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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅ
ｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報を伝送する方法であって、前記方
法は、ユーザー機器（ＵＥ）により行われ、前記方法は、
　Ｍ（Ｍ＞１）個の下りリンクサブフレームを含む下りリンクサブフレームセットでの下
りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が伝送される物理上りリンク制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ）フォーマット及びＰＵＣＣＨリソースを決定することと、
　一つの上りリンクサブフレームで前記ＰＵＣＣＨフォーマット及び前記ＰＵＣＣＨリソ
ースを用いて前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送することと
　を含み、
　前記ＵＥに対して１個超過のサービングセルが構成され、前記１個超過のサービングセ
ルは、一つのプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）及び少なくとも一つのセカンダリセル（ＳＣ
ｅｌｌ）を含み、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が、前記下りリンクサブフレームセット内において、前記Ｐ
Ｃｅｌｌ上でのみ受信される対応する物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）なしで
一つの物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応し、かつ、前記ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報が、さらに、１の下りリンク割当インデックス（ＤＡＩ）値を有する半－持続的ス
ケジューリング（ＳＰＳ）解除ＰＤＣＣＨまたは１のＤＡＩ値を有する対応するＰＤＣＣ
Ｈの検出によって指示される一つのＰＤＳＣＨに対応する場合に、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
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情報が、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いて伝送される、方法。
【請求項２】
　前記ＰＵＣＣＨリソースは、Ａ個のＰＵＣＣＨリソースの中から選択され、Ａは２また
は３である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記Ａ個のＰＵＣＣＨリソースのうちの一つは、上位層設定に従って決定され、前記Ａ
個のＰＵＣＣＨリソースのうちの残りのリソースは、前記対応するＰＤＣＣＨの制御チャ
ネル要素（ＣＣＥ）インデックスを用いて決定される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記Ａは、前記下りリンクサブフレームセットでの前記下りリンク伝送の伝送ブロック
の個数に基づいて決定される、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、前記一つの上りリンクサブフレームにおいて２ビットを
用いることによって伝送される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線通信システムは、時間分割二重（ＴＤＤ）システムである、請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅ
ｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報を伝送するユーザー機器（ＵＥ）
であって、前記ＵＥは、
　基地局（ＢＳ）から下りリンク信号を受信する受信モジュールと、
　前記ＢＳに上りリンク信号を伝送する伝送モジュールと、
　前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを含む前記ＵＥを制御するプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　Ｍ（Ｍ＞１）個の下りリンクサブフレームを含む下りリンクサブフレームセットでの下
りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が伝送される物理上りリンク制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ）フォーマット及びＰＵＣＣＨリソースを決定することと、
　前記伝送モジュールを介して、一つの上りリンクサブフレームで前記ＰＵＣＣＨフォー
マット及び前記ＰＵＣＣＨリソースを用いて前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送することと
　を行うように構成されており、
　前記ＵＥに対して１個超過のサービングセルが構成され、前記１個超過のサービングセ
ルは、一つのプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）及び少なくとも一つのセカンダリセル（ＳＣ
ｅｌｌ）を含み、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が、前記下りリンクサブフレームセット内において、前記Ｐ
Ｃｅｌｌ上でのみ受信される対応する物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）なしで
一つの物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応し、かつ、前記ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報が、さらに、１の下りリンク割当インデックス（ＤＡＩ）値を有する半－持続的ス
ケジューリング（ＳＰＳ）解除ＰＤＣＣＨまたは１のＤＡＩ値を有する対応するＰＤＣＣ
Ｈの検出によって指示される一つのＰＤＳＣＨに対応する場合に、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
情報が、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いて伝送される、ＵＥ。
【請求項８】
　前記ＰＵＣＣＨリソースは、Ａ個のＰＵＣＣＨリソースの中から選択され、Ａは２また
は３である、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項９】
　前記Ａ個のＰＵＣＣＨリソースのうちの一つは、上位層設定に従って決定され、前記Ａ
個のＰＵＣＣＨリソースのうちの残りのリソースは、前記対応するＰＤＣＣＨの制御チャ
ネル要素（ＣＣＥ）インデックスを用いて決定される、請求項８に記載のＵＥ。
【請求項１０】
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　前記Ａは、前記下りリンクサブフレームセットでの前記下りリンク伝送の伝送ブロック
の個数に基づいて決定される、請求項８に記載のＵＥ。
【請求項１１】
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、前記一つの上りリンクサブフレームにおいて２ビットを
用いることによって伝送される、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項１２】
　前記無線通信システムは、時間分割二重（ＴＤＤ）システムである、請求項７に記載の
ＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下の説明は、無線通信システムに係り、特に、上りリンク制御情報を送受信する方法
及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムが音声やデータのような種々の通信サービスを提供するために広範囲
に展開されている。一般に、無線通信システムは、可用のシステムリソース（帯域幅、伝
送パワーなど）を共有してマルチユーザーとの通信を支援し得る多重接続（ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムのことをいう。多重接続システムの例には、ＣＤＭＡ（ｃ
ｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＦＤＭＡ（ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、Ｔ
ＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、Ｏ
ＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、Ｍ
Ｃ－ＦＤＭＡ（ｍｕｌｔｉ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムなどがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、無線通信システムにおいて制御情報を效率的に伝送する方法及びその
ための装置を提供することにある。本発明の他の目的は、制御情報を效率的に伝送するた
めのチャネルフォーマット、信号処理、及びそのための装置を提供することにある。本発
明のさらに他の目的は、制御情報を伝送するためのリソースを效率的に割り当てる方法及
びそのための装置を提供することにある。
【０００４】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、上記の技術的課題に制限されず、言及してい
ない他の技術的課題は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者には明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明一実施例に係る無線通信システムにおいて
端末が確認応答情報を伝送する方法は、Ｍ（Ｍ≧１）個の下りリンクサブフレームを含む
下りリンクサブフレームセットでの下りリンク伝送に対する確認応答情報が伝送されるＰ
ＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）フォー
マット及びリソースを決定するステップと、一つの上りリンクサブフレームで前記ＰＵＣ
ＣＨフォーマット及びリソースを用いて前記確認応答情報を伝送するステップと、を含む
ことができる。ここで、前記端末に１個超過のサービングセルが設定され、前記１個超過
のサービングセルは一つのＰＣｅｌｌ及び少なくとも一つのＳＣｅｌｌを含むことができ
る。前記下りリンクサブフレームセット内で対応ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗ
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ｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）が検出されない一つのＰＤＳＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）が前記ＰＣｅｌｌ上
でのみ存在し、前記下りリンクサブフレームセット内でＳＰＳ（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓ
ｔｅｎｔ　ＳＣｈｅｄｕｌｉｎｇ）解除ＰＤＣＣＨが存在しない場合に、ＰＵＣＣＨフォ
ーマット１ａ／１ｂを用いて前記確認応答情報が伝送されるとよい。
【０００６】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明の他の実施例に係る無線通信システムにお
いて確認応答情報を伝送する端末は、基地局から下りリンク信号を受信する受信モジュー
ルと、前記基地局に上りリンク信号を伝送する伝送モジュールと、前記受信モジュール及
び前記伝送モジュールを含む前記端末を制御するプロセッサと、を備えることができる。
前記プロセッサは、Ｍ（Ｍ≧１）個の下りリンクサブフレームを含む下りリンクサブフレ
ームセットで前記受信モジュールを介して受信される下りリンク伝送に対する確認応答情
報が伝送されるＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａ
ｎｎｅｌ）フォーマット及びリソースを決定し、一つの上りリンクサブフレームで前記Ｐ
ＵＣＣＨフォーマット及びリソースを用いて前記確認応答情報を前記伝送モジュールを介
して伝送するように構成されてもよい。ここで、前記端末に１個超過のサービングセルが
設定され、前記１個超過のサービングセルは一つのＰＣｅｌｌ及び少なくとも一つのＳＣ
ｅｌｌを含むことができる。前記下りリンクサブフレームセット内で対応ＰＤＣＣＨ（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）が検出されない
一つのＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅ
ｌ）が前記ＰＣｅｌｌ上でのみ存在し、前記下りリンクサブフレームセット内でＳＰＳ（
Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ＳＣｈｅｄｕｌｉｎｇ）解除ＰＤＣＣＨが存在しない
場合に、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いて前記確認応答情報が伝送されるとよ
い。
【０００７】
　本発明の前述した実施例に以下の事項を共通に適用することができる。
【０００８】
　前記ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂのリソースインデックスは、前記対応ＰＤＣＣ
Ｈが検出されない一つのＰＤＳＣＨに対するＳＰＳ活性化を指示するＰＤＣＣＨのＴＰＣ
（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）フィールドの値によって決定されて
もよい。
【０００９】
　Ｍ＞１であり、前記下りリンクサブフレームセット内で対応ＰＤＣＣＨが検出されない
一つのＰＤＳＣＨが前記ＰＣｅｌｌ上でのみ存在し、前記下りリンクサブフレームセット
内で対応ＰＤＣＣＨの検出により指示（ｉｎｄｉｃａｔｅ）されるＰＤＳＣＨが前記ＰＣ
ｅｌｌ上でのみ存在し、前記検出されたＰＤＣＣＨのＤＡＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓｓ
ｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）値が１であると、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いるチ
ャネル選択によって前記確認応答情報が伝送されてもよい。
【００１０】
　前記チャネル選択は、Ａ（Ａ＝２または３）個のＰＵＣＣＨリソースから一つのＰＵＣ
ＣＨリソースを選択する方式で行われてもよい。
【００１１】
　前記Ａは、前記下りリンク伝送の伝送ブロックの個数に基づいて決定されてもよい。
【００１２】
　前記Ａ個のＰＵＣＣＨリソースのうち一つは、前記対応ＰＤＣＣＨが検出されない一つ
のＰＤＳＣＨに対するＳＰＳ活性化を指示するＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドの値によっ
て決定され、前記Ａ個のＰＵＣＣＨリソースのうち残りは、前記検出されたＰＤＣＣＨの
ＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）インデックスから誘導され
てもよい。
【００１３】
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　前記ＰＣｅｌｌ上でＤＡＩ値が１のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは、上りリンク伝送
電力制御情報を表し、前記ＰＣｅｌｌ上でＤＡＩ値が１よりも大きいＰＤＣＣＨのＴＰＣ
フィールドは、ＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースインデックスの決定に用いられ、前
記少なくとも一つのＳＣｅｌｌのそれぞれでのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは、ＰＵＣ
ＣＨフォーマット３のリソースインデックスの決定に用いられてもよい。
【００１４】
　前記端末は、前記下りリンクサブフレームセット内で前記ＰＵＣＣＨフォーマット３の
リソースインデックスの決定に用いられる前記ＰＣｅｌｌ及び前記少なくとも一つのＳＣ
ｅｌｌの全てのＰＤＣＣＨで同じＰＵＣＣＨリソースインデックス値が伝送されると仮定
してもよい。
【００１５】
　前記無線通信システムは、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）無線
通信システムでもよい。
【００１６】
　本発明について前述した一般的な説明と後述する詳細な説明は例示的なもので、請求項
に記載の発明についてのさらなる説明のためのものである。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおいて端末が確認応答情報を伝送する方法であって、
　Ｍ（Ｍ≧１）個の下りリンクサブフレームを含む下りリンクサブフレームセットでの下
りリンク伝送に対する確認応答情報が伝送されるＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）フォーマット及びリソースを決定することと
、
　一つの上りリンクサブフレームで前記ＰＵＣＣＨフォーマット及びリソースを用いて前
記確認応答情報を伝送することと、
を含み、
　前記端末に１個超過のサービングセルが設定され、前記１個超過のサービングセルは、
一つのＰＣｅｌｌ及び少なくとも一つのＳＣｅｌｌを含み、
　前記下りリンクサブフレームセット内で対応ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）が検出されない一つのＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）が前記ＰＣｅｌｌ上で
のみ存在し、前記下りリンクサブフレームセット内でＳＰＳ（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔ
ｅｎｔ　ＳＣｈｅｄｕｌｉｎｇ）解除ＰＤＣＣＨが存在しない場合に、ＰＵＣＣＨフォー
マット１ａ／１ｂを用いて前記確認応答情報が伝送される、確認応答情報伝送方法。
（項目２）
　前記ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂのリソースインデックスは、前記対応ＰＤＣＣ
Ｈが検出されない一つのＰＤＳＣＨに対するＳＰＳ活性化を指示するＰＤＣＣＨのＴＰＣ
（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）フィールドの値によって決定される
、項目１に記載の確認応答情報伝送方法。
（項目３）
　Ｍ＞１であり、前記下りリンクサブフレームセット内で対応ＰＤＣＣＨが検出されない
一つのＰＤＳＣＨが前記ＰＣｅｌｌ上でのみ存在し、前記下りリンクサブフレームセット
内で対応ＰＤＣＣＨの検出により指示（ｉｎｄｉｃａｔｅ）されるＰＤＳＣＨが前記ＰＣ
ｅｌｌ上でのみ存在し、前記検出されたＰＤＣＣＨのＤＡＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓｓ
ｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）値が１であると、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いるチ
ャネル選択によって前記確認応答情報が伝送される、項目１に記載の確認応答情報伝送方
法。
（項目４）
　前記チャネル選択は、Ａ（Ａ＝２または３）個のＰＵＣＣＨリソースから一つのＰＵＣ
ＣＨリソースを選択する方式で行われる、項目３に記載の確認応答情報伝送方法。
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（項目５）
　前記Ａは、前記下りリンク伝送の伝送ブロックの個数に基づいて決定される、項目４に
記載の確認応答情報伝送方法。
（項目６）
　前記Ａ個のＰＵＣＣＨリソースのうち一つは、前記対応ＰＤＣＣＨが検出されない一つ
のＰＤＳＣＨに対するＳＰＳ活性化を指示するＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドの値によっ
て決定され、
　前記Ａ個のＰＵＣＣＨリソースのうち残りは、前記検出されたＰＤＣＣＨのＣＣＥ（Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）インデックスから誘導される、項目４
に記載の確認応答情報伝送方法。
（項目７）
　前記ＰＣｅｌｌ上でＤＡＩ値が１のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは、上りリンク伝送
電力制御情報を表し、
　前記ＰＣｅｌｌ上でＤＡＩ値が１よりも大きいＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは、ＰＵ
ＣＣＨフォーマット３のリソースインデックスの決定に用いられ、
　前記少なくとも一つのＳＣｅｌｌのそれぞれでのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは、Ｐ
ＵＣＣＨフォーマット３のリソースインデックスの決定に用いられる、項目１に記載の確
認応答情報伝送方法。
（項目８）
　前記端末は、前記下りリンクサブフレームセット内で前記ＰＵＣＣＨフォーマット３の
リソースインデックスの決定に用いられる前記ＰＣｅｌｌ及び前記少なくとも一つのＳＣ
ｅｌｌの全てのＰＤＣＣＨで同じＰＵＣＣＨリソースインデックス値が伝送されると仮定
する、項目７に記載の確認応答情報伝送方法。
（項目９）
　前記無線通信システムは、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）無線
通信システムである、項目１に記載の確認応答情報伝送方法。
（項目１０）
　無線通信システムにおいて確認応答情報を伝送する端末であって、
　基地局から下りリンク信号を受信する受信モジュールと、
　前記基地局に上りリンク信号を伝送する伝送モジュールと、
　前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを含む前記端末を制御するプロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサは、
　Ｍ（Ｍ≧１）個の下りリンクサブフレームを含む下りリンクサブフレームセットで前記
受信モジュールを介して受信される下りリンク伝送に対する確認応答情報が伝送されるＰ
ＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）フォー
マット及びリソースを決定し、
　一つの上りリンクサブフレームで前記ＰＵＣＣＨフォーマット及びリソースを用いて前
記確認応答情報を前記伝送モジュールを介して伝送するように構成され、
　前記端末に１個超過のサービングセルが設定され、前記１個超過のサービングセルは、
一つのＰＣｅｌｌ及び少なくとも一つのＳＣｅｌｌを含み、
　前記下りリンクサブフレームセット内で対応ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）が検出されない一つのＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）が前記ＰＣｅｌｌ上で
のみ存在し、前記下りリンクサブフレームセット内でＳＰＳ（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔ
ｅｎｔ　ＳＣｈｅｄｕｌｉｎｇ）解除ＰＤＣＣＨが存在しない場合に、ＰＵＣＣＨフォー
マット１ａ／１ｂを用いて前記確認応答情報が伝送される、確認応答情報伝送端末。
（項目１１）
　Ｍ＞１であり、前記下りリンクサブフレームセット内で対応ＰＤＣＣＨが検出されない
一つのＰＤＳＣＨが前記ＰＣｅｌｌ上でのみ存在し、前記下りリンクサブフレームセット
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内で対応ＰＤＣＣＨの検出により指示（ｉｎｄｉｃａｔｅ）されるＰＤＳＣＨが前記ＰＣ
ｅｌｌ上でのみ存在し、前記検出されたＰＤＣＣＨのＤＡＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓｓ
ｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）値が１であると、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いるチ
ャネル選択によって前記確認応答情報が伝送される、項目１０に記載の確認応答情報伝送
端末。
（項目１２）
　前記チャネル選択は、Ａ（Ａ＝２または３）個のＰＵＣＣＨリソースから一つのＰＵＣ
ＣＨリソースを選択する方式で行われる、項目１１に記載の確認応答情報伝送端末。
（項目１３）
　前記Ａは、前記下りリンク伝送の伝送ブロックの個数に基づいて決定される、項目１２
に記載の確認応答情報伝送端末。
（項目１４）
　前記Ａ個のＰＵＣＣＨリソースのうち一つは、前記対応ＰＤＣＣＨが検出されない一つ
のＰＤＳＣＨに対するＳＰＳ活性化を指示するＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドの値によっ
て決定され、
　前記Ａ個のＰＵＣＣＨリソースのうち残りは、前記検出されたＰＤＣＣＨのＣＣＥ（Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）インデックスから誘導される、項目１
２に記載の確認応答情報伝送端末。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、無線通信システムにおいて制御情報を效率的に伝送することができる
。また、制御情報を效率的に伝送するためのチャネルフォーマット、信号処理方法を提供
することができる。また、制御情報伝送のためのリソースを效率的に割り当てることがで
きる。
【００１８】
　本発明から得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効
果は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確
に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発
明の実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図１】本発明を実行するユーザー機器（ＵＥ）及び基地局（ＢＳ）の構成要素を示すブ
ロック図である。
【図２】ユーザー機器及び基地局内の送信器構造の一例を示す図である。
【図３】単一搬送波特性を満たしながら、入力シンボルを周波数ドメインで副搬送波にマ
ッピングする例を示す図である。
【図４】クラスタ（ｃｌｕｓｔｅｒｅｄ）ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭにより入力シンボルが単
一搬送波にマッピングされる例を示す図である。
【図５】クラスタ（ｃｌｕｓｔｅｒｅｄ）ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭにより入力シンボルが単
一搬送波にマッピングされる例を示す図である。
【図６】クラスタ（ｃｌｕｓｔｅｒｅｄ）ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭにより入力シンボルが単
一搬送波にマッピングされる例を示す図である。
【図７】セグメント（ｓｅｇｍｅｎｔｅｄ）ＳＣ－ＦＤＭＡの信号処理過程を示す図であ
る。
【図８】無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の例を示す図である。
【図９】無線通信システムにおいてＤＬ／ＵＬスロット構造の一例を示す図である。
【図１０】無線通信システムにおいて下りリンクサブフレーム構造の一例を示す図である
。
【図１１】無線通信システムにおいて上りリンクサブフレーム構造の一例を示す図である
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。
【図１２】ＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリソースを決定する例を示す図である。
【図１３】単一搬送波状況で通信を行う例を示す図である。
【図１４】多重搬送波状況下で通信を行う例を示す図である。
【図１５】基地局で一つのＭＡＣが多重搬送波を管理する概念を説明する図である。
【図１６】ユーザー機器で一つのＭＡＣが多重搬送波を管理する概念を説明する図である
。
【図１７】基地局で複数のＭＡＣが多重搬送波を管理する概念を説明する図である。
【図１８】ユーザー機器で複数のＭＡＣが多重搬送波を管理する概念を説明する図である
。
【図１９】基地局で複数のＭＡＣが多重搬送波を管理する他の概念を説明する図である。
【図２０】ユーザー機器で複数のＭＡＣが多重搬送波を管理する他の概念を説明する図で
ある。
【図２１】ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためのＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１ｂのスロッ
トレベル構造を例示する図である。
【図２２】ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためのＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１ｂのスロッ
トレベル構造を例示する図である。
【図２３】搬送波アグリゲーションが支援される無線通信システムにおいて上りリンク制
御情報（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：ＵＣＩ）が伝送され
るシナリオを例示する図である。
【図２４】複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫをフィードバックするためのＰＵＣＣＨフォーマッ
トの構造及びそのための信号処理過程を例示する図である。
【図２５】複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫをフィードバックするためのＰＵＣＣＨフォーマッ
トの構造及びそのための信号処理過程を例示する図である。
【図２６】複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫをフィードバックするためのＰＵＣＣＨフォーマッ
トの構造及びそのための信号処理過程を例示する図である。
【図２７】複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫをフィードバックするためのＰＵＣＣＨフォーマッ
トの構造及びそのための信号処理過程を例示する図である。
【図２８】ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＵＣＣＨリソース決
定のためにあらかじめ定義されたリソース割当の例示を示すフローチャートである。
【図２９】ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＵＣＣＨリソース決
定のためにあらかじめ定義された追加のリソース割当の例示を示すフローチャートである
。
【図３０】ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＵＣＣＨリソース決
定のためにＤＡＩフィールドをＡＲＩの用途に用いる例示を示すフローチャートである。
【図３１】ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＵＣＣＨリソース決
定のためにＴＰＣフィールドをＡＲＩの用途に用いる例示を示すフローチャートである。
【図３２】ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＵＣＣＨリソース決
定のためにＴＰＣフィールドをＡＲＩの用途に用いる他の例示を示すフローチャートであ
る。
【図３３】ＰＣｅｌｌでＤＡＩ値に基づいてＴＰＣフィールドを元来の用途またはＡＲＩ
用途に用いる実施例を説明するための図である。
【図３４】バンドリングウィンドウ内でＣＣインデックスが増加する方向を優先にＤＡＩ
値が増加する例示を示す図である。
【図３５】ＣＡ　ＴＤＤシステムの場合にＤＡＩ値を決定する例示を示す図である。
【図３６】ＣＣ－ドメインバンドリングにおけるＤＡＩフィールド使用の種々の例示を示
す図である。
【図３７】ＣＣ－ドメインバンドリングにおけるＤＡＩフィールド使用の種々の例示を示
す図である。
【図３８】ＣＣ－ドメインバンドリングにおけるＤＡＩフィールド使用の種々の例示を示
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す図である。
【図３９】ＣＣ－ドメインバンドリングにおけるＤＡＩフィールド使用の種々の例示を示
す図である。
【図４０】時間－ドメイン部分バンドリングの一例を示す図である。
【図４１】ＣＣ－ドメインバンドリングが適用される場合にＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ
を用いたチャネル選択を説明するための図である。
【図４２】ＣＣ－ドメインバンドリングが適用される場合にＰＵＣＣＨフォーマット３を
用いたチャネル選択を説明するための図である。
【図４３】ＤＡＩ及びＴＰＣ使用の一例を示す図である。
【図４４】ＤＡＩ及びＴＰＣ使用の他の例を示す図である。
【図４５】ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドの使用に関する本発明の一例を示す図である
。
【図４６】本発明の一例に係る種々の下りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送方案
を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下の実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定の形態で結合したものである。各構
成要素または特徴は、別に明示しない限り、選択的なものと考慮しなければならない。各
構成要素または特徴が他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施してもよく、一部の構
成要素及び／または特徴を結合させて本発明の実施例を構成してもよい。本発明の実施例
で説明される動作の順序は変更してもよい。ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例
に含まれてもよく、他の実施例の対応する構成または特徴に代えてもよい。
【００２１】
　本明細書では、本発明の実施例を、基地局と端末との間におけるデータ送受信の関係を
中心に説明する。ここで、基地局は、端末と直接通信を行うネットワークの終端ノード（
ｔｅｒｍｉｎａｌ　ｎｏｄｅ）としての意味を有する。本文書で、基地局により行われる
とした特定動作は、場合によっては、基地局の上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄｅ）によ
り行われることもある。
【００２２】
　すなわち、基地局を含む複数のネットワークノード（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｎｏｄｅｓ）か
らなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる種々の動作は、基地局、ま
たは基地局以外の他のネットワークノードにより行われうるということは自明である。「
基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）」は、固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ
）、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、アクセスポイント（ＡＰ：Ａｃｃｅｓｓ
　Ｐｏｉｎｔ）などの用語に代えてもよい。また、本文書で基地局という用語は、セルま
たはセクターを含む概念として用いることができる。一方、中継機は、Ｒｅｌａｙ　Ｎｏ
ｄｅ（ＲＮ）、Ｒｅｌａｙ　Ｓｔａｔｉｏｎ（ＲＳ）などの用語に代えてもよい。「端末
（Ｔｅｒｍｉｎａｌ）」は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ
）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）などの用語に代えてもよい。
【００２３】
　以下の説明で使われる特定用語は、本発明の理解を助けるために提供されたもので、こ
れらの特定用語の使用は、本発明の技術的思想から逸脱することなく他の形態に変更可能
である。
【００２４】
　場合によっては、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置
は省略されたり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示されるこ
とがある。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付して説明
する。
【００２５】
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　本発明の実施例は、無線接続システムであるＩＥＥＥ　８０２システム、３ＧＰＰシス
テム、３ＧＰＰ　ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）システム、及び３
ＧＰＰ２システムの少なくとも一つに開示された標準文書でサポートすることかできる。
すなわち、本発明の実施例において本発明の技術的思想を明確にするために説明しない段
階または部分を、上記の標準文書でサーポートすることができる。なお、本文書で開示し
ている全ての用語は、上記の標準文書により説明することができる。
【００２６】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）などのような種々
の無線接続システムに用いることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような無
線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）とすることができる。ＴＤＭＡは、ＧＳＭ
（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）／ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（登録商標
）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術とすることができる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　
８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線技術とする
ことができる。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎ
ｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅ
ｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　
ＵＭＴＳ）の一部であり、下りリンクでＯＦＤＭＡを採用し、上りリンクでＳＣ－ＦＤＭ
Ａを採用する。ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進展である。Ｗ
ｉＭＡＸは、ＩＥＥＥ　８０２．１６ｅ規格（ＷｉｒｅｌｅｓｓＭＡＮ－ＯＦＤＭＡ　Ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）及び進展したＩＥＥＥ　８０２．１６ｍ規格（Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＭＡＮ－ＯＦＤＭＡ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　ｓｙｓｔｅｍ）によって説明するこ
とができる。明確性のために、以下では、３ＧＰＰ　ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａシステムを中
心に説明するが、本発明の技術的思想はこれに制限されない。
【００２７】
　図１は、本発明を実行するユーザー機器（ＵＥ）及び基地局（ＢＳ）の構成要素を示す
ブロック図である。
【００２８】
　ＵＥは、上りリンクでは送信装置として動作し、下りリンクでは受信装置として動作す
る。一方、ＢＳは、上りリンクでは受信装置として動作し、下りリンクでは送信装置で動
作する。
【００２９】
　ＵＥ及びＢＳは、情報及び／またはデータ、信号、メッセージなどを受信できるアンテ
ナ５００ａ，５００ｂ、アンテナを制御してメッセージを伝送する送信器（Ｔｒａｎｓｍ
ｉｔｔｅｒ）１００ａ，１００ｂ、アンテナを制御してメッセージを受信する受信器（Ｒ
ｅｃｅｉｖｅｒ）３００ａ，３００ｂ、無線通信システム内の通信に関連した各種の情報
を保存するメモリー２００ａ，２００ｂを備える。また、ＵＥ及びＢＳは、ＵＥまたはＢ
Ｓに備えられた送信器、受信器、メモリーなどの構成要素と連動し、それらの構成要素を
制御して本発明を実行するように構成されたプロセッサ４００ａ，４００ｂをそれぞれ備
える。ＵＥ内の送信器１００ａ、受信器３００ａ、メモリー２００ａ、プロセッサ４００
ａはそれぞれ、別個のチップ（ｃｈｉｐ）により独立した構成要素として具現されてもよ
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く、２つ以上が一つのチップ（ｃｈｉｐ）により具現されてもよい。同様に、ＢＳ内の送
信器１００ｂ、受信器３００ｂ、メモリー２００ｂ、プロセッサ４００ｂもそれぞれ、別
個のチップにより独立した構成要素として具現されてもよく、２つ以上が一つのチップに
より具現されてもよい。送信器と受信器とを統合してＵＥまたはＢＳ内で単一の送受信器
（ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）にしてもよい。
【００３０】
　アンテナ５００ａ，５００ｂは、送信器１００ａ，１００ｂで生成された信号を外部に
伝送したり、外部から無線信号を受信して受信器３００ａ，３００ｂに伝達する機能を果
たす。アンテナ５００ａ，５００ｂはアンテナポートと呼ばれることもある。各アンテナ
ポートは一つの物理アンテナに相当してもよく、一つよりも多い物理アンテナ要素（ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）の組み合わせにより構成されてもよい。各アンテナポートから伝送された信
号はＵＥ内の受信器３００ａでそれ以上分解されることはない。該当のアンテナポートに
対応して伝送された参照信号はＵＥの観点からのアンテナポートを定義し、チャネルが一
物理アンテナからの単一（ｓｉｎｇｌｅ）無線チャネルなのか、或いは、当該アンテナポ
ートを含む複数の物理アンテナ要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）からの合成（ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ
）チャネルなのかにかからわず、ＵＥが当該アンテナポートに対するチャネル推定を行え
るようにする。すなわち、アンテナポートは、当該アンテナポート上のシンボルを伝達す
るチャネルが、同アンテナポート上の他のシンボルが伝達されるチャネルから導出され得
るように定義される。複数のアンテナを用いてデータを送受信する多重入出力（Ｍｕｌｔ
ｉ－Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ－Ｏｕｔｐｕｔ、ＭＩＭＯ）機能を支援する送受信器は２個
以上のアンテナに接続可能である。
【００３１】
　プロセッサ４００ａ，４００ｂは、一般に、ＵＥまたはＢＳ内の各種モジュールの動作
全般を制御する。特に、プロセッサ４００ａ，４００ｂは、本発明を実行するための各種
の制御機能、サービス特性及び伝播環境によるＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）フレーム可変制御機能、遊休モード動作を制御するための電力節約モード
機能、ハンドオーバー（Ｈａｎｄｏｖｅｒ）機能、認証及び暗号化機能などを実行するこ
とができる。プロセッサ４００ａ，４００ｂは、コントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
、マイクロコントローラ（ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、マイクロプロセッサ（ｍ
ｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、マイクロコンピュータ（ｍｉｃｒｏｃｏｍｐｕｔｅｒ）
などと呼ばれることもある。一方、プロセッサ４００ａ，４００ｂを、ハードウェア（ｈ
ａｒｄｗａｒｅ）、ファームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウェア、またはこれら
の結合により具現することができる。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合には、
本発明を実行するように構成されたＡＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇ
ｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ
　ｄｅｖｉｃｅｓ）、またはＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａ
ｔｅ　ａｒｒａｙｓ）などをプロセッサ４００ａ，４００ｂに備えることができる。一方
、ファームウェアやソフトウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明の機能また
は動作を行うモジュール、手順または関数などを含むようにファームウェアやソフトウェ
アを構成することができ、本発明を実行し得るように構成されたファームウェアまたはソ
フトウェアは、プロセッサ４００ａ，４００ｂ内に備えられてもよく、メモリー２００ａ
，２００ｂに保存されてプロセッサ４００ａ，４００ｂにより駆動されてもよい。
【００３２】
　送信器１００ａ，１００ｂは、プロセッサ４００ａ，４００ｂまたは該プロセッサに接
続したスケジューラからスケジューリングされて外部に伝送される信号及び／またはデー
タに所定の符号化（ｃｏｄｉｎｇ）及び変調（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を行ってからアン
テナ５００ａ，５００ｂに伝達する。例えば、送信器１００ａ，１００ｂは、伝送しよう
とするデータ列に逆多重化、チャネル符号化及び変調過程などを行ってＫ個のレイヤーに
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変換する。Ｋ個のレイヤーは送信器内の送信処理器を経て送信アンテナ５００ａ，５００
ｂから伝送される。ＵＥ及びＢＳの送信器１００ａ，１００ｂ及び受信器３００ａ，３０
０ｂは、送信信号及び受信信号を処理する過程によって異なる構成とすることができる。
【００３３】
　メモリー２００ａ，２００ｂは、プロセッサ４００ａ，４００ｂの処理及び制御のため
のプログラムを保存することができ、入出力される情報を臨時保存することができる。メ
モリー２００ａ，２００ｂはバッファーとして用いられてもよい。メモリーは、フラッシ
ュメモリータイプ（ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ　ｔｙｐｅ）、ハードディスクタイプ（ｈ
ａｒｄ　ｄｉｓｋ　ｔｙｐｅ）、マルチメディアカードマイクロタイプ（ｍｕｌｔｉｍｅ
ｄｉａ　ｃａｒｄ　ｍｉｃｒｏ　ｔｙｐｅ）またはカードタイプのメモリー（例えば、Ｓ
ＤまたはＸＤメモリーなど）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、
ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓ
ａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ
（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリー、磁
気ディスク、光ディスクなどを用いて具現することができる。
【００３４】
　図２は、ユーザー機器及び基地局内の送信器構造の一例を示す図である。図２を参照し
て、送信器１００ａ，１００ｂの動作についてより具体的に説明する。
【００３５】
　図２を参照すると、ＵＥまたは基地局内の送信器１００ａ，１００ｂは、スクランブラ
３０１、変調マッパー３０２、レイヤーマッパー３０３、プリコーダ３０４、リソース要
素マッパー３０５、及びＯＦＤＭ信号生成器３０６を備えることができる。
【００３６】
　送信器１００ａ，１００ｂは、一つ以上のコードワード（ｃｏｄｅｗｏｒｄ）を送信す
ることができる。各コードワード内の符号化されたビット（ｃｏｄｅｄ　ｂｉｔｓ）はそ
れぞれ、スクランブラ３０１によりスクランブリングされて物理チャネル上で伝送される
。コードワードは、データ列と呼ばれることもあり、ＭＡＣ層が提供するデータブロック
と等価である。ＭＡＣ層が提供するデータブロックは伝送ブロックと呼ばれることもある
。
【００３７】
　スクランブルされたビットは、変調マッパー３０２により複素変調シンボル（ｃｏｍｐ
ｌｅｘ－ｖａｌｕｅｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓｙｍｂｏｌｓ）に変調される。変調マ
ッパー３０２は、スクランブルされたビットを既に決定された変調方式によって変調して
、信号コンステレーション（ｓｉｇｎａｌ　ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）上の位置を表
現する複素変調シンボルに配置することができる。変調方式（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓ
ｃｈｅｍｅ）には制限がなく、ｍ－ＰＳＫ（ｍ－Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ
）またはｍ－ＱＡＭ（ｍ－Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ）などを、上記の符号化されたデータの変調に用いることができる。
【００３８】
　複素変調シンボルは、レイヤーマッパー３０３により一つ以上の伝送レイヤーにマッピ
ングされる。
【００３９】
　各レイヤー上の複素変調シンボルは、アンテナポート上での伝送のためにプリコーダ３
０４によりプリコーディングされる。具体的に、プリコーダ３０４は、複素変調シンボル
を多重送信アンテナ５００－１，…，５００－Ｎｔに基づくＭＩＭＯ方式で処理して、ア
ンテナ特定シンボルを出力し、アンテナ特定シンボルを該当のリソース要素マッパー３０
５に分配する。すなわち、伝送レイヤーのアンテナポートへのマッピングはプリコーダ３
０４により行われる。プリコーダ３０４は、レイヤーマッパー３０３の出力ｘをＮｔ×Ｍ

