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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチキャリア動作のために構成されたユーザ機器により実行される、ワイヤレス通信
の方法であって、
　複数のキャリアに対してクロスキャリアシグナリングを可能にするステップであって、
クロスキャリアシグナリングを可能にすることは、情報フィールドを有効にすることを含
むステップと、
　クロスキャリアシグナリングが可能にされた複数のキャリアから、少なくとも1つのキ
ャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にするステップと、
　仮想巡回冗長検査のための復調参照信号フィールドの少なくとも一部の代わりに、情報
フィールドの少なくとも一部を使用するステップと、
　前記少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを有効にするステップ
であって、前記復調参照信号フィールドの少なくとも前記一部を用いて、アップリンクハ
イブリッド自動再送要求(HARQ)動作のためのリソースを得るステップを含む、ステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記リソースが、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)リソースを含む、請求項1に記
載の方法。
【請求項３】
　前記リソースがPHICHのコリジョンを低減する、請求項2に記載の方法。
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【請求項４】
　前記PHICHリソースが、アップリンクデータ送信の最初の物理リソースブロックに基づ
く、請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも1つのキャリアが、前記ユーザ機器のための主キャリアを含む、請求項1
に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザ機器が、2つ以上の準持続的なスケジューリングされたキャリアを有するよ
うに構成される、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　クロスキャリアシグナリングが可能ではない場合、情報フィールドは有効にされない、
請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　マルチキャリア動作のために構成されたワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のキャリアに対してクロスキャリアシグナリングを可能にするための手段であって
、クロスキャリアシグナリングを可能にする手段は、情報フィールドを有効にする手段を
含む手段と、
　クロスキャリアシグナリングが可能にされた複数のキャリアから、少なくとも1つのキ
ャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にするための手段であって、準持続的なス
ケジューリングを可能にする手段が、仮想巡回冗長検査のための復調参照信号フィールド
の少なくとも一部の代わりに、情報フィールドの少なくとも一部を使用する手段を含む手
段と、
　前記少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを有効にするための手
段であって、前記復調参照信号フィールドの少なくとも前記一部を用いて、アップリンク
ハイブリッド自動再送要求(HARQ)動作のためのリソースを得ることを含む、手段と
を含む、装置。
【請求項９】
　前記リソースが、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)リソースを含む、請求項8に記
載の装置。
【請求項１０】
　クロスキャリアシグナリングが可能ではない場合、情報フィールドは有効にされない、
請求項8に記載の装置。
【請求項１１】
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのマルチキャリア動作のために
構成される、コンピュータプログラムであって、
　複数のキャリアに対してクロスキャリアシグナリングを可能にするためのプログラムコ
ードであって、クロスキャリアシグナリングを可能にするプログラムコードは、情報フィ
ールドを有効にするプログラムコードを含むプログラムコードと、
　クロスキャリアシグナリングが可能にされた複数のキャリアから、少なくとも1つのキ
ャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にするためのプログラムコードであって、
準持続的なスケジューリングを可能にするプログラムコードが、仮想巡回冗長検査のため
の復調参照信号フィールドの少なくとも一部の代わりに、情報フィールドの少なくとも一
部を使用するプログラムコードを含むプログラムコードと、
　前記少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを有効にするためのプ
ログラムコードであって、前記復調参照信号フィールドの少なくとも前記一部を用いて、
アップリンクハイブリッド自動再送要求(HARQ)動作のためのリソースを得るためのプログ
ラムコードを含む、プログラムコードと
を含む、プログラムコードが記録された、非一時的なコンピュータ可読媒体を含む、コン
ピュータプログラム。
【請求項１２】
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　前記リソースが、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)リソースを含む、請求項11に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　クロスキャリアシグナリングが可能ではない場合、情報フィールドは有効にされない、
請求項11に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　ワイヤレス通信のためのマルチキャリア動作のために構成される装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　複数のキャリアに対してクロスキャリアシグナリングを可能にし、ここで、クロスキャ
リアシグナリングを可能にすることは、情報フィールドを有効にすることを含み、
　クロスキャリアシグナリングが可能にされた複数のキャリアから、少なくとも1つのキ
ャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にし、
　仮想巡回冗長検査のための復調参照信号フィールドの少なくとも一部の代わりに、情報
フィールドの少なくとも一部を使用し、
　前記復調参照信号フィールドの少なくとも前記一部を用いて、アップリンクハイブリッ
ド自動再送要求(HARQ)動作のためのリソースを得ることによって、前記少なくとも1つの
キャリアでの準持続的なスケジューリングを有効にする
ように構成される、少なくとも1つのプロセッサとを含む、装置。
【請求項１５】
　前記リソースが、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)リソースを含む、請求項14に
記載の装置。
【請求項１６】
　前記リソースがPHICHのコリジョンを低減する、請求項15に記載の装置。
【請求項１７】
　前記PHICHリソースが、アップリンクデータ送信の最初の物理リソースブロックに基づ
く、請求項15に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも1つのキャリアが、前記装置のための主キャリアを含む、請求項14に記
載の装置。
【請求項１９】
　2つ以上の準持続的なスケジューリングされたキャリアを有するように構成される、請
求項14に記載の装置。
【請求項２０】
　クロスキャリアシグナリングが可能ではない場合、情報フィールドは有効にされない、
請求項14に記載の装置。
【請求項２１】
　物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)リソースを決定す
る方法であって、
　ユーザ機器によって、対応するダウンリンクキャリアと対にされる第１のアップリンク
キャリアで開始する、アップリンクリソースのインデックス付けを行うステップであって
、アップリンクリソースのインデックス付けを行うことは、ダウンリンクキャリアを伴う
第２のアップリンクキャリアのインデックス付けを行うことを含むステップと、
　複数のキャリアに対してクロスキャリアシグナリングを可能にするステップであって、
前記複数のキャリアは、第１および第２のアップリンクキャリアとダウンリンクキャリア
とを含み、クロスキャリアシグナリングを可能にすることは、情報フィールドを有効にす
ることを含むステップと、
　クロスキャリアシグナリングが可能にされた複数のキャリアから、少なくとも1つのキ
ャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にするステップと、
　仮想巡回冗長検査のための復調参照信号フィールドの少なくとも一部の代わりに、情報
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フィールドの少なくとも一部を使用するステップとを含む、方法。
【請求項２２】
　他のアップリンクキャリアのための前記アップリンクリソースに周期的にインデックス
付けを行うステップをさらに含む、請求項21に記載の方法。
【請求項２３】
　前記他のアップリンクキャリアのための前記対応するダウンリンクキャリアで、少なく
とも1つのアップリンクグラントを受信するステップ
をさらに含む、請求項22に記載の方法。
【請求項２４】
　前記インデックス付けを行うステップが、前記対応するダウンリンクキャリアから来る
グラントを割り当てられた、全ての前記他のアップリンクキャリアについて行われる、請
求項22に記載の方法。
【請求項２５】
　前記他のアップリンクキャリアのための前記対応するダウンリンクキャリアで、少なく
とも1つのHARQフィードバックを受信するステップであって、前記少なくとも1つのHARQフ
ィードバックが前記PHICHリソースで受信される、ステップ
をさらに含む、請求項23に記載の方法。
【請求項２６】
　前記少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを有効にするステップ
であって、前記復調参照信号フィールドの少なくとも前記一部を用いて、アップリンクHA
RQ動作のためのリソースを得るステップを含む、ステップ
をさらに含む、請求項23に記載の方法。
【請求項２７】
　物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)リソースを決定す
るための装置であって、
　ユーザ機器によって、対応するダウンリンクキャリアと対にされるアップリンクキャリ
アで開始する、アップリンクリソースのインデックス付けを行うための手段であって、ア
ップリンクリソースのインデックス付けを行う手段は、ダウンリンクキャリアを伴う第２
のアップリンクキャリアのインデックス付けを行う手段を含む手段と、
　複数のキャリアに対してクロスキャリアシグナリングを可能にする手段であって、複数
のキャリアは、第１および第２のアップリンクキャリアとダウンリンクキャリアとを含み
、クロスキャリアシグナリングを可能にすることは、情報フィールドを有効にすることを
含む手段と、
　クロスキャリアシグナリングが可能にされた複数のキャリアから、少なくとも1つのキ
ャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にする手段と、
　仮想巡回冗長検査のための復調参照信号フィールドの少なくとも一部の代わりに、情報
フィールドの少なくとも一部を使用する手段とを含む、装置。
【請求項２８】
　他のアップリンクキャリアのための前記アップリンクリソースに周期的にインデックス
付けを行うための手段をさらに含む、請求項27に記載の装置。
【請求項２９】
　前記他のアップリンクキャリアのための前記対応するダウンリンクキャリアで、少なく
とも1つのアップリンクグラントを受信するための手段
をさらに含む、請求項28に記載の装置。
【請求項３０】
　前記インデックス付けを行うことが、前記対応するダウンリンクキャリアから来るグラ
ントを割り当てられた、全ての前記他のアップリンクキャリアについて行われる、請求項
28に記載の装置。
【請求項３１】
　前記他のアップリンクキャリアのための前記対応するダウンリンクキャリアで、少なく
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とも1つのHARQフィードバックを受信するための手段であって、前記少なくとも1つのHARQ
フィードバックが前記PHICHリソースで受信される、手段
をさらに含む、請求項29に記載の装置。
【請求項３２】
　前記少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを有効にするための手
段であって、前記復調参照信号フィールドの少なくとも前記一部を用いて、アップリンク
HARQ動作のためのリソースを得るための手段を含む、手段
をさらに含む、請求項29に記載の装置。
【請求項３３】
　物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)リソースを決定す
るように構成される装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　ユーザ機器によって、対応するダウンリンクキャリアと対にされるアップリンクキャリ
アで開始する、アップリンクリソースのインデックス付けを行い、
　ダウンリンクキャリアを伴う第２のアップリンクキャリアのインデックス付けを行うこ
とを行い、
　複数のキャリアに対してクロスキャリアシグナリングを可能にし、複数のキャリアは、
第１および第２のアップリンクキャリアとダウンリンクキャリアとを含み、クロスキャリ
アシグナリングを可能にすることは、情報フィールドを有効にすることを含み、
　クロスキャリアシグナリングが可能にされた複数のキャリアから、少なくとも1つのキ
ャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にし、
