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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局において、
　伝送経路回路であって、
　加入者端末が物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌ
ｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）及び物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送
するように許容する第１アップリンク制御情報（ＵＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方法と加入者端末がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時
に伝送するように許容しない第２ＵＣＩ多重化方法とのうち１つを選択し、
　前記加入者端末に前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法を指示する上位階層信号を伝
送し、
　前記加入者端末に１つ以上のアップリンクグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を伝
送し、１つ以上のアップリンクグラント各々は、前記加入者端末に対するサブフレームｎ
に対してアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎ
ｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨをスケジューリングし、１つ以上のアップリンク
グラント各々は、チャネル品質情報（ＣＱＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）要請を伝達する、１つ以上のアップリンクグラントを伝送するように
構成される伝送経路回路と、
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
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のうちただ１つのアップリンクグラントが特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達するとき、
ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨ上で加入者端末によって伝送される非周期的なチャネル状態
情報（ＣＳＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信するよう
に構成される受信経路回路と、
を含み、
　肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ；ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報が同一のサブフレームｎでスケジュー
リングされるとき、そして前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が第１ＵＣＩ多重化方
法であるとき、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＵＬ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳＣＨ上
で前記加入者端末によって伝送されることを特徴とする基地局。
【請求項２】
　前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が前記第１ＵＣＩ多重化方法であるとき、
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちどれも、前記特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達しないとき、
　そして、１つ以上のアップリンクグラントのうち少なくとも１つがアップリンク主コン
ポネントキャリア（ＵＬ　ＰＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
　ｃａｒｒｉｅｒ）で前記ＰＵＳＣＨをスケジューリングするとき、
　前記受信経路回路は、前記加入者端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポ
ートのうち少なくとも１つを伝送するようにスケジューリングされるとき、ＵＬ　ＰＣＣ
のＰＵＳＣＨ上で前記加入者端末からＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポート
のうち少なくとも１つを受信するように構成され、
　前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が前記第２ＵＣＩ多重化方法であるとき、
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちどれも前記特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達しないとき、
　そして、１つ以上のアップリンクグラントのうち少なくとも１つがＵＬ　ＰＣＣで前記
ＰＵＳＣＨをスケジューリングするとき、
　前記受信経路回路は、前記加入者端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポ
ートのうち少なくとも１つを伝送するようにスケジューリングされるとき、ＵＬ　ＰＣＣ
のＰＵＣＣＨ上で前記加入者端末からＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポート
のうち少なくとも１つを受信するように構成されることを特徴とする請求項１に記載の基
地局。
【請求項３】
　前記非周期的ＣＳＩレポートが周期的ＣＳＩレポートと同一のサブフレームｎでスケジ
ューリングされるとき、
　前記受信経路回路は、ただ前記非周期的ＣＳＩレポートを受信するように構成されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項４】
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちどれも、前記特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達しないとき、
　１つ以上のアップリンクグラントのうち少なくとも１つがアップリンク副コンポネント
キャリア（ＵＬ　ＳＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃ
ａｒｒｉｅｒ）で前記ＰＵＳＣＨをスケジューリングするとき、
　そして、１つ以上のアップリンクグラントのうちどれもＵＬ　ＰＣＣで前記ＰＵＳＣＨ
をスケジューリングしないとき、
　前記受信経路回路は、前記加入者端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポ
ートのうち少なくとも１つを伝送するようにスケジューリングされるとき、最も小さいＵ
Ｌ　ＣＣを有するＵＬ　ＳＣＣのＰＵＳＣＨ上で前記加入者端末からＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報及び周期的なＣＳＩレポートのうち少なくとも１つを受信するように構成されることを
特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項５】
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　ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちただ１つのアップリンクグラントが、前記特定の値を有するＣＱＩレポートを伝達
するとき、そして
　前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が前記第２ＵＣＩ多重化方法であるとき、
　前記受信経路回路は、ＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を受信するように構
成されることを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項６】
　ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちただ１つのアップリンクグラントが、前記特定の値を有するＣＱＩレポートを伝達
するとき、そして
　前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が前記第２ＵＣＩ多重化方法であるとき、
　前記受信経路回路は、ＵＬ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳＣＨ上で非周期的ＣＳＩレポ
ート及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を受信するように構成されることを特徴とする請求項１に
記載の基地局。
【請求項７】
　基地局の動作方法において、
　加入者端末が物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌ
ｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）及び物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送
するように許容する第１アップリンク制御情報（ＵＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方法と加入者端末がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時
に伝送するように許容しない第２ＵＣＩ多重化方法とのうち１つを選択するステップと、
　前記加入者端末に前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法を指示する上位階層信号を伝
送するステップと、
　前記加入者端末に１つ以上のアップリンクグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を伝
送するステップであって、１つ以上のアップリンクグラント各々は、前記加入者端末に対
するサブフレームｎに対してアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉ
ｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨをスケジューリングし、１つ
以上のアップリンクグラント各々は、チャネル品質情報（ＣＱＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕ
ａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請を伝達する、１つ以上のアップリンクグラン
トを伝送するステップと、
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちただ１つのアップリンクグラントが特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達するとき、
ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨ上で加入者端末によって伝送される非周期的なチャネル状態
情報（ＣＳＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信するステ
ップと、
を含み、
　肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ；ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報が同一のサブフレームｎでスケジュー
リングされるとき、そして前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が第１ＵＣＩ多重化方
法であるとき、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＵＬ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳＣＨ上で加
入者端末によって伝送されることを特徴とする基地局の動作方法。
【請求項８】
　前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が前記第１ＵＣＩ多重化方法であるとき、
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちどれも、前記特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達しないとき、
　そして、１つ以上のアップリンクグラントのうち少なくとも１つがアップリンク主コン
ポネントキャリア（ＵＬ　ＰＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
　ｃａｒｒｉｅｒ）で前記ＰＵＳＣＨをスケジューリングするとき、
　前記加入者端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポートのうち少なくとも
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１つを伝送するようにスケジューリングされるとき、ＵＬ　ＰＣＣのＰＵＳＣＨ上で前記
加入者端末からＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポートのうち少なくとも１つ
を受信するステップと、
　前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が前記第２ＵＣＩ多重化方法であるとき、
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちどれも、前記特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達しないとき、
　そして、１つ以上のアップリンクグラントのうち少なくとも１つがＵＬ　ＰＣＣで前記
ＰＵＳＣＨをスケジューリングするとき、
　前記加入者端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポートのうち少なくとも
１つを伝送するようにスケジューリングされるとき、ＵＬ　ＰＣＣのＰＵＣＣＨ上で前記
加入者端末からＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポートのうち少なくとも１つ
を受信するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の基地局の動作方法。
【請求項９】
　前記非周期的ＣＳＩレポートが周期的ＣＳＩレポートと同一のサブフレームｎでスケジ
ューリングされるとき、
　ただ前記非周期的ＣＳＩレポートのみが受信されることを特徴とする請求項７に記載の
基地局の動作方法。
【請求項１０】
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちどれも、前記特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達しないとき、
　１つ以上のアップリンクグラントのうち少なくとも１つがアップリンク副コンポネント
キャリア（ＵＬ　ＳＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃ
ａｒｒｉｅｒ）で前記ＰＵＳＣＨをスケジューリングするとき、
　そして、１つ以上のアップリンクグラントのうちどれもＵＬ　ＰＣＣで前記ＰＵＳＣＨ
をスケジューリングしないとき、
　前記加入者端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩレポートのうち少なくとも
１つを伝送するようにスケジューリングされるとき、最も小さいＵＬ　ＣＣを有するＵＬ
　ＳＣＣのＰＵＳＣＨ上で前記加入者端末からＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び周期的なＣＳＩ
レポートのうち少なくとも１つを受信するステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の基地局の動作方法。
【請求項１１】
　ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちただ１つのアップリンクグラントが前記特定の値を有するＣＱＩレポートを伝達す
るとき、そして
　前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が前記第２ＵＣＩ多重化方法であるとき、
　ＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を受信するステップ、
をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の基地局の動作方法。
【請求項１２】
　ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちただ１つのアップリンクグラントが前記特定の値を有するＣＱＩレポートを伝達す
るとき、そして
　前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が前記第２ＵＣＩ多重化方法であるとき、
　ＵＬ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳＣＨ上で非周期的ＣＳＩレポート及びＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報を受信するステップ、
をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の基地局の動作方法。
【請求項１３】
　加入者端末機において、
　基地局から物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉ
ｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）及び物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
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；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送す
るように許容する第１アップリンク制御情報（ＵＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方法と加入者端末がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時に
伝送するように許容しない第２ＵＣＩ多重化方法とのうち１つを指示する上位階層信号と
、
　前記基地局から１つ以上のグラント各々が前記加入者端末に対するサブフレームｎに対
してアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎ
ｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨをスケジューリングし、１つ以上のグラント各々がチ
ャネル品質情報（ＣＱＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
要請を伝達する、前記１つ以上のグラントと、
　を受信するように構成される受信経路回路と、
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちただ１つのアップリンクグラントが、特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達するとき
、ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨ上で前記基地局に非周期的なチャネル状態情報（ＣＳＩ；
ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送するように構成される伝
送経路回路と、
を含み、
　肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ；ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報が同一のサブフレームｎでスケジュー
リングされるとき、そして前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が第１ＵＣＩ多重化方
法であるとき、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＵＬ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳＣＨ上
で前記基地局に伝送されることを特徴とする加入者端末。
【請求項１４】
　加入者端末機の動作方法において、
　基地局から物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉ
ｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）及び物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送す
るように許容する第１アップリンク制御情報（ＵＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方法と加入者端末がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時に
伝送するように許容しない第２ＵＣＩ多重化方法とのうち１つを指示する上位階層信号を
受信するステップと、
　前記基地局から、１つ以上のグラント各々が前記加入者端末に対するサブフレームｎに
対してアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨをスケジューリングし、１つ以上のグラント各々が
チャネル品質情報（ＣＱＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）要請を伝達する、前記１つ以上のグラントを受信するステップと、
　ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラント
のうちただ１つのアップリンクグラントが特定の値を有するＣＱＩ要請を伝達するとき、
ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨ上で前記基地局に非周期的なチャネル状態情報（ＣＳＩ；ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送するステップと、
を含み、
　肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ；ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報が同一のサブフレームｎでスケジュー
リングされるとき、そして前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が第１ＵＣＩ多重化方
法であるとき、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＵＬ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳＣＨ上
で前記基地局に伝送されることを特徴とする加入者端末機の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に無線通信に関し、より詳細には、アップリンク制御情報（ｕｐｌｉ
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ｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送するための方法及びシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）で、直交周波数分割多重化（ＯＦ
ＤＭ；Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅｘｉｎｇ）は、ダウンリンク伝送スキーム（ｓｃｈｅｍｅ）に採択された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　アップリンク制御情報のための伝送モードを指示するための方法が要求される。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　基地局が提供される。基地局は、加入者端末が物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳ
ＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）及び物理アッ
プリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送するように許容する第１アップリンク制御情報（ＵＣＩ
；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方法と加入者端末が
ＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時に伝送するように許容しない第２ＵＣＩ多重化方法のう
ち１つを選択するように構成される伝送経路回路を含む。前記伝送経路回路は、前記加入
者端末に前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法を指示する上位階層信号を伝送し、前記
加入者端末に１つ以上のアップリンクグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を伝送する
ように構成される。前記１つ以上のアップリンクグラント各々は、前記加入者端末に対す
るサブフレームｎに対してアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎ
ｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨをスケジューリングし、前記１
つ以上のアップリンクグラント各々は、チャネル品質情報（ＣＱＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｑ
ｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請を伝達する。前記基地局は、また、ＵＬ　
ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントのうちた
だ１つのアップリンクグラントがセットの値から値を有するＣＱＩ要請を伝達するとき、
ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨ上で加入者端末によって伝送される非周期的なチャネル状態
情報（ＣＳＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信するよう
に構成される受信経路回路を含む。肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ；ａｃｋｎｏ
ｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報が同
一のサブフレームｎでスケジューリングされるとき、そして前記１つの選択されたＵＣＩ
多重化方法が第１ＵＣＩ多重化方法であるとき、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、また、Ｕ
Ｌ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳＣＨ上で前記加入者端末によって伝送される。
【０００５】
　基地局の動作方法が提供される。前記方法は、加入者端末が物理アップリンク共有チャ
ネル（ＰＵＳＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）
及び物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送するように許容する第１アップリンク制御
情報（ＵＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方法と
加入者端末がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時に伝送するように許容しない第２ＵＣＩ多
重化方法のうち１つを選択するステップを含む。また、前記方法は、前記加入者端末に前
記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法を指示する上位階層信号を伝送するステップと、前
記加入者端末に１つ以上のアップリンクグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を伝送す
るステップとを含む。前記１つ以上のアップリンクグラント各々は、前記加入者端末に対
するサブフレームｎに対してアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉ
ｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨをスケジューリングし、前記
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１つ以上のアップリンクグラント各々は、チャネル品質情報（ＣＱＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　
ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請を伝達する。前記方法は、ＵＬ　ＣＣ　
ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントのうちただ１つ
のアップリンクグラントがセットの値から値を有するＣＱＩ要請を伝達するとき、ＵＬ　
ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨ上で加入者端末によって伝送される非周期的なチャネル状態情報（
ＣＳＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信するステップを
さらに含む。肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ；ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報が同一のサブフレームｎで
スケジューリングされるとき、そして前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が第１ＵＣ
Ｉ多重化方法であるとき、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＵＬ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳ
ＣＨ上で加入者端末によって伝送される。
【０００６】
　加入者端末機が提供される。前記加入者端末機は、基地局から物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ
）及び物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送するように許容する第１アップリンク制
御情報（ＵＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方法
と加入者端末がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時に伝送するように許容しない第２ＵＣＩ
多重化方法のうち１つを指示する上位階層信号を受信するように構成される受信経路回路
を含む。前記受信経路回路は、また、前記基地局から前記１つ以上のグラントを受信する
ように構成される。前記１つ以上のグラント各々は、前記加入者端末に対するサブフレー
ムｎに対してアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨをスケジューリングし、前記１つ以上のグラ
ント各々は、チャネル品質情報（ＣＱＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ）要請を伝達する。前記加入者端末は、またＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨを
スケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントのうちただ１つのアップリンクグ
ラントがセットの値から値を有するＣＱＩ要請を伝達するとき、ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳ
ＣＨ上で前記基地局で非周期的なチャネル状態情報（ＣＳＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔ
ｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送するように構成される伝送経路回路を含む。肯定応
答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ；ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ
　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報が同一のサブフレームｎでスケジューリングさ
れるとき、そして前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が第１ＵＣＩ多重化方法である
とき、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＵＬ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳＣＨ上で前記基
地局に伝送される。
【０００７】
　加入者端末機の動作方法が提供される。前記方法は、基地局から物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ）及び物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ
　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送するように許容する第１アップリンク
制御情報（ＵＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方
法と加入者端末がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時に伝送するように許容しない第２ＵＣ
Ｉ多重化方法のうち１つを指示する上位階層信号を受信するステップを含む。前記方法は
、また、前記基地局から、１つ以上のグラント各々が前記加入者端末に対するサブフレー
ムｎに対してアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨをスケジューリングし、１つ以上のグラント
各々がチャネル品質情報（ＣＱＩ；ｃｈａｎｎｅｌｑｕａｌｉｔｙｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）要請を伝達する、前記１つ以上のグラントを受信するステップを含む。前記方法は、
ＵＬ　ＣＣ　ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントの
うちただ１つのアップリンクグラントがセットの値から値を有するＣＱＩ要請を伝達する
とき、ＵＬ　ＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨ上で前記基地局に非周期的なチャネル状態情報（ＣＳ
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Ｉ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送するステップをさら
に含む。肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ；ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎ
ｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報が同一のサブフレームｎでスケ
ジューリングされるとき、そして前記１つの選択されたＵＣＩ多重化方法が第１ＵＣＩ多
重化方法であるとき、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＵＬ　ＣＣ　ｉで伝送されるＰＵＳ
ＣＨ上で前記基地局に伝送される。
【０００８】
　下記のような本発明の詳細な説明に入るに先立って、本特許文献全体にわたって使用さ
れる任意の単語、そして構文の一部に対する定義について説明するのが有利であろう。用
語“備える（ｉｎｃｌｕｄｅ）、”そして“含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）”は、それから派
生したものと共に、制限なしに含まれることを意味する；用語“または（ｏｒ）”は、及
び／または（ａｎｄ／ｏｒ）の意味を含むことができる；構文“それと関連した（ａｓｓ
ｏｃｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ）”そして“それとともに関連した（ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｔ
ｈｅｒｅｗｉｔｈ）”は、それから派生したものと共に、備える（ｉｎｃｌｕｄｅ）、そ
の中に備えられる（ｂｅ ｉｎｃｌｕｄｅｄ ｗｉｔｈｉｎ）、互いに連結する（ｉｎｔｅ
ｒｃｏｎｎｅｃｔ ｗｉｔｈ）、含有する（ｃｏｎｔａｉｎ）、内に含まれる（ｂｅ ｃｏ
ｎｔａｉｎｅｄ ｗｉｔｈｉｎ）、何にまたは何と連結する（ｃｏｎｎｅｃｔ ｔｏ ｏｒ 
ｗｉｔｈ）、何にまたは何と対で連結する（ｃｏｕｐｌｅ ｔｏ ｏｒ ｗｉｔｈ）、何と
通信を行うことができる（ｂｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｂｌｅ ｗｉｔｈ）、何に協力する（
ｃｏｏｐｅｒａｔｅ ｗｉｔｈ）、挟みこむ（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ）、並置する（ｊｕ
ｘｔａｐｏｓｅ）、何に近似する（ｂｅ ｐｒｏｘｉｍａｔｅ ｔｏ）、それとまたはそれ
に対して境界を成す（ｂｅ ｂｏｕｎｄ ｔｏ ｏｒ ｗｉｔｈ）、有する（ｈａｖｅ）、何
の資産を有する（ｈａｖｅ ａ ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ）などの意味になることができる
。用語“制御機（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）”は、ハードウェア、ファームウエア、ソフト
ウェアまたは前述したもの（ハードウェア、ファームウエア、ソフトウェア）のうち少な
くとも２個の組合で具現されるそのような装置の少なくとも１つの動作を制御する任意の
装置、システムまたはそれらの一部を意味する。ある個別制御機に関連した機能は、近接
、または遠隔で、中央集中されるか、または分散されることができることに留意しなけれ
ばならない。単語及び構文に対する定義は、この特許文献全体にわたって提供され、この
技術分野における通常の知識を有する者は、多くの場合に、あるいは、そうでなければ大
部分の場合で、そのように定義された単語と構文の今後の使用と共に、先立って適用され
たそのような定義を理解することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、アップリンク制御情報のための伝送モードを効率的に指示することができる
。
【００１０】
　本発明と本発明の長所に対するさらに明確な理解のために、以下の詳細な説明は、添付
の図面を参照する。図面で、同一の参照番号は、同一の部分を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の原理によるアップリンクのメッセージを伝送する例示的な無線ネットワ
ークを示す。
【図２】本発明の一実施形態による直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ；ｏｒｔｈｏｇ
ｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）
送信機の上位階層図である。
【図３】本発明の一実施形態による直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）受信機の上位
階層図である。
【図４】本発明の実施形態による複数の移動端末と通信する基地局を示す図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態による空間分割多重接続（ＳＤＭＡ；ｓｐａｔｉａｌ　ｄｉ
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ｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）スキームを示す。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ；ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）伝送チェーンを示す。
【図６Ａ】本発明の実施形態によって物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）がス
ケジューリングされないサブフレームでＡ／Ｎ伝送を示す。
【図６Ｂ】本発明の実施形態によって物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）が１
つのアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎ
ｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でスケジューリングされるサブフレームでＡ／Ｎ伝送６１０を示す
。
【図６Ｃ】本発明の実施形態によって物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）が１
つ以上のコンポネントキャリア（ＣＣ）でスケジューリングされるサブフレームでＡ／Ｎ
伝送スキームを示す。
【図７】本発明の一実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作させる方法を示す
。
【図８】本発明の他の実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作させる方法を示
す。
【図９】本発明の他の実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作させる方法を示
す。
【図１０】本発明の追加的な実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作させる方
法を示す。
【図１１】本発明の他の追加的な実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作させ
る方法を示す。
【図１２】本発明の実施形態による基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）または基地局（
ｅＮｏｄｅＢ）を動作させる方法を示す。
【図１３】本発明の他の実施形態による基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）または基地
局（ｅＮｏｄｅＢ）を動作させる方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　この特許文献で本発明の原理を説明するために使用された多様な実施形態及び図１から
図１３は、ただ説明のために使用され、本発明の範囲を制限するものに解釈すべきではな
い。この技術分野における通常の知識を有する者なら適切に定められたいかなる無線通信
システムにおいても本発明の原理が具現されることができることを理解することができる
。
【００１３】
　下記の説明と関連して、ＬＴＥ用語“ノードＢ（ｎｏｄｅ　Ｂ）”、“エンハンスドノ
ードＢ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｎｏｄｅ　Ｂ）”、“ｅノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）”は、下
記で使用される他の用語“基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）”に代替されることがで
きることを留意しなければならない。また、ＬＴＥ用語“ユーザ装置（ｕｓｅｒ　ｅｑｕ
ｉｐｍｅｎｔ）”または“ＵＥ”は、下記で使用される他の用語“加入者端末（ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）”に代替されることができる。
【００１４】
　図１は、例示的な無線ネットワーク１００を示し、この無線ネットワークは、本発明の
原理によるメッセージを伝達する。図示の実施形態で、無線ネットワーク１００は、基地
局（ＢＳ）１０１、基地局（ＢＳ）１０２、基地局（ＢＳ）１０３及び他の類似の基地局
（図示せず）を含む。
【００１５】
　基地局（ＢＳ）１０１は、インターネット１３０または類似のＩＰ基盤ネットワーク（
図示せず）と通信を行う。
【００１６】
　基地局（ＢＳ）１０２は、インターネット１３０に対する無線広帯域接続を基地局１０
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２のカバレージ領域１２０内の第１の複数の加入者端末に提供する。第１の複数の加入者
端末は、 小規模事業者（ＳＢ；Ｓｍａｌｌ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ）に位置することができ
る加入者端末１１１、大規模事業者（Ｅ；ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ）に位置することができ
る加入者端末１１２、ＷｉＦｉホットスポット（ＨＳ；ｈｏｔｓｐｏｔ）に位置すること
ができる加入者端末１１３、第１居住地（Ｒ；Residence）に位置することができる加入
者端末１１４、第２居住地（Ｒ；Residence ）に位置することができる加入者端末１１５
、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）になる
ことができる加入者端末１１６を含む。
【００１７】
　基地局（ＢＳ）１０３は、基地局１０３のカバレージ領域１２５内の第２の複数の加入
者端末にインターネット１３０に対する無線広帯域接続を提供する。第２の複数の加入者
端末は、加入者端末１１５及び加入者端末１１６を含む。一実施形態において、基地局１
０１～１０３は、 ＯＦＤＭまたはＯＦＤＭＡ技術を利用して加入者端末１１１～１１６
と、そして相互間に通信を行うことができる。
【００１８】
　６個のみの加入者端末が図１に示されているが、無線ネットワーク１００が、無線広帯
域接続を追加の加入者端末に提供することができることを理解しなければならない。加入
者端末１１５及び加入者端末１１６は、カバレージ領域１２０及びカバレージ領域１２５
の両方のエッジに位置していることに注目しなければならない。加入者端末１１５及び加
入者端末１１６の各々は、基地局１０２及び基地局１０３の両方と通信を行い、この技術
分野において通常の知識を有する者に知られたような、ハンドオフ（ｈａｎｄｏｆｆ）モ
ードで動作すると言える。
【００１９】
　加入者端末１１１～１１６は、音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び／または他の
広帯域サービスにインターネット１３０を介して接続することができる。本発明の一実施
形態において、１つ以上の加入者端末１１１～１１６は、ＷｉＦｉ　ＷＬＡＮ(Wireless 
Fidelity Wireless Local Area Network)のアクセスポイント（ＡＰ；ａｃｃｅｓｓ　ｐ
ｏｉｎｔ）に連動されることができる。加入者端末１１６は、無線連結可能なラップトッ
プコンピュータ、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄａｔａ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ノート
パソコン、携帯用装置、または他の無線連結可能な装置を含む、多数のモバイル装置にな
ることができる。加入者端末１１４及び１１５は、例えば、無線連結可能なパソコン（Ｐ
Ｃ）、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ、または他の装置になることができる。
【００２０】
　図２は、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ；ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）伝送経路２００の上位階
層図である。図３は、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ；ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）受信経路３０
０の上位階層図である。図２及び図３で、ただ図示及び説明を目的にするために、ＯＦＤ
ＭＡ伝送経路２００は、基地局（ＢＳ）１０２に具現され、ＯＦＤＭＡ受信経路３００は
、加入者端末（ＳＳ）１１６に具現される。しかし、この技術分野において通常の知識を
有する者なら、ＯＦＤＭＡ受信経路３００が基地局１０２にも具現され、ＯＦＤＭＡ伝送
経路２００が加入者端末１１６にも具現されることができることを理解することができる
。
【００２１】
　基地局１０２の伝送経路２００は、チャネルコーディング及び変調ブロック２０５、直
列対並列（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ；Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２１０、サ
イズＮの逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ；Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロック２１５、並列対直列（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉ
ａｌ；Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック２２０、循環前置（ＣＰ；ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）
挿入ブロック２２５、アップコンバータ（ＵＣ；ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）２３０、レ
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ファレンス信号多重化器２９０、レファレンス信号割当器２９５を含む。
【００２２】
　加入者端末１１６の受信経路３００は、ダウンコンバータ（ＤＣ；ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖ
ｅｒｔｅｒ）２５５、循環前置（ＣＰ；ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）除去ブロック２６
０、直列対並列（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ；Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２６
５、サイズＮの高速フーリエ変換（ＦＦＴ；Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏ
ｒｍ）ブロック２７０、並列対直列（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ；Ｐ－ｔｏ
－Ｓ）ブロック２７５、チャネルデコーディング及び復調ブロック２８０を含む。
【００２３】
　図２及び図３のコンポネントの少なくとも一部は、ソフトウェアで具現されることがで
き、一方、他のコンポネントは、設定可能なハードウェア（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｌｅ　
ｈａｒｄｗａｒｅ）またはソフトウェアと設定可能なハードウェアの組合で具現されるこ
ともできる。特に、本発明の文献に記述された高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ブロック及び
逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）ブロックは、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び逆高速フ
ーリエ変換（ＩＦＦＴ）のサイズＮの値が個別具現によって修正されることができる設定
可能なソフトウェアアルゴリズムで具現されることができるという点に注目しなければな
らない。
【００２４】
　さらに、本発明の実施形態が高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び逆高速フーリエ変換（Ｉ
ＦＦＴ）を具現する実施形態を直接言及しているとしても、これは、ただ説明のためのも
のであって、本発明の範囲を限定すると解釈してはならない。本発明の代案的な実施形態
において、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）機能及び逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）機能は
、簡単にそれぞれ離散フーリエ変換（ＤＦＴ；Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒ
ａｎｓｆｏｒｍ）機能及び逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ；Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒ
ｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）機能に代替されることもできることを理
解しなければならない。離散フーリエ変換（ＤＦＴ）及び逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ
）機能のために、変数Ｎの値は、整数になることができ（例えば、１、２、３、４など）
、一方、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）機能のために、
変数Ｎの値は、２の二乗である整数になることができる（例えば、１、２、４、８、１６
など）を理解しなければならない。
【００２５】
　基地局１０２で、チャネルコーディング及び変調ブロック２０５は、情報ビットのセッ
トを受信すれば、入力ビットにコーディング（例えば、ターボコーディング）を適用し、
変調（例えば、ＱＰＳＫ、ＱＡＭ）し、周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成
する。直列対並列ブロック２１０は、直列の変調シンボルを並列のデータに変換（例えば
、逆多重化）し、Ｎ個の並列シンボルストリームを生成する。ここで、Ｎは、基地局１０
２及び加入者端末１１６で使用されるＩＦＦＴ／ＦＦＴのサイズである。それでは、サイ
ズＮのＩＦＦＴブロック２１５は、Ｎ個の並列のシンボルストリームに対してＩＦＦＴ動
作を行い、時間ドメイン出力信号を生成する。並列対直列ブロック２２０は、サイズＮの
ＩＦＦＴブロック２１５からの並列の時間ドメイン出力シンボルを変換（例えば、多重化
）し、直列の時間ドメイン信号を生成する。その後、循環前置挿入ブロック２２５は、循
環前置（ＣＰ）を時間ドメイン信号に挿入する。最後に、アップコンバータ２３０は、循
環前置挿入ブロック２２５の出力を無線チャネルを介して伝送するための無線周波数（Ｒ
Ｆ；ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｃｙ）に変調（例えば、アップコンバータ（ｕｐ－ｃｏｎ
ｖｅｒｔ））する。信号は、また、無線周波数（ＲＦ）に変換される前に、基底帯域（Ｂ
Ｂ；ｂａｓｅｂａｎｄ）でフィルタリングされることができる。他の実施形態において、
レファレンス信号多重化器２９０は、コード分割多重化（ＣＤＭ；ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）または時間／周波数分割多重化（ＴＦＤＭ；ｔｉｍ
ｅ／ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）を利用してレ
ファレンス信号を多重化するように動作することができる。レファレンス信号割当器２９
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５は、本発明の実施形態で説明される方法及びシステムによるＯＦＤＭ信号でレファレン
ス信号を動的に割り当てるように動作することができる。
【００２６】
　伝送された高周波（ＲＦ）信号は、無線チャネルを通過した後、加入者端末１１６に到
着し、基地局１０２で行われた動作の逆動作が行われる。ダウンコンバータ２５５は、受
信された信号を基底帯域（ｂａｓｅｂａｎｄ）周波数にダウンコンバートし、循環前置除
去ブロック２６０は、循環前置（ＣＰ）を除去し、直列の時間ドメイン基底帯域信号を生
成する。直列対並列ブロック２６５は、時間ドメイン基底帯域信号を変換し、並列の時間
ドメイン信号を生成する。その後、サイズＮのＦＦＴブロック２７０は、ＦＦＴアルゴリ
ズムを行い、Ｎ個の並列の周波数ドメイン信号を生成する。並列対直列ブロック２７５は
、並列の周波数ドメイン信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャ
ネルデコーディング及び復調ブロック２８０は、変調されたシンボルを復調し、デコーデ
ィングし、元々の入力データストリームを復元する。
【００２７】
　各基地局１０１～１０３は、加入者端末１１１～１１６に対するダウンリンク（ＤＬ）
で伝送と類似の伝送経路を実行し、加入者端末１１１～１１６からのアップリンク（ＵＬ
）で受信と類似の受信経路を実行することができる。同様に、加入者端末１１１～１１６
のうちそれぞれのものは、基地局１０１～１０３に対するアップリンク（ＵＬ）で伝送の
ためのアキテクチャーによって伝送経路を行うことができ、基地局１０１～１０３からの
ダウンリンク（ＤＬ）で受信のためのアキテクチャーによって受信経路を実行することが
できる。
【００２８】
　ＯＦＤＭシステムで全体帯域幅は、サブキャリアと呼ばれる狭帯域（ｎａｒｒｏｗｂａ
ｎｄ）周波数ユニットに分割される。サブキャリアの数は、システムで使用されるＦＦＴ
／ＩＦＦＴサイズＮと同一である。一般的に、周波数スペクトルの端部にあるサブキャリ
アは、保護サブキャリアとして予約されているので、データのために使用されるサブキャ
リアの数は、Ｎ個より小さい。一般的に、保護サブキャリアでは、どんな情報も伝送され
ない。
【００２９】
【数１】

