１７】
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　ＵＥがスロットでＰＤＳＣＨ又は他のＤＬシグナリングの受信で構成されない場合、Ｕ
ＥはＰＤＳＣＨをデコーディングするシンボル及びＰＤＳＣＨの潜在的なスケジューリン
グを決定し、ＰＤＣＣＨ及び可能にはＣＳＩ－ＲＳの受信のために相違するＮＢにチュー
ニングし直すための処理遅延に係る一つ以上の追加シンボル以後のスロットで残りの長続
き期間を用いることができる。
【０７１８】
　ＵＥがスロットでＰＤＳＣＨ又は他のＤＬシグナリングの受信から構成されてＵＥが次
のスロットの手始め以前にＮＢホッピングパターンによって次のＮＢにチューニングし直
すことに十分な時間を有しなければ、以後に論議されるように、ＵＥは次のＮＢへのチュ
ーニングし直しをスキップして以後にスロットでＮＢホッピングパターンを再設定するこ
とができるか、或いはＵＥは次のＮＢにチューニングし直すことができるがチューニング
し直しによってＰＤＣＣＨの受信を逃すことができる。スロットでＰＤＣＣＨを受信する
ことができない影響を緩和するため、ｇＮＢはＰＤＳＣＨがＮＢホッピングパターンによ
って相違するスロットの相違するＮＢ内で送信されるＵＥに対するＰＤＳＣＨの多重－ス
ロット送信をスケジューリングすることができる。その後に、ＵＥがスロット内のＰＤＣ
ＣＨ送信のために構成された長続き期間より大きくない時間内にチューニングし直すこと
ができる場合、ＵＥは相違するスロット内の相違するＮＢにチューニングし直した後にＰ
ＤＳＣＨを受信することができる。
【０７１９】
　図３０は、本発明の実施形態によってＵＥがＰＤＣＣＨを受信するように構成されたＮ
Ｂのホッピングパターン３０００を示す図面である。図３０に示されたホッピングパター
ン３０００の実施形態はただ説明のためのことである。図３０に示されたコンポーネント
のうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることが
できるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行
う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲
を逸脱せず用いられる。
【０７２０】
　図３０に示されたように、ＵＥは４個のＮＢ、すなわち、ＮＢ０、ＮＢ１、ＮＢ２及び
ＮＢ３を含むＮＢのセット、及びＰＤＣＣＨの受信のためのＮＢの第１シンボルのリソー
スから構成される(３００５)。第１スロットで、ＵＥはＮＢ１(３０１０)でＰＤＣＣＨを
受信し、さらにＵＥチューニングし直し期間より大きい第１スロットの端までの第１時間
距離を有するスロットシンボルでＣＳＩ－ＲＳ送信を受信することができる。ＵＥは第１
スロットの端に対するチューニングし直し期間と同一な時間期間の間任意のＤＬシグナリ
ングを受信しないように構成される。
【０７２１】
　第１時間距離の間、ＵＥは第２スロットでＰＤＣＣＨの受信のためにＮＢ３にチューニ
ングし直しされることができる。第２スロットで、ＵＥはＮＢ３３０２０でＰＤＣＣＨを
受信し、さらにＵＥチューニングし直し期間より大きい第２スロットの終りまでの第２時
間距離を有するスロットシンボルでＣＳＩ－ＲＳ送信を受信することができる。ＵＥは第
２スロットの端に対するチューニングし直し期間と同一な時間期間の間の他のＤＬシグナ
リングを受信しないように構成される。第２時間距離の間、ＵＥは第３スロットでＰＤＣ
ＣＨの受信のためにＮＢ０にチューニングし直すことができる。第３スロットで、ＵＥは
ＮＢ０３０３０でＰＤＣＣＨを受信してさらにＵＥチューニングし直し期間より大きい第
３スロットの端までの第３時間距離を有するスロットシンボルでＣＳＩ－ＲＳ送信を受信
することができる。
【０７２２】
　ＵＥは第３スロットの端に対するチューニングし直し期間と同一な時間期間の間の任意
のＤＬシグナリングを受信しないように構成される。第３時間距離間、ＵＥは第４スロッ
トでＰＤＣＣＨの受信のためにＮＢ２にチューニングし直すことができる。第４スロット
で、ＵＥはＮＢ２３０４０でＰＤＣＣＨを受信してさらにＵＥチューニングし直し期間よ
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り大きい第４スロットの終りまでの第４時間距離を有するスロットシンボルでＣＳＩ－Ｒ
