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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブフレームにおけるアップリンク（ＵＬ）リソースのスケジューリングのため
にネットワークノード（５０、６０、７０）によって実行される方法であって、
　アップリンクリソース割り当てを備えるアップリンクグラントにインジケータを含める
こと（２２）であって、前記インジケータは、１つまたは複数の特定のアップリンクサブ
フレームについて、少なくとも１つのアップリンクリソースが、他のサブフレームにおけ
るリソース割り当てと比較して、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース
割り当てから除外されるか、または前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソー
ス割り当てに追加されることを指示する、ことと、
　前記インジケータを含む前記アップリンクグラントを、少なくとも１つの通信デバイス
（８０、９０、１００）に送信すること（２４）と、
　前記少なくとも１つの通信デバイスから、前記送信されたアップリンクグラントに従っ
たアップリンク送信を受信すること（２６）とを備える、方法。
【請求項２】
　前記インジケータは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて
、少なくとも１つのリソースブロック（ＲＢ）に対応する前記少なくとも１つのアップリ
ンクリソースが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当ての前記
リソースブロックから除外されることを指示する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記インジケータは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて
、少なくとも１つのリソースブロック（ＲＢ）に対応する前記少なくとも１つのアップリ
ンクリソースが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当ての前記
リソースブロックに追加されることを指示する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームは、前記インジケータを含む前
記アップリンクグラントが送信される前記サブフレームの後の最初のアップリンクサブフ
レームである、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記インジケータは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームを備える
アップリンクサブフレームのセットについて、前記少なくとも１つのアップリンクリソー
スが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外されるか
、または前記アップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記インジケータは、少なくとも１ビットを備えるビットフィールドであり、前記ビッ
トフィールドは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームを指し示す、請
求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記インジケータは、無線リソース制御メッセージなどの上位レイヤシグナリングによ
って設定された前記アップリンクリソースのセットを指示する、請求項１から５のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記アップリンクリソースの前記セットは、前記１つまたは複数の特定のアップリンク
サブフレームについて、リソースの前記セットの前記少なくとも１つのアップリンクリソ
ースが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外される
か、または前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てに追加される
ことを指示する前記アップリンクグラントの中のインデックスによって指示される、請求
項７に記載の方法。
【請求項９】
　複数のサブフレームにおけるアップリンク（ＵＬ）リソースをスケジュールするように
適合されたネットワークノード（５０、５０、７０）であって、前記ネットワークノード
はプロセッサ（５２）およびメモリ（５４）を備え、前記メモリは、前記プロセッサ（５
２）によって実行可能な命令を備え、これにより前記ネットワークノードは、
　アップリンクリソース割り当てを備えるアップリンクグラントにインジケータを含め、
前記インジケータは、１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて、少な
くとも１つのアップリンクリソースが、他のサブフレームにおけるリソース割り当てと比
較して、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外される
か、または前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てに追加される
ことを指示し、
　前記インジケータを含む前記アップリンクグラントを、少なくとも１つの通信デバイス
（８０、９０、１００）に送信し、
　前記少なくとも１つの通信デバイスから、前記送信されたアップリンクグラントに従っ
たアップリンク送信を受信する
　ように動作可能である、ネットワークノード。
【請求項１０】
　前記インジケータは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて
、少なくとも１つのリソースブロック（ＲＢ）に対応する前記少なくとも１つのアップリ
ンクリソースが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当ての前記
リソースブロックから除外されることを指示する、請求項９に記載のネットワークノード
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（５０、６０、７０）。
【請求項１１】
　前記インジケータは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて
、少なくとも１つのリソースブロック（ＲＢ）に対応する前記少なくとも１つのアップリ
ンクリソースが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当ての前記
リソースブロックに追加されることを指示する、請求項９に記載のネットワークノード（
５０、６０、７０）。
【請求項１２】
　前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームは、前記インジケータを含む前
記アップリンクグラントが送信される前記サブフレームの後の最初のアップリンクサブフ
レームである、請求項９から１１のいずれか一項に記載のネットワークノード（５０、６
０、７０）。
【請求項１３】
　前記インジケータは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームを備える
アップリンクサブフレームのセットについて、前記少なくとも１つのアップリンクリソー
スが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外されるか
、または前記アップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する、請求項９に記
載のネットワークノード（５０、６０、７０）。
【請求項１４】
　前記インジケータは、少なくとも１ビットを備えるビットフィールドであり、前記ビッ
トフィールドは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームを指し示す、請
求項９から１３のいずれか一項に記載のネットワークノード（５０、６０、７０）。
【請求項１５】
　前記インジケータは、無線リソース制御メッセージなどの上位レイヤシグナリングによ
って設定された前記アップリンクリソースのセットを指示する、請求項９から１４のいず
れか一項に記載のネットワークノード（５０、６０、７０）。
【請求項１６】
　前記アップリンクリソースの前記セットは、前記１つまたは複数の特定のアップリンク
サブフレームについて、リソースの前記セットの前記少なくとも１つのアップリンクリソ
ースが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外される