【００３０】
　多重－アンテナ伝送の場合において、アンテナポート当たり定義される１つのリソース
グリッドが存在する。
【００３１】
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【数２】

【００３２】
　ＬＴＥで、２つの目的でダウンリンクレファレンス信号（ＲＳ）が使用される。第一に
、ユーザ装置（ＵＥ）は、ダウンリンクレファレンス信号（ＤＣＩ）を利用してチャネル
品質情報（ＣＱＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ラン
ク情報（ＲＩ；ｒａｎｋ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）及びプリコーダマトリクス情報（Ｐ
ＭＩ；ｐｒｅｃｏｄｅｒ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を測定する。第二に
、各ユーザ装置（ＵＥ）は、ダウンリンクレファレンス信号を利用するその自体に対する
目的でダウンリンク伝送信号を変調する。さらに、ダウンリンクレファレンス信号は、３
個のカテゴリーに区分される。セル－特定レファレンス信号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　ＲＳ）、ＭＢＳＦＮ（単一周波数ネットワークを介したマルチメディア放送；ｍｕｌ
ｔｉ－ｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｏｖｅｒ　ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）レファレンス信号、及び端末特定レファレンス信号（ＵＥ－ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ、またはＵＥ－ＲＳ）または専用レファレンス信号（ＤＲＳ；Ｄｅｄ
ｉｃａｔｅｄ　ＲＳ）がそれである。
【００３３】
　セル特定レファレンス信号（または共通レファレンス信号：ＣＲＳｓ（ｃｏｍｍｏｎ　
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌｓ））は、非放送チャネル（ｎｏｎ－ＭＢＳＦＮ）伝
送をサポートするセルですべてのダウンリンクサブフレームに伝送される。サブフレーム
が放送チャネル（ＭＢＳＦＮ）伝送に使用されれば、サブフレーム内で一番目の複数個（
０、１または２）のＯＦＤＭシンボルがセル特定レファレンスシンボルの伝送に使用され
ることができる。表記Ｒｐは、アンテナポートｐ上のレファレンス信号伝送に使用される
資源要素を示すために使用される。
【００３４】
　端末特定レファレンス信号（または専用ＲＳ（ＤＲＳ））は、物理ダウンリンク共有チ
ャネル（ＰＤＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）で単一－アンテナ－ポート伝送がサポートされ、アンテナポート５を介して伝送さ
れる。端末は、上位階層（上位階層信号）によって端末特定レファレンス信号が存在する
か、そして物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）復調のための有効な位相レファ
レンスであるか否かに対する情報を提供される。端末特定レファレンス信号は、ただ対応
する物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）がマッピングされたリソースブロック
で伝送される。
【００３５】
　ＬＴＥシステムの時間資源は、１０ｍｓｅｃフレームに分割され、そして、各フレーム
は、それぞれ１ｍｓｅｃ期間を有する１０サブフレームにさらに分割される。サブフレー
ムは、２個の時間スロットに分割され、それぞれは、０．５ｍｓｅｃの期間を有する。サ
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ブフレームは、周波数ドメイン上で多重のリソースブロック（ＲＢｓ）に分割される。こ
こで、リソースブロック（ＲＢ）は、１２個のサブキャリアで構成される。
【００３６】
　図４は、本発明の実施形態による複数の移動端末４０２、４０４、４０６及び４０８と
通信を行う基地局４２０の図表４００を示す。
【００３７】
　図４に示されるように、基地局４２０は、同時に多重アンテナビームを利用して複数の
移動端末（ＭＳ；ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）と通信を行い、各アンテナビームは、
同時に同一の周波数でその意図された移動端末に向かって形成される。基地局４２０及び
移動端末４０２、４０４、４０６及び４０８は、ラジオ波（ｒａｄｉｏ　ｗａｖｅ）信号
を伝送し受信するために多重アンテナを採択している。ラジオ波信号は、直交周波数分割
多重化（ＯＦＤＭ）信号になることができる。
【００３８】
　一実施形態において、基地局４２０は、各移動端末に対して複数の送信機（ｔｒａｎｓ
ｍｉｔｔｅｒ）を介して同時にビームフォーミング（ｂｅａｍ　ｆｏｒｍｉｎｇ）を行う
。例えば、基地局４２０は、ビームフォーミングされた信号４１０を介してデータを移動
端末４０２に伝送し、ビームフォーミングされた信号４１２を介してデータを移動端末４
０４に伝送し、ビームフォーミングされた信号４１４を介してデータを移動端末４０６に
伝送し、ビームフォーミングされた信号４１６を介してデータを移動端末４０８に伝送す
る。本発明の一実施形態において、基地局４２０は、移動端末４０２、４０４、４０６、
及び４０８に同時にビームフォーミングを行うことができる。他の実施形態において、各
ビームフォーミングされた信号は、同一の時間及び同一の周波数でこれが意図した移動端
末に向かって形成される。明確にするために、基地局から移動端末への通信は、ダウンリ
ンク（ＤＬ）通信としてみることができ、移動端末から基地局への通信は、また、アップ
リンク（ＵＬ）通信としてみることができる。
【００３９】
　基地局４２０及び移動端末４０２、４０４、４０６及び４０８は、無線信号を伝送し受
信するための多重アンテナを採択する。無線信号は、ラジオ波信号になることができ、無
線信号は、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）伝送スキームを含む当業者に知られたどん
な伝送スキームでも使用することができることを理解しなければならない。
【００４０】
　移動端末４０２、４０４、４０６、及び４０８は、無線信号を受信することができるど
んな装置でも使用されることができる。移動端末４０２、４０４、４０６、及び４０８の
例は、これに限定されないが、ＰＤＡ、ラップトップ、モバイルフォン、携帯用装置、ま
たはビームフォーミングされた伝送を受信することができるどんな他の装置をも含む。　
【００４１】
　無線通信チャネルの容量及び信頼度を向上させるために基地局及び単一移動端末の両方
で多重伝送アンテナ及び多重伝送アンテナを使用することは、単一ユーザ多重入力多重出
力（ＳＵ－ＭＩＭＯ；Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）システムと知られている。多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）シ
ステムは、容量がＫで線形増加することを約束する。ここで、Ｋは、伝送（Ｍ）及び受信
アンテナ（Ｎ）の最小数である（例えば、Ｋ＝ｍｉｎ（Ｍ．Ｎ））。多重入力多重出力（
ＭＩＭＯ）システムは、空間多重化（ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、伝
送／受信ビームフォーミング、または伝送／受信ダイバシティ（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）で
具現されることができる。
【００４２】
　ＳＵ－ＭＩＭＯの拡張である、多重ユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）は、通信シナリ
オである。ここで、多重伝送アンテナを有する基地局は、無線通信チャネルの容量及び信
頼度を向上させるために空間分割多重接続（ＳＤＭＡ；Ｓｐａｔｉａｌ　ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）のような多重ユーザビームフォーミングスキーム
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の使用を通じて、複数の移動端末と同時に通信を行うことができる。
【００４３】
　図５Ａは、本発明の実施形態による空間分割多重接続（ＳＤＭＡ）スキームを示す。
【００４４】
　図５に示されるように、基地局４２０は、８個の伝送アンテナが装着されるが、移動端
末４０２、４０４、４０６、及び４０８は、それぞれ２個のアンテナが装着される。この
実施形態で、基地局４２０は、８個の伝送アンテナを有する。各伝送アンテナは、ビーム
フォーミングされた信号４１０、５０２、５０４、４１２、４１４、５０６、４１６及び
５０８のうち１つを伝送する。この実施形態において、移動端末４０２は、ビームフォー
ミングされた伝送４０１及び５０２を受信し、移動端末４０４は、ビームフォーミングさ
れた伝送５０４及び４１２を受信し、移動端末４０６は、ビームフォーミングされた伝送
５０６及び４１４を受信し、移動端末４０８は、ビームフォーミングされた伝送５０８及
び４１６を受信する。
【００４５】
　基地局４２０が８個の伝送アンテナビームを有するので（各アンテナビームは、データ
ストリームのうち１つのデータストリームである）、ビームフォーミングされたデータの
８個のストリームは、基地局４２０に形成される。各移動端末は、この例においてデータ
の最大２個のストリーム（ビーム）を受信することができる（受信することができる能力
を有する）。各移動端末４０２、４０４、４０６、及び４０８は、多重ストリームの代わ
りに、ただデータの１つの端末ストリーム（ビーム）を受信するように制限される。同時
に、これは、多重ユーザビームフォーミング（すなわち、ＭＵ－ＢＦ、ｍｕｌｔｉ－ｕｓ
ｅｒ　ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）になることができる。
【００４６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ、リリース－１０（Ｒｅｌ－１０）で、アップリンクＭＩＭＯ空
間多重化（ＳＭ；ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）が紹介される。ユーザ装
置（ＵＥ）がＬＴＥ－ＡでアップリンクＭＩＭＯ空間多重化スキームを利用してサブフレ
ームで信号を伝送するためにスケジューリングされるとき、ユーザ装置（ＵＥ）は、サブ
フレームで２個のコードワード（ＣＷ；ｃｏｄｅｗｏｒｄ）まで伝送することができる。
【００４７】
【数３】

【００４８】
　このアップリンク伝送のキーコンポネント（ｋｅｙ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）のうち１つ
は、データ／制御多重化機能である。
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【００４９】
　図５Ｂは、本発明の実施形態による物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ；ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）伝送チェーン５１０を示
す。
【００５０】
　図５Ｂは、Ｎｔ伝送アンテナユーザ装置（ＵＥ）上のＮ階層伝送を示す。図５Ｂは、逆
高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ；ｉｎｖｅｒｓｅ　ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍ）ユニット５１３－１から５１３－Ｎでサブキャリアの隣接するセットに対する
Ｎ離散フーリエ変換（ＤＦＴ；Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ
）プリコーディングユニット５１１－１から５１１－Ｎの出力がマッピングされたことを
示す。
【００５１】
　ＰＵＳＣＨ伝送チェーン５１０のキーコンポネントのうち１つは、データ／制御多重化
ユニット５１５に具現されたデータ／制御多重化機能であり、これは、２００８年１２月
、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｄｉｎｇ
”、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２　ｖ　８．５．０で完全に特定される。これは、この
文献に全体が記載されたように、本発明の明細書に参照として含まれる。
【００５２】
　この階層マッピングは、ＤＦＴプリコーディング以前に行われる。したがって、データ
及び制御情報は、適切に多重化されてインターリビングされる。伝送プリコーディングは
、ＤＦＴプリコーディングユニット５１１－１から５１１－Ｎの出力でＮ次元信号をＩＦ
ＦＴユニット５１３－１から５１３－Ｎに対する入力のようなＮｔ次元信号に変換するた
めに、サブキャリア単位当たり、ＤＦＴプリコーディングユニット５１１－１から５１１
－ｎとＩＦＦＴユニット５１３との間に行われる。ＩＦＦＴユニット５１３－１から５１
３－Ｎの入力でサブキャリアマッピングは、サブキャリアの非隣接セグメントを含むこと
ができる。
【００５３】
　本発明の一実施形態において、（ＣＱＩ、ＲＩ及びＡ／Ｎビットを含む）すべてのアッ
プリンク制御情報は、アップリンク制御情報を伝達するための特定階層を選択する次の方
法で、階層のうちただ１つで伝達する。伝送階層の全体数は、Ｎで示される。
【００５４】
　Ｎ階層によって使用される変調及びコーディングスキーム（ＭＣＳ；ｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）が異なる場合、最大ＭＣＳ値を有する階層
がＣＱＩ、ＲＩ及びＡ／Ｎのようなアップリンク制御情報を伝達するために選択される。
ＭＣＳ値は、典型的に（ｅＮｏｄｅＢによってＵＥに伝達する）アップリンクスケジュー
ル割り当てグラント（ＵＬ　ｓｃｈｅｄｕｌｅ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　ｇｒａｎｔ）で
伝達され、したがって、このデータ及び制御伝送の時間をユーザ装置（ＵＥ）で把握する
ことができる。制御領域サイズは、資源要素の数として定義される。
【００５５】
　もし、Ｎ階層によって使用されるＭＣＳが同一である場合、第１階層は、ＣＱＩ、ＲＩ
及びＡ／Ｎのようなアップリンク制御情報を伝達するために選択される。そのような実施
形態は、階層ミキシング（ｌａｙｅｒ　ｍｉｘｉｎｇ）／階層順列（ｌａｙｅｒｐｅｒ　
ｍｕｔａｔｉｏｎ）のような技術が同一のチャネル品質を保証するために使用される状況
に適していて、したがって、同一のＭＣＳ値がすべての階層上に適用される。
【００５６】
　階層の選択は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ；ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット０または他のアップリンクグラントＤＣＩフォー
マットを利用して、追加制御フィールドとしてアップリンクスケジューリンググラントで
明示的にシグナリングされることができる。
【００５７】
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　追加に、３個の制御領域（ＣＱＩ、ＲＩ、Ａ／Ｎ）のサイズは、対応するアップリンク
制御情報（ＵＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）サイズの
機能、制御領域が伝送される階層と連関されたＭＣＳ値、及び上位階層シグナリングオフ
セットとして決定される。制御領域サイズの正確な算出は、２００８年１２月、３ＧＰＰ
　ＬＴＥ標準である３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２　ｖ　８．５．０“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｄｉｎｇ”に既に特定されたも
のと類似する。これは、その全体が本発明に含まれたもののように参照として本文献に含
まれる。
【００５８】
　例えば、単一のコードワード（ＣＷ）ソリューションが階層順列／ミキシングを有する
アップリンクＭＩＭＯで使用されれば、すべての階層を意味するものは、同一のＭＣＳを
有する。それでは、２００８年１２月、３ＧＰＰ　ＬＴＥ標準のセクション５．２．２．
６、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２、バージョン８．５．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ”でＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ
　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）及びＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｉｏｎ）ビットのための制御領域方程式が下記の数式１に示されるように修正され
ることができる：
【００５９】
【数４】

【００６０】
　分子（ｎｕｍｅｒａｔｏｒ）で、階層の数を示す、ファクター“Ｎ”が含まれることに
ご注意すべきである。分子において、和は、すべての階層ですべてのコードブロック（Ｃ
Ｂ；ｃｏｄｅ　ｂｌｏｃｋ）を超過する。ここで、Ｃ（ｎ）は、階層ｎでコードブロック
の数を示す。そして、Ｋｒ，ｎは、階層ｎでｒ番目コードブロックのサイズを示す。同様
に、ＣＱＩビットのための制御領域方程式は、下記の数式２で示される：
【００６１】
【数５】

【００６２】
　他の実施形態で、もし階層でＭＣＳが異なっていて、ｐ番目の階層がＵＣＩが伝送され
る階層として選択されれば、数式１及び数式２は、各々下記の数式３及び数式４に示され
るように修正されることができる：
【００６３】
　ＲＩ及びＡ／Ｎビットに対して、
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【数６】

　そして、ＣＱＩビットに対して
【数７】

【００６４】
　本発明の一部実施形態において、アップリンク制御情報は、ＭＩＭＯアップリンクサブ
フレームでアップリンク上で伝送されるＮ階層のサブセット上にマッピング／割当される
。サブセット、Ｎｓのサイズは、Ｎで示される、階層の全体数より小さいか、または同一
であることができる。
【００６５】
　サブセットサイズＮｓは、Ｎより小さい。すなわち、Ｎｓ＜Ｎである。それでは、アッ
プリンク制御伝送のために使用される階層は、次の方法のうち１つによってユーザ装置（
ＵＥ）で認知することができる。
【００６６】
　例えば、アップリンク制御情報のために使用される階層のサブセットは、また、ＤＣＩ
フォーマット０または一部の他のアップリンクグラントＤＣＩフォーマットを利用して、
追加制御フィールドとして、アップリンクスケジューリンググラントで明示的にシグナリ
ングされることができる。
【００６７】
　他の実施形態において、階層のサブセットは、（１）コードワードの数、（２）階層マ
ッピング構造に対するコードワード、及び（３）最大ＭＣＳ値を使用するコードワードに
よって、ユーザ装置（ＵＥ）によって明示的に推論されることができる。例えば、もしＮ
＝４であり、階層３、４がコードワード２伝送のために使用されるとき、階層１、２がコ
ードワード１伝送のために使用され、そしてコードワード１によって使用されるＭＣＳが
コードワード２によって使用されるＭＣＳより良い場合、ユーザ装置は、階層１及び２上
でアップリンク制御情報を伝送するように決定することができる。ここで、階層１及び２
は、さらに良いＭＣＳを有する階層に対応する。
【００６８】
　特定の実施形態において、アップリンク制御領域の決定は、次の規則のうち１つに従う
。制御情報を含む階層のサブセットは、活性化された階層で示されることを留意しなけれ
ばならない。
【００６９】
　ケース１．もし、アップリンク制御情報のために使用される活性化階層が同一のＭＣＳ
を有する場合、活性化階層にかけて各制御領域（ＣＱＩ、ＲＩ、Ａ／Ｎ）の全体サイズは
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、対応するＵＣＩサイズ及びこの単一ＭＣＳ値の機能として決定される。そして、制御情
報は、活性化階層にかけて均等に配分される。ここで、各階層は、約全体制御領域サイズ
の１／Ｎｓを得る。そのような実施形態は、階層ミキシング（ｌａｙｅｒ　ｍｉｘｉｎｇ
）／階層順列（ｌａｙｅｒ　ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏｎ）のような技術が同一のチャネル品
質を保証するために使用される状況に適していて、よって同一のＭＣＳ値がすべての階層
上に適用される。
【００７０】
　ケース２．活性化階層がそれらの伝送で異なるＭＣＳを有する場合、２個の代案が適用
される。
【００７１】
　ケース２ａ．各活性化階層のために、階層当たり制御領域サイズは、個別階層上のＵＣ
Ｉサイズ及びＭＣＳによって決定される。制御領域の全体サイズは、活性化階層上に階層
当たり制御領域サイズの和である。そして、制御情報は、階層当たり制御領域サイズによ
って活性化階層に配分される。
【００７２】
　ケース２ａに対して、全体制御領域サイズを決定する一例は、下記の数式５及び数式６
に示さるたように、数式１及び数式２を各々修正したものにより与えられることができる
：
　ｎ＝１、…Ｎｓであるとき、
【数８】