Ｓ送信を受信することができる。ＵＥは第４スロットの端に対するチューニングし直し期
間と同一な時間期間の間の任意のＤＬシグナリングを受信しないように構成される。第４
時間距離間、ＵＥは第５スロットでＰＤＣＣＨの受信のためにＮＢ１にチューニングし直
すことができる。第５スロットで、ＵＥはＮＢ１３０５０でＰＤＣＣＨを受信し、さらに
スロットシンボルでＣＳＩ－ＲＳ送信を受信することができ、ＰＤＳＣＨのようなＤＬシ
グナリングをＵＥチューニングし直し期間より大きくない第５スロットの端までの第５時
間距離に受信するように構成される。ＵＥは第５スロットでＤＬシグナリングを受信する
うちに第６スロットでＰＤＣＣＨの受信のためにＮＢ３にチューニングし直すに十分な時
間を有せずＵＥ動作に対する２種接近法が存在する。
【０７２３】
　第１接近法はＵＥがＣＳＩ－ＲＳ送信の可能な受信のために第６スロットでＮＢ３にチ
ューニングし直し、ＵＥはＰＤＣＣＨ３０６０を受信することができない。第２接近法は
ＵＥが第６スロットでＰＤＣＣＨを受信するために第６スロットでＮＢ１にチューニング
された状態を維持することである。第１接近法は例えば、ＵＥが第５スロットでのＤＬデ
ータチャンネル受信をスケジューリングする第５スロット内のＤＬ ＤＣＩフォーマット
を検出することができなく、第６スロットでＮＢ３にチューニングし直す場合、発生する
ことができるエラーケースを回避する。
【０７２４】
　第２接近法は潜在的なエラーケースを処理するためにｇＮＢに依存する。２つの接近法
のいずれもＵＥに対する持続的なスケジューリングができ、第１接近法は多重－スロット
スケジューリングを適用することによってＵＥがスロットでＤＬ制御チャンネルの送信の
ための時間期間内にチューニングし直すことに依存し、第２接近法はＵＥに対して単一－
スロット又は多重－スロットスケジューリングを適用することによる。ＵＥは第７スロッ
ト３０７０でＮＢホッピングパターンを再開する。ＵＥ動作はシステム動作で指定される
ことができるか２個の接近法のうちの一つによってＵＥによってｇＮＢによって構成され
ることができる。
【０７２５】
　多数のＮＢを通じるＳＲＳ送信は多数のＮＢを通じるＣＳＩ－ＲＳ送信と類似の原理に
付くことができ、次の説明は完全性のために要約される。ＮＢでのＳＲＳ送信はプリコー
ディングされるか、プリコーディングされないこともある。前者の場合、プリコーディン
グはさらにＵＥに対して構成されることができ、すべてのＮＢに対して同一であるか(単
一構成)相違するＮＢに対して異なることができる(相違する構成)。ＳＲＳ送信はゼロ－
電力ＳＲＳ及び非－ゼロ－電力ＳＲＳを含むことができる。
【０７２６】
　ＵＥがＮＢのセットからＮＢでＳＲＳを送信するため、ＵＥはＮＢのセットのうちのそ
れぞれのＮＢでＵＥのＲＦ送信コンポーネントをチューニングし直す必要がある。ＵＥが
ＮＢでランダムアクセスチャンネル又はＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨのようなＵＬシグナリ
ングを送信するように構成され、さらにＵＥが異なるＮＢでＳＲＳを送信するように構成
されてＲＦチューニングし直し遅延にＵＥがＵＬシグナリング及びＳＲＳを送信すること
ができないから、ＵＥはＳＲＳ送信をドロップすることができる。
【０７２７】
　ＴＤＤシステム及び単一デュプレクサを有するＵＥの場合、チューニングし直し遅延が
ＵＥが第１ＮＢでＰＤＣＣＨを受信するように構成された最後のスロットシンボルと第２
ＮＢでＳＲＳを送信する第１スロットシンボルの間の時間間隔より小さい場合、ＵＥは第
１ＮＢでＰＤＣＣＨを受信した以後に第２ＮＢでＳＲＳを送信することができる。チュー
ニングし直し遅延が第２ＮＢでＳＲＳを送信するための最後のスロットシンボルと第１Ｎ
ＢでＰＤＣＣＨを受信するための制１スロットシンボルの間の時間間隔より小さい場合、
ＵＥは第１ＮＢをチューニングし直すことで第２ＮＢでＳＲＳを送信した以後にＰＤＣＣ
Ｈを受信することができる。



(100) JP 2020-509662 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

【０７２８】
　ＵＥがＮＢでＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨを受信するようにＵＥをスケジューリングする
ＰＤＣＣＨ内のＤＣＩフォーマットを検出し、さらにＵＥが相違するＮＢでＳＲＳを送信
するように構成される場合、ＵＥはＳＲＳの送信をドロップすることができる。ＴＤＤシ
ステム及び単一デュプレクサを有するＵＥの場合、チューニングし直し遅延がＰＤＳＣＨ
受信又はＰＵＳＣＨ送信の最後のシンボルとＳＲＳ送信の第１シンボルの間の時間より大
きい場合(又はその反対)、ＵＥはＳＲＳ送信をドロップすることができる。
【０７２９】
　一実施形態で、一つ以上のＮＢのセットでのＳＲＳ送信は半永久的であるか周期的であ
っても良い。ＵＥはセットＮＢのそれぞれのＮＢでＳＲＳ送信のためのＮＢ及びパラメー
ターの上位階層によって構成される。ＳＲＳ送信パラメーターは、以下でさらに論議され
るように、ＳＲＳ送信のためのスロットシンボルの位置を除いてすべてのＮＢに対して同
一であっても良く、すべてのＮＢに対して共同から構成されることができるか、或いは一
部がＮＢごとに相違することができ、それぞれのＮＢに対して個別的に構成されることが
できる。ＳＲＳ送信パラメーターはコーム(ｃｏｍｂ)の数、それぞれのＮＢでＳＲＳ送信
のためのスロットシンボル(デュレーション)の数、送信コーム、開始ＰＲＢ、周期、ＢＷ
、サイクリックシフト、プリコーディング又はアンテナポートの数のうちの一つ以上を含
むことができる。
【０７３０】
　他の例で、ＮＢのセット内のＳＲＳ送信は非周期的でＰＤＣＣＨによって伝達するＤＣ
Ｉフォーマットによってトリガーされることができる。ＤＣＩフォーマットはＵＥへのＰ
ＤＳＣＨ送信をスケジューリングするＤＬ ＤＣＩフォーマット、又はＵＥからのＰＵＳ
ＣＨ送信をスケジューリングするＵＬ ＤＣＩフォーマット、又は一つ以上のＵＥからの
ＳＲＳ送信をトリガーするコンテンツを有する別途のＤＣＩフォーマットであることがで
きる。
【０７３１】
　ＮＢのセットの一つ以上のＮＢでＳＲＳ 送信をトリガーするＤＣＩフォーマットがＵ
Ｌ ＤＣＩフォーマット又はＤＬ ＤＣＩフォーマットの場合、ＤＣＩフォーマットはＵＥ
からのそれぞれのＳＲＳ送信のために構成されたＮＢのセットからのＮＢを示すフィール
ドを含むことができ、又はＣＳＩ－ＲＳ送信のトリガーに対して記述されたことと類似の
方式でＳＲＳ送信構成を示すフィールドを含むことができる。ＵＥからのＰＵＳＣＨ送信
をスケジューリングしてＵＥからＮＢのセットのうちのＮＢでＳＲＳ送信をトリガーする
ＵＬ ＤＣＩフォーマットにおいて、ＰＵＳＣＨ送信のＮＢがさらにトリガーされたＳＲ
Ｓ送信を有するＮＢの場合、ＵＥは、ＰＵＳＣＨを送信することができるために、ＰＵＳ
ＣＨ送信のＮＢで第１のＳＲＳ送信が発生してＮＢインデックスの昇順(又は降順)によっ
て後続ＳＲＳ送信が残りのＮＢからなることで予想することができる。
【０７３２】
　ＰＵＳＣＨ送信のＮＢがトリガーされたＳＲＳ送信を有するＮＢではない場合、ＵＥは
一つ以上のスロットでＰＵＳＣＨを送信することができ、後続的に一つ以上のスロット以
後にトリガーされたＳＲＳ送信を有するＮＢにチューニングし直す。さらに、ＮＢでのＳ
ＲＳ送信はＳＲＳ送信がトリガーされる時、ＰＵＳＣＨ送信のＮＢを含む昇順ＮＢインデ
ックスによることができる。
【０７３３】
　ＵＥが構成されるＮＢのセットのうちの一つ以上のＮＢでＳＲＳ送信をトリガーするＵ
Ｌ ＤＣＩフォーマットのフィールドはＮＢの表示を含むことができる。例えば、２ビッ
トを有するフィールドは“００”値を用いてＳＲＳ送信されないことを示され、“０１”
“ １”及び“１１”値を用いてＮＢのセットから構成された第１、第２又は第３ＮＢの
サブセットでのＳＲＳ送信を示すか、又はＳＲＳ送信のための第１、第２、又は第３構成
を示すことができる。各ＮＢでのＳＲＳ送信のためのパラメーターは同じであるか、異な
ることができる。
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【０７３４】
　それぞれのＮＢでのＳＲＳ送信のためのスロットシンボルの位置は同じであるか、異な
ることができる。例えば、ＳＲＳ送信がそれぞれ異なるＮＢ内の相違するスロットからな
る場合、それぞれのスロットシンボルは同一なことがある。例えば、少なくともいくつか
