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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信装置によってデータを送信する方法であって、前記方法は、
　重複バージョン（ＲＶ）を前記データに適用することと、
　前記データに対するスクランブリングシーケンスを用いて前記データをスクランブルす
ることと、
　Ｎ個の連続するサブフレームで前記データを複数回送信することであって、Ｎは、１よ
り大きい正の整数である、ことと
　を含み、
　前記データに対する前記ＲＶは、Ｒ個の連続するサブフレームにわたって同一であり、
Ｒは、１より大きい所定の正の整数であり、
　前記データに対する前記ＲＶは、前記Ｎ個の連続するサブフレームの中のＲ個の連続す
るサブフレームごとに１回変更され、ＮはＲより大きく、
　データに対する前記スクランブリングシーケンスは、前記データに対する前記ＲＶが同
一のままである前記Ｒ個の連続するサブフレームにわたって同一であり、
　前記データに対する前記スクランブリングシーケンスは、前記データに対する前記ＲＶ
が変更された場合に変更される、方法。
【請求項２】
　前記送信装置によって前記データをプリコーディングすることをさらに含み、
　前記データは、前記Ｎ個の連続するサブフレーム内のＰ個の連続するサブフレームにわ
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たって同一のプリコーディング行列を使用してプリコーディングされ、Ｐは、前記送信装
置によって構成される正の整数である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記データは、前記Ｐ個の連続するサブフレームにおける同一のリソースブロックを使
用して送信される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記データと関連付けられる参照信号を前記Ｎ個の連続するサブフレームで複数回送信
することをさらに含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　受信装置によってデータを受信する方法であって、前記方法は、
　Ｎ個の連続するサブフレームで前記データを複数回受信することであって、Ｎは、１よ
り大きい正の整数である、ことと、
　前記データに対する重複バージョン（ＲＶ）および前記データに対するスクランブリン
グシーケンスに基づいて前記データを復号することと
　を含み、
　前記データに対する前記ＲＶは、Ｒ個の連続するサブフレームにわたって同一であり、
Ｒは、１より大きい所定の正の整数であり、
　前記データに対する前記ＲＶは、前記Ｎ個の連続するサブフレームの中のＲ個の連続す
るサブフレームごとに１回変更され、ＮはＲより大きく、
　前記データに対する前記スクランブリングシーケンスは、前記データに対する前記ＲＶ
が同一のままである前記Ｒ個の連続するサブフレームにわたって同一であり、
　前記データに対する前記スクランブリングシーケンスは、前記データに対する前記ＲＶ
が変更された場合に変更される、方法。
【請求項６】
　前記受信装置によって、プリコーディング行列を使用して前記データを受信することを
さらに含み、
　前記プリコーディング行列は、前記Ｎ個の連続するサブフレーム内のＰ個の連続するサ
ブフレームにわたって同一であり、Ｐは、送信装置によって構成される正の整数である、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記データは、前記Ｐ個の連続するサブフレームにおける同一のリソースブロックを使
用して受信される、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記データと関連付けられる参照信号を前記Ｎ個の連続するサブフレームで複数回受信
することをさらに含む、請求項５～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　データを送信する送信装置であって、前記送信装置は、
　無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　重複バージョン（ＲＶ）を前記データに適用することと、
　前記データに対するスクランブリングシーケンスを用いて前記データをスクランブルす
ることと、
　Ｎ個の連続するサブフレームで前記データを複数回送信するように前記送信装置を制御
することであって、Ｎは、１より大きい正の整数である、ことと
　を行うように構成され、
　前記データに対する前記ＲＶは、Ｒ個の連続するサブフレームにわたって同一であり、
Ｒは、１より大きい所定の正の整数であり、
　前記データに対する前記ＲＶは、前記Ｎ個の連続するサブフレームの中のＲ個の連続す
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るサブフレームごとに１回変更され、ＮはＲより大きく、
　データに対する前記スクランブリングシーケンスは、前記データに対する前記ＲＶが同
一のままである前記Ｒ個の連続するサブフレームにわたって同一であり、
　前記データに対する前記スクランブリングシーケンスは、前記データに対する前記ＲＶ
が変更された場合に変更される、送信装置。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、前記データをプリコーディングするように構成され、
　前記データは、前記Ｎ個の連続するサブフレーム内のＰ個の連続するサブフレームにわ
たって同一のプリコーディング行列を使用してプリコーディングされ、Ｐは、前記送信装
置によって構成される正の整数である、請求項９に記載の送信装置。
【請求項１１】
　前記データは、前記Ｐ個の連続するサブフレームにおける同一のリソースブロックを使
用して送信される、請求項１０に記載の送信装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記データと関連付けられる参照信号を前記Ｎ個の連続するサブフ
レームで複数回送信するように、前記ＲＦユニットを制御するように構成されている、請
求項９～１１のいずれか一項に記載の送信装置。
【請求項１３】
　データを受信する受信装置であって、前記受信装置は、
　無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　Ｎ個の連続するサブフレームで前記データを複数回受信するように前記ＲＦユニットを
制御することと、
　前記データに対する重複バージョン（ＲＶ）および前記データに対するスクランブリン
グシーケンスに基づいて前記データを復号することと
　を行うように構成され、
　前記データに対する前記ＲＶは、Ｒ個の連続するサブフレームにわたって同一であり、
Ｒは、１より大きい所定の正の整数であり、
　前記データに対する前記ＲＶは、前記Ｎ個の連続するサブフレームの中のＲ個の連続す
るサブフレームごとに１回変更され、ＮはＲより大きく、
　データに対する前記スクランブリングシーケンスは、前記データに対する前記ＲＶが同
一のままである前記Ｒ個の連続するサブフレームにわたって同一であり、
　前記データに対する前記スクランブリングシーケンスは、前記データに対する前記ＲＶ
が変更された場合に変更される、受信装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、プリコーディング行列を使用して前記データを受信するように、前
記ＲＦユニットを制御するように構成され、
　前記プリコーディング行列は、前記Ｎ個の連続するサブフレーム内のＰ個の連続するサ
ブフレームにわたって同一であり、Ｐは、送信装置によって構成される正の整数である、
請求項１３に記載の受信装置。
【請求項１５】
　前記データは、前記Ｐ個の連続するサブフレームにおける同一のリソースブロックを使
用して受信される、請求項１４に記載の受信装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記データと関連付けられる参照信号を前記Ｎ個の連続するサブフ
レームで複数回受信するように、前記ＲＦユニットを制御するように構成されている、請
求項１３～１５のいずれか一項に記載の受信装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、データを送信或いは受信する方法及びそのための
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機期間（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍａｃｈｉｎｅ、Ｍ２Ｍ）通信と、高いデータ送信量
を要求するスマートフォン、タブレットＰＣなどの様々な装置及び技術が出現及び普及さ
れている。これに伴い、セルラー網で処理されることが要求されるデータ量も急増してい
る。このように急増するデータ処理要求量を満たすために、より多くの周波数帯域を效率
的に用いるための搬送波集約（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術、認知無
線（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｒａｄｉｏ）技術などと、限られた周波数内で送信されるデー
タ容量を高めるための多重アンテナ技術、多重基地局協調技術などが発展している。
【０００３】
　一般の無線通信システムは、１つの下りリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ、ＤＬ）帯域とこれ
に対応する１つの上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）帯域でデータ送／受信を行ったり（
周波数分割デュプレックス（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、Ｆ
ＤＤ）モードの場合）、所定の無線フレーム（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒａｍｅ）を時間ドメイン
（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で上りリンク時間ユニットと下りリンク時間ユニットとに区
分し、上りリンク／下りリンク時間ユニットでデータ送／受信を行う（時分割デュプレッ
クス（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）モードの場合）。基地局（
ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）とユーザ機器（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ
）は、所定の時間ユニット（ｕｎｉｔ）、例えば、サブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ、Ｓ
Ｆ）内で、スケジュールされたデータ及び／又は制御情報を送受信する。データは、上り
リンク／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、上りリンク／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、無線信号を搬送する様々な物理チャネルが上りリンク／下りリンクサブフレ
ームに設定される。これに対し、搬送波集約技術は、より広い周波数帯域を用いるために
複数の上りリンク／下りリンク周波数ブロックを集めてより大きい上りリンク／下りリン
ク帯域幅を用いることによって、単一搬送波が用いられる場合に比べて多量の信号を同時
に処理することができる。
【０００４】
　一方、ＵＥが周辺で接続（ａｃｃｅｓｓ）し得るノード（ｎｏｄｅ）の密度が高くなる
方向に通信環境が進化している。ノードとは、１つ以上のアンテナを有し、ＵＥと無線信
号を送信／受信できる固定した地点（ｐｏｉｎｔ）のことを指す。高い密度のノードを具
備した通信システムは、ノード間の協調によってより高い性能の通信サービスをＵＥに提
供することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　新しい無線通信技術の導入から、基地局が所定リソース領域でサービスを提供すべきＵ
Ｅの個数が増加するだけでなく、上記基地局がサービスを提供するＵＥと送信／受信する
データと制御情報の量も増加している。基地局がＵＥとの通信に利用可能な無線リソース
の量は有限のため、基地局が有限の無線リソースを用いて上りリンク／下りリンクデータ
及び／又は上りリンク／下りリンク制御情報をＵＥから／に效率的に受信／送信するため
の新しい方案が要求される。
【０００６】
　また、送信装置が送信する制御信号及び／又はデータ信号が受信装置によって復元され
る時に用いられる参照信号を限られた無線リソース上で効率的に送信／受信されるための
方案も要求される。
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【０００７】
　本発明が遂げようとする技術的課題は、以上で言及した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、以下の発明の詳細な説明から、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】
【０００８】
　本発明は、データ送信／受信のために、バンドルされたサブフレームで参照信号を同一
のプリコーディング行列、同一の参照信号シーケンス、同一の参照信号生成識別子及び／
又は同一の参照信号スクランブリングシーケンスを用いて送信／受信する、データ送信方
法及び装置、並びにデータ受信方法及び装置を提供する。
【０００９】
　本発明の一様相として、送信装置がデータを送信する方法において、バンドルされたサ
ブフレーム集合で前記データ及び前記データと関連した参照信号を送信することを含むデ
ータ送信方法が提供される。前記複数のサブフレームにわたって前記参照信号は、同一の
参照信号シーケンスを有したり、又は少なくとも同一のセル識別子或いは同一のスクラン
ブリングを用いて生成された参照信号シーケンスを有することができる。前記参照信号は
、同一のプリコーディング行列でプリコーディングされて前記バンドルされたサブフレー
ム集合内の複数のサブフレームのそれぞれで送信されてもよい。
【００１０】
　本発明の他の様相として、受信装置がデータを受信する方法において、バンドルされた
サブフレーム集合で前記データ及び参照信号を受信し、前記参照信号に基づいて前記デー
タを復号することを含むデータ受信方法が提供される。前記参照信号は、前記バンドルさ
れたサブフレーム集合内の複数のサブフレームのそれぞれで受信されてもよい。前記受信
装置は、前記複数のサブフレームにわたって前記参照信号に適用されたプリコーディング
行列が同一であると仮定することができる。前記受信装置は、前記複数のサブフレームに
わたって前記参照信号が同一の参照信号シーケンスを有したり、又は少なくとも同一のセ
ル識別子或いは同一のスクランブリングを用いて生成された参照信号シーケンスを有する
と仮定することができる。
【００１１】
　本発明の更に他の様相として、データを送信する装置において、無線周波数（ｒａｄｉ
ｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニット、前記ＲＦユニットを制御するように構成され
たプロセッサとを備えるデータ送信装置が提供される。前記プロセッサは、バンドルされ
たサブフレーム集合で前記データ及び前記データと関連した参照信号を送信するように前
記ＲＦユニットを制御することができる。前記プロセッサは、前記バンドルされたサブフ
レームにおける複数の複数のサブフレームにわたって同一の参照信号シーケンスを有した
り、又は少なくとも同一のセル識別子或いは同一のスクランブリングを用いて生成された
参照信号シーケンスを有するように前記参照信号を生成することができる。前記プロセッ
サは、前記参照信号を前記複数のサブフレームにわたって同一のプリコーディング行列で
プリコーディングするように構成されてもよい。前記プロセッサは、前記プリコーディン
グされた参照信号を前記複数のサブフレームのそれぞれで送信するように前記ＲＦユニッ
トを制御することができる。
【００１２】
　本発明の更に他の様相として、データを受信する装置において、無線周波数（ｒａｄｉ
ｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニットと、前記ＲＦユニットを制御するように構成さ
れたプロセッサとを備えるデータ受信装置が提供される。前記プロセッサは、バンドルさ
れたサブフレーム集合で前記データ及び参照信号を受信するように前記ＲＦユニットを制
御し、前記参照信号に基づいて前記データを復号するように構成されてもよい。前記プロ
セッサは、前記参照信号を、前記バンドルされたサブフレーム集合内の複数のサブフレー
ムのそれぞれで受信するように前記ＲＦユニットを制御することができる。前記プロセッ
サは、前記複数のサブフレームにわたって前記参照信号に適用されたプリコーディング行
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列が同一であると仮定するように構成されてもよい。前記プロセッサは、前記複数のサブ
フレームにわたって前記参照信号が同一の参照信号シーケンスを有したり、又は少なくと
も同一のセル識別子或いは同一のスクランブリングを用いて生成された参照信号シーケン
スを有すると仮定するように構成されてもよい。
【００１３】
　本発明の各様相において、前記参照信号は、前記複数のサブフレームで同一の送信ブロ
ック上で送信されてもよい。
【００１４】
　本発明の各様相において、前記データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄ
ｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）情報は、前記バンドルされたサブフレームの
最後のサブフレームｎから４番目のサブフレームであるサブフレームｎ＋４で受信されて
もよい。
【００１５】
　本発明の各様相において、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／
Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）情報がＮＡＣＫであれば、サブフレームｎ＋１３で前記デー
タに対する再送信が行われてもよい。
【００１６】
　本発明の各様相において、前記データは、同一の重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃ
ｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）を用いて前記バンドルされたサブフレーム集合内の少なくとも２つ
以上のサブフレームでそれぞれ送信されてもよい。
【００１７】
　上記の課題解決方法は、本発明の実施例の一部に過ぎず、当該技術の分野における通常
の知識を有する者にとっては、本願発明の技術的特徴が反映された様々な実施例を、以下
に説明する本発明の詳細な説明から導出できるということは明らかであろう。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　送信装置がデータを送信する方法であって、
　バンドルされたサブフレーム集合で前記データ及び前記データと関連した参照信号を送
信することを含み、
　前記複数のサブフレームにわたって前記参照信号は、同一の参照信号シーケンスを有し
たり、又は少なくとも同一のセル識別子或いは同一のスクランブリングを用いて生成され
た参照信号シーケンスを有し、
　前記参照信号は、同一のプリコーディング行列でプリコーディングされて前記バンドル
されたサブフレーム集合内の複数のサブフレームのそれぞれで送信される、データ送信方
法。
（項目２）
　前記参照信号は、前記複数のサブフレームで同一の送信ブロック上で送信される、項目
１に記載のデータ送信方法。
（項目３）
　前記データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔ
ｉｖｅ　ＡＣＫ）情報を、前記バンドルされたサブフレームの最後のサブフレームｎから
４番目のサブフレームであるサブフレームｎ＋４で受信することをさらに含む、項目１に
記載のデータ送信方法。
（項目４）
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ
）情報がＮＡＣＫであれば、サブフレームｎ＋１３で前記データに対する再送信を行うこ
とをさらに含む、項目２に記載のデータ送信方法。
（項目５）
　前記データは、同一の重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）を用
いて前記バンドルされたサブフレーム集合内の少なくとも２つ以上のサブフレームでそれ
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ぞれ送信される、項目１に記載のデータ送信方法。
（項目６）
　受信装置がデータを受信する方法であって、
　バンドルされたサブフレーム集合で前記データ及び参照信号を受信し、
　前記参照信号に基づいて前記データを復号することを含み、
　前記参照信号は、前記バンドルされたサブフレーム集合内の複数のサブフレームのそれ
ぞれで受信され、
　前記受信装置は、前記複数のサブフレームにわたって前記参照信号に適用されたプリコ
ーディング行列が同一であると仮定し、
　前記受信装置は、前記複数のサブフレームにわたって前記参照信号が同一の参照信号シ
ーケンスを有したり、又は少なくとも同一のセル識別子或いは同一のスクランブリングを
用いて生成された参照信号シーケンスを有すると仮定する、データ受信方法。
（項目７）
　前記参照信号は、前記複数のサブフレームで同一の送信ブロック上で受信される、項目
６に記載のデータ受信方法。
（項目８）
　前記データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔ
ｉｖｅ　ＡＣＫ）情報を前記バンドルされたサブフレームの最後のサブフレームｎから４
番目のサブフレームであるサブフレームｎ＋４で送信することをさらに含む、項目６に記
載のデータ受信方法。
（項目９）
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ
）情報がＮＡＣＫであれば、サブフレームｎ＋１３で前記データに対する再送信を受信す
ることをさらに含む、項目８に記載のデータ受信方法。
（項目１０）
　前記データは、前記バンドルされたサブフレーム集合内の少なくとも２つ以上のサブフ
レームでそれぞれ受信され、
　前記受信装置は、前記少なくとも２つ以上のサブフレームにわたって前記データが同一
の重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）を有すると仮定する、項目
６に記載のデータ受信方法。
（項目１１）
　データを送信する装置であって、
　無線周波数（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニット、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備え、
　前記プロセッサは、バンドルされたサブフレーム集合で前記データ及び前記データと関
連した参照信号を送信するように前記ＲＦユニットを制御し、
　前記プロセッサは、前記バンドルされたサブフレームにおける複数の複数のサブフレー
ムにわたって同一の参照信号シーケンスを有したり、又は少なくとも同一のセル識別子或
いは同一のスクランブリングを用いて生成された参照信号シーケンスを有するように前記
参照信号を生成し、
　前記プロセッサは、前記参照信号を前記複数のサブフレームにわたって同一のプリコー
ディング行列でプリコーディングするように構成され、前記プリコーディングされた参照
信号を前記複数のサブフレームのそれぞれで送信するように前記ＲＦユニットを制御する
、データ送信装置。
（項目１２）