　ここで、Ｑ’（ｎ）は、ｎ番目の活性化階層でＲＩ及びＡ／Ｎシンボルの数である。
【数９】

　ここで、Ｑ’（ｎ）は、ｎ番目の活性化階層でＣＱＩシンボルの数である。そして、Ｑ

ＲＩ（ｎ）は、この活性化階層上に割り当てられるＲＩシンボルの数である。
【００７３】
　ケース２ｂ．全体制御領域のサイズは、すべての活性化階層上のＭＣＳ及びＵＣＩサイ
ズの機能として共同で決定される。そして、制御情報は、全体活性化階層にかけて均等に
分配される。ここで、各階層は、約全体制御領域サイズの１／Ｎｓを得る。
【００７４】
　ケース１及びケース２ｂの両方に対して、全体制御領域サイズを決定する１つの例は、
数式７及び数式８に各々示されるように、数式１及び数式２を修正することによって与え
られることができる：
【００７５】
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　ＲＩ及びＡ／Ｎビットに対して、
【数１０】

　分母（ｄｅｎｏｍｉｎａｔｏｒ）上の第１足し上げ（ｓｕｍｍａｔｉｏｎ）は、全体活
性化階層にかけて足し上げされることに留意しなければならない。
【００７６】
　ＣＱＩビットに対して、

【数１１】

【００７７】
【数１２】

【００７８】
　現在のＬＴＥ規格で、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）及びユーザ装置（ＵＥ）は、ＨＡＲＱプ
ロセスと関連した物理信号を交換する。
【００７９】
　ユーザ装置（ＵＥ）に対するダウンリンク伝送のために、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、
サブフレームでＨＡＲＱ識別子番号＃ｎを含んでダウンリンク伝送グラントをユーザ装置
（ＵＥ）に伝送する。同一のサブフレームで、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、また、ＨＡＲ
Ｑプロセスのためにユーザ装置（ＵＥ）に最大２個のパケット（または伝送ブロック（Ｔ
Ｂ；ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ））を伝送する。４個のサブフレーム後に、ユーザ
装置は、ＨＡＲＱプロセス番号＃ｎでパケットの応答（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）を基地局に伝送する。応答信号は、２個のパケットに対して最大２個のビットを含み、
各ビットは、ユーザ装置でデコーディング結果を示す。もし、ユーザ装置が成功的にパケ
ットをデコーディングすれば、応答信号は、パケットに対する肯定応答（ＡＣＫ）ビット
を有する。そうでなければ、応答信号は、パケットに対して否定応答（ＮＡＣＫ）ビット
を有する。もし、否定応答がパケットに対して受信されれば、基地局は、ＨＡＲＱ識別子
＃ｎを含む伝送グラントと、否定応答（ＮＡＣＫ）を受信したサブフレームからいくつか
のサブフレーム以後のサブフレームでユーザ装置にＨＡＲＱプロセスのための再伝送パケ
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ットを伝送する。
【００８０】
　ユーザ装置（ＵＥ）に対するアップリンク伝送のために、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、
サブフレームでＨＡＲＱ識別子番号＃ｎを含んでアップリンク伝送グラントをユーザ装置
（ＵＥ）に伝送する。４個のフレーム後に、ユーザ装置は、基地局にＨＡＲＱプロセスの
ためのパケットを伝送する。４個のフレーム後に、基地局は、ユーザ装置にＨＡＲＱプロ
セス＃ｎでパケットの応答（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を伝送する。もし、基地
局がパケットを成功的にデコーディングすれば、基地局は、肯定応答（ＡＣＫ）を伝送す
る。そうでなければ、基地局は、ユーザ装置に否定応答（ＮＡＣＫ）を伝送する。もし、
否定応答（ＮＡＣＫ）が受信されれば、ユーザ装置（ＵＥ）は、ユーザ装置が否定応答を
受信したサブフレームで４個フレーム以後のサブフレームで、ＨＡＲＱプロセスのための
パケットを基地局に再伝送する。
【００８１】
　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を伝達する物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣ
Ｈ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、１つ
以上の連続された制御チャネル要素（ＣＣＥ；ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅ
ｍｅｎｔ）の結合で伝送される。ダウンリンクキャリアで利用可能なＣＣＥは、０からＮ

ＣＣ－１まで番号が付与される。
【００８２】
　ＬＴＥシステムで、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　
ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、次の多重領域で追加に分割される
：ＣＱＩ領域、連続－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びスケジューリング要請領域（Ｐ－ＡＣＫ／Ｓ
Ｒ）、及び動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫ領域（Ｄ－ＡＣＫ）がそれである。ＣＱＩ資源は、その
資源対、すなわち、循環サイクリックシフト（ＣＳ；ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）インデ
ックス及び資源要素（ＲＢ）インデックスによって固有に識別される。他の側面で、Ｐ－
ＡＣＫ／ＳＲまたはＤ－ＡＣＫ資源は、そのリソース３者（ｔｒｉｐｌｅ）、すなわち、
ＣＳインデックス、ＯＣ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒ）及びＲＢインデックスに
よって固有に識別される。
【００８３】
【数１３】