　仮想巡回冗長検査のための復調参照信号フィールドの少なくとも一部の代わりに、情報
フィールドの少なくとも一部を使用するように構成される、少なくとも1つのプロセッサ
とを含む、装置。
【請求項３４】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、他のアップリンクキャリアのための前記ア
ップリンクリソースを、周期的にインデックス付けを行うようになされる、請求項33に記
載の装置。
【請求項３５】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、前記他のアップリンクキャリアのための前
記対応するダウンリンクキャリアで、少なくとも1つのアップリンクグラントを受信する
ようになされる、請求項34に記載の装置。
【請求項３６】
　前記インデックス付けを行うステップが、前記対応するダウンリンクキャリアから来る
グラントを割り当てられた、全ての前記他のアップリンクキャリアについて行われる、請
求項34に記載の装置。
【請求項３７】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記他のアップリンクキャリアのための前記対応するダウンリンクキャリアで、少なく
とも1つのHARQフィードバックを受信するようになされ、前記少なくとも1つのHARQフィー
ドバックが前記PHICHリソースで受信される、請求項35に記載の装置。
【請求項３８】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記復調参照信号フィールドの少なくとも前記一部を用いて、アップリンクHARQ動作の
ためのリソースを得ることによって、前記少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケ
ジューリングを有効にする
ようになされる、請求項35に記載の装置。
【請求項３９】
　物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)リソースを決定す
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るように構成されるコンピュータプログラムであって、
　ユーザ機器によって、対応するダウンリンクキャリアと対にされるアップリンクキャリ
アで開始する、アップリンクリソースのインデックス付けを行い、
　ダウンリンクキャリアを伴う第２のアップリンクキャリアのインデックス付けを行うこ
とを行い、
　複数のキャリアに対してクロスキャリアシグナリングを可能にし、複数のキャリアは、
第１および第２のアップリンクキャリアとダウンリンクキャリアとを含み、クロスキャリ
アシグナリングを可能にすることは、情報フィールドを有効にすることを含み、
　クロスキャリアシグナリングが可能にされた複数のキャリアから、少なくとも1つのキ
ャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にし、
　仮想巡回冗長検査のための復調参照信号フィールドの少なくとも一部の代わりに、情報
フィールドの少なくとも一部を使用するためのプログラムコードを含むプログラムコード
が記録された、非一時的なコンピュータ可読媒体を含む、コンピュータプログラム。
【請求項４０】
　他のアップリンクキャリアのための前記アップリンクリソースに周期的にインデックス
付けを行うためのプログラムコードをさらに含む、請求項39に記載のコンピュータプログ
ラム。
【請求項４１】
　前記他のアップリンクキャリアのための前記対応するダウンリンクキャリアで、少なく
とも1つのアップリンクグラントを受信するためのプログラムコードをさらに含む、請求
項40に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４２】
　前記インデックス付けを行うステップが、前記対応するダウンリンクキャリアから来る
グラントを割り当てられた、全ての前記他のアップリンクキャリアについて行われる、請
求項40に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４３】
　前記他のアップリンクキャリアのための前記対応するダウンリンクキャリアで、少なく
とも1つのHARQフィードバックを受信するためのプログラムコードをさらに含み、前記少
なくとも1つのHARQフィードバックが前記PHICHリソースで受信される、請求項41に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項４４】
　クロスキャリアシグナリングを可能にし、
　少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にし、
　前記復調参照信号フィールドの少なくとも前記一部を用いて、アップリンクHARQ動作の
ためのリソースを得ることによって、前記少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケ
ジューリングを有効にする
ためのプログラムコードをさらに含む、請求項41に記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、CHEN他の名義で2010年3月19日に出願された、米国仮特許出願第61/315825号
の利益を主張し、上記の仮出願の開示は、参照により全体が本明細書に明示的に組み込ま
れる。
【０００２】
　本開示の態様は、一般に、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、マルチキャ
リア動作のためのリソースマッピングを容易にすることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークは広範囲に配備されて、音声、ビデオ、パケットデータ、
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メッセージング、放送などの様々な通信サービスを提供している。これらのワイヤレスネ
ットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって、複数のユーザ
をサポートできる多元接続ネットワークであってよい。そのようなネットワークは、たい
ていは多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって、複数のユーザ向けの通信をサポートする。そのようなネットワークの一例は、Un
iversal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN)である。UTRANは、第3世代パートナ
ーシッププロジェクト(3GPP)によってサポートされる第3世代(3G)携帯電話技術である、U
niversal Mobile Telecommunications System(UMTS)の一部として定義される無線アクセ
スネットワーク(RAN)である。多元接続ネットワークフォーマットの例は、符号分割多元
接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDM
A)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)ネット
ワークを含む。
【０００４】
　ワイヤレス通信ネットワークは、多くのユーザ機器(UE)の通信をサポートできる、多く
の基地局またはnode Bを含み得る。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して、基
地局と通信することができる。ダウンリンク(または順方向リンク)は、基地局からUEへの
通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンク
を指す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　基地局はダウンリンクでデータおよび制御情報をUEへ送信することができ、かつ/また
は、アップリンクでデータおよび制御情報をUEから受信することができる。ダウンリンク
では、基地局からの送信は、近隣の基地局または他のワイヤレス高周波(RF)送信機からの
送信による、干渉に遭遇し得る。アップリンクでは、UEからの送信は、近隣の基地局と通
信する他のUEのアップリンク送信、または他のワイヤレスRF送信機からのアップリンク送
信からの、干渉に遭遇し得る。この干渉は、ダウンリンクとアップリンク両方での性能を
低下させ得る。
【０００６】
　モバイルブロードバンドアクセスの需要が高まり続けるにつれて、より多くのUEが長距
離のワイヤレス通信ネットワークにアクセスし、より多くの短距離のワイヤレスシステム
が地域において配備され、干渉およびネットワークの混雑の可能性が高まっている。モバ
イルブロードバンドアクセスへの増大する需要を満たすためだけではなく、モバイル通信
のユーザ体験を進化させ向上させるために、UMTS技術を進化させるための研究開発が続け
られている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　マルチキャリア動作のために構成されたユーザ機器により実行される、ワイヤレス通信
の方法が提供される。方法は、クロスキャリアシグナリングを可能にするステップを含む
。方法はまた、少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にする
ステップを含む。方法はさらに、少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリ
ングを有効にするステップを含む。有効にするステップは、復調参照信号フィールドの少
なくとも一部を用いて、アップリンクハイブリッド自動再送要求(HARQ)動作のためのリソ
ースを得るステップを含む。
【０００８】
　マルチキャリア動作のために構成されたワイヤレス通信のための装置が、提供される。
装置は、クロスキャリアシグナリングを可能にするための手段を含む。装置はまた、少な
くとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にするための手段を含む。
装置はさらに、少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを有効にする
ための手段を含む。有効にするための手段は、復調参照信号フィールドの少なくとも一部
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を用いて、アップリンクハイブリッド自動再送要求(HARQ)動作のためのリソースを得るこ
とを含む。
【０００９】
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのマルチキャリア動作のために
構成される、コンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータプログラム製品は
、プログラムコードが記録されたコンピュータ可読媒体を含む。プログラムコードは、ク
ロスキャリアシグナリングを可能にするためのプログラムコードを含む。プログラムコー
ドはまた、少なくとも1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にするため
のプログラムコードを含む。プログラムコードはさらに、少なくとも1つのキャリアでの
準持続的なスケジューリングを有効にするためのプログラムコードを含む。有効にするた
めのプログラムコードは、復調参照信号フィールドの少なくとも一部を用いて、アップリ
ンクハイブリッド自動再送要求(HARQ)動作のためのリソースを得るためのプログラムコー
ドを含む。
【００１０】
　ワイヤレス通信のためのマルチキャリア動作のために構成される装置が、提供される。
装置は、メモリと、メモリに結合され、クロスキャリアシグナリングを可能にするように
構成されるプロセッサとを、含む。プロセッサはまた、少なくとも1つのキャリアでの準
持続的なスケジューリングを可能にするように構成される。プロセッサはさらに、復調参
照信号フィールドの少なくとも一部を用いて、アップリンクハイブリッド自動再送要求(H
ARQ)動作のためのリソースを得ることによって、少なくとも1つのキャリアでの準持続的
なスケジューリングを有効にするように構成される。
【００１１】
　物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)リソースを決定す
る方法が、提供される。方法は、対応するダウンリンクキャリアと対にされるアップリン
クキャリアで開始する、アップリンクリソースのインデックス付けを行うステップを含む
。
【００１２】
　別の態様では、物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)リ
ソースを決定するための装置が、提供される。装置は、対応するダウンリンクキャリアと
対にされるアップリンクキャリアで開始する、アップリンクリソースのインデックス付け
を行うための手段と、前記アップリンクリソースの少なくとも1つで通信するための手段
とを、含む。
【００１３】
　さらに別の態様では、装置は、物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャ
ネル(PHICH)リソースを決定するように、構成される。装置は、メモリと、メモリに結合
され、対応するダウンリンクキャリアと対にされるアップリンクキャリアで開始する、ア
ップリンクリソースのインデックス付けを行うように構成される、少なくとも1つのプロ
セッサとを、含む。
【００１４】
　さらに別の態様では、コンピュータプログラム製品が、物理ハイブリッド自動再送要求
(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)リソースを決定するように、構成される。コンピュ
ータプログラム製品は、プログラムコードが記録された非一時的なコンピュータ可読媒体
を含む。プログラムコードは、対応するダウンリンクキャリアと対にされるアップリンク
キャリアで開始する、アップリンクリソースのインデックス付けを行う。
【００１５】
　上記は、以下の詳細な説明がより理解され得るように、本開示の特徴および技術的な利
点を、かなり大まかに概略を述べたものである。本開示のさらなる特徴および利点は、以
下で説明される。本開示と同じ目的を実行するための他の構造を修正または設計するため
の基礎として、本開示が容易に利用され得ることが、当業者には理解されよう。また、そ
のような等価の構成は、添付の特許請求の範囲で述べられるような本開示の教示から逸脱