か、または前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てに追加される
ことを指示する前記アップリンクグラントの中のインデックスによって指示される、請求
項１５に記載のネットワークノード（５０、６０、７０）。
【請求項１７】
　通信デバイス（８０、９０、１００）によって実行される方法であって、
　ネットワークノード（５０、６０、７０）から、アップリンクリソース割り当てを備え
、１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて、少なくとも１つのアップ
リンクリソースが、他のサブフレームにおけるリソース割り当てと比較して、アップリン
ク（ＵＬ）グラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外されるか、または前記
アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する
インジケータをさらに備える前記アップリンクグラントを受信すること（４２）と、
　前記アップリンクグラント、および前記アップリンクグラントの前記インジケータを復
号すること（４４）と、
　前記アップリンクグラントから、前記アップリンクリソース割り当てを決定し、前記イ
ンジケータから、前記少なくとも１つのアップリンクリソースを決定すること（４６）と
、
　前記決定されたアップリンクリソース割り当ておよび前記決定された少なくとも１つの
アップリンクリソースに従って、アップリンクデータを前記ネットワークノードに送信す
ること（４８）とを備える、方法。
【請求項１８】
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　前記インジケータが、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて
、前記少なくとも１つのアップリンクリソースが、前記アップリンクグラントの前記アッ
プリンクリソース割り当てから除外されることを指示する場合、アップリンクデータを、
前記除外されたアップリンクリソースで前記ネットワークノードに送信するのをやめる、
請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記インジケータが、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて
、前記少なくとも１つのアップリンクリソースが、前記アップリンクグラントの前記アッ
プリンクリソース割り当てに追加されることを指示する場合、アップリンクデータを、前
記リソース割り当ての前記アップリンクリソースおよび前記追加されたアップリンクリソ
ースで、前記ネットワークノードに送信する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームは、前記インジケータを含む前
記アップリンクグラントが受信される前記サブフレームの後の最初のアップリンクサブフ
レームである、請求項１７から１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記インジケータは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームを備える
アップリンクサブフレームのセットについて、前記少なくとも１つのアップリンクリソー
スが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外されるか
、または前記アップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する、請求項１７に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記インジケータは、少なくとも１ビットを備えるビットフィールドであり、前記ビッ
トフィールドは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームを指し示す、請
求項１７から２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記インジケータは、前記ネットワークノードから受信される無線リソース制御メッセ
ージなどの、上位レイヤシグナリングによって設定された前記アップリンクリソースのセ
ットを指示する、請求項１７から２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記アップリンクリソースの前記セットは、前記１つまたは複数の特定のアップリンク
サブフレームについて、リソースの前記セットの前記少なくとも１つのアップリンクリソ
ースが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外される
か、または前記アップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する前記アップリ
ンクグラントの中のインデックスによって指示される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　プロセッサ（８２）およびメモリ（８４）を備える通信デバイス（８０、９０、１００
）であって、前記メモリは、前記プロセッサ（８２）によって実行可能な命令を備え、こ
れにより通信デバイスは、
　ネットワークノード（５０、６０、７０）から、アップリンクリソース割り当てを備え
、１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて、少なくとも１つのアップ
リンクリソースが、他のサブフレームにおけるリソース割り当てと比較して、アップリン
ク（ＵＬ）グラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外されるか、または前記
アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する
インジケータをさらに備える前記アップリンクグラントを受信し、
　前記アップリンクグラント、および前記アップリンクグラントの前記インジケータを復
号し、
　前記アップリンクグラントから、前記アップリンクリソース割り当てを決定し、前記イ
ンジケータから、前記少なくとも１つのアップリンクリソースを決定し、
　前記決定されたアップリンクリソース割り当ておよび前記決定された少なくとも１つの
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アップリンクリソースに従って、アップリンクデータを前記ネットワークノードに送信す
る
　ように動作可能である、通信デバイス。
【請求項２６】
　前記インジケータが、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて
、前記少なくとも１つのアップリンクリソースが、前記アップリンクグラントの前記アッ
プリンクリソース割り当てから除外されることを指示する場合、前記通信デバイスは、ア
ップリンクデータを、前記除外されたアップリンクリソースを使用して前記ネットワーク
ノードに送信するのをやめるように動作可能である、請求項２５に記載の通信デバイス（
８０、９０、１００）。
【請求項２７】
　前記インジケータが、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームについて
、前記少なくとも１つのアップリンクリソースが前記アップリンクグラントの前記アップ
リンクリソース割り当てに追加されることを指示する場合、前記通信デバイスは、前記リ
ソース割り当ての前記アップリンクリソースを使用して、および前記追加されたアップリ
ンクリソースも使用して、アップリンクデータを前記ネットワークノードに送信するよう
に動作可能である、請求項２５に記載の通信デバイス（８０、９０、１００）。
【請求項２８】
　前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームは、前記インジケータを含む前
記アップリンクグラントが受信される前記サブフレームの後の最初のアップリンクサブフ
レームである、請求項２５から２７のいずれか一項に記載の通信デバイス（８０、９０、
１００）。
【請求項２９】
　前記インジケータは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームを備える
アップリンクサブフレームのセットについて、前記少なくとも１つのアップリンクリソー
スが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外されるか
、または前記アップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する、請求項２５に
記載の通信デバイス（８０、９０、１００）。
【請求項３０】