　前記プロセッサは、前記参照信号を前記複数のサブフレームで同一の送信ブロック上で
送信するように前記ＲＦユニットを制御する、項目１１に記載のデータ送信装置。
（項目１３）
　前記プロセッサは、前記データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）情報を、前記バンドルされたサブフレームの最後の
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サブフレームｎから４番目のサブフレームであるサブフレームｎ＋４で受信するように前
記ＲＦユニットをさらに制御する、項目１１に記載のデータ送信装置。
（項目１４）
　前記プロセッサは、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇ
ａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）情報がＮＡＣＫであれば、サブフレームｎ＋１３で前記データに対
する再送信を行うように前記ＲＦユニットをさらに制御する、項目１２に記載のデータ送
信装置。
（項目１５）
　前記プロセッサは、前記データを、同一の重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖ
ｅｒｓｉｏｎ）を用いて前記バンドルされたサブフレーム集合内の少なくとも２つ以上の
サブフレームでそれぞれ送信するように前記ＲＦユニットを制御する、項目１１に記載の
データ送信装置。
（項目１６）
　データを受信する装置であって、
　無線周波数（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備え、
　前記プロセッサは、バンドルされたサブフレーム集合で前記データ及び参照信号を受信
するように前記ＲＦユニットを制御し、前記参照信号に基づいて前記データを復号するよ
うに構成され、
　前記プロセッサは、前記参照信号を、前記バンドルされたサブフレーム集合内の複数の
サブフレームのそれぞれで受信するように前記ＲＦユニットを制御し、
　前記プロセッサは、前記複数のサブフレームにわたって前記参照信号に適用されたプリ
コーディング行列が同一であると仮定するように構成され、
　前記プロセッサは、前記複数のサブフレームにわたって前記参照信号が同一の参照信号
シーケンスを有したり、又は少なくとも同一のセル識別子或いは同一のスクランブリング
を用いて生成された参照信号シーケンスを有すると仮定するように構成された、データ受
信装置。
（項目１７）
　前記参照信号は、前記複数のサブフレームで同一の送信ブロック上で受信される、項目
１６に記載のデータ受信装置。
（項目１８）
　前記プロセッサは、前記データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）情報を、前記バンドルされたサブフレームの最後の
サブフレームｎから４番目のサブフレームであるサブフレームｎ＋４で送信するように前
記ＲＦユニットを制御する、項目１６に記載のデータ受信装置。
（項目１９）
　前記プロセッサは、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇ
ａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）情報がＮＡＣＫであれば、サブフレームｎ＋１３で前記データに対
する再送信を受信するように前記ＲＦユニットを制御する、項目１８に記載のデータ受信
装置。
（項目２０）
　前記データは、前記バンドルされたサブフレーム集合内の少なくとも２つ以上のサブフ
レームでそれぞれ受信され、
　前記プロセッサは、前記少なくとも２つ以上のサブフレームにわたって前記データが同
一の重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）を有すると仮定する、項
目１６に記載のデータ受信装置。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、上りリンク／下りリンク信号を效率的に送信／受信することができる
。これによって、無線通信システムの全体処理量（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）が向上する。
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【００１９】
　本発明に係る効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、
以下の発明の詳細な説明から、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】
【００２０】
　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の図面は、本
発明に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【００２１】
【図１】図１は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である
。
【図２】図２は、無線通信システムで下りリンク／上りリンク（ＤＬ／ＵＬ）スロット構
造の一例を示す図である。
【図３】図３は、無線通信システムで用いられる下りリンクサブフレーム（ｓｕｂｆｒａ
ｍｅ）構造を例示する図である。
【図４】図４は、無線通信システムに用いられる上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）サブ
フレーム構造の一例を示す図である。
【図５】図５は、単一搬送波通信と多重搬送波通信を説明するための図である。
【図６】図６は、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）或いはＥＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ）と、ＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨによってスケジュールされるデータチャネルを例示する図である。
【図７】図７は、本発明を実行する送信装置１０及び受信装置２０の構成要素を示すブロ
ック図である。
【図８】図８は、物理チャネル処理の概要（ｏｖｅｒｖｉｅｗ）を例示する図である。
【図９】図９は、セル特定的参照信号（ｃｅｌｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＣＲＳ）とＵＥ特定的参照信号（ｕｓｅｒ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＵＥ－ＲＳ）を例示する図である。
【図１０】図１０は、バンドルされたサブフレーム集合（ｂｕｎｄｌｅｄ　ｓｕｂｆｒａ
ｍｅ　ｓｅｔ）の設定に関する本発明の実施例を示す図である。
【図１１】図１１～図１４は、バンドルされたサブフレームのためのＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒ
ｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）プロセスに関する本発明の
実施例を示す図である。
【図１２】図１１～図１４は、バンドルされたサブフレームのためのＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒ
ｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）プロセスに関する本発明の
実施例を示す図である。
【図１３】図１１～図１４は、バンドルされたサブフレームのためのＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒ
ｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）プロセスに関する本発明の
実施例を示す図である。
【図１４】図１１～図１４は、バンドルされたサブフレームのためのＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒ
ｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）プロセスに関する本発明の
実施例を示す図である。
【図１５】図１５は、４個の固定的重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉ
ｏｎ、ＲＶ）の開始位置を用いるＨＡＲＱ送信を示す図である。
【図１６】図１６は、バンドルされたサブフレームのためのＲＶの適用に関する本発明の
実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明に係る好適な実施の形態を、添付の図面を参照して詳しく説明する。添付
の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するた
めのものであり、本発明が実施し得る唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下
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の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし
、当業者にとってはこのような具体的な細部事項なしにも本発明を実施できることは明ら
かである。
【００２３】
　いくつかの場合、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
を省略したり、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すことがで
きる。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素については、同一の図面符号を付して
説明する。
【００２４】
　近年、機械タイプ通信（ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｙｐｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、Ｍ
ＴＣ）が重要な通信標準化の課題として台頭している。ＭＴＣとは、主に、人間の介入無
しで或いは人間の介入を最小化して機械（ｍａｃｈｉｎｅ）と基地局間で行われる情報交
換を意味する。例えば、ＭＴＣは、計器検針、水位測定、監視カメラの活用、自販機の在
庫報告などのような測定／感知／報告などのデータ通信などに用いることができ、所定の
特性を共有する複数のＵＥに対する自動アプリケーション或いはファームウェアの更新過
程などに用いることができる。ＭＴＣは、人間の介入無しで機械（ｍａｃｈｉｎｅ）と基
地局間で行われる情報交換を意味する。ＭＴＣの場合、送信データ量が少なく、上りリン
ク／下りリンクデータ送信又は受信（以下、送信／受信）が時たま発生する。このような
ＭＴＣの特性上、ＭＴＣのためのＵＥ（以下、ＭＴＣ　ＵＥ）は、低いデータ伝送率に対
応して、製作単価を下げ、バッテリー消耗を減らす方が効率的である。また、このような
ＭＴＣ　ＵＥは、移動性が少なく、よってチャネル環境がほとんど変わらないという特性
を有する。
【００２５】
　一方、将来の無線通信システムでは、セルの大きさ、すなわち、ノードのカバレッジが
既存セルに比べて小さいスモールセルの導入を考慮している。スモールセルに比べてカバ
レッジが広い既存セルは、マクロセルと呼ぶ。スモールセルは、当該セルの電力、周波数
特性などによって、既存セルや搬送波がサービスを提供できる範囲よりも狭い範囲にサー
ビスを提供する。低い電力のノードを用いるスモールセルは、屋内及び屋外のホットスパ
ッに容易に配置できることから、通信トラフィックの爆発的な増加に効率的に用いること
ができる。低い電力のノードとは、一般に、送信電力がマクロノード及び一般のｅＮＢの
送信電力よりも低いノードを意味する。例えば、ピコ及びフェムトｅＮＢを低い電力のノ
ードとして用いることができる。低い移動性を有するＵＥが高い処理量（ｔｈｒｏｕｇｈ
ｐｕｔ）を要求するとき、スモールセルを用いるとデータ送信効率を上げることができる
。スモールセルのカバレッジは小さいため、ＵＥの移動性（ｍｏｂｉｌｉｔｙ）が大きい
と、すぐに該当のセルのカバレッジを外れ、他のセルにハンドオーバーしなければならな
い。このような理由から、移動性（ｍｏｂｉｌｉｔｙ）の非常に小さいＵＥのためにスモ
ールセルを用いることが考慮されている。こうすると、スモールセルでＵＥに対するチャ
ネル特性は急変せず、安定的（ｓｔａｂｌｅ）に維持することができる。
【００２６】
　ＭＴＣ　ＵＥ或いはスモールセルのＵＥのように移動性が小さいＵＥの場合、ＵＥが複
数のサブフレームでデータを受信する間にチャネルがほとんど変わらない状況となり得る
。本発明では、ＵＥのチャネルが時間によってほとんど変わらない環境に適した信号送信
／受信方法及び装置を提案する。以下、本発明の実施例を具体的に説明する。
【００２７】
　以下に説明する技法（ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）及び装置、システムは、様々な無線多元接
続システムに適用すことができる。多元接続システムの例には、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＴＤＭＡ（ｔ
ｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＯＦＤＭＡ（
ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａ
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ｃｃｅｓｓ）システム、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＭＣ－ＦＤＭ
Ａ（ｍｕｌｔｉ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムなどがある。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）又はＣＤＭＡ２０００のよう
な無線技術（ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）によって具現することができる。ＴＤＭＡは、ＧＳ
Ｍ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ）、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（登録商標
）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（ｉ．ｅ．，ＧＥＲＡＮ）などのような無線技術によって具現
することができる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１（Ｗｉ
－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ
（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＴＲＡ）などのような無線技術によって具現することができる。Ｕ
ＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部であり、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐ
ａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉ
ｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＥ－ＵＭＴＳの一部である。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、下り
リンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ、ＤＬ）ではＯＦＤＭＡを採択し、上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ
、ＵＬ）ではＳＣ－ＦＤＭＡを採択している。ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄ）
は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化した形態である。説明の便宜のために、以下では、本発明が
３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに適用される場合を仮定して説明する。しかし、本発明の
技術的特徴がこれに制限されるものではない。例えば、以下の詳細な説明が、移動通信シ
ステムが３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムに対応する移動通信システムに基づいて
説明されても、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ特有の事項以外は、他の任意の移動通信シ
ステムにも適用可能である。
【００２８】
　例えば、本発明は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのように、ｅＮＢがＵＥに
下りリンク／上りリンク時間／周波数リソースを割り当て、ＵＥがｅＮＢの割当てによっ
て下りリンク信号を受信し、上りリンク信号を送信する非－競合ベース（ｎｏｎ－ｃｏｎ
ｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ）通信だけでなく、Ｗｉ－Ｆｉのような競合ベース（ｃｏｎ
ｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ）通信にも適用することができる。非－競合ベース通信技法
は、接続ポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ、ＡＰ）或いは上記接続ポイントを制御す
る制御ノード（ｎｏｄｅ）が、ＵＥと上記ＡＰ間の通信のためのリソースを割り当てるが
、競合ベース通信技法は、ＡＰに接続しようとする複数ＵＥ間の競合によって通信リソー
スが占有される。競合ベース通信技法についして簡略に説明すると、競合ベース通信技法
の一種として搬送波感知多元接続（ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｅｎｓｅ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａ
ｃｃｅｓｓ、ＣＳＭＡ）がある。ＣＳＭＡとは、ノード或いは通信機器が周波数帯域（ｂ
ａｎｄ）のような、共有伝送媒体（ｓｈａｒｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｅｄｉ
ｕｍ）（共有チャネルともいう。）上でトラフィック（ｔｒａｆｆｉｃ）を送信する前に
、同一のま共有伝送媒体上に他のトラフィックがないことを確認する確率的（ｐｒｏｂａ
ｂｉｌｉｓｔｉｃ）媒体接続制御（ｍｅｄｉａ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ、ＭＡＣ
）プロトコル（ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を指す。ＣＳＭＡにおいて送信装置は受信装置にトラ
フィックを送ることを試みる前に、他の送信が進行中であるか否か決定する。換言すれば
、送信装置は、送信を試みる前に、他の送信装置からの搬送波（ｃａｒｒｉｅｒ）の存在
を検出（ｄｅｔｅｃｔ）することを試みる。搬送波が感知されると、送信装置は、自身の
送信を開始する前に、進行中の他の送信装置によって送信が完了（ｆｉｎｉｓｈ）するこ
とを待つ。結局、ＣＳＭＡは、“ｓｅｎｓｅ　ｂｅｆｏｒｅ　ｔｒａｎｓｍｉｔ”或いは
“ｌｉｓｔｅｎ　ｂｅｆｏｒｅ　ｔａｌｋ”の原理を基盤にした通信技法といえる。ＣＳ
ＭＡを用いる競合ベース通信システムにおいて送信装置間の衝突を回避するための技法と
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してＣＳＭＡ／ＣＤ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　
ｗｉｔｈ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）及び／又はＣＳＭＡ／ＣＡ（Ｃａ
ｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｏｌｌｉｓｉ
ｏｎ　Ａｖｏｉｄａｎｃｅ）が用いられる。ＣＳＭＡ／ＣＤは、有線ＬＡＮ環境での衝突
検出技法であり、イーサネット（登録商標）（ｅｔｈｅｒｎｅｔ）環境で通信をしようと
するＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）やサーバー（ｓｅｒｖｅｒ）がまず、
ネットワーク上で通信が行われているか確認した後、他の装置（ｄｅｖｉｃｅ）がデータ
を上記ネットワーク上で載せて送っていると、待ってからデータを送る。すなわち、２人
以上のユーザ（例、ＰＣ、ＵＥなど）が同時にデータを乗せて送る場合、上記同時送信間
に衝突が発生するが、ＣＳＭＡ／ＣＤは、上記衝突を監視し、柔軟性あるデータ送信がな
されるようにする技法である。ＣＳＭＡ／ＣＤを用いる送信装置は、特定規則を用いて他
の送信装置によるデータ送信を感知し、自身のデータ送信を調節する。ＣＳＭＡ／ＣＡは
、ＩＥＥＥ８０２．１１標準に明示されている媒体接近制御プロトコルである。ＩＥＥＥ
８０２．１１標準に従うＷＬＡＮシステムは、ＩＥＥＥ８０２．３標準で用いられたＣＳ
ＭＡ／ＣＤを用いず、ＣＡ、すなわち、衝突を回避する方式を用いている。送信装置は、
常にネットワークの搬送波を感知しているが、ネットワークが空になると、目録に登載さ
れた自身の位置によって、定められた時間を待ってからデータを送る。目録内で送信装置
間の優先順位を決め、これを再設定（ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）するためには様
々方法を用いることができる。ＩＥＥＥ８０２．１１標準の一部バージョンに従うシステ
ムでは、衝突が起きることがあり、この場合には衝突感知手順が行われる。ＣＳＭＡ／Ｃ
Ａを用いる送信装置は、特定規則を用いて、他の送信装置によるデータ送信と自身のデー
タ送信間の衝突を回避する。
【００２９】
　本発明において、ＵＥは、固定していても移動性を有してもよく、基地局（ｂａｓｅ　
ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）と通信してユーザデータ及び／又は各種制御情報を送受信する各
種機器がこれに属する。ＵＥは、端末（Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ
（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＵＴ（
Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、無線機
器（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線モデム（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｍｏｄｅｍ）、携帯機器（ｈａ
ｎｄｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ）などと呼ぶことができる。また、本発明において、ＢＳは
、一般に、ＵＥ及び／又は他のＢＳと通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）の
ことをいい、ＵＥ及び他のＢＳと通信して各種データ及び制御情報を交換する。ＢＳは、
ＡＢＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＮＢ（Ｎｏｄｅ－Ｂ）、ｅＮ
Ｂ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）、接続ポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）、ＰＳ（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｓｅｒｖｅｒ）等の他の用語と呼ぶこともできる。以下の本発明に関する説明では、Ｂ
ＳをｅＮＢと総称する。
【００３０】
　本発明でいうノード（ｎｏｄｅ）とは、ＵＥと通信して無線信号を送信／受信し得る固
定した地点（ｐｏｉｎｔ）のことを指す。様々な形態のｅＮＢを、その名称に関係なくノ
ードとして用いることができる。例えば、ＢＳ、ＮＢ、ｅＮＢ、ピコセルｅＮＢ（ＰｅＮ
Ｂ）、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、リレー、リピータなどをノードとすることができる。
また、ノードは、ｅＮＢでなくてもよい。例えば、無線リモートヘッド（ｒａｄｉｏ　ｒ
ｅｍｏｔｅ　ｈｅａｄ、ＲＲＨ）、無線リモートユニット（ｒａｄｉｏ　ｒｅｍｏｔｅ　
ｕｎｉｔ、ＲＲＵ）とすることもできる。ＲＲＨ、ＲＲＵなどは、一般に、ｅＮＢの電力
レベル（ｐｏｗｅｒ　ｌｅｖｅｌ）よりも低い電力レベルを有する。ＲＲＨ或いはＲＲＵ
（以下、ＲＲＨ／ＲＲＵ）は、一般に、光ケーブルなどの専用回線（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ
　ｌｉｎｅ）でｅＮＢに接続されているため、一般に、無線回線で接続されたｅＮＢによ
る協調通信に比べて、ＲＲＨ／ＲＲＵとｅＮＢによる協調通信を円滑に行うことができる
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。１つのノードには少なくとも１つのアンテナが設置される。上記アンテナは物理アンテ
ナを意味することもでき、アンテナポート、仮想アンテナ、又はアンテナグループを意味
することもできる。ノードは、ポイント（ｐｏｉｎｔ）とも呼ばれる。多重ノードシステ
ムにおいて、複数のノードへの／からの信号送信／受信には、同一のセル識別子（ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ、ＩＤ）を用いてもよく、互いに異なるセル識別子を用いてもよい。複数のノ
ードが同一のセルＩＤを有する場合、上記複数のノードのそれぞれは、１つのセルの一部
アンテナ集団のように動作する。多重ノードシステムでノードが互いに異なるセルＩＤを
有すると、このような多重ノードシステムは、多重セル（例えば、マクロセル／フェムト
セル／ピコセル）システムと見なすことができる。複数のノードのそれぞれが形成した多
重セルがカバレッジによってオーバーレイ（ｏｖｅｒｌａｙ）する形態で構成されると、
上記多重セルが形成したネットワークを特に多重－階層（ｍｕｌｔｉ－ｔｉｅｒ）ネット
ワークと呼ぶ。ＲＲＨ／ＲＲＵのセルＩＤとｅＮＢのセルＩＤは同一でもよく、異なって
もよい。ＲＲＨ／ＲＲＵがｅＮＢと異なるセルＩＤを用いる場合、ＲＲＨ／ＲＲＵとｅＮ
Ｂはいずれも独立した基地局として動作する。
【００３１】
　多重ノードシステムにおいて、複数のノードと接続された１つ以上のｅＮＢ或いはｅＮ
Ｂコントローラが上記複数のノードの一部又は全てを通じてＵＥに同時に信号を送信或い
は受信するように上記複数のノードを制御することができる。各ノードの実体、各ノード
の具現形態などによって多重ノードシステム間には相違点が存在するが、複数のノードが
共に所定時間－周波数リソース上でＵＥに通信サービスを提供することに参加するという
点で、それらの多重ノードシステムは単一ノードシステム（例えば、ＣＡＳ、従来のＭＩ
ＭＯシステム、従来の中継システム、従来のリピータシステムなど）と相違する。したが
って、複数のノードの一部又は全てを用いてデータ協調送信を行う方法に関する本発明の
実施例は、各種の多重ノードシステムに適用することができる。例えば、ノードは、通常
、他のノードと一定間隔以上離れて位置しているアンテナグループを指すが、後述する本
発明の実施例は、ノードが間隔に関係なく任意のアンテナグループを意味する場合にも適
用することができる。例えば、Ｘ－ｐｏｌ（Ｃｒｏｓｓ　ｐｏｌａｒｉｚｅｄ）アンテナ
を具備したｅＮＢの場合、該ｅＮＢがＨ－ｐｏｌアンテナで構成された（ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒｅｄ）ノードとＶ－ｐｏｌアンテナで構成されたノードを制御するとして、本発明の実
施例を適用することができる。
【００３２】
　複数の送信（Ｔｘ）／受信（Ｒｘ）ノードを通じて信号を送信／受信したり、複数の送
信／受信ノードの中から選択された少なくとも１つのノードを通じて信号を送信／受信し
たり、下りリンク信号を送信するノードと上りリンク信号を受信するノードを別々にさせ
得る通信技法を、多重－ｅＮＢ　ＭＩＭＯ又はＣｏＭＰ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕ
ｌｔｉ－Ｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ／ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）という。このよ
うなノード間協調通信のうち、協調送信技法は、大きく、ＪＰ（ｊｏｉｎｔ　ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ）とスケジューリング協調（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏ
ｎ）とに区別できる。前者は、ＪＴ（ｊｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）／ＪＲ（
ｊｏｉｎｔ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）とＤＰＳ（ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｏｉｎｔ　ｓｅｌｅｃ
ｔｉｏｎ）とに区別でき、後者は、ＣＳ（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎ
ｇ）とＣＢ（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）とに区別できる。ＤＰ
Ｓは、ＤＣＳ（ｄｙｎａｍｉｃ　ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）とも呼ばれる。他の協
調通信技法に比べて、ノード間協調通信技法のうちＪＰが行われるとき、より様々な通信
環境が形成されうる。ＪＰのうち、ＪＴは、複数のノードが同一のストリームをＵＥに送
信する通信技法をいい、ＪＲは、複数のノードが同一のストリームをＵＥから受信する通
信技法をいう。上記ＵＥ／ｅＮＢは、上記複数のノードから受信した信号を合成して上記
ストリームを復元する。ＪＴ／ＪＲの場合、同一のストリームが複数のノードから／に送
信されるため、送信ダイバーシティ（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）によって信号送信の信頼度を
向上させることができる。ＪＰのうち、ＤＰＳは、複数のノードのうち、特定規則によっ
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て選択されたことノードを通じて信号が送信／受信される通信技法をいう。ＤＰＳの場合
、通常、ＵＥとノード間のチャネル状態の良いノードが通信ノードとして選択されるため
、信号送信の信頼度を向上させることができる。
【００３３】
　本発明でいうセル（ｃｅｌｌ）とは、１つ以上のノードが通信サービスを提供する一定
の地理的領域を指す。したがって、本発明で特定セルと通信するということは、上記特定
セルに通信サービスを提供するｅＮＢ或いはノードと通信するということを意味できる。
また、特定セルの下りリンク／上りリンク信号は、上記特定セルに通信サービスを提供す
るｅＮＢ或いはノードからの／への下りリンク／上りリンク信号を意味する。ＵＥに上り
リンク／下りリンク通信サービスを提供するセルを特にサービングセル（ｓｅｒｖｉｎｇ
　ｃｅｌｌ）という。また、特定セルのチャネル状態／品質は、上記特定セルに通信サー
ビスを提供するｅＮＢ或いはノードとＵＥ間に形成されたチャネル或いは通信リンクのチ
ャネル状態／品質を意味する。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａベースのシステムで、ＵＥは、特定ノ
ードからの下りリンクチャネル状態を、上記特定ノードのアンテナポートが上記特定ノー
ドに割り当てられたＣＲＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇ
ｎａｌ）リソース上で送信されるＣＲＳ及び／又はＣＳＩ－ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔ
ａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）リソース上で送
信するＣＳＩ－ＲＳ（上げる）を用いて測定することができる。一方、３ＧＰＰ　ＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａシステムは、無線リソースを管理するためにセル（ｃｅｌｌ）の概念を用い
ているが、無線リソースと関連するセル（ｃｅｌｌ）は、地理的領域のセル（ｃｅｌｌ）
と区別される。
【００３４】
　地理的領域の“セル”は、ノードが搬送波を用いてサービスを提供できるカバレッジ（
ｃｏｖｅｒａｇｅ）と理解することができ、無線リソースの“セル”は、上記搬送波によ
って設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）される周波数範囲である帯域幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ、
ＢＷ）に関連する。ノードが有効な信号を送信できる範囲である下りリンクカバレッジと
、ＵＥから有効な信号を受信できる範囲である上りリンクカバレッジは、当該信号を運ぶ
搬送波に依存するので、ノードのカバレッジは、上記ノードが用いる無線リソースの“セ
ル”のカバレッジと関連することもある。したがって、“セル”という用語は、時にはノ
ードによるサービスのカバレッジを、時には無線リソースを、時には上記無線リソースを
用いた信号が有効な強度で到達できる範囲を意味するために用いることができる。無線リ
ソースの“セル”については、搬送波集約に関する説明においてより詳しく後述する。
【００３５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ標準は、上位層から生じる情報を運ぶリソース要素に対
応する下りリンク物理チャネルと、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報
を搬送しないリソース要素に対応する下りリンク物理信号を定義する。例えば、物理下り
リンク共有チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎ
ｅｌ、ＰＤＳＣＨ）、物理ブロードキャストチャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＢＣＨ）、物理マルチキャストチャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＭＣＨ）、物理制御フォーマット指示子チャ
ネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａ
ｎｎｅｌ、ＰＣＦＩＣＨ）、物理下りリンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＣＣＨ）及び物理ハイブリッドＡＲＱ
指示子チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ、ＰＨＩＣＨ）が下りリンク物理チャネルとして定義されており、参照信号と
同期信号が下りリンク物理信号として定義されている。パイロット（ｐｉｌｏｔ）とも呼
ばれる参照信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＳ）は、ｅＮＢとＵＥが互いに
知っている既に定義された特別な波形の信号を意味するが、例えば、セル特定的ＲＳ（ｃ
ｅｌｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）、ＵＥ－特定的ＲＳ（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ
、ＵＥ－ＲＳ）、ポジショニングＲＳ（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ＲＳ、ＰＲＳ）及びチ
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ャネル状態情報ＲＳ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＲＳ、Ｃ
ＳＩ－ＲＳ）が下りリンク参照信号として定義される。３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ標
準は、上位層から生じる情報を搬送するリソース要素に対応する上りリンク物理チャネル
と、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報を搬送しないリソース要素に対
応する上りリンク物理信号を定義している。例えば、物理上りリンク共有チャネル（ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＵＳＣＨ）、物理上り
リンク制御チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ、ＰＵＣＣＨ）、物理任意接続チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅ
ｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＲＡＣＨ）が上りリンク物理チャネルとして定義され、上りリ
ンク制御／データ信号のための復調参照信号（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＤＭＲＳ）と上りリンクチャネル測定に用いられるサウンディン
グ参照信号（ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＳＲＳ）が定義さ
れる。
【００３６】
　本発明で、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨ
ａｎｎｅｌ）／ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）／ＰＨＩＣＨ（（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　
ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｔｒａｎｓｍｉｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃ
Ｈａｎｎｅｌ）／ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）はそれぞれ、ＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）／ＣＦＩ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）／下りリ
ンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）／
下りリンクデータを搬送する時間－周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意
味する。また、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａ
ｎｎｅｌ）／ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎ
ｅｌ）／ＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅｌ
）はそれぞれ、ＵＣＩ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）／上
りリンクデータ／任意接続信号を搬送する時間－周波数リソースの集合或いはリソース要
素の集合を意味する。本発明では、特に、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤ
ＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨに割り当てられたり、これに属した時間－
周波数リソース或いはリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＥ）をそれ
ぞれ、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／
ＰＲＡＣＨ　ＲＥ又はＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ
／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨリソースと称する。以下では、ＵＥがＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ
／ＰＲＡＣＨを送信するという表現は、それぞれ、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＲＡＣＨ
上で／或いはを通じて、上りリンク制御情報／上りリンクデータ／任意接続信号を送信す
ることと同じ意味で使われる。また、ｅＮＢがＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／
ＰＤＳＣＨを送信するという表現は、それぞれ、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ
／ＰＤＳＣＨ上で／或いはを通じて、下りリンクデータ／制御情報を送信することと同じ
意味で使われる。
【００３７】
　また、本発明で、ＰＢＣＨ／（ｅ）ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ
領域は、ＰＢＣＨ／（ｅ）ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨがマップさ
れた或いはマップされ得る時間－周波数リソース領域をいう。
【００３８】
　以下では、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ／ＳＲＳ／ＵＥ－ＲＳ／ＴＲＳが割り当て
られた或いは設定された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）ＯＦＤＭシンボル／副搬送波／ＲＥを
、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ／ＳＲＳ／ＵＥ－ＲＳ／ＴＲＳシンボル／搬送波／副
搬送波／ＲＥと称する。例えば、トラッキングＲＳ（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ＲＳ、ＴＲＳ）
が割り当てられた或いは設定されたＯＦＤＭシンボルは、ＴＲＳシンボルと称し、ＴＲＳ
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が割り当てられた或いは設定された副搬送波は、ＴＲＳ副搬送波と称し、ＴＲＳが割り当
てられた或いは設定されたＲＥはＴＲＳ　ＲＥと称する。また、ＴＲＳ送信のために設定
された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）サブフレームを、ＴＲＳサブフレームと称する。また、
ブロードキャスト信号が送信されるサブフレームを、ブロードキャストサブフレーム或い
はＰＢＣＨサブフレームと称し、同期信号（例えば、ＰＳＳ及び／又はＳＳＳ）が送信さ
れるサブフレームを、同期信号サブフレーム或いはＰＳＳ／ＳＳＳサブフレームと称する
。ＰＳＳ／ＳＳＳが割り当てられた或いは設定された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）ＯＦＤＭ
シンボル／副搬送波／ＲＥをそれぞれ、ＰＳＳ／ＳＳＳシンボル／副搬送波／ＲＥと称す
る。
【００３９】
　本発明で、ＣＲＳポート、ＤＭＲＳポート、ＵＥ－ＲＳポート、ＣＳＩ－ＲＳポート、
ＴＲＳポートとは、それぞれ、ＣＲＳを送信するように設定された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ
ｄ）アンテナポート、ＤＭＲＳを送信するように設定されたアンテナポート、ＵＥ－ＲＳ
を送信するように設定されたアンテナポート、ＵＥ－ＲＳを送信するように設定されたア
ンテナポート、ＴＲＳを送信するように設定されたアンテナポートを意味する。ＣＲＳを
送信するように設定されたアンテナポートは、ＣＲＳポートによってＣＲＳが占有するＲ
Ｅの位置によって相互区別でき、ＵＥ－ＲＳを送信するように設定された（ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒｅｄ）アンテナポートは、ＵＥ－ＲＳポートによってＵＥ－ＲＳが占有するＲＥの位
置によって相互区別でき、ＣＳＩ－ＲＳを送信するように設定されたアンテナポートは、
ＣＳＩ－ＲＳポートによってＣＳＩ－ＲＳが占有するＲＥの位置によって相互区別できる
。したがって、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＵＥ－ＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ／ＴＲＳポートという用語
が、一定リソース領域（例、ＲＢ或いはＲＢ対）内でＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＵＥ－ＲＳ／Ｃ
ＳＩ－ＲＳ／ＴＲＳが占有するＲＥのパターンを意味する用語として用いられることもあ
る。本発明でＤＭＲＳとＵＥ－ＲＳはいずれも復調用ＲＳを意味し、よって、ＤＭＲＳと
いう用語とＵＥ－ＲＳという用語はいずれも復調用ＲＳを指すために用いられる。
【００４０】
　図１は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。
【００４１】
　特に、図１（ａ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる周波数分割
デュプレックス（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＦＤＤ）用フ
レーム構造を示す図であり、図１（ｂ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用
いられる時分割デュプレックス（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）
用フレーム構造を示す図である。
【００４２】
　図１を参照すると、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる無線フレーム
は、１０ｍｓ（３０７，２００Ｔｓ）の長さを有し、１０個の均等な大きさのサブフレー
ム（ｓｕｂｆｒａｍｅ、ＳＦ）で構成される。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、Ｔ