ｔのプリコーディング行列ＷとかけてＮｔ×ＭＦの行列ｚとして出力することができる。
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【００４０】
　リソース要素マッパー３０５は、各アンテナポートへの複素変調シンボルを適切なリソ
ース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）にマッピング／割り当てる。リソース
要素マッパー３０５は、各アンテナポートに対する複素変調シンボルを適切な副搬送波に
割り当て、ユーザーに基づいて多重化することができる。
【００４１】
　ＯＦＤＭ信号生成器３０６は、各アンテナポートに対する複素変調シンボル、すなわち
、アンテナ特定シンボルを、ＯＦＤＭまたはＳＣ－ＦＤＭ方式で変調し、複素時間ドメイ
ン（ｃｏｍｐｌｅｘ－ｖａｌｕｅｄ　ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇ
ｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボ
ル信号またはＳＣ－ＦＤＭ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル信号を生成する。ＯＦＤＭ信号生成
器３０６は、アンテナ特定シンボルにＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉ
ｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を行うことができ、ＩＦＦＴの行われた時間ドメインシンボ
ルにはＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）を挿入することができる。ＯＦＤＭシンボル
は、デジタル－アナログ（ｄｉｇｉｔａｌ－ｔｏ－ａｎａｌｏｇ）変換、周波数アップ変
換などを経て、各送信アンテナ５００－１，…，５００－Ｎｔから受信装置に送信される
。ＯＦＤＭ信号生成器３０６は、ＩＦＦＴモジュール、Ｐ挿入器、ＤＡＣ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ－ｔｏ－Ａｎａｌｏｇ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）、及び周波数アップ変換器（ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｕｐｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）などを備えることができる。
【００４２】
　一方、送信器１００ａ，１００ｂがコードワードの送信にＳＣ－ＦＤＭ接続（ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ）方式を採択する場合は、送信器１００ａ，１００ｂが離散フーリエ変換（Ｄｉｓ
ｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）モジュール３０７（あるいは、高速
フーリエ変換（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）モジュール）を有する
ことができる。この離散フーリエ変換は、アンテナ特定シンボルにＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅ
ｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）あるいはＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅ
ｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）（以下、ＤＦＴ／ＦＦＴ）を行い、このＤＦＴ／ＦＦＴされた
シンボルをリソース要素マッパー３０５に出力する。ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　ｃ
ａｒｒｉｅｒ　ＦＤＭＡ）は、伝送信号のＰＡＰＲ（Ｐｅａｋ－ｔｏ－Ａｖｅｒａｇｅ　
Ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ）あるいはＣＭ（Ｃｕｂｉｃ　Ｍｅｔｒｉｃ）を下げて伝送する
方式である。ＳＣ－ＦＤＭＡによれば、伝送される信号が電力増幅器（ｐｏｗｅｒ　ａｍ
ｐｌｉｆｉｅｒ）の非線形（ｎｏｎ－ｌｉｎｅａｒ）歪み区間を避けて伝送されることが
可能になる。そのため、送信器が既存のＯＦＤＭ方式に比べてより低い電力で信号を伝送
しても、受信器が一定の強度と誤り率を満たす信号を受信することとなる。すなわち、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡによれば、送信装置の電力消耗を減らすことができる。
【００４３】
　既存のＯＦＤＭ信号生成器では、各副搬送波に載せられていた信号がＩＦＦＴを通過し
ながら多重搬送波変調（Ｍｕｌｔｉ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ、ＭＣＭ）
によって同時に並列に伝送されるため、電力増幅器効率が低下する問題があった。これに
対し、ＳＣ－ＦＤＭＡでは、副搬送波に信号をマッピングする前にまず情報をＤＦＴ／Ｆ
ＦＴする。ＤＦＴ／ＦＦＴモジュール３０７を通過した信号はＤＦＴ／ＦＦＴの効果によ
りＰＡＰＲが増加する。ＤＦＴ／ＦＦＴされた信号は、リソース要素マッパー３０５によ
り副搬送波にマッピングされた後、再びＩＦＦＴされて時間ドメイン信号に変換される。
すなわち、ＳＣ－ＦＤＭＡ送信器は、ＯＦＤＭ信号生成器の前段でＤＦＴあるいはＦＦＴ
演算をさらに行うから、ＰＡＰＲがＦＦＴ入力端で増加してから、再びＩＦＦＴを通過し
ながら最終伝送信号のＰＡＰＲが減るようにする。この形態は、既存のＯＦＤＭ信号生成
器の前にＤＦＴモジュール（あるいはＦＦＴモジュール）３０７が追加されたのと同様で
あることから、ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭ（ＤＦＴ－ｓｐｒｅａｄ　ＯＦ
ＤＭ）とも呼ばれる。
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【００４４】
　ＳＣ－ＦＤＭＡは、単一搬送波性質を満たさなければならない。図３は、単一搬送波特
性を満たしながら、入力シンボルを周波数ドメインで副搬送波にマッピングする例を示す
図である。図３（ａ）及び図３（ｂ）のいずれかによって、ＤＦＴされたシンボルが副搬
送波に割り当てられると、単一搬送波性質を満たす伝送信号が得られる。図３（ａ）は局
地的（ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）マッピング方法を、図３（ｂ）は分散的（ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ）マッピング方法を示している。
【００４５】
　一方、クラスタ（ｃｌｕｓｔｅｒｅｄ）ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭという方式が送信器１０
０ａ，１００ｂに採択されてもよい。クラスタＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭは、既存のＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ方式の変形であり、ＤＦＴ／ＦＦＴモジュール３０７及びプリコーダ３０４を経た
信号を、いくつかのサブブロックに分けた後、副搬送波に不連続的にマッピングする方法
である。図４乃至図６は、クラスタＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭにより入力シンボルが単一搬送
波にマッピングされる例を示す図である。
【００４６】
　図４は、クラスタＳＣ－ＦＤＭＡにおいてＤＦＴプロセス出力サンプルが単一搬送波に
マッピングされる信号処理過程を示す図である。図５及び図６は、クラスタＳＣ－ＦＤＭ
ＡにおいてＤＦＴプロセス出力サンプルが多重搬送波（ｍｕｌｔｉ－ｃａｒｒｉｅｒ）に
マッピングされる信号処理過程を示す図である。図４は、イントラ搬送波（ｉｎｔｒａ－
ｃａｒｒｉｅｒ）クラスタＳＣ－ＦＤＭＡを適用する例に相当し、図５及び図６は、イン
ター搬送波（ｉｎｔｅｒ－ｃａｒｒｉｅｒ）クラスタＳＣ－ＦＤＭＡを適用する例に相当
する。図５は、周波数ドメインで連続的（ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）にコンポーネント搬送
波（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）が割り当てられた状況下で、隣接したコンポ
ーネント搬送波間の副搬送波間隔（ｓｐａｃｉｎｇ）が整列された場合に、単一のＩＦＦ
Ｔブロックを用いて信号を生成する場合を示している。図６は、周波数ドメインで不連続
的（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）にコンポーネント搬送波が割り当てられた状況下で
複数のＩＦＦＴブロックを用いて信号を生成する場合を示している。
【００４７】
　図７は、セグメント（ｓｅｇｍｅｎｔｅｄ）ＳＣ－ＦＤＭＡの信号処理過程を示す図で
ある。
【００４８】
　セグメントＳＣ－ＦＤＭＡは、任意個数のＤＦＴと同じ個数のＩＦＦＴが適用されてＤ
ＦＴとＩＦＦＴとの関係構成が一対一関係を有するもので、単に既存のＳＣ－ＦＤＭＡの
ＤＦＴ拡散とＩＦＦＴの周波数副搬送波マッピング構成を拡張したものであることから、
ＮｘＳＣ－ＦＤＭＡまたはＮｘＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭＡと表現されることもある。本明細
書は、これらをセグメントＳＣ－ＦＤＭＡと総称する。図７を参照すると、セグメントＳ
Ｃ－ＦＤＭＡは、単一搬送波特性条件を緩和するために、全体時間ドメイン変調シンボル
をＮ（Ｎは１よりも大きい整数）個のグループに束ねてグループ単位にＤＦＴプロセスを
行う。
【００４９】
　再び図２を参照すると、受信器３００ａ，３００ｂの信号処理過程は、送信器の信号処
理と逆の過程となる。具体的に、受信器３００ａ，３００ｂは、外部からアンテナ５００
ａ，５００ｂを介して受信した無線信号に復号（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）及び復調（ｄｅｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ）を行って該当のプロセッサ４００ａ，４００ｂに伝達する。受信器３
００ａ，３００ｂに接続しているアンテナ５００ａ，５００ｂは、Ｎｒ個の多重受信アン
テナを有することができ、受信アンテナを介して受信した信号のそれぞれは、基底帯域信
号に復元された後、多重化及びＭＩＭＯ復調化を経て、送信器１００ａ，１００ｂが本来
伝送しようとしたデータ列に復元される。受信器３００ａ，３００ｂは、受信した信号を
基底帯域信号に復元するための信号復元器、受信処理された信号を結合して多重化する多
重化器、多重化された信号列を該当のコードワードに復調するチャネル復調器を有するこ
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とができる。信号復元器、多重化器、及びチャネル復調器は、それらの機能を実行する統
合された一つのモジュールまたはそれぞれの独立したモジュールにすることができる。さ
らにいうと、信号復元器は、アナログ信号をデジタル信号に変換するＡＤＣ（ａｎａｌｏ
ｇ－ｔｏ－ｄｉｇｉｔａｌ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）、該デジタル信号からＣＰを除去する
ＣＰ除去器、ＣＰの除去された信号にＦＦＴ（ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆ
ｏｒｍ）を適用して周波数ドメインシンボルを出力するＦＦＴモジュール、周波数ドメイ
ンシンボルをアンテナ特定シンボルに復元するリソース要素デマッパー（ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｄｅｍａｐｐｅｒ）／等化器（ｅｑｕａｌｉｚｅｒ）を有すること
ができる。アンテナ特定シンボルは多重化器により伝送レイヤーに復元され、伝送レイヤ
ーは、チャネル復調器により、送信装置が伝送しようとしたコードワードに復元される。
【００５０】
　一方、受信器３００ａ，３００ｂが、図３乃至図７で説明したＳＣ－ＦＤＭＡ方式によ
り伝送された信号を受信する場合、受信器は３００ａ，３００ｂは、逆離散フーリエ変換
（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ、ＩＤＦＴ
）モジュール（あるいは、ＩＦＦＴモジュール）をさらに有する。ＩＤＦＴ／ＩＦＦＴモ
ジュールは、リソース要素デマッパーにより復元されたアンテナ特定シンボルにＩＤＦＴ
／ＩＦＦＴを行い、ＩＤＦＴ／ＩＦＦＴされたシンボルを多重化器に出力する。
【００５１】
　参考として、図１乃至図７ではスクランブラ３０１、変調マッパー３０２、レイヤーマ
ッパー３０３、プリコーダ３０４、リソース要素マッパー３０５、及びＯＦＤＭ信号生成
器３０６が送信器１００ａ，１００ｂに備えられるとしたが、送信装置のプロセッサ４０
０ａ，４００ｂが、スクランブラ３０１、変調マッパー３０２、レイヤーマッパー３０３
、プリコーダ３０４、リソース要素マッパー３０５、及びＯＦＤＭ信号生成器３０６を有
するように構成されてもよい。同様に、図１乃至図７では信号復元器、多重化器、チャネ
ル復調器が受信器３００ａ，３００ｂに備えられるとしたが、受信装置のプロセッサ４０
０ａ，４００ｂが、信号復元器、多重化器、及びチャネル復調器を有するように構成され
てもよい。以下では、説明の便宜のために、スクランブラ３０１、変調マッパー３０２、
レイヤーマッパー３０３、プリコーダ３０４、リソース要素マッパー３０５、及びＯＦＤ
Ｍ信号生成器３０６（ＳＣ－ＦＤＭＡ方式ではＤＦＴモジュール３０７をさらに含む。）
が、それらの動作を制御するプロセッサ４００ａ，４００ｂと分離した送信器１００ａ，
１００ｂに備えられ、信号復元器、多重化器、及びチャネル復調器が、それらの動作を制
御するプロセッサ４００ａ，４００ｂとは分離した受信器３００ａ，３００ｂに備えられ
ているとして説明する。しかし、スクランブラ３０１、変調マッパー３０２、レイヤーマ
ッパー３０３、プリコーダ３０４、リソース要素マッパー３０５及びＯＦＤＭ信号生成器
３０６，３０７がプロセッサ４００ａ，４００ｂに備えられた場合、及び信号復元器、多
重化器、チャネル復調器（ＳＣ－ＦＤＭＡ方式ではＩＦＦＴモジュールをさらに含む。）
が、プロセッサ４００ａ，４００ｂに備えられた場合にも本発明の実施例を同様に適用す
ることができる。
【００５２】
　図８には、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の例を示す。特に、図８（
ａ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのフレーム構造タイプ１（ＦＳ－１）に
よる無線フレームを例示しており、図８（ｂ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステ
ムのフレーム構造タイプ２（ＦＳ－２）による無線フレームを例示している。図８（ａ）
のフレーム構造は、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）モ
ード、及び半（ｈａｌｆ）ＦＤＤ（Ｈ－ＦＤＤ）モードで適用可能である。図８（ｂ）の
フレーム構造は、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）モードで適用可
能である。
【００５３】
　図８を参照すると、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａで用いられる無線フレームは、１０
ｍｓ（３０７２００Ｔｓ）の長さを有し、１０個の均等なサイズのサブフレームで構成さ
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れる。１無線フレーム内の１０個のサブフレームにはそれぞれ番号を与えることができる
。ここで、Ｔｓは、サンプリング時間を表し、Ｔｓ＝１／（２０４８×１５ｋＨｚ）で表
示される。それぞれのサブフレームは１ｍｓの長さを有し、２個のスロットで構成される
。１無線フレーム内で２０個のスロットは０から１９まで順にナンバリングされてもよい
。各スロットは０．５ｍｓの長さを有する。１サブフレームを伝送するための時間は伝送
時間間隔（ＴＴＩ：ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）で定義さ
れる。時間リソースは、無線フレーム番号（あるいは無線フレームインデックスともいう
。）、サブフレーム番号（あるいは、サブフレームインデックスともいう。）、スロット
番号（あるいは、スロットインデックスともいう。）などにより区別可能である。
【００５４】
　無線フレームはデュプレックス（ｄｕｐｌｅｘ）モードによって異なる構成とすること
ができる。例えば、ＦＤＤモードで、下りリンク伝送及び上りリンク伝送は周波数により
区別されるので、無線フレームは、下りリンクサブフレームまたは上りリンクサブフレー
ムのいずれか一方のみを含む。
【００５５】
　一方、ＴＤＤモードでは、下りリンク伝送及び上りリンク伝送が時間によって区別され
るため、フレーム内のサブフレームは、下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレー
ムとに区別される。表１は、ＴＤＤモードにおいてＵＬ－ＤＬ構成を例示したものである
。
【００５６】
【表１】

　表１で、Ｄは下りリンクサブフレームを、Ｕは上りリンクサブフレームを、Ｓは特異（
ｓｐｅｃｉａｌ）サブフレームを表す。特異サブフレームは、ＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　ＴｉｍｅＳｌｏｔ）、ＧＰ（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ）、ＵｐＰＴ
Ｓ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　ＴｉｍｅＳｌｏｔ）の３つのフィールドを含む。ＤｗＰ
ＴＳは、下りリンク伝送用に留保される時間区間であり、ＵｐＰＴＳは、上りリンク伝送
用に留保される時間区間である。
【００５７】
　図９は、無線通信システムにおいてＤＬ／ＵＬスロット構造の一例を示す図である。特
に、同図には、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのリソース格子（ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｇｒｉｄ）の構造を示す。アンテナポート当たり１個のリソース格子がある。
【００５８】
　図９を参照すると、スロットは、時間ドメインで複数のＯＦＤＭシンボルを有し、周波
数ドメインで複数のリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）を有する
。ＯＦＤＭシンボルは１シンボル区間を意味することもある。リソースブロックは、周波
数ドメインで複数の副搬送波を有する。ＯＦＤＭシンボルを多重接続方式によってＯＦＤ
Ｍシンボル、ＳＣ－ＦＤＭシンボルなどと呼ぶこともできる。１スロットに含まれるＯＦ
ＤＭシンボルの数は、チャネル帯域幅、ＣＰ長によって様々に変更可能である。例えば、
正規（ｎｏｒｍａｌ）ＣＰの場合には、１スロットが７個のＯＦＤＭシンボルを含み、拡
張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰの場合には、１スロットが６個のＯＦＤＭシンボルを含む。
図８では、説明の便宜のために、１スロットが７　ＯＦＤＭシンボルで構成されるサブフ
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レームを例示したが、本発明の実施例は、他の個数のＯＦＤＭシンボルを有するサブフレ
ームにも同一の適用が可能である。参考として、１　ＯＦＤＭシンボル及び１副搬送波で
構成されたリソースを、リソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＥ）ある
いはトーン（ｔｏｎｅ）と呼ぶ。
【００５９】
　図９を参照すると、各スロットで伝送される信号は、ＮＤＬ／ＵＬ

ＲＢＮＲＢ
ｓｃ個の

副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）とＮＤＬ／ＵＬ
ｓｙｍｂ個のＯＦＤＭあるいはＳＣ－

ＦＤＭシンボルとで構成されるリソース格子（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）で表現する
ことができる。ここで、ＮＤＬ

ＲＢは、下りリンクスロットでのリソースブロック（ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）の個数を表し、ＮＵＬ

ＲＢは、上りリンクスロットで
のＲＢの個数を表す。ＮＤＬ

ＲＢとＮＵＬ
ＲＢは、下りリンク伝送帯域幅と上りリンク伝

送帯域幅にそれぞれ依存する。各ＯＦＤＭシンボルは、周波数ドメインで、ＮＤＬ／ＵＬ

ＲＢＮＲＢ
ｓｃ個の副搬送波を含む。１搬送波に対する副搬送波の個数は、ＦＦＴ（Ｆａ

ｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）サイズによって決定される。副搬送波の類
型は、データ伝送のためのデータ副搬送波、参照信号の伝送のための参照信号副搬送波、
ガードバンド（ｇｕａｒｄ　ｂａｎｄ）及びＤＣ成分のためのヌル副搬送波とに分類可能
である。ＤＣ成分のためのヌル副搬送波は、未使用のまま残される副搬送波のことであり
、ＯＦＤＭ信号生成過程で搬送波周波数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ｆ０）
にマッピングされる。搬送波周波数は中心周波数（ｃｅｎｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）
とも呼ばれる。ＮＤＬ

ｓｙｍｂは、下りリンクスロット内のＯＦＤＭあるいはＳＣ－ＦＤ
Ｍシンボルの個数を表し、ＮＵＬ

ｓｙｍｂは、上りリンクスロット内のＯＦＤＭあるいは
ＳＣ－ＦＤＭシンボルの個数を表す。ＮＲＢ

ｓｃは、一つのＲＢを構成する副搬送波の個
数を表す。
【００６０】
　換言すると、物理リソースブロック（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃ
ｋ、ＰＲＢ）は、時間ドメインにおいてＮＤＬ／ＵＬ

ｓｙｍｂ個の連続したＯＦＤＭシン
ボルあるいはＳＣ－ＦＤＭシンボルで定義され、周波数ドメインにおいてＮＲＢ

ｓｃ個の
連続した副搬送波で定義される。したがって、一つのＰＲＢは、ＮＤＬ／ＵＬ

ｓｙｍｂ×
ＮＲＢ

ｓｃ個のリソース要素で構成される。
【００６１】
　リソース格子内の各リソース要素は、１スロット内のインデックス対（ｋ，ｌ）により
固有に定義可能である。ｋは、周波数ドメインにおいて０からＮＤＬ／ＵＬ

ＲＢＮＲＢ
ｓ

ｃ－１まで与えられるインデックスであり、ｌは、時間ドメインにおいて０からＮＤＬ／

ＵＬ
ｓｙｍｂ－１まで与えられるインデックスである。

【００６２】
　図１０は、無線通信システムにおいて下りリンクサブフレーム構造の一例を示す図であ
る。
【００６３】
　図１０を参照すると、各サブフレームを、制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ）
とデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ）とに区別することができる。制御領域は、先頭
のＯＦＤＭシンボルから始めて一つ以上のＯＦＤＭシンボルを含む。サブフレーム内の制
御領域に用いられるＯＦＤＭシンボルの個数はサブフレーム別に独立して設定されればよ
く、ＯＦＤＭシンボルの個数はＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏ
ｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）により伝送される。基地局は、制御領
域を用いて各種の制御情報をユーザー機器に伝送することができる。制御情報の伝送のた
めに、制御領域にはＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ＣＨａｎｎｅｌ）、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　ａ
ｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｔｒａｎｓｍｉｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨ
ａｎｎｅｌ）などが割り当てられうる。
【００６４】
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　基地局は、伝送チャネルであるＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）及びＤＬ－Ｓ
ＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ－ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）のリソース割当に関する情報
、上りリンクスケジューリンググラント（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｇｒａ
ｎｔ）、ＨＡＲＱ情報、ＤＡＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ
）などをＰＤＣＣＨ上で各ユーザー機器またはユーザー機器グループに伝送する。
【００６５】
　基地局は、データ領域を用いてユーザー機器あるいはユーザー機器グループのためのデ
ータを伝送することができる。データ領域で伝送されるデータをユーザーデータと呼ぶこ
とができる。ユーザーデータの伝送のために、データ領域にはＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）が割り当てられうる。ＰＣＨ
（Ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）及びＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ－ｓｈａｒｅｄ
　ｃｈａｎｎｅｌ）はＰＤＳＣＨを通じて伝送される。ユーザー機器は、ＰＤＣＣＨを通
じて伝送される制御情報を復号して、ＰＤＳＣＨを通じて伝送されるデータを読むことが
できる。ＰＤＳＣＨのデータがどのユーザー機器あるいはユーザー機器グループに伝送さ
れるものであるか、ユーザー機器あるいはユーザー機器グループがどのようにＰＤＳＣＨ
データを受信して復号すべきか、などを表す情報がＰＤＣＣＨに含まれて伝送される。例
えば、特定ＰＤＣＣＨが「Ａ」というＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐ
ｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）でＣＲＣマスキング（ｍａｓｋｉｎｇ）されており、「
Ｂ」という無線リソース（例、周波数位置）及び「Ｃ」という伝送形式情報（例、伝送ブ
ロックサイズ、変調方式、コーディング情報など）を用いて伝送されるデータに関する情
報が特定サブフレームで伝送されると仮定する。該当のセルのＵＥは、自身が持っている
ＲＮＴＩ情報を用いてＰＤＣＣＨをモニタリングし、「Ａ」のＲＮＴＩを有しているＵＥ
はＰＤＣＣＨを受信し、受信したＰＤＣＣＨの情報から、「Ｂ」と「Ｃ」により指示され
るＰＤＳＣＨを受信する。
【００６６】
　複数のＰＤＣＣＨが制御領域で伝送され、ＵＥは、複数のＰＤＣＣＨをモニターして、
自身のＰＤＣＣＨを検出することができる。１　ＰＤＣＣＨが運ぶＤＣＩは、ＰＵＣＣＨ
フォーマットによってそのサイズ及び用途が異なり、符号化率によってそのサイズが異な
ることがある。
【００６７】
　ＤＣＩフォーマットは各ＵＥ別に独立して適用され、１サブフレーム中に複数のＵＥの
ＰＤＣＣＨが多重化されてもよい。各ＵＥのＰＤＣＣＨは独立してチャネルコーディング
されてＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）が付加される。ＣＲ
Ｃは、各ＵＥが自身のＰＤＣＣＨを受信できるように、各ＵＥの固有識別子でマスク（ｍ
ａｓｋ）される。しかし、基本的にＵＥは、自身のＰＤＣＣＨが伝送される位置を知って
おらず、毎サブフレームごとに該当するＤＣＩフォーマットの全てのＰＤＣＣＨを、自身
の識別子を有しているＰＤＣＣＨを受信するまでブラインド検出（ブラインド復号（ｄｅ
ｃｏｄｉｎｇ）という。）する。
【００６８】
　図１１は、無線通信システムにおいて上りリンクサブフレーム構造の一例を示す図であ
る。
【００６９】
　図１１を参照すると、上りリンクサブフレームは、周波数ドメインで制御領域とデータ
領域とに区別可能である。１つまたは複数のＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎ
ｋ　ｃｏｎｔｒｏｌｃｈａｎｎｅｌ）がＵＣＩ（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）を運ぶために、制御領域に割り当てられるうる。１つまたは複数のＰ
ＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）がユーザ
ーデータを運ぶために、データ領域に割り当てられうる。ＵＥが上りリンク伝送にＳＣ－
ＦＤＭＡ方式を採択する場合に、単一搬送波特性を維持するために、ＰＵＣＣＨとＰＵＳ
ＣＨを同時に伝送してはならない。
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【００７０】
　一つのＰＵＣＣＨが運ぶＵＣＩは、ＰＵＣＣＨフォーマットによってそのサイズ及び用
途が異なり、符号化率によってそのサイズが異なっくることがある。例えば、下記のよう
にＰＵＣＣＨフォーマットを定義することができる。
【００７１】
【表２】

　上りリンクサブフレームでは、ＤＣ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ）副搬送波を基準
に遠く離れた副搬送波が制御領域として用いられる。換言すると、上りリンク伝送帯域幅
の両端部に位置する副搬送波が、上りリンク制御情報の伝送に割り当てられる。ＤＣ副搬
送波は、信号伝送に使用されずに残される成分であって、ＯＦＤＭ／ＳＣ－ＦＤＭ信号生
成器３０６による周波数アップ変換過程で搬送波周波数ｆ０にマッピングされる。
【００７２】
　一ＵＥに対するＰＵＣＣＨは、１サブフレーム内のＲＢ対に割り当てられ、該ＲＢ対に
属したＲＢは２つのスロットでそれぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当て
られるＰＵＣＣＨを、ＰＵＣＣＨに割り当てられたＲＢ対がスロット境界で周波数ホッピ
ングすると表現する。ただし、周波数ホッピングが適用されない場合には、ＲＢ対が同じ
副搬送波を占有する。周波数ホッピングの有無にかかわらず、一ＵＥに対するＰＵＣＣＨ
は１サブフレーム内のＲＢ対に割り当てられるので、同一ＰＵＣＣＨが一つのＵＬサブフ
レーム内の各スロットで１個のＲＢを通じて一回ずつ、総２回伝送される。
【００７３】
　以下では、１サブフレーム内の各ＰＵＣＣＨ伝送に用いられるＲＢ対をＰＵＣＣＨ領域
（ＰＵＣＣＨ　ｒｅｇｉｏｎ）またはＰＵＣＣＨリソース（ＰＵＣＣＨ　ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ）ともいう。また、以下では、説明の便宜のために、ＰＵＣＣＨのうち、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを運ぶＰＵＣＣＨをＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ＰＵＣＣＨ、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを運ぶＰ
ＵＣＣＨをＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）ＰＵＣＣＨ
、ＳＲを運ぶＰＵＣＣＨをＳＲ　ＰＵＣＣＨと呼ぶ。
【００７４】
　ＵＥには、上位（ｈｉｇｈｅｒ）層シグナリング、あるいは明示的（ｅｘｐｌｉｃｉｔ
）方式または暗黙的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）方式によりＢＳからＵＣＩの伝送のためのＰＵ
ＣＣＨリソースが割り当てられる。
【００７５】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）、Ｃ
ＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄ
ｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
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ｎ）、ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）などの上りリンク制御情報（ＵＣ
Ｉ）が、上りリンクサブフレームの制御領域上で伝送されうる。
【００７６】
　無線通信システムにおいて、ＢＳとＵＥはデータを相互送信／受信する。ＢＳ／ＵＥが
データをＵＥ／ＢＳに伝送すると、該ＵＥ／ＢＳは、受信したデータを復号（ｄｅｃｏｄ
ｅ）し、そのデータ復号に成功するとＢＳ／ＵＥにＡＣＫを伝送し、データ復号に失敗す
るとＢＳ／ＵＥにＮＡＣＫを伝送する。基本的に、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおいて、
ＵＥはＢＳからデータユニット（例えば、ＰＤＳＣＨ）を受信し、該データユニットに関
するスケジューリング情報を運ぶＰＤＣＣＨリソースにより決定される暗黙的ＰＵＣＣＨ
リソースを用いて、各データユニットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをＢＳに伝送する。
【００７７】
　図１２は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリソースを決定する例を示す図である
。
【００７８】
　ＬＴＥシステムにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリソースは、各ＵＥにあ
らかじめ割り当てられているのではなく、複数のＰＵＣＣＨリソースをセル内の複数のＵ
Ｅが毎時点ごとに分けて使用する。具体的に、ＵＥがＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するのに使
用するＰＵＣＣＨリソースは、該当の下りリンクデータを運ぶＰＤＳＣＨに関するスケジ
ューリング情報を運ぶＰＤＣＣＨに基づいて暗黙的方式で決定される。それぞれのＤＬサ
ブフレームにおいてＰＤＣＣＨが伝送される全体領域は複数のＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成され、ＵＥに伝送されるＰＤＣＣＨは一つ以上
のＣＣＥで構成される。ＣＣＥは、複数（例えば、９個）のＲＥＧ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ）を含む。１　ＲＥＧは、参照信号（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｓｉｇｎａｌ：ＲＳ）を除外した状態で、隣接する４個のＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）で構成される。ＵＥは、自身が受信したＰＤＣＣＨを構成するＣＣＥのイン
デックスのうち、特定ＣＣＥインデックス（例えば、先頭のあるいは最も低いＣＣＥイン
デックス）の関数により誘導（ｄｅｒｉｖｅ）あるいは計算（ｃａｌｃｕｌａｔｅ）され
る暗黙的ＰＵＣＣＨリソースを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する。
【００７９】
　図１２を参照すると、それぞれのＰＵＣＣＨリソースインデックスはＡＣＫ／ＮＡＣＫ
のためのＰＵＣＣＨリソースに対応する。図１２のように、４～６番ＣＣＥで構成された
ＰＤＣＣＨを通じて、ＰＤＳＣＨに関するスケジューリング情報がＵＥに伝送されると仮
定すると、ＵＥは、ＰＤＣＣＨを構成する最低ＣＣＥである４番ＣＣＥのインデックスか
ら誘導あるいは計算されたＰＵＣＣＨ、例えば、４番ＰＵＣＣＨを用いてＡＣＫ／ＮＡＣ
ＫをＢＳに伝送する。図１２は、ＤＬに最大Ｍ’個のＣＣＥが存在し、ＵＬに最大Ｍ個の
ＰＵＣＣＨが存在する場合を例示する。Ｍ’＝Ｍでもよいが、Ｍ’値とＭ値とを異なるよ
うに設計し、ＣＣＥとＰＵＣＣＨリソースとのマッピングが重なるようにすることも可能
である。
【００８０】
　例えば、ＰＵＣＣＨリソースインデックスを下記のように定めることができる。
【００８１】
【数１】

　ここで、ｎ（１）
ＰＵＣＣＨは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためのＰＵＣＣＨリソースイ

ンデックスを表し、Ｎ（１）
ＰＵＣＣＨは、上位レイヤーから伝達されたシグナリング値

を表す。ｎＣＣＥは、ＰＤＣＣＨ伝送に用いられたＣＣＥインデックスのうち、最も小さ
い値を表すことができる。
【００８２】
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　図１３は、単一搬送波状況で通信を行う例を示す図である。図１３は、ＬＴＥシステム
での通信例に対応する。
【００８３】
　図１３を参照すると、一般的なＦＤＤ方式無線通信システムは、一つの下りリンク帯域
とこれに対応する一つの上りリンク帯域を通じてデータ送受信を行う。ＢＳとＵＥは、サ
ブフレーム単位にスケジューリングされたデータ及び／または制御情報を送受信する。デ
ータは、上り／下りリンクサブフレームに設定されたデータ領域を通じて送受信され、制
御情報は、上り／下りリンクサブフレームに設定された制御領域を通じて送受信される。
そのために、上り／下りリンクサブフレームは種々の物理チャネルを通じて信号を運ぶ。
図１３は、便宜上、ＦＤＤ方式を中心に説明したが、上述した内容は、図８の無線フレー
ムを時間領域で上り／下りリンクに区別することによってＴＤＤ方式にも適用可能である
。
【００８４】
　図１４には、多重搬送波状況下で通信を行う例を示す。
【００８５】
　ＬＴＥ－Ａシステムは、より広い周波数帯域を用いるために、複数の上り／下りリンク
周波数ブロックを束ねて、より大きい上り／下りリンク帯域幅を用いる搬送波アグリゲー
ション（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎまたはｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ａｇｇｒ
ｅｇａｔｉｏｎ）技術を用いる。多重搬送波システムまたは搬送波アグリゲーション（ｃ
ａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ、ＣＡ）システムは、広帯域支援のために目標帯
域（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）よりも小さい帯域を有する複数の搬送波を束ねて用いるシステ
ムのことをいう。目標帯域よりも小さい帯域を有する複数の搬送波を束ねるとき、束ねら
れる搬送波の帯域は、既存システムとの互換（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌ
ｉｔｙ）のために、既存システムで用いる帯域幅に制限されるとよい。例えば、既存のＬ
ＴＥシステムは、１．４、３、５、１０、１５、２０ＭＨｚの帯域幅を支援し、ＬＴＥシ
ステムから進展したＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）システムは、ＬＴＥで支援
する帯域幅のみを用いて２０ＭＨｚよりも大きい帯域幅を支援することができる。または
、既存システムで使用する帯域幅によらず、新しい帯域幅を定義して搬送波アグリゲーシ
ョンを支援してもよい。多重搬送波は、搬送波アグリゲーション及び帯域幅アグリゲーシ
ョンと同じ意味で使われる。また、搬送波アグリゲーションは、隣接した（ｃｏｎｔｉｇ
ｕｏｕｓ）搬送波アグリゲーション、隣接していない（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）
搬送波アグリゲーションを総称する。参考として、ＴＤＤで１個のコンポーネント搬送波
（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ、ＣＣ）のみが通信に用いられる場合、図１３の
単一搬送波状況（ｎｏｎ－ＣＡ）下における通信に相当する。ここで、ＵＬ　ＣＣ及びＤ
Ｌ　ＣＣはそれぞれ、ＵＬリソース（ＵＬ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）及びＤＬリソース（Ｄ
Ｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）とも呼ばれる。
【００８６】
　例えば、図１４を参照すると、上り／下りリンクにそれぞれ５個の２０ＭＨｚのＣＣが
束ねられて１００ＭＨｚ帯域幅を支援することができる。それぞれのＣＣは、周波数領域
で互いに隣接していても、非－隣接していてもよい。図１４は、便宜上、ＵＬ　ＣＣの帯
域幅とＤＬ　ＣＣの帯域幅とがいずれも同一且つ対称である場合を示している。しかし、
各ＣＣの帯域幅は独立して定められてもよい。一例として、ＵＬ　ＣＣの帯域幅は、５Ｍ
Ｈｚ（ＵＬ　ＣＣ０）＋２０ＭＨｚ（ＵＬ　ＣＣ１）＋２０ＭＨｚ（ＵＬ　ＣＣ２）＋２
０ＭＨｚ（ＵＬ　ＣＣ３）＋５ＭＨｚ（ＵＬ　ＣＣ４）のように構成されてもよい。また
、ＵＬ　ＣＣの個数とＤＬ　ＣＣの個数とが異なる非対称の搬送波アグリゲーションにし
てもよい。非対称の搬送波アグリゲーションは、可用周波数帯域の制限により発生するこ
ともあり、ネットワーク設定により人為的に発生することもある。一例として、ＢＳがＸ
個のＤＬ　ＣＣを管理しても、特定ＵＥが受信可能な周波数帯域はＹ（≦Ｘ）個のＤＬ　
ＣＣに限定されることがある。この場合、ＵＥは、Ｙ個のＣＣを通じて伝送されるＤＬ信
号／データをモニターすればよい。また、ＢＳがＬ個のＵＬ　ＣＣを管理しても、特定Ｕ
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Ｅが送信可能な周波数帯域はＭ（≦Ｌ）個のＵＬ　ＣＣに限定されることがある。このよ
うに、特定ＵＥに限定されたＤＬ　ＣＣあるいはＵＬ　ＣＣを、特定ＵＥでの設定された
（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）サービング（ｓｅｒｖｉｎｇ）ＵＬあるいはＤＬ　ＣＣと呼ぶ
。ＢＳは、該ＢＳが管理するＣＣのうち一部または全部を活性化（ａｃｔｉｖａｔｅ）し
たり、一部のＣＣを非活性化（ｄｅａｃｔｉｖａｔｅ）することで、ＵＥに所定の個数の
ＣＣを割り当てることができる。ＢＳは活性化／非活性化されるＣＣを変更することがで
き、活性化／非活性化されるＣＣの個数を変更することができる。一方、ＢＳは、セル－
特定あるいはＵＥ－特定にＵＥが優先してモニター／受信すべきＺ個のＤＬ　ＣＣ（ここ
で、１≦Ｚ≦Ｙ≦Ｘ）を主要（ｍａｉｎ）ＤＬ　ＣＣと構成することができる。また、Ｂ
Ｓは、セル－特定あるいはＵＥ－特定にＵＥが優先して送信するＮ個のＵＬ　ＣＣ（ここ
で、１≦Ｎ≦Ｍ≦Ｌ）を主要（ｍａｉｎ）ＵＬ　ＣＣと構成することができる。このよう
に特定ＵＥに限定された主要ＤＬあるいはＵＬ　ＣＣを、特定ＵＥでの設定された（ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒｅｄ）サービング（ｓｅｒｖｉｎｇ）ＵＬあるいはＤＬ　ＣＣとも呼ぶ。搬
送波アグリゲーションに関する種々のパラメータは、セル－特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃ）、ＵＥグループ－特定（ＵＥ　ｇｒｏｕｐ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）またはＵＥ－特
定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）に設定することができる。
【００８７】
　一応ＢＳがＵＥに利用可能なＣＣをセル－特定あるいはＵＥ－特定に割り当てると、該
ＵＥへのＣＣ割当が全面的に再構成されたり、ＵＥがハンドオーバーしない限り、一応割
り当てられたＣＣのうち少なくとも一つは非活性化されない。以下では、ＵＥへのＣＣ割
当の全面的な再構成でない限り非活性化されないＣＣをＰＣＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＣ）
と称し、ＢＳが自由に活性化／非活性化し得るＣＣをＳＣＣ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ
）と称する。単一搬送波通信は、１個のＰＣＣをＵＥとＢＳ間の通信に使用し、ＳＣＣは
通信に使用しない。一方、ＰＣＣとＳＣＣは制御情報を基準に区別されてもよい。例えば
、特定制御情報は特定ＣＣのみを通じて送受信されるように設定されることがあり、この
ような特定ＣＣをＰＣＣと呼び、残りのＣＣをＳＣＣ（ｓ）と呼ぶことができる。例えば
、ＰＵＣＣＨを通じて伝送される制御情報がこのような特定制御情報に相当する。このよ
うに、ＰＵＣＣＨ上で伝送される制御情報がＰＣＣのみを通じてＵＥからＢＳへと伝送可
能な場合、該ＵＥのＰＵＣＣＨが存在するＵＬ　ＣＣをＵＬ　ＰＣＣと呼び、残りのＵＬ
　ＣＣはＵＬＳＣＣ（ｓ）と呼ぶことができる。他の例として、ＵＥ－特定的ＣＣが用い
られる場合に、特定ＵＥは、ＤＬ同期シグナル（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉ
ｇｎａｌ、ＳＳ）を特定制御情報としてＢＳから受信することができる。この場合、特定
ＵＥがＤＬ　ＳＳを受信して初期ＤＬ時間同期を取ったＤＬ　ＣＣ（換言すると、ＢＳの
ネットワークへの接続を試みるのに用いたＤＬ　ＣＣ）をＤＬ　ＰＣＣと呼び、残りのＤ
Ｌ　ＣＣをＤＬ　ＳＣＣ（ｓ）と呼ぶことができる。ＬＴＥ－Ａ　ｒｅｌｅａｓｅ－１０
に基づく通信システムでは、多重搬送波通信は各ＵＥ当たり１個のＰＣＣと０個または１
個以上の副ＳＣＣ（ｓ）が通信に用いられる。しかし、これはＬＴＥ－Ａ標準に基づく定
義であり、将来、ＵＥ当たり複数のＰＣＣを通信に用いることが許容されるだろう。ＰＣ
Ｃは、主ＣＣ（ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＣ）、アンカーＣＣ（ａｎｃｈｏｒ　ＣＣ）あるいは
主搬送波（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃａｒｒｉｅｒ）と呼ぶこともでき、ＳＣＣは、副セル（ｓ
ｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ）あるいは副搬送波（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ）と呼ぶことも
できる。
【００８８】
　ＬＴＥ－Ａは、無線リソースを管理するためにセル（ｃｅｌｌ）の概念を用いる。セル
は、下りリンクリソース（ＤＬ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）と上りリンクリソース（ＵＬ　ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅｓ）との組み合わせ、すなわち、ＤＬ　ＣＣとＵＬ　ＣＣとの組み合わせ
で定義され、上りリンクリソースは必須要素ではない。しかし、これは、現在ＬＴＥ－Ａ
標準における定義であり、将来、セルが上りリンクリソース単独で構成されることも可能
になる。したがって、セルは、下りリンクリソース単独、または下りリンクリソース及び
上りリンクリソースの両方で構成可能である。搬送波アグリゲーションが支援される場合
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に、下りリンクリソース（または、ＤＬ　ＣＣ）の搬送波周波数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ）と上りリンクリソース（または、ＵＬ　ＣＣ）の搬送波周波数とのリン
ケージ（ｌｉｎｋａｇｅ）をシステム情報で指示することができる。例えば、システム情
報ブロックタイプ２（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　ｔｙｐｅ　
２、ＳＩＢ２）リンケージにより、ＤＬリソースとＵＬリソースとの組み合わせを指示す
ることができる。ここで、搬送波周波数とは、各セルあるいはＣＣの中心周波数（ｃｅｎ
ｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）を意味する。主周波数（Ｐｒｉｍａｒｙ　ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ）（または、ＰＣＣ）上で動作するセルを主セル（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ、ＰＣ
ｅｌｌ）と呼び、副周波数（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）（または、ＳＣ
Ｃ）上で動作するセルを副セル（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ、ＳＣｅｌｌ）と呼ぶこ
とができる。主周波数（あるいはＰＣＣ）とは、ＵＥが初期接続設定（ｉｎｉｔｉａｌ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）過程を行ったり、接続再－設定（
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）過程を始めるのに用いられ
る周波数（またはＣＣ）を意味する。ＰＣｅｌｌは、ハンドオーバー過程で指示されたセ
ルのことを指すこともある。副周波数（またはＳＣＣ）とは、ＲＲＣ接続が設定された後
に構成可能であり、追加の無線リソースを提供するのに使用可能な周波数（あるいはＣＣ
）を意味する。ＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌはサービングセル（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）
と総称されてもよい。したがって、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるが、搬送波ア
グリゲーションが設定されていないか、搬送波アグリゲーションを支援しないＵＥの場合
は、ＰＣｅｌｌのみで構成されたサービングセルが一つのみ存在する。一方、ＲＲＣ＿Ｃ
ＯＮＮＥＣＴＥＤ状態であり、且つ搬送波アグリゲーションが設定されたＵＥの場合は、
一つ以上のサービングセルが存在し、全体サービングセルには一つのＰＣｅｌｌと一つ以
上のＳＣｅｌｌが含まれる。ただし、将来、サービングセルが複数のＰＣｅｌｌを含むこ
とが許容されることも可能になるだろう。搬送波アグリゲーションのために、ネットワー
クは初期保安活性化（ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）過程
が開始された後、接続設定過程で初期に構成されるＰＣｅｌｌに加えて、一つ以上のＳＣ
ｅｌｌを搬送波アグリゲーションを支援するＵＥのために構成することができる。しかし
、ＵＥが搬送波アグリゲーションを支援しても、ネットワークはＳＣｅｌｌを付加せずに
、ＰＣｅｌｌのみをＵＥのために構成することもできる。ＰＣｅｌｌを主Ｃｅｌｌ（ｐｒ
ｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ）、アンカーＣｅｌｌ（ａｎｃｈｏｒ　Ｃｅｌｌ）あるいは主搬送
波（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃａｒｒｉｅｒ）と呼ぶこともでき、ＳＣｅｌｌを、副セル（ｓｅ
ｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ）あるいは副搬送波（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃａｒｒｉｅｒ）
と呼ぶこともできる。
【００８９】
　多重搬送波システムにおいて、ＢＳは、複数のデータユニットを与えられたセル（ある
いはＣＣ）上でＵＥに伝送することができ、ＵＥは、サブフレームで当該複数のデータユ
ニットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送することができる。下りリンクデータ受信のため
のＰＤＳＣＨを受信する一つまたは複数のセル（あるいはＤＬ　ＣＣ）をＵＥに割り当て
ることができる。ＵＥのためのセル（あるいはＤＬ　ＣＣ）は、ＲＲＣシグナリングによ
って半－静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）に構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）あるいは再構成
可能である。また、ＵＥのためのセル（あるいはＤＬ　ＣＣ）は、Ｌ１／Ｌ２（ＭＡＣ）
制御シグナリングによって動的に活性化／非活性化されてもよい。したがって、ＵＥが伝
送するＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの最大個数は、ＵＥが利用可能なセル（あるいはＤＬ　Ｃ
Ｃ）によって異なることがある。すなわち、ＵＥが伝送するＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの最
大個数は、ＲＲＣにより構成／再構成されたり、Ｌ１／Ｌ２シグナリングにより活性化さ
れたＤＬ　ＣＣ（あるいは、構成されたサービングセル）によって異なってくる。
【００９０】
　図１５は、基地局で一つのＭＡＣが多重搬送波を管理する概念を説明する。図１６は、
ユーザー機器で一つのＭＡＣが多重搬送波を管理する概念を説明する。
【００９１】
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　図１５及び１６を参照すると、一つのＭＡＣが一つ以上の周波数搬送波を管理及び運営
して送受信を行う。一つのＭＡＣで管理される周波数搬送波は互いに隣接（ｃｏｎｔｉｇ
ｕｏｕｓ）する必要がないため、リソースの管理側面でより柔軟（ｆｌｅｘｉｂｌｅ）で
あるというメリットがある。図１５及び図１６で、一つのＰＨＹは、便宜上、一つのコン
ポーネント搬送波を意味するとする。ここで、一つのＰＨＹは必ずしも独立したＲＦ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）デバイスを意味しない。一般に、一つの独立したＲＦデ
バイスは一つのＰＨＹを意味するが、必ずしもこれに限定されるわけではなく、一つのＲ
Ｆデバイスが複数のＰＨＹを含むこともできる。
【００９２】
　図１７は、基地局で複数のＭＡＣが多重搬送波を管理する概念を説明する。図１８は、
ユーザー機器で複数のＭＡＣが多重搬送波を管理する概念を説明する。図１９は、基地局
で複数のＭＡＣが多重搬送波を管理する他の概念を説明する。図２０は、ユーザー機器で
複数のＭＡＣが多重搬送波を管理する他の概念を説明する。
【００９３】
　図１５及び図１６のような構造の他、図１７乃至図２０のように、複数の搬送波を一つ
のＭＡＣではなく複数のＭＡＣが制御する構造も可能である。
【００９４】
　図１７及び図１８のように、それぞれの搬送波をそれぞれのＭＡＣが１：１で制御する
こともでき、図１９及び図２０のように、一部の搬送波については、それぞれの搬送波を
それぞれのＭＡＣが１：１で制御し、残り１個以上の搬送波を一つのＭＡＣが制御するこ
ともできる。
【００９５】
　上記のシステムは、１個からＮ個までの複数の搬送波を含むシステムであり、各搬送波
は、隣接または非隣接（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）するように用いられる。これは
、上り／下りリンクを問わず共通に適用可能である。ＴＤＤシステムは、それぞれの搬送
波内に下りリンクと上りリンクの伝送を含むＮ個の複数の搬送波を運営するように構成さ
れ、ＦＤＤシステムは、複数の搬送波を上りリンクと下りリンクにそれぞれ使用するよう
に構成される。ＦＤＤシステムでは、上りリンクと下りリンクで束ねられる搬送波の数及
び／または搬送波の帯域幅が互いに異なる非対称の搬送波アグリゲーションも支援可能で
ある。
【００９６】
　上りリンクと下りリンクで束ねられるコンポーネント搬送波の個数が同一であると、全
てのコンポーネント搬送波を既存システムと互換可能に構成することができる。しかし、
互換性を考慮しないコンポーネント搬送波が本発明から除外されるわけではない。
【００９７】
　以下では、説明の便宜のために、ＰＤＣＣＨが下りリンクコンポーネント搬送波＃０で
伝送されたとき、該当のＰＤＳＣＨも下りリンクコンポーネント搬送波＃０で伝送される
として説明するが、交差－搬送波スケジューリング（ｃｒｏｓｓ－ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｃ
ｈｅｄｕｌｉｎｇ）が適用されて、該当のＰＤＳＣＨが他の下りリンクコンポーネント搬
送波を通じて伝送されてもよいことは明らかである。
【００９８】
　図２１及び図２２は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためのＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び
１ｂのスロットレベル構造を例示する。
【００９９】
　図２１には、正規ＣＰにおいてのＰＵＣＣＨフォーマット１ａと１ｂを示す。図２２に
は、拡張ＣＰにおいてのＰＵＣＣＨフォーマット１ａと１ｂを示す。ＰＵＣＣＨフォーマ
ット１ａと１ｂは、同じ内容の制御情報がサブフレーム内でスロット単位に反復される。
各ユーザー機器でＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、ＣＧ－ＣＡＺＡＣ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ｇｅ
ｎｅｒａｔｅｄ　Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｚｅｒｏ　Ａｕｔｏ　Ｃｏｒ
ｒｅｌａｔｉｏｎ）シーケンスの互いに異なったサイクリックシフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓ
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ｈｉｆｔ：ＣＳ）（周波数ドメインコード）と直交カバーコード（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ
　ｃｏｖｅｒ　ｏｒ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒ　ｃｏｄｅ：ＯＣ　ｏｒ　ＯＣ
Ｃ）（時間ドメイン拡散コード）とで構成された互いに異なったリソースを通じて伝送さ
れる。ＯＣは、例えばウォルシュ（Ｗａｌｓｈ）／ＤＦＴ直交コードを含む。ＣＳの個数
が６個であり、ＯＣの個数が３であると、単一アンテナを基準に総１８個のユーザー機器
を同じＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）中に多重化できる。
直交シーケンスｗ０，ｗ１，ｗ２，ｗ３は、（ＦＦＴ変調後に）任意の時間ドメインで、
または（ＦＦＴ変調前に）任意の周波数ドメインで適用可能である。ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕ
ｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）伝送のためのＰＵＣＣＨフォーマット１のスロットレベル構
造は、変調方法以外は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１ｂと同一である。
【０１００】
　ＳＲ伝送と半－持続的スケジューリング（ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅ
ｄｕｌｉｎｇ、ＳＰＳ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのために、ＣＳ、ＯＣ
及びＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）で構成されたＰＵＣＣ
Ｈリソースが、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリング
を通じてユーザー機器に割り当てられうる。図１２で説明した通り、動的ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ（あるいは、非持続的スケジューリング（ｎｏｎ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄ
ｕｌｉｎｇ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバック、及びＳＰＳ解除を指示するＰ
ＤＣＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのために、ＰＵＣＣＨリソースは、Ｐ
ＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨあるいはＳＰＳ解除のためのＰＤＣＣＨの最小（ｌｏｗｅ
ｓｔ　ｏｒ　ｓｍａｌｌｅｓｔ）のＣＣＥインデックスを用いて暗黙的に（ｉｍｐｌｉｃ
ｉｔｌｙ）ユーザー機器に割り当てられうる。
【０１０１】
　図２３は、搬送波アグリゲーションが支援される無線通信システムにおいて、上りリン
ク制御情報（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：ＵＣＩ）が伝送
されるシナリオを例示する。便宜上、本例は、ＵＣＩがＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａ／Ｎ）であ
る場合を仮定する。しかし、これは説明の便宜のためのもので、これに限定されず、ＵＣ
Ｉは、チャネル状態情報（例、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩ）、スケジューリング要請情報（例
、ＳＲ）のような制御情報も含むことができる。
【０１０２】
　図２３は、５個のＤＬ　ＣＣが１個のＵＬ　ＣＣとリンクされた非対称の搬送波アグリ
ゲーションを例示する。例示した非対称の搬送波アグリゲーションは、ＵＣＩ伝送観点で
設定されたものであってもよい。すなわち、ＵＣＩのためのＤＬ　ＣＣ－ＵＬ　ＣＣリン
ケージとデータのためのＤＬ　ＣＣ－ＵＬ　ＣＣリンケージとが互いに異なるように設定
されることもある。便宜上、各ＤＬ　ＣＣが最大２つのコードワードを運ぶことができ、
各ＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答の個数が、ＣＣ当たりに設定された最大コードワー
ドの個数に依存すると仮定すると（例えば、特定ＣＣで基地局から設定された最大コード
ワードの個数が２の場合に、該ＣＣで特定ＰＤＣＣＨがコードワードを１個のみ使用して
も、これに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答は、ＣＣでの最大コードワードの数である２個か
らなる）、ＵＬ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは、各ＤＬ　ＣＣ当たり少なくとも２ビットを
必要とする。この場合、５個のＤＬ　ＣＣを通じて受信したデータに対するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを一つのＵＬ　ＣＣを用いて伝送するためには、少なくとも１０ビットのＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫビットが必要である。もし、ＤＬ　ＣＣ別にＤＴＸ（ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ
　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）状態（ｓｔａｔｅ）も別途に区別するためには、ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ伝送のために少なくとも１２ビット（＝５５＝３１２５＝１１．６１ビット）が
必要となる。既存のＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂは２ビットまでＡＣＫ／ＮＡＣＫ
を送ることができるため、このような構造では、増加したＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送す
ることができない。便宜上、ＵＣＩ情報の量が増加する原因として搬送波アグリゲーショ
ンを例示したが、アンテナ個数の増加、ＴＤＤシステム、リレーシステムでのバックホー
ルサブフレームの存在などによってもＵＣＩ情報の量が増加することがある。ＡＣＫ／Ｎ
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ＡＣＫと同様に、複数のＤＬ　ＣＣに関連した制御情報を一つのＵＬ　ＣＣを用いて伝送
する場合にも、伝送されるべき制御情報の量が増加する。例えば、複数のＤＬ　ＣＣに対
するＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを伝送しなければならない場合にＵＣＩペイロードが増加する
ことがある。
【０１０３】
　図２３で、ＵＬアンカーＣＣ（ＵＬ　ＰＣＣあるいはＵＬ主（ｐｒｉｍａｒｙ）ＣＣと
もいう。）は、ＰＵＣＣＨあるいはＵＣＩが伝送されるＣＣであり、セル－特定／ＵＥ－
特定に決定可能である。また、ＤＴＸ状態は、明示的にフィードバックされてもよく、Ｎ
ＡＣＫと同じ状態を共有するようにフィードバックされてもよい。
【０１０４】
　以下、図面を参照して、増加した上りリンク制御情報を效率的に伝送するための方案を
提案する。具体的に、増加した上りリンク制御情報を伝送するための新しいＰＵＣＣＨフ
ォーマット／信号処理過程／リソース割当方法などを提案する。説明のために、本発明で
提案する新しいＰＵＣＣＨフォーマットを、ＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ）ＰＵＣＣＨフォーマット、または既存ＬＴＥリリース８／９にＰＵＣＣＨフォーマ
ット２まで定義されている点からＰＵＣＣＨフォーマット３と呼ぶ。本発明で提案するＰ
ＵＣＣＨフォーマットの技術的思想は、上りリンク制御情報を伝送し得る任意の物理チャ
ネル（例、ＰＵＳＣＨ）にも同一または類似の方式で容易に適用可能である。例えば、本
発明の実施例は、制御情報を周期的に伝送する周期的ＰＵＳＣＨ構造または制御情報を非
周期的に伝送する非周期的ＰＵＳＣＨ構造にも適用可能である。
【０１０５】
　以下の図面及び実施例は、ＰＵＣＣＨフォーマット３に適用されるサブフレーム／スロ
ットレベルのＵＣＩ／ＲＳシンボル構造であり、既存ＬＴＥのＰＵＣＣＨフォーマット１
／１ａ／１ｂ（正規ＣＰ）のＵＣＩ／ＲＳシンボル構造を用いる場合を中心に説明する。
ただし、図示のＰＵＣＣＨフォーマット３においてサブフレーム／スロットレベルのＵＣ
Ｉ／ＲＳシンボル構造は例示のために便宜上定義されたもので、本発明が特定構造に制限
されることはない。本発明に係るＰＵＣＣＨフォーマット３においてＵＣＩ／ＲＳシンボ
ルの個数、位置などはシステム設計によって自由に変形可能である。例えば、本発明の実
施例に係るＰＵＣＣＨフォーマット３は、既存ＬＴＥのＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ
／２ｂのＲＳシンボル構造を用いて定義されてもよい。
【０１０６】
　本発明の実施例に係るＰＵＣＣＨフォーマット３は、任意の種類／サイズの上りリンク
制御情報を伝送するのに用いることができる。例えば、本発明の実施例に係るＰＵＣＣＨ
フォーマット３はＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩ、ＳＲなどの情報
を伝送でき、これらの情報は任意サイズのペイロードを有することができる。説明の便宜
上、図面及び実施例では、本発明に係るＰＵＣＣＨフォーマット３がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報を伝送する場合を中心に説明する。
【０１０７】
　図２４乃至図２７は、複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットをフィードバックするためのＰ
ＵＣＣＨフォーマットの構造及びそのための信号処理過程を例示する。例えば、多重搬送
波環境で複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットをフィードバックする場合に、このようなＰＵ
ＣＣＨフォーマットを用いることができる。このようなＰＵＣＣＨフォーマットは、既存
のＰＵＣＣＨフォーマット１系列及び２系列と区別されるように、ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト３と呼ぶこともできる。
【０１０８】
　図２４乃至図２７は、ＤＦＴ－ベースのＰＵＣＣＨフォーマットの構造を例示する。Ｄ
ＦＴ－ベースのＰＵＣＣＨ構造によれば、ＰＵＣＣＨは、ＤＦＴプリコーディングが行わ
れ、ＳＣ－ＦＤＭＡレベルで時間ドメインＯＣ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃｏｖｅｒ）が
適用されて伝送される。以下では、ＤＦＴ－ベースのＰＵＣＣＨフォーマットをＰＵＣＣ
Ｈフォーマット３と総称する。
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【０１０９】
　図２４は、ＳＦ＝４の直交コード（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃｏｄｅ、ＯＣ）を用いた
ＰＵＣＣＨフォーマット３の構造を例示する。図２４を参照すると、チャネルコーディン
グブロック（ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ　ｂｌｏｃｋ）は、情報ビットａ＿０，ａ＿
１，…，ａ＿Ｍ－１（例、多重ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット）をチャネルコーディングしてコ
ーディングビット（ｅｎｃｏｄｅｄ　ｂｉｔ、ｃｏｄｅｄ　ｂｉｔ　ｏｒ　ｃｏｄｉｎｇ
　ｂｉｔ）（またはコードワード）ｂ＿０，ｂ＿１，…，ｂ＿Ｎ－１を生成する。Ｍは、
情報ビットのサイズを表し、Ｎは、コーディングビットのサイズを表す。情報ビットは、
上りリンク制御情報（ＵＣＩ）、例えば、複数のＤＬ　ＣＣを通じて受信した複数のデー
タ（または、ＰＤＳＣＨ）に対する多重ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む。ここで、情報ビットａ
＿０，ａ＿１，…，ａ＿Ｍ－１は、情報ビットを構成するＵＣＩの種類／個数／サイズに
かかわらずにジョイントコーディングされる。例えば、情報ビットが複数のＤＬ　ＣＣに
対する多重ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む場合に、チャネルコーディングはＤＬ　ＣＣ別、個別
ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット別に行われず、全体ビット情報を対象に行われ、これにより単一
コードワードが生成される。チャネルコーディングは、これに制限されるわけではないが
、単純反復（ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）、単純コーディング（ｓｉｍｐｌｅｘ　ｃｏｄｉｎ
ｇ）、ＲＭ（Ｒｅｅｄ　Ｍｕｌｌｅｒ）コーディング、パンクチャリングされたＲＭコー
ディング、ＴＢＣＣ（Ｔａｉｌ－ｂｉｔｉｎｇ　ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　ｃｏｄｉ
ｎｇ）、ＬＤＰＣ（ｌｏｗ－ｄｅｎｓｉｔｙ　ｐａｒｉｔｙ－ｃｈｅｃｋ）あるいはター
ボ－コーディングを含む。図示してはいないが、コーディングビットについて、変調次数
とリソース量を考慮してレート－マッチング（ｒａｔｅ－ｍａｔｃｈｉｎｇ）が行われて
もよい。レートマッチング機能は、チャネルコーディングブロックの一部として含まれて
もよく、別途の機能ブロックを用いて行われてもよい。例えば、チャネルコーディングブ
ロックは複数の制御情報に対して（３２，０）ＲＭコーディングを行って単一コードワー
ドを得、これに対して循環バッファーレート－マッチングを行うことができる。
【０１１０】
　変調器（ｍｏｄｕｌａｔｏｒ）は、コーディングビットｂ＿０，ｂ＿１，…，ｂ＿Ｎ－
１を変調して、変調シンボルｃ＿０，ｃ＿１，…，ｃ＿Ｌ－１を生成する。Ｌは、変調シ
ンボルのサイズを表す。変調は、伝送信号のサイズと位相を変形することによってなされ
る。変調方法は、例えば、ｎ－ＰＳＫ（Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）、ｎ－
ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を含む（
ｎは、２以上の整数）。具体的に、変調方法には、ＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　ＰＳＫ）、
ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　ＰＳＫ）、８－ＰＳＫ、ＱＡＭ、１６－ＱＡＭ、６４
－ＱＡＭなどを用いることができる。
【０１１１】
　分周器（ｄｉｖｉｄｅｒ）は、変調シンボルｃ＿０，ｃ＿１，…，ｃ＿Ｌ－１を各スロ
ットに分周する。変調シンボルを各スロットに分周する順序／パターン／方式は特に制限
されない。例えば、分周器は、変調シンボルを前から順にそれぞれのスロットに分周する
ことができる（ローカル型方式）。この場合、図示のように、変調シンボルｃ＿０，ｃ＿
１，…，ｃ＿Ｌ／２－１はスロット０に分周し、変調シンボルｃ＿Ｌ／２，ｃ＿Ｌ／２＋
１，…，ｃ＿Ｌ－１は、スロット１に分周できる。また、変調シンボルはそれぞれのスロ
ットへの分周時にインタリービング（またはパーミュテーション）されてもよい。例えば
、偶数変調シンボルは、スロット０に分周し、奇数変調シンボルはスロット１に分周する
ことができる。変調過程と分周過程は互いに順序が換わってもよい。
【０１１２】
　ＤＦＴプリコーダ（ｐｒｅｃｏｄｅｒ）は、単一搬送波波形（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒ
ｉｅｒ　ｗａｖｅｆｏｒｍ）を生成するために、それぞれのスロットに分周された変調シ
ンボルに対してＤＦＴプリコーディング（例、１２－ポイントＤＦＴ）を行う。同図で、
スロット０に分周された変調シンボルｃ＿０，ｃ＿１，…，ｃ＿Ｌ／２－１は、ＤＦＴシ
ンボルｄ＿０，ｄ＿１，…，ｄ＿Ｌ／２－１としてＤＦＴプリコーディングされ、スロッ
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ト１に分周された変調シンボルｃ＿Ｌ／２，ｃ＿Ｌ／２＋１，…，ｃ＿Ｌ－１は、ＤＦＴ
シンボルｄ＿Ｌ／２，ｄ＿Ｌ／２＋１，…，ｄ＿Ｌ－１としてＤＦＴプリコーディングさ
れる。ＤＦＴプリコーディングは、相応する他の線形演算（ｌｉｎｅａｒ　ｏｐｅｒａｔ
ｉｏｎ）（例、ｗａｌｓｈ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ）に代替されてもよい。
【０１１３】
　拡散ブロック（ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　ｂｌｏｃｋ）は、ＤＦＴされた信号を、ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルレベルで（時間ドメイン）拡散する。ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルレベルの時
間ドメイン拡散は、拡散コード（シーケンス）を用いて行われる。拡散コードは、準直交
コードと直交コードを含む。準直交コードは、これに制限されるわけではないが、ＰＮ（
Ｐｓｅｕｄｏ　Ｎｏｉｓｅ）コードを含む。直交コードは、これに制限されるわけではな
いが、ウォルシュコード、ＤＦＴコードを含む。本明細書は、説明の容易性のために、拡
散コードの代表例として直交コードを挙げて説明するが、これは例示であり、直交コード
は準直交コードに代替されてもよい。拡散コードサイズ（または、拡散因子（Ｓｐｒｅａ
ｄｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒ：ＳＦ））の最大値は、制御情報伝送に用いられるＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボルの個数によって制限される。一例として、１スロットで４個のＳＣ－ＦＤＭＡ
シンボルが制御情報伝送に用いられる場合に、スロット別に長さ４の（準）直交コードｗ
０，ｗ１，ｗ２，ｗ３を用いることができる。ＳＦは、制御情報の拡散度を意味し、ユー
ザー機器の多重化次数（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｉｇ　ｏｒｄｅｒ）またはアンテナ多重
化次数と関連を持つことができる。ＳＦは、１、２、３、４、…のように、システムの要
求条件によって可変されてもよく、基地局と端末間にあらかじめ定義されたり、ＤＣＩあ
るいはＲＲＣシグナリングを通じて端末に知らせられてもよい。例えば、ＳＲＳを伝送す
るために、制御情報用ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルのうちの一つをパンクチャリングする場合
に、当該スロットの制御情報にはＳＦの縮小した（例、ＳＦ＝４の代わりにＳＦ＝３）拡
散コードを適用することができる。
【０１１４】
　上の過程を経て生成された信号は、ＰＲＢ内の副搬送波にマッピングされた後に、ＩＦ
ＦＴを経て時間ドメイン信号に変換される。時間ドメイン信号にはＣＰが付加され、生成
されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルはＲＦ端を通じて伝送される。
【０１１５】
　５個のＤＬ　ＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する場合を挙げて、各過程をより具
体的に説明する。それぞれのＤＬ　ＣＣが２個のＰＤＳＣＨを伝送できる場合に、これに
対するＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは、ＤＴＸ状態を含む場合に１２ビットでよい。ＱＰＳＫ
変調とＳＦ＝４時間拡散を想定する場合に、（レートマッチング後の）コーディングブロ
ックサイズは４８ビットでよい。コーディングビットは２４個のＱＰＳＫシンボルに変調
され、生成されたＱＰＳＫシンボルは１２個ずつ各スロットに分周される。各スロットで
１２個のＱＰＳＫシンボルは１２－ポイントＤＦＴ演算を通じて１２個のＤＦＴシンボル
に変換される。各スロットにおいて１２個のＤＦＴシンボルは時間ドメインでＳＦ＝４拡
散コードを用いて４個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに拡散されてマッピングされる。１２個
のビットが［２ビット＊１２個の副搬送波＊８個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル］を通じて伝
送されるので、コーディングレートは０．０６２５（＝１２／１９２）である。また、Ｓ
Ｆ＝４の場合に、１　ＰＲＢ当たり最大４個のユーザー機器を多重化することができる。
【０１１６】
　図２５は、ＳＦ＝５の直交コード（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃｏｄｅ、ＯＣ）を用いた
ＰＵＣＣＨフォーマット３の構造を例示する。
【０１１７】
　基本的な信号処理過程は、図２５を参照して説明した通りである。ただし、ＵＣＩ　Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルとＲＳ　ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの個数／位置が、図２４のそれと
異なる。このとき、拡散ブロック（ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　ｂｌｏｃｋ）がＤＦＴプリコー
ダの前段であらかじめ適用されてもよい。
【０１１８】
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　図２５で、ＲＳはＬＴＥシステムの構造を継承することができる。例えば、基本シーケ
ンスにサイクリックシフトを適用することができる。データ部分は、ＳＦ＝５により、多
重化容量（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｙ）が５となる。しかし、ＲＳ部
分は、サイクリックシフト間隔である△ｓｈｉｆｔ

ＰＵＣＣＨによって多重化容量が決定
される。例えば、多重化容量は１２／△ｓｈｉｆｔ

ＰＵＣＣＨで与えられる。この場合、
△ｓｈｉｆｔ

ＰＵＣＣＨ＝１、△ｓｈｉｆｔ
ＰＵＣＣＨ＝２、△ｓｈｉｆｔ

ＰＵＣＣＨ＝
３の場合における多重化容量はそれぞれ１２、６、４となる。図２５で、データ部分の多
重化容量はＳＦ＝５によって５となる反面に、ＲＳの多重化容量は、△ｓｈｉｆｔ

ＰＵＣ

ＣＨの場合に４となり、全体多重化容量は、両者のうち、小さい値である４に制約されう
る。
【０１１９】
　図２６は、スロットレベルで多重化容量が増加し得るＰＵＣＣＨフォーマット３の構造
を例示する。
【０１２０】
　図２４及び図２５で説明したＳＣ－ＦＤＭＡシンボルレベル拡散をＲＳに適用して全体
多重化容量を増加させることができる。図２６を参照すると、スロット内でウォルシュカ
バー（あるいはＤＦＴコードカバー）を適用すると、多重化容量が２倍に増加する。これ
により、△ｓｈｉｆｔ

ＰＵＣＣＨの場合にも多重化容量が８になり、データ区間の多重化
容量が低下しなくなる。図２６で、［ｙ１　ｙ２］＝［１　１］あるいは［ｙ１　ｙ２］
＝［１　－１］や、その線形変換形態（例えば、［ｊ　ｊ］［ｊ　－ｊ］、［１　ｊ］［
１　－ｊ］など）もＲＳのための直交カバーコードとして用いることができる。
【０１２１】
　図２７は、サブフレームレベルで多重化容量が増加し得るＰＵＣＣＨフォーマット３の
構造を例示する。
【０１２２】
　スロット－レベルで周波数ホッピングを適用しないと、スロット単位にウォルシュカバ
ーを適用することによって、多重化容量を再び２倍に増加させることができる。ここで、
上述した通り、直交カバーコードには［ｘ１　ｘ２］＝［１　１］または［１　－１］を
用いることができ、その変形形態を用いることもできる。
【０１２３】
　参考として、ＰＵＣＣＨフォーマット３の処理過程は、図２４乃至図２７に示した順序
に拘わらない。
【０１２４】
　チャネル選択
　チャネル選択（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）とは、複数のリソースの中から
特定リソースを選択して特定情報を表現／伝達することを意味する。一般的なチャネル選
択は、リソース（ｒｅｓｏｕｒｃｅ）とコンステレーション（ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏ
ｎ）との組み合わせにより特定情報を伝達する方式である。
【０１２５】
　ここで、物理的な時間－周波数リソース及び／またはシーケンスリソース（例えば、サ
イクリックシフト値）によってリソースを特定することができる。例えば、ＬＴＥリリー
ス－８ＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂの場合には、ＯＣ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ
　Ｃｏｄｅ）、ＣＳ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｓｈｉｆｔ）及びＰＲＵ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｕｎｉｔ）の組み合わせで特定リソースを選択することができる。チャネ
ル選択が行われる複数のリソースは、上記のように３つのリソースの組み合わせにより区
別されると仮定することができる。例えば、下記の表３のようなチャネル選択方法を用い
ることができる。
【０１２６】
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【表３】

　上記の表３及び以下の説明で、ａ，ｂ，ｃ，…で表示される値は、Ｃｈ－ｘ（ｘ＝１，
２，３，…）での変調（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫなど）によるコンステレーション値
を意味することができる。または、ａ，ｂ，ｃ，…で表示される値は、コンステレーショ
ン値ではなく、割り当てられたシーケンスまたは割り当てられたコードによりかけられた
値、スクランブリングされた値またはカバリングされた値に相当してもよい。このように
、Ｃｈ－ｘに対してａ，ｂ，ｃ，…で表示される値は互いに区別可能な値であればよく、
その区別される方法に制限はない。ただし、以下の説明では、説明の便宜のために、Ｃｈ
－ｘに対してａ，ｂ，ｃ，…で表示される値を、変調された値と称する。
【０１２７】
　また、ａ，ｂ，ｃ，…で表示される値は０以外の値であり、あらかじめ定められた特定
値でもよい。例えば、ａとして‘＋１’を使用し、ｂとしては‘＋１’あるいは‘－１’
を用いることができる。
【０１２８】
　上記の表３の例示において同じ値が伝送されても、どのチャネルで伝送されるかによっ
て異なった情報（すなわち、ＡＣＫまたはＮＡＣＫ）が伝送されることがある。例えば、
ＡＣＫを伝送する場合は、リソース１（すなわち、ｃｈ１）のＲＳ部分でａ値が伝送され
、Ｄａｔａ部分でｂ値が伝送される。ＮＡＣＫを伝送する場合は、リソース２（すなわち
、ｃｈ２）のＲＳ部分でａ値が伝送され、Ｄａｔａ部分でｂ値が伝送される。このように
、どのリソースを通じて信号が伝送されるかによって異なった情報を伝達する方法を、チ
ャネル選択ということができる。
【０１２９】
　上記の表３の例示では複雑なコンステレーションマッピングを使用しない簡単な例示を
示したが、コンステレーションマッピングをさらに用いてより多い情報を伝送することも
できる。表４では、２個に区分されるコンステレーションマッピング（例えば、ＢＰＳＫ
）を用いた例示を表す。
【０１３０】
【表４】

　上記の表４で、ａ、ｂ、ｃはそれぞれ、あらかじめ定められた０以外の特定値でよい。
ただし、ｂとｃはコンステレーション上で相互間の距離（ｄｉｓｔａｎｃｅ）が大きいも
のを用いることが好ましい。例えば、ａは‘＋１’を用い、ｂとｃは‘＋１’と‘－１’
、あるいは‘－１’と‘＋１’を用いることができる。表４の例示で、ＡＣＫ／ＡＣＫを
伝送する場合はリソース１（＝ｃｈ１）でｂに変調して伝送し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送
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する場合は、リソース１（＝ｃｈ１）でｃに変調して伝送することを意味する。また、Ｎ
ＡＣＫ／ＡＣＫを伝送する場合は、リソース２（＝ｃｈ２）でｂに変調して伝送し、ＮＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する場合は、リソース２（＝ｃｈ２）でｃに変調して伝送すること
を意味する。
【０１３１】
　既存のＬＴＥリリース－８／９で用いられる、ＴＤＤでのＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のため
のチャネル選択のためのマッピング関係が、下記の表５、表６及び表７のように定義され
ている。ＬＴＥリリース－８／９でＴＤＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ）は、ＴＤＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル選択と同じ意味で使われてもよいが、
後述する多重搬送波支援システム（例えば、ＬＴＥ－ＡまたはＬＴＥリリース－１０）で
はそうでない。
【０１３２】
　下記の表５、表６及び表７でＭ値を、ＴＤＤシステムでの下りリンク関連セットインデ
ックス
【０１３３】
【化１】

（後述の表１２の通りに定義される。）によって決定することができる。例えば、表５で
、Ｍ＝２の場合に、空間（ｓｐａｔｉａｌ）バンドリング（すなわち、複数個のコードワ
ードに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング）を含む２種のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の伝達
のために２つのＰＵＣＣＨリソース
【０１３４】

【化２】

を使用しながら、各ＰＵＣＣＨリソース内でＱＰＳＫコンステレーション
【０１３５】

【化３】

を使用することができる。
【０１３６】
　具体的に、端末は、サブフレームｎにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース
【０１３７】
【化４】

上でビット
【０１３８】
【化５】

をＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いて伝送する。
【０１３９】
【化６】

の値及びＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース
【０１４０】
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を、下記の表５、表６及び表７に基づくチャネル選択（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎ）によって生成することができる。表５、表６及び表７はそれぞれ、Ｍ＝２、Ｍ＝３
、Ｍ＝４の場合におけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化の伝送に関するものである。
【０１４１】

【化８】

がＮ／Ａにマッピングされる場合に、端末はサブフレームｎでＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を伝
送しない。
【０１４２】
【表５】

【０１４３】
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【０１４４】
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【表７】

　上記の表５、表６及び表７で、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｉ）は、ｉ－番目のデータユニット
（０≦ｉ≦３）のＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸ結果を表す。ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏ
ｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｉ）に対応する
データユニットの伝送がないか、或いは端末がＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｉ）に対応するデータ
ユニットの存在を検出できなかった場合を表す。本明細書でＨＡＲＱ－ＡＣＫはＡＣＫ／
ＮＡＣＫと同じ意味で使われる。それぞれのデータユニットと関連して最大４個のＰＵＣ
ＣＨリソース（すなわち、ｎ（１）

ＰＵＣＣＨ，０～ｎ（１）
ＰＵＣＣＨ，３）が占有さ

れうる。多重化されたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、占有されたＰＵＣＣＨリソースから選択され
た一つのＰＵＣＣＨリソースを通じて伝送される。表５、表６及び表７に記載されたｎ（

１）
ＰＵＣＣＨ，ｘは、実際にＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するのに用いられるＰＵＣＣＨリ

ソースを表す。
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【化９】

は、選択されたＰＵＣＣＨリソースを通じて伝送される２ビットを表し、ＱＰＳＫ方式で
変調される。一例として、表７のように、端末が４個のデータユニットを成功的に復号し
た場合に、端末は、ｎ（１）

ＰＵＣＣＨ，１と連結されたＰＵＣＣＨリソースを通じて（
１，１）を基地局に伝送する。ＰＵＣＣＨリソースとＱＰＳＫシンボルとの組み合わせが
、可能なＡＣＫ／ＮＡＣＫ仮定を全て表すのには足りず、一部の場合を除いてはＮＡＣＫ
及びＤＴＸはカップリングされる（ＮＡＣＫ／ＤＴＸと表示される）。
【０１４６】
　一方、本発明の適用に関連する多重搬送波を支援するＬＴＥ－Ａ（または、ＬＴＥリリ
ース－１０）システムの場合に、チャネル選択方法を適用するために用いるチャネル選択
マッピング関係に特別な制約がない。例えば、下記の表８乃至表１０のようなＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報を伝送するためのチャネル選択マッピング関係を定義することができる。表８
は２－ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのマッピング関係を、表９は３－ビットＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫのためのマッピング関係を、表１０は４－ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのマッピ
ング関係、を例示的に定義したものである。
【０１４７】
【表８】

【０１４８】
【表９】

【０１４９】
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【表１０】

　または、下記の表１１のような１－ビット乃至４－ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫのための
チャネル選択マッピング関係を定義することもできる。表１１の例示で、１－ビットＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ情報を伝送するために、１個のチャネルリソースｈ０、及びデータ変調によ
るコンステレーション値‘１，－１’を、２－ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送するた
めに、２個のチャネルリソース‘ｈ０，ｈ１’、及びデータ変調によるコンステレーショ
ン値‘１，－１，－ｊ，ｊ’を、３－ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送するために、３
個のチャネルリソース‘ｈ０，ｈ１，ｈ２’、及びデータ変調によるコンステレーション
値‘１，－１，－ｊ，ｊ’を、４－ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送するために、４個
のチャネルリソース‘ｈ０，ｈ１，ｈ２，ｈ３’、及びデータ変調によるコンステレーシ
ョン値‘１，－１，－ｊ，ｊ’を用いて、伝送シグナルを生成及び伝送することができる
。
【０１５０】
【表１１】
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　多重搬送波支援システムにおいて下りリンク伝送に対する上りリンク確認応答の伝送
　多重搬送波または搬送波アグリゲーションを支援するシステムにおいて、下りリンクリ
ソースをＤＬ　ＣＣ（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）、上りリンクリソースをＵ
Ｌ　ＣＣと定義することができる。また、下りリンクリソース及び上りリンクリソースの
組み合わせをセル（ｃｅｌｌ）と呼ぶことができる。ただし、ＤＬ　ＣＣとＵＬ　ＣＣと
が非対称に構成される場合に、セルはＤＬ　ＣＣ（またはＵＬ　ＣＣ）のみを指すことも
ある。例えば、特定端末に一つのサービングセル（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｓｅｒｖｉｎ
ｇ　ｃｅｌｌ）が設定される（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）場合に、該特定端末は、１　ＤＬ
　ＣＣと１　ＵＬ　ＣＣを有するようになる。しかし、特定端末に２つ以上のサービング
セルが設定される場合には、該特定端末は、セルの個数だけのＤＬ　ＣＣを有し、ＵＬ　
ＣＣの個数はＤＬ　ＣＣの個数と同一または小さくなる。または、特定端末に複数のサー
ビングセルが設定される場合に、ＤＬ　ＣＣの数よりもＵＬ　ＣＣの数が多い多重搬送波
環境が支援されてもよい。
【０１５１】
　下りリンクリソースの搬送波周波数（セルの中心周波数）と上りリンクリソースの搬送
波周波数との連係（ｌｉｎｋａｇｅ）は、下りリンクリソース上で伝送されるシステム情
報（ＳＩ）で指示（ｉｎｄｉｃａｔｅ）可能である。例えば、ＳＩＢ２（Ｓｙｓｔｅｍ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　Ｔｙｐｅ２）で定義される連係（ｌｉｎｋａｇｅ
）によってＤＬリソースとＵＬリソースとの組み合わせ（ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）を構
成することができる。
【０１５２】
　このような定義から、搬送波アグリゲーション（ＣＡ）は、搬送波周波数が互いに異な
る２つ以上のセルの結合であるということができる。すなわち、搬送波周波数が互いに異
なる１個超過のサービングセルが特定端末に設定される場合を、ＣＡ環境ということがで
きる。ＣＡを支援する端末に対して、一つ以上のＳＣｅｌｌ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅ
ｌｌ）がＰＣｅｌｌ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ）と共に用いられることによって、増加
した帯域幅の支援が可能になる。
【０１５３】
　ここで、サービングセルは、ＰＣｅｌｌまたはＳＣｅｌｌでよい。ＲＲＣ接続が設定さ
れた（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）端末がＣＡを支援しない場合には、ＰＣｅｌｌを含
む一つのサービングセルのみ存在する。一方、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ端末がＣＡを
支援する場合には、サービングセルという用語は、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌを含む一つ
以上のセルの集合（ｓｅｔ）を意味する。
【０１５４】
　ＰＣｅｌｌは、ＣＡ環境で設定されたサービングセルのうち、制御関連通信の中心とな
るセルである。端末が初期接続確立手順（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓ
ｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）、接続再確立手順（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）またはハンドオーバー手
順で指示または利用されたセルがＰＣｅｌｌに相当する。ＬＴＥ－Ａリリース１０では、
端末は、自身のＰＣｅｌｌでのみＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）リソースが割り当てられ、ＰＵＣＣＨを伝送することができ
る。将来のリリースでは、特定条件下で端末のＳＣｅｌｌでのＰＵＣＣＨ伝送も許容され
るであろう。また、端末は、システム情報獲得及び変更に対するモニタリング手順をＰＣ
ｅｌｌでのみ行うことができる。ＣＡを支援する端末に対して、基地局は、ｍｏｂｉｌｉ
ｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏを含むＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎメッセージを使用するハンドオーバー手順を用いてのみＰＣｅｌｌを変更するこ
とができる。
【０１５５】
　次に、ＳＣｅｌｌは、ＣＡ環境で設定されたサービングセルのうち、ＰＣｅｌｌ以外の
セルを意味する。ＬＴＥ－Ａリリース１０では、ＳＣｅｌｌではＰＵＣＣＨが存在しない