【００８４】
　整理すれば、ＬＴＥシステムで、サブフレームｎでＣＣＥインデックスからサブフレー
ムｎ－ｋでＰＵＣＣＨ　ＡＮリソース３者に一対一マッピングされる関数が存在する。
【００８５】
　このような点は、アップリンクキャリア結合システムで、ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑ
ｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
、Ａ／Ｎ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）のようなデータ及び制御情報を
同時に伝送するためのシステム及び方法を提供する。また、すべての３個の形式のアップ
リンク制御情報は、一般的にＵＣＩで示されることを留意しなければならない。
【００８６】
　アップリンクキャリア結合システムが考慮される。このシステムは、Ａ／Ｎがサブフレ
ームｎ－ｋで発生するダウンリンクＰＤＳＣＨ伝送に応答するためのＲｅｌ－８　ＬＴＥ
プロシージャによってサブフレームｎにスケジューリングされる。そのようなシステムで
、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）は、サブフレームｎ－ｋの１つ以上のダ
ウンリンクキャリアで伝送されることができる。Ａ／Ｎを伝達する情報ビットの数は、Ｎ
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ＡＮによって示される。ここで、ＮＡＮは、正の整数である。
【００８７】
　図６Ａは、本発明の実施形態によって物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ；ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）がスケジューリングさ
れないサブ　フレームでＡ／Ｎ伝送６００を示す。
【００８８】
　サブフレームｎでスケジューリングされたアップリンクＰＵＳＣＨ伝送無しに、Ａ／Ｎ
は、サブフレームでアップリンクチャネルに伝送される。このような場合、アップリンク
チャネルは、ＰＵＣＣＨフォーマット１、ＰＵＣＣＨフォーマット２、ＤＦＴ－ｓ－ＯＦ
ＤＭまたはＰＵＳＣＨの新しいＰＵＣＣＨフォーマットになることができる。図６Ａに示
されるように、Ａ／Ｎ　６０１は、サブフレームｎの第１スロットの１つの帯域エッジに
近接して位置するリソースブロック、そしてアップリンクＰＣＣ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でサブフレームｎの第１スロットの他の帯域エッジに
近接して位置する他のリソースブロック上のＰＵＣＣＨで伝送される。
【００８９】
　図６Ｂは、本発明の実施形態によって物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）が
１つのアップリンクコンポネントキャリア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でスケジューリングされるサブフレームでＡ／Ｎ伝送６１０を示
す。
【００９０】
　図６Ｂに示されるように、サブフレームｎで１つのアップリンクＣＣでスケジューリン
グされたアップリンクＰＵＳＣＨ伝送を有する、アップリンクデータ及びＡ／Ｎを多重化
する２個の方法を図６Ｂ考慮することが可能である。（Ａ／Ｎ多重化スキーム１で示され
る）いずれか１つのスキームにおいて、アップリンクデータがもし存在したら、スケジュ
ーリングされたアップリンクＣＣのＰＵＳＣＨで伝送されるとき、Ａ／Ｎは、ＰＣＣのＰ
ＵＣＣＨで伝送される。（Ａ／Ｎ多重化スキーム２で示される）他の１つのスキームにお
いて、Ａ／Ｎは、スケジューリングされたアップリンクＣＣのＰＵＳＣＨでピギーバック
される（ｐｉｇｇｙｂａｃｋｅｄ）。個別実施形態において、Ａ／Ｎは、次の２つの米国
特許によって提案された方法によってＰＵＳＣＨでピギーバックされる。この特許は、２
００９年１月３０日に出願された米国特許仮出願第６１／２０６、４５５号、発明の名称
“Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓ
ｓｉｏｎ　ｉｎ　ＭＩＭＯ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ”と、２００９年１２月
１８日に出願された米国特許出願第１２／６４１、９５１号、発明の名称“Ｓｙｓｔｅｍ
　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｓｉｇｎａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｉｎ　ＭＩＭＯ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ”である。この特許は、両方共に、その全体が本発明で説明されるように、参照
として本文献に含まれる。
【００９１】
　図６Ｃは、本発明の実施形態によって物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）が
１つ以上のコンポネントキャリア（ＣＣ）でスケジューリングされるサブフレームでＡ／
Ｎ伝送スキームを示す。
【００９２】
　アップリンクＰＵＳＣＨ伝送がサブフレームｎの１つ以上のアップリンクＣＣでスケジ
ューリングされるとき、アップリンクデータとＡ／Ｎを多重化する３個の方法を考慮する
ことができる。図６Ｃに示されたようないずれか１つのスキーム６２０（Ａ／Ｎ多重化ス
キーム３）において、アップリンクデータがスケジューリングされたアップリンクＣＣの
ＰＵＳＣＨで伝送されるとき、Ａ／Ｎは、ＰＣＣのＰＵＣＣＨで伝送される。（Ａ／Ｎ多
重化スキーム４で示される）他のスキーム６３０において、Ａ／Ｎは、スケジューリング
されたアップリンクＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨでピギーバックされる。ここで、Ａ／Ｎ
は、米国特許仮出願第６１／２０６、４５５号及び米国特許出願第１２／６４１、９５１
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号で提案した方法によって１つのＣＣのＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。（Ａ／Ｎ多
重化スキーム５で示される）他のスキーム６４０において、Ａ／Ｎは、すべてのスケジュ
ーリングされたアップリンクＣＣのＰＵＳＣＨでピギーバックされる。ここで、Ａ／Ｎは
、米国特許仮出願第６１／２０６、４５５号及び米国特許出願第１２／６４１、９５１号
で提案されたような方法によって各ＣＣのＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。
【００９３】
　Ａ／Ｎ多重化スキーム３は、ＰＵＳＣＨがただ１つのアップリンクＣＣでスケジューリ
ングされるとき、Ａ／Ｎ多重化スキーム１と同一になることができることに留意しなけれ
ばならない。追加に、Ａ／Ｎ多重化スキーム４及び５は、ＰＵＳＣＨがただ１つのアップ
リンクＣＣでスケジューリングされるとき、Ａ／Ｎ多重化スキーム２と同一になることが
できる。
【００９４】
　Ａ／Ｎ多重化スキーム４で、ＰＵＳＣＨがＡ／Ｎをピギーバックすることができる１つ
のＣＣは、規則によって選択される。例示的な規則は、次の通りである：（１）サブフレ
ームｎでスケジューリングされたＰＵＳＣＨのアップリンクＣＣのうち最大ＭＣＳを有す
るスケジューリングされたＰＵＳＣＨＣＣが選択される。（２）サブフレームｎでスケジ
ューリングされたＰＵＳＣＨのアップリンクＣＣのうち低いＣＣ－ＩＤを有するＣＣが選
択される。または（３）サブフレームｎでスケジューリングされたＰＵＳＣＨのアップリ
ンクＣＣのうち低いＰＣＩＤ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）を有するＣＣが選択
される。
【００９５】
　本発明の一実施形態において、ユーザ装置がサブフレームｎで１つ以上のアップリンク
ＣＣの１つ以上のアップリンクグラントを受信するとき、ユーザ装置は、１つの固定され
たスキームを利用してサブフレームｎでＡ／Ｎを伝送する。他の側面で、ユーザ装置がど
んなアップリンクグラントも受信しないとき、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵ
ＣＣＨでＡ／Ｎを伝送することができる。例えば、ＰＵＳＣＨがサブフレームｎの１つ以
上のアップリンクＣＣでスケジューリングされるとき、使用される１つの固定されたＡ／
Ｎ伝送スキームは、Ａ／Ｎ多重化スキーム１、スキーム２、スキーム３、スキーム４また
はスキーム５になることができる。
【００９６】
　一実施形態において、ＰＵＳＣＨがサブフレームｎの１つ以上のアップリンクＣＣでス
ケジューリングされるとき、使用される１つのＡ／Ｎ伝送スキームは、ＰＵＳＣＨ及びＰ
ＵＣＣＨを同時に伝送するＡ／Ｎ多重化スキーム１または３である。この場合において、
ユーザ装置からＡ／Ｎを検出するために、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、ただＰＣＣのＰＵ
ＣＣＨで信号を検出することだけが要請される。したがって、基地局の具現は、このスキ
ームが選択されるとき、さらに簡単になることができる。しかし、ユーザ装置は、ユーザ
装置が多重アップリンクチャネルを同時に伝送することのように、増加したＰＡＰＲ（ｐ
ｅａｋ－ｔｏ－ａｖｅｒａｇｅ　ｐｏｗｅｒ　ｒａｔｉｏ）によって問題を経験すること
ができる。
【００９７】
　他の実施形態において、ＰＵＳＣＨがサブフレームｎの１つ以上のアップリンクＣＣで
スケジューリングされるとき、使用される１つのＡ／Ｎ伝送スキームは、サブフレームｎ
のすべてのスケジューリングされたＰＵＳＣＨのＡ／ＮをピギーバックするＡ／Ｎ多重化
スキーム２または５である。このような場合において、ユーザ装置からＡ／Ｎを検出する
ために、基地局は、２個の仮説（ｈｙｐｏｔｈｅｓｉｓ）の間で仮説テストを行う：（１
）Ａ／Ｎは、ＰＣＣのＰＵＣＣＨで伝達される。そして（２）Ａ／Ｎは、すべてのアップ
リンクＣＣのＰＵＳＣＨでピギーバックされる。したがって、基地局具現は、このスキー
ムが選択されるとき、多少さらに複雑なる可能性がある。しかし、ユーザ装置は、減少し
たＰＡＰＲ（ｐｅａｋ－ｔｏ－ａｖｅｒａｇｅ　ｐｏｗｅｒ　ｒａｔｉｏ）によって利益
を受けることができる。
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【００９８】
　本発明の実施形態において、ユーザ装置は、上位階層シグナリング（ＲＲＣ（ｒａｄｉ
ｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）またはＭＡＣ（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　
ｃｏｎｔｒｏｌ））を受信する。ユーザ装置がサブフレームｎで１つ以上のアップリンク
ＣＣのＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信すると
き、ユーザ装置は、上位階層シグナリングに伝達される情報要素（ＩＥ；ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）によって決定されるＡ／Ｎ多重化スキームを利用してＡ／Ｎ
を伝送する。他の側面において、ユーザ装置がどんなアップリンクグラントも受信しない
とき、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを伝送する。
【００９９】
　一実施形態において、情報要素（ＩＥ）、ＡＮＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　ＩＥが上位階層で定義される。ＡＮＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　ＩＥのシグナリングされた値によって、ユーザ装置は、Ａ／Ｎ多重化スキームを
選択する。個別に、ユーザ装置がサブフレームｎの１つ以上のアップリンクＣＣでＰＵＳ
ＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信するとき、
　－ＡＮＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ＝０であるとき、ユーザ装置は
、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを伝送するＡ／Ｎ伝送スキーム１または３を
利用してＡ／Ｎを伝送する。　－ＡＮＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ＝
１であるとき、ユーザ装置は、サブフレームｎのすべてのスケジューリングされたＰＵＳ
ＣＨでＡ／ＮをピギーバックするＡ／Ｎ伝送スキーム２または５を利用してＡ／Ｎを伝送
する。
【０１００】
　本発明の実施形態において、ユーザ装置は、サブフレームでＡ／Ｎ多重化方法を決定す
るための規則に従う。ユーザ装置がサブフレームｎの１つ以上のアップリンクＣＣでＰＵ
ＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信するとき、ユーザ
装置は、規則に従って選択されたスキームを利用してサブフレームｎでＡ／Ｎを伝送する
。他の側面で、ユーザ装置がどんなアップリンクグラントも受信しないとき、ユーザ装置
は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを伝送する。
【０１０１】
　（Ａ／Ｎ伝送（Ｔｘ）スキーム選択規則１で示される）１つの例示的な規則において、
ユーザ装置は、ユーザ装置がＣＱＩレポートを要請する少なくとも１つのアップリンクグ
ラントで受信するか否かによってＡ／Ｎ伝送スキームを選択する。（例えば、アップリン
クグラントは、ＣＱＩ要請ＩＥ＝１を有する）。特に、
　－ユーザ装置がＣＱＩレポートを要請する少なくとも１つのアップリンクグラントを受
信するとき、ユーザ装置は、ＣＱＩを伝達するすべてのＰＵＳＣＨ上でＡ／Ｎをピギーバ
ックする。
　－ユーザ装置がＣＱＩレポートを要請するどんなアップリンクグラントも受信しないと
き、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを伝送する。
【０１０２】
　このような場合、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、ＣＱＩを伝達するＰＵＳＣＨまたはＰＣ
ＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを探すことができる。
【０１０３】
　（Ａ／Ｎ伝送スキーム規則２で示される）他の例示的な規則において、ユーザ装置は、
ユーザ装置がアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラ
ントを受信するか否かによってＡ／Ｎ伝送スキームを選択する。Ａ／Ｎ伝送スキーム選択
規則２の（Ａ／Ｎ伝送スキーム選択規則２－１で示される）一例において、
　－ユーザ装置がアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンク
グラントを受信するとき、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣにスケジューリングされた
ＰＵＳＣＨ上でＡ／Ｎをピギーバックする。
　－ユーザ装置がアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンク
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グラントを受信しないとき、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを
伝送する。
【０１０４】
　このような場合、基地局は、アップリンクＰＣＣで伝送されるＰＵＳＣＨまたはＰＣＣ
のＰＵＣＣＨで、Ａ／Ｎを探すことができる。
【０１０５】
　Ａ／Ｎ伝送スキーム選択規則２の（Ａ／Ｎ伝送スキーム選択規則２－２で示される）他
の例示的な規則において、
　－ユーザ装置がアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンク
グラントを受信するとき、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを伝
送する。
　－ユーザ装置がアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンク
グラントを受信しないとき、ユーザ装置は、サブフレームｎにスケジューリングされたす
べてのＰＵＳＣＨ上でＡ／Ｎをピギーバックする。
【０１０６】
　このような場合、基地局は、スケジューリングされたＰＵＳＣＨまたはＰＣＣのＰＵＣ
ＣＨでＡ／Ｎを探すことができる。
【０１０７】
　本発明の一実施形態において、ユーザ装置は、サブフレームでＡ／Ｎ多重化方法を決定
する規則に従う。ここで、規則は、少なくとも部分的に、上位階層シグナリング（ＲＲＣ
またはＭＡＣ）に基づく。ユーザ装置がサブフレームｎで１つ以上のアップリンクＣＣの
ＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信するとき、ユ
ーザ装置は、規則に従って選択されたスキームを利用してサブフレームｎでＡ／Ｎを伝送
する。他の側面で、ユーザ装置がアップリンクグラントを受信しないとき、ユーザ装置は
、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを伝送する。
【０１０８】
　（Ａ／Ｎ伝送スキーム選択規則３で示される）１つの例示的な規則において、ユーザ装
置は、ユーザ装置がアップリンクＰＣＣのＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリン
クグラントを受信するか否かによって、そしてＡＮＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　ＩＥのような、情報要素（ＩＥ）を伝達するＲＲＣシグナリングによって、
Ａ／Ｎ伝送スキームを選択する。特に、ユーザ装置がサブフレームｎの１つ以上のアップ
リンクＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信
するとき、
　－ユーザ装置がアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンク
グラントを受信し、そしてＡＮＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ＝１であ
るとき、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣでスケジューリングされたＰＵＳＣＨ上のＡ
／Ｎをピギーバックする。
　－ユーザ装置がアップリンクＰＣＣのＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンク
グラントを受信し、ＡＮＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ＝０であるとき
、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを伝送する。
　－ユーザ装置がアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンク
グラントを受信せず、ＡＮＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ＝１であると
き、ユーザ装置は、サブフレームｎにスケジューリングされたすべてのＰＵＳＣＨ上でＡ
／Ｎをピギーバックする。
　－ユーザ装置がアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンク
グラントを受信せず、ＡＮＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ＝０であると
き、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを伝送する。
【０１０９】
　リリース８（Ｒｅｌ－８）ＬＴＥシステムで、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩは、２個の場合の
ＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。（ケース１で示される）１つの場合において、ユー
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ザ装置がサブフレームｎ－４でＣＱＩレポートを要請する（またはＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ＝１）アップリンクグラントを受信すれば、サブフレームｎのスケジューリングされた
ＰＵＳＣＨでＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを伝送する。（ケース２で示される）他の場合におい
て、ユーザ装置がＲＲＣシグナリングによってサブフレームｎで周期的なＣＱＩ／ＰＭＩ
／ＲＩレポートを伝送するようにスケジューリングされるとき、ユーザ装置は、サブフレ
ームｎ－ｋでＣＱＩレポートを要請しない（またはＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝０）アップ
リンクグラントを受信すれば、ユーザ装置は、サブフレームｎのスケジューリングされた
ＰＵＳＣＨ上でＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩをピギーバックする。
【０１１０】
　ケース１において、ユーザ装置は、キャリア結合システムでＣＱＩレポートを要請する
アップリンクグラントを受信する。キャリア結合システムにおいて、サブフレームでアッ
プリンク伝送をスケジューリングするアップリンクグラントの数は、多数個になることが
できる。ケース１の２個のサブケースは、次の通りである：（１）ケース１－１：ユーザ
装置は、ＣＱＩレポートを要請する単一のアップリンクグラントを受信する。そして（２