ｓ＝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無線フレームにおいて２０個のスロットには
０から１９まで順次に番号を付けることができる。それぞれのスロットは、０．５ｍｓの
長さを有する。１サブフレームを送信するための時間は、送信時間間隔（ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ、ＴＴＩ）と定義される。時間リソースは、無
線フレーム番号（或いは、無線フレームであるデックスとも咸）、サブフレーム番号（或
いは、サブフレーム番号）、スロット番号（或いは、スロットインデックス）などによっ
て区分することができる。
【００４３】
　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ように設定（
ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）することができる。例えば、ＦＤＤモードで、下りリンク送信及び
上りリンク送信は周波数によって区分されるため、無線フレームは、特定周波数帯域に対
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して下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか１つのみを含む。Ｔ
ＤＤモードで、下りリンク送信及び上りリンク送信は、時間によって区分されるため、特
定周波数帯域に対して無線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
の両方を含む。
【００４４】
　表１は、ＴＤＤモードで、無線フレームにおけるサブフレームのＤＬ－ＵＬ設定（ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を例示するものである。
【００４５】
【表１】

【００４６】
　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、下りリンク送信用に留保される時間区間であり、ＵｐＰＴＳは、上りリンク送信
用に留保される時間区間である。表２は、特異サブフレームの設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ）を例示するものである。
【００４７】
【表２】