　前記インジケータは、少なくとも１ビットを備えるビットフィールドであり、前記ビッ
トフィールドは、前記１つまたは複数の特定のアップリンクサブフレームを指し示す、請
求項２５から２９のいずれか一項に記載の通信デバイス（８０、９０、１００）。
【請求項３１】
　前記インジケータは、前記ネットワークノードから受信される無線リソース制御メッセ
ージなどの、上位レイヤシグナリングによって設定された前記アップリンクリソースのセ
ットを指示する、請求項２５から３０のいずれか一項に記載の通信デバイス（８０、９０
、１００）。
【請求項３２】
　前記アップリンクリソースの前記セットは、前記１つまたは複数の特定のアップリンク
サブフレームについて、リソースの前記セットの前記少なくとも１つのアップリンクリソ
ースが、前記アップリンクグラントの前記アップリンクリソース割り当てから除外される
か、または前記アップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する前記アップリ
ンクグラントの中のインデックスによって指示される、請求項３１に記載の通信デバイス
（８０、９０、１００）。
【請求項３３】
　少なくとも１つのプロセッサ上で実行されると、前記少なくとも１つのプロセッサに、
請求項１から８、および１７から２４のいずれか一項に記載の方法を実施させる命令を備
えるコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　請求項３３に記載のコンピュータプログラムを含む、コンピュータ可読記憶媒体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、物理アップリンクチャネルのマルチサブフレームスケジューリングおよび多
重化に関する。さらに詳細には、本開示は、複数の時間インスタンスにおいてアップリン
クリソースをスケジュールすること、および前記スケジュールされたアップリンクリソー
スに従ってアップリンクデータを送信することに関連する、ネットワークノード、通信デ
バイス、および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　時分割複信（ＴＤＤ）システムでは、アップリンク（ＵＰ）送信とダウンリンク（ＤＬ
）送信とは、同じ周波数帯域で、しかし異なる時間インスタンスにおいて行われる。所与
のサブフレームは、アップリンクまたはダウンリンクのいずれかの送信のためにのみ割り
振られてもよい。
【０００３】
　図１は、アップリンクおよびダウンリンクの両方において基地局１２と通信する通信デ
バイス１０を概略的に示す。
【０００４】
　静的時分割複信システムでは、固定のパターン、つまり時分割複信設定が、どのサブフ
レームがそれぞれアップリンクおよびダウンリンクのために指示されるかを指定する。
【０００５】
　完全動的時分割複信システムでは、どのサブフレームがそれぞれアップリンクとダウン
リンクのために指示されるかを指定する固定のパターンはない。
【０００６】
　その代わり、どのサブフレームがアップリンクおよびダウンリンク送信に使用されるべ
きかは、アップリンク／ダウンリンクのトラフィックパターンに応じて基地局のスケジュ
ーラによって継続的に、または「オンザフライ」で決定される。
【０００７】
　しかし、どのサブフレームが使用されるかについての特定の制約が適用される。一部の
サブフレームは、たとえばダウンリンク制御情報およびチャネル状態情報参照シンボル（
ＣＳＩ－ＲＳ）の送信を可能にするためにダウンリンクサブフレームとなるように固定さ
れる。
【０００８】
　その他のサブフレームは、アップリンク制御情報および／またはランダムアクセスシグ
ナリングのアップリンク送信用に固定される。
【０００９】
　たとえば、アップリンクサブフレームの需要が高いシナリオにおいては、ｎ個の連続す
るアップリンクサブフレームが後に続く単一のダウンリンクサブフレームがあってもよく
、ここでｎはおよそ数十であってもよい。このシナリオにおいては、すべてのｎ個のアッ
プリンクサブフレームが、基地局によってスケジュールされ、前記単一のダウンリンクサ
ブフレームにおいてユーザ機器（ＵＥ）などの通信デバイスに対して許可される必要があ
る。これは、マルチサブフレームスケジューリングとして知られる。その後、ユーザ機器
に許可されたリソース割り当ては、すべての後続のアップリンクサブフレームに適用され
、新しいアップリンクグラントが通信デバイスによって受信されるまで有効である。
【００１０】
　ダウンリンクデータ送信をサポートするために、アップリンクのフィードバック情報が
必要とされる。フィードバック情報の例は、ダウンリンクで送信されたデータが正常に受
信されたかどうかを指示する確認応答、およびチャネル状態情報である。
【００１１】
　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）標準の現在使用可能なリリースに
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おいて、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、専用のアップリンク制御チャ
ネルである。このチャネルは常に、システム帯域幅の端に位置する多数の物理リソースブ
ロック（ＰＲＢ）で送信される。これらの物理リソースブロックは、アップリンク制御シ
グナリングのために予約され、したがって物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）
送信のためにスケジュールされることはない。
【００１２】
　ＬＴＥの将来のリリースにおいては、ＥＰＵＣＣＨとしても知られるエボルブド物理ア
ップリンク制御チャネルが規定されている。このチャネルは、物理リソースブロックのセ
ットをスペクトル内のどこにでも割り当てることができ、これらの割り当てがユーザ機器
の異なるセットによって使用されてもよいという意味で、より柔軟になるように構想され
る。
【００１３】
　どのエボルブド物理アップリンク制御チャネルリソースを特定のユーザ機器が使用し得
るかは、アップリンクグラントにおいて、上位レイヤシグナリングを通じて明示的または
暗黙的に設定可能であってもよい。基地局は、ダウンリンク制御チャネルを使用すること
によって、エボルブド物理アップリンク制御チャネル上の通信デバイスにフィードバック
情報を要求する。通常、単一サブフレームは、基地局がアップリンクデータ送信にスケジ
ュールしたサブフレームの数に関わりなく、フィードバック情報を提供するのに十分であ
る。
【００１４】
　既存のスケジューリング技術に関わる問題は、未使用のアップリンクリソースであり、
これは、物理アップリンク制御チャネル／エボルブド物理アップリンク制御チャネルリソ
ースが、予約されてはいるが現在のアップリンクグラントフォーマットを適用して使用す
ることができないことの結果である。したがって、未使用のアップリンクリソースは浪費
である。
【００１５】
　現在のアップリンクグラントフォーマットは、アップリンク内のリソース割り当てをス
ケジュールし、新しいアップリンクグラントが特定のユーザ機器で受信されるまで、すべ
てのアップリンクサブフレームに適用される。
【００１６】
　問題の１つの例は以下のようなものである。
　第１のユーザ機器が、数多くの連続するアップリンクサブフレーム中に物理アップリン
ク共有チャネル送信のリソース割り当てを許可されたと仮定する。さらに、第２のユーザ
機器が、前記アップリンクサブフレームの１つのエボルブド物理アップリンク制御チャネ
ル上で送信するようスケジュールされると仮定する。基本的に２つの可能な状況がある。
【００１７】
　第１の状況においては、多数の物理リソースブロックは常にエボルブド物理アップリン
ク制御チャネルに予約される。これらの物理リソースブロックは、エボルブド物理アップ
リンク制御チャネルが前記ユーザ機器間で多重化される場合、すべてのユーザ機器の共通
リソースであってもよいか、またはユーザ機器ごと、もしくはユーザ機器のセットごとに
別個のリソースであってもよい。そして、これらの予約済みリソースは、第１のユーザ機
器からの物理アップリンク共有チャネル送信と第２のユーザ機器２からのエボルブド物理
アップリンク制御チャネル送信との衝突を引き起こさないように、アップリンクの第１の
ユーザ機器（およびすべての他のユーザ機器）のリソースをスケジュールする場合に基地
局によって回避されてもよい。
【００１８】
　しかし、これは、エボルブド物理アップリンク制御チャネルが、ｎ個のアップリンクサ
ブフレームの継続時間中に、１回または多くとも数回しか使用されないシナリオにおいて
は浪費である。残りのサブフレームのすべてにおいて、エボルブド物理アップリンク制御
チャネルに予約されているリソースが未使用であった場合、使用可能なスケジューリング
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メカニズムがあったとすれば、これらのリソースは代わりに物理アップリンク共有チャネ