）ケース１－２：ユーザ装置は、ＣＱＩレポートを要請する１つ以上のアップリンクグラ
ントを受信する。
【０１１１】
　一実施形態において、ユーザ装置は、サブフレームｎ－ｋでダウンリンクＣＣ上にＣＱ
Ｉレポートを要請するアップリンクＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングする少なくとも
１つのアップリンクグラントを受信する（ここで、ＦＤＤシステムの場合、ｋ＝４）。こ
こで、ＣＱＩレポートを要請する各アップリンクグラントは、多数のダウンリンクＣＣ上
でＣＱＩレポートを要請する。一実施形態において、ＣＱＩレポートを要請するアップリ
ンクグラントは、ダウンリンクＣＣ　ｉで伝送され、ダウンリンクＣＣ　ｉ上でＣＱＩレ
ポートを要請する。他の実施形態において、ＣＱＩレポートを要請するアップリンクグラ
ントは、ダウンリンクＣＣ　ｉで伝送され、ユーザ装置に対してすべての活性化されたダ
ウンリンクＣＣ上でＣＱＩレポートを要請する。他の実施形態において、ＣＱＩレポート
を要請するアップリンクグラントは、ダウンリンクＣＣ　ｉで伝送され、ユーザ装置に対
してすべての構成されたダウンリンクＣＣ上でＣＱＩレポートを要請する。
【０１１２】
　（方法１で示される）サブフレームｎでアップリンクデータ伝送及びＣＱＩ／ＰＭＩ／
ＲＩ伝送を多重化する１つの方法において、ユーザ装置がサブフレームｎ－ｋで少なくと
も１つのアップリンクグラントを受信した後、ユーザ装置がもし、存在したら、ＣＱＩ報
告を要請しない、他のアップリンクグラントによってスケジューリングされるＰＵＳＣＨ
でただアップリンクデータを伝送する間に、ユーザ装置は、少なくとも１つのアップリン
クグラントによってスケジューリングされるＰＵＳＣＨ各々のサブフレームｎでＣＱＩレ
ポートを伝送する。アップリンクＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンク
グラントが多数のダウンリンクＣＣ上でＣＱＩ報告を要請し、ユーザ装置に対して臨界値
、例えば、４より大きいアップリンク多数対の物理リソースブロック（ＰＲＢ）をスケジ
ューリングするとき、ユーザ装置は、米国特許仮出願第６１／２０６、４５５号、米国特
許出願第１２／６４１、９５１号で提案された方法によってアップリンクＣＣのＰＵＳＣ
Ｈの多数のダウンリンクＣＣでＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩをピギーバックする。そうでなけれ
ば、ユーザ装置は、リリース８ＬＴＥで行われるところの同様に、アップリンクデータな
しにＰＵＳＣＨでただＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを伝送する。
【０１１３】
　（方法１－１で示される）サブフレームｎでアップリンクデータ伝送及びＣＱＩ／ＰＭ
Ｉ／ＲＩを多重化する方法において、ユーザ装置は、結合されたＣＣ、ＣＣ１、ＣＣ２及
びＣＣ３の最大３個のダウンリンク－アップリンク対を受信／伝送するように構成される
。そして、ユーザ装置は、ただＣＣ１でＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有するアップリン
クグラントを受信するように構成される。特定の実施形態において、ＣＱＩ／ＰＭＩ及び
ＲＩの両方は、ＣＣ１、すなわち、ＣＱＩレポートを有するＰＵＳＣＨを伝送するＣＣで
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伝送されるＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。しかし、他の実施形態において、ただＣ
ＱＩ／ＰＭＩまたはただＲＩだけがＣＱＩレポートを有するＰＵＳＣＨを伝達するＣＣで
伝送されるＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。
【０１１４】
　方法１－１の他の実施形態において、ユーザ装置は、結合されたＣＣ、ＣＣ１、ＣＣ２
及びＣＣ３の最大３個のダウンリンク－アップリンク対を受信／伝送するように構成され
る。そして、ユーザ装置は、ただＣＣ１及びＣＣ２でＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有す
るアップリンクグラントを受信するように構成される。特定の実施形態において、ＣＱＩ
／ＰＭＩ及びＲＩの両方は、ＣＣ１及びＣＣ２各々で、すなわち、ＣＱＩレポートを有す
るＰＵＳＣＨを伝送するＣＣ各々で伝送されるＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。しか
し、他の実施形態において、ただＣＱＩ／ＰＭＩまたはただＲＩだけがＣＱＩレポートを
有するＰＵＳＣＨを伝達するＣＣで伝送されるＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。
【０１１５】
　（方法１－２で示される）サブフレームｎでアップリンクデータ伝送及びＣＱＩ／ＰＭ
Ｉ／ＲＩ伝送を多重化する１つの方法において、ユーザ装置がサブフレームｎ－ｋで少な
くとも１つのアップリンクグラントを受信した後、ユーザ装置は、ユーザ装置のためのサ
ブフレームｎでＰＵＳＣＨをスケジューリングするすべてのアップリンクグラントによっ
てスケジューリングされるＰＵＳＣＨ各々のサブフレームｎでＣＱＩレポートを伝送する
。ただ１つのＣＱＩレポートが要請されるとき、１つのＣＱＩレポートのための情報ビッ
トは、独立的にエンコードされる。そして、コーディングされたビットは、個別にすべて
のアップリンクＣＣにマッピングされる。１つ以上のＣＱＩ報告が要請されるとき、すべ
てのＣＱＩレポートのための情報ビットは、１つのセットの情報ビットで連結される。１
つのセットの情報ビットは、独立的にエンコードされる。そして、コーディングされたビ
ットは、個別にすべてのアップリンクＣＣにマッピングされる。
【０１１６】
　方法１－２の他の実施形態において、ユーザ装置は、結合されたＣＣ、ＣＣ１、ＣＣ２
及びＣＣ３の最大３個のダウンリンク－アップリンク対を受信／伝送するように構成され
る。そして、ユーザ装置は、ただＣＣ１でＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有するアップリ
ンクグラントを受信するように構成される。特定の実施形態において、ＣＱＩ／ＰＭＩ及
びＲＩの両方は、ＣＣ１、ＣＣ２及びＣＣ３、すなわち、ＰＵＳＣＨを伝送するＣＣで伝
送されるＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。しかし、他の実施形態において、ただＣＱ
Ｉ／ＰＭＩまたはただＲＩだけがＰＵＳＣＨを伝達するＣＣで伝送されるＰＵＳＣＨ上で
ピギーバックされる。
【０１１７】
　この実施形態において、ユーザ装置は、サブフレームｎで周期的にレポートＣＱＩ／Ｐ
ＭＩ／ＲＩを伝送するようにスケジューリングされる。これは、ＲＲＣシグナリングによ
って構成される。追加に、ユーザ装置は、同一のサブフレームｎの少なくとも１つのアッ
プリンクＣＣでＰＵＳＣＨを伝送するようにスケジューリングされる。
【０１１８】
　（方法２－１で示される）サブフレームｎでアップリンクデータ伝送及びＣＱＩ／ＰＭ
Ｉ／ＲＩを多重化する１つの方法において、ユーザ装置は、ＣＣ選択規則に従って、ユー
ザ装置がサブフレームｎでＰＵＳＣＨを伝送するようにスケジューリングされる、少なく
とも１つのアップリンクＣＣのうち１つでＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩをピギーバックする。Ｃ
Ｃ選択規則の一部の実施形態は、次の通りである。
【０１１９】
　（ＣＣ選択規則１－１）サブフレームｎでＰＵＳＣＨでスケジューリングされたアップ
リンクＣＣのうち最上のＭＣＳを有するＰＵＳＣＨでスケジューリングされたアップリン
クＣＣが選択される。
【０１２０】
　（ＣＣ選択規則１－２）サブフレームｎでＰＵＳＣＨでスケジューリングされたアップ
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リンクＣＣのうち最も低いＣＣ－ＩＤを有するＰＵＳＣＨでスケジューリングされたアッ
プリンクＣＣが選択される。
【０１２１】
　（ＣＣ選択規則１－３）サブフレームｎでＰＵＳＣＨでスケジューリングされたアップ
リンクＣＣのうち最も低いキャリア周波数を有するＰＵＳＣＨでスケジューリングされた
アップリンクＣＣが選択される。
【０１２２】
　方法２－１の一実施形態において、ユーザ装置は、結合されたＣＣ、ＣＣ１、ＣＣ２及
びＣＣ３の最大３個のダウンリンク－アップリンク対を受信／伝送するように構成される
。そして、ユーザ装置は、ＣＣ１、ＣＣ２及びＣＣ３から３個のアップリンクグラントを
受信するように構成される。特定の実施形態において、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びＲＩの両方は
、ＣＣ１で伝送されるＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。このようなＣＣ１は、規則に
従ってＰＵＳＣＨ上でピギーバックされるＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを伝達する選択されたＣ
Ｃである。しかし、他の実施形態において、ただＣＱＩ／ＰＭＩまたはただＲＩだけが選
択されたＣＣで伝送されるＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。
【０１２３】
　（方法２－２で示される）サブフレームｎでアップリンクデータ伝送及びＣＱＩ／ＰＭ
Ｉ／ＲＩ伝送を多重化する他の方法において、ユーザ装置は、規則によってサブフレーム
ｎでＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩの伝送スキームを選択する。この規則は、ユーザ装置がアップ
リンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントを受信するか否
かによる。１つの例示的な規則は、ユーザ装置がサブフレームｎのアップリンクＰＣＣの
ＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントを受信するか否かによって、ユ
ーザ装置がアップリンクＰＣＣのＰＵＳＣＨでＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩをピギーバックする
。そうでなければ、ユーザ装置は、ＰＣＣのＰＵＣＣＨでＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを伝送す
る。
【０１２４】
　この例示的な規則において、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩは、ＳＣＣ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　
ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）で絶対に伝送されない。
【０１２５】
　方法２－２の実施形態において、ユーザ装置は、結合されたＣＣ、ＣＣ１及びＣＣ２の
最大２個のダウンリンク－アップリンク対を受信／伝送するように構成される。アップリ
ンクＰＣＣのＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントを受信するとき、
ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩがピギーバックされる。そうでなければ、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩは
、ＰＣＣのＰＵＣＣＨで伝送される。個別実施形態において、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びＲＩの
両方は、ＣＣ１のＰＵＳＣＨ上でピギーバックされるか、または、ＣＣ１のＰＵＣＣＨで
伝送される。しかし、他の実施形態において、ただＣＱＩ／ＰＭＩまたはただＲＩは、Ｃ
Ｃ１のＰＵＳＣＨ上でピギーバックされるとか、またはＣＣ１のＰＵＣＣＨで伝送される
。さらに、特定の実施形態において、Ａ／Ｎは、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩが伝送される方法
と同一の方法で伝送されると仮定する。すなわち、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをス
ケジューリングするアップリンクグラントが存在すれば、Ａ／Ｎは、アップリンクＰＣＣ
で伝送されるＰＵＳＣＨでピギーバックされる。そうでなければ、Ａ／Ｎは、アップリン
クＰＣＣのＰＵＣＣＨで伝送される。しかし、この技術分野において通常の知識を有する
者のうち誰でも他のＡ／Ｎ多重化スキームがＡ／Ｎ多重化のために使用されることができ
ることを認知することができる。
【０１２６】
　１つまたは２個のＡ／Ｎビット及びＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩがアップリンクＰＣＣのＰＵ
ＣＣＨで多重化されるとき、ＰＵＣＣＨフォーマット２ｂがリリース８ＬＴＥ方法によっ
てＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ及びＡ／Ｎの多重化のために使用される。他の側面で、伝送され
る多数のＡ／Ｎビットが３個または４個であるとき、さらにＰＵＣＣＨフォーマット２ｂ
構造が、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩとＡ／Ｎ多重化のために使用される。これは、サブフレー
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ムの各スロットでＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩのための５個のＳＣ－ＦＤＭシンボル及びＡ／Ｎ
のための２個のＳＣ－ＦＤＭシンボルを有する。しかし、各スロットは、（ＰＵＣＣＨフ
ォーマット２ｃによって示される）２個のＡ／Ｎビットを伝達する１つのＱＰＳＫシンボ
ルを伝達する。：２個のＡ／Ｎビットは、ＱＰＳＫ変調され、そしてＱＰＳＫシンボルは
、サブフレームｎの一番目のスロットで二番目のＤＭ　ＲＳ　ＳＣ－ＦＤＭシンボルで伝
送されるＤＭ　ＲＳシーケンスに乗算される。他の２個のＡ／Ｎビットは、ＱＰＳＫ変調
され、そして、ＱＰＳＫシンボルは、サブフレームｎの二番目のスロットで二番目のＤＭ
　ＲＳ　ＳＣ－ＦＤＭシンボルで伝送されるＤＭ　ＲＳシーケンスに乗算される。
【０１２７】
　（方法２－３で示される）サブフレームｎでアップリンクデータ伝送及びＣＱＩ／ＰＭ
Ｉ／ＲＩ伝送を多重化する他の方法において、ユーザ装置は、少なくとも１つのアップリ
ンクＣＣ全体でＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩをピギーバックする。このＣＣは、ユーザ装置がサ
ブフレームｎでＰＵＳＣＨを伝送するようにスケジューリングされる。
【０１２８】
　方法２－３の実施形態において、ユーザ装置は、結合されたＣＣ、ＣＣ１、ＣＣ２及び
ＣＣ３の最大３個のダウンリンク－アップリンク対を受信／伝送するように構成される。
そして、ユーザ装置は、ＣＣ１、ＣＣ２及びＣＣ３から３個のアップリンクグラントを受
信するように構成される。特定の実施形態において、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びＲＩの両方は、
ＣＣ１、ＣＣ２及びＣＣ３で伝送されるＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。このような
すべてのＣＣは、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩをピギーバックしながらＰＵＳＣＨを伝達する。
しかし、他の実施形態において、ただＣＱＩ／ＰＭＩまたはただＲＩだけがこのようなＣ
Ｃ各々で伝送されるＰＵＳＣＨ上でピギーバックされる。
【０１２９】
　本発明の実施形態において、ユーザ装置は、サブフレームでスケジューリングされるＰ
ＵＳＣＨの間で最大スペクトル効率（ｈｉｇｈｅｓｔ　ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｅｆｆｉｃｉ
ｅｎｃｙ）を有するデータを伝達するＰＵＳＣＨを選択する。そして、ユーザ装置は、た
だ選択されたＰＵＳＣＨでＵＣＩ（ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）をピギー
バックする。特定の実施形態において、最大スペクトル効率を有するＰＵＳＣＨを決定す
るために、ユーザ装置は、まず、サブフレームでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアッ
プリンクグラントを読み取り、伝送ランク、変調フォーマット、そしてスケジューリング
されたＰＵＳＣＨの伝送ブロック（ＴＢ）サイズを決定する。伝送ランクは、ユーザ装置
によってサブフレームで伝送される多数のストリーム（またはＤＭＲＳアンテナポート、
または、階層）を示す。その後、ユーザ装置は、規則上の少なくとも一部に基づいて最大
スペクトル効率を有するＰＵＳＣＨを決定する。
【０１３０】
　１つの例示的な規則において、ユーザ装置は、サブフレームですべてのスケジューリン
グされたＰＵＳＣＨのうち上位ランクを有するＰＵＳＣＨを選択する。
【０１３１】
　同一の最上位ランクを有する多重のＰＵＳＣＨが存在するとき、均衡を壊す（ｔｉｅ－
ｂｒｅａｋｉｎｇ）規則が使用される。一部の例示的な均衡を壊す規則は、次の通りであ
る。
【０１３２】
　－ユーザ装置は、最上位ランクを有するすべてのＰＵＳＣＨのうち最も小さいＣＣ　Ｉ
Ｄを有するＣＣで伝送されるＰＵＳＣＨを選択する。
【０１３３】
　－ユーザ装置は、最上位ランクを有するすべてのＰＵＳＣＨのうち最も小さいキャリア
周波数を有するＣＣで伝送されるＰＵＳＣＨを選択する。
【０１３４】
　－ユーザ装置は、ＰＣＣがサブフレームでアップリンクグラントを有する場合、ＰＣＣ
で伝送されるＰＵＳＣＨを選択する。
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【０１３５】
　－ユーザ装置は、最上位ランクを有するすべてのＰＵＳＣＨのうち、ＰＲＢ（ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）当たり最大数の情報ビットを伝達するＰＵＳ
ＣＨを選択する。特定の実施形態において、ＰＵＳＣＨで伝送されるＰＲＢ当たり情報ビ
ットの数は、ＰＲＢ（ｐｈｙｓｉｃａｌｒｅ　ｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）の数によって
分割される最大２個のＴＢで対応する最大２個のＴＢサイズの和である。 言い換えれば
、ＰＵＳＣＨｉで伝達するＰＲＢ当たり情報ビットの数は、次の数式９に示されるように
算出される。
　(# of info bits per PRB)i = ((TB_Size1)i + (TB_Size2)i)/(# of PRBs)i 
・・・（数式９）
【０１３６】
　そして、ユーザ装置は、最上位ランクを有するすべてのＰＵＳＣＨのうち、ＰＲＢ当た
り情報ビットの最大数を有するコードワード（ＣＷ）を伝達するＰＵＳＣＨを選択する。
特定の実施形態において、ＰＵＳＣＨで伝達するＰＲＢ当たりＣＷで情報ビットの数は、
ＰＲＢの数によって分割される、ＣＷに対応する伝送ブロック（ＴＢ）サイズである。言
い換えれば、ＰＵＳＣＨｉで伝達するＰＲＢ当たりＣＷ　ｑで情報ビットの数は、次に示
されたような数式１０のように算出される。
　(# of info bits per PRB)qi = (TB_Size) qi/(# of PRBs) qi 
・・・（数式１０）
【０１３７】
他の例示的な規則において、ユーザ装置は、サブフレームのすべてのスケジューリングさ
れたＰＵＳＣＨのうち、ＰＲＢ当たり情報ビットの最大数を伝達するＰＵＳＣＨを選択す
る。特定の実施形態において、ＰＵＳＣＨで伝達するＰＲＢ当たりＣＷで情報ビットの数
は、ＰＲＢの数によって分割される、２個のＴＢに対応する２個のＴＢサイズの和である
。言い換えれば、ＰＵＳＣＨ　ｉで伝達されるＰＲＢ当たり情報ビットの数は、次に示さ
れたような数式１１のように算出される。
(# of info bits per PRB)i = ((TB_Size1)i + (TB_Size2)i)/(# of PRBs)i 
・・・（数式１１）
【０１３８】
　他の例示的な規則において、ユーザ装置は、サブフレームで伝送されるすべてのＣＷ（
またはＴＢ）うち、ＣＷを伝達するＰＵＳＣＨ及び最上の初期ＭＣＳを有するＣＷ（また
はＴＢ）を選択する。
【０１３９】
　ＰＵＳＣＨがＵＣＩ多重化のために選択されるとき、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ／ＲＩは、方法によって、ＰＵＳＣＨでアップリンク同期チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）
で多重化される。
【０１４０】
　１つの例示的な方法において、ＣＱＩ／ＰＭＩは、高い初期－伝送ＭＣＳ(higher init
ial-transmission MCS)を有するＰＵＳＣＨのＣＷで伝送される。そして、ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ／ＲＩは、ＰＵＳＣＨのすべてのＣＷで伝達される。
【０１４１】
　他の例示的な方法において、ＣＱＩ／ＰＭＩは、ＰＵＳＣＨの固定されたＣＷ（例えば
、第１ＣＷ、またはＣＷ　０）で伝達される。そして、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＲＩは、ＰＵ
ＳＣＨのすべてのＣＷで伝達される。
【０１４２】
　１つの例示的な規則において、ユーザ装置は、サブフレームですべてのスケジューリン
グされたＰＵＳＣＨのうち、最上位ランクを有するＰＵＳＣＨを選択する。これは、下記
の数式１２によって説明されることができる。ここで、ｋ＊は、ＵＣＩを伝送するための
ＰＵＳＣＨのインデックスである。
【０１４３】
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【数１４】