(9) JP 5670549 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

しないことが、当業者には認識されよう。機構と動作の方法との両方に関する、本開示の
特性であると考えられる新規の特徴は、添付の図面とともに考慮されることで、さらなる
目的および利点とともに、以下の説明からより理解されるだろう。しかし、図面の各々は
例示および説明のみを目的に与えられ、本開示の範囲を定めることを目的とはしないこと
を、明確に理解されたい。
【００１６】
　本開示の特徴、性質、および利点は、下記の詳細な説明を図面と併せ読めばより明らか
になる。図中、同様の参照符号は、全体を通じて同じ部分を表す。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】モバイル通信システムの一例を概念的に示すブロック図である。
【図２】モバイル通信システムのダウンリンクフレーム構造の一例を概念的に示すブロッ
ク図である。
【図３】アップリンク通信の例示的なフレーム構造を概念的に示すブロック図である。
【図４】本開示の一態様により構成される、基地局/eNodeBおよびUEの設計を概念的に示
すブロック図である。
【図５Ａ】連続的なキャリアアグリゲーションのタイプを開示する図である。
【図５Ｂ】非連続的なキャリアアグリゲーションのタイプを開示する図である。
【図６】MAC層のデータアグリゲーションを開示する図である。
【図７】マルチキャリア構成において無線リンクを制御するための方法を示すブロック図
である。
【図８】本開示の一態様による、リソースマッピングを容易にする例示的な環境を示す図
である。
【図９】1対多数の、ダウンリンクからアップリンクへのリソースマッピングを示す、第1
の例示的な図である。
【図１０】本開示の一態様による、リソースマッピングを示す図である。
【図１１】1対多数の、ダウンリンクからアップリンクへのリソースマッピングを示す、
第2の例示的な図である。
【図１２】本開示の一態様による、リソースマッピングを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　添付の図面に関する下記の詳細な説明は、様々な構成の説明として意図されており、本
明細書で説明する概念が実行され得る唯一の構成を表すように意図されているわけではな
い。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解をもたらす目的で、具体的な詳細を含んでい
る。しかし、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実行され得ることが、当業者に
は明らかであろう。場合によっては、そのような概念を曖昧にするのを回避する目的で、
周知の構造および構成要素がブロック図の形式で示されている。
【００１９】
　本明細書で説明する技法は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(T
DMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワ
ーク、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)ネットワークなどの様々なワイヤレス通信ネット
ワークに使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば、交
換可能に使用される。CDMAネットワークは、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)
、CDMA2000などのような無線技術を実装することができ、UTRAは、Wideband-CDMA (W-CDM
A)およびLow Chip Rate(LCR)を含む。CDMA2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856規格を
包含する。TDMAネットワークは、Global System for Mobile Communications(ＧＳＭ（登
録商標）)などの無線技術を実装することができる。OFDMAネットワークは、Evolved UTRA
(E-UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、Flash-OFDM(登録商標)などのよう
な無線技術を実装することができ、UTRA、E-UTRA、およびＧＳＭ（登録商標）は、Univer
sal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。Long Term Evolution(LTE)
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は、E-UTRAを使用するUMTSの来るべきリリースである。UTRA、E-UTRA、ＧＳＭ（登録商標
）、UMTS、およびLTEは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の
組織からの文書に記載されている。CDMA2000は、「第3世代パートナーシッププロジェク
ト2」(3GPP2)という名称の組織からの文書に記載されている。これらの様々な無線技術お
よび規格は、当技術分野で知られている。分かりやすくするために、技法のいくつかの態
様では、以下ではLTEについて説明し、下記の説明の多くにおいてLTE用語が使用される。
【００２０】
　本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMAおよび他のネットワー
クなど、様々なワイヤレス通信ネットワークにおいて使用され得る。「ネットワーク」お
よび「システム」という用語はしばしば、交換可能に使用される。CDMAネットワークは、
Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、米国電気通信工業会(TIA)のCDMA2000(登録
商標)などのような、無線技術を実装することができる。UTRA技術は、Wideband CDMA (WC
DMA)およびCDMAの他の変形形態を含む。CDMA2000(登録商標)技術は、米国電子工業会(EIA
)およびTIAからの、IS-2000、IS-95およびIS-856規格を含む。TDMAネットワークは、Glob
al System for Mobile Communications(ＧＳＭ（登録商標）)などの無線技術を実装する
ことができる。OFDMAネットワークは、Evolved UTRA(E-UTRA)、Ultra Mobile Broadband(
UMB)、IEEE802.11(WiFi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDMAなどの無線技術
を実装し得る。UTRAおよびE-UTRA技術は、Universal Mobile Telecommunication System(
UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)およびLTE-Advanced(LTE-A)は、E-U
TRAを用いるUMTSのより新しいリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-Aおよび
ＧＳＭ（登録商標）は、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と呼ばれる組
織からの文書に記載されている。CDMA2000(登録商標)およびUMBは、「第3世代パートナー
シッププロジェクト2」(3GPP2)と呼ばれる組織からの文書に記載されている。本明細書で
説明される技術は、上で言及されたワイヤレスネットワークおよび無線アクセス技術、さ
らには、他のワイヤレスネットワークおよび無線アクセス技術のために用いられ得る。分
かりやすくするために、以下では、技術の特定の態様が、LTEまたはLTE-A(ともに「LTE/-
A」という代わりの名前で呼ばれる)について説明され、そのようなLTE/-Aという用語が、
以下の説明の多くで用いられる。
【００２１】
　図1は、LTE-Aネットワークであり得るワイヤレス通信ネットワーク100を示す。ワイヤ
レスネットワーク100は、多数の関与するnode B(eNodeB) 110および他のネットワークエ
ンティティを含む。eNodeBは、UEと通信する局であってよく、基地局、node B、アクセス
ポイントなどとも呼ばれ得る。各eNodeB 110は、特定の地理的な領域に対し通信カバレッ
ジを提供することができる。3GPPでは、「セル」という用語は、用いられる文脈に応じて
、eNodeBのこの特定の地理的なカバレッジ領域、および/または、カバレッジ領域をサー
ブするeNodeBサブシステムを指し得る。
【００２２】
　eNodeBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他の種類のセルのた
めの、通信カバレッジを提供することができる。マクロセルは、一般に比較的広い地理的
な領域(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、ネットワークプロバイダとのサービ
ス契約により、UEによる無制限のアクセスを可能にし得る。ピコセルは、一般に比較的狭
い地理的な領域をカバーし、ネットワークプロバイダとのサービス契約により、UEによる
無制限のアクセスを可能にし得る。フェムトセルも、一般に比較的狭い地理的な領域(た
とえば住宅)をカバーし、無制限のアクセスに加えて、フェムトセルと関連するUE(たとえ
ば、非公開の加入者グループ(CSG)のUE、住宅内のユーザのためのUEなど)による制限され
たアクセスを提供することもできる。マクロセルのためのeNodeBは、マクロeNodeBと呼ば
れ得る。ピコセルのためのeNodeBは、ピコeNodeBと呼ばれ得る。また、フェムトセルのた
めのeNodeBは、フェムトeNodeBまたはホームeNodeBと呼ばれ得る。図1に示される例では
、eNodeB 110a、110bおよび110cは、それぞれ、マクロセル102a、102bおよび102cのため
のマクロeNodeBである。eNodeB 110xは、ピコセル102xのためのピコeNodeBである。また
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、eNodeB 110yおよび110zは、それぞれ、フェムトセル102yおよび102zのためのフェムトe
NodeBである。eNodeBは、1つまたは複数(たとえば、2つ、3つ、4つなど)のセルをサポー