【００４８】
　図２は、無線通信システムにおいて下りリンク／上りリンク（ＤＬ／ＵＬ）スロット構
造の一例を示す図である。特に、図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのリソ
ース格子（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　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。
【００４９】
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　図２を参照すると、スロットは、時間ドメイン（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で複数のＯ
ＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周波数ドメイン（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｍａｉｎ）
で複数のリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）を含む。ＯＦＤＭシ
ンボルは、１シンボル区間を意味してもよい。図２を参照すると、各スロットで送信され
る信号はＮＤＬ／ＵＬ

ＲＢ×ＮＲＢ
ｓｃ個の副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）とＮＤＬ

／ＵＬｓｙｍｂ個のＯＦＤＭシンボルとで構成されるリソース格子（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｇｒｉｄ）で表現されることができる。ここで、ＮＤＬ

ＲＢは、下りリンクスロットにお
けるリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）の個数を表し、ＮＵＬ

Ｒ

Ｂは、ＵＬスロットにおけるＲＢの個数を表す。ＮＤＬ
ＲＢとＮＵＬ

ＲＢは、ＤＬ送信帯
域幅とＵＬ送信帯域幅にそれぞれ依存する。ＮＤＬ

ｓｙｍｂは、下りリンクスロットにお
けるＯＦＤＭシンボルの個数を表し、ＮＵＬ

ｓｙｍｂは、ＵＬスロットにおけるＯＦＤＭ
シンボルの個数を表す。ＮＲＢ

ｓｃは、１　ＲＢを構成する副搬送波の個数を表す。
【００５０】
　ＯＦＤＭシンボルは、多元接続方式によって、ＯＦＤＭシンボル、ＳＣ－ＦＤＭ（Ｓｉ
ｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ）シンボルなどと呼ぶことができる。１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの
数は、チャネル帯域幅、ＣＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）の長さによって様々に変更
することができる。例えば、正規（ｎｏｒｍａｌ）ＣＰの場合には、１スロットが７　Ｏ
ＦＤＭシンボルを含むが、拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰの場合には、１スロットが６　
ＯＦＤＭシンボルを含む。図２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レームを例示するが、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様の方式で適用することができる。図２を参照する
と、各ＯＦＤＭシンボルは、周波数ドメインで、ＮＤＬ／ＵＬ

ＲＢ×ＮＲＢ
ｓｃ個の副搬

送波を含む。副搬送波の類型としては、データ送信のためのデータ副搬送波、参照信号（
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）の送信のための参照信号副搬送波、保護バンド（ｇ
ｕａｒｄ　ｂａｎｄ）又は直流（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ、ＤＣ）成分のためのヌ
ル（ｎｕｌｌ）副搬送波を含むことができる。ＤＣ成分は、ＯＦＤＭ信号生成過程或いは
周波数アップコンバート過程で搬送波周波数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ｆ

０）にマップ（ｍａｐｐｉｎｇ）される。搬送波周波数は、中心周波数（ｃｅｎｔｅｒ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ｆｃ）とも呼ぶ。
【００５１】
　１　ＲＢは、時間ドメインでＮＤＬ／ＵＬ

ｓｙｍｂ個（例えば、７個）の連続するＯＦ
ＤＭシンボルと定義され、周波数ドメインでＮＲＢ

ｓｃ個（例えば、１２個）の連続する
副搬送波と定義される。参考として、１　ＯＦＤＭシンボルと１副搬送波で定義されたリ
ソースをリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＥ）或いはトーン（ｔｏ
ｎｅ）という。したがって、１　ＲＢはもＮＤＬ／ＵＬ

ｓｙｍｂ×ＮＲＢ
ｓｃ個のリソー

ス要素で構成される。リソース格子内の各リソース要素は、１スロットにおけるインデッ
クス対（ｋ，１）によって固有に定義することができる。ｋは、周波数ドメインで０から
ＮＤＬ／ＵＬ

ＲＢ×ＮＲＢ
ｓｃ－１まで与えられるインデックスであり、ｌは、時間ドメ

インで０からＮＤＬ／ＵＬ
ｓｙｍｂ－１まで与えられるインデックスである。

【００５２】
　一方、１　ＲＢは、物理リソースブロック（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂ
ｌｏｃｋ、ＰＲＢ）と１仮想リソースブロック（ｖｉｒｔｕａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂ
ｌｏｃｋ、ＶＲＢ）にそれぞれマップされる。ＰＲＢは、時間ドメインでＮＤＬ／ＵＬ