のＮＢでのＳＲＳ送信が同一なスロットで成る場合、それぞれのスロットシンボルは相違
し、連続的なＳＲＳ送信に対する多数のシンボルでのそれぞれのオフセットは関連トリガ
ーされたＳＲＳ送信を有するＵＥに対するチューニングし直し遅延から決定することがで
きるか、又はｇＮＢによってシグナリングされたりシステム情報のようなＵＥ共通上位階
層シグナリング又はＵＥ特定上位階層シグナリングによることができる。
【０７３５】
　ＮＢでのＳＲＳ送信はさらに多重スロットシンボルを介して成ることもでき、ここでは
、例えば、ＳＲＳ送信が第１シンボル内の第１アンテナポートから及び第２シンボル内の
第２アンテナポートから、又は同一なアンテナポートからのような相違するシンボル内の
相違するアンテナポートからなり、これによってｇＮＢはＳＲＳ送信からチャンネル媒体
に対するより正確な推定値を得ることができるようになる。
【０７３６】
　ＵＥに対するＮＢのセットのうちのＮＢでＳＲＳ送信をトリガーするＤＣＩフォーマッ
トがＵＬ ＤＣＩフォーマット又はＤＬ ＤＣＩフォーマットではない場合、ＤＣＩフォー
マットはＵＬ ＤＣＩフォーマット又はＵＥがデコーディングするＤＬ ＤＣＩフォーマッ
トと同一な大きさを有することができるか、ＵＥがＴＰＣコマンドを得るためだ同じ他の
目的にデコーディングするＤＣＩフォーマットの大きさを有することができる。ＤＣＩフ
ォーマットのＣＲＣはＳＲＳ－ＲＮＴＩのようなＳＲＳ送信のトリガーに特定のＲＮＴＩ
でスクランブリングされることができる。ＳＲＳ－ＲＮＴＩを有するＤＣＩフォーマット
は簡潔性のためにＤＣＩフォーマットＸと指称する。
【０７３７】
　ＤＣＩフォーマットＸを用い、ｇＮＢは構成されたＮＢのセットのうちの相違するＮＢ
で、及び可能には相違するセルで、同一なＳＲＳ－ＲＮＴＩから構成されたＵＥのグルー
プの各ＵＥに対してＳＲＳ送信をトリガーすることができる。ＵＥは構成されたＮＢセッ
トのうちのＮＢのサブセットでのＳＲＳ送信を示すか、或いはＳＲＳ送信構成を示すＳＲ
Ｓトリガーフィールドを得ることができるインデックスパラメーターＩｎｄｅｘ－ＳＲＳ
を介してＤＣＩフォーマットＸ内の位置が構成されることができる。ＳＲＳトリガーフィ
ールドはＵＬ ＤＣＩフォーマット又はＤＬ ＤＣＩフォーマットに対して記述されたよう
に動作することができるか、ＣＳＩ－ＲＳトリガーと類似に増加された細分性を有するこ
とができる。
【０７３８】
　さらに、ＳＲＳトリガーフィールドがＳＲＳ送信をトリガーする場合、ＮＢ セット内
のすべてのＮＢのためにそのようにすることができる。また、ＳＲＳトリガーフィールド
はセルごとに各ＵＥに対して単一ビットを含むことができ、ここで、“０”の値はＳＲＳ
トリガーされないことを示し、“１”の値はＮＢのセット内のすべてのＮＢでのＳＲＳト
リガーを示す。また、ＤＬ ＤＣＩフォーマット又はＤＣＩフォーマットＸはＵＥがＳＲ
Ｓ送信電力を調整するためのＴＰＣフィールドを含むことができる。ＴＰＣコマンドフィ
ールドはＳＲＳ送信トリガーフィールドの次にあり得るか各ＵＥに対して構成された相違
する位置にあり得る。ＵＥはＤＣＩフォーマットＸのコンテンツがＳＲＳ－ＲＮＴＩによ
って解釈されるよう一つより多いＳＲＳ－ＲＮＴＩから構成されることができる。例えば
、第１ＳＲＳ－ＲＮＴＩはＮＢの第１セット又はセルの第１グループに対応することがで
き、第２ＳＲＳ－ＲＮＴＩはＮＢの第２セット又はセルの第２グループに対応することが
できる。
【０７３９】
　ＤＣＩフォーマットＴ及びＤＣＩフォーマットＸの機能はＵＬ ＤＣＩフォーマット又
はＵＥがデコーディングするＤＬ ＤＣＩフォーマットと同一な大きさを有することがで
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グするＤＣＩフォーマットの大きさと同じであっても良いＤＣＩフォーマットＹを用いて
組み合せされることができる。ＵＥはＣＳＩ－ＲＳ送信及びＳＲＳ送信のいずれをもトリ
ガーするためのＲＳ－ＲＮＴＩ及びＣＳＩ－ＲＳトリガーフィールド、その後のＳＲＳト
リガーフィールド、及びその後のＴＰＣコマンドフィールド(又はこれら３個のフィール
ドに対する任意の他の手順で)に対するそれぞれの一つ以上のセルに対する一つ以上の各
位置から構成されることができ、ここでＣＳＩ－ＲＳ受信のためのセルはＳＲＳ送信のた