トすることができる。
【００２３】
　ワイヤレスネットワーク100は、中継局も含む。中継局は、上流の局(たとえば、eNodeB
、UEなど)からデータおよび/または他の情報の伝送を受信し、下流の局(たとえば、別のU
E、別のeNodeBなど)へデータおよび/または他の情報の伝送を送信する、局である。中継
局はまた、他のUEのための伝送を中継するUEであってもよい。図1に示される例では、中
継局110rは、eNodeB 110aおよびUE 120rと通信することができ、ここで中継局110rは、2
つのネットワーク要素(eNodeB 110aおよびUE 120r)の間の通信を容易にするために、2つ
のネットワーク要素間を中継するものとして動作する。中継局はまた、中継eNodeB、リレ
ーなどとも呼ばれ得る。
【００２４】
　ワイヤレスネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートすることができ
る。同期動作では、複数のeNodeBが同様のフレームタイミングを有してもよく、異なるeN
odeBからの伝送は、時間的に適切に整列され得る。非同期動作では、複数のeNodeBが異な
るフレームタイミングを有してもよく、異なるeNodeBからの伝送は、時間的に整列されな
くてもよい。本明細書で説明される技術は、同期動作と非同期動作のいずれに対しても用
いられ得る。
【００２５】
　一態様では、ワイヤレスネットワーク100は、周波数分割複信(FDD)または時分割複信(T
DD)の動作モードをサポートすることができる。本明細書で説明される技術は、FDDとTDD
のいずれの動作モードに対しても用いられ得る。
【００２６】
　ネットワークコントローラ130は、eNodeB 110のセットに結合し、これらのeNodeB 110
に対して調整および制御を行うことができる。ネットワークコントローラ130は、バック
ホール132を介してeNodeB 110と通信することができる。eNodeB 110はまた、たとえば、
ワイヤレスバックホール134または有線バックホール136を介して、直接または間接的に、
互いに通信することができる。
【００２７】
　UE 120は、ワイヤレスネットワーク100全体に分散され、各UEは固定されていても移動
式であってもよい。UEは、端末、移動局、加入者ユニット、局などとも呼ばれ得る。UEは
、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、携帯型
デバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL
)局などであってよい。UEは、マクロeNodeB、ピコeNodeB、フェムトeNodeB、リレーなど
と通信することができてもよい。図1では、両側に矢印がある実線が、UEとサービングeNo
deBの間の所望の伝送を示し、サービングeNodeBは、ダウンリンクおよび/またはアップリ
ンクでUEをサーブするように指定されるeNodeBである。両側に矢印のある点線は、UEとeN
odeBとの間で干渉する伝送を示す。本開示のある態様によれば、基地局110aと通信するUE
 120は、基地局110aがハンドオーバーのための基地局110bを最初に準備することなく、基
地局110bにハンドオーバーする。そのようなハンドオーバーは、「順方向ハンドオーバー
」と呼ばれる。
【００２８】
　LTE/-Aは、ダウンリンクで直交周波数分割多重化(OFDM)を利用し、アップリンクでシン
グルキャリア周波数分割多重化(SC-FDM)を利用する。OFDMおよびSC-FDMは、システムの帯
域幅を複数の(K個の)直交サブキャリアに分割し、この複数の直交サブキャリアは、一般
に、トーン、ビンなどとも呼ばれる。各サブキャリアは、データによって変調され得る。
一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、SC-FDMでは時間領域で送られる。隣接
するサブキャリア間の間隔は固定されてよく、サブキャリアの全体の数(K)は、システム
の帯域幅に依存し得る。たとえば、サブキャリアの間隔は15kHzであってよく、最小のリ
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ソース割り当て(「リソースブロック」と呼ばれる)は12個のサブキャリア(または180kHz)
であってよい。その結果、ノミナルのFFTサイズは、1.25、2.5、5、10、または20メガヘ
ルツ(MHz)の対応するシステム帯域幅に対して、それぞれ、128、256、512、1024、または
2048に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに分割され得る。たとえば、
サブバンドは1.08MHz(すなわち6個のリソースブロック)をカバーすることができ、1.25、
2.5、5、10または20MHzの対応するシステム帯域幅に対して、それぞれ、1、2、4、8また
は16個のサブバンドが存在し得る。
【００２９】
　図2は、LTE/-Aで用いられるダウンリンクFDDフレーム構造を示す。ダウンリンクの送信
タイムラインは、無線フレームの単位に分割され得る。各無線フレームは、所定の長さ(
たとえば10ミリ秒(ms))を有してもよく、0～9のインデックスにより10個のサブフレーム
に分割され得る。各サブフレームは、2つのスロットを含み得る。したがって、各無線フ
レームは、0～19のインデックスを有する20個のスロットを含み得る。各スロットは、L個
のシンボル期間を含んでもよく、たとえば、通常のサイクリックプレフィックスに対して
7個のシンボル期間を含んでもよく(図2に示されるように)、または、拡張されたサイクリ
ックプレフィックスに対して14個のシンボル期間を含んでもよい。各サブフレームの中の
2L個のシンボル期間は、0～2L-1のインデックスを割り当てられ得る。利用可能な時間周
波数リソースは、リソースブロックに分割され得る。各リソースブロックは、1つのスロ
ットにおいてN個のサブキャリア(たとえば12個のサブキャリア)をカバーすることができ
る。
【００３０】
　LTE/-Aでは、eNodeBは、eNodeBの各セルに対して、主要な同期信号(PSCまたはPSS)と、
二次的な同期信号(SSCまたはSSS)とを送ることができる。図2に示されるように、FDDの動
作モードでは、主要な同期信号および二次的な同期信号は、通常のサイクリックプレフィ
ックスを有する各無線フレームのサブフレーム0および5の各々において、それぞれシンボ
ル期間6および5で送られ得る。同期信号が、セルの検出および取得のためにUEにより用い
られ得る。FDDの動作モードでは、eNodeBは、サブフレーム0のスロット1において、シン
ボル期間0から3で、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を送ることができる。PBCHは、
特定のシステム情報を搬送することができる。
【００３１】
　図2で見られるように、eNodeBは、各サブフレームの第1のシンボル期間において、物理
制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)を送信することができる。PCFICHは、制
御チャネルのために用いられるシンボル期間の数(M)を搬送することができ、Mは、1、2ま
たは3に等しくてよく、サブフレームにより異なっていてもよい。Mは、小さなシステム帯
域幅、たとえば、10個未満のリソースブロックを有する帯域幅に対しては、4に等しくて
もよい。図2に示される例では、M=3である。eNodeBは、各サブフレームの最初のM個のシ
ンボル期間において、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)および物理ダウンリンク制
御チャネル(PDCCH)を送ることができる。図2に示される例では、PDCCHおよびPHICHも、最
初の3個のシンボル期間に含まれる。PHICHは、ハイブリッド自動再送信(HARQ)をサポート
するための情報を搬送することができる。PDCCHは、UEに対するアップリンクおよびダウ
ンリンクでのリソースの割り当てに関する情報と、アップリンクチャネルに対する電力制
御情報とを、搬送することができる。eNodeBは、各サブフレームの残りのシンボル期間に
おいて、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送ることができる。PDSCHは、ダウンリ
ンクでのデータ送信が予定されている、UEのためのデータを搬送することができる。
【００３２】
　eNodeBは、eNodeBにより用いられるシステム帯域幅である中心1.08MHzにおいて、PSC、
SSCおよびPBCHを送ることができる。eNodeBは、これらのチャネルが送られる各シンボル
期間の中の、全体のシステム帯域幅にわたって、PCFICHおよびPHICHを送ることができる
。eNodeBは、システム帯域幅のある部分で、UEのグループにPDCCHを送ることができる。e
NodeBは、システム帯域幅の特定の部分で、特定のUEにPDSCHを送ることができる。eNodeB
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は、ブロードキャスト方式で、PSC、SSC、PBCH、PCFICHおよびPHICHを全てのUEに送るこ
とができ、ユニキャスト方式で、PDCCHを特定のUEに送ることができ、ユニキャスト方式
で、PDSCHを特定のUEに送ることもできる。
【００３３】
　いくつかのリソース要素が、各シンボル期間において利用可能であり得る。各リソース
要素は、1つのシンボル期間において1つのサブキャリアをカバーすることができ、実数ま
たは複素数の値であり得る1つの変調シンボルを送るのに用いられ得る。制御チャネルの
ために用いられるシンボルについて、各シンボル期間において参照信号に用いられないリ
ソース要素は、リソース要素グループ(REG)となるように並べられ得る。各REGは、1つの
シンボル期間に4個のリソース要素を含み得る。PCFICHは4個のREGを占有することができ
、4個のREGは、シンボル期間0において、周波数全体でほぼ等しく間隔を置かれ得る。PHI
CHは3個のREGを占有することができ、3個のREGは、1つまたは複数の構成可能なシンボル
期間において、周波数全体に分散し得る。たとえば、PHICHのための3個のREGは、全てシ
ンボル期間0に属してもよく、または、シンボル期間0、1および2に分散してもよい。PDCC
Hは、9、18、36、または72個のREGを占有してよく、これらのREGは、最初のM個のシンボ
ル期間において、利用可能なREGから選択され得る。REGの特定の組合せのみが、PDCCHに