ｓ

ｙｍｂ個（例えば、７個）の連続するＯＦＤＭシンボル或いはＳＣ－ＦＤＭシンボルと定
義され、周波数ドメインでＮＲＢ

ｓｃ個（例えば、１２個）の連続する副搬送波と定義さ
れる。したがって、１　ＰＲＢは、ＮＤＬ／ＵＬ

ｓｙｍｂ×ＮＲＢ
ｓｃ個のリソース要素

で構成される。１サブフレームでＮＲＢ
ｓｃ個の連続する同一の副搬送波を占有しながら

、上記サブフレームの２個のスロットそれぞれに１個ずつ位置する２個のＲＢを、ＰＲＢ
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ックスともいう）を有する。
【００５３】
　図３は、無線通信システムで用いられる下りリンクサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）
構造を例示する図である。
【００５４】
　図３を参照すると、ＤＬサブフレームは、時間ドメインで制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｒｅｇｉｏｎ）とデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ）とに区別される。図３を参照す
ると、サブフレームの第１のスロットで前部に位置した最大３（或いは、４）個のＯＦＤ
Ｍシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ
）に対応する。以下、ＤＬサブフレームでＰＤＣＣＨ送信に利用可能なリソース領域（ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　ｒｅｇｉｏｎ）をＰＤＣＣＨ領域と称する。制御領域として用いられる
ＯＦＤＭシンボル以外の残りのＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）が割り当てられるデータ領域（ｄａｔ
ａ　ｒｅｇｉｏｎ）に該当する。以下、ＤＬサブフレームでＰＤＳＣＨ送信に利用可能な
リソース領域をＰＤＳＣＨ領域と称する。３ＧＰＰ　ＬＴＥで用いられるＤＬ制御チャネ
ルの例としては、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｈｙｂｒｉｄ
　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などを含む。ＰＣＦＩＣＨは、サブフ
レームの最初のＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレーム内で制御チャネルの送信に用
いられるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を搬送する。ＰＨＩＣＨは、ＵＬ送信に対
する応答としてＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋ
ｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）信号を搬送する。
【００５５】
　ＰＤＣＣＨで送信される制御情報を下りリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＤＣＩ）と称する。ＤＣＩは、ＵＥ又はＵＥグループ
のためのリソース割当て情報及び他の制御情報を含む。ＤＬ共有チャネル（ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＤＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット（Ｔｒａｎｓ
ｍｉｔ　Ｆｏｒｍａｔ）及びリソース割当て情報は、ＤＬスケジューリング情報或いはＤ
Ｌグラント（ＤＬ　ｇｒａｎｔ）とも呼ばれ、ＵＬ共有チャネル（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａ
ｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＵＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット及びリソース割当て情報は
、ＵＬスケジューリング情報或いはＵＬグラント（ＵＬ　ｇｒａｎｔ）とも呼ばれる。１
　ＰＤＣＣＨが搬送するＤＣＩは、ＤＣＩフォーマットによってその大きさと用途が異な
り、コーディングレートによってその大きさが異なりうる。ＤＣＩフォーマットのそれぞ
れの用途に合わせて、ホッピングフラグ、ＲＢ割当て（ＲＢ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）、
ＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）、ＲＶ（ｒｅｄｕｎｄａ
ｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）、ＮＤＩ（ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＴＰＣ
（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ）、循環遷移ＤＭＲＳ（ｃｙｃｌｉｃ
　ｓｈｉｆｔ　ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）、ＵＬ
インデックス、ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要
請、ＤＬ割当てインデックス（ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　ｉｎｄｅｘ）、ＨＡＲＱプ
ロセス番号（或いは、インデックス）、ＴＰＭＩ（ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　ｐｒｅｃｏ
ｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔ
ｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報などの制御情報が適宜選択された組合せが下りリンク
制御情報としてＵＥに送信される。表３に、ＤＣＩフォーマットの例を示す。
【００５６】
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【表３】

【００５７】
　表３で、フォーマット０及び４は、上りリンク用に定義されたＤＣＩフォーマットであ
り、フォーマット１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、３及び３Ａは、
下りリンク用に定義されたＤＣＩフォーマットである。この他にも様々なＤＣＩフォーマ
ットが定義されてもよい。
【００５８】
　複数のＰＤＣＣＨを制御領域内で送信することができる。ＵＥは、複数のＰＤＣＣＨを
モニタすることができる。ｅＮＢは、ＵＥに送信されるＤＣＩによってＤＣＩフォーマッ
トを決定し、ＤＣＩにＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）を付
加する。ＣＲＣは、ＰＤＣＣＨの所有者又は使用目的によって識別子（例、ＲＮＴＩ（ｒ
ａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ））でマスク（
又は、スクランブル）される。例えば、ＰＤＣＣＨが特定ＵＥのためのものであれば、当
該ＵＥの識別子（例、ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ））をＣＲＣにマスクすること
ができる。ＰＤＣＣＨがページングメッセージのためのものであれば、ページング識別子
（例、ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ（Ｐ－ＲＮＴＩ））をＣＲＣにマスクすることができる。
ＰＤＣＣＨがシステム情報（より具体的に、システム情報ブロック（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ、ＳＩＢ））のためのものであれば、ＳＩ－ＲＮＴＩ（
ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスクすることができる
。ＰＤＣＣＨが任意接続応答のためのものであれば、ＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａ
ｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスクすることができる。ＣＲＣマスク（又は、スク
ランブル）は、例えば、ビットレベルでＣＲＣとＲＮＴＩをＸＯＲ演算することを含む。
【００５９】
　ＰＤＣＣＨは、１つ又は複数の連続した制御チャネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＣＣＥ）の集約（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上で送信される。
ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに無線チャネル状態に基づくコーディングレートを提供するために
用いる論理的割当てユニットである。ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ（ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ、ＲＥＧ）に対応する。例えば、１　ＣＣＥは９
　ＲＥＧに対応し、１　ＲＥＧは４　ＲＥに対応する。４個のＱＰＳＫシンボルがそれぞ
れのＲＥＧにマップされる。参照信号（ＲＳ）によって占有されたリソース要素（ＲＥ）
は、ＲＥＧに含まれない。したがって、与えられたＯＦＤＭシンボル内でＲＥＧの個数は
、ＲＳの存在するか否かによって異なってくる。ＲＥＧ概念は、他の下りリンク制御チャ
ネル（すなわち、ＰＣＦＩＣＨ及びＰＨＩＣＨ）にも用いられる。例えば、ＰＣＦＩＣＨ
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及びＰＨＩＣＨはそれぞれ、４個のＲＥＧ及び３個のＲＥＧを含む。ＰＣＦＩＣＨ或いは
ＰＨＩＣＨに割り当てられていないＲＥＧの個数をＮＲＥＧとすれば、システムでＰＤＣ
ＣＨのために利用可能な下りリンクサブフレームにおけるＣＣＥの個数は、０からＮＣＣ

Ｅ－１までナンバリングされ、ここで、ＮＣＣＥ＝ｆｌｏｏｒ（ＮＲＥＧ／９）である。
【００６０】
　ＰＤＣＣＨフォーマット及びＤＣＩビット数は、ＣＣＥの個数によって決定される。Ｃ
ＣＥは、番号が付けられて連続して用いられ、復号（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）過程を簡単にす
るために、ｎ個ＣＣＥで構成されたフォーマットを有するＰＤＣＣＨは、ｎの倍数に該当
する番号を有するＣＣＥでのみ開始することができる。例えば、ｎ個の連続した（ｃｏｎ
ｓｅｃｕｔｉｖｅ）ＣＣＥで構成されたＰＤＣＣＨは、‘ｉ　ｍｏｄ　ｎ　＝０’を満た
すＣＣＥ上でのみ開始することができる。ここで、ｉは、ＣＣＥインデックス（或いは、
ＣＣＥ番号）である。
【００６１】
　特定ＰＤＣＣＨの送信に用いられるＣＣＥの個数は、チャネル状態に基づいてネットワ
ーク或いはｅＮＢによって決定される。例えば、良い下りリンクチャネルを有するＵＥ（
例、ｅＮＢに近接している）のためのＰＤＣＣＨの場合、１個のＣＣＥでも十分でありう
る。しかし、劣悪なチャネルを有するＵＥ（例、セル境界に近接している）のためのＰＤ
ＣＣＨの場合、十分なロバスト性（ｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓ）を得るためには、８個のＣＣ
Ｅが要求されてもよい。また、ＰＤＣＣＨの電力レベルは、チャネル状態に合わせて調整
することができる。
【００６２】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムの場合、各ＵＥのためにＰＤＣＣＨが位置し得
るＣＣＥの集合（ｓｅｔ）が定義される。ＵＥが自身のＰＤＣＣＨを発見できるＣＣＥの
集合をＰＤＣＣＨ探索空間、簡単に探索空間（Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ、ＳＳ）と呼ぶ
。探索空間内でＰＤＣＣＨが送信されてもよい個別リソースをＰＤＣＣＨ候補（ｃａｎｄ
ｉｄａｔｅ）と呼ぶ。ＵＥがモニタ（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）するＰＤＣＣＨ候補の集合
は、探索空間と定義する。探索空間は、異なる大きさを有することができ、専用（ｄｅｄ
ｉｃａｔｅｄ）探索空間と共通（ｃｏｍｍｏｎ）探索空間が定義されている。専用探索空
間は、ＵＥ特定的探索空間（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ、ＵＳ
Ｓ）であり、それぞれの個別ＵＥのために設定される（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）。共通探
索空間（ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ、ＣＳＳ）は、複数のＵＥのために設
定される。
【００６３】
　ｅＮＢは、探索空間内の任意のＰＤＣＣＨ候補上で実際ＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を送信し
、ＵＥは、ＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を探すために探索空間をモニタする。ここで、モニタす
るということは、全てのモニタされるＤＣＩフォーマットによって該当の探索空間内の各
ＰＤＣＣＨの復号（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）を試みる（ａｔｔｅｍｐｔ）ことを意味する。Ｕ
Ｅは、上記複数のＰＤＣＣＨをモニタリングし、自身のＰＤＣＣＨを検出することができ
る。基本的に、ＵＥは、自身のＰＤＣＣＨが送信される位置を知っておらず、毎サブフレ
ームごとに該当のＤＣＩフォーマットの全てのＰＤＣＣＨに対して、自身の識別子を有す
るＰＤＣＣＨを検出するまでＰＤＣＣＨの復号を試みるが、このような過程をブラインド
検出（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）或いはブラインド復号（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｃｏ
ｄｉｎｇ、ＢＤ）という。
【００６４】
　例えば、特定ＰＤＣＣＨが“Ａ”というＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）でＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　
ｃｈｅｃｋ）マスク（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”という送信形式情報（例、送信ブロックサイズ、変調方式、コーデ
ィング情報など）を用いて送信されるデータに関する情報が特定ＤＬサブフレームで送信
されると想定（ａｓｓｕｍｅ）する。ＵＥは、自身の有しているＲＮＴＩ情報を用いてＰ
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ＤＣＣＨをモニタし、“Ａ”というＲＮＴＩを有するＵＥはＰＤＣＣＨを検出し、受信し
たＰＤＣＣＨの情報を用いて“Ｂ”と“Ｃ”によって示されるＰＤＳＣＨを受信する。
【００６５】
　図４は、無線通信システムに用いられる上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）サブフレー
ム構造の一例を示す図である。
【００６６】
　図４を参照すると、ＵＬ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
区別できる。１つ又は複数のＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を上りリンク制御情報（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ、ＵＣＩ）を搬送するために上記制御領域に割り当てることができる。
１つ又は複数のＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ）をユーザデータを搬送するためにＵＬサブフレームのデータ領域に割り当てるこ
とができる。
【００６７】
　ＵＬサブフレームではＤＣ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ）副搬送波を基準に遠い距
離の副搬送波が制御領域でとして活用される。換言すれば、ＵＬ送信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送信に割り当てられる。ＤＣ副搬送波は、信号送
信に用いられないで残される成分であり、周波数アップコンバート過程で搬送波周波数ｆ