めのセルと異なることができ、セルインデックスとトリガー位置の間のリンクは個別的に
構成される。また、ＤＣＩフォーマットＹは図２９で説明されたように、“００”以外の
ＣＳＩ－ＲＳトリガー値に応答してＰＵＣＣＨ送信するための基準ＰＵＣＣＨリソースを
含むことができる。
【０７４０】
　本開示が例示的な実施形態で説明されたが、多様な変更及び修正が当業者に提案される
ことができる。本開示は添付された請求項の範囲内にいるそういう変更及び修正を含むこ
とに意図される。
【０７４１】
　本願の説明のうちのいずれも任意の特定要素、段階、又は機能が必須要素であることを
示すことで読解されてはいけなく、これは請求範囲に含まれなければならない。本発明の
範囲は請求範囲によってだけ規定される。また、正確な単語“～のための手段”後に分詞
構文が後に付けないと、本請求項のいずれか項も３５ Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２(ｆ)を適用
することで意図されない。
【符号の説明】
【０７４２】
　　１００　無線ネットワーク
　　１０１－１０３　ｅＮＢ
　　１１１－１１６　ＵＥ
　　１２０、１２５　カバレッジ領域
　　１３０　ネットワーク
　　２０５ａ－２０５ｎ　アンテナ
　　２１０ａ－２１０ｎ　ＲＦ送受信部
　　２１５　送信(ＴＸ)処理回路
　　２２０　受信(ＲＸ)処理回路
　　２２５　コントローラー／プロセッサ
　　２３０　メモリー
　　２３５　バックホール又はネットワークインターフェース
　　３０５　アンテナ
　　３１０　無線周波数(ＲＦ)送受信機
　　３１５　ＴＸ処理回路
　　３２０　マイクロフォン
　　３２５　受信(ＲＸ)処理回路
　　３３０　スピーカー
　　３４０　プロセッサ
　　３４５　Ｉ／Ｏインターフェース
　　３５０　タッチスクリーン
　　３５５　ディスプレー
　　３６０　メモリー
　　３６１　ＯＳ
　　３６２　アプリケーション
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】



(110) JP 2020-509662 A 2020.3.26
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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月8日(2019.10.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末の方法において、
　リソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ：ＲＥＧ）バ
ンドルの大きさを含む設定情報を無線リソース制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ：ＲＲＣ）階層を介して受信する段階と、
　制御チャンネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ：ＣＣＥ）を
構成する前記ＲＥＧバンドルの大きさを確認する段階と、
　前記ＲＥＧバンドルの大きさに基づいて制御情報をデコーディングする段階と、を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記設定情報は、インターリビングに関連する情報を含み、
　前記制御情報は、前記インターリビングに関連する情報に基づいてデコーディングされ
ることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＲＥＧバンドルの大きさは、２又は６を含み、
　前記ＲＥＧバンドル内では同一のプリコーダーが用いられることを特徴とする、請求項
１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記設定情報は、探索空間をモニタリングするための周期及びオフセット値を含み、
　前記デコーディング段階は、前記周期及びオフセット値に基づいて前記探索空間をモニ
タリングする段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　基地局の方法において、
　リソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ：ＲＥＧ）バ