ル送信によって使用されていた可能性もある。
【００１９】
　アップリンクグラントのアップリンクリソースのスケジューリングは、別のアップリン
クグラントがユーザ機器によって受信されるまで、すべての物理アップリンク共有チャネ
ルサブフレームに適用される。これは、浪費のシナリオに至ることもある。
【００２０】
　さらに、同時のエボルブド物理アップリンク制御チャネル使用に適した物理アップリン
ク共有チャネルリソース割り当てを含む前記別のアップリンクグラントは、許可されたア
ップリンクリソースのアップリンクサブフレームの直前のダウンリンクサブフレームのエ
ボルブド物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）で送信され、これはアップリン
クサブフレームに対する需要が顕著な場合、著しく浪費となる。
【００２１】
　第２の状況においては、スケジューラは、潜在的なエボルブド物理アップリンク制御チ
ャネル送信の予約済み割り当てを考慮に入れるのではなく、エボルブド物理アップリンク
制御チャネル送信に他のリソースを使用する。この場合、スケジューリングは結果として
、第１のユーザ機器の物理アップリンク共有チャネル送信と、他のユーザ機器からのエボ
ルブド物理アップリンク制御チャネル送信との衝突をもたらす。
【００２２】
　アップリンクサブフレームで予約された物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）
ソースがある場合、同様の状況が発生する。これらのソースは、任意のユーザ機器からの
潜在的ランダムアクセスシグナリングに予約された物理リソースブロックである。ランダ
ムアクセスシグナリングは、予約されているアップリンクサブフレームの一部、通常はか
なり少数で生じ、したがって、エボルブド物理アップリンク制御チャネルと同じ問題を引
き起こす。
【００２３】
　現在のスケジューリングメカニズムにより、物理ランダムアクセスチャネル送信と第１
のユーザ機器の物理アップリンク共有チャネル送信との間に潜在的な衝突があるか、また
は物理ランダムアクセスチャネル送信に予約されたリソースがアップリンクサブフレーム
で使用されないことによって浪費される。
【００２４】
　しかし、ランダムアクセスの試行は、基地局によってスケジュールされてもよい。この
場合、リソースはその結果この特定のサブフレームのアップリンクグラントから除外され
るべきであることが暗黙的に理解されてもよい。しかし、多くのランダムアクセスの試行
がスケジュールされず、そのような場合に基地局がそれらのリソースでアップリンクデー
タをスケジュールすることがあり、衝突が予防され得ない状況に至ることがある。
【００２５】
　したがって、上記で説明される課題に対処する解決策が必要とされている。
【発明の概要】
【００２６】
　上記で概説される課題の少なくとも一部に対処することは、例示的な実施形態の目的で
あり、この目的およびその他の目的は、添付の独立クレームによるネットワークノードお
よび通信デバイスならびにその方法によって、および従属クレームによる例示的な実施形
態によって達成される。
【００２７】
　一態様によれば、例示的な実施形態は、複数の時間インスタンスにおいてアップリンク
（ＵＰ）リソースのスケジューリングのためにネットワークノードによって実行される方
法を提供する。方法は、アップリンクリソース割り当てを備えるアップリンクグラントに
インジケータを含めることを備え、インジケータは、複数の時間インスタンスの少なくと
も１つのアップリンク時間インスタンスについて、少なくとも１つのアップリンクリソー
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スが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外されるか、または
アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する。方
法はまた、インジケータを含むアップリンクグラントを、少なくとも１つの通信デバイス
に送信することを備える。加えて、方法は、少なくとも１つの通信デバイスから、送信さ
れたアップリンクグラントに従ったアップリンク送信を受信することを備える。
【００２８】
　もう１つの態様によれば、例示的な実施形態は、複数の時間インスタンスにおいてアッ
プリンク（ＵＬ）リソースをスケジュールするように適合されたネットワークノードを提
供する。ネットワークノードは、プロセッサおよびメモリを備える。メモリは、プロセッ
サによって実行可能な命令を備え、これによりネットワークノードは、アップリンクリソ
ース割り当てを備えるアップリンクグラントにインジケータを含めるように動作可能であ
り、インジケータは、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時間イン
スタンスについて、少なくとも１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントの
アップリンクリソース割り当てから除外されるか、またはアップリンクグラントのアップ
リンクリソース割り当てに追加されることを指示する。ネットワークノードは、インジケ
ータを含むアップリンクグラントを、少なくとも１つの通信デバイスに送信するようにさ
らに動作可能である。加えて、ネットワークノードはまた、少なくとも１つの通信デバイ
スから、送信されたアップリンクグラントに従ったアップリンク送信を受信するように動
作可能である。
【００２９】
　さらにもう１つの態様によれば、例示的な実施形態は、通信デバイスにおける方法を提
供する。方法は、ネットワークノードから、アップリンクリソース割り当てを備え、複数
の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスについて、少なく
とも１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り
当てから除外されるか、またはアップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに
追加されることを指示するインジケータをさらに備えるアップリンクグラントを受信する
ことを備える。方法はまた、アップリンクグラント、およびアップリンクグラントのイン
ジケータを復号することを備える。方法はまた、アップリンクグラントから、アップリン
クリソース割り当てを決定すること、およびインジケータから、少なくとも１つのアップ
リンクリソースを決定することを備える。加えて、方法は、決定されたアップリンクリソ
ース割り当ておよび決定された少なくとも１つのアップリンクリソースに従って、アップ
リンクデータをネットワークノードに送信することを備える。
【００３０】
　さらにもう１つの態様によれば、例示的な実施形態は、プロセッサおよびメモリを備え
る通信デバイスを提供する。メモリは、プロセッサによって実行可能な命令を備え、これ
により通信デバイスは、ネットワークノードから、アップリンクリソース割り当てを備え
、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスについて、
少なくとも１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソー
ス割り当てから除外されるか、またはアップリンクグラントのアップリンクリソース割り
当てに追加されることを指示するインジケータをさらに備えるアップリンクグラントを受
信するように動作可能である。メモリはまた、プロセッサによって実行可能な命令を備え
、これにより通信デバイスは、アップリンクグラント、およびアップリンクグラントのイ
ンジケータを復号するように動作可能である。メモリはまた、プロセッサによって実行可
能な命令を備え、これにより通信デバイスは、アップリンクグラントからアップリンクリ
ソース割り当てを決定し、インジケータから少なくとも１つのアップリンクリソースを決
定するように動作可能である。加えて、メモリは、プロセッサによって実行可能な命令を
備え、これにより通信デバイスは、決定されたアップリンクリソース割り当ておよび決定
された少なくとも１つのアップリンクリソースに従って、アップリンクデータをネットワ
ークノードに送信するように動作可能である。
【００３１】
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　本開示は、多数の利点を提供する。
　単一のスケジューリンググラントで、背景技術のセクションにおいて説明されるように
、問題のある状況を処理することができる。インジケータの形態の、アップリンクグラン
トサイズのわずかな増加は、リソースをあらゆるサブフレームで予約し、前記予約済みリ
ソースをほとんど使用しないことによってアップリンクリソースを浪費する必要なく、通
信デバイスによって使用される物理チャネル上の衝突のない送信を可能にする。
【００３２】