(38) JP 6185629 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

。ＳＣｅｌｌを追加する場合に、基地局は、ＣＡを支援する端末に専用シグナリングを通
じてＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態の該当のセルでの動作に関連した全てのステム情報
を提供することができる。ＳＣｅｌｌに対して、システム情報の変更は、一つのＲＲＣＣ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを用いた該当のＳＣｅｌ
ｌの解除（ｒｅｌｅａｓｅ）及び追加（ａｄｄｉｔｉｏｎ）によって行うことができる。
基地局は、該当のＳＣｅｌｌで、ブロードキャストメッセージに含まれたパラメータとは
異なるパラメータを有する専用シグナリングを端末に伝送することができる。初期保安活
性化手順（ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕ
ｒｅ）の後に、基地局はＰＣｅｌｌ（接続確立手順の間にサービングセルに設定されるセ
ル）に加えて、一つ以上のＳＣｅｌｌを端末に設定することができる。ＰＣｅｌｌは保安
入力及び上位層システム情報を提供するのに用いられ、ＳＣｅｌｌは追加の下りリンクリ
ソースを提供し、必要時には上りリンクリソースを提供するのに用いられうる。基地局は
、ｍｏｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏを含んだり含まないＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを使用するＲＲＣ接続再確立手順を用い
てＳＣｅｌｌを独立して追加、除去または修正することができる。
【０１５６】
　搬送波アグリゲーション環境でのＲＲＣ関連パラメータ（ｐａｒａｍｅｔｅｒ）／情報
要素（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ；ＩＥ）としてＰｈｙＣｅｌｌＩｄ、Ｓ
ＣｅｌｌＩｎｄｅｘ、ＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘなどを定義することができる。Ｐｈｙ
ＣｅｌｌＩｄは、０～５０３範囲の整数値を有することができ、Ｃｅｌｌの物理層識別子
とすることができる。ＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘは、１～７範囲の整数値を有することができ
、ＳＣｅｌｌの識別子とすることができる。ＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘは、０～７範囲
の整数値を有し、サービングセル（ＰＣｅｌｌまたはＳＣｅｌｌ）の識別子とすることが
でき、０値はＰＣｅｌｌに適用され、ＳＣｅｌｌにはＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘが適用されな
い。すなわち、ＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘで最小（または、最低）のセルインデックス
を有するセルをＰＣｅｌｌと定義することができる。
【０１５７】
　要するに、搬送波アグリゲーションにおいて、多重搬送波はＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌと
に区別され、これは端末－特定パラメータ（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｐａｒａｍｅｔｅ
ｒ）である。特定端末は、一つ以上の設定されたサービングセルを有することができ、複
数の設定されたサービングセルが存在する場合に、それらのセルのうち、最小のＳｅｒｖ
ＣｅｌｌＩｎｄｅｘを有するセルはＰＣｅｌｌとなり、残りのセルはＳＣｅｌｌｓとなる
。また、ＬＴＥ－Ａリリース１０では、ＴＤＤの場合に、端末が複数の設定されたサービ
ングセルを有するとき、フレーム内ＵＬサブフレームとＤＬサブフレームを構成するＵＬ
－ＤＬ設定（ＵＬ－ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）はいずれのセルにおいても同一
であり、ＵＬ－ＤＬ設定（ＵＬ－ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によって特定ＤＬ
サブフレームで伝送されるＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがどのＵＬサブフレーム
で伝送されるかを定義するＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングは全てのセルで同一である。将来
のリリースでは、ＴＤＤの場合に、端末が複数の設定されたサービングセルを有するとき
、ＵＬ－ＤＬ設定（ＵＬ－ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）がセル別に異なるように
構成され、ＵＬ－ＤＬ設定（ＵＬ－ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によるＨＡＲＱ
－ＡＣＫタイミングもセル別に異なるように構成されるであろう。
【０１５８】
　また、端末は、一つ以上のＣＣから測定（ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）されたＣＳＩ（Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）（ＣＱＩ、ＲＩ、ＰＭＩなどを総
称する。）、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫなどの上りリンク制御情報を、あらかじめ定め
られた一つのＣＣで基地局へ伝送することができる。例えば、端末は、ＰＣｅｌｌ　ＤＬ
　ＣＣとＳＣｅｌｌ（ｓ）　ＤＬ　ＣＣから受信された複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫフィード
バックを必要とする場合に、これらＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを集めて（例えば、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）またはＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリ
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ング（ｂｕｎｄｌｉｎｇ）など）ＰＣｅｌｌ内のＵＬ　ＣＣで一つのＰＵＣＣＨを用いて
伝送することができる。
【０１５９】
　本発明では、複数個の下りリンク伝送に対する複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫが一つの上り
リンクＰＵＣＣＨを通じて伝送される場合に、複数個の下りリンク伝送を構成する単位（
一つ以上のサブフレーム及び／または一つ以上の搬送波）をバンドリングウィンドウと称
する。すなわち、時間ドメインバンドリングとは、複数個のサブフレームでの下りリンク
伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをバンドリングすることを意味し、ＣＣドメインバンドリ
ングとは、複数個のＣＣでの下りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをバンドリングす
ることを意味し、時間／ＣＣドメインバンドリングとは、複数個のサブフレーム及び複数
個のＣＣでの下りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをバンドリングすることを意味す
る。ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングは論理積（ｌｏｇｉｃａｌ　ＡＮＤ）演算により行わ
れるが、これに制限されず、論理和（ｌｏｇｉｃａｌ　ＯＲ）などの他の方法により行わ
れてもよい。
【０１６０】
　また、実際に論理積（または論理和）演算などを用いて時間ドメイン及び／またはＣＣ
ドメインバンドリングが行われる単位を、実際バンドリングウィンドウ（ｒｅａｌ　ｂｕ
ｎｄｌｉｎｇ　ｗｉｎｄｏｗ）と称することができる。すなわち、一つのバンドリングウ
ィンドウ内には一つ以上の実際バンドリングウィンドウが存在可能である。言い換えると
、バンドリングウィンドウのサイズは、実際バンドリングウィンドウサイズと同一または
大きい。ここで、一つの下りリンク伝送に対する複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットの空間
（ｓｐａｔｉａｌ）バンドリング（すなわち、複数個のコードワードに対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫバンドリング）は、バンドリングウィンドウか実際バンドリングウィンドウかに関
わらずに適用可能である。
【０１６１】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムで定義する、下りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックが必要な場合について説明する。ここで、サブフレームｎでＡＣＫ／ＮＡＣＫ
が伝送される場合に、該ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、サブフレームｎ－ｋでの下りリンク伝送に
対するものである。
【０１６２】
　まず、ＴＤＤシステムの場合には、下記の表１２のように、サブフレームｎとサブフレ
ームｎ－ｋとの関係について、上記の表１のＵＬ－ＤＬ構成別に下りリンク関連セットイ
ンデックスＫ：
【０１６３】
【化１０】

を与えることができる。
【０１６４】
【表１２】
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　ＦＤＤの場合に、Ｍは常に１であり、Ｋは常に｛ｋ０｝＝｛４｝である。
【０１６５】
　サブフレームｎ－ｋでの下りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがサブフレームｎで
伝送される場合に、サブフレームｎ－ｋでの下りリンク伝送は、下記の３つの場合のうち
一つ以上に関するものでよい。
【０１６６】
　ケース１は、サブフレームｎ－ｋで検出されたＰＤＣＣＨにより指示されるＰＤＳＣＨ
に対してＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックが必要な場合である。ここで、ｋ∈Ｋであり、
Ｋは、サブフレームインデックス（ｎ）とＵＬ－ＤＬ構成によって異なり、Ｍ個の元素（
ｅｌｅｍｅｎｔ）からなる｛ｋ０，ｋ１，…ｋＭ－１｝）。上記の表１２は、Ｋ：｛ｋ０

，ｋ１，…ｋＭ－１｝を例示する。ケース１は、一般のＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック
が必要なＰＤＳＣＨに関するものである。以下の説明では、ケース１を、「ＰＤＳＣＨに
対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ」または「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨに対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫ」と称する。
【０１６７】
　ケース２は、サブフレームｎ－ｋ内の下りリンクＳＰＳ（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅ
ｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）解除（ｒｅｌｅａｓｅ）を指示するＰＤＣＣＨに対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを必要とする場合である。ここで、ｋ∈Ｋであり、Ｋは、
ケース１で説明した通りである。ケース２のＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＳＰＳ解除のためのＰ
ＤＣＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを意味する。一方、ＤＬ　ＳＰＳ解除
に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは行われるが、ＳＰＳ活性化（ａｃｔｉｖａｔ
ｉｏｎ）を指示するＰＤＣＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは行われない。
以下の説明では、ケース２を「ＤＬ　ＳＰＳ解除ＰＤＣＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ」
と称する。
【０１６８】
　ケース３は、サブフレームｎ－ｋで検出された対応ＰＤＣＣＨがないＰＤＳＣＨ伝送に
対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを必要とする場合である。ここで、ｋ∈Ｋであり
、Ｋは、ケース１で説明した通りである。ケース３は、ＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨに関
するもので、ＳＰＳによって割り当てられたＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィー
ドバックを意味する。以下の説明では、ケース３を「ＤＬ　ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨに対する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ」と称する。
【０１６９】
　以下の説明では、対応するＰＤＣＣＨを有するＰＤＳＣＨ、ＤＬ　ＳＰＳ解除のための
ＰＤＳＣＨ、対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨを総称して、「ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送
が必要な下りリンク伝送」という。
【０１７０】
　このような下りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫの伝送が多重搬送波システムで適
用される場合に関する本発明の例示について以下に具体的に説明する。
【０１７１】
　説明の便宜のために、下記のような仮定を前提として本発明の例示について説明する。
しかし、本発明の実施例が下記のような仮定下でのみ実施されるというわけではない。
【０１７２】
　　（１）一つのＰＣｅｌｌと一つ以上のＳＣｅｌｌが存在可能である。
【０１７３】
　　（２）該当のＰＤＣＣＨを有するＰＤＳＣＨ（ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ｃｏｒｒｅｓ
ｐｏｎｄｉｎｇ　ＰＤＣＣＨ）はＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌに存在可能である。
【０１７４】
　　（３）ＤＬ　ＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨはＰＣｅｌｌにのみ存在可能である。
【０１７５】
　　（４）該当のＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ（＝ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ）はＰＣｅｌｌに
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のみ存在可能である。
【０１７６】
　　（５）ＰＣｅｌｌからＳＣｅｌｌへのクロス－スケジューリングは支援可能である。
【０１７７】
　　（６）ＳＣｅｌｌからＰＣｅｌｌへのクロス－スケジューリングは支援されない。
【０１７８】
　　（７）ＳＣｅｌｌから他のＳＣｅｌｌへのクロス－スケジューリングは支援可能であ
る。
【０１７９】
　本発明の説明でいう時間ドメイン及び／またはＣＣドメインバンドリングは、論理ＡＮ
Ｄ演算を意味するが、論理ＯＲ演算などの他の方法で行われてもよい。すなわち、以下で
いう時間ドメインあるいはＣＣドメインバンドリングは、単一ＰＵＣＣＨフォーマットを
用いたＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答において複数のサブフレームあるいは複数のＣＣにわたる複
数のＡＣＫ／ＮＡＣＫを少ないビット数で表現するための方法を総称する。すなわち、Ｍ
－ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をＮ－ビット（Ｍ≧Ｎ）で表現するための任意の方法を
総称する。
【０１８０】
　多重搬送波及び／またはＴＤＤが適用されるシステムにおいて、複数個のＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫビットは、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いるチャネル選択、ＰＵＣＣＨフ
ォーマット３、またはＰＵＣＣＨフォーマット３を用いるチャネル選択などにより伝送す
ることができる。これらのＰＵＣＣＨフォーマットに対するＰＵＣＣＨリソースインデッ
クスについては、暗黙的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）マッピングが用いられてもよく、明示的（
ｅｘｐｌｉｃｉｔ）マッピングが用いられてもよく、または暗黙的マッピングと明示的マ
ッピングとが複合的に用いられてもよい。暗黙的マッピングには、例えば、該当するＰＤ
ＣＣＨの最低ＣＣＥインデックスに基づいてＰＵＣＣＨリソースインデックスを誘導する
方法がある。明示的マッピングには、例えば、該当のＰＤＣＣＨ内のＡＲＩ（ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）値に基づいて、該当のＰＵＣＣＨリソ
ースインデックスを、ＲＲＣ構成などによりあらかじめ定められたセットから指示（ｉｎ
ｄｉｃａｔｅ）または誘導する方法がある。
【０１８１】
　本発明と関連して、複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを伝送するための新しいＰＵＣＣ
Ｈフォーマット（例えば、図２４乃至図２７で説明したＰＵＣＣＨフォーマット３）を用
いる場合に、ＰＵＣＣＨフォーマット３のリソース割当（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃ
ａｔｉｏｎ）は明示的リソース割当（ｅｘｐｌｉｃｉｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃ
ａｔｉｏｎ）にすることを基本とする。
【０１８２】
　具体的に、ＰＵＣＣＨフォーマット３に設定されているＵＥは、当該フォーマットのた
めの直交リソース（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）が明示的に（例えば、Ｒ
ＲＣシグナリングにより）指示されうる。また、ＲＲＣ構成などによりあらかじめ定めら
れた直交リソースのうち、ＳＣｅｌｌで伝送されるＰＤＳＣＨのためのＰＤＣＣＨ内のＤ
ＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマットにお
けるＡＲＩの値によって最終的なＰＵＣＣＨリソースを決定してもよい。このとき、ＡＲ
Ｉは、明示的にシグナリングされたＰＵＣＣＨリソース値を基準とするオフセット（ｏｆ
ｆｓｅｔ）値であってもよく、または、一つ以上のＰＵＣＣＨリソースセットのうちのい
ずれを用いるかを指示（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）するものであってもよい。
【０１８３】
　ＰＤＣＣＨ内にＡＲＩ情報を含める方案として、既存のＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマッ
ト内に定義されているフィールドをＡＲＩ用に再使用（ｒｅｕｓｅ）する方案を考慮する
ことができる。ＰＤＣＣＨにはＴＰＣ（Ｔｒｎａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）フィールドが含まれることがある。このＴＰＣフィールドの元来の目的は、ＰＵＣＣ
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Ｈ及び／またはＰＵＳＣＨ伝送電力を制御することにあり、２ビットの値で構成可能であ
る。
【０１８４】
　上述したように、ＳＣｅｌｌでのみＡＲＩが伝送されるようにする場合に、ＳＣｅｌｌ
に対するＰＤＣＣＨ内のＴＰＣ（Ｔｒｎａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）フ
ィールドをＡＲＩ用途に再使用することができる。一方、ＰＣｅｌｌに対するＰＤＣＣＨ
内のＴＰＣフィールドは、本来の目的のまま、ＰＵＣＣＨ及び／またはＰＵＳＣＨ伝送電
力制御用にすればよい。
【０１８５】
　また、ＬＴＥリリース－１０システムでは、ＰＣｅｌｌのＰＤＳＣＨをスケジューリン
グするＰＤＣＣＨをＳＣｅｌｌで受信することができないので（すなわち、ＳＣｅｌｌの
ＰＤＣＣＨによってＰＣｅｌｌのＰＤＳＣＨを交差－搬送波スケジューリングすることが
許容されないので）、ＵＥがＰＤＳＣＨをＰＣｅｌｌでのみ受信するという意味は、ＰＤ
ＣＣＨをＰＣｅｌｌでのみ受信する（ＵＥ　ｒｅｃｅｉｖｅｓ　ＰＤＣＣＨ　ｏｎｌｙ　
ｏｎ　ＰＣｅｌｌ）という意味と等価である。
【０１８６】
　ＲＲＣによって設定される明示的なＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース割当は、下記のように行
われるとよい。
【０１８７】
　まず、ＳＣｅｌｌ上でのＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ（すなわち、ＰＤＳＣＨをス
ケジューリングするＰＤＣＣＨ）は、ＲＲＣにより設定されたリソースから特定ＰＵＣＣ
Ｈリソースを誘導する情報（例えば、ＡＲＩ）を含むことができる。
【０１８８】
　次に、ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨがＳＣｅｌｌで受信されず、ＰＤＳＣＨがＰＣ
ｅｌｌでのみ受信される場合には、次のいずれか一つが適用されるとよい。その一つは、
ＬＴＥリリース－８で定義されたＰＵＣＣＨリソース（すなわち、ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト１ａ／１ｂリソース）が用いられる。もう一つは、ＰＣｅｌｌ上でのＰＤＳＣＨに対応
するＰＤＣＣＨが、ＲＲＣにより設定されたリソースから特定ＰＵＣＣＨリソースを誘導
する情報（例えば、ＡＲＩ）を含むことができる。
【０１８９】
　また、ＵＥは、ＳＣｅｌｌでＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨがいずれも同じＡＲＩを
有すると仮定することができる。
【０１９０】
　このようなＡＲＩ情報がＳＣｅｌｌでのみ伝送されるように定義すると、多重搬送波及
び／またはＴＤＤが適用されるシステムにおいて、ＵＥがＰＣｅｌｌのためのＰＤＳＣＨ
のみを受信した場合（または、ＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨを受信した場合）には、ＳＣ
ｅｌｌから伝送されるＡＲＩ情報が確認できず、ＵＥが使用するＰＵＣＣＨフォーマット
（ＰＵＣＣＨフォーマット３）のためのリソースインデックスを最終的に決定できなくな
る問題がある。
【０１９１】
　本発明ではこのような問題を解決するために、ＵＥがＰＣｅｌｌのためのＰＤＳＣＨ（
ｓ）のみを受信した場合（または、ＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨ（ｓ）を受信した場合）
にも、ＰＵＣＣＨフォーマットのためのリソースインデックスを最終的に決定し得る方案
を提案する。
【０１９２】
　本発明の種々の例示において、ＵＥがＰＣｅｌｌのためのＰＤＳＣＨ（ｓ）のみを受信
した場合（または、ＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨ（ｓ）を受信した場合）を、説明の便宜
のために「ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ」と略称する。ここで、ＰＣｅｌ
ｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇはＵＥの受信の立場で定義されたものである。また、
多重搬送波環境で本発明が適用される場合に、ＵＥは、一つの設定されたセル（ｃｏｎｆ
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ｉｇｕｒｅｄ　ｃｅｌｌ）を有することもでき、または、複数の設定されたセル（ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒｅｄ　ｃｅｌｌｓ）を有することもできる。ＵＥが一つの設定されたセルを有
する場合には、そのセルがＰＣｅｌｌになり、複数の設定されたセルを有する場合に、そ
れらのセルは一つのＰＣｅｌｌと一つ以上のＳＣｅｌｌとからなる構成でよい。これらの
場合のいずれか一方または両方において本発明を適用することができる。すなわち、ＣＡ
環境または非－ＣＡ（ｎｏｎ－ＣＡ）環境のいずれにおいても本発明で定義するＰＣｅｌ
ｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇを定義することができる。
【０１９３】
　また、前述したように、複数個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを伝送するために用いられる
新しいＰＵＣＣＨフォーマット、すなわち、ＰＵＣＣＨフォーマット３は、ＵＥが一つの
設定されたセルを有する場合にも、ＴＤＤシステムにおいて複数個の下りリンクサブフレ
ームを通じて受信された下りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫの伝送のために用いる
ことができる。または、ＰＵＣＣＨフォーマット３は、ＵＥが複数の設定されたセルを有
する場合にＦＤＤまたはＴＤＤシステムに用いることもできる。すなわち、ＰＵＣＣＨフ
ォーマット３は、搬送波アグリゲーション（ＣＡ）システムにも、非－搬送波アグリゲー
ション（ｎｏｎ－ＣＡ）ＴＤＤシステムにも適用可能である。
【０１９４】
　また、本発明の種々の例示で、ＰＵＣＣＨフォーマット３のために用いられるリソース
候補セット（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｓｃａｎｄｉｄａｔｅ　ｓｅｔ）はＲＲＣによって設定
（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）可能である。このようなＰＵＣＣＨリソース候補セットから、
ＳＣｅｌｌのＡＲＩ情報（ＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドを再使用することによって表現
される。）の値によって特定ＰＵＣＣＨリソースが決定または誘導され得ることを前提と
する。これを簡略に表現すると、ＵＥが使用するＰＵＣＣＨフォーマット３リソースは、
ＲＲＣ設定されたリソース候補から、ＰＤＣＣＨに含まれたＡＲＩによって誘導されるも
のであるといえる。ここで、ＡＲＩはＸビットのサイズを有し、前述したように、ＳＣｅ
ｌｌでＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールド（２ビットサイズ）を再使用してＡＲＩを表現す
る場合には、Ｘ＝２と定義できる。例えば、２ビットサイズのＡＲＩを使用すると、４個
のＰＵＣＣＨリソース候補のうち一つのリソースを表すことができる。
【０１９５】
　本発明では、ＰＵＣＣＨフォーマット３の適用と関連した説明の便宜のために、１個の
直交リソースを必要とする単一アンテナ伝送を取り上げて説明する。しかし、本発明はこ
れに制限されるものではなく、ＰＵＣＣＨフォーマット３にＳＯＲＴＤ（ｓｐａｔｉａｌ
　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ－ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）
のような伝送ダイバーシティ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）手法のような多
重アンテナ伝送手法が適用される場合にも、本発明の原理が同一に適用され得ることは明
らかである。
【０１９６】
　前述の内容をまとめて、ＰＵＣＣＨフォーマット３リソース割当に関する本発明の例示
的な仮定について説明する。
【０１９７】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３のためのリソースを
【０１９８】
【化１１】

と表現し、ＰＵＣＣＨフォーマット３のための４個の直交リソース候補をそれぞれ、
【０１９９】
【化１２】
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と表現することができる。これら４個の直交リソースはＲＲＣシグナリングにより任意の
ＵＥに割り当てられうる。このようなＲＲＣシグナリングは、例えば、個別の４個のＲＲ
Ｃシグナリングであってもよく、４個の直交リソースで構成された一つのセット
【０２００】
【化１３】

を一つのＲＲＣシグナリングを通じて該当のＵＥに知らせるものであってもよい。４個の
ＰＵＣＣＨリソース候補が割り当てられたＵＥは、追加的に受信するＡＲＩが表す値に基
づいて、４個のＰＵＣＣＨリソース候補から、自身が使用する一つのＰＵＣＣＨリソース
【０２０１】
【化１４】

を最終的に決定することができる。
【０２０２】
　下記の表１３に、単一アンテナ（ｓｉｎｇｌｅ　ａｎｔｅｎｎａ）伝送の場合にＰＵＣ
ＣＨフォーマット３のためのリソース割当を例示的に表す。
【０２０３】
【表１３】

　以下では、上述の内容に基づいて、本発明の種々の例示について具体的に説明する。
【０２０４】
　実施例１
　本実施例１は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合（すなわち、ＰＣｅ
ｌｌのためのＰＤＳＣＨ（ｓ）のみを受信した場合、またはＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨ
（ｓ）を受信した場合）において、あらかじめ定義された（ｐｒｅ－ｄｅｆｉｎｅｄ）リ
ソース割当を用いる方案に関する。
【０２０５】
　ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＵＣＣＨフォーマット３のリ
ソースインデックスをあらかじめ定めておくことが可能である。すなわち、端末は、ＰＣ
ｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇでない場合には、ＳＣｅｌｌで受信されるＡＲＩ
からＰＵＣＣＨリソースインデックスを誘導し、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉ
ｎｇの場合には、あらかじめ定められたＰＵＣＣＨリソースインデックスを用いることが
可能である。
【０２０６】
　具体的に、端末がＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に使用するＰＵＣ
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ＣＨフォーマット３リソースを決定し得るように、新しいインデックスをあらかじめ定め
ておくことができる。この新しいインデックスは、ＳＣｅｌｌでのＡＲＩと同じ意味を有
することができる。言い換えると、この新しいインデックスは、ＲＲＣにより設定された
リソース候補セットのうち、いずれか一つを指示（ｉｎｄｉｃａｔｅ）する用途に用いる
ことができる。この新しいインデックスは、リソース候補セットのうち、特定順番の（例
えば、最初または最後の）リソースを指示する、あらかじめ定義される規則（または特定
値）の形態とすることができる。
【０２０７】
　例えば、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト３リソースを決定するインデックスは、システム－特定値（ｓｙｓｔｅｍ－ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃ　ｖａｌｕｅ）とすることができる。または、このインデックスは、基地局－特定
値（ｅＮＢ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｖａｌｕｅ）または端末－特定値（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｖａｌｕｅ）としてＲＲＣ設定されてもよい。
【０２０８】
　図２８は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にＰＵＣＣＨリソース決
定のためにあらかじめ定義されたリソース割当の例示を示すフローチャートである。
【０２０９】
　段階Ｓ２８１０で、端末は、上位層設定（ｈｉｇｈｅｒ－ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ）（例えば、ＲＲＣシグナリング）により、ＰＵＣＣＨフォーマット３のた
めの４個のリソースを含むＰＵＣＣＨリソース候補セット
【０２１０】

【化１５】

を受信することができる。
【０２１１】
　段階Ｓ２８２０で、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためにＰＵＣＣＨフォーマット３を使用す
る場合に、端末はＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇか否かを判定することがで
きる。段階Ｓ２８２０の結果がＮＯである（すなわち、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅ
ｉｖｉｎｇでない）と、段階Ｓ２８３０が行われ、段階Ｓ２８２０の結果がＹＥＳである
と（すなわち、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇであると）、段階Ｓ２８４０
が行われる。
【０２１２】
　段階Ｓ２８３０で、端末は、ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ（ｓ）内のＴＰＣフィールドを再
使用して指示されるＡＲＩを用いて、４個のＰＵＣＣＨリソース候補から、自身が使用す
る一つのＰＵＣＣＨリソース（すなわち、一つのリソースインデックス）を計算／選択す
ることができる。
【０２１３】
　一方、段階Ｓ２８４０では、ＳＣｅｌｌでのＰＤＣＣＨの受信がないので、端末は、あ
らかじめ定義された規則（または、あらかじめ定義されたインデックス）によって、４個
のＰＵＣＣＨリソース候補から一つのＰＵＣＣＨリソースを選択することができる。図２
８の例示では、あらかじめ定義された規則が、ＰＵＣＣＨリソース候補セットから最後の
ＰＵＣＣＨリソースインデックスを選択するようになっている。すなわち、段階Ｓ２８４
０で端末は、
【０２１４】

【化１６】

を計算／選択することができる。
【０２１５】



(46) JP 6185629 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

　段階Ｓ２８３０または段階Ｓ２８４０の後、端末は、計算／選択されたインデックスに
該当するリソースを用いてＰＵＣＣＨフォーマット３を使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を
伝送することができる。
【０２１６】
　実施例２
　本実施例２は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合（すなわち、ＰＣｅ
ｌｌのためのＰＤＳＣＨ（ｓ）のみを受信した場合、またはＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨ
（ｓ）を受信した場合）において、追加の（ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ）リソースインデック
スをあらかじめ定めてＰＵＣＣＨリソース割当に用いる方案に関する。
【０２１７】
　ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＵＣＣＨフォーマット３の追
加のリソースインデックスをあらかじめ定めておくことが可能である。すなわち、端末は
、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇでない場合には、ＳＣｅｌｌで受信される
ＡＲＩからＰＵＣＣＨリソースインデックスを誘導すればよく、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－
ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合には、あらかじめ定められた追加のＰＵＣＣＨリソースインデ
ックスを用いることができる。前述の実施例１でいうあらかじめ定められたインデックス
は、端末に設定されるＰＵＣＣＨリソース候補のうちの一つに対してあらかじめ定められ
たインデックスであるのに対し、本実施例２では、端末に設定されるＰＵＣＣＨリソース
候補とは別途に追加のリソースインデックスをあらかじめ定めておく。
【０２１８】
　本実施例によれば、例えば、２ビットサイズのＡＲＩが用いられる場合に４個のＲＲＣ
設定されたリソース候補セットが定義される場合において、ＲＲＣシグナリングを通じて
追加の一つのリソース候補を端末に知らせることができる。そのために、ＲＣ設定された
リソース候補セットを５個のＰＵＣＣＨリソースインデックスで構成し、そのいずれか一
つのあらかじめ定められたリソースインデックス（例えば、最後のリソースインデックス
）をＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にのみ用いられるものと設定する
ことができる。または、４個のＲＲＣ設定されたリソース候補セットと別に、ＰＣｅｌｌ
－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇのための一つのリソース候補を設定してもよい。これら
両場合のいずれにおいても、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にのみ使
用するための（すなわち、ＳＣｅｌｌでのＡＲＩにより指示されない）余分のリソースイ
ンデックスを端末に割り当てることができる。ここで、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅ
ｉｖｉｎｇのための一つの追加のリソース候補は、既存のＲＲＣ設定される４個のリソー
ス候補と重複しないように設定されることが好ましいが、場合によっては重複して設定さ
れることを許容してもよい。
【０２１９】
　図２９は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にＰＵＣＣＨリソース決
定のためにあらかじめ定義された追加のリソース割当の例示を示すフローチャートである
。
【０２２０】
　段階Ｓ２９１０で、端末は、上位層設定（ｈｉｇｈｅｒ－ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ）（例えば、ＲＲＣシグナリング）により、５個のＰＵＣＣＨフォーマット
３のためのリソースを含むＰＵＣＣＨリソース候補セット
【０２２１】
【化１７】

【０２２２】
【化１８】
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を受信することができる。
【０２２３】
　段階Ｓ２９２０で、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためにＰＵＣＣＨフォーマット３を使用す
る場合に、端末は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇか否かを判定できる。段
階Ｓ２９２０の結果がＮＯである（すなわち、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎ
ｇでない）と、段階Ｓ２９３０が行われ、段階Ｓ２９２０の結果がＹＥＳである（すなわ
ち、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇである）と、段階Ｓ２９４０が行われる
。
【０２２４】
　段階Ｓ２９３０で端末は、５個のＰＵＣＣＨリソース候補セットのうち、あらかじめ定
められた所定の規則によって決定された４個のＰＵＣＣＨリソース候補（例えば、インデ
ックスの低い４個のＰＵＣＣＨリソース、
【０２２５】
【化１９】

から、ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ（ｓ）内のＴＰＣフィールドを再使用して指示されるＡＲ
Ｉを用いて、自身が使用する一つのＰＵＣＣＨリソースを計算／選択することができる。
【０２２６】
　一方、段階Ｓ２９４０ではＳＣｅｌｌでのＰＤＣＣＨの受信がないので、端末は、あら
かじめ定義された規則によって一つのＰＵＣＣＨリソースを計算／選択することができる
。ここで、あらかじめ定められた規則は、例えば、ＲＲＣ設定された５個のＰＵＣＣＨリ
ソース候補のうち、最後のリソース
【０２２７】
【化２０】

を選択する規則と定義することができる。ここで、段階Ｓ２９３０で５個のうち４個のＰ
ＵＣＣＨリソース候補を決定する規則と、段階Ｓ２９４０で５個のうち１個のＰＵＣＣＨ
リソース候補を決定する規則は、互いに重ならないように定義されるとよいが、場合によ
って、リソース候補が重なって選択されるように定義されてもよい。
【０２２８】
　段階Ｓ２９３０または段階Ｓ２９４０の後、端末は、計算／選択されたインデックスに
該当するリソースを用いてＰＵＣＣＨフォーマット３を使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を
伝送することができる。
【０２２９】
　実施例３
　本実施例３は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合（すなわち、ＰＣｅ
ｌｌのためのＰＤＳＣＨ（ｓ）のみを受信した場合、またはＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨ
（ｓ）を受信した場合）において、ＤＡＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　
Ｉｎｄｅｘ）をＰＵＣＣＨリソース割当に用いる方案に関する。
【０２３０】
　前述の実施例１及び２では、追加の物理層シグナリング（例えば、ＰＤＣＣＨシグナリ
ング）無しに、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にＰＵＣＣＨフォーマ
ット３のためのリソースインデックスを誘導する方案について説明した。本実施例３では
、ＳＣｅｌｌでのＰＤＣＣＨの受信がない場合であるから、既存の方式のようにＳＣｅｌ
ｌ上でＡＲＩを受信することはできないが、ＰＣｅｌｌ上で受信される物理層シグナリン
グのうち、ＡＲＩの機能を担当し得る情報を定義して用いる方案に関する。具体的に、本
実施例では、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＤＣＣＨ内に含ま
れるＤＡＩ情報をＡＲＩ情報として用いる方案に関する。
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【０２３１】
　ＰＤＣＣＨ内のＤＡＩフィールドはＴＤＤシステムに対して定義されるもので、ＤＬ割
当（またはＰＤＳＣＨスケジューリング）に対して与えられるインデックスである。端末
が複数個のＤＬ割当（ＰＤＳＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを一つの上りリンクサブフ
レームで伝送するに当たり、ＤＡＩから、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送されるＤＬ割当（ＰＤＳ
ＣＨ）の個数に関する情報を導出することができる。例えば、端末が基地局に、複数個の
ＤＬ割当（ＰＤＳＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を（ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリン
グなどを用いて）伝送するに当たり、複数個のＰＤＣＣＨのうち一部を端末が受信できな
い（すなわち、逃す）ことがある。こうなると、端末は、自身が逃したＰＤＣＣＨに該当
するＰＤＳＣＨが自身に送られた事実さえ知らず、よって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成に誤り
が発生しうる。このような問題を解決するためにＤＡＩを用いることができる。既存のＴ
ＤＤシステムにおいて、例えば、Ｎ個のＤＬサブフレームに対して一つのＵＬサブフレー
ムが対応している場合に、Ｎ個のＤＬサブフレーム区間に伝送されるＰＤＣＣＨに順次に
ＤＡＩを付与（すなわち、順次にカウント）すると、端末は、ＰＤＣＣＨ中のＤＡＩ情報
から、これまでＰＤＣＣＨを正確に受信したか否かが判断できる。
【０２３２】
　本実施例では、ＰＵＣＣＨフォーマット３が使用される場合に、ＰＣｅｌｌのＰＤＣＣ
Ｈ内のＤＡＩが元来の用途に用いられない場合を考慮して、ＤＡＩを、ＰＵＣＣＨリソー
ス割当を決定するＡＲＩの用途に再使用することを提案する。具体的に、ＰＵＣＣＨフォ
ーマット３がＴＤＤシステムで用いられても、時間－ドメインあるいはＣＣ－ドメイン（
または、周波数－ドメイン）でバンドリングが行われないＡＣＫ／ＮＡＣＫフルマルチプ
レクシング（ｆｕｌｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）モードで動作する場合にはＤＡＩ情
報が不要になる。したがって、ＤＡＩフィールドをＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖ
ｉｎｇの場合にＡＲＩの用途に再使用することができる。
【０２３３】
　図３０は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にＰＵＣＣＨリソース決
定のためにＤＡＩフィールドをＡＲＩの用途に用いる例示を示すフローチャートである。
【０２３４】
　段階Ｓ３０１０で、端末は、上位層設定（ｈｉｇｈｅｒ－ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ）（例えば、ＲＲＣシグナリング）により、ＰＵＣＣＨフォーマット３のた
めの４個のリソースを含むＰＵＣＣＨリソース候補セット
【０２３５】
【化２１】

を受信することができる。
【０２３６】
　段階Ｓ３０２０で、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためにＰＵＣＣＨフォーマット３を使用す
る場合に、端末は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇか否かを判定できる。段
階Ｓ３０２０の結果がＮＯである（すなわち、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎ
ｇでない）と、段階Ｓ３０３０が行われ、段階Ｓ３０２０の結果がＹＥＳである（すなわ
ち、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇである）と、段階Ｓ３０４０が行われる
。
【０２３７】
　段階Ｓ３０３０で端末は、ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ（ｓ）内のＴＰＣフィールドを再使
用して指示されるＡＲＩを用いて、４個のＰＵＣＣＨリソース候補から、自身が使用する
一つのＰＵＣＣＨリソース（すなわち、一つのリソースインデックス）を計算／選択する
ことができる。
【０２３８】
　一方、段階Ｓ３０４０では、ＳＣｅｌｌでのＰＤＣＣＨの受信がないので、端末は、Ｐ
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ＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ内のＤＡＩフィールドを再使用して指示されるＡＲＩを用いて、４
個のＰＵＣＣＨリソース候補から、自身が使用する一つのＰＵＣＣＨリソース（すなわち
、一つのリソースインデックス）を計算／選択することができる。
【０２３９】
　段階Ｓ３０３０または段階Ｓ３０４０の後、端末は、計算／選択されたインデックスに
該当するリソースを用いてＰＵＣＣＨフォーマット３を使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を
伝送することができる。
【０２４０】
　実施例３－１
　本実施例３－１は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合（すなわち、Ｐ
ＣｅｌｌのためのＰＤＳＣＨ（ｓ）のみを受信した場合、またはＰＣｅｌｌでのみＰＤＣ
ＣＨ（ｓ）を受信した場合）において、バンドリングされたサブフレーム内で同じＡＲＩ
値を適用する例示に関する。
【０２４１】
　本発明の説明でいう「バンドリングされたサブフレーム（またはバンドリングウィンド
ウ）」とは、実際に時間－ドメインまたはＣＣ－ドメイン（または周波数－ドメイン）で
バンドリングが行われる単位を意味するのではなく、バンドリングウィンドウ内の下りリ
ンクサブフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が一つの上りリンクＰＵＣＣＨで伝送さ
れる場合に、それらの下りリンクサブフレームで構成された一つの単位を意味する。
【０２４２】
　例えば、ＬＴＥリリース－８　ＴＤＤシステムでは、上記の表１２（下りリンク関連セ
ットインデックスＫ：
【０２４３】
【化２２】