ンドルの大きさを含む設定情報を無線リソース制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ：ＲＲＣ）階層を介して送信する段階と、
　制御チャンネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ：ＣＣＥ）を
構成する前記ＲＥＧバンドルの大きさに基づいて制御情報を送信する段階と、を含み、
　前記制御情報は、前記ＲＥＧバンドルの大きさに基づいてデコーディングされることを
特徴とする方法。
【請求項６】
　前記設定情報は、インターリビングに関連する情報を含み、
　前記制御情報は、前記インターリビングに関連する情報に基づいて送信されることを特
徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＲＥＧバンドルの大きさは、２又は６を含み、
　前記ＲＥＧバンドル内では同一のプリコーダーが用いられることを特徴とする、請求項
５に記載の方法。
【請求項８】
　前記設定情報は、探索空間をモニタリングするための周期及びオフセット値を含むこと
を特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　端末において、
　送受信部と、
　リソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ：ＲＥＧ）バ
ンドルの大きさを含む設定情報を無線リソース制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ：ＲＲＣ）階層を介して受信し、
　制御チャンネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ：ＣＣＥ）を
構成する前記ＲＥＧバンドルの大きさを確認し、
　前記ＲＥＧバンドルの大きさに基づいて制御情報をデコーディングする制御部と、を含
むことを特徴とする端末。
【請求項１０】
　前記設定情報は、インターリビングに関連する情報を含み、
　前記制御情報は、前記インターリビングに関連する情報に基づいてデコーディングされ
ることを特徴とする、請求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　前記ＲＥＧバンドルの大きさは、２又は６を含み、
　前記ＲＥＧバンドル内では同一のプリコーダーが用いられることを特徴とする、請求項
９に記載の端末。
【請求項１２】
　前記設定情報は、探索空間をモニタリングするための周期及びオフセット値を含み、
　前記制御部は、前記周期及びオフセット値に基づいて前記探索空間をモニタリングする
ことを特徴とする、請求項９に記載の端末。
【請求項１３】
　基地局において、
　送受信部と、
　リソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ：ＲＥＧ）バ
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ンドルの大きさを含む設定情報を無線リソース制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ：ＲＲＣ）階層を介して送信し、
　制御チャンネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ：ＣＣＥ）を
構成する前記ＲＥＧバンドルの大きさに基づいて制御情報を送信する制御部と、を含み、
　前記制御情報は、前記ＲＥＧバンドルの大きさに基づいてデコーディングされることを
特徴とする基地局。
【請求項１４】
　前記設定情報は、インターリビングに関連する情報を含み、
　前記制御情報は、前記インターリビングに関連する情報に基づいて送信されることを特
徴とする、請求項１３に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記ＲＥＧバンドルの大きさは、２又は６を含み、
　前記ＲＥＧバンドル内では同一のプリコーダーが用いられ、
　前記設定情報は、探索空間をモニタリングするための周期及びオフセット値を含むこと
を特徴とする、請求項１３に記載の基地局。
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