０にマップされる。１つのＵＥに対するＰＵＣＣＨは、１つのサブフレームで、１つの搬
送波周波数で動作するリソースに属したＲＢ対に割り当てられ、上記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Ｐ
ＵＣＣＨ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プすると表
現する。ただし、周波数ホップが適用されない場合には、ＲＢ対が同一の副搬送波を占有
する。
【００６８】
　ＰＵＣＣＨは、次の制御情報を送信するために用いことができる。
【００６９】
　ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）：上りリンクＵＬ－ＳＣＨリソースを
要請するために用いられる情報である。ＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式を用
いて送信される。
【００７０】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ：ＰＤＣＣＨに対する応答及び／又はＰＤＳＣＨ上の下りリンクデー
タパケット（例、コードワード）に対する応答である。ＰＤＣＣＨ或いはＰＤＳＣＨが成
功的に受信されたか否かを示す。単一下りリンクコードワードに対する応答としてＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ１ビットが送信され、２つの下りリンクコードワードに対する応答とししてＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ２ビットが送信される。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ応答は、ポジティブＡＣＫ（簡
単に、ＡＣＫ）、ネガティブＡＣＫ（以下、ＮＡＣＫ）、ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕ
ｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）又はＮＡＣＫ／ＤＴＸを含む。ここで、ＨＡＲＱ－
ＡＣＫという用語は、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫと同じ意味で使わ
れる。
【００７１】
　ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）：下りリンクチャネ
ルに対するフィードバック情報（ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）である。
ＣＳＩは、チャネル品質指示子（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ、ＣＱＩ）、プリコーディング行列指示子（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ、ＰＭＩ）、プリコーディングタイプ指示子（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｔ
ｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、及び／又はランク指示（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏ
ｎ、ＲＩ）で構成することができる。これらのうち、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎ
ｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）－関連フィードバック情報は、ＲＩ及びＰＭ
Ｉを含む。ＲＩは、ＵＥが同一の時間－周波数リソースを用いて受信できるストリームの
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個数或いはレイヤ（ｌａｙｅｒ）の個数を意味する。ＰＭＩは、チャネルの空間（ｓｐａ
ｃｅ）特性を反映した値であり、ＵＥがＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅ
ｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）などのメトリック（ｍｅｔｒｉｃ）を
基準に下りリンク信号送信のために好むプリコーディング行列のインデックスを表す。Ｃ
ＱＩは、チャネルの強度を示す値であり、通常、ｅＮＢがＰＭＩを用いたときにＵＥに得
られる受信ＳＩＮＲを表す。
【００７２】
　ＵＥが上りリンク送信にＳＣ－ＦＤＭＡ方式を採択する場合、単一搬送波特性を維持す
るために、３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース（ｒｅｌｅａｓｅ）８或いはリリース９システムで
は、１つの搬送波上ではＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを同時に送信することができない。３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥリリース１０システムでは、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信を支援する
か否かを上位レイヤで知らせることができる。
【００７３】
　本発明は、単一搬送波通信の他、多重搬送波通信にも適用することができる。
【００７４】
　図５は、単一搬送波通信と多重搬送波通信を説明するための図である。特に、図５（ａ
）は、単一搬送波のサブフレーム構造を示し、図５（ｂ）は、多重搬送波のサブフレーム
構造を示している。
【００７５】
　一般の無線通信システムは、１つのＤＬ帯域とこれに対応する１つのＵＬ帯域を通じて
データ送信或いは受信を行ったり（周波数分割デュプレックス（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＦＤＤ）モードの場合）、所定の無線フレーム（ｒａｄ
ｉｏ　ｆｒａｍｅ）を時間ドメイン（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で上りリンク時間ユニッ
トと下りリンク時間ユニットとに区分し、上りリンク／下りリンク時間ユニットを通じて
データ送信或いは受信を行う（時分割デュプレックス（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄ
ｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）モードの場合）。しかし、近年、無線通信システムでは、より広い
周波数帯域を用いるために複数のＵＬ及び／又はＤＬ周波数ブロックを集めてより大きい
ＵＬ／ＤＬ帯域幅を用いる搬送波集約（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ又はｂ
ａｎｄｗｉｄｔｈ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術の導入が論議されている。搬送波集約
（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ、ＣＡ）は、複数の搬送波周波数を用いてＤ
Ｌ或いはＵＬ通信を行うという点で、複数の直交する副搬送波に分割された基本周波数帯
域を１つの搬送波周波数に乗せてＤＬ或いはＵＬ通信を行うＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）システムと
区別される。以下、搬送波集約によって集約される搬送波のそれぞれをコンポーネント搬
送波（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ、ＣＣ）と称する。例えば、ＵＬ及びＤＬに
対して、それぞれ３個の２０ＭＨｚ　ＣＣを集めて６０ＭＨｚの帯域幅を支援することが
できる。それぞれのＣＣは、周波数ドメインで互いに隣接していてもよく、非－隣接して
いてもよい。ＵＬ　ＣＣの帯域幅とＤＬ　ＣＣの帯域幅とが同一であってもよいが、各Ｃ
Ｃの帯域幅は独立して定められてもよい。また、ＵＬ　ＣＣの個数とＤＬ　ＣＣの個数と
が異なる非対称的な搬送波集約も可能である。特定ＵＥに限定されたＤＬ／ＵＬ　ＣＣを
、特定ＵＥにおける設定された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）サービング（ｓｅｒｖｉｎｇ）
ＵＬ／ＤＬ　ＣＣと呼ぶことができる。
【００７６】
　一方、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ標準は、無線リソースを管理するためにセル（ｃｅｌｌ）
の概念を使用する。無線リソースと関連付く“セル”は、下りリンクリソース（ＤＬ　ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅｓ）と上りリンクリソース（ＵＬ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）との組合せ、す
なわち、ＤＬ　ＣＣとＵＬ　ＣＣの組合せと定義される。セルは、ＤＬリソース単独、又
はＤＬリソースとＵＬリソースとの組合せで設定する（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）ことがで
きる。搬送波集約が支援される場合、ＤＬリソース（又は、ＤＬ　ＣＣ）の搬送波周波数
（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）とＵＬリソース（又は、ＵＬ　ＣＣ）の搬送波
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周波数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）間のリンケージ（ｌｉｎｋａｇｅ）をシ
ステム情報によって示すことができる。例えば、システム情報ブロックタイプ２（Ｓｙｓ
ｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　Ｔｙｐｅ２、ＳＩＢ２）リンケージ（ｌ
ｉｎｋａｇｅ）によってＤＬリソースとＵＬリソースの組合せを示することができる。こ
こで、搬送波周波数とは、各セル或いはＣＣの中心周波数（ｃｅｎｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ）を意味する。以下では、１次周波数（ｐｒｉｍａｒｙ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）上
で動作するセルを１次セル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ、Ｐｃｅｌｌ）或いはＰＣＣと呼
び、２次周波数（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）（又は、ＳＣＣ）上で動作
するセルを２次セル（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ、Ｓｃｅｌｌ）或いはＳＣＣと呼ぶ
。下りリンクにおいてＰｃｅｌｌに対応する搬送波を下りリンク１次ＣＣ（ＤＬ　ＰＣＣ
）と呼び、上りリンクにおいてＰｃｅｌｌに対応する搬送波をＵＬ１次ＣＣ（ＵＬ　ＰＣ
Ｃ）と呼ぶ。Ｓｃｅｌｌとは、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）接続開設（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）がなされた後に設定
可能であり、追加的な無線リソースの提供のために用い得るセルを意味する。ＵＥの性能
（ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）によって、ＳｃｅｌｌがＰｃｅｌｌと共に、上記ＵＥのた
めのサービングセルの集合（ｓｅｔ）を形成することができる。下りリンクにおいて、Ｓ
ｃｅｌｌに対応する搬送波をＤＬ　２次ＣＣ（ＤＬ　ＳＣＣ）と呼び、上りリンクにおい
て上記Ｓｃｅｌｌに対応する搬送波をＵＬ　２次ＣＣ（ＵＬ　ＳＣＣ）と呼ぶ。ＲＲＣ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるが、搬送波集約が設定されていないか又は搬送波集約を支
援しないＵＥの場合、Ｐｃｅｌｌのみで設定されたサービングセルが１個のみ存在する。
【００７７】
　ｅＮＢは、上記ＵＥに設定されたサービングセルの一部又は全てを活性化（ａｃｔｉｖ
ａｔｅ）したり、一部を非活性化（ｄｅａｃｔｉｖａｔｅ）することによって、ＵＥとの
通信に用いることができる。上記ｅＮＢは、活性化／非活性化されるセルを変更すること
ができ、活性化／非活性化されるセルの個数を変更することができる。ｅＮＢがＵＥに利
用可能なセルをセル－特定的或いはＵＥ－特定的に割り当てると、上記ＵＥに対するセル
割当てが全面的に再設定（ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）されたり又は上記ＵＥがハンドオー
バー（ｈａｎｄｏｖｅｒ）しない限り、一旦割り当てられたセルのうち少なくとも１つは
非活性化されない。ＵＥに対するセル割当ての全面的な再設定でない限り非活性化されな
いセルをＰｃｅｌｌということができる。ｅＮＢが自由に活性化／非活性化できるセルを
Ｓｃｅｌｌということができる。ＰｃｅｌｌとＳｃｅｌｌは、制御情報を基準に区別する
こともできる。例えば、特定制御情報は特定セルでのみ送信／受信されるように設定する
ことができるが、このような特定セルをＰｃｅｌｌとし、残りのセルをＳｃｅｌｌとする
ことができる。
【００７８】
　ｅＮＢのセルのうち、他のｅＮＢ或いはＵＥからの測定報告に基づいてＵＥのために搬
送波集約がなされたセルを、設定されたセル（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｃｅｌｌ）或いは
サービングセル（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）と呼ぶ。サービングセルはＵＥ別に設定さ
れる。
【００７９】
　ＵＥに設定されたセルは、当該ＵＥの観点ではサービングセルということができる。Ｕ
Ｅに設定されたセル、すなわち、サービングセルは、ＰＤＳＣＨ送信に対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ送信のためのリソースがあらかじめ予約される。活性化されたセルは、上記ＵＥに
設定されたセルのうち、実際にＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信に用いられるように設定され
たセルであり、ＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信のためのＣＳＩ報告とＳＲＳ送信が、活性化
されたセル上で行われる。非活性化されたセルは、ｅＮＢの命令或いはタイマー（ｔｉｍ
ｅｒ）の動作によってＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信に用いられないように設定されたセル
であり、当該セルが非活性化されると、ＣＳＩ報告及びＳＲＳ送信も当該セルで中断され
る。サービングセルを相互識別するために、サービングセルインデックスを用いることが
できる。例えば、０から‘ＵＥに一度に設定され得る搬送波周波数の最大個数－１’まで
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の整数のいずれか１つを、サービングセルインデックスとして１つのサービングセルに割
り当てることができる。すなわち、サービングセルインデックスは、全体搬送波周波数の
うちの特定搬送波周波数を識別するために用いられる物理インデックスというよりは、Ｕ
Ｅに割り当てられたセルのみのうちの特定サービングセルを識別するために用いられる論
理インデックスであるといえる。
【００８０】
　前述したように、搬送波集約で用いられるセルという用語は、１つのｅＮＢ或いは１つ
のアンテナグループによって通信サービスが提供される一定地理的領域を意味するセルと
いう用語とは区別される。一定地理的領域を意味するセルと搬送波集約のセルとを区別す
るために、本発明では、搬送波集約のセルをＣＣと称し、地理的領域のセルをセルと称す
る。
【００８１】
　搬送波集約の状況下では、１つのＵＥに複数のサービングＣＣが構成されてもよい。こ
のとき、制御チャネルがデータチャネルをスケジュールする方式は、既存のリンク搬送波
スケジューリング（ｌｉｎｋｅｄ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）方式とクロ
ス搬送波スケジューリング（ｃｒｏｓｓ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）方式
とに区別できる。リンク搬送波スケジューリングは、特定ＣＣを通じて送信される制御チ
ャネルは、上記特定ＣＣを通じて送信或いは受信されるデータチャネルのみをスケジュー
ルする。これに対し、クロス搬送波スケジューリングは、チャネル状況の良いサービング
ＣＣを、他のサービングＣＣのためのＵＬ／ＤＬグラントの送信に用いることができる。
クロス搬送波スケジューリングの場合、スケジューリング情報であるＵＬ／ＤＬグラント
を搬送するＣＣと、ＵＬ／ＤＬグラントに対応するＵＬ／ＤＬ送信に用いられるＣＣとが
異なってもよい。クロス搬送波スケジューリングは、ＤＣＩにおける搬送波指示子フィー
ルド（ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｆｉｅｌｄ、ＣＩＦ）を用いて、上記ＤＣ
Ｉを搬送するＰＤＣＣＨが設定されたＣＣとは異なるＣＣ上にデータチャネルをスケジュ
ールする。
【００８２】
　参考として、ＣＩＦは、ＤＣＩに含まれるフィールドであり、搬送波集約の場合、ＣＩ
Ｆは、当該ＤＣＩがどのセルのためのスケジューリング情報を搬送するかを示すために用
いられる。ｅＮＢは、ＵＥの受信するＤＣＩがＣＩＦを含むか否かを、上位層信号を用い
て上記ＵＥに知らせることができる。すなわち、ＵＥは、上位層でＣＩＦが設定されうる
。
【００８３】
　クロス搬送波スケジューリング（或いは、クロス－ＣＣスケジューリングという。）が
適用される場合、下りリンク割当てのためのＰＤＣＣＨは、例えば、ＤＬ　ＣＣ＃０で送
信し、上記ＰＤＣＣＨに対応するＰＤＳＣＨは、ＤＬ　ＣＣ＃２で送信することができる
。ＰＤＣＣＨにＣＩＦが存在するか否かは、上位層シグナリング（例、ＲＲＣシグナリン
グ）によって半－静的及びＵＥ－特定（又は、ＵＥグループ－特定）方式で設定すること
ができる。
【００８４】
　本発明は、ＰＤＣＣＨ及びＰＵＣＣＨと上記ＰＤＣＣＨによってスケジュールされたＰ
ＤＳＣＨ及び／又はＰＵＳＣＨだけでなく、ＥＰＤＣＣＨ及びＰＵＳＣＨと上記ＥＰＤＣ
ＣＨによってスケジュールされたＰＤＳＣＨ及び／又はＰＵＳＣＨにも適用することがで
きる。
【００８５】
　図６は、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）或いはＥＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ）と、ＰＤＣＣＨ／ＥＰ
ＤＣＣＨによってスケジュールされるデータチャネルを例示する図である。特に、図７は
、ＥＰＤＣＣＨがサブフレームの４番目のシンボル（ＯＦＤＭシンボル＃３）から始って
最後のシンボルまでをスパン（ｓｐａｎ）して設定された場合を例示している。ＥＰＤＣ
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ＣＨは、連続する周波数リソースを用いて設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）されてもよく、周
波数ダイバーシティのために不連続した周波数リソースを用いて設定されてもよい。
【００８６】
　図６を参照すると、ＰＤＣＣＨ１及びＰＤＣＣＨ２はそれぞれＰＤＳＣＨ１及びＰＤＳ
ＣＨ２をスケジュールし、ＥＰＤＣＣＨは他のＰＤＳＣＨをスケジュールすることができ
る。ＰＤＣＣＨと同様に、ＥＰＤＣＣＨに対しても特定リソース割当てユニットを定義し
、該定義されたリソース割当てユニットの組合せでＥＰＤＣＣＨを設定することができる
。このように特定リソース割当てユニットを用いる場合、チャネル状態が良いと、少ない
個数のリソース割当てユニットを用いてＥＰＤＣＣＨを設定し、チャネル状態が悪いと、
多い個数のリソース割当てユニットを用いてＥＰＤＣＣＨを設定することができ、よって
、リンク適応（ｌｉｎｋ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）を行うことができるという長所がある
。以下では、ＰＤＣＣＨの基本ユニットであるＣＣＥとの区別のために、ＥＰＤＣＣＨの
基本ユニットをＥＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＣＣＥ）と称する。以下では、ＥＰＤＣＣ
Ｈの集約レベルがＬであれば、ＥＰＤＣＣＨがＬ個のＥＣＣＥの集約上で送信されると想
定する。すなわち、ＰＤＣＣＨの集約レベルと同様に、ＥＰＤＣＣＨの集約レベルも１つ
のＤＣＩ送信のために用いられるＥＣＣＥの個数を意味する。以下、ＵＥが自身のＥＰＤ
ＣＣＨを発見し得るＥＣＣＥの集合をＥＰＤＣＣＨ探索空間と称する。ＥＰＤＣＣＨが搬
送するＤＣＩは、単一レイヤにマップされてプリコーディングされる。
【００８７】
　ＥＰＤＣＣＨを構成するＥＣＣＥは、ＥＣＣＥのＲＥへのマッピングによってローカル
化（ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）ＥＣＣＥ（以下、Ｌ－ＥＣＣＥ）と分散化（ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ）ＥＣＣＥ（以下、Ｄ－ＥＣＣＥ）とに区別できる。ローカル化マッピングのため
に、Ｌ－ＥＣＣＥは、ＥＣＣＥを構成するＲＥがいずれも同一のＰＲＢ対から抽出される
。Ｌ－ＥＣＣＥを用いてＥＰＤＣＣＨが設定されると、各ＵＥに最適化されたビームフォ
ーミングを行うことができるという長所がある。一方、分散化マッピングのために、Ｄ－
ＥＣＣＥは、ＥＣＣＥを構成するＲＥが異なったＰＲＢ対から抽出される。Ｌ－ＥＣＣＥ
とは違い、ビームフォーミングには制約があるが、Ｄ－ＥＣＣＥは、周波数ダイバーシテ
ィが取得できるという長所がある。ローカル化マッピングの場合、ＥＰＤＣＣＨ送信のた
めに用いられる単一アンテナポートｐ∈｛１０７，１０８，１０９，１１０｝は、ＥＰＤ
ＣＣＨを定義するＥＣＣＥのインデックスの関数（ｆｕｎｃｔｉｏｎ）である。分散化マ
ッピングの場合、ＥＲＥＧ内各ＲＥは、２個のアンテナポートのうちの１つと交互方式で
関連付けられる。
【００８８】
　図７は、本発明を実行する送信装置１０及び受信装置２０の構成要素を示すブロック図
である。
【００８９】
　送信装置１０及び受信装置２０は、情報及び／又はデータ、信号、メッセージなどを搬
送する無線信号を送信又は受信できる無線周波数（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、Ｒ
Ｆ）ユニット１３，２３と、無線通信システムにおける通信と関連した各種情報を記憶す
るメモリ１２，２２と、上記ＲＦユニット１３，２３及びメモリ１２，２２などの構成要
素と動作的に連結され、上記構成要素を制御して該当装置が前述した本発明の実施例の少
なくとも１つを行うようにメモリ１２，２２及び／又はＲＦユニット１３，２３を制御す
るように構成された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）プロセッサ１１，２１とをそれぞれ備える
。
【００９０】
　メモリ１２，２２は、プロセッサ１１，２１の処理及び制御のためのプログラムを格納
することができ、入／出力される情報を臨時記憶することができる。メモリ１２，２２を
バッファとして活用することができる。
【００９１】
　プロセッサ１１，２１は、通常、送信装置又は受信装置内の各種モジュールの全般的な
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動作を制御する。特に、プロセッサ１１，２１は、本発明を実行するための各種の制御機
能を実行することができる。プロセッサ１１，２１は、コントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｅｒ）、マイクロコントローラ（ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、マイクロプロセッ
サ（ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、マイクロコンピュータ（ｍｉｃｒｏｃｏｍｐｕｔ
ｅｒ）などと呼ぶこともできる。プロセッサ１１，２１は、ハードウェア（ｈａｒｄｗａ
ｒｅ）、ファームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウェア、又はそれらの結合によっ
て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　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎ
ｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉ
ｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ
ｓ）などをプロセッサ４００ａ，４００ｂに具備することができる。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、本発明の機能又は動作を実行する
モジュール、手順又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、本発明を実行するように構成されたファームウェア又はソフトウェアは、プロ
セッサ１１，２１内に設けられてもよく、メモリ１２，２２に記憶されてプロセッサ１１
，２１によって駆動されてもよい。
【００９２】
　送信装置１０のプロセッサ１１は、プロセッサ１１又はプロセッサ１１と接続されたス
ケジューラからスケジュールされて外部に送信される信号及び／又はデータに対して所定
の符号化（ｃｏｄｉｎｇ）及び変調（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を行った後にＲＦユニット
１３に送信する。例えば、プロセッサ１１は、送信しようとするデータ列を逆多重化及び
チャネル符号化、スクランブリング、変調過程などを経てＮｌａｙｅｒ個のレイヤに変換
する。符号化されたデータ列はコードワードとも呼ばれ、ＭＡＣ層の提供するデータブロ
ックである送信ブロックと等価である。１つの送信ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌ
ｏｃｋ、ＴＢ）は１つのコードワードにコーディングされ、各コードワードは、１つ以上
のレイヤの形態で受信装置に送信される。周波数アップコンバートのためにＲＦユニット
１３はオシレーター（ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）を備えることができる。ＲＦユニット１３
は、Ｎｔ個（Ｎｔは１以上の正の整数）の送信アンテナを有することができる。
【００９３】
　受信装置２０の信号処理過程は、送信装置１０の信号処理過程の逆に構成される。プロ
セッサ２１の制御下に、受信装置２０のＲＦユニット２３は送信装置１０によって送信さ
れた無線信号を受信する。ＲＦユニット２３はＮｒ個の受信アンテナを有することができ
、ＲＦユニット２３は、受信アンテナで受信した信号のそれぞれを周波数ダウンコンバー
ト（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒｔ）して基底帯域信号に復元する。Ｒ
Ｆユニット２３は、周波数ダウンコンバートのためにオシレーターを備えることができる
。プロセッサ２１は、受信アンテナで受信した無線信号に対する復号（ｄｅｃｏｄｉｎｇ
）及び復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を行い、送信装置１０が本来送信しようとした
データを復元することができる。
【００９４】
　ＲＦユニット１３，２３は、１つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサ
１１，２１の制御下に、本発明の一実施例によって、ＲＦユニット１３，２３によって処
理された信号を外部に送信したり、外部から無線信号を受信してＲＦユニット１３，２３
に伝達する機能を果たす。アンテナは、アンテナポートとも呼ばれる。各アンテナは、１
つの物理アンテナに該当してもよく、１つよりも多い物理アンテナ要素（ｅｌｅｍｅｎｔ
）の組合せによって構成されてもよい。各アンテナから送信された信号は、受信装置２０
でそれ以上分解することができない。該当アンテナに対応して送信された参照信号（ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＳ）は、受信装置２０の観点で見たアンテナを定義し
、チャネルが１つの物理アンテナからの単一（ｓｉｎｇｌｅ）無線チャネルか或いは上記
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アンテナを含む複数の物理アンテナ要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）からの合成（ｃｏｍｐｏｓｉ
ｔｅ）チャネルかに関係なく、上記受信装置２０にとって上記アンテナに対するチャネル
推定を可能にする。すなわち、アンテナは、上記アンテナ上のシンボルを伝達するチャネ
ルが、上記同一アンテナ上の他のシンボルが伝達される上記チャネルから導出されうるよ
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（Ｍｕｌｔｉ－
Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ－Ｏｕｔｐｕｔ、ＭＩＭＯ）機能を支援するＲＦユニットの場合
は、２個以上のアンテナと接続することができる。
【００９５】
　本発明の実施例において、ＵＥは、上りリンクでは送信装置１０として動作し、下りリ
ンクでは受信装置２０として動作する。本発明の実施例において、ｅＮＢは、上りリンク
では受信装置２０として動作し、下りリンクでは送信装置１０として動作する。以下、Ｕ
Ｅに具備されたプロセッサ、ＲＦユニット及びメモリを、ＵＥプロセッサ、ＵＥ　ＲＦユ
ニット及びＵＥメモリとそれぞれ称し、ｅＮＢに具備されたプロセッサ、ＲＦユニット及
びメモリを、ｅＮＢプロセッサ、ｅＮＢ　ＲＦユニット及びｅＮＢメモリとそれぞれ称す
る。
【００９６】
　図８は、物理チャネル処理の概要（ｏｖｅｒｖｉｅｗ）を例示する図である。物理上り
リンク共有チャネル或いは物理下りリンク共有チャネルを表す（ｒｅｐｒｅｓｅｎｔ）基
底帯域（ｂａｓｅｂａｎｄ）信号は、図８の処理過程によって定義することができる。
【００９７】
　図８を参照すると、送信装置は、スクランブラ３０１及び変調マッパー３０２、レイヤ
マッパー３０３、プリコーダ３０４、リソース要素マッパー３０５、ＯＦＤＭ信号生成器
３０６を備えることができる。
【００９８】
　送信装置１０は、１つ以上のコードワード（ｃｏｄｅｗｏｒｄ）を送信することができ
るが、各コードワードのコーディングされたビット（ｃｏｄｅｄ　ｂｉｔｓ）はそれぞれ
、スクランブラ３０１によってスクランブルされて物理チャネル上で送信される。
【００９９】
　スクランブルされたビットは、変調マッパー３０２によって複素変調シンボル（ｃｏｍ
ｐｌｅｘ－ｖａｌｕｅｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓｙｍｂｏｌｓ）に変調される。該変
調マッパーは、上記のスクランブルされたビットを、予め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とすることができる。変調方式（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　
ｓｃｈｅｍｅ）に制限はなく、ｍ－ＰＳＫ（ｍ－Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ
）又はｍ－ＱＡＭ（ｍ－Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ）などを上記のコーディングされたデータの変調に用いることができる。
【０１００】
　上記の複素変調シンボルは、レイヤマッパー３０３によって１つ以上の送信レイヤにマ
ップされる。
【０１０１】
　各レイヤ上の複素変調シンボルは、アンテナポート上での送信のためにプリコーダ３０
４によって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によるＭＩＭＯ方式で処理してアンテナ特定シンボルを出力し、これ
らのアンテナ特定シンボルを該当のリソース要素マッパー３０５に分配する。すなわち、
送信レイヤのアンテナポートへのマッピングはプリコーダ３０４によって行われる。プリ
コーダ３０４は、レイヤマッパー３０３の出力ｘをＮｔ×Ｍｔ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。ここで、Ｎｔは送信アンテナ
の個数に該当し、Ｍｔはレイヤの個数に該当する。プリコーディング行列によって異なる
プリコーダ３０４が設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）されるため、本発明では、信号に適用さ
れるプリコーディング行列が同一であれば、同一のプリコーダが適用されると表現し、信
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号に適用されるプリコーディング行列が異なると、異なるプリコーダが適用されると表現
する。
【０１０２】
　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
リソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）にマップ／割当てする。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、ＵＥによって多重化することができる。
【０１０３】
　ＯＦＤＭ信号生成器３０６は、上記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又は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
ル信号又はＳＣ－ＦＤＭ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　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対してＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕ
ｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を行うことができ、ＩＦＦＴさ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、周波数アップコ
ンバートなどを経て、各送信アンテナから受信装置２０に送信される。ＯＦＤＭ信号生成
器３０６は、ＩＦＦＴモジュール及びＣＰ挿入器、ＤＡＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ－ｔｏ－Ａｎ
ａｌｏｇ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）、周波数アップコンバータ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｐ
ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）などを備えることができる。
【０１０４】
　一方、ＵＥ或いはｅＮＢがコードワードの送信にＳＣ－ＦＤＭ接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）
方式を採択する場合、送信器或いはプロセッサは、離散フーリエ変換器（Ｄｉｓｃｒｅｔ
ｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）モジュール（３０７）（或いは、高速フーリ
エ変換器（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）モジュール）を備えること
ができる。離散フーリエ変換器は、上記のアンテナ特定シンボルにＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅ
ｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）或いはＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）（以下、ＤＦＴ／ＦＦＴ）を行い、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。
【０１０５】
　受信装置２０の信号処理過程は、以上に説明した送信機の信号処理過程と駅に構成され
る。具体的に、受信装置２０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コー
ドワードに復調するチャネル復調器を備えることができる。信号復元器、多重化器及びチ
ャネル復調器は、それらの機能を持つ統合された１つのモジュール又はそれぞれの独立し
たモジュールで構成することができる。例えば、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（ａｎａｌｏｇ－ｔｏ－ｄｉｇｉｔａｌ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）、
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　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）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（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｄｅｍａｐｐｅｒ）／等化器（ｅ
ｑｕａｌｉｚｅｒ）を備えることができる。上記アンテナ特定シンボルは、多重化器によ
って送信レイヤに復元され、該送信レイヤは、チャネル復調器によって送信装置が送信し
ようとしたコードワードに復元される。
【０１０６】
　一方、受信装置２０がＳＣ－ＦＤＭＡ方式によって送信された信号を受信する場合、受
信装置２０は、逆離散フーリエ変換（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅ
ｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ、ＩＤＦＴ）モジュール（或いは、ＩＦＦＴモジュール）をさら
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に備える。ＩＤＦＴ／ＩＦＦＴモジュールは、リソース要素デマッパーによって復元され
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。
【０１０７】
　参考として、図８で、送信装置１０のプロセッサ１１は、スクランブラ３０１、変調マ
ッパー３０２、レイヤマッパー３０３、プリコーダ３０４、リソース要素マッパー３０５
、ＯＦＤＭ信号生成器３０６を備えるように構成することができる。同様に、図８では、
受信装置２０のプロセッサ２１は、信号復元器、多重化器及びチャネル復調器を備えるよ
うに構成することができる。
【０１０８】
　受信装置２０が送信装置１０からの信号を復元するためには、上記受信装置と送信装置
間のチャネルを推定するための参照信号を必要とする。参照信号は、大きく、復調用参照
信号とチャネル測定用参照信号とに分類することができる。３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムで
定義されたＣＲＳは、復調目的にも測定目的にも用いることができる。３ＧＰＰ　ＬＴＥ
－Ａシステムでは、ＣＲＳの他に、ＵＥ－特定的ＲＳ（以下、ＵＥ－ＲＳ）及びＣＳＩ－
ＲＳがさらに定義される。ＵＥ－ＲＳは復調のために、ＣＳＩ－ＲＳはチャネル状態情報
を得る（ｄｅｒｉｖｅ）ために用いられる。一方、ＲＳは、ＲＳの存在に対する認識によ
って、専用ＲＳ（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ＲＳ、ＤＲＳ）と共通ＲＳ（ｃｏｍｍｏｎ　ＲＳ
）とに区別される。ＤＲＳは、特定ＲＳにのみ知らされ、ＣＲＳは全ＵＥに知らされる。
３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムで定義されたＣＲＳは共通ＲＳの一種と理解し、ＤＲＳはＵＥ
－ＲＳの一種と理解することができる。
【０１０９】
　参考として、復調は復号過程の一部と見なすことができ、本発明では、復調という用語
が復号という用語と同じ意味で使われる。
【０１１０】
　図９は、セル特定的参照信号（ｃｅｌｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓ
ｉｇｎａｌ、ＣＲＳ）とＵＥ特定的参照信号（ｕｓｅｒ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＵＥ－ＲＳ）を例示する図である。特に、図９は、正規ＣＰを
有するサブフレームのＲＢ対でＣＲＳ及びＵＥ－ＲＳによって占有されるＲＥを示す図で
ある。
【０１１１】
　既存３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムで、ＣＲＳは復調目的及び測定目的のいずれにも用いら
れるため、ＣＲＳは、ＰＤＳＣＨ送信を支援するセル（ｃｅｌｌ）内の全下りリンクサブ
フレームで全下りリンク帯域幅にわたって送信され、ｅＮＢに設定された（ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒｅｄ）全アンテナポートから送信されている。
【０１１２】
　具体的に、ＣＲＳシーケンス
【化１】