を表した表）のように、特定ＵＬサブフレーム（サブフレームｎ）で以前のどのＤＬサブ
フレーム（サブフレームｎ－ｋ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が伝送されるかを定義し
ている。上記の表１２の例示を参照してバンドリングサブフレームを説明すると、特定Ｕ
Ｌサブフレームで特定ＤＬサブフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが伝送される場合に、
該特定ＤＬサブフレームをバンドリングサブフレームと称する。例えば、ＵＬ－ＤＬ　ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　４の場合に、ＵＬサブフレーム２に対するバンドリングされ
たサブフレームはＤＬサブフレーム１２、８、７、１１であり、ＵＬサブフレーム３に対
するバンドリングされたサブフレームはＤＬサブフレーム６、５、４、７である。
【０２４４】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３をＴＤＤで使用する場合に、前述したように、複数のＤＬサ
ブフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が一つのＵＬ　ＰＵＣＣＨを通じて伝送される
場合がある。この場合、前述した実施例３によって、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉ
ｖｉｎｇの場合に複数個のＤＬサブフレームで一つ以上のＰＤＣＣＨが検出されるとき、
各ＰＤＣＣＨで指示するＡＲＩ（＝ＤＡＩ）値が互いに異なると、それらのうちいずれの
ＡＲＩ値によってＰＵＣＣＨリソースを計算／選択すればよいか不明になる。
【０２４５】
　このような問題を防止するために、バンドリングされたサブフレームについては、ＰＣ
ｅｌｌで伝送されるＰＤＣＣＨのＡＲＩ値（すなわち、ＤＡＩフィールドの値）を同一に
維持させなければならない。
【０２４６】
　実施例３－２
　本実施例３－２は、バンドリングされたＣＣ内で同じＡＲＩ値を適用する例示に関する
。本実施例は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にも適用可能であり、
これは、実際に基地局ではＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ上で下りリンク伝送をしたが、端末
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ではＳＣｅｌｌでの下りリンク伝送は検出できず、ＰＣｅｌｌでのみ下りリンク伝送を受
信した場合を含むことができる。
【０２４７】
　本発明の説明でいう「バンドリングされたＣＣ（またはバンドリングウィンドウ）」は
、実際に時間－ドメインまたはＣＣ－ドメイン（または周波数－ドメイン）でバンドリン
グが行われる単位を意味するのではなく、バンドリングの有無とは別に、バンドリングウ
ィンドウ内の下りリンクＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が一つの上りリンクＰＵＣＣ
Ｈで伝送される場合に、それらの下りリンクＣＣで構成された一つの単位を意味する。例
えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフルマルチプレクシングが適用される場合には、バンドリングさ
れたＣＣは、端末に設定されたＣＣの個数と同じ意味で使われる。
【０２４８】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３をＴＤＤまたはＦＤＤシステムで使用する場合に、前述した
ように、複数のＤＬ　ＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が一つのＵＬ　ＰＵＣＣＨを通
じて伝送される場合がある。ここで、複数のＤＬ　ＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が
伝送されるという意味は、ＰＣｅｌｌ及び一つ以上のＳＣｅｌｌで下りリンク伝送が存在
する場合に該当可能である。このような場合、ＰＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ内のＡＲＩ値とＳ
ＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ内のＡＲＩ値とが異なっていると、そのうちいずれのＡＲＩ値によ
ってＰＵＣＣＨリソースを計算／選択すればよいか不明になる。
【０２４９】
　したがって、このような問題点を予防するために、ＰＣｅｌｌでＡＲＩの用途に用いら
れるフィールド（ＤＡＩフィールド）の値を、ＳＣｅｌｌでのＡＲＩ用途に用いられるフ
ィールド（ＴＰＣフィールド）の値と同一に維持させなければならない。
【０２５０】
　実施例３－３
　本実施例３－３は、バンドリングされたＣＣ及びサブフレーム内で同じＡＲＩ値を適用
する例示に関する。
【０２５１】
　すなわち、前述した実施例３－１及び３－２を同時に考慮する場合（例えば、複数個の
ＣＣ及び複数個のサブフレームが一つのバンドリング単位となる場合）に、それぞれのＣ
ｅｌｌまたはそれぞれのサブフレームでのＡＲＩ値が互いに異なっていると、ＰＵＣＣＨ
リソース計算／選択に不明瞭性が発生することがあり、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌでのＰ
ＤＣＣＨ内のＡＲＩが同一に維持されると共に、複数個のサブフレーム上のＰＤＣＣＨ内
のＡＲＩも同一に維持されなければならない。
【０２５２】
　実施例４
　本実施例４は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合（すなわち、ＰＣｅ
ｌｌのためのＰＤＳＣＨ（ｓ）のみを受信した場合、またはＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨ
（ｓ）を受信した場合）において、ＴＰＣフィールドをＰＵＣＣＨリソース割当に用いる
方案に関する。本実施例４は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフルマルチプレクシングが適用される場
合、適用されない場合のいずれにも適用可能である。また、本実施例４は、空間（ｓｐａ
ｔｉａｌ）バンドリング（複数個のコードワードに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング
）が適用される場合、適用されない場合のいずれにも適用可能である。
【０２５３】
　前述した実施例３では追加の物理層シグナリング無しでＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃ
ｅｉｖｉｎｇにおいてもＰＵＣＣＨリソース（例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット３のリソ
ース）のリソースインデックスを決定する方案について説明した。実施例３は、ＤＡＩが
元来の用途（ＤＬ割当（またはＰＤＳＣＨスケジューリング）に対して順次に与えられる
インデックスの用途）に使用されない場合に、ＤＡＩをＡＲＩ用途に用いる例示に関する
。したがって、ＰＵＣＣＨフォーマット３がＴＤＤシステムで用いられ、且つ時間－ドメ
インあるいはＣＣ－ドメイン（または周波数－ドメイン）でバンドリングが支援される場
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合には、正しいＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の生成のためにＤＡＩ情報が元来の用途に用いられ
る必要がある。
【０２５４】
　そのため、本実施例４では、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にＤＡ
Ｉフィールドを別の用途に再使用しない。本実施例４では、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅ
ｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＣｅｌｌ上のＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドをＡＲＩの用
途に再使用する方案を提案する。
【０２５５】
　ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇでない場合（すなわち、ＳＣｅｌｌ上でＰ
ＤＣＣＨ伝送がある場合）には、ＳＣｅｌｌでのＴＰＣフィールドがＡＲＩの用途に再使
用されることは前述の通りである。しかし、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ
の場合には、ＳＣｅｌｌ上でＴＰＣフィールドの伝送がないので、正しいＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ伝送のために新しい方案が定義される必要がある。
【０２５６】
　本実施例４によれば、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に、ＰＣｅｌ
ｌ上であらかじめ定められた規則によって決定された特定ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィール
ドは元来の伝送電力制御の用途のまま使用し、残りのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドはＡ
ＲＩの用途に再使用することができる。このように、端末は、ＰＣｅｌｌ上であらかじめ
定められた規則によって決定された特定ＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドのみを本来の電力
制御の用途に使用し、ＰＣｅｌｌ上でそれ以外のＰＤＣＣＨが受信される場合にはそのＰ
ＤＣＣＨのＴＰＣフィールドをＡＲＩと解釈することができる。
【０２５７】
　ここで、ＴＰＣフィールドが元来の用途に使用されない場合に、または端末が電力制御
用途のＴＰＣフィールドを含むＰＤＣＣＨを逃したり（ｍｉｓｓ）基地局がスケジューリ
ングしない場合に、端末の上りリンク伝送電力の決定に対する動的制御性能が多少低下す
ることがある。しかし、ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣ値は絶対値ではなく、以前の伝送電力に対
する相対的なオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）値であり、端末がＴＰＣ値を１～２回アップデ
ートしなくても、既存に設定された伝送電力は維持される。また、ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣ
フィールド値を用いる伝送電力方案の他にも、補完的な電力制御方案が備えられている（
これは、本発明の範囲から逸脱する部分であるから、具体的な説明は省く）。したがって
、ＴＰＣ値の落ちが実質的にネットワーク性能に大きい影響を与えることはない。
【０２５８】
　本実施例の適用において、ＰＣｅｌｌ上であらかじめ定められた規則によって一つ以上
のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドを元来の用途（電力制御用途）に使用することができる
。このあらかじめ定められた規則の例示について説明すると、下記の通りてある。
【０２５９】
　第一の例示として、バンドリングサブフレーム内でｎ番目のサブフレームで伝送される
ＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドが元来の用途に用いられるように定義することができる。
ここで、ｎは、バンドリングサブフレームのうち一部のサブフレームを指示する値でよい
。例えば、バンドリングサブフレームのうち一つのサブフレームを指示する場合に、ｎは
、０番目のサブフレームまたは最後のサブフレームを指示する値にすることができる。ま
た、ｎは、バンドリングされるサブフレームの個数（または、バンドリングサブフレーム
のサイズ）によって異なるように定められてもよい。バンドリングされるサブフレームの
個数は、例えば、上記の表１２で表すように、１、２、３、４または９でよい。または、
新しく定義されるバンドリング方式によって別の個数のサブフレームがバンドリングされ
てもよい。また、ｎは、バンドリングサブフレームのうちの複数個のサブフレームの集合
を指示してもよい。例えば、ｎ＝０、１と表す場合に、バンドリングサブフレームのうち
、０番目及び１番目のサブフレームで伝送されるＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドを元来の
用途に用いることを意味することができる。このように、ｎが複数の値を有する場合に、
後述するフォールバックテスト（ｆａｌｌ－ｂａｃｋ　ｔｅｓｔ）のための受信されたＰ
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ＤＣＣＨ（ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ＰＤＣＣＨ）の個数もｎ値の個数だけ増加する。例えば、
ｎが２個の値を有すると、フォールバックテストのための受信されたＰＤＣＣＨの個数も
２個にならなければならない。以下の本発明の説明では、便宜上、ｎが一つの値を有する
場合を挙げて説明する。
【０２６０】
　第二の例示として、バンドリングサブフレーム内でｎ番目のＤＡＩ値を有するＰＤＣＣ
ＨでＴＰＣフィールドが元来の用途に用いられるように定義することができる。ここで、
ｎは、０，１，２，３，…のうち一つの値を有することができる。または、ＤＡＩ値が１
，２，３，４，…のように解釈される場合には、ｎ＝１，２，３，４，…のうち一つの値
にすることができる。このような場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフルマルチプレクシングモード
（時間－ドメインまたはＣＣ－ドメイン（または周波数－ドメイン）バンドリングが適用
されない場合）でも、ＰＣｅｌｌ上のＰＤＣＣＨ内にＤＡＩフィールドが含まれうる。ま
た、ｎは、複数個の値の集合の形態で定められてもよい。例えば、ｎ＝０、１のように与
えられる場合に、０番目と１番目のＤＡＩ値を有するＰＤＣＣＨでＴＰＣフィールドが元
来の用途に使用されることを表すことができる。または、ＤＡＩ値が１から始まるものと
解釈される場合には、ｎ＝１、２のように与えられると、１番目と２番目のＤＡＩ値を有
するＰＤＣＣＨでＴＰＣフィールドが元来の用途に使用されることを表すことができる。
このように、ｎが複数の値を有する場合に、後述するフォールバックテスト（ｆａｌｌ－
ｂａｃｋ　ｔｅｓｔ）のための受信されたＰＤＣＣＨ（ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ＰＤＣＣＨ）
の個数もｎ値の個数だけ増加する。例えば、ｎが２個の値を有すると、フォールバックテ
ストのための受信されたＰＤＣＣＨの個数も２個にならなければならない。以下の本発明
の説明では、便宜上、ｎが一つの値を有する場合を挙げて説明する。
【０２６１】
　第二の例示において、ＤＡＩ値は、２ビットサイズを有し、端末に割り当てられるＰＤ
ＣＣＨに対する連続した（順次の）カウンターを意味することができる。実際に伝送され
るＤＡＩフィールドの値は、０、１、２、３（２ビット値で表現すると、００、０１、１
０、１１）のうち一つになり、これらはそれぞれ端末ではＤＡＩ値１、２、３、４と解釈
される。これを、実際に伝送されるＤＡＩ値の観点と、端末が解釈するＤＡＩ値の観点と
に分けて説明すると下記の通りである。
【０２６２】
　実際に伝送されるＤＡＩフィールドの値が０、１、２または３であり、端末は、これを
それぞれ１、２、３または４番目のＰＤＣＣＨと解釈することができる。この場合、実際
に伝送されるＤＡＩ値の観点で、特定端末においてｎ＝０（０、１、２、３のセットのう
ち）の場合が、最初のＰＤＣＣＨを意味する。
【０２６３】
　実際に伝送されるＤＡＩ値が０，１、２または３であり、端末はこれをそれぞれ１、２
、３または４番目のＰＤＣＣＨと解釈することができる。この場合、端末で解釈されるＤ
ＡＩ値の観点で、特定端末においてｎ＝１（１、２、３、４のセットのうち）の場合が最
初のＰＤＣＣＨを意味する。
【０２６４】
　要するに、ＰＤＣＣＨに含まれる実際のＤＡＩフィールドの値００、０１、１０、１１
は、端末が解釈するＤＡＩ値１、２、３、４にそれぞれマッピング可能である。
【０２６５】
　これらの例示のように、ｎ値により決定される、ｎ番目のサブフレームのＰＤＣＣＨま
たはＤＡＩ＝ｎのＰＤＣＣＨでのＴＰＣフィールドは、元来の用途（電力制御の用途）に
使用し、それ以外のＰＤＣＣＨでのＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に再使用できる。
【０２６６】
　図３１は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にＰＵＣＣＨリソース決
定のためにＴＰＣフィールドをＡＲＩの用途に用いる例示を示すフローチャートである。
図３１の例示で、あらかじめ定義された規則によって決定された特定の一つのＰＤＣＣＨ
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のＴＰＣフィールドは元来の用途に使用され、残りのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドはＡ
ＲＩに再使用される場合を仮定する。
【０２６７】
　段階Ｓ３１１０で、端末は、上位層設定（ｈｉｇｈｅｒ－ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ）（例えば、ＲＲＣシグナリング）により、ＰＵＣＣＨフォーマット３のた
めの４個のリソースを含むＰＵＣＣＨリソース候補セット
【０２６８】
【化２３】

を受信することができる。
【０２６９】
　段階Ｓ３１２０で、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためにＰＵＣＣＨフォーマット３を使用す
る場合に、端末は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇか否かを判定できる。段
階Ｓ３１２０の結果がＮＯである（すなわち、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎ
ｇでない）と、段階Ｓ３１３０が行われ、段階Ｓ３１２０の結果がＹＥＳである（すなわ
ち、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇである）と、段階Ｓ３１４０が行われる
。
【０２７０】
　段階Ｓ３１３０で端末は、ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ（ｓ）内のＴＰＣフィールドを再使
用して指示されるＡＲＩを用いて、４個のＰＵＣＣＨリソース候補から、自身が使用する
一つのＰＵＣＣＨリソース（すなわち、一つのリソースインデックス）を計算／選択する
ことができる。
【０２７１】
　一方、段階Ｓ３１４０で、端末は、受信されたＰＤＣＣＨ（ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ＰＤＣ
ＣＨ）の個数が１か否かを判定できる。段階Ｓ３１４０は、ＳＣｅｌｌでのＰＤＣＣＨの
受信がない場合に行われるので、受信されたＰＤＣＣＨの個数は、ＰＣｅｌｌで受信され
たＰＤＣＣＨの個数を意味する。段階Ｓ３１４０の結果がＹＥＳである（すなわち、ＰＣ
ｅｌｌで受信されたＰＤＣＣＨの個数＝１である）と、段階Ｓ３１５０が行われ、段階Ｓ
３１４０の結果がＮＯである（すなわち、ＰＣｅｌｌで受信されたＰＤＣＣＨの個数＞１
である）と、段階Ｓ３１６０が行われる。
【０２７２】
　段階Ｓ３１５０で、端末がＰＣｅｌｌで一つのＰＤＣＣＨのみを受信した場合に、端末
は、そのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは元来の用途（電力制御の用途）に用いられ、他
のＰＤＣＣＨがないので、端末はＡＲＩ値を受信できなかったと見なすことができる。こ
の場合は、端末が既存のＬＴＥリリース－８モードで動作するように定義することができ
る。これをフォールバック（ｆａｌｌ－ｂａｃｋ）モードで動作するということができる
。フォールバックモードは、既存に定義されたＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用い
たＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送動作と同一であり、その具体的な説明は省略する。また、段階Ｓ
３１４０で、受信されたＰＤＣＣＨの個数が１か否か判定することは、フォールバックモ
ードを適用するか否かを判定するという意味から、フォールバックテストと呼ぶことがで
きる。
【０２７３】
　一方、段階Ｓ３１６０で、端末は、ＰＣｅｌｌ上で受信されたＰＤＣＣＨの個数が１よ
りも大きい場合であるから、それらのうち、一つのＰＤＣＣＨでのＴＰＣフィールドは元
来の用途に使用し、残りのＰＤＣＣＨでのＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に使用するこ
とができる。これにより、端末は、ＰＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドを再使
用して指示されるＡＲＩを用いて、４個のＰＵＣＣＨリソース候補から、自身が使用する
一つのＰＵＣＣＨリソース（すなわち、一つのリソースインデックス）を計算／選択する
ことができる。
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【０２７４】
　段階Ｓ３１３０または段階Ｓ３１６０の後、端末は、計算／選択されたインデックスに
該当するリソースを用いてＰＵＣＣＨフォーマット３を使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を
伝送することができる。
【０２７５】
　図３１の例示では、端末で受信された（または検出された）ＰＤＣＣＨの個数のみを検
出し、受信されたＰＤＣＣＨの個数が１であると、当該ＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドが
元来の用途に用いられるＰＤＣＣＨであると仮定した場合の動作について説明した。
【０２７６】
　しかし、受信されたＰＤＣＣＨの個数が１の場合に、当該ＰＤＣＣＨが、ＴＰＣフィー
ルドを元来の用途に用いるＰＤＣＣＨである場合もあり、または、ＴＰＣフィールドがＡ
ＲＩ用途に再使用されるＰＤＣＣＨである場合もある。したがって、受信されたＰＤＣＣ
Ｈの個数が１であるからといって無条件にフォールバックモードで動作するのではなく、
それについてより具体的に判定してもよい。
【０２７７】
　図３２は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にＰＵＣＣＨリソース決
定のためにＴＰＣフィールドをＡＲＩの用途に用いる他の例示を示すフローチャートであ
る。図３２の例示で、あらかじめ定義された規則により決定された特定の一つのＰＤＣＣ
ＨのＴＰＣフィールドは元来の用途に用いられ、残りのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは
ＡＲＩの用途に再使用される場合を仮定する。
【０２７８】
　図３２の例示の説明において、図３１と重複する動作（段階Ｓ３２１０、Ｓ３２２０、
Ｓ３２３０、Ｓ３２４０）についての説明は省略する。
【０２７９】
　段階Ｓ３２５０は、段階Ｓ３２４０の結果がＹＥＳの場合（すなわち、ＰＣｅｌｌで受
信されたＰＤＣＣＨ個数が１の場合）に行われる。段階Ｓ３２５０では、受信された一つ
のＰＤＣＣＨが、あらかじめ定義されたＰＤＣＣＨである（すなわち、ＴＰＣフィールド
が元来の用途に用いられるＰＤＣＣＨである）か否かを判定する。例えば、受信されたＰ
ＤＣＣＨが、バンドリングサブフレーム内で最初のサブフレーム上のＰＤＣＣＨであるか
否か判定することができる。他の例示として、受信されたＰＤＣＣＨが、ＤＡＩ＝１のＰ
ＤＣＣＨであるか否かを判定してもよい。その結果がＹＥＳであると段階Ｓ３２６０が行
われ、ＮＯであると段階Ｓ３２７０が行われる。
【０２８０】
　段階Ｓ３２６０では、受信された一つのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドが元来の用途に
用いられなければならず、端末はＡＲＩ値を確認できないと見なし、フォールバックモー
ドで動作（ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送）すること
ができる。
【０２８１】
　段階Ｓ３２７０は、段階Ｓ３２４０の結果がＮＯの場合に行われる。すなわち、受信さ
れたＰＤＣＣＨの個数＞１の場合に、ＴＰＣフィールドが元来の用途に用いられるＰＤＣ
ＣＨは一つのみ存在すると仮定したので、端末は少なくとも一つのＰＤＣＣＨのＴＰＣフ
ィールドがＡＲＩとして再使用されることがわかる。端末は、該当のＰＤＣＣＨのＴＰＣ
フィールドからＡＲＩ値を用いて、４個のＰＵＣＣＨリソース候補から、自身が使用する
一つのＰＵＣＣＨリソース（すなわち、一つのリソースインデックス）を計算／選択する
ことができる。　
【０２８２】
　また、段階Ｓ３２７０は、段階Ｓ３２５０の結果がＮＯの場合にも行われる。すなわち
、受信されたＰＤＣＣＨの個数が１であり、該ＰＤＣＣＨがＴＰＣフィールドを元来の用
途に用いるＰＤＣＣＨでない場合であるから、端末は、該一つのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィ
ールドをＡＲＩ用途に再使用することがわかる。端末は、該ＰＤＣＣＨのＴＰＣフィール
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ドからＡＲＩ値を用いて、４個のＰＵＣＣＨリソース候補から、自身が使用する一つのＰ
ＵＣＣＨリソース（すなわち、一つのリソースインデックス）を計算／選択することがで
きる。
【０２８３】
　段階Ｓ３２７０の後、端末は、計算／選択されたインデックスに該当するリソースを用
いてＰＵＣＣＨフォーマット３を使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送することができる
。
【０２８４】
　実施例４－１
　本実施例４－１は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合（すなわち、Ｐ
ＣｅｌｌのためのＰＤＳＣＨ（ｓ）のみを受信した場合、またはＰＣｅｌｌでのみＰＤＣ
ＣＨ（ｓ）を受信した場合）において、バンドリングされたサブフレーム内で同じＡＲＩ
値を適用する例示に関する。
【０２８５】
　本発明の説明でいう「バンドリングされたサブフレーム（またはバンドリングウィンド
ウ）」は、実際に時間－ドメインまたはＣＣ－ドメイン（または周波数－ドメイン）でバ
ンドリングが行われる単位を意味するのではなく、バンドリングウィンドウ内の下りリン
クサブフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が一つの上りリンクＰＵＣＣＨで伝送され
る場合に、それらの下りリンクサブフレームで構成された一つの単位を意味する。
【０２８６】
　例えば、ＬＴＥリリース－８　ＴＤＤシステムでは、上記の表１２（下りリンク関連セ
ットインデックスＫ：
【０２８７】
【化２４】