対して許可され得る。
【００３４】
　UEは、PHICHおよびPCFICHのために用いられる特定のREGを知っていてもよい。UEは、PD
CCHのためにREGの異なる組合せを検索してもよい。検索すべき組合せの数は、通常、PDCC
Hに対して許可された組合せの数よりも少ない。eNodeBは、UEが検索する組合せのいずれ
においても、PDCCHをUEに送ることができる。
【００３５】
　UEは、複数のeNodeBのカバレッジの中にあり得る。これらのeNodeBの1つが、UEをサー
ブするために選択され得る。サービングeNodeBは、受信電力、経路損失、信号対雑音比(S
NR)などのような、様々な基準に基づいて選択され得る。
【００３６】
　図3は、アップリンクロングタームエボリューション(LTE)通信における、例示的なFDD
およびTDD(非専用サブフレームのみ)のサブフレーム構造を概念的に示す、ブロック図で
ある。アップリンクのための利用可能なリソースブロック(RB)は、データセクションと制
御セクションに分割され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つの端部に形成さ
れてよく、構成可能なサイズを有し得る。制御セクションのリソースブロックは、制御情
報の送信のためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクションに含まれ
ない全てのリソースブロックを含み得る。図3の設計により、連続するサブキャリアを含
むデータセクションが得られ、これにより、単一のUEが、データセクションの中の連続す
るサブキャリアの全てを割り当てられるようになり得る。
【００３７】
　UEは、eNodeBに制御情報を送信するために、制御セクションの中のリソースブロックを
割り当てられ得る。UEはまた、eNodeBにデータを送信するために、データセクションの中
のリソースブロックを割り当てられ得る。UEは、制御セクションの中の割り当てられたリ
ソースブロックで、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で制御情報を送信することが
できる。UEは、データセクションの中の割り当てられたリソースブロックで、物理アップ
リンク共有チャネル(PUSCH)で、データのみまたはデータと制御情報の両方を、送信する
ことができる。図3に示されるように、アップリンク送信は、サブフレームの両方のスロ
ットにわたってもよく、周波数にまたがってホッピングしてもよい。一態様では、緩やか
な単一キャリア動作では、並列チャネルがULリソースで送信され得る。たとえば、制御チ
ャネルおよびデータチャネル、並列制御チャネル、ならびに並列データチャネルは、UEに
より送信され得る。
【００３８】
　PSC、SSC、CRS、PBCH、PUCCH、PUSCH、およびLTE/-Aで用いられる他のそのような信号
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およびチャネルは、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)、Physical
 Channels and Modulation」という表題の3GPP TS 36.211で説明され、これは公開されて
いる。
【００３９】
　図4は、基地局/eNodeB 110およびUE 120の設計のブロック図を示し、これらは、図1の
基地局/eNodeBの1つおよび図1のUEの1つであってよい。基地局110は、図1のマクロeNodeB
 110cであってよく、UE 120はUE 120yであってよい。基地局110はまた、何らかの他の種
類の基地局であってもよい。基地局110は、アンテナ434a～434tを備えてもよく、UE 120
は、アンテナ452aから452rを備えてもよい。
【００４０】
　基地局110において、送信プロセッサ420は、データ源412からデータを受信し、コント
ローラ/プロセッサ440から制御情報を受信することができる。制御情報は、PBCH、PCFICH
、PHICH、PDCCHなどのためのものであってよい。データは、PDSCHなどのためのものであ
ってよい。プロセッサ420は、データシンボルおよび制御シンボルを得るために、それぞ
れデータおよび制御情報を処理する(たとえば、符号化してシンボルマッピングする)こと
ができる。プロセッサ420はまた、たとえば、PSS、SSSのための参照シンボルと、セル特
有の参照信号とを生成することもできる。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ430は
、データシンボル、制御シンボル、および/または参照シンボルに対して空間処理(たとえ
ばプリコーディング)を実行することができ、可能な場合には、変調器(MOD)432a～432tに
、出力シンボルストリームを提供することができる。各変調器432は、それぞれの出力シ
ンボルストリーム(たとえばOFDMなどのための)を処理して、出力サンプルストリームを得
ることができる。各変調器432はさらに、出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナ
ログ変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、ダウンリンク信号を
得ることができる。変調器432a～432tからのダウンリンク信号は、それぞれ、アンテナ43
4a～434tを介して送信され得る。
【００４１】
　UE 120において、アンテナ452a～452rは、基地局110からダウンリンク信号を受信する
ことができ、それぞれ、受信された信号を復調器(DEMOD)454a～454rに提供することがで
きる。各復調器454は、それぞれの受信された信号を調整(たとえば、フィルタリング、増
幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを得ることができる。各
復調器454はさらに、入力サンプル(たとえば、OFDMなどのための)を処理して、受信され
たシンボルを得ることができる。MIMO検出器456は、全ての復調器454a～454rから、受信
されたシンボルを得て、可能な場合には受信されたシンボルに対してMIMO検出を実行し、
検出されたシンボルを提供することができる。受信プロセッサ458は、検出されたシンボ
ルを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UE 120のための復号され
たデータをデータシンク460に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ48
0に提供することができる。
【００４２】
　アップリンクでは、UE 120において、送信プロセッサ464が、データ源462からのデータ
(たとえば、PUSCHのための)を受信して処理し、コントローラ/プロセッサ480からの制御
情報(たとえば、PUCCHのための)を受信して処理することができる。プロセッサ464はまた
、参照信号のための参照シンボルを生成することもできる。送信プロセッサ464からのシ
ンボルは、TX MIMOプロセッサ466によりプリコーディングされ、可能な場合には、(たと
えばSC-FDMなどのために)復調器454a～454rによりさらに処理され、基地局110に送信され
得る。基地局110において、UE 120からのアップリンク信号は、アンテナ434により受信さ
れ、変調器432により処理され、可能な場合にはMIMO検出器436により検出され、受信プロ
セッサ438によりさらに処理されて、UE 120により送られた、復号されたデータおよび制
御情報を得ることができる。プロセッサ438は、復号されたデータをデータシンク439に提
供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ440に提供することができる。
　コントローラ/プロセッサ440および480は、それぞれ基地局110およびUE 120における動
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作を指示することができる。プロセッサ440ならびに/または基地局110における他のプロ
セッサおよびモジュールは、本明細書で説明される技法の様々な処理の実行を、遂行また
は指示することができる。プロセッサ480ならびに/またはUE 120における他のプロセッサ
およびモジュールも、本明細書で説明される技法の処理の実行を、遂行または指示するこ
とができる。メモリ442および482は、それぞれ、基地局110およびUE 120のためのデータ
およびプログラムコードを記憶することができる。スケジューラ444は、ダウンリンクお
よび/またはアップリンクでのデータ送信について、UEをスケジューリングすることがで
きる。
【００４３】
　キャリアアグリゲーション
　LTE-Advanced UEは、各方向の送信に用いられる最大で全体が100Mhz(5個のコンポーネ
ントキャリア)のキャリアアグリゲーションで割り当てられる、最大で20Mhzの帯域幅の中
の帯域を用いる。一般に、アップリンクではダウンリンクよりも送信されるトラフィック
が少ないので、アップリンクの帯域の割り当ては、ダウンリンクの割り当てよりも少なく
てよい。たとえば、20Mhzがアップリンクに割り当てられる場合、ダウンリンクは100Mhz
を割り当てられ得る。これらの非対称的なFDDの割り当ては、帯域を節約し、ブロードバ
ンド加入者による通常は非対称な帯域幅の利用に適している。
【００４４】
　キャリアアグリゲーションのタイプ
　LTE-Advancedモバイルシステムでは、連続CAおよび非連続CAという、2つのタイプのキ
ャリアアグリゲーション(CA)の方法が提案されている。これらは、図5Aおよび図5Bに示さ
れる。非連続CAは、複数の利用可能なコンポーネントキャリアが、周波数帯に沿って分け
られる場合に起きる(図5B)。一方、連続CAは、複数の利用可能なコンポーネントキャリア
が互いに隣接している場合に起きる(図5A)。非連続CAと連続CAの両方が、複数のLTE/コン
ポーネントキャリアを統合し、LTE-Advanced UEの単一のユニットをサーブする。
【００４５】
　LTE-Advanced UEでは、キャリアが周波数帯に沿って分けられるので、複数のRF受信ユ
ニットおよび複数のFFTが非連続CAにより展開され得る。非連続CAは、大きな周波数領域
にわたる複数の分けられたキャリアを通じたデータ送信をサポートするので、伝播経路損
失、ドップラーシフトおよび他の無線チャネル特性は、異なる周波数帯では大きく変わり