【０１４４】
　ここで、ｒ（ｋ）は、ＰＵＳＣＨ　ｋの伝送ランク（または多数の伝送階層）である。
【０１４５】
　均衡を壊す（ｔｉｅ－ｂｒｅａｋｉｎｇ）規則の他の例は、次の通りである。
【０１４６】
　－ユーザ装置は、サブフレームですべてのスケジューリングされたＰＵＳＣＨのうち、
すべての伝送階層でリソース要素（ＲＥ）当たり情報ビットの最大数を伝達するＰＵＳＣ
Ｈを選択する。特定の実施形態において、ＰＵＳＣＨで伝達されるすべての伝送階層でＲ
Ｅ当たり情報ビットの数は、各伝送階層でＲＥの全体数によって分割される、２個のＴＢ
に対応する２個のＴＢサイズの和である。言い換えれば、ＰＵＳＣＨ　ｋで伝達されるす
べての伝送階層でＲＥ当たり情報ビットの数は、次の数式１３に示されるように算出され
る：
【０１４７】

【数１５】

【０１４８】
【数１６】

【０１４９】
　－ユーザ装置は、最上位ランクを有するすべてのＰＵＳＣＨのうち、ＣＷに対応するす
べての伝送階層でＲＥ当たり情報ビットの最大数を有するＣＷを伝達するＰＵＳＣＨを選
択する。特定の実施形態において、ＣＷに対応するすべての伝送階層でＲＥ当たりＣＷで
情報ビットの数は、各伝送階層で全体ＲＥの数によって分割される、ＣＷに対応するＴＢ
のサイズである。言い換えれば、ＰＵＳＣＨ　ｋで伝達されるＲＥ当たりＣＷ　ｑで情報
ビットの数は、次の数式１４に示されるように算出される：
【０１５０】

【数１７】
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【０１５１】
　他の例示的な規則において、ユーザ装置は、サブフレームですべてのスケジューリング
されたＰＵＳＣＨのうち、すべての伝送階層でＲＥ当たり情報ビットの最大数を伝達する
ＰＵＳＣＨを選択する。これは、下記の数式１５によって説明されることができる。ここ
で、ｋ＊は、ＵＣＩを伝達するためのＰＵＳＣＨのインデックスである。
【０１５２】
【数１８】

【０１５３】
　ここで、ＳＥ（ｋ）は、ＰＵＳＣＨ　ｋのすべての伝送階層でＲＥ当たり情報ビットの
数である。
【０１５４】
特定の実施形態において、ＰＵＳＣＨで伝達されるすべての伝送階層でＲＥ当たり情報ビ
ットの数は、各伝送階層のＲＥの数によって分割される、２個のＴＢに対応する最大２個
のＴＢサイズの和である。言い換えれば、ＰＵＳＣＨ　ｋで伝達されるすべての伝送階層
でＲＥ当たり情報ビットの数は、下記の数式１６に示されるように算出される：
【０１５５】
【数１９】

【０１５６】
【数２０】

【０１５７】
　他の例示的な規則において、ユーザ装置は、サブフレームですべてのスケジューリング
されたＰＵＳＣＨのうち、すべての伝送階層にかけて均等になる、ＲＥ当たり情報ビット
の最大平均数を伝達するＰＵＳＣＨを選択する。特定の実施形態において、これは、次の
数式１７によって説明されることができる。ここで、ｋ＊は、ＵＣＩを伝達するためのＰ
ＵＳＣＨのインデックスである。
【０１５８】
【数２１】

【０１５９】
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　ここで、ＳＥ’(ｋ)は、ＰＵＳＣＨ　ｋのＲＥ当たり情報ビットの平均数である。
【０１６０】
　特定の実施形態において、ＰＵＳＣＨで伝達されるＲＥ当たり情報ビットの平均数は、
すべての伝送階層のＲＥの全体数によって分割される、２個のＴＢに対応する最大２個の
ＴＢサイズの和である。言い換えれば、ＰＵＳＣＨ　ｋで伝達されるＲＥ当たり情報ビッ
トの平均数は、次の数式１８に示されるように算出される。
【０１６１】
【数２２】

【０１６２】
【数２３】

【０１６３】
　他の例示的な規則において、ユーザ装置は、平均ＭＣＳが最大であるＰＵＳＣＨを選択
する。特定の実施形態において、これは、次の数式１９によって説明されることができる
。ここで、ｋ＊は、ＵＣＩを伝送するためのＰＵＳＣＨのインデックスである。
【０１６４】

【数２４】

【０１６５】
　ここで、ＭＣＳａｖｇ（ｋ）は、ＰＵＳＣＨ　ｋで伝達される最大２個のＴＢに対応す
る最大２個の初期ＭＳＣの平均を取ったものによって得ることができる。
【０１６６】
　他の例示的な規則において、ユーザ装置は、ＭＣＳの和(sum MCS)が最大であるＰＵＳ
ＣＨを選択する。特定の実施形態において、これは、次の数式２０によって説明されるこ
とができる。ここで、ｋ＊は、ＵＣＩを伝達するためのＰＵＳＣＨのインデックスである
。
【０１６７】

【数２５】

【０１６８】
　ここで、ＭＣＳｓｕｍ（ｋ）は、ＰＵＳＣＨ　ｋで伝達される最大２個のＴＢに対応す
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る最大２個の初期ＭＣＳの和を取って得ることができる。
【０１６９】
　他の例示的な規則において、ユーザ装置は、最上位ランクを有するすべてのＰＵＳＣＨ
のうち、ＣＷに対応するすべての伝送階層でＲＥ当たり情報ビットの最大数を有するＣＷ
を伝達するＰＵＳＣＨを選択する。特定の実施形態において、これは、次の数式２１によ
って説明されることができる。ここで、ｋ＊は、ＵＣＩを伝達するＰＵＳＣＨのインデッ
クスである。
【０１７０】
【数２６】

【０１７１】
　ここで、ＳＥ（ｋ，ｑ）は、ＰＵＳＣＨ　ｋのＣＷに対応するすべての伝送階層でＲＥ
当たり情報ビットの数である。
【０１７２】
　特定の実施形態において、ＣＷに対応するすべての伝送階層でＲＥ当たりＣＷで情報ビ
ットの数は、各伝送階層でＲＥの全体数によって分割される、ＣＷに対応するＴＢサイズ
である。言い換えれば、ＰＵＳＣＨ　ｋで伝達されるＰＲＢ当たりＣＷ　ｑで情報ビット
の数は、次の数式２２に示されるように算出される。
【０１７３】

【数２７】

【０１７４】
　他の例示的な規則において、ユーザ装置は、すべての伝送階層にかけて足す上げされる
ＲＥ当たり情報ビットの最大数を伝達するＰＵＳＣＨを選択する。特定の実施形態におい
て、すべての伝送階層にかけて足し上げされるＲＥ当たりビットの数は、次のように算出
される：
【０１７５】
　オプション１：（全体階層にかけて足し上げされるＲＥ当たり情報ビットの数）ｉ＝（
ＮＬ１ＳＥ１＋ＮＬ２ＳＥ２）ｉ

【０１７６】
　ここで、ＮＬ１及びＮＬ２は、各々、ＣＷ０（またはＴＢ１）及びＣＷ１（またはＴＢ
２）に対応する階層の数、そして
【０１７７】
　ＳＥ１及びＳＥ２は、ＴＢ１及びＴＢ２のための初期ＭＣＳにかけて算出される階層当
たりスペクトル効率である。例えば、ＳＥ１は、次の数式２３によって示されるように算
出される。
【０１７８】

【数２８】

【０１７９】
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【数２９】

【０１８０】
　オプション２：（すべてのＣＷにかけて足し上げされるＲＥ当たり情報ビットの数）ｉ
＝（ＳＥ１＋ＳＥ２）ｉ

【０１８１】
　ここで、ＳＥ１及びＳＥ２は、ＴＢ１及びＴＢ２のための初期ＭＣＳにかけて算出され
る階層当たりスペクトル効率である。例えば、ＳＥ１は、次の数式２４によって示される
ように算出される。
【０１８２】
【数３０】