を表した表）のように、特定ＵＬサブフレーム（サブフレームｎ）で以前のどのＤＬサブ
フレーム（サブフレームｎ－ｋ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が伝送されるかを定義し
ている。上記の表１２の例示を参照してバンドリングサブフレームを説明すると、特定Ｕ
Ｌサブフレームで特定ＤＬサブフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが伝送される場合に、
該特定ＤＬサブフレームをバンドリングサブフレームと呼ぶ。例えば、ＵＬ－ＤＬ　ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　４の場合に、ＵＬサブフレーム２に対するバンドリングされた
サブフレームは、ＤＬサブフレーム１２、８、７、１１であり、ＵＬサブフレーム３に対
するバンドリングされたサブフレームは、ＤＬサブフレーム６、５、４、７である。
【０２８８】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３をＴＤＤで使用する場合に、前述したように、複数のＤＬサ
ブフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が一つのＵＬ　ＰＵＣＣＨを通じて伝送される
場合がある。この場合、前述の実施例４によって、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖ
ｉｎｇの場合に、複数個のＤＬサブフレームで複数個のＰＤＣＣＨが検出され、そのうち
ＴＰＣフィールドがＡＲＩとして再使用されるＰＤＣＣＨのそれぞれで表すＡＲＩ（＝Ｔ
ＰＣ）値が互いに異なると、それらのうちいずれのＡＲＩ値によってＰＵＣＣＨリソース
を計算／選択すればよいか不明になる。
【０２８９】
　ここで、ＴＰＣフィールドがＡＲＩとして再使用されるＰＤＣＣＨは、ＴＰＣが元来の
用途に用いられるようにあらかじめ定義された規則によって決定されたＰＤＣＣＨ（例え
ば、ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）以外の、残りのＰＤＣＣＨ（例えば、ＤＡＩ＞１のＰＤＣ
ＣＨ）でよい。
【０２９０】
　このような問題を防止するためには、バンドリングされたサブフレーム内では、ＰＣｅ
ｌｌで伝送される、ＴＰＣがＡＲＩの用途に再使用される（すなわち、ＴＰＣが元来の用
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途に用いられるＰＤＣＣＨ以外の）ＰＤＣＣＨのＡＲＩ値（＝ＴＰＣフィールドの値）を
同一に維持させなければならない。
【０２９１】
　実施例４－２
　本実施例４－２は、バンドリングされたＣＣ内で同じＡＲＩ値を適用する例示に関する
。
【０２９２】
　本発明の説明でいうバンドリングされたＣＣ（またはバンドリングウィンドウ）は、実
際に時間－ドメインまたはＣＣ－ドメイン（または周波数－ドメイン）でバンドリングが
行われる単位を意味するのではなく、バンドリングの有無とは別に、バンドリングウィン
ドウ内の下りリンクＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が一つの上りリンクＰＵＣＣＨで
伝送される場合に、それらの下りリンクＣＣで構成された一つの単位を意味する。例えば
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフルマルチプレクシングが適用される場合には、バンドリングされた
ＣＣは、端末に設定されたＣＣの個数と同じ意味で使われてもよい。
【０２９３】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３をＴＤＤまたはＦＤＤシステムで使用する場合に、前述した
ように、複数のＤＬ　ＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が一つのＵＬ　ＰＵＣＣＨを通
じて伝送される場合がある。ここで、複数のＤＬ　ＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が
伝送されるという意味は、ＰＣｅｌｌ及び一つ以上のＳＣｅｌｌで下りリンク伝送が存在
する場合に該当可能である。この場合、ＰＣｅｌｌでＴＰＣフィールドがＡＲＩとして再
使用されるＰＤＣＣＨ内のＡＲＩ値とＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ内のＡＲＩ値とが異なって
いると、それらのうちいずれのＡＲＩ値によってＰＵＣＣＨリソースを計算／選択すれば
よいか不明になる。
【０２９４】
　したがって、このような問題点を予防するために、ＰＣｅｌｌでＡＲＩ用途に用いられ
るフィールド（ＴＰＣフィールド）の値は、ＳＣｅｌｌでのＡＲＩ用途に用いられるフィ
ールド（ＴＰＣフィールド）の値と同一に維持させなければならない。
【０２９５】
　ここで、ＰＣｅｌｌでは、ＴＰＣが元来の用途に用いられるようにあらかじめ定義され
た規則によって決定されたＰＤＣＣＨ（例えば、ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）以外の、残り
のＰＤＣＣＨ（例えば、ＤＡＩ＞１のＰＤＣＣＨ）のＡＲＩ値を、ＳＣｅｌｌでのＡＲＩ
値と同一に維持させることができる。
【０２９６】
　実施例４－３
　本実施例４－３は、バンドリングされたＣＣ及びサブフレーム内で同じＡＲＩ値を適用
する例示に関する。
【０２９７】
　すなわち、前述の実施例４－１及び４－２を同時に考慮する場合（例えば、複数個のＣ
Ｃ及び複数個のサブフレームが一つのバンドリング単位となる場合）に、それぞれのＣｅ
ｌｌまたはそれぞれのサブフレームでのＡＲＩ値が互いに異なっていると、ＰＵＣＣＨリ
ソース計算／選択に不明瞭性が発生することがあり、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌでのＰＤ
ＣＣＨ内のＡＲＩが同一に維持されると共に、複数個のサブフレーム上のＰＤＣＣＨ内の
ＡＲＩも同一に維持されなければならない。
【０２９８】
　ここで、ＰＣｅｌｌでは、ＴＰＣが元来の用途に用いられるようにあらかじめ定義され
た規則によって決定されたＰＤＣＣＨ（例えば、ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）以外の、残り
のＰＤＣＣＨ（例えば、ＤＡＩ＞１のＰＤＣＣＨ）のＡＲＩ値を同一に維持させることが
できる。
【０２９９】
　図３３は、ＰＣｅｌｌでＤＡＩ値に基づいてＴＰＣフィールドを元来の用途またはＡＲ
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Ｉ用途に用いる実施例を説明するための図である。
【０３００】
　ＤＡＩフィールド値は、各ｃｅｌｌ別にＰＤＣＣＨの累積カウンターの用途に用いられ
る。すなわち、一つのｃｅｌｌ内でＰＤＣＣＨごとに順次に１ずつ増加するＤＡＩ値が与
えられる。このようなＰＤＣＣＨが毎サブフレームごとに必ずしも存在するわけではない
。
【０３０１】
　図３３の例示では、ＰＣｅｌｌで最初及び３番目のサブフレームで下りリンク割当ＰＤ
ＣＣＨが存在し、最初のサブフレームのＰＤＣＣＨでのＤＡＩ値は０であり、３番目のサ
ブフレームのＰＤＣＣＨでのＤＡＩ値は１である。他のＳＣｅｌｌに対しても、下りリン
ク割当ＰＤＣＣＨごとに順次にＤＡＩ値が与えられることを示した。図３３では、ＤＡＩ
値が０，１，２，３，０，１，２，３，…のように与えられることを例示するが、これは
、端末の解釈観点ではＤＡＩ＝１，２，３，４，１，２，３，４，…と同じ意味であるこ
とは明らかである。
【０３０２】
　前述の本実施例４と関連して、ＰＣｅｌｌでＤＡＩ値によってＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフ
ィールドが元来の用途に用いられることもあり、ＡＲＩの用途に用いられることもある。
例えば、ＰＣｅｌｌでＤＡＩ＝０（または、端末の解釈観点ではＤＡＩ＝１）のＰＤＣＣ
Ｈ、すなわち、図３３の例示では、ＰＣｅｌｌにおいて、最初のサブフレームのＰＤＣＣ
ＨでのＴＰＣフィールドは元来の用途（電力制御の用途）に使用され、それ以外の残りＰ
ＤＣＣＨのＴＰＣフィールドはＡＲＩ用途に再使用される。
【０３０３】
　また、本実施例４－１乃至４－３と関連して、バンドリングされるサブフレーム及び／
またはバンドリングされるＣｅｌｌ内でＡＲＩ値が同一に維持されるとよい。例えば、図
３３の例示で示す４個のサブフレーム及び５個のＣｅｌｌにわたってバンドリングウィン
ドウが適用される場合に、端末は、ＰＣｅｌｌの最初のサブフレーム（ＤＡＩ＝０）のＰ
ＤＣＣＨでのＴＰＣフィールドを除いては、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌの残りＰＤＣＣＨ
のＴＰＣフィールド（すなわち、ＡＲＩ用途に用いられるＴＰＣフィールド）の値がいず
れも同一であると仮定（ａｓｓｕｍｅ）することができる。
【０３０４】
　実施例５
　本実施例５は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合（すなわち、ＰＣｅ
ｌｌのためのＰＤＳＣＨ（ｓ）のみを受信した場合、またはＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨ
（ｓ）を受信した場合）において、ＴＰＣフィールドをＰＵＣＣＨリソース割当に用いる
方案に関する。本実施例５は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ部分バンドリング（ｐａｒｔｉａｌ　ｂ
ｕｎｄｌｉｎｇ）の場合に適用される本発明の例示に関する。部分バンドリングとは、時
間－ドメインでのみバンドリングが適用されたり、またはＣＣ－ドメイン（または周波数
－ドメイン）でのみバンドリングが適用されることを意味する。
【０３０５】
　基本的には、前述の実施例４と同様に、ＤＡＩフィールドを元来の用途（それぞれのＣ
ｅｌｌでＰＤＣＣＨの累積カウンターの用途）に使用し、ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィール
ドをＡＲＩとして再使用することができる。ここで、あらかじめ定められた特定ＰＤＣＣ
ＨのＴＰＣフィールドは元来の用途に用いられる。このような特定ＰＤＣＣＨは、バンド
リングサブフレーム内のｎ番目のサブフレームのＰＤＣＣＨと定めることができる（これ
についての説明は、前述の実施例４の説明と重複するので省略する）。または、ＴＰＣが
元来の用途に用いられるＰＤＣＣＨは、ＤＡＩ値に基づいて決定されてもよい。
【０３０６】
　前述した図３１または図３２の例示は、基本的な動作として本実施例５にも実質的に同
一に適用され、その詳細は前述の実施例４の説明の通りである。
【０３０７】
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　以下では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ部分バンドリングが適用される場合に、ＤＡＩ値に基づい
てＴＰＣフィールドが元来の用途またはＡＲＩの用途に用いられる具体的な方案について
説明する。
【０３０８】
　まず、ＰＣｅｌｌのバンドリングサブフレーム内でｎ番目のＤＡＩ値を有するＰＤＣＣ
ＨでＴＰＣフィールドが元来の用途に用いられるように定義することができる。ここで、
ＤＡＩフィールド自体の値は０，１，２，３，…のように与えられ、端末の解釈観点では
ＤＡＩ＝１，２，３，４，…になり得る。
【０３０９】
　このような場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ部分バンドリングモード（時間－ドメインまたはＣ
Ｃ－ドメイン（または周波数－ドメイン）バンドリングが適用される場合）において、Ｐ
Ｃｅｌｌ上のＰＤＣＣＨ内にＤＡＩフィールドが含まれることが可能である。このとき、
ＰＣｅｌｌのＰＤＣＣＨに含まれるＤＡＩフィールドの値は、あらかじめ定められた規則
に従うべきであり、これに関する本発明の具体的な提案について以下に説明する。
【０３１０】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ部分バンドリングが適用されるとすると、ＤＡＩ＝ｎのＰＤＣＣＨの
ＴＰＣフィールドが元来の用途（電力制御の用途）に用いられるようにあらかじめ定めら
れた場合に、ＰＤＣＣＨのＤＡＩフィールドは、下記のような種々の方式で決定すること
ができる。
【０３１１】
　既存（ＬＴＥリリース－８）のＴＤＤモードでのＤＡＩは、端末に割り当てられたＰＤ
ＣＣＨの累積値を表し、これを単純に多重搬送波環境に適用すると、端末に設定された全
Ｃｅｌｌ（またはＣＣ）にわたって端末に割り当てられたＰＤＣＣＨの累積値を表すのに
用いることができる。例えば、図３４の例示のように、４個のサブフレーム及び２個のＣ
ＣにわたってＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングが適用される場合に、バンドリングウィンド
ウ内でＣＣインデックスが増加する方向を優先にしてＤＡＩ値が増加する方式でＤＡＩ値
を決定することができる。しかし、このような方式は部分バンドリングではそのまま適用
し難い。そこで、複数個のＣＣ（またはＣｅｌｌ）が構成されるＬＴＥリリース－１０の
ＴＤＤモードでは、他の方式でＤＡＩ値を決定する方案が望まれる。
【０３１２】
　図３５は、ＣＡ　ＴＤＤシステムの場合にＤＡＩ値を決定する例示を示す図である。
【０３１３】
　一例示として、ＤＡＩ値は、それぞれのＣｅｌｌ別に複数個のサブフレームにわたって
端末に割り当てられる累積ＰＤＣＣＨの個数を表すことができる（図３５（ａ））。例え
ば、時間－ドメインでのバンドリングが適用される場合に、この例示のようにＤＡＩ値を
決定することが好ましい。このとき、ＰＤＣＣＨの累積個数は、一つの無線フレーム内の
全体サブフレーム内でのＰＤＣＣＨに対してカウントされる方式で適用されてもよく、ま
たは、時間－ドメインでの実際バンドリングウィンドウ（ｒｅａｌ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ　
ｗｉｎｄｏｗ、実際にＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングが行われる一つの単位）内でのＰＤ
ＣＣＨに対してカウントされる方式でＰＤＣＣＨ累積個数が適用されてもよい。図３５（
ａ）の例示で、ＳＣｅｌｌ＃２での４個のサブフレーム単位の実際バンドリングウィンド
ウ内において３個のサブフレーム上のＰＤＣＣＨでのＤＡＩはそれぞれ０、１、２に決定
され、これは、当該ＰＤＣＣＨのそれぞれが１、２、３番目のＰＤＣＣＨであることを表
す累積カウンターとしてＤＡＩフィールドが用いられた例示である。
【０３１４】
　他の例示として、ＤＡＩ値は、それぞれのサブフレーム別に複数個のＣＣ（またはＣｅ
ｌｌ）上で端末に割り当てられるＰＤＣＣＨの全体（ｔｏｔａｌ）個数を表すこともでき
る（図３５（ｂ））。例えば、ＣＣ－ドメインでの部分バンドリングが適用される場合に
、この例示のようにＤＡＩ値を決定することが好ましい。このとき、ＰＤＣＣＨの総（ｔ
ｏｔａｌ）個数は、端末に設定された全体ＣＣ内のＰＤＣＣＨの個数と決定されることが
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可能である。または、ＣＣ－ドメインでの実際バンドリングウィンドウ（ｒｅａｌ　ｂｕ
ｎｄｌｉｎｇ　ｗｉｎｄｏｗ、実際にＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングが行われる一つの単
位）内でのＰＤＣＣＨの個数としてＰＤＣＣＨの総（ｔｏｔａｌ）個数が決定されてもよ
い。図３５（ｂ）の例示で、最初のサブフレームでのＰＤＣＣＨのＤＡＩ＝２であり、こ
れは、ＤＡＩフィールドが、当該サブフレームでのＰＤＣＣＨ総個数が３であることを表
す指示子として用いられた例示である。
【０３１５】
　または、ＤＡＩ値は、それぞれのサブフレーム別に複数個のＣＣ（またはＣｅｌｌ）上
で、端末に割り当てられるＰＤＣＣＨの累積カウンターと決定されてもよい。このとき、
ＰＤＣＣＨの累積個数は、端末に設定された全体ＣＣ内でＣＣインデックス（またはＣｅ
ｌｌインデックス）が増加する順にＰＤＣＣＨごとにカウントされるとよい。または、Ｃ
Ｃ－ドメインでの実際バンドリングウィンドウ内でＣＣインデックス（またはＣｅｌｌイ
ンデックス）が増加する順にＰＤＣＣＨごとにカウントされてもよい。例えば、図３５（
ｂ）の例示で、３番目のサブフレームでは、ＰＣｅｌｌでＤＡＩ＝０、ＳＣｅｌｌ＃２で
ＤＡＩ＝１、ＳＣｅｌｌ＃３でＤＡＩ＝２、ＳＣｅｌｌ＃４でＤＡＩ＝３のようにＤＡＩ
値が決定されてもよい。
【０３１６】
　図３５（ａ）の例示のように、時間－ドメインでの実際バンドリングウィンドウ内で割
り当てられたＰＤＣＣＨの累積カウンターとしてＤＡＩが用いられる場合には（すなわち
、ＣＣ別にリセット（ｒｅｓｅｔ）される方式でＤＡＩ値が決定される場合には）、ＰＣ
ｅｌｌ上で特定ＤＡＩ値を持つ（例えば、ＤＡＩ＝０の）ＰＤＣＣＨ以外の残りＰＣｅｌ
ｌ、及びＳＣｅｌｌ上のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドをＡＲＩ用途に用いる本発明の実
施例を同一に適用することができる。
【０３１７】
　一方、図３５（ｂ）の例示のように、ＣＣ－ドメイン（または周波数－ドメイン）での
実際バンドリングウィンドウ内で割り当てられたＰＤＣＣＨの全体（ｔｏｔａｌ）個数（
または累積カウンター）としてＤＡＩが用いられる場合には、ＰＣｅｌｌ上で特定ＤＡＩ
値を持つ（例えば、ＤＡＩ＝０の）ＰＤＣＣＨ以外の残りＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ上の
ＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドをＡＲＩ用途に用いる本発明の実施例は適用し難い。
【０３１８】
　例えば、特定端末にＰＣｅｌｌ上で最初のサブフレームと２番目のサブフレームでＰＤ
ＣＣＨが割り当てられ、ＳＣｅｌｌではＰＤＣＣＨが割り当てられない場合を仮定しよう
。この場合は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合に該当するが、端末で
受信されたＰＤＣＣＨのＤＡＩ値は２つのサブフレームとも同じ値（例えば、ＤＡＩ＝０
）になる（ＤＡＩフィールドが該当のサブフレームでのＰＤＣＣＨ総個数指示子または累
積カウンターとして用いられる両方の場合とも、上記の仮定によればＤＡＩ＝０になる）
。この場合、端末はＰＣｅｌｌの２つのＰＤＣＣＨのうち、いずれのＰＤＣＣＨのＴＰＣ
フィールドをＡＲＩ用途に使用し、いずれのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドを元来の用途
に用いるかを決定できない不明瞭性が発生する。言い換えると、サブフレーム別にＤＡＩ
値がリセットされる方式でＤＡＩ値が決定されると、ＰＣｅｌｌ上で特定ＤＡＩ値を持つ
（例えば、ＤＡＩ＝０の）ＰＤＣＣＨ以外の残りＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ上のＰＤＣＣ
ＨのＴＰＣフィールドをＡＲＩ用途に用いる本発明の実施例を適用できない問題がある。
【０３１９】
　このような問題を解決するために、異なったＤＡＩ値の決定方式をＰＣｅｌｌ及びＳＣ
ｅｌｌに適用することを考慮することができる。例えば、ＳＣｅｌｌでは、周波数－ドメ
イン（またはＣＣ－ドメイン）での実際バンドリングウィンドウ内で割り当てられるＰＤ
ＣＣＨの累積カウンターとしてＤＡＩを使用し、ＰＣｅｌｌでは、時間－ドメインでの実
際バンドリングウィンドウ内で割り当てられるＰＤＣＣＨの総個数指示子（または累積カ
ウンター）としてＤＡＩを使用することができる。
【０３２０】
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　または、本実施例の適用のためには、少なくともＰＣｅｌｌでのＤＡＩを時間－ドメイ
ンでのＰＤＣＣＨの累積カウンターとして定義する必要がある。したがって、ＰＣｅｌｌ
上のＰＤＣＣＨのＤＡＩは、時間－ドメインでの実際バンドリングウィンドウ内で割り当
てられるＰＤＣＣＨの累積カウンターとして用いられ、ＳＣｅｌｌ上のＰＤＣＣＨのＤＡ
Ｉは、ＰＣｅｌｌで用いられるＤＡＩと同一または異なった方式で用いられてもよい。
【０３２１】
　以下に説明する本発明の例示では、説明の便宜のために、ＰＤＣＣＨのＤＡＩフィール
ドが下記のような形態で用いられるとする。
【０３２２】
　まず、ＰＤＣＣＨ内のＤＡＩフィールドを、ＣＣ別にバンドリングウィンドウ内で複数
個のサブフレーム上に割り当てられるＰＤＣＣＨの累積カウンターとして用いることがで
きる。すなわち、ＤＡＩ値は、ＣＣ別に独立して決定される。ここで、ＤＡＩフィールド
のビット値０，１，２，３はそれぞれ、累積カウンター１，２，３，４を意味することが
できる。すなわち、ＤＡＩフィールドのビット値の観点では０，１，２，３と表現され、
端末が解釈するＤＡＩ値の観点では１，２，３，４と表現される。
【０３２３】
　次に、ＰＤＣＣＨ内のＤＡＩフィールドを、サブフレーム別にバンドリングウィンドウ
内で複数個のＣＣ上に割り当てられるＰＤＣＣＨの総個数の指示子として用いることがで
きる。ここで、ＤＡＩフィールドのビット値０，１，２，３はそれぞれ、総個数１，２，
３，４を意味することができる。すなわち、ＤＡＩフィールドのビット値の観点では０，
１，２，３と表現され、端末が解釈するＤＡＩ値の観点では１，２，３，４と表現される
。
【０３２４】
　図３６乃至図３９は、ＣＣ－ドメインバンドリングでのＤＡＩフィールド使用の種々の
例示を示すものである。図３６乃至図３９の例示では、端末に５個のＣＣが設定（ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒｅｄ）され、ＴＤＤで４　ＤＬ－１　ＵＬ設定（すなわち、４個のＤＬサブフ
レームでの下りリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を集めて一つのＵＬサブフレー
ムのＰＵＣＣＨを通じて伝送する設定）である場合を示す。また、図３６乃至図３９の例
示で、バンドリングウィンドウは５個のＣＣ及び４個のサブフレームで構成される。しか
し、図３６乃至図３９で、実際バンドリングウィンドウの最大サイズは４、５または２で
ある場合を示している。
【０３２５】
　図３６の例示では、ＰＣｅｌｌにはＣＣ－ドメインバンドリングが適用されない構成を
示す（ＣＣ－ドメイン実際バンドリングウィンドウの最大サイズ＝４）。この場合、ＰＣ
ｅｌｌのＤＡＩフィールドは、ＰＣｅｌｌ内でサブフレームに割り当てられるＰＤＣＣＨ
の累積カウンターとして用いられる。ＳＣｅｌｌのＤＡＩフィールドは、サブフレーム別
にＳＣｅｌｌのみに割り当てられるＰＤＣＣＨの全体（ｔｏｔａｌ）個数として用いられ
る。
【０３２６】
　図３７の例示では、ＰＣｅｌｌにＣＣ－ドメインバンドリングが適用されない構成を示
す（ＣＣ－ドメイン実際バンドリングウィンドウの最大サイズ＝４）。この場合、ＰＣｅ
ｌｌのＤＡＩフィールドは、ＰＣｅｌｌ内でサブフレームに割り当てられるＰＤＣＣＨの
累積カウンターとして用いられる。ＳＣｅｌｌのＤＡＩフィールドは、サブフレーム別に
ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌに割り当てられるＰＤＣＣＨの全体（ｔｏｔａｌ）個数として
用いられる。これにより、端末は、ＳＣｅｌｌのＤＡＩから、該当のサブフレーム内で基
地局が割り当てたＰＤＣＣＨの総個数（ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ全部でのＰＤＣＣＨの
総個数）がわかる。この情報に加えてＰＣｅｌｌのＤＡＩを用いて、端末は、実際バンド
リングウィンドウ内で自身が検出／受信に失敗したＰＤＣＣＨがあるか否かを判断できる
。これにより、該当のサブフレーム内のＣＣ－ドメインＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを
效果的に行うことができる。
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【０３２７】
　例えば、図３７の例示で、端末が２番目のサブフレームでＳＣｅｌｌ上で検出したＰＤ
ＣＣＨ内のＤＡＩ＝２の場合に、端末は、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌの両方で割り当てら
れたＰＤＣＣＨの総個数が３であることがわかる。ここで、ＳＣｅｌｌ＃２で端末がＰＤ
ＣＣＨを受信できなかった場合を仮定しよう。この場合、単にＳＣｅｌｌ上でのＤＡＩ値
からは、受信できなかったＰＤＣＣＨが実際バンドリングウィンドウ内の（すなわち、Ｓ
Ｃｅｌｌ上の）ＰＤＣＣＨであるか、或いは実際バンドリングウィンドウ以外の（すなわ
ち、ＰＣｅｌｌ上の）ＰＤＣＣＨであるか確定できない。ここで、ＰＣｅｌｌでのＤＡＩ
値は時間上累積カウンターで与えられるので、端末はＰＣｅｌｌ上で最初及び３番目のサ
ブフレームでのＤＡＩ値が順次に与えられたことを確認することで、ＰＣｅｌｌでは、検
出に失敗したＰＤＣＣＨが無いことが確認できる。結論として、端末は、２番目のサブフ
レームでは、ＳＣｅｌｌのいずれか一つでＰＤＣＣＨ検出に失敗したことがわかる。
【０３２８】
　図３８の例示では、ＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌ両方にＣＣ－ドメインバンドリングが適用
される構成を示す（ＣＣ－ドメイン実際バンドリングウィンドウの最大サイズ＝５）。こ
の場合、ＰＣｅｌｌのＤＡＩフィールドは、ＰＣｅｌｌ内でサブフレームに割り当てられ
るＰＤＣＣＨの累積カウンターとして用いられる。ＳＣｅｌｌのＤＡＩフィールドは、該
当のサブフレーム内でＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌの両方で割り当てられたＰＤＣＣＨの総
個数として用いられる。これにより、端末は、ＳＣｅｌｌのＤＡＩから、該当のサブフレ
ーム内で基地局が割り当てたＰＤＣＣＨの総個数（ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌの両方での
ＰＤＣＣＨの総個数）がわかる。これは、実際バンドリングウィンドウ内のＰＤＣＣＨの
個数を表すから、端末は、該当の実際バンドリングウィンドウ内で自身が検出／受信に失
敗したＰＤＣＣＨが存在するか否かを判定できる。これにより、該当のサブフレーム内の
ＣＣ－ドメインＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを效果的に行うことができる。
【０３２９】
　図３９の例示では、ＣＣ－ドメイン実際バンドリングウィンドウの最大サイズが２の場
合を示す。この場合、ＰＣｅｌｌにはＣＣ－ドメインバンドリングが適用されず、４個の
ＳＣｅｌｌに対して最大サイズ２の実際バンドリングウィンドウ２個が構成される。この
場合、ＰＣｅｌｌのＤＡＩフィールドは、ＰＣｅｌｌ内でサブフレームに割り当てられる
ＰＤＣＣＨの累積カウンターとして用いられる。ＳＣｅｌｌのＤＡＩフィールドは、サブ
フレーム別に、ＰＣｅｌｌ以外の、実際バンドリングウィンドウ内のＳＣｅｌｌ（最大２
個）で割り当てられるＰＤＣＣＨの総個数として用いられる。
【０３３０】
　本実施例５は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ部分バンドリング（時間－ドメインまたは周波数－ド
メインでのバンドリング）が適用される場合に関するもので、この場合にも、ＡＲＩ（＝
ＴＰＣフィールド）値がバンドリングウィンドウ内で異なっていると、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
バンドリング動作の不明瞭性が発生する。
【０３３１】
　したがって、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ場合に、バンドリングされた
サブフレーム内では、ＰＣｅｌｌでＴＰＣフィールドがＡＲＩ用途に再使用される（すな
わち、ＴＰＣが元来の用途に用いられるＰＤＣＣＨ以外の）ＰＤＣＣＨのＡＲＩ値を同一
に維持させることができる。また、バンドリングされたＣＣ内で、ＰＣｅｌｌでＡＲＩ用
途に用いられるフィールド（＝ＴＰＣフィールド）の値は、ＳＣｅｌｌでのＡＲＩ用途に
用いられるフィールド（＝ＴＰＣフィールド）の値と同一に維持させることができる。ま
た、バンドリングされたＣＣ及びサブフレーム内で、ＰＣｅｌｌでは、ＴＰＣが元来の用
途に用いられるようにあらかじめ定義された規則によって決定されたＰＤＣＣＨ（例えば
、ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）以外の、残りのＰＤＣＣＨ（例えば、ＤＡＩ＞１のＰＤＣＣ
Ｈ）のＡＲＩ値を同一に維持させることができる。これに関連する具体的な事項として前
述した実施例４－１乃至４－３で説明した本発明の原理を、本実施例５にも同一に適用す
ることができる。説明の明瞭性のために重複する説明は省略する。
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【０３３２】
　多重搬送波支援システムにおいて下りリンク半－持続的スケジューリング伝送に対する
上りリンク確認応答の伝送
　ＬＴＥリリース－８システムは、半－持続的スケジューリング（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉ
ｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ；ＳＰＳ）を支援する。下りリンクＳＰＳ伝送の活性
化（ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）の場合に、ＰＤＣＣＨによって、ＳＰＳ伝送に関する時間／
周波数リソースがあらかじめ割り当てられ、割り当てられたリソースを通じて対応のＰＤ
ＣＣＨ無しでＰＤＳＣＨが伝送される方式で動作することができる。また、ＳＰＳ伝送の
解除（ｒｅｌｅａｓｅ）については、ＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨを伝送することが
できる。
【０３３３】
　ＳＰＳに関連したＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは２つの形態に区別可能である。そ
の一つは「サブフレームｎ－ｋ内で端末により検出される、下りリンクＳＰＳ解除を指示
するＰＤＣＣＨ（ＰＤＣＣＨ　ｉｎｄｉｃａｔｉｎｇ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ＳＰＳ　ｒｅ
ｌｅａｓｅ　ｄｅｔｅｃｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ＵＥ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　ｓｕｂｆ
ｒａｍｅ（ｓ）ｎ－ｋ）」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックがサブフレームｎで
伝送される形態である。もう一つは、「サブフレームｎ－ｋ内で対応するＰＤＣＣＨのな
いＰＤＳＣＨ伝送（ＰＤＳＣＨ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ａ　ｃ
ｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ＰＤＣＣＨ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　ｓｕｂｆｒａｍｅ（ｓ
）ｎ－ｋ）」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックがサブフレームｎで伝送される形
態である。前者は、ｎ－ｋ（ｋは、一つの値または複数の値を含む）番目のサブフレーム
でのＰＤＣＣＨが存在する場合に、そのＰＤＣＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ックがｎ番目のサブフレームで伝送される場合に該当する。後者は、ＳＰＳ活性化の後に
別途のＰＤＣＣＨ無しでＳＰＳ伝送がｎ－ｋ番目のサブフレームで受信される場合に、当
該ＳＰＳ伝送に対する規則的なＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックがｎ番目のサブフレーム
で伝送される場合に該当する。ＳＰＳ伝送に関する具体的な内容は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３
６．２１３文書を参照すればよい。
【０３３４】
　ＬＴＥリリース－８システムでのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのためのＰＵＣＣＨ
リソースインデックスは、基本的に、ＰＤＣＣＨのＣＣＥインデックスに基づいて決定さ
れる。ｎ番目のサブフレームでの一つのＰＵＣＣＨでのＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が、ｎ－ｋ
番目のサブフレームでの一つ以上のＰＤＣＣＨ（一般的なＰＤＣＣＨも、ＤＬ　ＳＰＳ解
除を指示するＰＤＣＣＨも含む）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を含む場合には、ＰＤＣ
ＣＨのＣＣＥインデックスからＰＵＣＣＨリソースインデックスを誘導することができる
。しかし、ｎ－ｋ番目のサブフレームでのＰＤＣＣＨのないＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ応答のみをｎ番目のサブフレームで伝送しなけはばならない場合には、該ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ応答のためのＰＵＣＣＨリソースインデックスを決定することができない。このよ
うな問題を解決するために、ＬＴＥリリース－８システムでは、ＲＲＣシグナリングを用
いて「対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ伝送（すなわち、ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ伝送）
」のみが存在する場合のためのＰＵＣＣＨリソースインデックスセット（例えば、４個の
ＰＵＣＣＨリソースインデックスで構成された一つのセット）をあらかじめ知らせる。ま
た、ＳＰＳ活性化を指示するＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドを用いて、ＰＵＣＣＨリソ
ースインデックスセットのうちいずれのＰＵＣＣＨリソースを使用するかを指定する。Ｄ
Ｌ　ＳＰＳに対するＰＵＣＣＨリソースインデックス
【０３３５】
【化２５】

とＴＰＣフィールドの値とのマッピング関係は、下記の表１４のように定義される。
【０３３６】
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【表１４】

　前述のようなＤＬ　ＳＰＳ伝送が多重搬送波支援システムで行われる場合に、ＤＬ　Ｓ
ＰＳ伝送を考慮したＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送方案が望まれる。
【０３３７】
　これに関する本発明の種々の実施例は、前述した実施例４または実施例５と類似に、特
定端末のためのＰＣｅｌｌの最初のＰＤＣＣＨ（すなわち、ＤＡＩ＝１（ＤＡＩ＝１，２
，３，４，…）のＰＤＣＣＨ）のＴＰＣフィールドは、元来の用途である伝送電力制御の
用途に用いられ、残りのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に用いられること
を前提に説明する。ただし、この仮定は説明の明瞭性のためのもので、本発明の適用例が
これに制限されるわけではなく、他の方式でＡＲＩ情報が提供されてもよい。
【０３３８】
　ｎ－ｋ番目のサブフレームでの「対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ伝送」（以下で
は、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」と称する）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答をｎ番目のサ
ブフレームで伝送する場合に、ｎ－ｋ番目のサブフレーム内でＰＤＣＣＨのないＳＰＳが
受信され、追加的に一つのＰＤＣＣＨが検出されることがある。この場合、ＰＤＣＣＨに
対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答及びＰＤＣＣＨのないＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答
が伝送される必要がある。ここで、一つの検出されたＰＤＣＣＨが最初のＰＤＣＣＨ（例
えば、ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）である場合には、当該ＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは
元来の用途に用いられるので、端末ではＡＲＩ情報が受信されない場合に該当する。その
ため、端末はＰＵＣＣＨフォーマット３のためのリソースインデックスを決定することが
できない。以下では、このような問題を解決するための本発明の種々の実施例について説
明する。
【０３３９】
　上述したように、以下の説明において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送を必要とする場合は、次
の３ケースのうち一つに該当する。ケース１は、「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」
に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫであり、ケース２は「ＤＬ　ＳＰＳ解除ＰＤＣＣＨ」に対する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫであり、ケース３は「ＤＬ　ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ」に対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫである。
【０３４０】
　ケース３は、「対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ、「
ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ、または単に「ＳＰＳ」に対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫと称することもできる。また、ケース１で、「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　Ｐ
ＤＣＣＨ」におけるＰＤＣＣＨを「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」と呼ぶこともでき
る。
【０３４１】
　実施例６
　本実施例６は、常にＰＵＣＣＨフォーマット３リソースを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答
を伝送する方案に関する。
【０３４２】
　ＳＰＳのみのためのＰＵＣＣＨフォーマット３リソースインデックスセットを、ＲＲＣ
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シグナリングを通じて端末に知らせることができる。例えば、上記の表１３のような形態
で
【０３４３】
【化２６】

【０３４４】

【化２７】

で構成されたセットに関する情報を端末に提供することができる。また、ＳＰＳ活性化を
指示するＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドを通じて、ＰＵＣＣＨフォーマット３リソース
インデックスセットのうちいずれのリソースインデックスを使用するかを端末に指定する
ことができる。
【０３４５】
　一例として、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳのみに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを
必要とする場合に、ＲＲＣ設定されたセットから、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨを通じて指示
された特定ＰＵＣＣＨフォーマット３リソースインデックスを選択及び使用することがで
きる。すなわち、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳのみのＡＣＫ／ＮＡＣＫも、ＰＵＣＣＨフォー
マット３を用いて伝送することができる。
【０３４６】
　他の例示として、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　Ｐ
ＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを必要とする場合には、下記の方案
を適用することができる。
【０３４７】
　第一の方案は、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨを通じて指示されたＰＵＣＣＨフォーマット３
リソースインデックスを選択及び使用することである。すなわち、「ＰＤＣＣＨのないＳ
ＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫも、
ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて伝送することができる。
【０３４８】
　第二の方案は、一つの「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」にＡＲＩ情報が含まれるか
否かによって再び２つの方案に区別される。
【０３４９】
　一つの「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」がＡＲＩ情報を含まないＰＤＣＣＨ（例え
ば、最初のＤＡＩを持つ（ＤＡＩ＝１の）ＰＤＣＣＨ）の場合に、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣ
Ｈを通じて指示されたＰＵＣＣＨフォーマット３リソースインデックスを選択及び使用す
ることができる。すなわち、「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」からＡＲＩ情報が獲得
されない場合にも、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　Ｐ
ＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて伝送するこ
とができる。
【０３５０】
　一つの「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」が、ＡＲＩ情報を含むＰＤＣＣＨ（例えば
、最初のＤＡＩを有しない（ＤＡＩ＞１の）ＰＤＣＣＨ）の場合に（この場合は、最初の
ＤＡＩを有するＰＤＣＣＨを端末が逃した場合でもよい）、「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤ
ＣＣＨ」内のＴＰＣフィールドが指示するＡＲＩ値を用いて、ＰＵＣＣＨフォーマット３
リソースインデックスを選択及び使用することができる。
【０３５１】
　一方、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む複数のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫフィードバックが伝送される場合には、前述した本発明の例示のように、ＰＣｅｌ
ｌ内の２番目以上の（例えば、ＤＡＩ＞１の）ＰＤＣＣＨまたはＳＣｅｌｌ内のＰＤＣＣ
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ＨのＴＰＣフィールドが指示するＡＲＩ値によって、ＰＵＣＣＨフォーマット３リソース
インデックスを決定することができる。
【０３５２】
　実施例７
　本実施例７は、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ「のみ」の伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、
常にフォールバックモードで動作する方案に関する。ここで、フォールバックモードは、
ＬＴＥリリース－８で定義される動作によってＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送が行われることであ
り、例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するモ
ードを意味する。一方、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び他の下りリンク伝送（ＰＤＳＣ
Ｈ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する場合には、ＰＵＣＣＨ
フォーマット３を用いることができる。
【０３５３】
　そのために、ＳＰＳ「のみ」が伝送される場合に使用するＰＵＣＣＨフォーマット１ａ
／１ｂリソースインデックスセットを、ＲＲＣシグナリングを通じて端末に知らせること
ができる。ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースインデックスセットは、例えば、
上記の表１４のように設定されるとよいが、別の方式で設定されてもよい。また、ＳＰＳ
活性化を指示する時に、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドを用いてＰＵＣＣ
Ｈリソースインデックスセットのうちいずれを使用するかを指定することができる。
【０３５４】
　ＳＰＳ伝送の時間／周波数リソースは基地局と端末間にあらかじめ設定されているため
、基地局及び端末は、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ックがいつ送受信されるかを知っている。そのため、特定端末へのＳＰＳが存在するバン
ドリングウィンドウ内では、基地局はＰＣｅｌｌ内のＰＤＣＣＨを区分せず、全てのＰＤ
ＣＣＨでのＴＰＣフィールドをＡＲＩの用途に用いることができる。すなわち、ＰＤＣＣ
ＨのないＳＰＳのみに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックの伝送において、ＰＤＣＣ
ＨのないＳＰＳが存在するバンドリングウィンドウ内で伝送されるＰＤＣＣＨは、ＰＣｅ
ｌｌ、ＳＣｅｌｌを問わずいずれもＴＰＣフィールドをＡＲＩの用途に用いることができ
る。
【０３５５】
　この場合、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを伝送す
るＰＵＣＣＨに対して、ＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドが元来の用途（上りリンク伝送電
力の制御）に用いられることがない。しかし、ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣ値は絶対値ではなく
、以前伝送電力に対する相対的なオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）値であるため、端末がＴＰ
Ｃ値を１～２回アップデートしなくても、既存に設定された伝送電力は維持される。なお
、ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールド値を用いる伝送電力方案の他にも、補完的な電力制御
方案が備えられている。また、ＦＤＤモードでＰＤＣＣＨのないＳＰＳの伝送を必要とす
る場合に、端末には元来の用途のＴＰＣ値が得られないと既に定義されている。したがっ
て、ＴＤＤモードで前述した発明の例示のように動作することによって、元来の用途のＴ
ＰＣが適用されなくても実質的にネットワーク性能に大きい影響を与えることはない。
【０３５６】
　本実施例７の一例によれば、ＰＤＤＣＨのないＳＰＳのみに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフ
ィードバックが必要な場合に、ＲＲＣ設定されたセットのうち、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨ
を通じて指示された特定ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースインデックスを選択
及び使用することができる。すなわち、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳのみのＡＣＫ／ＮＡＣＫ
の場合に、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いるフォールバックモードで動作でき
る。
【０３５７】
　他の例示として、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　Ｐ
ＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックが必要な場合には、前述したように
、バンドリングウィンドウ内の全てのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドがＡＲＩの用途に用
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いられるので、検出された一つのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドが指示するＡＲＩ値によ
ってＰＵＣＣＨフォーマット３リソースインデックスを選択及び使用することができる。
【０３５８】
　一方、ＰＤＤＣＨのないＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む複数のＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋフィードバックが伝送される場合には、前述したように、バンドリングウィンドウ内の
全てのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドがＡＲＩの用途に用いられるので、ＰＣｅｌｌ及び
／またはＳＣｅｌｌ内のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドが指示するＡＲＩ値によってＰＵ
ＣＣＨフォーマット３リソースインデックスが決定することができる。
【０３５９】
　実施例８
　本実施例８は、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ伝送を「含む」下りリンク伝送に対するＡＣＫ
／ＮＡＣＫは常にフォールバックモードで動作する方案に関する。
【０３６０】
　そのために、ＰＵＣＣＨのないＳＰＳ「のみ」が伝送される場合に使用するＰＵＣＣＨ
フォーマット１ａ／１ｂリソースインデックスセットをＲＲＣシグナリングを通じて端末
に知らせることができる。ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースインデックスセッ
トは、例えば、上記の表１４のように設定されてもよく、別の方式で設定されてもよい。
また、ＳＰＳ活性化を指示する時に、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドを用
いてＰＵＣＣＨリソースインデックスセットのうちいずれを使用するかを指定することが
できる。
【０３６１】
　本実施例８の一例によれば、ＰＤＤＣＨのないＳＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋフィードバックが必要な場合に、ＲＲＣ設定されたセットのうち、ＳＰＳ活性化ＰＤＣ
ＣＨを通じて指示された特定ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースインデックスを
選択及び使用することができる。すなわち、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳのみのＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫの場合にＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いるフォールバックモードで動作可
能である。ここで、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは
、コードワードの個数に応じて１ビットまたは２ビットのサイズを有することができ、そ
れぞれＰＵＣＣＨフォーマット１ａまたは１ｂが用いられる。
【０３６２】
　他の例示として、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　Ｐ
ＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックが必要な場合には、ＲＲＣ設定され
たセットのうち、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨを通じて指示された特定ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト１ａ／１ｂリソースインデックスを選択及び使用することができる。すなわち、ＰＤＣ
ＣＨのないＳＰＳが含まれる伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックも、ＰＵＣＣ
Ｈフォーマット１ａ／１ｂを用いるフォールバックモードで動作可能である。ここで、「
ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」のそれぞれ
に対するコードワードの個数に応じて２ビット乃至４ビットのフィードバックペイロード
が必要となる（空間バンドリングの適用がないと、一つのコードワードに対して１ビット
サイズのＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答ビットが生成されるわけである）。
【０３６３】
　以下では、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣ
Ｈ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを必要とする場合に関する本発明の具体的
な例示について説明する。
【０３６４】
　実施例８－１
　本実施例８－１は「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　Ｐ
ＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを必要とする場合に、Ｍ＝２、３ま
たは４のチャネル選択手法を用いる方案に関する。すなわち、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ
」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィード
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バックペイロードサイズは２ビット乃至４ビットであり、これを損失無く伝送するために
、２、３または４個のＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ（またはＰＵＣＣＨフォーマット１ａ
）を使用するチャネル選択方式が適用されるとよい。ＬＴＥリリース－８で定義されたＰ
ＵＣＣＨフォーマット１ｂ（または１ａ）のためのチャネル選択手法を用いる場合は、Ｌ
ＴＥリリース－８のチャネル選択手法を使用するフォールバックモードで動作すると表現
することができる。
【０３６５】
　ここで、チャネル選択のために用いられる複数のリソースのうち、一つのＰＵＣＣＨフ
ォーマット１ｂ（または１ａ）リソースは、「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」のＣＣ
Ｅインデックスから誘導され、他のＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ（または１ａ）リソース
は、ＳＰＳ活性化を指示するＰＤＣＣＨを通じて指示可能である。このような２個のＰＵ
ＣＣＨフォーマット１ｂ（または１ａ）リソースのうち一つを選択するチャネル選択方式
でＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送することができる。
【０３６６】
　追加のＰＵＣＣＨリソースをさらに必要とする場合（例えば、Ｍ＝３または４）に、「
ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」のＣＣＥインデックスに所定のオフセット（例えば、
１）を加えた値（ＣＣＥ　ｉｎｄｅｘ＋ｏｆｆｓｅｔ）に該当するＰＵＣＣＨリソースを
チャネル選択に用いることができる。「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」のＣＣＥイン
デックスに基づく追加のリソースに代えてまたは加えて、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨを通じ
て割り当てられるリソースインデックスに所定のオフセット（例えば、１）を加えた値（
ＳＰＳ　ＰＤＣＣＨ　ｉｎｄｉｃａｔｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｉｎｄｅｘ＋１）に該当
するＰＵＣＣＨリソースがチャネル選択に用いられてもよい。
【０３６７】
　または、前述した方式と類似に、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ
　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に関する情報から明示的及び／または暗黙的に定められるＰＵ
ＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースインデックスを用いてチャネル選択方式が適用さ
れてもよい。
【０３６８】
　本実施例８－１によって端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送するＰＵＣＣＨリソースを
決定する場合に、基地局の立場では、ＰＵＣＣＨフォーマット３領域（ｒｅｇｉｏｎ）、
ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂ領域、チャネル選択（ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ（
または１ａ））領域の３つの場合に対してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の受信を試みることがで
きる。端末は、これら３つの場合のいずれか一つでＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送をするので、基
地局は、これら３つの場合に対するブラインドデコーディング（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｃｏｄ
ｉｎｇ）を行わなければならない。
【０３６９】
　実施例８－２
　本実施例８－２は、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　
ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを必要とする場合に、空間（ｓｐ
ａｔｉａｌ）バンドリング（すなわち、複数個のコードワードに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
バンドリング）を用いて、ＬＴＥリリース－８で定義するＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ（
または１ａ）を用いるフォールバックモードで動作する方案に関する。
【０３７０】
　まず、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」が複数個の（例えば、２個の）コードワード伝送で
ある場合に、これに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に対して空間バンドリングを行う。同様
に、「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」が複数個の（例えば、２個の）コード
ワード伝送である場合に、これに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に対して空間バンドリング
を行う。仮に、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」または「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤ
ＣＣＨ」のいずれか一方が１コードワードであり、いずれか他方は２コードワードである
場合に、２コードワードの伝送に対してのみ空間バンドリングが行われる。
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【０３７１】
　これにより、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣ
ＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫペイロードサイズは、空間バンドリングが行われない場
合の２乃至４ビットサイズから、空間バンドリングが行われると２ビットへと減少する。
【０３７２】
　２ビットサイズのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは、既存のＬＴＥリリース－８のＰ
ＵＣＣＨフォーマット１ｂ（または１ａ）を用いて伝送可能である。すなわち、空間バン
ドリングが行われると、ＬＴＥリリース－８のＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ（または１ａ
）を使用するフォールバックモードで動作できる。
【０３７３】
　このとき、一つの「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」のＣＣＥインデックスから誘導
されるＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースインデックスが選択及び使用されても
よく、または、ＲＲＣ設定されたリソースインデックスセットのうち、ＳＰＳ活性化ＰＤ
ＣＣＨを通じて指示されたＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースインデックスが選
択及び使用されてもよい。言い換えると、それぞれのＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答がＰＵＣＣＨ
フォーマット１ａにフォールバックして位相回転（ｐｈａｓｅ　ｒｏｔａｔｉｏｎ）によ
り多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）されること、すなわち、２つのＡＣＫ／ＮＡＣＫ
応答のうちいずれか一方はＩチャネルにマッピングされ、他方はＱチャネルにマッピング
されることと表現できる。または、２つのＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答がＰＵＣＣＨフォーマッ
ト１ｂにフォールバックして多重化されることと表現することもできる。
【０３７４】
　例えば、ＬＴＥリリース－８で定義されるＰＵＣＣＨフォーマット１ｂで用いられる２
ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫのうち、ＭＳＢ（Ｍｏｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉｔ
）は「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫにマッピングされ、ＬＳＢ（
Ｌｅａｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉｔ）は「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤ
ＣＣＨ」（例えば、ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫにマッピングさ
れてもよく、または、それぞれのＡＣＫ／ＮＡＣＫをこの例示と逆にマッピングさせても
よい。
【０３７５】
　他の例示として、ＱＰＳＫコンステレーションでＩ軸には「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」
に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがマッピングされ、Ｑ軸には「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　
ＰＤＣＣＨ」（例えば、ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがマッピン
グされてもよい。または、それぞれのＡＣＫ／ＮＡＣＫをこの例示と逆にマッピングさせ
てもよい。または、受信時間順序によって、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰ
ＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」のうち先に受信されたものに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
がＩ軸にマッピングされ、後で受信されたものに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがＱ軸にマッピ
ングされてもよい。または、それぞれのＡＣＫ／ＮＡＣＫをこの例示と逆にマッピングさ
せてもよい。
【０３７６】
　ここで、例えば、Ｉ軸には「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがマ
ッピングされ、Ｑ軸には「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」（例えば、ＤＡＩ
＝１のＰＤＣＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがマッピングされるように設定された場合
に、端末がＰＤＣＣＨ（すなわち、「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」）の検出に失敗
しても基地局では少なくともＳＰＳ伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答は受信することが
できる。端末がＰＤＣＣＨ検出に失敗した場合に「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫがＩ軸上にマッピングされる場合のコンステレーション位置と、端末がＰ
ＤＣＣＨのないＳＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答をＰＵＣＣＨフォーマット
１ａを使用してＢＰＳＫコンステレーション（すなわち、Ｉ軸）を用いて伝送する場合の
コンステレーション位置とが同一であるわけである。
【０３７７】
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　さらに他の例示として、ＱＰＳＫコンステレーションで「１，１」及び「０，０」は「
ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫにマッピングされ、「０，１」及び
「１，０」は「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」（例えば、ＤＡＩ＝１のＰＤ
ＣＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫにマッピングされるとよい。または、それぞれのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫをこの例示と逆にマッピングさせてもよい。
【０３７８】
　このようなコンステレーションマッピングは、それぞれのＣｅｌｌでの伝送モード（Ｔ
Ｍ）がＭＩＭＯモードである場合にも、そうでない場合にも同一に適用可能である。また
は、空間バンドリングが実際に適用されるか否か（すなわち、２コードワード伝送が存在
するか否か）にかかわらず、このようなコンステレーションマッピングが適用されてもよ
い。
【０３７９】
　本実施例８－２の適用において、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫフィードバックの場合にも空間バンドリングを適用することができる。この場合、
基地局の立場では、ＳＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＰＵＣＣＨフォー
マット１ａ／１ｂ領域、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」、「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣ
ＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂ領域、及び
ＰＵＣＣＨフォーマット３領域といった３つの場合に対するブラインドデコーディングを
行わなければならない。
【０３８０】
　また、本実施例８－２の適用において、「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」のＣＣＥ
インデックスから誘導されるリソースインデックスをＰＵＣＣＨリソースとして使用する
代わりに、ＲＲＣ設定されたＰＵＣＣＨリソースセットのうち、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨ
を通じて指定されるＰＵＣＣＨリソースインデックスを使用し、その他の事項は同一に適
用することも可能である。
【０３８１】
　実施例８－３
　本実施例８－３は、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　
ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックが必要な場合に、空間（ｓｐａｔ
ｉａｌ）バンドリング（すなわち、複数個のコードワードに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫバン
ドリング）を適用し、Ｍ＝２のチャネル選択手法を使用する方案に関する。ＬＴＥリリー
ス－８で定義されたＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ（または１ａ）のためのチャネル選択手
法を使用する場合は、ＬＴＥリリース－８のチャネル選択手法を使用するフォールバック
モードで動作すると表現できる。
【０３８２】
　まず、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」が複数個の（例えば、２個の）コードワード伝送で
ある場合に、これに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に対して空間バンドリングを行う。同様
に、「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」が複数個の（例えば、２個の）コード
ワード伝送である場合に、これに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に対して空間バンドリング
を行う。仮に、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」または「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤ
ＣＣＨ」のうちいずれか一方のみが１コードワードであり、他方は２コードワードである
場合に、２コードワードの伝送に対してのみ空間バンドリングが行われる。
【０３８３】
　これにより、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣ
ＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫペイロードサイズは、空間バンドリングが行われない場
合における２乃至４ビットサイズから、空間バンドリングが行われると２ビットへと減少
する。
【０３８４】
　２ビットサイズのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは、既存のＬＴＥリリース－８のＰ
ＵＣＣＨフォーマット１ｂ（または１ａ）を用いて伝送することができる。ここで、ＰＵ
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ＣＣＨフォーマット１ｂ（／１ａ）を用いたＭ＝２のチャネル選択方式を使用することが
できる。すなわち、空間バンドリングが行われた結果である２ビットサイズのＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫフィードバックをＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ（／１ａ）へのフォールバックモー
ドを用いて伝送することができる。
【０３８５】
　ここで、Ｍ＝２とは、空間バンドリングされた結果である２つのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
（２－ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）を伝達することを意味することもでき、２個のＰＵ
ＣＣＨリソースを使用するチャネル選択を意味することもできる。このように、チャネル
選択を使用することによって基地局での検出性能を向上させることができる。
【０３８６】
　このとき、チャネル選択のための２個のＰＵＣＣＨリソースのうち、最初のＰＵＣＣＨ
リソースは、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨを通じて指定されたＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／
１ｂリソースインデックスが用いられ、２番目のＰＵＣＣＨリソースは「ＰＤＳＣＨに対
応するＰＤＣＣＨ」のＣＣＥインデックスから誘導されるＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／
１ｂリソースインデックスが用いられてもよく、または、この例示とは逆に、最初及び２
番目のＰＵＣＣＨリソースが、それぞれＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨを通じて指定されたＰＵ
ＣＣＨリソースインデックス、及び「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」のＣＣＥインデ
ックスから誘導されるＰＵＣＣＨリソースインデックスにマッピングされてもよい。この
ような２個のＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ（または１ａ）リソースのうち一つを選択する
チャネル選択方式によりＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送することができる。
【０３８７】
　本実施例において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＰＵＣＣＨリソースのチャネル選択マッ
ピング関係は、例えば、上記の表５または上記の表８のように設定することができる。し
かし、これは、単なる例示であり、新しいチャネル選択マッピング関係が定義及び使用さ
れてもよい。
【０３８８】
　本実施例の一例として、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いたチャネル選択マッピング
関係が上記の表５のように与えられる場合を仮定する。チャネル選択に用いられる２個の
ＰＵＣＣＨリソース
【０３８９】
【化２８】