　アップリンク制御情報または物理ランダムアクセスチャネルのために割り当てられるリ
ソースが、少なくとも１つのアップリンクリソースがアップリンクグラントのアップリン
クリソース割り当てから除外されるかまたはアップリンクグラントのアップリンクリソー
ス割り当てに追加されることを指示するインジケータを動的に変更することによって、瞬
時的なシステム負荷に従って動的に変更され得ることもまた有利である。
【００３３】
　これ以降、実施形態が、さらに詳細に、添付の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】基地局と通信する通信デバイスを概略的に示す図である。
【図２】例示的な実施形態による、ネットワークノードにおいて実行される方法を示す流
れ図である。
【図３】例示的な実施形態による、スケジューリンググラントのインジケータを示す概略
図である。
【図４】例示的な実施形態による、通信デバイスにおいて実行される方法を示す流れ図で
ある。
【図５】例示的な実施形態によるネットワークノードを示す図である。
【図６】例示的な実施形態によるネットワークノードを示す図である。
【図７】例示的な実施形態によるネットワークノードを示す図である。
【図８】例示的な実施形態による通信デバイスを示す図である。
【図９】例示的な実施形態による通信デバイスを示す図である。
【図１０】例示的な実施形態による通信デバイスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下の説明において、例示的な実施形態のさまざまな実施形態は、添付の図面を参照し
てさらに詳細に説明される。限定のためではなく説明の目的で、十分な理解をもたらすた
めに、特定の例および技法などの具体的な詳細が示される。
【００３６】
　本発明は、１つまたは複数の特定のサブフレームのリソース割り当てが、他のサブフレ
ームのリソース割り当てと比較して、特定の方法で変更されるべきであることを通信デバ
イスに指示するインジケータを含めることによって、リソースの割り当てのための既存の
アップリンクグラントフォーマットを拡張することを提案する。
【００３７】
　本明細書において提案される拡張されたアップリンクグラントフォーマットは、マルチ
サブフレームリソースを割り当てるために使用される。
【００３８】
　本明細書において提案されるインジケータは、１つまたは複数の特定のサブフレームま
たはサブフレームについて、リソース割り当てが特定の方法で変更されるべきであること
を、ユーザ機器（ＵＥ）などの通信デバイスに指示する、修飾子、（１つまたは複数の）
修飾子フィールドと見なされてもよい。
【００３９】
　インジケータまたは修飾子は、アップリンクグラントの一部の指示されるリソースブロ
ック（ＲＢ）を１つまたは複数の特定のサブフレームに含めず、それによりユーザ機器か
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らの物理アップリンク制御チャネル／エボルブド物理アップリンク制御チャネル／物理ラ
ンダムアクセスチャネル送信のために余地を残すことを指示してもよい。
【００４０】
　インジケータまたは修飾子は、通常の、つまり未変更のグラントに含まれていない一部
の追加のリソースブロックが、追加され、追加されたリソースブロックと共にサブフレー
ムで物理アップリンク共有チャネルに使用されることを指示してもよい。それによりこれ
らの追加のリソースブロックを、物理アップリンク制御チャネル／エボルブド物理アップ
リンク制御チャネル／物理ランダムアクセスチャネル送信が行われていないサブフレーム
の物理アップリンク共有チャネルに使用できるようになる。
【００４１】
　インジケータまたは修飾子は、指示されるリソースブロックが、未変更の元の割り当て
を参照することなく、インジケータまたは修飾子によって完全に指定されるようなもので
あってもよい。
【００４２】
　リソース割り当てを変更されるべきサブフレームは、アップリンクグラントを含むダウ
ンリンクサブフレームの後の最初のアップリンクサブフレームであってもよく、その後、
未変更のリソース割り当ては、新しいアップリンクグラントが受信されるまで、すべての
後続のアップリンクサブフレームに使用される。
【００４３】
　インジケータは、たとえば、変更されたリソース割り当てが適用されるべき特定のサブ
フレームのセットを指し示すかまたは任意の他の方法で指定するビットフィールドのよう
な情報を含むインジケータフィールドであってもよい。
【００４４】
　インジケータは、アップリンクグラントに含まれてもよく、無線リソース制御（ＲＲＣ
）メッセージなどの、上位レイヤシグナリングによって設定されたリソースのセットを参
照してもよい。そのようなアップリンクグラントを受信した通信デバイスは、変更が適用
されるアップリンクサブフレームの設定済みのリソースで物理アップリンク共有チャネル
を送信することを回避する。
【００４５】
　インジケータまたは修飾子は、複数の異なる修飾子のセットが、ＲＲＣメッセージによ
るなど、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいことを指示することがある。
ＮＷは、セット内のどの修飾子が適用されるべきかを指示する、アップリンクグラントの
選択された修飾子インデックスをシグナリングしてもよい。
【００４６】
　インジケータはまた、異なる変更が異なるサブフレームに適用されることを指示しても
よい。変更は、変更の同じ１つの事前設定済みセットから、または異なるセットを使用す
ることによって選択されてもよい。
【００４７】
　この変更済みリソース割り当ては、後段においてさらに説明されるように、相互に衝突
を生じるリスクをおかすことなく、物理アップリンク制御チャネル／エボルブド物理アッ
プリンク制御チャネル、物理ランダムアクセスチャネル、および物理アップリンク共有チ
ャネル送信を可能にする。
【００４８】
　既存のアップリンクグラントフォーマットは、リソースブロック（ＲＢ）割り当ての形
態でアップリンクリソース割り当てを含む。リソースブロック割り当ては、上記で示され
るように、マルチサブフレームスケジューリングに使用されてもよい。
【００４９】
　図２は、例示的な実施形態による、ネットワークノードによって実行される方法を示す
流れ図である。方法は、複数の時間インスタンスにおけるアップリンク（ＵＬ）リソース
のスケジューリングのために実行される。方法は、アップリンクリソース割り当てを備え
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るアップリンクグラントにインジケータを含めること２２を備え、インジケータは、複数
の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスについて、少なく
とも１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り
当てから除外されるか、またはアップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに
追加されることを指示する。方法はまた、インジケータを含むアップリンクグラントを、
少なくとも１つの通信デバイスに送信すること２４を備える。加えて、方法は、少なくと
も１つの通信デバイスから、送信されたアップリンクグラントに従ったアップリンク送信
を受信すること２６を備える。
【００５０】
　インジケータは、少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスについて、少なくと
も１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当
てのリソースブロックから除外された少なくとも１つのリソースブロック（ＲＢ）に対応
してもよいことを指示する。たとえば、アップリンクリソース割り当てのリソースブロッ
クからアップリンクリソースを除外することによって、これらの除外されたリソースは、
１つまたは複数の通信デバイスによる物理アップリンク制御チャネル／エボルブド物理ア
ップリンク制御チャネルまたは物理ランダムアクセスチャネル送信に使用されてもよい。
【００５１】
　インジケータは、少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスについて、少なくと
も１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当
てのリソースブロックに追加された少なくとも１つのリソースブロックに対応してもよい
ことを指示する。たとえば、未使用の物理アップリンク制御チャネル／エボルブド物理ア
ップリンク制御チャネルまたは物理ランダムアクセスチャネルリソースに対応するリソー
スが、割り当てられたリソースに追加されて、物理アップリンク共有チャネル送信に使用
されてもよい。
【００５２】
　方法の少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスは、インジケータを含むアップ