【０１８３】
【数３１】

【０１８４】
　オプション２は、ＣＷ１及びＣＷ２が常に、合意されたＬＴＥ－ＡアップリンクＭＩＭ
Ｏコードブック(agreed LTE-A UL MIMO codebook)下で同一の伝送パワーを使用するとい
う観察から動機付けされた。
【０１８５】
　他の例示的な規則において、ユーザ装置は、サブフレームで伝送されるすべてのＣＷ（
またはＴＢ）うち、ＣＷを伝達するＰＵＳＣＨ及び最上位初期ＭＣＳを有するＣＷ（また
はＴＢ）を選択する。
【０１８６】
　ＰＵＳＣＨがＵＣＩ多重化を選択するとき、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ／Ｒ
Ｉは、方法によって、ＰＵＳＣＨでＵＬ－ＳＣＨで多重化される。
【０１８７】
　１つの例示的な方法において、ＣＱＩ／ＰＭＩは、上位初期伝送ＭＣＳ(higher initia
l-transmission MCS)を有するＰＵＳＣＨのＣＷで伝達される。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＲＩ
は、ＰＵＳＣＨのすべてのＣＷで伝達される。
【０１８８】
　他の例示的な方法において、ＣＱＩ／ＰＭＩは、ＰＵＳＣＨの固定されたＣＷ（例えば
、第１ＣＷ、またはＣＷ０）で伝達される。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＲＩは、ＰＵＳＣＨです
べてのＣＷで伝達される。
【０１８９】
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　本発明の一実施形態において、ユーザ装置は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（または、代案的に、
ＲＩ）のために最小数のＲＥを使用することができるＰＵＳＣＨを選択する。そして、ユ
ーザ装置は、ただ選択されたＰＵＳＣＨでＵＣＩ（ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ）をピギーバックする。個別実施形態は、次の数式２５によって説明されることがで
きる。ここで、ｋ＊は、ＵＣＩを伝達するためのＰＵＳＣＨのインデックスである。
【０１９０】
【数３２】

【０１９１】
　ここで、Ｑ’（ｋ）は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（または、代案としてＲＩ）のために使用さ
れることができるＲＥの数である。ＰＵＳＣＨの場合に、ｋ＊は、ＵＣＩ伝送のために選
択される。各スケジューリングされたＰＵＳＣＨに対してＱ’（ｋ）を算出するにあたっ
て、ユーザ装置は、共通ＵＣＩペイロード（ｃｏｍｍｏｎ　ＵＣＩ　ｐａｙｌｏａｄ）及
び共通ＵＣＩ形式（ｃｏｍｍｏｎ　ＵＣＩ　ｔｙｐｅ）を仮定する。一実施形態において
、ユーザ装置は、算出のための１ビットＨＡＲＱ－ＡＣＫを仮定する。他の実施形態にお
いて、ユーザ装置は、Ｏ－ビットＨＡＲＱ－ＡＣＫを仮定する。ここで、Ｏは、サブフレ
ームで伝送されるＨＡＲＱ－ＡＣＫビットの数である。
【０１９２】
　特定の実施形態において、ＰＵＳＣＨ　ｋが対応するアップリンクグラントによってＳ
ＩＭＯ伝送を行うように命令されるとき、Ｏ－ビットＨＡＲＱ－ＡＣＫを伝達するＲＥの
数は、次の数式２６に示されるように算出される。
【０１９３】

【数３３】

【０１９４】
【数３４】

【０１９５】

【数３５】
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　ＰＵＳＣＨ　ｋが対応するアップリンクグラントによってＭＩＭＯ伝送（または、２－
ＴＢまたは２－ＣＷ伝送）を行うように命令されるとき、Ｏ－ビットＨＡＲＱ－ＡＣＫま
たはＲＩを伝達するＲＥの数は、方法によって算出される。いくつかの例示的な方法が次
に羅列される。
【０１９７】
　方法１：ＲＥの数、Ｑ’（ｋ）は、すべての伝送階層にかけてすべてのＨＡＲＱ－ＡＣ
ＫまたはＲＩ　ＲＥを足し上げすることによって算出される、Ｏ－ビットＨＡＲＱ－ＡＣ
ＫまたはＲＩのために使用されるＲＥの全体数である。Ｑ’layer（ｋ）が１つの階層で
ＨＡＲＱ－ＡＣＫのために使用されるＲＥの数と仮定すれば、ＲＥの全体数、Ｑ’（ｋ）
は、Ｑ’（ｋ）＝ＮＬ（ｋ）Ｑ’layer（ｋ）になる。一部の例示的なオプションが以下
に羅列される。
【０１９８】
　オプション１－１は、下記の数式２７に示される通りである。
【０１９９】
【数３６】

【０２００】
【数３７】

【０２０１】
【数３８】

【０２０２】
　オプション１－２は、下記の数式２８に示される通りである。
【０２０３】
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【０２０４】
【数４０】

【０２０５】
　オプション１－３は、下記の数式２９に示される通りである。
【０２０６】
【数４１】

【０２０７】
【数４２】

【０２０８】
　方法２：ＲＥの数、Ｑ’（ｋ）は、各伝送階層でＯ－ｂｉｔ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫまたは
ＲＩのために使用されるＲＥの数である。この方法は、各階層で全体パワーで伝送される
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＲＥの全体番号が各階層で同一なので案出（ｍｏｔｉｖａｔｅｄ）さ
れた。Ｑ’layer（ｋ）が１つの階層でＨＡＲＱ－ＡＣＫのために使用されるＲＥの数と
仮定すれば、ＲＥの全体数、Ｑ’（ｋ）は、Ｑ’（ｋ）＝Ｑ’layer（ｋ）になる。
【０２０９】
　オプション２－１は、下記の数式３０に示される通りである。
【０２１０】
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【数４３】

【０２１１】
　オプション２－２は、下記の数式３１に示される通りである：
【０２１２】
【数４４】

【０２１３】
　オプション２－３は、下記の数式３２に示される通りである：
【０２１４】
【数４５】

【０２１５】

【数４６】

【０２１６】
　方法２によって算出されたＱ’（ｋ）は、方法１によって算出されたＮＬ（ｋ）の１／
Ｑ’（ｋ）であることを留意しなければならない。
【０２１７】
　非周期的ＣＱＩレポートがユーザ装置のためのサブフレームに対して要請されるとき、
ユーザ装置は、アップリンクグラントによってスケジューリングされたＰＵＳＣＨでＣＱ
Ｉ／ＰＭＩ／ＲＩを伝送する。周期的なＣＱＩレポートが同一のサブフレームでスケジュ
ーリングされるとき、周期的なＣＱＩレポートは、余剰の情報を有することができる。し
たがって、ユーザ装置が周期的なＣＱＩレポートを中断（ｄｒｏｐ）させ、非周期的なＣ
ＱＩレポートだけを伝送することが提案された。他の側面で、Ａ／Ｎフィードバックが同
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一のサブフレームでスケジューリングされるとき、Ａ／ＮがＨＡＲＱプロセスのために使
用される重要な情報を伝達するので、Ａ／Ｎを中断することは要求されない。Ａ／Ｎを伝
送する２個のオプションが考慮され得る：（オプション１）Ａ／Ｎは、ＰＵＳＣＨでピギ
ーバックされる。または、（オプション２）Ａ／Ｎは、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨ
で伝送される。オプション２が使用されるとき、ＰＡＰＲ（ｐｅａｋ－ｔｏ－ａｖｅｒａ
ｇｅ　ｐｏｗｅｒ　ｒａｔｉｏ）が増加される、及び／または、ＩＭＤ（ｉｎｔｅｒｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ　ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ）が悪くなるなどの、いくつかの否定的な影響
を及ぼす可能性がある。オプション１が使用されるとき、データＲＥの一部がＡ／Ｎ変調
シンボルに書き換えられる（ｏｖｅｒｗｒｉｔｅ）ので、データ処理量（ｄａｔａ　ｔｈ
ｒｏｕｇｈｐｕｔ）が減少することができる。オプション１及びオプション２の長所及び
短所を考慮すれば、一部の方法は、このような２個のオプションの間でスイッチ（ｓｗｉ
ｔｃｈ）するようにユーザ装置に指示するために提供される。
【０２１８】
　いかなる非周期的ＣＱＩレポートもユーザ装置のためのサブフレームに対して要請され
ないとき、ユーザ装置は、サブフレームで伝送するためのＡ／Ｎ及び／または周期的ＣＱ
Ｉ／ＰＭＩ／ＲＩを有することができる。サブフレームに対するＰＵＳＣＨグラントが存
在しないとき、ユーザ装置は、ＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎ及び／または周期的ＣＱＩ／
ＰＭＩ／ＲＩを伝送する。しかし、サブフレームに対する少なくとも１つのＰＵＳＣＨが
存在する。Ａ／Ｎ及び／または周期的ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを伝送する２個のオプション
が考慮され得る。（オプション１）Ａ／Ｎ及び／または周期的ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩは、
ＰＵＳＣＨでピギーバックされる。または、（オプション２）Ａ／Ｎ及び／または周期的
ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩは、ＰＣＣのＰＵＣＣＨで伝送される。オプション２が使用される
とき、ＰＡＰＲ（ｐｅａｋ－ｔｏ－ａｖｅｒａｇｅ　ｐｏｗｅｒ　ｒａｔｉｏ）が増加す
るか、及び／または、ＩＭＤ（ｉｎｔｅｒｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ
）が悪くなるもののように、いくつかの否定的な影響を及ぼすことができる。オプション
１が使用されるとき、データＲＥの一部がＡ／Ｎ変調シンボルに書き換えられるので、デ
ータ処理量（ｄａｔａ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）が減少することができる。オプション１
及びオプション２の長所及び短所を考慮すれば、一部の方法は、このような２個のオプシ
ョンの間でスイッチするようにユーザ装置に指示するために提供される。
【０２１９】
　この文献において、キャリア結合のＰＵＳＣＨでＵＣＩ多重化のために、次の３つの方
法が考慮される。
【０２２０】
　（方法１で示される）１つの方法において、ＰＵＳＣＨ＋ＰＵＣＣＨは、構成されない
。このような実施形態において、ＵＣＩは、ただ１つのＰＵＳＣＨ上でピギーバックされ
る。
【０２２１】
　（方法２で示される）他の方法において、ＰＵＳＣＨ＋ＰＵＣＣＨが構成される。そし
て、ＰＵＳＣＨ＋ＰＵＣＣＨ構成に従う。このような実施形態において、ＵＣＩは、ＰＵ
ＣＣＨで個別に伝送される。そして、ＵＬ－ＳＣＨデータのみは、ＰＵＳＣＨで伝送され
る。
【０２２２】
　（方法３で示される）他の方法において、ＰＵＳＣＨ＋ＰＵＣＣＨが構成され、そして
ＰＵＳＣＨ＋ＰＵＣＣＨ構成は、オーバライド（ｏｖｅｒｒｉｄｅ）される。このような
実施形態において、もし、アップリンクＰＣＣ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　
ｃａｒｒｉｅｒ）がＰＵＳＣＨグラントを有する場合、ＵＣＩは、ＰＣＣのＰＵＣＣＨで
個別に伝送される。そして、ＵＬ－ＳＣＨデータのみは、ＰＣＣのＰＵＳＣＨで伝送され
る。もし、アップリンクＰＣＣがＰＵＳＣＨグラントを有さず、少なくとも１つのアップ
リンクＳＣＣがＰＵＳＣＨグラントを有する場合、ＵＣＩは、少なくとも１つのアップリ
ンクＳＣＣのうち１つでスケジューリングされたただ１つのＰＵＳＣＨ上でピギーバック
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される。
【０２２３】
　本発明の実施形態において、ＲＲＣシグナリングは、上述した３つの方法から少なくと
も２個の方法のうち１つの方法を指示する。特定の実施形態において、このような指示の
ために使用されるＲＲＣ　ＩＥは、ＵＣＩＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ　ＩＥで示される。ＵＣＩＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥは、
ＵＣＩ及びデータが同一のサブフレームで同時にスケジューリングされるとき、ユーザ装
置がＵＣＩを伝送する方法を決定する。
【０２２４】
　一実施形態において、ＵＣＩＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥは
、次の表１に示されたような２個の方法のうち１つの方法を示す。
【０２２５】
【表１】

【０２２６】
他の実施形態において、ＵＣＩＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥは
、次の表２に示されたような３個の方法のうち１つの方法を指示する。
【０２２７】

【表２】

【０２２８】
一実施形態において、ＵＣＩＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥは、
次の表３に示されたような２個の方法のうち１つの方法を指示する。
【０２２９】
【表３】