のうち、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨを通じて指定されるＰＵＣＣＨリソースを
【０３９０】
【化２９】

にマッピングさせ、「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」のＣＣＥインデックスから誘導
されるＰＵＣＣＨリソースを
【０３９１】
【化３０】

にマッピングさせることができる。このようなマッピング設定は、「ＰＤＣＣＨのないＳ
ＰＳ」及び「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」の受信順序（受信時間）によらずに決定
することができる。例えば、特定端末がＰＤＣＣＨ（すなわち、「ＰＤＳＣＨに対応する
ＰＤＣＣＨ」）を逃してＳＰＳのみを受信した後、それに対する応答を伝送する場合が発
生しても、基地局では少なくともＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を受信するように
なる。端末がＰＤＣＣＨ検出に失敗した場合に「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡＣ



(71) JP 6185629 B2 2017.8.23

10

20

30

40

Ｋ／ＮＡＣＫ伝送に用いるＰＵＣＣＨリソース
【０３９２】
【化３１】

と、端末がＰＤＣＣＨのないＳＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送に用いるＰＵ
ＣＣＨリソース
【０３９３】

【化３２】

とが同一であるわけである。一方、本例示の変形例として、それぞれのＰＵＣＣＨリソー
スと下りリンク伝送の種類（ＰＤＣＣＨまたはＳＰＳ）がこの例示と逆にマッピングされ
てもよく、受信時間の順序によってマッピングされてもよい。
【０３９４】
　本実施例の他の例として、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いたチャネル選択マッピン
グ関係において、２ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫのうち、ＭＳＢには、ＳＰＳに対するＡ／Ｎ
をマッピング（すなわち、先のビットにＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをマッピング）
し、ＬＳＢには、「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」（例えば、ＤＡＩ＝１の
ＰＤＣＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをマッピング（すなわち、後のビットにＰＤＳＣ
Ｈ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをマッピング）して使用することが
できる。または、Ｉ軸には、ＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをマッピングし、Ｑ軸には
、「一つのＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」（例えば、ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）に
対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをマッピングして使用する場合に、端末がＰＤＣＣＨ（すなわち
、「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」）の検出に失敗しても、基地局では少なくともＳ
ＰＳ伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答は受信することができる。端末がＰＤＣＣＨ検出
に失敗した場合に「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがＩ軸上にマッ
ピングされる場合のコンステレーション位置と、端末がＰＤＣＣＨのないＳＰＳ「のみ」
に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答をＰＵＣＣＨフォーマット１ａを用いてＢＰＳＫコンステ
レーション（すなわち、Ｉ軸）を用いて伝送する場合のコンステレーション位置とが同一
であるわけである。または、この例示とは逆のマッピング関係を設定することもでき、受
信時間の順序によってマッピングすることもできる。
【０３９５】
　ここで、基地局が少なくともＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を受信することを保
障するために、種々のＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックが伝送される場合において特定情
報が特定ＰＵＣＣＨリソースにマッピングされるようにすることができる。例えば、前述
したように、チャネル選択マッピング関係において、ＳＰＳ伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣ
ＫがマッピングされるＰＵＣＣＨリソースを、ＳＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
が伝送されるＰＵＣＣＨリソースと同一に設定することができる。
【０３９６】
　下記の表１５は、既存のＬＴＥリリース－８／９でＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１
ｂのための変調シンボル（またはコンステレーション）を表すものである。
【０３９７】
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【表１５】

　上記の表１５で、ｂ（０）値「０」はＮＡＣＫであり、「１」はＡＣＫであると仮定す
る。これにより、ｂ（０）、ｂ（１）値「００」は、ＡＣＫ／ＡＣＫを意味し、「１１」
は、ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫを意味する。この場合に、少なくとも、先の一つのビット（ｂ（
０））は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａと１ｂで同一の変調シンボルを有するようになる
。言い換えると、ｄ（０）＝１の場合に、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１ｂのいずれ
においてもｂ（０）は常に０であり、ｄ（０）＝－１の場合にＰＵＣＣＨフォーマット１
ａ及び１ｂのいずれにおいてもｂ（０）は常に１である。これにより、基地局は、受信し
たＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックがＰＵＣＣＨフォーマット１ａで伝送されたものか、
或いはＰＵＣＣＨフォーマット１ｂで伝送されたものかが確認できなくても、少なくとも
、先の一つのビット（ｂ（０））に関する情報を受信して検出することができる。チャネ
ル選択マッピング関係を設定する場合に、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」に対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫは先の一つのビット（ｂ（０））にマッピングされるＰＵＣＣＨリソースを使用
するようにすればよく、これにより、少なくとも基地局にとってのＳＰＳに対するＡＣＫ
／ＮＡＣＫの受信を保障することができる。
【０３９８】
　例えば、Ｍ＝２のチャネル選択において下記の表１６のようなチャネル選択マッピング
関係を用いることができる。
【０３９９】
【表１６】

　上記の表１６で、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（０）にＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがマッピ
ングされ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（１）に「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫがマッピングされる。
【０４００】
　例えば、１コードワードを有するＳＰＳ「のみ」が受信され、それ以外に「ＰＤＳＣＨ
　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」は受信されない場合を仮定する。この場合、ＳＰＳに対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ応答はＰＵＣＣＨフォーマット１ａを用いて伝送可能である。
【０４０１】
　一方、ＳＰＳと共に「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」が受信された場合には、本
発明の例示によってチャネル選択が用いられるとよい。この場合に、ＳＰＳに対して上位
層設定されたＰＵＣＣＨリソースセットのうち、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨで指示されたＰ
ＵＣＣＨリソースを上記の表１６の
【０４０２】
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【化３３】

として使用することができる。また、「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」のＣＣＥイン
デックスから、（あらかじめ定められた規則によって暗黙的に）誘導されるＰＵＣＣＨリ
ソースを上記の表１６の
【０４０３】

【化３４】

として使用することができる。このとき、端末で「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」を
逃したか否かにかからず、基地局ではＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を受信できる
ようにしなければならない。
【０４０４】
　前述したように、端末がＳＰＳのみに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を伝送する場合には
【０４０５】

【化３５】

を使用する。この場合、ＡＣＫは、ｂ（０）＝１、ｄ（０）＝－１の変調シンボルに該当
し、ＮＡＣＫは、ｂ（０）＝０、ｄ（０）＝１の変調シンボルに該当する。一方、端末が
ＳＰＳ及び「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を伝送
する場合に、ＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が伝送されるリソースは、上記の表１
６から確認すればよい。上記の表１６において、
【０４０６】

【化３６】

を使用する場合のうち、「ＡＣＫ、ＮＡＣＫ／ＤＴＸ」の場合及び「ＮＡＣＫ、ＮＡＣＫ
／ＤＴＸ」の場合を調べてみる。「ＡＣＫ、ＮＡＣＫ／ＤＴＸ」の場合は、ｂ（０）ｂ（
１）＝１１、ｄ（０）＝－１の変調シンボルに該当する。「ＮＡＣＫ、ＮＡＣＫ／ＤＴＸ
」の場合は、ｂ（０）ｂ（１）＝００、ｄ（０）＝１の変調シンボルに該当する。要する
に、ＳＰＳのみに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を伝送する場合も、ＳＰＳ及び「ＰＤＳＣ
Ｈ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を伝送する場合も、
【０４０７】
【化３７】

を使用するＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送においてＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫは同じ変調シ
ンボル（すなわち、ＡＣＫの場合はｄ（０）＝－１、ＮＡＣＫの場合はｄ（０）＝１）を
用いて伝送される。したがって、基地局は、ＳＰＳのみに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を
受信したか、或いはＳＰＳ及び「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫ応答を受信したかにかかわらず、
【０４０８】

【化３８】

上で信号が検出されると、少なくとも、ＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を確認する
ことができる。
【０４０９】
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　一方、上記の表１６で、「ＡＣＫ、ＡＣＫ」の場合及び「ＮＡＣＫ／ＤＴＸ、ＡＣＫ」
の場合は、「ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ」のＣＣＥインデックスから誘導されるリ
ソース、すなわち、
【０４１０】
【化３９】

を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を伝送することができる。基地局では、
【０４１１】
【化４０】

上で信号が検出されると、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　Ｐ
ＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を受信したということがわかる。
【０４１２】
　前述の例示では、説明の便宜上、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａを挙げて説明したが、本
発明の同一の原理がＰＵＣＣＨフォーマット１ｂの場合にも適用可能である。
【０４１３】
　例えば、２コードワードを有するＳＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答をＰＵ
ＣＣＨフォーマット１ｂを用いて伝送することもできる。一方、ＳＰＳと共に「ＰＤＳＣ
Ｈ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」が受信された場合には、本発明の例示によって空間バンドリ
ングを用いることができる。これら２つの場合において、同一のチャネル（ＰＵＣＣＨリ
ソース）及び変調シンボルを通じてＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が伝送される。
具体的に、ＳＰＳの２コードワードに対するＡＣＫ／ＡＣＫ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＮＡＣ
Ｋ／ＡＣＫ、ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫは、空間バンドリング（例えば、論理積）が適用される
と、それぞれＡＣＫ、ＮＡＣＫ、ＮＡＣＫ、ＮＡＣＫとなる。また、ＳＰＳ及び「ＰＤＳ
ＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を同時に伝送する場合に、
ＳＰＳに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答は、空間バンドリングされた結果によってＡＣＫま
たはＮＡＣＫになり、これらはそれぞれ、ＳＰＳのみに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に用
いられるチャネル及び変調シンボルのＡＣＫ／ＡＣＫ及びＮＡＣＫ／ＮＡＣＫと同一にな
る。そのため、基地局にとっては、ＳＰＳのみに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を受信した
か、またはＳＰＳ及び「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
応答を受信したかにかかわらず、
【０４１４】
【化４１】

上で信号が検出されると、少なくとも、ＳＰＳに対する先の信号（例えば、ｂ（０））が
ＡＣＫかまたはＮＡＣＫかによって空間バンドリングされた結果としてのＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ応答を確認することができる。
【０４１５】
　このようなコンステレーションマッピングは、それぞれのＣｅｌｌでの伝送モード（Ｔ
Ｍ）がＭＩＭＯモードである場合にも、そうでない場合にも同一の適用が可能である。ま
たは、空間バンドリングが実際に適用されるか否か（すなわち、２コードワード伝送が存
在するか否か）にかかわらず、このようなコンステレーションマッピングが適用されても
よい。
【０４１６】
　本実施例８－３の適用において、ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫフィードバックの場合にも空間バンドリングを適用することができる。こうすると
、前述の実施例８－１または８－２に比べて、基地局でブラインドデコーディングを行う
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べき領域の個数を減らすことができる。さらにいうと、ＬＴＥリリース－８で定義するチ
ャネル選択方式において、大きい値のＭに対するチャネル選択方式は、小さい値のＭに対
するチャネル選択方式の上位集合（ｓｕｐｅｒｓｅｔ）となっている。例えば、Ｍ＝２の
チャネル選択において先の一つのビット（例えば、ｂ（０））またはＡＣＫ／ＮＡＣＫの
みを伝送することは、チャネル選択の適用無しでＰＵＣＣＨフォーマット１ａを用いて１
ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送することと同じ結果となる。そのため、ＳＰＳ「のみ」
に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫのために、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨを通じて指示されたＰＵＣ
ＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースインデックスを、チャネル選択で用いられる最初の
リソースインデックスとして使用する場合に、チャネル選択が用いられる場合と用いない
場合との区別が可能になる。こうなると、「ＰＤＣＣＨのないＳＰＳ」及び「ＰＤＳＣＨ
　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に対する検出が行われると、Ｓ
ＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に対する検出が自動で行われる。したがって
、基地局の立場では、チャネル選択の場合に対するＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリ
ソース上のＡＣＫ／ＮＡＣＫ検出（つまり、ＳＰＳ「のみ」に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ検
出を含む）、及びＰＵＣＣＨフォーマット３リソース上のＡＣＫ／ＮＡＣＫ検出という２
領域でのブラインドデコーディングを行うことで済む。
【０４１７】
　以下では、本実施例８－３の詳細な適用例について説明する。
【０４１８】
　実施例８－３－１
　前述したように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答は３つのケースに対して発生する。ケース１は
、対応するＰＤＣＣＨがあるＰＤＳＣＨ（ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ａ　ｃｏｒｒｅｓｐｏ
ｎｄｉｎｇ　ＰＤＣＣＨ）であり、ケース２は、下りリンクＳＰＳ解除を指示するＰＤＣ
ＣＨ（ＰＤＣＣＨ　ｉｎｄｉｃａｔｉｎｇ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ＳＰＳ　ｒｅｌｅａｓｅ
）であり、ケース３は、対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ（ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈｏ
ｕｔ　ａ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ＰＤＣＣＨ）である。ケース３は、ＳＰＳ　Ｐ
ＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫと表現することもできる。
【０４１９】
　本実施例の説明において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に関連した「ＰＤＣＣＨ」は、ケース
１またはケース２を意味し、「ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ」はケース３を意味するとし、特定Ｕ
Ｅがこれらの３つのケースに対する下りリンク受信をし、それに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
を伝送する動作について説明する。ｎ番目のＵＬサブフレームで伝送されるＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ応答は、ｎ－ｋ番目（ここで、ｋ∈Ｋであり、Ｋ：
【０４２０】
【化４２】

、上記の表１２参照）サブフレームでの上の３つのケースの下りリンク伝送に対する確認
応答という関係を有することができ、以下の説明でＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送サブフレーム位
置についての説明は省略する。
【０４２１】
　本実施例では、性能低下無しにＴＰＣ命令による動的な電力制御を支援するために、Ｐ
ＵＣＣＨフォーマット１ａを用いたあらかじめ定義されたチャネル選択手法（ＬＴＥリリ
ース－８またはリリース－１０で定義するチャネル選択手法）を用いることができる。
【０４２２】
　まず、一つのサービングセルが設定される場合について説明する。
【０４２３】
　この場合、ＴＰＣフィールドの用途は、下記の通りである。
【０４２４】
　ＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールド（２－ビット）は元来の用途のＴ
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ＰＣ命令に用いられる。
【０４２５】
　ＤＬ　ＤＡＩ＞１のＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールド（２－ビット）はＡＲＩの用途に
用いられる。ＵＥは、ＤＬ　ＤＡＩ＞１の全てのＰＤＣＣＨｓで同じＡＲＩ値を有すると
仮定（ａｓｓｕｍｅ）する。
【０４２６】
　また、ＰＵＣＣＨフォーマットの用途は、下記の通りである。
【０４２７】
　ＵＥがＳＰＳ　ＰＤＳＣＨのみを受信する場合には、ＬＴＥリリース－８　ＰＵＣＣＨ
フォーマット１ａ／１ｂリソースが用いられる（すなわち、フォールバックモードで動作
する）。
【０４２８】
　ＵＥがＤＬ　ＤＡＩ＝１の一つのＰＤＣＣＨのみを受信する場合には、ＬＴＥリリース
－８　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースが用いられる（すなわち、フォールバ
ックモードで動作する）。
【０４２９】
　ＵＥがＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ及び追加的なＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨを受信する場合
には、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａを用いたあらかじめ定義されたチャネル選択手法（Ｌ
ＴＥリリース－８またはリリース－１０で定義するチャネル選択手法）が用いられる。こ
こで、１番目のＰＵＣＣＨリソースは上位層設定によって決定され（例えば、ＲＲＣ設定
されたリソースセットのうち、ＳＰＳ　ＰＤＣＣＨのＡＲＩが指示するリソースとする。
）、２番目のＰＵＣＣＨリソースは、対応するＰＤＣＣＨ（すなわち、ＤＬ　ＤＡＩ＝１
のＰＤＣＣＨ）の伝送に用いられた最初のＣＣＥの番号（または、インデックス）に基づ
いて決定される。
【０４３０】
　その他の場合には、設定されたＰＵＣＣＨフォーマットとしてのＰＵＣＣＨフォーマッ
ト３が用いられる。
【０４３１】
　一方、１個超過のサービングセルが設定される場合について説明する。
【０４３２】
　この場合、ＴＰＣフィールドの用途は、下記のように定められる。
【０４３３】
　ＰＣｅｌｌ上でのみ、ＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールド（２－ビッ
ト）は元来の用途のＴＰＣ命令として用いられる。
【０４３４】
　これ以外のＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ上の全てのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールド（２－
ビット）はＡＲＩの用途に用いられる。ＵＥは、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ上の全てのＰ
ＤＣＣＨで同じＡＲＩ値を有すると仮定（ａｓｓｕｍｅ）する。
【０４３５】
　また、ＰＵＣＣＨフォーマットの用途は、下記のように定められる。
【０４３６】
　ＵＥがＳＰＳ　ＰＤＳＣＨのみを受信する場合には、ＬＴＥリリース－８　ＰＵＣＣＨ
フォーマット１ａ／１ｂリソースが用いられる（すなわち、フォールバックモードで動作
する）。
【０４３７】
　ＵＥがＰＣｅｌｌ上でのみＤＬ　ＤＡＩ＝１の一つのＰＤＣＣＨのみを受信する場合に
は、ＬＴＥリリース－８　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースが用いられる（す
なわち、フォールバックモードで動作する）。
【０４３８】
　ＵＥがＰＣｅｌｌ上でのみＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ及び追加的なＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＣ
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ＣＨを受信する場合には、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａを用いたあらかじめ定義されたチ
ャネル選択手法（ＬＴＥリリース－８またはリリース－１０で定義するチャネル選択手法
）が用いられる。ここで、１番目のＰＵＣＣＨリソースは上位層設定によって決定され（
例えば、ＲＲＣ設定されたリソースセットのうち、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨのＡＲＩが指
示するリソース（上記の表１４参照）とする。）、２番目のＰＵＣＣＨリソースは、対応
するＰＤＣＣＨ（すなわち、ＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）の伝送に用いられた最初の
ＣＣＥの番号（またはインデックス）に基づいて決定される。
【０４３９】
　その他の場合は、設定されたＰＵＣＣＨフォーマットとしてのＰＵＣＣＨフォーマット
３が用いられる。
【０４４０】
　実施例８－３－２
　本実施例の説明において、前述の実施例８－３－１で説明した通り、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
応答と関連した「ＰＤＣＣＨ」はケース１またはケース２を意味し、「ＳＰＳ　ＰＤＳＣ
Ｈ」はケース３を意味するとする。また、「ＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨ」または「Ｄ
Ｌ　ＤＡＩ＞１のＰＤＳＣＨ」とは、そのＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨにより指示さ
れるＤＬ　ＤＡＩ＝１またはＤＬ　ＤＡＩ＞１という意味である。また、以下の説明で、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送サブフレーム位置についての説明は省略する。
【０４４１】
　ＵＥがＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ及びＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨを受信する場合にはＡＲ
Ｉ情報がないため、ＵＥには利用可能なＰＵＣＣＨリソースがわからない。この問題を解
決するために、下記の方案を考慮することができる。
【０４４２】
　ＬＴＥリリース－８でのＭ＝２のチャネル選択を使用する場合についてまず説明する。
【０４４３】
　ＵＥがＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ及びＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨのみを受信し、ＤＬ　Ｄ
ＡＩ＞１のＰＤＳＣＨは受信しなかった場合に、ＵＥは、ＰＤＳＣＨに対する空間バンド
リングを適用しながら、ＬＴＥリリース－８でのＭ＝２のＴＤＤチャネル選択によってＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する。ＬＴＥリリース－８　ＴＤＤチャネル選択を使用する場合に
、ＵＥは２個のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを伝送する。ここで、ＬＴＥリリース－８でのチ
ャネル選択マッピング関係（例えば、上記の表５乃至表７）またはＬＴＥリリース－１０
でのチャネル選択マッピング関係（例えば、上記の表８乃至表１１）のいずれか一方を用
いることができ、これはＲＲＣ設定によって決定可能である。
【０４４４】
　ＬＴＥリリース－８チャネル選択を適用するにあたり、
【０４４５】
【化４３】

の値はＳＰＳ　ＰＵＣＣＨリソース（すなわち、上位層設定されたリソースセットのうち
、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨにより指示されるリソース、上記の表１４参照））によって決
定される。また、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（０）は、ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ伝送に対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫ／ＤＴＸ応答である。これは、ＵＥがＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨを逃す場合におけ
る不明瞭性を解消するためであり、ＳＰＳ伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答は確実に伝
送することができる。
【０４４６】
　この場合、ＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは実際にＰＵＣＣＨ電力
制御に用いることができる。ただし、ＭＩＭＯ伝送（または、２コードワード伝送）を支
援するセルでＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨに対する空間バンドリングによるＡＣＫ／ＮＡＣＫ
ビットの損失（ｌｏｓｓ）が発生することがある。
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【０４４７】
　一方、ＰＵＣＣＨフォーマット３を使用する場合を考慮することができる。
【０４４８】
　ＵＥがＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ及びＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨの両方を受信する場合に
、ＵＥは、ＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドがＡＲＩの用途に用いられ
ると仮定することができる。これにより、ＵＥは、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて、
２　ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット（ＭＩＭＯ　ｃｅｌｌでない場合）または３　ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫビット（ＭＩＭＯ　ｃｅｌｌの場合）を伝送することができる。
【０４４９】
　この場合は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングの適用がないので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
の損失無くＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを伝送することができる。反面、元来のＴＰＣ命令の
用途に用いられるＴＰＣフィールドがないので（ＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨのＴＰＣ
フィールドがＡＲＩの用途に用いられるので）、ＰＵＣＣＨ電力制御が不正確に行われる
ことがある。
【０４５０】
　この点を考慮して、搬送波アグリゲーション（ＣＡ）の場合にＴＤＤ　ＰＵＣＣＨフォ
ーマット３に対するリソース割当に関する下記の２方案を提案する。
【０４５１】
　第一の方案として、ＣＡでＦＤＤ　ＰＵＣＣＨフォーマット３に対するリソース割当を
再使用する。この場合、ＰＣｅｌｌ上のＴＰＣは元来の用途のＴＰＣに用いられ、ＳＣｅ
ｌｌ上のＴＰＣはＡＲＩの用途に用いられることが可能である。端末がＰＣｅｌｌ上での
みＰＤＳＣＨを受信する場合には、ＬＴＥリリース－８で定義するＡＣＫ／ＮＡＣＫバン
ドリングを用いることができる。
【０４５２】
　第二の方案として、搬送波アグリゲーションが支援されない（すなわち、ｎｏｎ－ＣＡ
）場合のＴＤＤ　ＰＵＣＣＨフォーマット３に対するリソース割当を再使用する。この場
合、ＰＣｅｌｌ上でＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨのＴＰＣは元来の用途のＴＰＣに用いられ、
これ以外のＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ上の全ＰＤＣＣＨのＴＰＣはＡＲＩの用途に用いら
れることが可能である。端末がＰＣｅｌｌ上でのみＳＰＳ　ＰＤＳＣＨまたはＤＬ　ＤＡ
Ｉ＝１のＰＤＳＣＨを受信する場合に、ＬＴＥリリース－８　ＰＵＣＣＨフォーマット１
ａ／１ｂを用いることができる（すなわち、フォールバックモードで動作する）。端末が
ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ及びＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨの両方を受信するが、ＤＬ　ＤＡ
Ｉ＞１のＰＤＳＣＨを受信しなかった場合には、ＬＴＥリリース－８チャネル選択が用い
られる。
【０４５３】
　ＴＤＤシステムでＰＵＣＣＨを用いたＡＣＫ／ＮＡＣＫの伝送
　ＬＴＥ－Ａ（またはＬＴＥリリース－１０）でのＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング方法及
びリソース割当方案について説明する。
【０４５４】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いたＴＤＤでのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックについ
てモード１及びモード２が定義される。モード１は、最大２０ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫ
ペイロードサイズを支援することができる。指示される（ｉｎｄｉｃａｔｅｄ）ＡＣＫ／
ＮＡＣＫビットが２０を超える場合には空間バンドリングが適用される。モード１では、
指示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが２０以下である場合にはバンドリングが適用されな
い。一方、モード２は、空間バンドリングと共に部分バンドリング（時間－ドメインでの
バンドリングまたはＣＣ－ドメインでのバンドリング）が適用される方式である。すなわ
ち、モード２では、指示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫビットがｘを超える場合には、空間バン
ドリングを行いながら、部分バンドリングを適用することが可能である。
【０４５５】
　一方、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いたＴＤＤでのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
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クにおいてチャネル選択が適用される場合に、モードａ及びモードｂが定義される。モー
ドａは、指示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが４以下である場合に、バンドリングを適用
するしない方式である。モードｂは、指示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが４を超える場
合に、空間バンドリングと共に部分バンドリング（時間－ドメインでのバンドリングまた
はＣＣ－ドメインでのバンドリング）を適用する方式である。
【０４５６】
　一方、ＰＵＣＣＨフォーマット３に関するリソース割当は、次のように定義される。Ｐ
Ｃｅｌｌ上のＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールド（２－ビット）は元
来の用途のＴＰＣ命令に用いられる。ＳＣｅｌｌ上のＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨの
ＴＰＣフィールド（２－ビット）はＡＲＩの用途に用いられる。仮に、ＳＣｅｌｌ上でＰ
ＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨが受信されず、ＰＣｅｌｌ上でＰＤＳＣＨが受信される場
合に、ＬＴＥリリース－８で定義する方式でＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソース
が用いられる。
【０４５７】
　以下では、ＰＣｅｌｌでのみ（ｏｎｌｙ　ｏｎ　ＰＣｅｌｌ）下りリンク受信がある場
合に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング方案及びリソース割当方案について説明する。
【０４５８】
　実施例９
　本実施例９は、モード１での空間バンドリングに関する。
【０４５９】
　ＴＤＤに対するモード１は、最大２０ビットの個別的な（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ）ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ伝送を支援することができる。しかし、指示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫビット
が２０を超える場合には、空間バンドリングが適用される必要がある。空間バンドリング
が適用されると個別ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が明確にフィードバックされず、ＨＡＲＱ動作
の効率性が低減することがあるから、可能な限り個別（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ）ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報がバンドリング無しで伝送されるようにする方案が必要である。すなわち、
空間バンドリングを単純に全てのＡＣＫ／ＮＡＣＫビットに適用することは、下りリンク
収率（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）性能を低減させる点で好ましくない。また、モード１は、
可能なかぎり個別ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックをそのまま伝送するための方式であり
、よって、空間バンドリングの適用を最小限に抑えるべきである。そのため、空間バンド
リングは、バンドリングされたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが極力２０に近いと同時に２０以
下になるように行われる必要がある。
【０４６０】
　指示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが２０を超える場合に空間バンドリングを行う具体
的な方案について以下に説明する。
【０４６１】
　第一の方案として、ＣＣ単位に（ＣＣ－ｗｉｓｅ）空間バンドリングを行うことを考慮
することができる。第一の方案によれば、特定の一つのＣＣ内で全てのＤＬサブフレーム
にわたって空間バンドリングを適用することができる。このような方式で、実際に伝送さ
れるＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが２０以下になるまで他のＣＣに対して全サブフレームにわ
たって空間バンドリングを行うことができる。ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに比べてより頻繁
にスケジューリングされると仮定すると、空間バンドリングはＰＣｅｌｌで最後に適用さ
れるようにすることができる。
【０４６２】
　ＴＤＤ設定が９ＤＬ：１ＵＬ（すなわち、９個のＤＬサブフレームでの下りリンク伝送
に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが１個のＵＬサブフレームで伝送されるようにする設定、例え
ば、上記の表１２のＵＬ－ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　５のｓｕｂｆｒａｍｅ　
２の場合を参照）の場合は、設定されたＣＣの個数が２を超える場合に全ＣＣに対して空
間バンドリングを適用しても、ＡＣＫ／ＮＡＣＫペイロードサイズは２０ビットを超える
こととなる。そのため、設定されたＣＣ個数が２の場合は、全てのＣＣに対して空間バン
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ドリングが適用されるようにする。
【０４６３】
　ＴＤＤ設定が９ＤＬ：１ＵＬでない場合には、論理インデックス上の最後のインデック
ス（または、最高のインデックス）を持つＣＣから始めて、２個のコードワードが、設定
された
【０４６４】
【化４４】

個のＣＣに対して空間バンドリングが適用される。ＰＣｅｌｌには最後に空間バンドリン
グが適用されるようにすることができる（すなわち、ＰＣｅｌｌに対しては最低の論理イ
ンデックスを付与できる）。ここで、
【０４６５】
【化４５】

は一つのＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックされるＤＬサブフレームの個数である。
【０４６６】
【化４６】

は、一つのサブフレームにおいて全てのＤＬ　ＣＣ上でＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック
されるコードワードの全体個数である。すなわち、
【０４６７】
【化４７】

は、下記の式２のように定めることができる。
【０４６８】

【数２】

　上記の式２で、
【０４６９】
【化４８】

は、ｉ番目のＣＣに対して設定されたコードワードの個数である。
【０４７０】
　第二の方案として、サブフレーム単位に（ｓｕｂｆｒａｍｅ－ｗｉｓｅ）空間バンドリ
ングを行うことを考慮することができる。第二の方案によれば、特定の一つのＤＬサブフ
レーム内で全ＣＣにわたって空間バンドリングを適用することができる。このような方式
により、実際に伝送されるＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが２０以下になるまで、他のＤＬサブ
フレームに対して全てのＣＣにわたって空間バンドリングを行うことができる。
【０４７１】
　前述の第一または第二の方案によれば、バンドリングされたＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは
１８、１９または２０ビットとなる。端末に設定されたＣＣの個数によって上記の第一ま
たは第二の方案が適用される場合のＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは、下記の表１７のようにな
る。
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【０４７２】
【表１７】

　上記第一の方案は第二の方案に比べて、ＰＣｅｌｌに対する個別ＡＣＫ／ＮＡＣＫの伝
送を極力支援することができ、より簡単に表現できる。したがって、指示されるＡＣＫ／
ＮＡＣＫビットが２０ビットを超える場合には、ＣＣ－単位に空間バンドリングを行う（
すなわち、第一の方案を適用する）ことが好ましい。
【０４７３】
　実施例１０
　本実施例１０では、前述したモード２及びモードｂに対する具体的な適用例について説
明する。モード２は、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いたＴＤＤでのＡＣＫ／ＮＡＣＫフ
ィードバックに対して空間バンドリングと共に部分バンドリング（時間－ドメインまたは
ＣＣ－ドメインでのバンドリング）が適用する方式である。モードｂは、ＰＵＣＣＨフォ
ーマット１ｂを用いたＴＤＤでのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックにおいてチャネル選択
が適用される場合に、指示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが４を超える場合に、空間バン
ドリングと共に部分バンドリング（時間－ドメインまたはＣＣ－ドメインでのバンドリン
グ）が適用される方式である。
【０４７４】
　モード２は、電力－制限される端末に対してＡＣＫ／ＮＡＣＫ性能を改善するのに有利
に適用することができる。最大１０ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫを支援するＦＤＤの場合と
最大２０ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫを支援するＴＤＤの場合とを比較すると、ＴＤＤがＦ
ＤＤに比べてより小さい上りリンクカバレッジを有する。また、モード１（指示されるＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫビットが２０を超える場合には空間バンドリングが適用され、２０ビット
以下の場合には空間バンドリングが適用されないモード）は、ＴＤＤ　９ＤＬ－１ＵＬ設
定においてＤＬ　ＣＣの個数が２を超える場合に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック
を支援できない。例えば、５個のＤＬ　ＣＣが設定され、ＴＤＤ　９ＤＬ－１ＵＬ設定に
おいてＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを支援するためには、空間バンドリングを適用す
るとしても、総４５ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫが必要となる。したがって、少なくともＴ
ＤＤ　９ＤＬ－１ＵＬ設定においてＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを支援するためには
、ＰＵＣＣＨフォーマット３に対して前述のモード２を支援することが必要である。
【０４７５】
　以下では、モード２及びモードｂに適用される部分バンドリングについて具体的に説明
する。
【０４７６】
　実施例１０－１
　本実施例１０－１では、時間－ドメインでの部分バンドリングについて説明する。本実
施例での時間－ドメインバンドリングは空間バンドリングに追加して行われるとよい。
【０４７７】
　部分バンドリングとしての時間－ドメインバンドリングは、ＣＣ別にＬＴＥリリース－
８で定義される２－ビットＤＡＩをそのまま用いて行うことができる。また、時間－ドメ
インバンドリングを適用するにあたり、ＣＡ（搬送波アグリゲーション）の種々の形態を
考慮することなく、それぞれのＣＣ別に時間－ドメインバンドリングを単純に適用するこ
とができる。すなわち、ＣＡの種々のケースに対して一つの時間－ドメインバンドリング
方案を定めることで済む。時間－ドメインバンドリングが適用された結果であるＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報ビットのサイズは１０ビットであるから、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送に用いられ
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るＰＵＣＣＨフォーマットとして、ＬＴＥリリース－１０のＰＵＣＣＨフォーマット３構
造を用いることができる。
【０４７８】
　ＤＡＩは、割り当てられるＰＤＣＣＨに対して順次に増加する値で与えられるので、Ｄ
ＡＩを使用する場合に、時間－ドメインバンドリングウィンドウ内で最後のＰＤＣＣＨを
逃す場合を端末は認識できない。このような問題を解決するために、ＣＣ別に最後に検出
されたＰＤＣＣＨに対するＤＡＩ値はＡＣＫ／ＮＡＣＫマッパー（ｍａｐｐｅｒ）に入力
されてエンコーディングされるとよい。
【０４７９】
　図４０は、時間－ドメイン部分バンドリングの一例を示す図である。図４０の例示で、
それぞれのＣＣに対して４個のサブフレームにわたってＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングが
適用されている。
【０４８０】
　図４０の１番目のＣＣで、端末は１番目のサブフレームでＤＡＩ＝０のＰＤＣＣＨを受
信し、２番目のサブフレームでＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨを受信したが、３番目のサブフレ
ームでＤＡＩ＝２のＰＤＣＣＨそのものを受信できなかった。この場合、端末は、最後の
ＰＤＣＣＨ（ＤＡＩ＝２）が伝送されたか否かが確認できず、時間－ドメインバンドリン
グウィンドウ内の全てのＰＤＣＣＨを受信したと認識できる。また、図４０では、受信さ
れたＰＤＣＣＨによりスケジューリングされたＰＤＳＣＨのそれぞれを成功的にデコーデ
ィングした場合（すなわち、ＡＣＫ）を表し、その結果、バンドリングされたＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報としてＡＣＫが生成される。生成されたＡＣＫ情報と共に、端末は自身が最後
に受信したＤＡＩ値、すなわち、ＤＡＩ＝１をエンコーディングすることができる。端末
がＡＣＫと共にＤＡＩ＝１をエンコーディングして伝送すると、基地局には端末がＰＤＣ
ＣＨ（ＤＡＩ＝２）を逃したことがわ分かる。
【０４８１】
　図４０の２番目のＣＣでの時間－ドメインバンドリング動作は、１番目のＣＣと類似に
行われる。端末は、ＡＣＫ情報と共に最後に受信したＤＡＩ値（すなわち、ＤＡＩ＝０）
をエンコーディングする。端末がＡＣＫと共にＤＡＩ＝０をエンコーディングして伝送す
るので、基地局には端末がＰＤＣＣＨ（ＤＡＩ＝１）を逃したことが認識できる。
【０４８２】
　図４０の３番目のＣＣで、端末は、１番目のサブフレームでのＰＤＣＣＨ（ＤＡＩ＝０
）を受信し、３番目のサブフレームでのＰＤＣＣＨ（ＤＡＩ＝２）を受信する。端末は、
２番目のサブフレームでのＰＤＣＣＨ（ＤＡＩ＝１）の伝送が確認できないが、受信され
たＰＤＣＣＨのＤＡＩ値が順次に増加していないから、自身がＰＤＣＣＨ（ＤＡＩ＝１）
を逃したことがわかる。図４０では、受信されたＰＤＣＣＨによりスケジューリングされ
たＰＤＳＣＨのそれぞれを成功的にデコーディングした場合（すなわち、ＡＣＫ）を示す
が、一つのＰＤＣＣＨ伝送を逃したから、端末は、バンドリングされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ
情報としてＮＡＣＫを生成する。
【０４８３】
　図４０の４番目のＣＣで、端末は、ＤＡＩ＝０のＰＤＣＣＨのみを受信し、該ＰＤＣＣ
ＨによりスケジューリングされたＰＤＳＣＨを成功的にデコーディングした場合に、ＡＣ
Ｋ情報が生成されることを示している。生成されたＡＣＫ情報は、最後に受信したＤＡＩ
値（ＤＡＩ＝０）と共にエンコーディングされる。
【０４８４】
　図４０の５番目のＣＣで、端末はＤＡＩ＝０のＰＤＣＣＨのみを受信する。端末は、４
番目のサブフレームでのＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ伝送を知っていない。この例示では、端
末が受信したＰＤＣＣＨによりスケジューリングされるＰＤＳＣＨが成功的にデコーディ
ングされなかった場合（すなわち、ＮＡＣＫ）を表す。したがって、端末はＮＡＣＫ情報
を生成する。
【０４８５】
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　このような時間－ドメイン部分バンドリングが適用される場合に、ＣＣごとにＬＴＥリ
リース－８のＴＤＤ　ＤＡＩ（２ビット）を修正することなく（すなわち、ＰＤＣＣＨ累
積カウンターとして）再使用することができる。
【０４８６】
　モード２の適用に関するＰＵＣＣＨフォーマット３の一例として、チャネルコーディン
グが行われる前のＣＣ別ＡＣＫ／ＮＡＣＫ状態（ｓｔａｔｅ）を、下の表１８のように定
義することができる。
【０４８７】
【表１８】