リンクグラントが送信される時間インスタンスの後の最初のアップリンクサブフレームで
あってもよい。
【００５３】
　インジケータは、少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスを備えるアップリン
ク時間インスタンスのセットについて、少なくとも１つのアップリンクリソースが、アッ
プリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外されるか、またはアップリン
クグラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指示してもよい。（ＵＬ
）時間インスタンスは、サブフレームまたはスケジューリング時間間隔であってもよい。
【００５４】
　インジケータは、少なくとも１ビットを備えるビットフィールドであってもよく、ビッ
トフィールドは、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時間インスタ
ンスを指し示す。図３は、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時間
インスタンスを指し示す多数のビットフィールド３２を有するインジケータ３０を概略的
に示す。
【００５５】
　インジケータまたは修飾子は、修飾子またはインジケータによって指定または指示され
ていないその他のアップリンクサブフレームと比較して、割り当てられているリソースの
１つまたは複数のアップリンクサブフレームが、変更済みの割り当てを有するように、ア
ップリンクグラントフォーマットの既存のフォーマットを変更する。
【００５６】
　インジケータは、代替的に、無線リソース制御メッセージなどの上位レイヤシグナリン
グによって設定された前記アップリンクリソースのセットを指示してもよい。上位レイヤ
シグナリングは、ネットワークノードから通信デバイスへのメッセージ、コマンド、また
は設定の送信を意味してもよい。
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【００５７】
　アップリンクリソースのセットは、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップ
リンク時間インスタンスについて、リソースのセットの少なくとも１つのアップリンクリ
ソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外されるか、ま
たはアップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに追加されてもよいことを指
示する、アップリンクグラントの中のインデックスによって指示される。
【００５８】
　図４は、それぞれ図８、図９、および図１０において呈示される、通信デバイス８０、
９０、１００において実行される方法を示す流れ図である。方法は、それぞれ図５、図６
、および図７において呈示されるネットワークノード５０、６０、７０から、アップリン
クリソース割り当てを備え、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時
間インスタンスについて、少なくとも１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラ
ントのアップリンクリソース割り当てから除外されるか、またはアップリンクグラントの
アップリンクリソース割り当てに追加されることを指示するインジケータをさらに備える
アップリンクグラントを受信すること４２を備える。方法はまた、アップリンクグラント
、およびアップリンクグラントのインジケータを復号すること４４を備える。方法はまた
、アップリンクグラントから、アップリンクリソース割り当てを決定すること４６、およ
びインジケータから、少なくとも１つのアップリンクリソースを決定することを備える。
加えて、方法は、決定されたアップリンクリソース割り当ておよび決定された少なくとも
１つのアップリンクリソースに従って、アップリンクデータをネットワークノードに送信
すること４８を備える。
【００５９】
　インジケータまたは修飾子が、少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスについ
て、少なくとも１つのアップリンクリソースがアップリンクグラントのアップリンクリソ
ース割り当てから除外されることを指示する場合、方法は、アップリンクデータを、除外
されたアップリンクリソースでネットワークノードに送信するのをやめることを備えても
よい。たとえば、インジケータが、少なくとも１つのアップリンクリソースがアップリン
クグラントのアップリンクリソース割り当てから除外されることを指示する場合、方法は
、これらの除外されたリソースを、通信デバイスによる物理アップリンク制御チャネル／
エボルブド物理アップリンク制御チャネルまたは物理ランダムアクセスチャネル送信に使
用することを備えてもよい。
【００６０】
　インジケータが、少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスについて、少なくと
も１つのアップリンクリソースがアップリンクグラントのアップリンクリソース割り当て
に追加されることを指示する場合、方法は、アップリンクデータを、リソース割り当ての
アップリンクリソースで、および追加されたアップリンクリソースで、ネットワークノー
ドに送信することを備えてもよい。たとえば、インジケータが、リソースがアップリンク
リソース割り当てに追加されることを指示する場合、未使用の物理アップリンク制御チャ
ネル／エボルブド物理アップリンク制御チャネルまたは物理ランダムアクセスチャネルリ
ソースに対応するリソースが、物理アップリンク共有チャネル送信に使用されてもよい。
【００６１】
　少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスは、インジケータを含むアップリンク
グラントが受信される時間インスタンス／間隔の後の最初のアップリンクサブフレームま
たは最初のスケジューリングアップリンク時間間隔であってもよい。
【００６２】
　インジケータは、少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスを含むアップリンク
時間インスタンスのセットについて、少なくとも１つのアップリンクリソースが、アップ
リンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外されるか、またはアップリンク
グラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指示してもよい。
【００６３】
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　インジケータは、少なくとも１ビットを備えるビットフィールドであってもよく、ビッ
トフィールドは、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時間インスタ
ンスを指し示す。
【００６４】
　インジケータは、ネットワークノードから受信される無線リソース制御メッセージなど
の、上位レイヤシグナリングによって設定された前記アップリンクリソースのセットを指
示してもよい。
【００６５】
　アップリンクグラントのインジケータは、複数の時間インスタンスの少なくとも１つの
アップリンク時間インスタンスについて、リソースのセットの少なくとも１つのアップリ
ンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外される
か、またはアップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指
示してもよい。
【００６６】
　図５は、複数の時間インスタンスにおいてアップリンク（ＵＬ）リソースをスケジュー
ルするように設定されたネットワークノード５０を概略的に提示する。ネットワークノー
ド５０は、プロセッサ５２およびメモリ５４を備える。メモリ５４は、プロセッサ５２に
よって実行可能な命令を備え、これによりネットワークノード５０は、アップリンクリソ
ース割り当てを備えるアップリンクグラントにインジケータを含めるように動作可能であ
り、インジケータは、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時間イン
スタンスについて、少なくとも１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントの
アップリンクリソース割り当てから除外されるか、またはアップリンクグラントのアップ
リンクリソース割り当てに追加されることを指示する。メモリ５４はまた、プロセッサ５
２によって実行可能な命令を備え、これによりネットワークノード５０は、インジケータ