【０２３０】
一実施形態は、方法１が１つのＰＵＳＣＨ上でＲＲＣシグナリング、すなわち、ＵＣＩピ
ギーバックによって指示されること、またはＲＲＣがユーザ装置にＵＣＩＰｉｇｇｙｂａ
ｃｋＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥを伝達しないことを考慮する。このような実施形
態において、ユーザ装置がＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１でＰＵＳＣＨをスケジューリング
する１つのアップリンクグラント及びサブフレームのアップリンクＣＣで非周期的なＣＱ
Ｉレポートを受信すれば、ユーザ装置は、サブフレームのアップリンクＣＣで非周期的な
ＣＱＩレポートを伝達するＰＵＳＣＨ上でＵＣＩをピギーバックすることができる。もし
、ユーザ装置がＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有するどんなアップリンクグラントも受信
しなかったが、ユーザ装置がアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするア
ップリンクグラントを受信すれば、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＳＣＨでＵ
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ＣＩをピギーバックする。もし、ユーザ装置がＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有するどん
なアップリンクグラントも受信せず、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリン
グするアップリンクグラントも受信しない場合、ユーザ装置は、規則に従って、サブフレ
ームでＰＵＳＣＨを伝達するためにアップリンクＳＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨでＵＣＩ
をピギーバックする。
【０２３１】
　図７は、本発明の一実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作させる方法７０
０を示す。
【０２３２】
　図７に示されるように、ユーザ装置は、サブフレームｎに対してアップリンクＣＣ　ｉ
でＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信する（ブロ
ック７０１）。ユーザ装置は、サブフレームｎのためのアップリンクグラントのうち１つ
が１、０１、１０、または１１のような特定値を有するＣＱＩ－要請を有するか否かを判
断する（ブロック７０３）。もし、ユーザ装置が１つ以上のアップリンクグラントが特定
値を有するＣＱＩ－要請を有すると判断すれば、ユーザ装置は、アップリンクＣＣ　Ｉの
ＰＵＳＣＨで伝送される非周期的なチャネル状態情報（ＣＳＩ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａ
ｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を有するＡ／Ｎをピギーバックする（ブロック７０５）
。ＣＳＩレポートは、例えば、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ情報を含む。アップリンクＣＣ　ｉ
がＵＣＩ伝送のためのみに使用される。もし、周期的なＣＳＩレポートが非周期的な同一
のサブフレーム内でスケジューリングされれば、ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されな
い。
【０２３３】
　もし、ユーザ装置がどんなアップリンクグラントも、特定値を有するＣＱＩ－要請を有
しないと判断すれば、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリン
グするアップリンクグラントが受信されたかを判断する（ブロック７０７）。もし、アッ
プリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントが受信された
ら、ユーザ装置は、ＰＣＣのＰＵＳＣＨ上でＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩをピギー
バックする（ブロック７０９）。ただアップリンクＰＣＣがＣＳＩ伝送のために使用され
る。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２３４】
　もし、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラント
が受信されなければ、ユーザ装置は、スケジューリングされたＰＵＳＣＨを有するアップ
リンクＳＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨ上のＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩをピギーバ
ックする。ここで、ＳＣＣは、例えば、最上位ＭＣＳ、最も小さいアップリンクＣＣ番号
、最も小さいキャリア周波数アップリンクＣＣ、などのような規則に従って選択される（
ブロック７１１）。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２３５】
　図８は、本発明の他の実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作させる方法８
００を示す。
【０２３６】
　図８に示されるように、ユーザ装置は、サブフレームｎに対してアップリンクＣＣ　ｉ
でＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信する（ブロ
ック８０１）。ユーザ装置は、サブフレームｎのためのアップリンクグラントのうち１つ
が１、０１、１０、または１１のような特定値を有するＣＱＩ－要請を有するか否かを判
断する（ブロック８０３）。もし、ユーザ装置がアップリンクグラントのうちただ１つが
特定値を有するＣＱＩ－要請を有すると判断すれば、ユーザ装置は、アップリンクＣＣ　
ｉのＰＵＳＣＨで伝送される非周期的なＣＳＩレポートを有するＡ／Ｎをピギーバックす
る（ブロック８０５）。ただアップリンクＣＣ　ｉがＣＳＩ伝送のために使用される。も
し、周期的なＣＳＩレポートが非周期的なＣＳＩレポートと同一のサブフレームでスケジ
ューリングされれば、ユーザ装置は、周期的なＣＳＩレポートを中断する。ＣＳＩは、ど
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んな他の所にもどんな他の所にも伝送されない。
【０２３７】
　もし、ユーザ装置がどんなアップリンクグラントも、特定値を有するＣＱＩ－要請を有
しないと判断すれば、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリン
グするアップリンクグラントが受信されるかを判断する（ブロック８０７）。もし、アッ
プリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントが受信されれ
ば、ユーザ装置は、ＰＣＣのＰＵＳＣＨ上でＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩレポート
をピギーバックする（ブロック８０９）。ただアップリンクＰＣＣがＣＳＩ伝送のために
使用される。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２３８】
　もし、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラント
が受信されなければ、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎ及び／ま
たは周期的なＣＳＩレポートを伝送する（ブロック８１１）。ＣＳＩは、どんな他の所に
も伝送されない。
【０２３９】
　一実施形態は、方法２がＲＲＣシグナリングによって指示されることを考慮する。すな
わち、ＵＣＩまたはＣＳＩがＰＵＣＣＨで個別に伝送され、ただＵＬ－ＳＣＨデータがＰ
ＵＳＣＨで伝送されることを考慮する。もし、ユーザ装置がＰＵＳＣＨをスケジューリン
グするＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有する１つのアップリンクグラント及びサブフレー
ムのアップリンクＣＣで非周期的なＣＳＩレポートを受信すれば、２個のユーザ装置動作
が考慮され得る。１つのオプションにおいて、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵ
ＣＣＨでＣＳＩを伝送する。他のオプションにおいて、ユーザ装置は、サブフレームのア
ップリンクＣＣで非周期的なＣＳＩレポートを伝達するためにＰＵＳＣＨ上でＣＳＩをピ
ギーバックする。もし、ユーザ装置は、ＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有するどんなアッ
プリンクグラントも受信しないが、アップリンクＰＣＣのＰＵＳＣＨをスケジューリング
するアップリンクグラントを受信すれば、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣ
ＨでＵＣＩまたはＣＳＩを伝送する。もし、ユーザ装置がＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を
有するアップリンクグラントも受信せず、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジュー
リングするアップリンクグラントも受信しなければ、ユーザ装置は、規則に従ってサブフ
レームでＰＵＳＣＨを伝達するためにアップリンクＳＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨでＵＣ
ＩまたはＣＳＩをピギーバックする。
【０２４０】
　図９は、本発明の他の実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作させる方法９
００を示す。
【０２４１】
　図９に示されるように、ユーザ装置は、サブフレームｎに対してアップリンクＣＣ　ｉ
でＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信する（ブロ
ック９０１）。ユーザ装置は、サブフレームｎのためのアップリンクグラントのうち１つ
が１、０１、１０、または１１のような特定値を有するＣＱＩ－要請を有するか否かを判
断する（ブロック９０３）。もし、ユーザ装置がアップリンクグラントのうちただ１つが
特定値を有するＣＱＩ－要請を有すると判断すれば、ユーザ装置は、特定値を有するＣＱ
Ｉ－要請を有するアップリンクグラントによってスケジューリングされるＰＵＳＣＨ上で
非周期的なＣＳＩレポートをピギーバックし、ＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／Ｎを伝送する（
ブロック９０５）。もし、周期的なＣＳＩレポートが非周期的なＣＳＩレポートと同一の
サブフレームでスケジューリングされれば、ユーザ装置は、周期的なＣＳＩレポートを中
断する。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２４２】
　もし、ユーザ装置がどんなアップリンクグラントも特定値を有するＣＱＩ－要請を有し
ないと判断すれば、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリング
するアップリンクグラントが受信されるかを判断する（ブロック９０７）。もし、アップ
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リンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントが受信されれば
、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨ上でＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳ
Ｉレポートをピギーバックする（ブロック９０９）。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送さ
れない。
【０２４３】
　もし、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラント
が受信されなければ、ユーザ装置は、スケジューリングされたＰＵＳＣＨを有するアップ
リンクＳＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨ上のＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩレポートを
ピギーバックする。ここで、ＳＣＣは、例えば、最上位ＭＣＳ、最も小さいアップリンク
ＣＣ番号、最も小さいキャリア周波数アップリンクＣＣ、などのような規則に従って選択
される（ブロック９１１）。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２４４】
　図１０は、本発明の追加的な実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作させる
方法１０００を示す。
【０２４５】
　図１０に示されるように、ユーザ装置は、サブフレームｎに対してアップリンクＣＣ　
ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信する（ブ
ロック１００１）。ユーザ装置は、サブフレームｎのためのアップリンクグラントのうち
１つが１、０１、１０、または１１のような特定値を有するＣＱＩ－要請を有するか否か
を判断する（ブロック１００３）。もし、ユーザ装置がアップリンクグラントのうちただ
１つが特定値を有するＣＱＩ－要請を有すると判断すれば、ユーザ装置は、特定値を有す
るＣＱＩ－要請を有するアップリンクグラントによってスケジューリングされるＰＵＳＣ
Ｈ上で非周期的なＣＳＩレポート及びＡ／Ｎをピギーバックする（ブロック１００５）。
もし、周期的なＣＳＩレポートが非周期的なＣＳＩレポートと同一のサブフレームでスケ
ジューリングされれば、ユーザ装置は、周期的なＣＳＩレポートを中断する。ＣＳＩは、
どんな他の所にも伝送されない。
【０２４６】
　もし、ユーザ装置がどんなアップリンクグラントも特定値を有するＣＱＩ－要請を有し
ないと判断すれば、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリング
するアップリンクグラントが受信されるかを判断する（ブロック１００７）。もし、アッ
プリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントが受信されれ
ば、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨ上でＡ／Ｎ及び／または周期的なＣ
ＳＩレポートをピギーバックする（ブロック１００９）。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝
送されない。
【０２４７】
　もし、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラント
が受信されなければ、ユーザ装置は、スケジューリングされたＰＵＳＣＨを有するアップ
リンクＳＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨ上のＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩレポートを
ピギーバックする。ここで、ＳＣＣは、例えば、最上位ＭＣＳ、最も小さいアップリンク
ＣＣ番号、最も小さいキャリア周波数アップリンクＣＣ、などのような規則に従って選択
される（ブロック１０１１）。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２４８】
　一実施形態は、方法３がＲＲＣシグナリングによって指示されることを考慮する。ＰＣ
Ｃがアップリンクグラントを有する場合、ＣＳＩまたはＵＣＩは、ＰＵＣＣＨで個別に伝
送される。そしてＵＬ－ＳＣＨデータのみは、ＰＣＣのＰＵＳＣＨで伝送される。そうで
なければ、ＣＳＩまたはＵＣＩは、ＳＣＣで伝送されるＰＵＳＣＨのうち１つの上でピギ
ーバックされる。ユーザ装置がサブフレームのアップリンクＰＣＣで非周期的なＣＳＩレ
ポート及びＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を持ってＰＵＳＣＨをスケジューリングするアッ
プリンクグラントを受信すれば、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＡ／
Ｎを伝送する。ユーザ装置がサブフレームのアップリンクＳＣＣで非周期的なＣＳＩレポ
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ート及びＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を持ってＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップ
リンクグラントを受信すれば、ユーザ装置は、アップリンクＳＣＣのＰＵＳＣＨでＡ／Ｎ
を伝送する。ユーザ装置がＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有するどんなアップリンクグラ
ントも受信しないが、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリ
ンクグラントを受信すれば、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣのＰＵＣＣＨでＣＳＩま
たはＵＣＩを伝送する。ユーザ装置がＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有するどんなアップ
リンクグラントも受信せず、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするア
ップリンクグラントも受信しなければ、ユーザ装置は、規則に従ってサブフレームでＰＵ
ＳＣＨを伝達するためにアップリンクＳＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨでＣＳＩをピギーバ
ックする。
【０２４９】
　図１１は、本発明の他の追加的な実施形態によるユーザ装置または加入者端末を動作さ
せる方法１１００を示す。
【０２５０】
　図１１に示されるように、ユーザ装置は、サブフレームｎに対してアップリンクＣＣ　
ｉでＰＵＳＣＨをスケジューリングする１つ以上のアップリンクグラントを受信する（ブ
ロック１１０１）。ユーザ装置は、サブフレームｎのためのアップリンクグラントのうち
１つが１、０１、１０、または１１のような特定値を有するＣＱＩ－要請を有するか否か
を判断する（ブロック１１０３）。もし、ユーザ装置がアップリンクグラントのうちただ
１つが特定値を有するＣＱＩ－要請を有すると判断すれば、ユーザ装置は、特定値を有す
るＣＱＩ－要請を有するアップリンクグラントがアップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケ
ジューリングするためのものであるかを判断する（ブロック１１０５）。　
【０２５１】
　もし、特定値を有するＣＱＩ－要請を有するアップリンクグラントがアップリンクＰＣ
ＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするためのものなら（ブロック１１０５）、ユーザ装
置は、特定値を有するＣＱＩ－要請を有するアップリンクグラントによってスケジューリ
ングされるＰＵＳＣＨ上に非周期的なＣＳＩレポートをピギーバックし、ＰＣＣのＰＵＣ
ＣＨでＡ／Ｎを伝送する（ブロック１１０７）。もし、周期的なＣＳＩレポートが非周期
的なＣＳＩレポートと同一のサブフレームでスケジューリングされれば、ユーザ装置は、
周期的なＣＳＩレポートを中断する。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２５２】
　特定値を有するＣＱＩ－要請を有するどんなアップリンクグラントもアップリンクＰＣ
ＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするためのものでなければ（ブロック１１０５）、ユ
ーザ装置は、特定値を有するＣＱＩ－要請を有するアップリンクグラントによってスケジ
ューリングされるＰＵＳＣＨ上でＡ／Ｎ及び非周期的なＣＳＩレポートをピギーバックす
る（ブロック１１０９）。もし、周期的なＣＳＩレポートが非周期的なＣＳＩレポートと
同一のサブフレームでスケジューリングされれば、ユーザ装置は、周期的なＣＳＩレポー
トを中断する。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２５３】
　サブフレームｎのためのどんなアップリンクグラントも特定値を有するＣＱＩ－要請を
有しなければ、ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングする
アップリンクグラントが受信されるかを判断する（ブロック１１１１）。もし、アップリ
ンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントが受信されれば、
ユーザ装置は、アップリンクＰＣＣでＰＵＣＣＨ上でＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩ
レポートを伝送する（ブロック１１１３）。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２５４】
　もし、アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラント
が受信されなければ、ユーザ装置は、スケジューリングされたＰＵＳＣＨを有するアップ
リンクＳＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨ上のＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩレポートを
ピギーバックする。ここで、ＳＣＣは、例えば、最上位ＭＣＳ、最も小さいアップリンク
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ＣＣ番号、最も小さいキャリア周波数アップリンクＣＣ、などのような規則に従って選択
される（ブロック１１１５）。ＣＳＩは、どんな他の所にも伝送されない。
【０２５５】
　本発明のこの実施形態において、ユーザ装置は、ＵＣＩＰｉｇｇｙｂａｃｋＣｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥがＲＲＣでシグナリングされた（ＲＲＣ－ｓｉｇｎａｌｌｅｄ）
ものであるか否かに関係なく、ＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１を有するアップリンクグラン
トが存在する度に、非周期的なＣＳＩレポートが伝送されるＰＵＳＣＨ上でＡ／Ｎをピギ
ーバックする。
【０２５６】
　図１２は、本発明の実施形態による基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）または基地局
（ｅＮｏｄｅＢ）を動作させる方法１２００を示す。
【０２５７】
　図１２に示されるように、基地局は、加入者端末が物理アップリンク共有チャネル（Ｐ
ＵＳＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）及び物理
アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送するように許容する第１アップリンク制御情報（Ｕ
ＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方法及び加入者
端末がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時に伝送するように許容しない第２ＵＣＩ多重化方
法のうち１つを選択し、加入者端末に１つの選択されたＵＣＩ多重化方法を指示する上位
階層信号を伝送し、そして、加入者端末に１つ以上のアップリンクグラント（ｕｐｌｉｎ
ｋ　ｇｒａｎｔ）を伝送する（ブロック１２０１）。１つ以上のアップリンクグラント各
々は、前記加入者端末に対するサブフレームｎに対してアップリンクコンポネントキャリ
ア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨを
スケジューリングし、１つ以上のアップリンクグラント各々は、チャネル品質情報（ＣＱ
Ｉ；ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請を伝達する。
【０２５８】
　サブフレームｎのための１つ以上のアップリンクグラントのうちただ１つのアップリン
クグラントが１、０１、１０、または１１のような、特定値を有するＣＱＩ－要請を有す
る場合、基地局は、加入者端末によってアップリンクＣＣ　ｉのＰＵＳＣＨで伝送される
非周期的なＣＳＩレポートにピギーバックされるＡ／Ｎを受信する（ブロック１２０５）
。
【０２５９】
　もし、アップリンクグラントが特定値を有するＣＱＩ－要請を有さず、そして、アップ
リンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントが加入者端末に
基地局によって伝送されれば（ブロック１２０７）、基地局は、加入者端末からＰＣＣの
ＰＵＳＣＨ上でピギーバックされるＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩレポートを受信す
る（ブロック１２０９）。
【０２６０】
　もし、アップリンクグラントが特定値を有するＣＱＩ－要請を有さず、そして、アップ
リンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントが加入者端末に
基地局によって伝送されなければ（ブロック１２０７）、基地局は、加入者端末からスケ
ジューリングされたＰＵＳＣＨを有するアップリンクＳＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨ上で
ピギーバックされるＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩレポートを受信する。ここで、Ｓ
ＣＣは、例えば、最上位ＭＣＳ、最も小さいアップリンクＣＣ番号、最も小さいキャリア
周波数アップリンクＣＣ、などのような規則に従って選択される（ブロック１２１１）。
【０２６１】
　図１３は、本発明の他の実施形態による基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）または基
地局（ｅＮｏｄｅＢ）を動作させる方法１３００を示す。
【０２６２】
　図１３に示されるように、基地局は、加入者端末が物理アップリンク共有チャネル（Ｐ



(47) JP 5722995 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

ＵＳＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）及び物理
アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を同時に伝送するように許容する第１アップリンク制御情報（Ｕ
ＣＩ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）多重化方法及び加入者
端末がＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを同時に伝送するように許容しない第２ＵＣＩ多重化方
法のうち１つを選択し、加入者端末に１つの選択されたＵＣＩ多重化方法を指示する上位
階層信号を伝送し、そして、加入者端末に１つ以上のアップリンクグラント（ｕｐｌｉｎ
ｋ　ｇｒａｎｔ）を伝送する（ブロック１３０１）。１つ以上のアップリンクグラント各
々は、前記加入者端末に対するサブフレームｎに対してアップリンクコンポネントキャリ
ア（ＵＬ　ＣＣ；ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）でＰＵＳＣＨを
スケジューリングし、１つ以上のアップリンクグラント各々は、チャネル品質情報（ＣＱ
Ｉ、ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請を伝達する。
【０２６３】
　サブフレームｎのための１つ以上のアップリンクグラントのうちただ１つのアップリン
クグラントが１、０１、１０、または１１のような、特定値を有するＣＱＩ－要請を有す
る場合、基地局は、加入者端末からアップリンクグラントによってスケジューリングされ
たＰＵＳＣＨ上でピギーバックされたＡ／Ｎ及び非周期的なＣＳＩレポートを受信する（
ブロック１３０５）。
【０２６４】
　もし、アップリンクグラントが特定値を有するＣＱＩ－要請を有しなければ、そして、
アップリンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントが基地局
によって伝送されれば（ブロック１３０７）、基地局は、加入者端末からアップリンクＰ
ＣＣのＰＵＣＣＨ上でＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩレポートを受信する（ブロック
１３０９）。
【０２６５】
　もし、アップリンクグラントが特定値を有するＣＱＩ－要請を有さず、そして、アップ
リンクＰＣＣでＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリンクグラントが基地局によっ
て伝送されなければ（ブロック１３０７）、基地局は、加入者端末からスケジューリング
されたＰＵＳＣＨを有するアップリンクＳＣＣのうち１つのＰＵＳＣＨ上でピギーバック
されるＡ／Ｎ及び／または周期的なＣＳＩレポートを受信する。ここで、ＳＣＣは、例え
ば、最上位ＭＣＳ、最も小さいアップリンクＣＣ番号、最も小さいキャリア周波数アップ
リンクＣＣ、などのような規則に従って選択される（ブロック１３１１）。
【０２６６】
　以上、実施形態を通じて本発明を説明したが、この技術分野における通常の知識を有す
る者によって多様な変更及び修正が提案されることができる。添付の請求範囲に範囲に属
するものであれば、、そのような変更及び修正は、本発明の権利範囲に属する。
【符号の説明】
【０２６７】
　１００　無線ネットワーク
　１０１、１０２、１０３　基地局
　１１１、１１２、１１３、１１４、１１５、１１６　加入者端末
　１３０　インターネット
　２００　伝送経路
　３００　受信経路
　２０５　チャネルコーディング及び変調ブロック
　２１０　直列対並列（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ、Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロッ
ク
　２１５　逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）ブロック
　２２０　並列対直列（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ、Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロッ
ク
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　２２５　循環前置（ＣＰ、ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）挿入ブロック
　２３０　アップコンバータ（ＵＣ、ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
　２９０　レファレンス信号多重化器
　２９５　レファレンス信号割り当て器
　２５５　ダウンコンバータ（ＤＣ、ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
　２６０　循環前置（ＣＰ、ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）除去ブロック
　２６５　直列対並列（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ、Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロッ
ク
　２７０　高速フーリエ変換（ＦＦＴ、Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ
）ブロック
　２７５　並列対直列（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ、Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロッ
ク
　２８０　チャネルデコーディング及び復調ブロック

【図１】 【図２】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図６Ｃ】 【図７】



(51) JP 5722995 B2 2015.5.27

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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