　表１８のＡＣＫ／ＮＡＣＫ状態を用いて、図４０でＣＣ別に最後に受信されたＰＤＣＣ
ＨのＤＡＩ値と共にエンコーディングされたバンドリングされたＡＣＫ／ＮＡＣＫの結果
を表現すると、次の通りである。図４０の１番目のＣＣでは「０１（ＤＡＩ＝１）」で、
２番目のＣＣでは「００（ＤＡＩ＝０）」で、３番目のＣＣでは「１１（ＮＡＣＫ）」で
、４番目のＣＣでは「００（ＤＡＩ＝０）」で、５番目のＣＣでは「１１（ＮＡＣＫ）」
である。
【０４８８】
　モード２が適用されるＰＵＣＣＨフォーマット３においてチャネルコーディングが行わ
れる前に５個のＣＣに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫペイロードを組み合わせる（ａｇｇｒｅｇ
ａｔｅ）と、「０１００１１００１１」となる。
【０４８９】
　前述のモード２に関する本発明の原理はモードｂにも同一の適用が可能である。モード
ｂに適用するためには、チャネル選択マッピング関係（ＰＵＣＣＨリソースとＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫビットとのマッピング関係）及びＮＡＣＫ／ＤＡＩ値間の関係を定義すればいい。
【０４９０】
　したがって、時間－ドメインバンドリングが用いられる場合に、ＣＣ別にそれぞれのＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ応答を、バンドリングされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報で表現することができ
る。
【０４９１】
　実施例１０－２
　本実施例１０－２では、ＣＣ－ドメインでの部分バンドリングについて説明する。本実
施例では時間－ドメインバンドリングを空間バンドリングに追加して行うことができる。
【０４９２】
　ＣＣ－ドメインバンドリングにおいてＤＡＩ用途は、既存のＤＡＩと同様にＣＣ別に複
数個のサブフレームでスケジューリングされたＰＤＳＣＨ（または、対応するＰＤＣＣＨ
）の累積カウンターとして用いられるよりは、一つのサブフレームで複数個のＣＣで構成
されたバンドリングウィンドウ内でスケジューリングされたＰＤＳＣＨ（または、対応す
るＰＤＣＣＨ）の総個数（ｔｏｔａｌ　ｎｕｍｂｅｒ）を表す指示子として用いられるこ
とが好ましい。サブフレーム別にＰＤＳＣＨ（またはＰＤＣＣＨ）の総個数を表す場合に
は、端末が時間順序上の最後のＰＤＣＣＨを逃す場合への解決方案が不要となるわけであ
る。
【０４９３】
　これにより、端末は、バンドリングウィンドウ内で成功的にデコーディングされた下り
リンク伝送に対して生成されたＡＣＫの個数がバンドリングウィンドウ内の全体ＰＤＳＣ
Ｈ（またはＰＤＣＣＨ）の個数と同じ場合にＡＣＫを伝送することができる。そうでない
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と、ＮＡＣＫが伝送される（この場合、ＤＴＸはＮＡＣＫと表現される）。
【０４９４】
　以下では、モードｂ及びモード２に対するＣＣ－ドメインバンドリングの適用について
具体的に説明する。
【０４９５】
　図４１を参照して、モードｂにＣＣ－ドメインバンドリングが適用されるチャネル選択
について説明する。
【０４９６】
　この場合、基本的には、ＬＴＥリリース－１０のチャネル選択マッピング関係（例えば
、上記の表８乃至表１１）が適用されると仮定する。
【０４９７】
　暗黙的に決定される（すなわち、ＰＤＣＣＨのＣＣＥインデックスから誘導される）Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースが用いられる場合に、ＰＣＣ（またはＰＣｅｌｌ）
上のスケジューリングのためのＰＤＣＣＨに動的に関連するＰＵＣＣＨリソースがそれぞ
れのサブフレームで最優先的に選択されるとよい。
【０４９８】
　また、複数個のＣＣが設定され、ＰＣＣ（またはＰＣｅｌｌ）でのみＰＤＳＣＨがスケ
ジューリングされる場合に、ＬＴＥリリース－８でのＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースマッピン
グ（例えば、上記の表５乃至表７）を適用することができる。すなわち、ＬＴＥリリース
－８でフォールバックするモードで動作できる。
【０４９９】
　図４１の例示で、それぞれのサブフレームで２個のＣｅｌｌ（ＰＣＣ及びＳＣＣ）が設
定されると仮定する。
【０５００】
　図４１のＴＤＤ　２ＤＬ：１ＵＬ設定の例示において、１番目のサブフレームでは、Ｐ
ＣＣにＰＤＳＣＨスケジューリングがなく、ＳＣＣにＰＤＳＣＨがスケジューリングされ
るので、ＳＣＣ　ＰＤＳＣＨをスケジューリングするＰＤＣＣＨのＣＣＥインデックスか
らＰＵＣＣＨリソースが決定される。２番目のサブフレームではＰＣＣ　ＰＤＳＣＨをス
ケジューリングするＰＤＣＣＨのＣＣＥインデックスからＰＵＣＣＨリソースが決定され
る。このようなＰＵＣＣＨリソースを用いてチャネル選択動作を行うことができる。例え
ば、表８のようなチャネル選択マッピング関係を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送を行うこと
ができる。
【０５０１】
　図４１のＴＤＤ　３ＤＬ：１ＵＬ設定の例示において、全てのサブフレームでＰＣＣに
のみＰＤＳＣＨがスケジューリングされる。この場合には、前述したように、フォールバ
ックモードで動作できる。例えば、表６のようなチャネル選択マッピング関係を用いてＰ
ＵＣＣＨフォーマット１ｂを通じてＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送を行うことができる。
【０５０２】
　図４１のＴＤＤ　４ＤＬ：１ＵＬ設定の例示において、１番目のサブフレームではＰＣ
Ｃ及びＳＣＣの両方でＰＤＳＣＨスケジューリングがあるので、ＰＣＣでのＰＤＳＣＨを
スケジューリングするＰＤＣＣＨのＣＣＥインデックスに基づいてＰＵＣＣＨリソースを
決定することができる。２番目のサブフレームでは、ＰＤＳＣＨスケジューリングがなく
、３番目及び４番目のサブフレームでは一つのＣｅｌｌ（ＰＣＣまたはＳＣＣ）でのみＰ
ＤＳＣＨスケジューリングがあるので、該当のＰＤＳＣＨのＰＤＣＣＨのＣＣＥインデッ
クスに基づいてＰＵＣＣＨリソースを決定することができる。このように、決定されたＰ
ＵＣＣＨリソースを用いてチャネル選択動作を行うことができる。例えば、表１０のよう
なチャネル選択マッピング関係を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送を行うことができる。
【０５０３】
　図４２を参照して、モード２にＣＣ－ドメインバンドリングが適用される例示について
説明する。



(85) JP 6185629 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

【０５０４】
　図４２の例示では、最大ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット数が１２であり、最大バンドリングウ
ィンドウサイズは２個である（すなわち、最大２個のＣＣが一つのバンドリングウィンド
ウに含まれる）と仮定する。
【０５０５】
　また、個別ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送を極力維持するために、１２ビット以下において可能
な限り１２ビットに近いビット数になるまで、バンドリングが順次に（ｇｒａｄｕａｌｌ
ｙ）適用される。
【０５０６】
　また、ＰＣｅｌｌ（またはＰＣＣ）はバンドリングウィンドウに含まれない。すなわち
、バンドリングウィンドウは、ＳＣｅｌｌ（ＳＣＣ）に対してのみ構成される。また、Ｃ
Ｃインデックスが高い順にバンドリングウィンドウを適用することができる。
【０５０７】
　図４２に示すように、ＣＣ－ドメインバンドリングは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット数（空
間バンドリングが適用された後のＡＣＫ／ＮＡＣＫビット数）が１２ビット以下になるま
で順次にバンドリングウィンドウ（２ＣＣで構成される）を適用することができる。
【０５０８】
　図４２の２ＤＬ：１ＵＬの場合では、空間バンドリングが行われた後のＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋビットが１０であるから、バンドリングウィンドウが構成されない。
【０５０９】
　図４２の３ＤＬ：１ＵＬ場合では、空間バンドリングが行われた後のＡＣＫ／ＮＡＣＫ
ビットが１５ビットであるから、バンドリングウィンドウが構成され、２個のＣＣ（ＳＣ
Ｃ３及びＳＣＣ４）に対するバンドリングウィンドウが構成された後のＡＣＫ／ＮＡＣＫ
ビットは１２ビットであるから、それ以上のバンドリングウィンドウは構成されない。
【０５１０】
　図４２の４ＤＬ：１ＵＬ場合では、空間バンドリングが行われた後のＡＣＫ／ＮＡＣＫ
ビットが２０ビットであるから、バンドリングウィンドウが構成される。２個のＣＣ（Ｓ
ＣＣ３及びＳＣＣ４）に対するバンドリングウィンドウが構成される場合に１６ビットの
ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが生成されるので、追加的なバンドリングウィンドウを構成する
ようになる。追加的なバンドリングウィンドウが２個のＣＣ（ＳＣＣ１及びＳＣＣ２）に
対して構成されると、１２ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫビットが生成されるので、それ以上
のバンドリングウィンドウが構成されない。
【０５１１】
　したがって、ＣＣ－ドメイン部分バンドリングが用いられる場合に、バンドリングウィ
ンドウ内の全てのＡＣＫ／ＮＡＣＫビットに対するバンドリング結果（例えば、論理積演
算結果）がバンドリングされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報として伝送される。また、ＰＤＣＣ
Ｈ内のＤＡＩは、一つのサブフレームで全てのＣＣ上でスケジューリングされるＰＤＳＣ
Ｈの総個数を指示する。また、ＰＵＣＣＨフォーマット３のための最大バンドリングウィ
ンドウサイズは２に定められる（すなわち、最大２個のＣＣ（またはＣｅｌｌ）が一つの
バンドリングウィンドウを構成する）ことが可能である。
【０５１２】
　実施例１１
　本実施例１１は、ＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨが受信される場合（以下で
は、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇと称する）に、ＰＵＣＣＨフォーマット
３を用いたＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送方案に関する。特に、ＴＤＤの場合にＰＣｅｌｌ－ｏｎ
ｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇについて具体的に説明する。
【０５１３】
　ＳＣｅｌｌ上でＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨが受信されず、ＰＤＳＣＨがＰＣｅｌ
ｌでのみ受信される場合に、ＬＴＥリリース－８のＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリ
ソースを用いることができる（すなわち、フォールバックモードで動作できる）。
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　ＦＤＤの場合に、フォールバックモードは、ＬＴＥリリース－８で定義するＰＵＣＣＨ
リソースを用いるための目的、及びＳＣｅｌｌでＡＲＩを受信せずともＰＵＣＣＨリソー
ス決定を明確にする目的、のために適用することができる。
【０５１５】
　ＳＣｅｌｌでＴＰＣフィールドがＡＲＩ用途に用いられる場合に、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ
－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合にはＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースの不明瞭性が発生
することがある。これを解決するために、ＬＴＥリリース－８　ＴＤＤシステムで定義さ
れるＡＣＫ／ＮＡＣＫマルチプレクシングまたはＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを適用す
ることができる。しかし、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ空間バンドリングや時間－ドメインバンドリ
ングが適用されると、一部のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は伝達されず、下りリンク収率性能の
相当なる損失につながることがある。また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピング関係において一
部のＡＣＫ／ＮＡＣＫ状態（ｓｔａｔｅ）が互いに重なるため、ＬＴＥリリース－８　Ｔ
ＤＤシステムでの４ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ性能も保障できな
くなる。
【０５１６】
　したがって、以下では、ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇの場合におけるＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ伝送方案について提案する。
【０５１７】
　実施例１１－１
　本実施例によれば、ＰＣｅｌｌ上で一つのＰＤＳＣＨ（ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ＰＤＳＣＨ
）が受信される場合に、ＬＴＥリリース－８で定義するＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１
ｂのリソースを用いることができる。この場合、ＤＡＩの用途及びＡＲＩを下記のように
定義できる。
【０５１８】
　図４３は、ＤＡＩ及びＴＰＣ使用の一例を示す図である。
【０５１９】
　図４３の例示のように、ＰＣｅｌｌでのＤＡＩは、ＬＴＥリリース－８　ＴＤＤシステ
ムと同様にＰＤＣＣＨ（またはＰＤＳＣＨ）の累積カウンターとすることができる。ＳＣ
ｅｌｌでのＤＡＩは、ＬＴＥリリース－８　ＴＤＤシステムと同様にＰＤＣＣＨ（または
ＰＤＳＣＨ）の累積カウンターとすることができる。または、ＳＣｅｌｌでのＤＡＩは「
００」に設定可能である。図４３の例示では、ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨのＤＡＩ値はいず
れも「００」に設定されている。ＳＣｅｌｌでのＰＤＣＣＨのＤＡＩ値がいずれも「００
」のように同一に設定されると、ＰＤＣＣＨ下りリンク制御情報（ＤＣＩ）が共通探索空
間（ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）内においてもスケジューリングされても
よい。あらかじめ定義された「００」値は、ＵＥ具現の観点で仮想ＣＲＣとして（すなわ
ち、ＤＡＩ＝００以外の場合にエラー検出されるものとして）用いられてもよい。
【０５２０】
　図４３の例示のように、ＰＣｅｌｌ上で最初に割り当てられるＰＤＣＣＨ（すなわち、
ＤＡＩ＝００のＰＤＣＣＨ）のＴＰＣフィールドは、元来の用途のＴＰＣ命令に用いられ
る。ＰＣｅｌｌ上でＤＡＩ＝００のＰＤＣＣＨ以外の残り全ての（ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅ
ｌｌを含む）ＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは、ＡＲＩの用途に用いられる。ＰＤＣＣＨ
でＡＲＩに用いられるフィールドは、全てのＰＤＣＣＨで同じ値を有しなければならない
。
【０５２１】
　これによるＵＥ動作は、下記のように定義できる。
【０５２２】
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【化４９】

　上の説明で、「ＰＤＳＣＨ伝送があり、対応するＰＤＣＣＨがない」場合は、ＤＬ　Ｓ
ＰＳ　ＰＤＳＣＨに該当する。また、「ＤＡＩ＝「００」の一つのＰＤＳＣＨ」は、その
ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ内のＤＡＩフィールドが００であることを意味する。
【０５２３】
　本実施例１１－１は、ＴＤＤ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックに対する９ＤＬ：１Ｕ
Ｌサブフレーム設定、モード１、モード２に対する時間－ドメイン／ＣＣ－ドメインバン
ドリング、などのいずれの場合にも適用可能である。
【０５２４】
　本実施例１１－１で説明した内容をまとめると、下記の通りである。
【０５２５】
　ＬＴＥリリース－８　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂ及びＰＵＣＣＨフォーマット
１ａ／１ｂのリソースが用いられる場合は、（１）ＰＣｅｌｌ上で「対応するＰＤＣＣＨ
がない一つのＰＤＳＣＨ」がある場合、（２）ＰＣｅｌｌでのみ「対応するＰＤＣＣＨが
ある一つのＰＤＳＣＨ」があり、そのＰＤＣＣＨのＤＡＩ＝００の場合、または（３）Ｐ
Ｃｅｌｌでのみ「ＤＬ　ＳＰＳ解除を指示する一つのＰＤＣＣＨ」があり、そのＰＤＣＣ
ＨのＤＡＩ＝００の場合、である。
【０５２６】
　これらの（１）、（２）または（３）以外の場合にはＬＴＥリリース－１０　ＰＵＣＣ
Ｈフォーマット３が用いられる。
【０５２７】
　仮に、ＰＣｅｌｌ上で「対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ（すなわち、ＤＬ　ＳＰ
Ｓ　ＰＤＳＣＨ）」がない場合には、次のように動作する。ＰＣｅｌｌ上で「対応するＰ
ＤＣＣＨがあるＰＤＳＣＨ」があり、そのＰＤＣＣＨのＤＡＩ＝００であると、そのＰＤ
ＣＣＨのＴＰＣフィールドは実際ＴＰＣ命令に用いられる。ＰＣｅｌｌ上で「ＤＬ　ＳＰ
Ｓ解除を指示するＰＤＣＣＨ」があり、そのＰＤＣＣＨのＤＡＩ＝００である、そのＰＤ
ＣＣＨのＴＰＣフィールドは実際ＴＰＣ命令に用いられる。それ以外の場合には、ＰＤＣ
ＣＨのＴＰＣフィールドがＡＲＩとして用いられる。
【０５２８】
　他の場合には（すなわち、ＰＣｅｌｌ上で「対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ（す
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なわち、ＤＬ　ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ）」がある場合には）、ＰＤＣＣＨの全てのＴＰＣフ
ィールドがＡＲＩとして用いられる。
【０５２９】
　また、上記のいずれの場合においても、ＰＤＣＣＨでＡＲＩに用いられるフィールドは
いずれも同じ値を有する。
【０５３０】
　実施例１１－２
　ＦＤＤの場合に、ＳＣｅｌｌでＴＰＣフィールドがＡＲＩの用途に用いられ、ＰＣｅｌ
ｌでのＴＰＣフィールドは元来のＴＰＣ用途に用いられる。本実施例によれば、ＴＤＤで
もＦＤＤと類似に、ＰＣｅｌｌに対するＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドは元来のＴＰＣ
用途に用いられ、ＳＣｅｌｌに対するＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に
用いられる。このように動作する場合に、既存のＬＴＥリリース－８での動作に修正を加
えることなくＰＵＣＣＨ電力制御動作を同一に行うことができる。
【０５３１】
　図４４は、ＤＡＩ及びＴＰＣ使用の他の例を示す図である。
【０５３２】
　図４４の例示のように、ＰＣｅｌｌでのみＰＤＳＣＨを受信する端末に対しては、ＰＣ
ｅｌｌでのＰＤＣＣＨのＤＡＩフィールドをＡＲＩの用途に用いることができる。このよ
うにＤＡＩフィールドを用いることは、モード１に従う場合にも可能である。モード１は
時間－ドメイン／ＣＣ－ドメインバンドリングでＤＡＩを支援する必要がないわけである
。また、ＰＤＣＣＨのＡＲＩとして用いられるフィールド（ＰＣｅｌｌでのＤＡＩフィー
ルド、ＳＣｅｌｌでのＴＰＣフィールド）はいずれも同じ値を有しなければならない。
【０５３３】
　図４４の例示では、ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨのＤＡＩ値がいずれも「００」に設定され
るとする。その詳細は図４３で説明した通りである。
【０５３４】
　これによるＵＥ動作は、次のように定義できる。
【０５３５】

【化５０】

　前述の実施例９乃至実施例１１の内容は、主に、ＴＤＤシステムにおいてＰＵＣＣＨを
用いたＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送に関する本発明の具体的な適用例であった。以下の実施例１
２では、ＰＣｅｌｌでＴＰＣフィールドをＡＲＩとして再使用する本発明の内容が、ＦＤ
Ｄ及びＴＤＤシステムに適用される例示についしてより具体的に説明する。
【０５３６】
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　実施例１２
　本実施例１２ではＰＣｅｌｌで「下りリンクＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨ」でのＡ
ＲＩの使用方案について説明する。
【０５３７】
　具体的に、本実施例１２は、ＳＣｅｌｌでのＰＤＳＣＨがなく、ＰＣｅｌｌでＳＰＳ　
ＰＤＳＣＨ（すなわち、対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ）がなく、ＰＣｅｌｌで一
つの「下りリンクＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨ」を受信した場合に、「下りリンクＳ
ＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨ」のＴＰＣフィールドをＡＲＩとして再使用することによ
って、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送を可能にする方案に関す
る。すなわち、ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ（すなわち、対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ）
がなく、ＰＣｅｌｌで一つのＰＤＳＣＨが受信された場合に対する方案（例えば、ＬＴＥ
リリース－８　ＦＤＤまたはＴＤＤでのフォールバックモードで動作）について上述した
。本実施例では、追加的な方案として、ＰＣｅｌｌ上でＰＤＳＣＨ（対応するＰＤＣＣＨ
のある／ないＰＤＳＣＨ）がなく、「下りリンクＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨ」が受
信された場合におけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送方法について説明する。
【０５３８】
　ＦＤＤの場合におけるＡＲＩの使用方法は、次の通りである。
【０５３９】
　ＰＣｅｌｌでの「下りリンクＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨ」のＴＰＣフィールドが
ＡＲＩの用途に用いられる。ＰＣｅｌｌで「下りリンクＳＰＳ解除を指示するＰＤＣＣＨ
」以外の目的のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは、元来目的のＴＰＣ命令に用いられる。
また、ＳＣｅｌｌでのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドはＡＲＩとして用いられる。端末は
、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ上のＡＲＩ値はいずれも同一であると仮定する。
【０５４０】
　これによる端末の動作は、次のように定義できる。
【０５４１】
【化５１】

　次に、ＴＤＤの場合におけるＤＡＩ及びＡＲＩの使用方法は、次の通りである。
【０５４２】
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　ＰＣｅｌｌに対するＤＡＩは、ＬＴＥリリース－８と同様にＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨの
累積カウンターとして用いられる。ＳＣｅｌｌに対するＤＡＩは、あらかじめ設定された
値（例えば、「００」）に設定され、ＤＣＩが共通探索空間上でもスケジューリングでき
るようにする。ここで、あらかじめ設定された値は、ＵＥ具現の観点で仮想ＣＲＣとして
用いられてもよい。
【０５４３】
　ＰＣｅｌｌで最初に割り当てられたＰＤＣＣＨ（すなわち、ＤＡＩ＝１またはＤＡＩ＝
「００」のＰＤＣＣＨ）のＴＰＣフィールドは、元来のＴＰＣ命令の用途に用いられる。
該ＰＣｅｌｌで最初に割り当てられたＰＤＣＣＨ以外の残り全てのＰＤＣＣＨ（ＰＣｅｌ
ｌの他のＰＤＣＣＨ及びＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ）のＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に
用いられる。ここで、残り全てのＰＤＣＣＨでＤＡＩ＝「００」の場合にも同様、ＴＰＣ
フィールドはＡＲＩとして用いられる。また、ＵＥは、ＡＲＩ値がいずれも同一であると
仮定する。
【０５４４】
　これによる端末の動作は、次のように定義できる。
【０５４５】
【化５２】
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　実施例１３
　本実施例１３は、ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨの存在可否によってＴＰＣフィールドが相異なる
ように用いられる方案に関する。
【０５４６】
　前述したように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答が３つのケースに対して発生する。ケース１は
、対応するＰＤＣＣＨがあるＰＤＳＣＨ（ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ａ　ｃｏｒｒｅｓｐｏ
ｎｄｉｎｇ　ＰＤＣＣＨ）であり、ケース２は、下りリンクＳＰＳ解除を指示するＰＤＣ
ＣＨ（ＰＤＣＣＨ　ｉｎｄｉｃａｔｉｎｇ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ＳＰＳ　ｒｅｌｅａｓｅ
）であり、ケース３は、対応するＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ（ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈｏ
ｕｔ　ａ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ＰＤＣＣＨ）である。ケース３は、ＳＰＳ　Ｐ
ＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫと表現することもできる。
【０５４７】
　本実施例の説明において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答に関連した「ＰＤＣＣＨ」は、ケース
１またはケース２を意味し、「ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ」はケース３を意味するとし、特定Ｕ
Ｅが上の３ケースの下りリンク受信をしてそれに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する動作
について説明する。ｎ番目のＵＬサブフレームで伝送されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答は、ｎ
－ｋ番目（ここで、ｋ∈Ｋであり、Ｋ：
【０５４８】
【化５３】

、上記の表１２を参照）のサブフレームでの上の３ケースの下りリンク伝送に対する確認
応答という関係を有することができ、以下の説明でＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送サブフレーム位
置についての説明は省略する。
【０５４９】
　端末から種々のフォーマットを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送をすると、基地局における
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ解釈のためのブラインドデコーディングの複雑度が増加する。複雑なブ
ラインドデコーディングの処理のような基地局での性能低下を改善し、リソースを效率的
に活用するために、可能なかぎり上位層によって設定されたＰＵＣＣＨフォーマットが用
いられるようにするとよい。以下では、ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ存在の有無によってＴＰＣフ
ィールドが異に用いられる方案について具体的に説明する。
【０５５０】
　一つのサービングセルが設定される場合には次のようにＴＰＣフィールド（２－ビット
）の用途が定められるとよい。ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨが存在する場合には、ＰＤＣＣＨ内の
ＴＰＣフィールドがいずれもＡＲＩの用途に用いられ、端末は全てのＰＤＣＣＨでＡＲＩ
値が同一であると仮定することができる。一方、ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨが存在しない場合に
は、ＤＬ　ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは元来のＴＰＣ命令の用途に用い
られ、ＤＬ　ＤＡＩ＞１のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に用いられ、端
末は、ＤＬ　ＤＡＩ＞１の全てのＰＤＣＣＨでＡＲＩ値が同一であると仮定することがで
きる。
【０５５１】
　また、一つのサービングセルが設定される場合に、ＰＵＣＣＨフォーマットの使用は、
下記のように定められるとよい。ＵＥがＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ「のみ」を受信する場合には
、ＬＴＥリリース－８　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースを用いることができ
る。または、ＵＥがＤＬ　ＤＡＩ＝１の一つのＰＤＣＣＨ「のみ」を受信する場合には、
ＬＴＥリリース－８　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースを用いることができる
。その他の場合には、上位層により設定されたＰＵＣＣＨフォーマットとしてＰＵＣＣＨ
フォーマット３を用いることができる。
【０５５２】
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　ＤＬ　ＤＡＩが単なるカウンター（ＰＤＣＣＨ累積カウンター）として用いられる場合
に、搬送波アグリゲーション（ＣＡ）の場合に対するＴＤＤ　ＰＵＣＣＨフォーマット３
のリソース割当は、単一搬送波（またはｎｏｎ－ＣＡ）の場合に対するリソース割当と同
様にして定めることができる。すなわち、ＰＣｅｌｌに対するリソース割当方案として、
ｎｏｎ－ＣＡの場合でのリソース割当方案をそのまま用いることができる。また、ＣＡの
場合に、複数個のＣｅｌｌに対するＰＵＣＣＨリソース割当は下記のように定めることが
できる。
【０５５３】
　１個超過のサービングセルが設定される場合に、ＴＰＣフィールドの用途は下記のよう
に定めることができる。ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨが存在する場合に、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌ
ｌ上の全てのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に用いられ、端末は、ＰＣｅ
ｌｌ及びＳＣｅｌｌ上の全てのＰＤＣＣＨでＡＲＩ値が同一であると仮定することができ
る。一方、ＳＰＳ　ＰＤＳＣＨが存在しない場合に、ＰＣｅｌｌ上でのみＤＬ　ＤＡＩ＝
１のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは元来のＴＰＣ命令の用途に用いられ、ＰＣｅｌｌ及
びＳＣｅｌｌ上の残りの全てのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に用いられ
、端末は、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ上の全てのＰＤＣＣＨでＡＲＩ値が同一であると仮
定することができる。
【０５５４】
　また、１個超過のサービングセルが設定される場合に、ＰＵＣＣＨフォーマットの使用
は下記のように定めることができる。ＵＥがＳＰＳ　ＰＤＳＣＨ「のみ」を受信する場合
には、ＬＴＥリリース－８　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソースを用いることが
できる。または、ＵＥがＰＣｅｌｌ上でのみＤＬ　ＤＡＩ＝１の一つのＰＤＣＣＨ「のみ
」を受信する場合には、ＬＴＥリリース－８　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソー
スを用いることができる。その他の場合には、上位層により設定されたＰＵＣＣＨフォー
マットとしてＰＵＣＣＨフォーマット３を用いることができる。
【０５５５】
　実施例１４
　本実施例１４は、前述した実施例を総合的に考慮して、ＴＤＤ　ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ応答伝送のためのＰＵＣＣＨリソース割当方案を説明するためのものである。
【０５５６】
　既存のＬＴＥリリース－８／９システムでは、所定のビットサイズ（例えば、４ビット
）を超えるＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送に対して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング（空間バンド
リング及び／または時間ドメインバンドリング）を適用することから、個別ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報の損失が発生した。そこで、ＬＴＥリリース－１０（またはＬＴＥ－Ａ）システ
ムでは最大２０ビットの個別ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送することを支援し得るようにＰ
ＵＣＣＨフォーマット３が設計された。搬送波アグリゲーション（ＣＡ）及び／またはＴ
ＤＤを支援するシステムでは２０ビット超過のＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する場合も発生す
るため、可能なかぎりＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を損失無しで伝送しながら、リソースを效率
的に使用する方案が要求される。
【０５５７】
　図４５は、ＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドの使用に関する本発明の一例を示す図であ
る。図４５の例示で、ＡＲＩは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送のためのＰＵＣＣＨフォーマット
３のリソースを指示（ｉｎｄｉｃａｔｅ）する情報であり、ＰＣｅｌｌでＤＡＩ＝１のＰ
ＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは元来のＴＰＣ命令の用途に用いられるが、その他のＰＣｅ
ｌｌ及びＳＣｅｌｌでのＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に用いられている
。端末は、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌでのＡＲＩ値が同一であると仮定することができる
。これにより、一つのＡＲＩのみを検出した場合にもＰＵＣＣＨフォーマット３リソース
を決定することができる。
【０５５８】
　このようにＴＰＣフィールドをＡＲＩに再使用する場合に、ＰＵＣＣＨ電力制御の精密
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度が低下することがある。しかし、ＡＲＩ情報を用いてＰＵＣＣＨフォーマット３リソー
スを明確に決定できるので、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて損失無しにＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報を伝送することが、ＰＵＣＣＨ電力制御の精密度の低下と比較して、システム全
体の観点では有利といえる。
【０５５９】
　図４５の例示において、ＵＥがＡＲＩの含まれている少なくとも一つのＰＤＣＣＨの検
出に成功した場合には、ＡＲＩにより指示されるＰＵＣＣＨフォーマット３リソースを用
いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を伝送することができる。しかし、ＵＥがＡＲＩの含まれてい
ないＰＤＣＣＨ（すなわち、ＰＣｅｌｌでＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨ）「のみ」を検出する
と、ＵＥは、ＡＲＩ情報を獲得できず、ＰＵＣＣＨフォーマット３リソースを決定するこ
ともてできない。この場合には、レガシー（ｌｅｇａｃｙ）フォーマット、すなわち、Ｌ
ＴＥリリース－８／９のＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いて情報損失無しにＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ応答を伝送するように動作できる。
【０５６０】
　これにより、一つ以上の下りリンクサブフレームで伝送される下りリンク伝送（ＰＤＣ
ＣＨ及び／またはＰＤＳＣＨ）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を損失無しに伝送し得るリ
ソース割当方案を提供することができる。また、搬送波アグリゲーション（ＣＡ）の場合
またはｎｏｎ－ＣＡの場合を問わず、同じ方式でＰＵＣＣＨフォーマット及びＰＵＣＣＨ
リソースが決定されるので、基地局側と端末側の動作を簡単且つ明確に特定することがで
きる。
【０５６１】
　図４６は、本発明で提案した種々の実施例を総合的に説明するフローチャートである。
図４６の例示では、上位層によってＰＵＣＣＨフォーマット３が端末に設定されることを
前提にして説明する。
【０５６２】
　段階Ｓ４６１０で、端末がＰＣｅｌｌでのみＤＡＩ＝１の一つのＰＤＳＣＨ（すなわち
、ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨに対応するＰＤＳＣＨ）を受信したか否か判定する。
【０５６３】
　段階Ｓ４６１０の結果がＹＥＳであると、段階Ｓ４６２０に移行する。ＰＣｅｌｌでＤ
ＡＩ＝１のＰＤＣＣＨのＴＰＣフィールドは元来のＴＰＣ命令に用いられるので、端末が
ＤＡＩ＝１のＰＤＣＣＨのみを受信した場合にはＡＲＩ情報を獲得できない。したがって
、端末は、ＰＵＣＣＨフォーマット３を使用しない。端末は、ＰＵＣＣＨフォーマット１
ａ／１ｂを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送することができる。ＰＵＣＣＨフォーマット１
ａ／１ｂリソースは、暗黙的マッピング（すなわち、ＰＤＣＣＨ　ＣＣＥインデックスか
ら誘導されるＰＵＣＣＨリソースインデックス）によって決定されうる。
【０５６４】
　一方、段階Ｓ４６１０の結果がＮＯであると、段階Ｓ４６３０に移行する。段階Ｓ４６
３０で端末は、ＰＣｅｌｌでのみＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨ（すなわち、ＳＰＳ　ＰＤ
ＳＣＨ）一つを受信したか否か判定する。
【０５６５】
　段階Ｓ４６３０の結果がＹＥＳであると、段階Ｓ４６４０に移行する。端末は、ＰＤＣ
ＣＨを受信できず、ＡＲＩも獲得できなかったので、ＰＵＣＣＨフォーマット３を使用し
ない。端末はＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送できる
。ここで、端末は、ＰＤＣＣＨを受信しなかったため、ＰＤＣＣＨ　ＣＣＥインデックス
から誘導されるＰＵＣＣＨリソースインデックスを導出することができない。したがって
、端末は、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨに含まれた情報（例えば、ＳＰＳ活性化ＰＤＣＣＨ内
のＴＰＣフィールドを再使用して指示される情報）によってＰＵＣＣＨリソースインデッ
クスを決定できる。
【０５６６】
　一方、段階Ｓ４６３０の結果がＮＯであると、段階Ｓ４６５０に移行する。段階Ｓ４６
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５０で端末は、ＰＣｅｌｌでのみ「ＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨ」及び追加として「ＰＤＣＣ
ＨのないＰＤＳＣＨ」を受信したか否か判定する。
【０５６７】
　段階Ｓ４６５０の結果がＹＥＳであると、段階Ｓ４６６０に移行する。この場合にも、
端末はＡＲＩ情報を獲得できないため、ＰＵＣＣＨフォーマット３を使用せずに、ＰＵＣ
ＣＨフォーマット１ａ／１ｂを使用する。ここで、端末は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報損失を
防止するために、チャネル選択方式でＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送することができる。チ
ャネル選択は、Ａ（＝２または３）個のＰＵＣＣＨリソースからＰＵＣＣＨリソースを選
択する方式で行われるとよい。Ａ値は、ＰＤＳＣＨのコードワード（または伝送ブロック
）の個数によって決定することができる。
【０５６８】
　一方、段階Ｓ４６５０の結果がＮＯであると、段階Ｓ４６７０に移行する。段階Ｓ４６
７０で端末は、ＰＣｅｌｌでＤＡＩ＝１以外の（すなわち、ＤＡＩ＞１の）ＰＤＣＣＨの
ＡＲＩ（すなわち、ＴＰＣフィールド）値とＳＣｅｌｌの全てのＰＤＣＣＨのＡＲＩ（す
なわち、ＴＰＣフィールド）値がいずれも同一であるか否か判定する。
【０５６９】
　段階Ｓ４６７０の結果がＹＥＳであると、段階Ｓ４６８０に移行する。この場合、端末
は、ＡＲＩにより指示されるＰＵＣＣＨフォーマット３リソースを用いてＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報を伝送することができる。端末は、ＡＲＩ値がいずれのＰＤＣＣＨでも同一である
と仮定し、少なくとも一つのＰＤＣＣＨでＡＲＩ値を用いて段階Ｓ４６８０を行うことも
できる。
【０５７０】
　一方、段階Ｓ４６７０の結果がＮＯであると（すなわち、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌの
ＡＲＩ値が同一でないと）、端末は、受信されたＰＤＣＣＨを廃棄（ｄｉｓｃａｒｄ）す
る。
【０５７１】
　要するに、端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送すべき「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ
」、「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ＰＤＣＣＨ（ＳＰＳ－ＰＤＳＣＨ）」及び「ＳＰＳ
　ｒｅｌｅａｓｅ　ＰＤＣＣＨ」に対して、次のような端末の動作を定義できる。ただし
、本発明の範囲がこれに制限されるわけではなく、前述した本発明の種々の実施例の可能
な組み合わせによりＴＤＤ　ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース割当及び伝送動作が行
われてもよい。
【０５７２】
　まず、搬送波アグリゲーションが適用されないシステム（すなわち、ｎｏｎ－ＣＡ）で
の動作は、ＣＡ環境での「ＰＣｅｌｌ－ｏｎｌｙ－ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ」と同一に行うこ
とができる。すなわち、端末に一つのサービングセルが設定される場合におけるＴＤＤ　
ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース割当及び伝送動作は、端末に１超過のサービングセ
ルが設定されるとき、ＰＣｅｌｌでのみＰＤＳＣＨ及び／またはＰＤＣＣＨを受信する場
合におけるＴＤＤ　ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース割当及び伝送動作と同一に行う
ことができる。したがって、以下、ＰＣｅｌｌでの動作に関する説明は、端末に一つのサ
ービングセルのみ設定され、当該サービングセルでの動作に代えてもよい。
【０５７３】
　ＰＣｅｌｌのＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ内のＤＡＩ＝１であると、ＴＰＣフィー
ルドは元来の電力制御用途に用いられる。ＰＣｅｌｌのＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ
内のＤＡＩ＞１であると、ＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に用いられる。ＳＣｅｌｌの
全てのＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ内のＴＰＣフィールドはＡＲＩの用途に用いられ
る。端末は全てのＡＲＩが同一であると仮定する。
【０５７４】
　ＰＣｅｌｌでのみ一つのＳＰＳ－ＰＤＳＣＨのみを受信すると、ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト１ａ／１ｂにフォールバックする。
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【０５７５】
　ＰＣｅｌｌでのみ一つのＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨ（ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨ内
のＤＡＩ＝１）のみを受信すると、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂにフォールバック
する。
【０５７６】
　ＰＣｅｌｌでのみ一つのＤＡＩ＝１のＰＤＳＣＨと一つのＳＰＳ－ＰＤＳＣＨのみを受
信すると、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを使用するチャネル選択方式でＡＣＫ／ＮＡＣＫ
伝送が行われる。ここで、チャネル選択に用いられるＰＵＣＣＨリソースの個数（Ａ）は
、２または３である。
【０５７７】
　ＰＣｅｌｌでのみＤＡＩ＞１のＰＤＳＣＨ（ＰＤＳＣＨに対応するＰＤＣＣＨのＤＡＩ
＞１）を一つ以上受信すると、ＡＲＩにより指示されるＰＵＣＣＨフォーマット３リソー
スを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送が行われる。
【０５７８】
　ＳＣｅｌｌでＰＤＳＣＨを一つ以上受信すると、ＡＲＩにより指示されるＰＵＣＣＨフ
ォーマット３リソースを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送が行われる。
【０５７９】
　これにより、ＰＣｅｌｌでのみ、またはＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌで、「ＰＤＳＣＨ　
ｗｉｔｈ　ＰＤＣＣＨ」、「ＰＤＳＣＨ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ＰＤＣＣＨ（ＳＰＳ－ＰＤＳ
ＣＨ）」及び「ＳＰＳ　ｒｅｌｅａｓｅ　ＰＤＣＣＨ」のうち一つ以上を受信するいすれ
の場合においても、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の損失無しにＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を正確且つ
效率的に伝送することができる。
【０５８０】
　以上開示された本発明の好ましい実施例についての詳細な説明は、当業者が本発明を具
現して実施できるように提供された。以上では本発明の好適な実施例を参照して説明した
が、当該技術の分野における熟練した当業者には、本発明の領域から逸脱しない範囲内で
本発明を様々に修正及び変更できるということが理解されるであろう。例えば、当業者は
、上記の実施例に記載された各構成を互いに組み合わせる方式で用いることができる。し
たがって、本発明は、ここに開示されている実施形態に制限されるものではなく、ここに
開示されている原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えるためのものである。
【０５８１】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴から逸脱することなく、他の特定の形態に具体化
できる。そのため、上記の詳細な説明はいずれの面においても制約的に解釈してはならず
、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付した請求項の合理
的解釈により定めなければならず、本発明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明
の範囲に含まれる。本発明は、ここに開示されている実施形態に制限されるものではなく
、ここに開示されている原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を有するものである
。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係を有しない請求項を結合して実施例を構成し
たり、出願後の補正により新しい請求項として含めることができる。
【産業上の利用可能性】
【０５８２】
　上述のような本発明の実施の形態は、様々な移動通信システムに適用可能である。
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