得る。
【００４６】
　したがって、非連続CA方式でブロードバンドデータ伝送をサポートするために、異なる
コンポーネントキャリアの符号化、変調および送信電力を適応可能に調整するための、方
法が用いられ得る。たとえば、enhanced NodeB(eNodeB)が各コンポーネントキャリア上の
送信電力を固定しているLTE-Advancedシステムでは、各コンポーネントキャリアの実効カ
バレッジまたは対応可能な変調および符号化方式が異なり得る。
【００４７】
　データアグリゲーション方式
　図6は、IMT-Advancedシステムのための、メディアアクセス制御(MAC)層における異なる
コンポーネントキャリア(図6)からの送信ブロック(TB)を、統合することを示す。MAC層の
データアグリゲーションでは、各コンポーネントキャリアは、固有の独立したハイブリッ
ド自動再送要求(HARQ)エンティティをMAC層に有し、固有の送信構成パラメータ(たとえば
送信電力、変調および符号化方式、ならびに複数アンテナ構成)を物理層に有する。同様
に、物理層では、1つのHARQエンティティが、各コンポーネントキャリアに対して提供さ
れる。
【００４８】
　制御シグナリング
　一般に、複数のコンポーネントキャリアのための制御チャネルシグナリングを展開する
ための、3つの異なる手法がある。第1の方法は、各コンポーネントキャリアが固有の符号
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化された制御チャネルを与えられる、LTEシステムの制御構造の小さな修正に関係する。
【００４９】
　第2の方法は、異なるコンポーネントキャリアの制御チャネルを一緒に符号化して、専
用のコンポーネントキャリアで制御チャネルを展開することに関係する。複数のコンポー
ネントキャリアの制御情報は、この専用制御チャネルのシグナリングの内容として統合さ
れる。その結果、LTEシステムの制御チャネル構造に関する後方互換性が保たれ、CAでの
シグナリングのオーバーヘッドは低減する。
【００５０】
　異なるコンポーネントキャリアのための複数の制御チャネルは一緒に符号化され、次い
で、第3のCA方法により形成される周波数帯全体を通じて送信される。この手法は、制御
チャネルにおいて小さなシグナリングのオーバーヘッドと高い復号の能力を実現する代わ
りに、UE側での消費電力が大きくなる。しかし、この方法はLTEシステムには適さない。
【００５１】
　ハンドオーバー制御
　CAがIMT-Advanced UEに対して用いられる場合には、複数のセルにわたるハンドオーバ
ー手順の間の、送信の連続性をサポートすることが好ましい。しかし、特定のCA構成およ
びサービスの品質(QoS)の要件を有する着信UEのために、十分なシステムリソース(すなわ
ち、良好な送信品質を有するコンポーネントキャリア)を確保することは、次のeNodeBに
とっては困難であり得る。その理由は、2つ(または3つ以上)の隣接するセル(eNodeB)のチ
ャネル状態が、特定のUEに対して異なり得るためである。1つの手法として、UEが、各隣
接セルにおいて1つだけのコンポーネントキャリアの性能を測定する。この測定は、LTEシ
ステムにおける測定と同様の、測定遅延、複雑度、およびエネルギー消費を伴う。対応す
るセルの他のコンポーネントキャリアの性能の推定は、1つのコンポーネントキャリアの
測定結果に基づき得る。この推定に基づいて、ハンドオーバーの判定および送信構成が決
定され得る。
【００５２】
　様々な例によれば、マルチキャリアシステム(キャリアアグリゲーションとも呼ばれる)
で動作するUEは、「主キャリア」とも呼ばれ得る同一のキャリア上で、複数のキャリアの
特定の機能、たとえば、制御およびフィードバックの機能を統合するように構成される。
サポートを主キャリアに依存する残りのキャリアは、関連する二次的キャリアと呼ばれる
。たとえば、UEは、任意選択の専用チャネル(DCH)、予定されないグラント、物理アップ
リンク制御チャネル(PUCCH)、および/または物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)によ
り提供されるような、制御機能を統合することができる。シグナリングおよびペイロード
は、ダウンリンクでeNodeBによりUEに、かつ、アップリンクでUEによりeNodeBに送信され
得る。
【００５３】
　いくつかの例では、複数の主キャリアが存在し得る。加えて、二次的キャリアを、UEの
基本的な動作に影響を与えることなく、追加または除去することができ、この基本的な動
作は、LTE RRCプロトコルの3GPP技術仕様36.331におけるような、レイヤ2およびレイヤ3
の手順である物理チャネルの確立ならびにRLF手順を含む。
【００５４】
　図7は、1つの例による、物理チャネルをグループ化することによってマルチキャリアワ
イヤレス通信システムの無線リンクを制御するための、方法700を示す。示されるように
、方法は、ブロック705において、少なくとも2つのキャリアからの制御機能を1つのキャ
リア上に統合して、主キャリアおよび1つまたは複数の関連する二次的キャリアを形成す
るステップを含む。次にブロック710において、通信リンクが、主キャリアと各二次的キ
ャリアに対して確立される。そして、ブロック715において、主キャリアに基づいて通信
が制御される。
【００５５】
　マルチキャリアリソースマッピング
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　本明細書で開示される態様は一般に、特にLTEシステムにおけるリソースマッピングの
ための設計検討事項を対象とする。一態様では、明細書の本主題は、LTE-Advanced(LTE-A
)のマルチキャリア動作におけるアップリンク準持続的スケジューリング(UL SPS)のため
のPHICH(物理ハイブリッドARQインジケータチャネル)リソースマッピングを対象とする、
設計検討事項を開示する。図8では、一態様による、リソースマッピングを容易にする例
示的なLTE環境が提供される。示されるように、環境800は基地局810を含み、基地局810は
ワイヤレス端末820に通信可能に結合される。ある態様では、基地局810は、ワイヤレス端
末820に構成データを提供する。構成データは、PHICHリソースマッピングのコリジョンを
避けるための命令を含む。ある特定の態様では、以下でより詳細に論じられるように、構
成データは、ワイヤレス端末820に、リソースインデックスの循環および/またはビットフ
ィールドの割り当てを実行するように命令する。
【００５６】
　ここで、LTEシステムに関して、正確にまたは不正確に復号された物理アップリンク共
有チャネル(PUSCH)パケットを反映するハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバック
が、PUSCHが送信されたアップリンク(UL)キャリアと対にされたダウンリンク(DL)キャリ
アで送信されることに、留意されたい。マルチキャリアLTE-Advanced(LTE-A)システムで
は、対称的なアップリンク/ダウンリンク構成に加えて、HARQフィードバック設計が、可
能性のある非対称なアップリンク/ダウンリンクキャリア構成およびクロスキャリア制御
を伴う動作に対応することが、望ましい可能性がある。
【００５７】
　いくつかの態様では、PHICHがダウンリンクグラントを送信したダウンリンクキャリア
のみで送信されるように、Rel-8からの、PHICHの物理的な送信の概念(直交符号設計、変
調、系列のスクランブリング、リソース要素へのマッピング)が用いられ得る。クロスキ
ャリア制御を伴わない、1:1または多数:1のダウンリンク/アップリンク構成のための、PH
ICHリソースのRel-8マッピング規則も、用いられ得る。ここで示されるのは、一態様の、
Rel-8 HARQフィードバックに基づく手法である。HARQフィードバックは、非対称の1:多数
のダウンリンク/アップリンクキャリア構成またはクロスキャリア制御動作の場合、PHICH
で送られ得る。
【００５８】
　アップリンク準持続的スケジューリング(SPS)に関して、さらなる態様が考えられる。S
PSでは、リソースおよびトランスポートフォーマットのセットが事前に割り当てられ、特
定の期間、持続的に維持される。その結果、一部のSPSパラメータ(たとえば周期)は、RRC
シグナリング(すなわちレイヤ3のRRCレイヤ)を通じて準静的に構成される。たとえば、所
定の量のデータが同じ方法で特定の期間に送信される場合、制御情報は、リソース割り当
てのために各データ送信期間で送信される必要はない。したがって、SPSを用いると、送
信される制御情報の量を減らすことができる。ボイスオーバーインターネットプロトコル
(VoIP)は、所定の量のデータが同じ方法で特定の期間に送信される例である。したがって
、VoIPによりSPSを用いることで、使用される制御情報の量が減る。
【００５９】
　ここで、アップリンクSPSは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット0またはアップ
リンクグラントのための任意の他のDCIフォーマットを介して、有効にされ/再構成され得
ることに留意されたい。DCIは、PDCCHにより搬送されるメッセージである。このメッセー
ジは、UEまたはUEのグループのためのリソース割り当てのような、制御情報を含む。各PD
CCHで送られる制御情報は、1つまたは複数のダウンリンクグラント、1つまたは複数のア
ップリンクグラント、電力制御情報、および/または他の情報を搬送し得る。ダウンリン
クグラントは、ダウンリンクでのデータ送信のための制御情報を搬送することができる。
アップリンクグラントは、アップリンクでのデータ送信のための制御情報を搬送すること
ができる。グラントは、特定のUEまたはUEのグループに送られ得る。グラントはまた、割
り当てとも呼ばれ得る。UEは、PDCCHの1つまたは複数の例を聴取するように構成され得る
。
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　ある態様では、以下のTable T-1(表1)に示されるように、アップリンクSPSの有効化/再
構成を誤って検出する確率を下げるために、DCIフォーマット0において6個のビットが0に
設定され、巡回冗長検査(CRC)の長さをノミナルの16ビットから22ビットに実質的に長く
する。具体的には、Table T-1(表1)は、アップリンクSPS有効化PDCCH(物理ダウンリンク
制御チャネル)の検証のための特別なフィールドを示し、ここで循環シフト復調リソース
信号(DM-RS)フィールドは000に設定される。
【００６１】
【表１】