を含むアップリンクグラントを少なくとも１つの通信デバイスに送信するように動作可能
である。メモリ５４はまた、プロセッサ５２によって実行可能な命令を備え、これにより
ネットワークノード５０は、送信されたアップリンクグラントに従ったアップリンク送信
を、少なくとも１つの通信デバイスから受信するように動作可能である。
【００６７】
　実施形態によれば、インジケータは、少なくとも１つのアップリンク時間インスタンス
について、少なくとも１つのリソースブロック（ＲＢ）に対応する少なくとも１つのアッ
プリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てのリソース
ブロックから除外されることを指示する。
【００６８】
　一実施形態によれば、インジケータは、少なくとも１つのアップリンク時間インスタン
スについて、少なくとも１つのリソースブロック（ＲＢ）に対応する少なくとも１つのア
ップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てのリソー
スブロックに追加されることを指示する。
【００６９】
　少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスは、インジケータを含むアップリンク
グラントが送信される時間インスタンスの後の最初のアップリンクサブフレームであって
もよい。
【００７０】
　一実施形態によれば、インジケータは、少なくとも１つのアップリンク時間インスタン
スを備えるアップリンク時間インスタンスのセットについて、少なくとも１つのアップリ
ンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外される
か、またはアップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指
示する。
【００７１】
　一実施形態によれば、インジケータは、少なくとも１ビットを備えるビットフィールド
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であり、ビットフィールドは、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク
時間インスタンスを指し示す。
【００７２】
　一実施形態によれば、インジケータは、無線リソース制御メッセージなどの上位レイヤ
シグナリングによって設定された前記アップリンクリソースのセットを指示する。
【００７３】
　一実施形態によれば、インジケータは、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのア
ップリンク時間インスタンスについて、アップリンクリソースのセットの少なくとも１つ
のアップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから
除外されるか、またはアップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに追加され
ることを指示する。
【００７４】
　図６は、複数の時間インスタンスにおいてアップリンク（ＵＬ）リソースをスケジュー
ルするように設定されたネットワークノード６０を概略的に提示する。ネットワークノー
ド６０は、スケジューリングユニット／モジュール６２、送信ユニット／モジュール６４
、および受信ユニット／モジュール６６を備える。スケジューリングユニット／モジュー
ル６２は、アップリンクリソース割り当てを備えるアップリンクグラントにインジケータ
を含めるように設定され、インジケータは、複数時間インスタンスの少なくとも１つのア
ップリンク時間インスタンスについて、少なくとも１つのアップリンクリソースが、アッ
プリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外されるか、またはアップリン
クグラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する。送信ユニット
／モジュール６４は、インジケータを含むアップリンクグラントを、少なくとも１つの通
信デバイスに送信する３４ように設定される。受信ユニット／モジュール６６は、少なく
とも１つの通信デバイスから、送信されたアップリンクグラントに従ったアップリンク送
信を受信する３６ようにさらに設定される。
【００７５】
　スケジューリングユニット／モジュール６２は、ネットワークノード６０の処理ユニッ
ト／モジュールの一部であってもよい。同様に、ネットワークノード６０のユニット／モ
ジュールの１つまたは複数は、ネットワークノード６０の別のユニット／モジュールであ
ってもよい。ネットワークノード６０はまた、メモリユニット／モジュール６８を備えて
もよい。
【００７６】
　インジケータが指示しうるものを開示する実施形態がすでに開示されているという理由
により、それらは繰り返されることはない。
【００７７】
　図７はまた、複数の時間インスタンスにおいてアップリンク（ＵＬ）リソースをスケジ
ュールするように設定されたネットワークノード７０を概略的に提示する。ネットワーク
ノード７０は、プロセッサ７２、送信器７４、および受信器７６を備える。プロセッサ７
２は、アップリンクリソース割り当てを備えるアップリンクグラントにインジケータを含
めるように設定され、インジケータは、複数時間インスタンスの少なくとも１つのアップ
リンク時間インスタンスについて、少なくとも１つのアップリンクリソースが、アップリ
ンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外されるか、またはアップリンクグ
ラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指示する。送信器７４は、イ
ンジケータを含むアップリンクグラントを、少なくとも１つの通信デバイスに送信するよ
うに設定される。受信器７６は、少なくとも１つの通信デバイスから、送信されたアップ
リンクグラントに従ったアップリンク送信を受信するように設定される。
【００７８】
　プロセッサ７２は、ネットワークノード７０の別のユニットまたはモジュールの一部で
あってもよい。ネットワークノード７０はまた、メモリ７８を備えてもよい。
【００７９】
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　インジケータまたは修飾子が指示しうるものを開示する実施形態は、すでに開示されて
いるので、繰り返されることはない。
【００８０】
　図８は、プロセッサ８２およびメモリ８４を備える通信デバイス８０を概略的に提示す
る。メモリ８４は、プロセッサ８２によって実行可能な命令を備え、これにより通信デバ
イス８０は、ネットワークノード５０、６０、７０から、アップリンクリソース割り当て
を備え、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスにつ
いて、少なくとも１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンク
リソース割り当てから除外されるか、またはアップリンクグラントのアップリンクリソー
ス割り当てに追加されることを指示するインジケータをさらに備えるアップリンクグラン
トを受信するように動作可能である。メモリ８４はまた、プロセッサ８２によって実行可
能な命令を備え、これにより通信デバイス８０は、アップリンクグラント、およびアップ
リンクグラントのインジケータを復号するように動作可能である。メモリ８４はまた、プ
ロセッサ８２によって実行可能な命令を備え、これにより通信デバイス８０は、アップリ
ンクグラントからアップリンクリソース割り当てを決定し、インジケータから少なくとも
１つのアップリンクリソースを決定するように動作可能である。加えて、メモリ８４は、
プロセッサ８２によって実行可能な命令を備え、これにより通信デバイス８０は、決定さ
れたアップリンクリソース割り当ておよび決定された少なくとも１つのアップリンクリソ
ースに従って、アップリンクデータをネットワークノードに送信するように動作可能であ
る。
【００８１】
　実施形態によれば、インジケータが、少なくとも１つのアップリンク時間インスタンス
について、少なくとも１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリ
ンクリソース割り当てから除外されることを指示する場合、通信デバイス８０は、アップ
リンクデータを、除外されたアップリンクリソースを使用してネットワークノードに送信
するのをやめるように動作可能である。
【００８２】
　実施形態によれば、インジケータが、少なくとも１つのアップリンク時間インスタンス
について、少なくとも１つのアップリンクリソースがアップリンクグラントのアップリン
クリソース割り当てに追加される場合、通信デバイス８０は、リソース割り当てのアップ
リンクリソースを使用して、および追加されたアップリンクリソースを使用して、アップ
リンクデータをネットワークノードに送信するように動作可能である。
【００８３】
　少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスは、インジケータを含むアップリンク
グラントが受信される時間インスタンスの後の最初のアップリンクサブフレームであって
もよい。
【００８４】
　一実施形態によれば、インジケータは、少なくとも１つのアップリンク時間インスタン
スを備えるアップリンク時間インスタンスのセットについて、少なくとも１つのアップリ
ンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外される
か、またはアップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指
示する。
【００８５】
　一実施形態によれば、インジケータは、少なくとも１ビットを備えるビットフィールド
であり、ビットフィールドは、複数の時間インスタンスの少なくとも１つのアップリンク
時間インスタンスを指し示す。
【００８６】
　一実施形態によれば、インジケータは、ネットワークノードから受信される無線リソー
ス制御メッセージなどの、上位レイヤシグナリングによって設定された前記アップリンク
リソースのセットを指示する。
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【００８７】
　一実施形態によれば、前記アップリンクリソースのセットは、複数の時間インスタンス
の少なくとも１つのアップリンク時間インスタンスについて、リソースのセットの少なく
とも１つのアップリンクリソースが、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り
当てから除外されるか、またはアップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに
追加されることを指示するアップリンクグラントの中のインデックスによって指示される
。
【００８８】
　図９は、受信ユニット／モジュール９２、復号ユニット／モジュール９４、処理ユニッ
ト／モジュール９６、および送信ユニット／モジュール９８を備える通信デバイス９０を
概略的に提示する。受信ユニット／モジュール９２は、ネットワークノード５０、６０、
７０から、アップリンクリソース割り当てを備え、複数の時間インスタンスの少なくとも
１つのアップリンク時間インスタンスについて、少なくとも１つのアップリンクリソース
が、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外されるか、またはア
ップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指示するインジ
ケータをさらに備えるアップリンクグラントを受信するように設定される。復号ユニット
／モジュール９４は、アップリンクグラント、およびアップリンクグラントのインジケー
タを復号するように設定される。処理ユニット／モジュール９６は、アップリンクグラン
トから、アップリンクリソース割り当てを決定し、インジケータから、少なくとも１つの
アップリンクリソースを決定するように設定される。送信ユニット／モジュール９８は、
決定されたアップリンクリソース割り当ておよび決定された少なくとも１つのアップリン
クリソースに従って、アップリンクデータをネットワークノードに送信するように設定さ
れる。
【００８９】
　復号ユニット／モジュール９４は、処理ユニット／モジュール９６の一部であってもよ
い。同様に、通信デバイス９０のユニット／モジュールの１つまたは複数は、通信デバイ
ス９０の別のユニット／モジュールに含まれてもよい。通信デバイス９０は、メモリユニ
ット／モジュール９９を備えてもよい。
【００９０】
　インジケータまたは修飾子が指示しうるものを開示する実施形態は、すでに開示されて
おり、この理由により繰り返されることはない。
【００９１】
　図１０はまた、受信器１０２、プロセッサ１０４、および送信器１０６を備える通信デ
バイス１００を概略的に提示する。受信器１０２は、ネットワークノード５０、６０、７
０から、アップリンクリソース割り当てを備え、複数の時間インスタンスの少なくとも１
つのアップリンク時間インスタンスについて、少なくとも１つのアップリンクリソースが
、アップリンクグラントのアップリンクリソース割り当てから除外されるか、またはアッ
プリンクグラントのアップリンクリソース割り当てに追加されることを指示するインジケ
ータをさらに備えるアップリンクグラントを受信するように設定される。プロセッサ１０
４は、アップリンクグラント、およびアップリンクグラントのインジケータを復号するよ
うに設定される。プロセッサ１０４はまた、アップリンクグラントから、アップリンクリ
ソース割り当てを決定し、インジケータから、少なくとも１つのアップリンクリソースを
決定するように設定される。送信器１０６は、決定されたアップリンクリソース割り当て
および決定された少なくとも１つのアップリンクリソースに従って、アップリンクデータ
をネットワークノードに送信するように設定される。
【００９２】
　通信デバイス１００は、メモリ１０８を備えてもよい。
【００９３】
　プロセッサ１０４は、通信デバイス１００の別のユニットまたはモジュールの一部であ
ってもよい。
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【００９４】
　インジケータまたは修飾子が指示しうるものを開示する実施形態は、すでに開示されて
いるので繰り返されることはない。
【００９５】
　ネットワークノード５０、６０、７０は、ｅＮｏｄｅＢを構成してもよい。
【００９６】
　通信デバイス８０、９０、１００は、ユーザ機器であってもよい。
【００９７】
　本開示はまた、少なくとも１つのプロセッサ上で実行されると、少なくとも１つのプロ
セッサに、添付の特許請求の範囲の請求項１から８、および１７から２４のいずれか一項
による方法を実施させる命令を備えるコンピュータプログラムを備える。
【００９８】
　本開示はまた、前項のコンピュータプログラムを含むキャリアを備え、キャリアは、電
子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうちの１つである。
【００９９】
　このように、アップリンクグラントの変更済みアップリンクリソース割り当てを指示す
るアップリンクグラントのインジケータまたは修飾子の紹介が提示されてきたが、これは
現在のアップリンクグラントフォーマットと比較すると、さらに柔軟なアップリンクスケ
ジューリングメカニズムを可能にする。
【０１００】
　本発明の例示的な実施形態の実施形態は、以下の利点を有する。単一のスケジューリン
ググラントで、背景技術のセクションにおいて説明されるように、問題のある状況を処理
することができる。インジケータの形態の、アップリンクグラントサイズのわずかな増加
は、リソースをあらゆるサブフレームで予約し、前記予約済みリソースをほとんど使用し
ないことによってアップリンクリソースを浪費する必要なく、通信デバイスによって使用
される物理チャネル上の衝突のない送信を可能にする。
【０１０１】
　アップリンク制御情報または物理ランダムアクセスチャネルのために割り当てられるリ
ソースが、少なくとも１つのアップリンクリソースがアップリンクグラントのアップリン
クリソース割り当てから除外されるかまたはアップリンクグラントのアップリンクリソー
ス割り当てに追加されることを指示するインジケータを動的に変更することによって、瞬
時的なシステム負荷に従って動的に変更され得ることもまた有利である。
【０１０２】
　上記で説明される実施形態は、例として与えられているに過ぎず、その他の解決策、用
途、目的、および機能が添付の特許請求の範囲において主張される実施形態の範囲内に明
らかに含まれるので、本発明の例示的な実施形態を限定するものではないことにさらに留
意されたい。
【０１０３】
　省略語
　ＣＳＩ－ＲＳ　チャネル状態情報参照シンボル
　ＤＬ　ダウンリンク
　ｅＮＢ　エボルブドＮｏｄｅＢ
　ＥＰＤＣＣＨ　エボルブド物理ダウンリンク制御チャネル
　ＰＵＣＣＨ　物理アップリンク制御チャネル
　ＥＰＵＣＣＨ　エボルブド物理アップリンク制御チャネル
　ＬＴＥ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
　ＰＲＢ　物理リソースブロック
　ＰＵＳＣＨ　物理アップリンク共有チャネル
　ＰＲＡＣＨ　物理ランダムアクセスチャネル
　ＴＤＤ　時分割複信
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　ＵＥ　ユーザ機器
　ＵＬ　アップリンク

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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