【００６２】
　アップリンクPUSCH送信では、PHICHは、肯定と否定のいずれかの確認応答のために用い
られ得る。そのような態様について、UEは、対応するPUSCH送信のためのPHICHリソースを
決定することができる。ある態様では、PHICHリソースは、インデックスのペア
【００６３】

【数１】

【００６４】
により特定され、ここで
【００６５】
【数２】

【００６６】
は、PHICHのグループ番号であり、
【００６７】
【数３】

【００６８】
は、以下の式(1)で定義されるような、グループの中の直交系列のインデックスである。
【００６９】
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【数４】

【００７０】
ここで、
・nDMRSは、対応するPUSCH送信と関連付けられたトランスポートブロックのための最新の
DCIフォーマット0における、DM-RSフィールドの循環シフトからマッピングされる。同じ
トランスポートブロックについて、DCIフォーマット0を有するPDCCHがない場合には、nDM
RSは0に設定される。
・同じトランスポートブロックのための最初のPUSCHが、準持続的にスケジューリングさ
れる場合、または、
・同じトランスポートブロックのための最初のPUSCHが、ランダムアクセス応答グラント
によりスケジューリングされる場合、
・
【００７１】
【数５】

【００７２】
は、PHICH変調のために用いられる分散率の大きさである。
・
【００７３】
【数６】

【００７４】
は、対応するPUSCH送信の最初のスロットにおける、最も小さい物理リソースブロック(PR
B)インデックスである。
・
【００７５】
【数７】

【００７６】
は、上位層により構成されるPHICHグループの数である。
【００７７】
【数８】

【００７８】
　PHICHグループの数
【００７９】
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【数９】

【００８０】
は、ダウンリンクのシステム帯域幅と、マスター情報ブロックでブロードキャストされる
PHICHリソースインジケータNgとに基づいて導出され、ここでNgは{1/6, 2/1 ,1, 2}から
の値をとり得る。具体的には、FDDについては、
【００８１】

【数１０】

【００８２】
である。
【００８３】
　たとえば、ダウンリンクのシステム帯域幅は、通常のサイクリックプレフィックス(CP)
の場合は100個のリソースブロック(RB)であり、PHICHリソースの全体の数は、8×上限(Ng
×100/8)に等しく、これはNg=1では104である。アップリンクのシステム帯域幅がダウン
リンクの帯域幅と同じであるとき、最高で8-wayのアップリンク空間分割多元接続(SDMA)
がサポートされる場合、可能な固有のPUSCH送信の全体の数は、最大で100(RB)×8(SDMA)=
800であり得る。
【００８４】
　nDMRSが関与することなく、2つ以上のPUSCH送信が同じPHICHリソースにマッピングされ
、PHICHのコリジョンを引き起こすことがある。一般に、コリジョンの確率は、Ngの構成
、アップリンクSDMAのサポート、ダウンリンクの帯域幅とシステム帯域幅との差などに依
存し得る。
【００８５】
　PHICHのコリジョンを避けるために、nDMRSを用いることができ、nDMRSは、動的にスケ
ジューリングされるPUSCH送信のためのDCIフォーマット0における情報フィールドの一部
である。つまり、eNBスケジューラは、所望される場合には、異なるPUSCH送信に対して異
なる値のnDMRSを選び、PHICHのコリジョンを避けることができる。
【００８６】
　しかし、前に示されたように、アップリンク準持続的スケジューリングについて、同じ
トランスポートブロックのためのDCIフォーマット0を有するPDCCHがなく、同じトランス
ポートブロックのための最初のPUSCHが準持続的にスケジューリングされる場合、nDMRSは
0に設定される。
【００８７】
　LTE-Aでは、UEは複数のキャリア(「コンポーネントキャリア」または「CC」と呼ばれる
ことがある)により構成され得る。たとえば、1つのキャリアでの物理ダウンリンク共有チ
ャネル(PDSCH)の送信は、異なるキャリア上のPDCCHによりシグナリングされ得る(これは
「クロスキャリアシグナリング」としても知られる)。ある態様では、クロスキャリアシ
グナリングは、PDCCHにおける明示的なクロスキャリアインジケータフィールド(CIF)を介
して実現される。CIFの使用は、様々な実施形態で存在し得る。たとえば、キャリアイン
ジケータフィールドの存在は準静的に可能にされてよく、CIFの存在の構成はUE固有(すな
わち、システム固有またはセル固有ではない)であってよく、CIFは(構成される場合)固定
の3ビットのフィールドであってよく、CIF(構成される場合)の場所はDCIフォーマットサ
イズとは関係なく固定されてよく、クロスキャリアの割り当ては、複数のDCIフォーマッ
トのサイズが同じ場合と異なる場合の両方で構成されてよく、UE固有の検索空間における
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、DCIフォーマット0、1、1A、1B、1D、2、2A、および2Bなどのためのクロスキャリアのス
ケジューリングは、明示的なCIFによりサポートされてよく、CIFは、巡回冗長コード(CRC
)がシステム情報(SI)無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によりスクランブリングされる
場合、DCIフォーマットに含まれなくてもよく、かつ/または、CIFは、CRCがCell-RNTI/準
持続的スケジューリング(SMS)RNTIによりスクランブリングされる場合、共通の検索空間
の中のDCIフォーマット0もしくは1Aに含まれなくてもよい。したがって、ここで、PDCCH
にCIFを導入することでDCIフォーマットのサイズが変わり、新たなDCIフォーマットが生
まれることに留意されたい。すなわち、DCIフォーマットのサイズは、元に比べて3ビット
以上大きくなる。
【００８８】
　アップリンクグラント送信に基づくPHICHのマッピングにより、複数のアップリンクキ
ャリアが1つのダウンリンクキャリアにマッピングされるようになり得る(1:多数のDL/UL
マッピング)。これは、クロスキャリア動作が可能にされた(複数のアップリンクキャリア
のためのリソースが、1つのダウンリンクキャリアで送られた複数のシングルキャリアグ
ラントを通じて割り当てられる)場合、または、非対称のUL/DLキャリア構成において、ア
ップリンクキャリアの数がダウンリンクキャリアの数よりも大きい場合のいずれかで、起
こり得る。前者の例が、図9で与えられる。1つのダウンリンクキャリア(すなわち、図9の
キャリア1)が、複数のアップリンクキャリアのためのPHICHリソースを搬送する。この特
定の例では、両方のアップリンクキャリアのシステム帯域幅は同じであると仮定される。
すなわち、上の式(1)で示されるようなPHICHリソースマッピングのために用いられるPRB
インデックスのセットである、NRB

ULは、
キャリア1に対して{1, …, NRB

UL}、およびキャリア2に対して{1, …, NRB
UL}

で与えられる。
つまり、両方のアップリンクキャリアが、同じダウンリンクキャリアへのPHICHリソース
マッピングのための、同じセットのPRBインデックスを有する。nDMRSはアップリンクSPS
については0に設定されるので、Ng=2(PHICHリソースがアップリンク帯域幅のリソースを
約2倍にする)の場合でも、両方のキャリアに対するアップリンクSPSのサポートに最初のP
RBの同じセットを用いると、PHICHのコリジョンが依然として起きる。そのような制限は
望ましくない。
【００８９】
　図10は、PHICHリソースマッピングのコリジョンを避けるためにリソースインデックス
循環を用いる場合に実行される、ステップを開示する流れ図1000である。1つの可能な方
法は、Rel-8システム情報で定義されるように、対応するダウンリンクキャリア1010と対
にされるアップリンクキャリアから、PHICHリソースを決定するために、アップリンクリ
ソースのインデックス付けを開始することである。そのようにすることで、Rel-8 UEのた
めの後方互換性が保たれる。この態様では、インデックス付けは、LTE-A UE 1020に与え
ることができる他のキャリアに対して周期的に続く。インデックス付けは、そのダウンリ
ンクキャリアから来るグラントにより割り当てられ得る全てのアップリンクキャリアを考
慮して、システム全体で行われる。ある態様では、インデックス付けはUE固有の構成に基
づかず、すなわち、LTE-A UEはキャリアのサブセットのみに対して構成されることが可能
であるが、システム構成に基づいてアップリンクリソースブロックを考慮する。たとえば
、LTE-A UEは、割り当てられたアップリンクキャリアに対応する、PHICHリソースのサブ
セットを用いてもよい。
【００９０】
　図11では、別の例示的なPHICHのマッピングが与えられる。この特定の例では、Rel-8ア
ップリンクグラントおよびPHICHは、ペアに基づいてキャリアに到達し、キャリア1および
2上のRel-8 UEは、それぞれ、ダウンリンクキャリア1および2で送られるPHICHのために、
Rel-8マッピング規則を適用する。LTE-A UEは、ダウンリンクアンカーキャリア1 1030で
、アップリンクキャリア1、2および3のためのアップリンクグラントを受信するので、HAR
Qフィードバックは、同じダウンリンクアンカーキャリア1040で適切なPHICHリソースによ
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り送信される(図10の流れ図1000に示される)。すなわち、図11で示されるマッピングは、
以下のように要約され得る。
　PHICH CC1:1対NRB1+NRB2+NRB3
　　　　　　(UL CC1 (LTEおよびLTE-A UE):1対NRB1;
　　　　　　UL CC2 (LTE-A UE):1+ NRB1対NRB1+NRB2
　　　　　　UL CC3 (LTE-A UE):1+ NRB1+NRB2対NRB1+NRB2+NRB3)
　PHICH CC2:1対NRB2
　　　　　　(UL CC2 (LTE専用UE):1対NRB2)
【００９１】
　したがって、図11に示される方法は、UL/DLキャリアの非対称性を意識することがなく
、かつRel-8マッピングに基づく、LTE-Aマルチキャリア動作のためのPHICH設計を実現す
る。すなわち、アップリンクグラントが送信されたキャリアでPHICHが送信される場合、R
el-8マッピング規則が、適用可能なアップリンクキャリア全体に適用されるアップリンク
リソースのインデックス付けにより実装される、PHICH設計が考えられる。この態様では
、Rel-8システム情報で定義されるように、ダウンリンクキャリア上でPHICHリソースを決
定するためのアップリンクリソースのインデックス付けは、そのダウンリンクキャリアと
対にされるアップリンクキャリアから開始する。そのような態様においては、ダウンリン
クキャリアでPHICHリソースを決定するために、アップリンクリソースのインデックス付
けを、アップリンクグラントがそのダウンリンクキャリアで送信され得る他のアップリン
クキャリアについて周期的に続けさせることで、Rel-8 UEのための後方互換性が保たれる
。いくつかの態様では、これはLTE-A UEにのみ適用可能であり得る。
【００９２】
　しかし、他の方法も可能である。たとえば、アップリンク準持続的スケジューリング(S
PS)のためのPHICHのコリジョンにおける問題は、3ビットのDM-RSフィールドが、事実上の
CRCを上げることによって誤った警告の確率を下げるために000に設定されるので、そのDM
-RSフィールドを利用できないことである。つまり、DM-RSの3ビットは、SPSグラントのた
めの事実上のCRCビットとして動作することによって、フォールスポジティブのCRCテスト
の確率を下げるために用いられ得る。したがって、LTE-Aマルチキャリアにおけるアップ
リンクSPSのためのPHICHのコリジョンの問題に対処するために、以下のことが考慮され得
る。1)アップリンクSPSについて、DM-RSフィールドがPHICHのコリジョンを減らすために
アップリンクSPSに対して用いられ得るように、動的なスケジューリングの場合のように
、有効化/再構成が依然として0以外の値に設定され得る。2)アップリンクSPSの有効化/再
構成に対する誤った警告の確率は、Rel-8の場合と少なくとも同じであり得る。
【００９３】
　しかし、少なくともクロスキャリアシグナリングに対しては、やはり3ビットのフィー
ルドであるCIFが含まれる。所与のUEについて、特定のアップリンクキャリアに対するCIF
値は固定されていてよいので、事実上CRCのために用いることができる。ダウンリンク対
アップリンクが1:多数の構成(Rel-10ではサポートされない)がある、非対称のダウンリン
クおよびアップリンク構成の場合、それに応じて3ビットのCIF様のフィールドを導入する
こともできる。
【００９４】
　したがって、少なくとも以下の態様が考えられる。ある態様では、Rel-10以上のUE向け
のUL SPS有効化/再構成のためのDM-RSフィールドは、CIFが有効である場合には、UL CCに
おいて事実上のCRCのために用いられない。そのような態様では、3ビットのCIFが、事実
上CRCの長さを伸ばすという目的を果たすことができる。ダウンリンク対アップリンクが1
:多数の非対称の構成(Rel-10ではサポートされない)である場合、3ビットのCIF様のフィ
ールドが導入されてもよく、事実上CRCの長さを伸ばすために、DM-RSフィールドを置き換
えることができる。前述の態様を実施することで、Rel-8と同じ事実上のCRCの能力が保た
れ、DM-RSフィールドは、LTE-Aマルチキャリア動作における動的なスケジューリングの場
合と同様に、アップリンクSPSに対するPHICHマッピングのために用いられ得る。さらなる
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態様は、PHICHマッピングのためにDM-RSの一部のみを解放する(全体の3ビットではなく、
1または2ビットのみがPHICHマッピングに用いられる)ことを含んでもよく、たとえば、DM
-RSの最上位ビットが0に設定され、残りの2ビットは動的に設定される。これにより、PHI
CHリソースマッピングの柔軟性と、誤った警告の確率との間にトレードオフが生まれる。
【００９５】
　次に図12を参照すると、装置は、マルチキャリア動作のためにリソースマッピングする
ための方法を、実行することができる。ブロック1200において、UEはクロスキャリアシグ
ナリングを可能にし得る。ブロック1202において、UEは、少なくとも1つのキャリアでの
準持続的なスケジューリングを可能にし得る。ブロック1204において、UEは、少なくとも
1つのキャリアでの準持続的なスケジューリングを有効にし得る。有効にするステップは
、復調参照信号フィールドの少なくとも一部を用いて、アップリンクハイブリッド自動再
送要求(HARQ)動作のためのリソースを得るステップを含む。
【００９６】
　一構成では、クロスキャリアシグナリングを可能にするための手段と、少なくとも1つ
のキャリアでの準持続的なスケジューリングを可能にするための手段と、準持続的なスケ
ジューリングを有効にするための手段とを含む、UE 120が、ワイヤレス通信のために構成
される。一態様では、前述の手段は、メモリ442、コントローラ/プロセッサ440、および/
またはスケジューラ444であってよい。別の態様では、前述の手段は、前述の手段により
述べられた機能を実行するように構成される、モジュールまたは任意の装置であってよい
。
【００９７】
　別の構成では、対応するダウンリンクキャリアと対にされるアップリンクキャリアで開
始する、アップリンクリソースのインデックス付けを行うための手段と、前記アップリン
クリソースの少なくとも1つで通信するための手段とを含む、UE 120が、ワイヤレス通信
のために構成される。一態様では、前述の手段は、メモリ442、コントローラ/プロセッサ
440、アンテナ434、および/またはスケジューラ444であってよい。別の態様では、前述の
手段は、前述の手段により述べられた機能を実行するように構成される、モジュールまた
は任意の装置であってよい。
【００９８】
　さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、
または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は理解されよう。ハードウェアと
ソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モ
ジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そ
のような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、具体
的な適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した
機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示
の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【００９９】
　本明細書の開示に関して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回
路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、
フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、
個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説明
する機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せで実装または実行することが
できる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、汎用プロセッ
サは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械で
あり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPと
マイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまた
は複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
【０１００】
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　本明細書の開示に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウ
ェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施され
るか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、
フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク
、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記
憶媒体中に存在し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り
、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替として
、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に存在し
得る。ASICはユーザ端末中に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユ
ーザ端末中に個別構成要素として存在し得る。
【０１０１】
　1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能はハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装する場
合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶さ
れるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は
、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含
む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまた
は専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定で
はなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMまたは
他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス
、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶
するために使用でき、汎用コンピュータまたは専用コンピュータ、あるいは汎用プロセッ
サまたは専用プロセッサによってアクセスできる、任意の他の媒体を含むことができる。
また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェア
が同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、また
はワイヤレス技術、たとえば赤外線、無線、およびマイクロ波を使用してウェブサイト、
サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケー
ブル、ツイストペア、DSL、または、赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス
技術は媒体の定義内に含まれる。本明細書で使用する場合、ディスク(disk)およびディス
ク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デ
ジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイディ
スクを含み、ディスク(disk)は、通常、磁気的にデータを再生し、ディスク(disc)は、レ
ーザーで光学的にデータを再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含
まれるものとする。
【０１０２】
　本開示の上記の説明は、当業者が本開示を作成または使用できるようにするために提供
される。本開示への様々な修正が当業者には容易に明らかになることになり、本明細書に
定義する一般原理は、本開示の趣旨および範囲を逸脱することなしに他の変形形態に適用
され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定されるもの
ではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に一致する最大の範囲を与えられる
ものである。
【符号の説明】
【０１０３】
　　100　ワイヤレス通信ネットワーク
　　102　マクロセル
　　102　ピコセル
　　102　フェムトセル
　　110　eNodeB/基地局
　　120　UE
　　130　ネットワークコントローラ



(25) JP 5670549 B2 2015.2.18

10

20

　　412　データ源
　　420　送信プロセッサ
　　430　TX MIMOプロセッサ
　　432　変調器
　　434　アンテナ
　　436　MIMO検出器
　　438　受信プロセッサ
　　439　データシンク
　　440　コントローラ/プロセッサ
　　442　メモリ
　　444　スケジューラ
　　452　アンテナ
　　454　復調器
　　456　MIMO検出器
　　458　受信プロセッサ
　　460　データシンク
　　462　データ源
　　464　送信プロセッサ
　　466　TX MIMOプロセッサ
　　480　コントローラ/プロセッサ
　　482　メモリ

【図１】 【図２】
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