は、スロットｎｓでアンテナポートｐのための参照シンボルとして用いられる複素変調シ
ンボル（ｃｏｍｐｌｅｘ－ｖａｌｕｅｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓｙｍｂｏｌｓ）
【化２】

に、次の式によってマップされる。
【０１１３】
【数１】
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【０１１４】
　ここで、ｎｓは、無線フレームにおけるスロット番号であり、ｌは上記スロットにおけ
るＯＦＤＭシンボル番号であって、次の式によって決定される。
【０１１５】
【数２】

【０１１６】
　ここで、ｋは、副搬送波インデックスであり、Ｎｍａｘ，ＤＬ

ＲＢは、ＮＲＢ
ｓｃの整

数倍で表現された、最大の下りリンク帯域幅設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を表す
。
【０１１７】
　変数ｖ及びｖｓｈｉｆｔは、互いに異なるＲＳのために周波数ドメインにおける位置を
定義し、ｖは、次のように与えられる。
【０１１８】
【数３】

【０１１９】
　セル－特定的周波数遷移ｖｓｈｉｆｔは、次のとおり、物理層セル識別子（ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）Ｎｃｅｌｌ

ＩＤによって次の式で与
えられる。
【０１２０】
【数４】

【０１２１】
　ＵＥは、ＣＲＳを用いてＣＳＩを測定でき、ＣＲＳを用いて、該ＣＲＳを含むサブフレ
ームでＰＤＳＣＨを介して受信された信号を復調することができる。すなわち、ｅＮＢは
、全ＲＢで各ＲＢにおける一定の位置でＣＲＳを送信し、ＵＥは、上記ＣＲＳを基準にチ
ャネル推定を行った後、ＰＤＳＣＨを検出した。例えば、ＵＥは、ＣＲＳ　ＲＥで受信さ
れた信号を測定し、該測定された信号と、上記ＣＲＳ　ＲＥ別受信エネルギーのＰＤＳＣ
ＨがマップされたＲＥ別受信エネルギーに対する比を用いて、ＰＤＳＣＨのマップされた
ＲＥからＰＤＳＣＨ信号を検出することができる。しかし、このようにＣＲＳに基づいて
ＰＤＳＣＨが送信される場合には、ｅＮＢが全ＲＢに対してＣＲＳを送信しなければなら
ず、余計なＲＳオーバーヘッドが発生する。このような問題点を解決するために、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ－Ａシステムでは、ＣＲＳの他に、ＵＥ－特定的ＲＳ（以下、ＵＥ－ＲＳ）及
びＣＳＩ－ＲＳをさらに定義する。ＵＥ－ＲＳは復調のために、ＣＳＩ－ＲＳはチャネル
状態情報を得る（ｄｅｒｉｖｅ）ために用いられる。ＵＥ－ＲＳは、ＤＲＳの一種と理解
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復調用ＲＳということができる。ＣＳＩ－ＲＳ及びＣＲＳは、チャネル測定或いはチャネ
ル推定に用いられるため、用途の側面では測定用ＲＳということができる。
【０１２２】
　ＣＳＩ－ＲＳ（図示せず）は、復調目的ではなくチャネル測定の目的で３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅ－Ａシステムに導入された下りリンク参照信号である。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステム
は、ＣＳＩ－ＲＳ送信のために複数のＣＳＩ－ＲＳ設定（或いは、ＣＳＩ－ＲＳパターン
ともいう）を定義している。ＣＳＩ－ＲＳは、毎サブフレームではなくＣＳＩ送信の設定
されたサブフレームでＣＳＩ－ＲＳ設定によって送信される。
【０１２３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステム以降に定義された送信モード（例えば、送信モード９或
いはその他新しく定義される送信モード）として設定されたＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳを用い
てチャネル測定を行い、ＵＥ－ＲＳを用いてＰＤＳＣＨを復号することができる。
【０１２４】
　ＵＥ－ＲＳはＰＤＳＣＨの送信のために支援され、アンテナポートｐ＝５、ｐ＝７、ｐ
＝８或いはｐ＝７，８，．．．，υ＋６（ここで、υは、上記ＰＤＳＣＨの送信のために
用いられるレイヤの個数）を介して送信される。ＵＥ－ＲＳは、ＰＤＳＣＨ送信が該当の
アンテナポートと関連すると存在し、ＰＤＳＣＨの復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）の
みのために有効な（ｖａｌｉｄ）参照（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）である。ＵＥ－ＲＳは、該
当ＰＤＳＣＨのマップされたＲＢ上でのみ送信される。すなわち、ＵＥ－ＲＳは、ＰＤＳ
ＣＨが存在するか否かに関係なく毎サブフレームごとに送信されるように設定されたＣＲ
Ｓとは違い、ＰＤＳＣＨのスケジュールされたサブフレームにおいてＰＤＳＣＨのマップ
されたＲＢでのみ送信されるように設定される。また、ＵＥ－ＲＳは、ＰＤＳＣＨのレイ
ヤの個数と関係なく全てのアンテナポートを通して送信されるＣＲＳとは違い、ＰＤＳＣ
Ｈのレイヤにそれぞれ対応するアンテナポートを通してのみ送信される。これによって、
ＣＲＳに比べてＲＳのオーバーヘッドを減らすことができる。
【０１２５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステムで、ＵＥ－ＲＳはＰＲＢ対で定義される。図９を参照す
ると、ｐ＝７，ｐ＝８或いはｐ＝７，８，．．．，υ＋６に対して、該当ＰＤＳＣＨ送信
のために指定（ａｓｓｉｇｎ）された周波数－ドメインインデックスｎＰＲＢを有するＰ
ＲＢにおいて、ＵＥ－ＲＳシーケンスｒ（ｍ）の一部が次の式によってサブフレームで複
素変調シンボル
【化３】

にマップされる。
【０１２６】

【数５】

【０１２７】
　ここで、ｗｐ（ｉ）、ｌ’、ｍ’は、次式のように与えられる。
【０１２８】
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【数６】

【０１２９】
　ここで、正規ＣＰのためのシーケンス
【化４】

は、次の表によって与えられる。
【０１３０】
【表４】

【０１３１】
　アンテナポートｐ∈｛７，８，．．．，υ＋６｝に対して、ＵＥ－ＲＳシーケンスｒ（
ｍ）は、次のように定義される。
【０１３２】

【数７】

【０１３３】
　ｃ（ｉ）は、擬似－任意（ｐｓｅｕｄｏ－ｒａｎｄｏｍ）シーケンスであり、長さ－３
１ゴールド（Ｇｏｌｄ）シーケンスによって定義される。長さＭＰＮである出力シーケン
スｃ（ｎ）（ここで、ｎ＝０，１，．．．，ＭＰＮ－１）は、次の式によって定義される
。
【０１３４】
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【数８】

【０１３５】
　ここで、ＮＣ＝１６００であり、１番目のｍ－シーケンスはｘ１（０）＝１、ｘ１（ｎ
）＝０、ｎ＝１，２，．．．，３０に初期化され、２番目のｍ－シーケンスは、上記シー
ケンスの適用による値を有する

【化５】

によって表示（ｄｅｎｏｔｅ）される。
【０１３６】
　式７で、ｃ（ｉ）の生成のための任意－擬似シーケンス生成器は、各サブフレームの先
頭で次の式によってｃｉｎｉｔに初期化される。
【０１３７】

【数９】

【０１３８】
　式９で、
【化６】

は、ｎＤＭＲＳ，ｉ
ＩＤに対する値が上位層によって提供されないか、ＤＣＩフォーマッ

ト１Ａ、２Ｂ又は２ＣがＰＤＳＣＨ送信と関連したＤＣＩに対して用いられると、物理層
セル識別子Ｎｃｅｌｌ

ＩＤであり、それ以外はｎＤＭＲＳ，ｉ
ＩＤとなる。

【０１３９】
　式９で、ｎＳＣＩＤの値は、別に特定されなければ０であり、アンテナポート７或いは
８上のＰＤＳＣＨ送信に対してｎＳＣＩＤは、ＰＤＳＣＨ送信と関連したＤＣＩフォーマ
ット２Ｂ或いは２Ｃによって与えられる。ＤＣＩフォーマット２Ｂは、ＵＥ－ＲＳを有す
るアンテナポートを最大２個まで用いるＰＤＳＣＨのためのリソース指定（ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）のためのＤＣＩフォーマットであり、ＤＣＩフォーマット
２Ｃは、ＵＥ－ＲＳを有するアンテナポートを最大８個まで用いるＰＤＳＣＨのためのリ
ソース指定（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）のためのＤＣＩフォーマットで
ある。
【０１４０】
　一方、ＣＲＳベースで送信されるＰＤＣＣＨとは違い、ＥＰＤＣＣＨは、復調ＲＳ（以
下、ＤＭ－ＲＳ）ベースで送信される。したがって、ＵＥは、ＰＤＣＣＨはＣＲＳに基づ
いて復号／復調し、ＥＰＤＣＣＨはＤＭ－ＲＳに基づいて復号／復調する。ＥＰＤＣＣＨ
と関連したＤＭ－ＲＳは、ＥＰＤＣＣＨ物理リソースと同じアンテナポートｐ∈｛１０７
，１０８，１０９，１１０｝上で送信され、上記ＥＰＤＣＣＨが該当のアンテナポートと
関連した場合にのみ、上記ＥＰＤＣＣＨの復調のために存在し、上記ＥＰＤＣＣＨのマッ
プされたＰＲＢ上でのみ送信される。
【０１４１】
　正規ＣＰの場合、ＥＰＤＣＣＨ送信のために指定（ａｓｓｉｇｎ）されたインデックス
ｎＰＲＢを有するＰＲＢにおいてアンテナポートｐ∈｛１０７，１０８，１０９，１１０
｝に対し、ＤＭ－ＲＳシーケンスｒ（ｍ）の一部を次の式によってサブフレームで複素変
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調シンボル
【化７】

にマップすることができる。
【０１４２】
【数１０】

【０１４３】
　ここで、ｗｐ（ｉ）、ｌ’、ｍ’は、次の式によって与えることができる。
【０１４４】
【数１１】

【０１４５】
　ここで、正規ＣＰのためのシーケンス

【化８】

は、次の表によって与えられる。
【０１４６】
【表５】

【０１４７】
　例えば、図９でアンテナポート７或いは８のＵＥ－ＲＳによって占有されたＲＥが、Ｅ
ＰＤＣＣＨのマップされたＰＲＢ上ではアンテナポート１０７或いは１０８のＤＭ－ＲＳ
によって占有され、図９でアンテナポート９或いは１０のＵＥ－ＲＳによって占有された
ＲＥが、ＥＰＤＣＣＨのマップされたＰＲＢ上ではアンテナポート１０９或いは１１０の
ＤＭ－ＲＳによって占有されうる。結局、ＰＤＳＣＨの復調のためのＵＥ－ＲＳと同様に
、ＥＰＤＣＣＨの復調のためのＤＭ－ＲＳも、ＥＰＤＣＣＨのタイプとレイヤの個数が同
一であれば、ＵＥ或いはセルに関係なく、ＲＢ対別に一定個数のＲＥがＤＭ－ＲＳ送信に
用いられる。以下では、ＰＤＣＣＨ或いはＥＰＤＣＣＨを単純にＰＤＣＣＨと総称する。
【０１４８】
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　アンテナポートｐ∈｛７，８，．．．，υ＋６｝に対してＥＰＤＣＣＨのためのＤＭ－
ＲＳシーケンスｒ（ｍ）は、式７によって定義される。式７の擬似－任意シーケンスｃ（
ｉ）は式８によって定義され、ｃ（ｉ）の生成のための任意－擬似シーケンス生成器は、
各サブフレームの先頭で次の式によってｃｉｎｉｔに初期化される。
【０１４９】
【数１２】

【０１５０】
　ＥＰＤＣＣＨ　ＤＭＲＳスクランブリングシーケンス初期化パラメータｎＥＰＤＣＣＨ

ＳＣＩＤは、上位層信号によって提供される。
【０１５１】
　一方、ｅＮＢが上りリンクチャネル（例、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ）を介して受信した
上りリンク信号を復号するためには、上記データ信号と比較される参照信号（ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＳ）が必要である。以下、ＰＵＣＣＨを介した上りリンク信
号（例、ＤＣＩ）の復調のためのＲＳをＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳと称し、ＰＵＳＣＨを介し
た上りリンク信号（例、上りリンクデータ）の復調のためのＲＳをＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ
と称する。ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳは、ＰＵＣＣＨ領域内のＰＵＣＣＨを介して送信される
ＤＣＩの復調のために上記ＰＵＣＣＨ領域内で送信され、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳは、ＰＵ
ＳＣＨ領域内のＰＵＳＣＨを介してＵＣＩ及び／又はデータの復調のために上記ＰＵＳＣ
Ｈ領域内で送信される。ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳとＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳは、上りリンクＵ
Ｅ－ＲＳ或いは上りリンクＤＭＲＳと総称することができる。
【０１５２】
　ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳは、ＰＵＣＣＨフォーマット及び／又はＣＰ長によって、所定長
さの直交シーケンスによって拡散された後、ＰＵＣＣＨが占有するＲＢ対における各ＲＢ
の所定個数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを用いて送信される。例えば、正規ＣＰの場合、Ｐ
ＵＣＣＨフォーマット１系列のためのＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳは、長さが３の直交シーケン
スによって拡散された後、ＰＵＣＣＨが占有する各ＲＢにおけるＯＦＤＭシンボル０～６
のうちのＯＦＤＭシンボル２～４にわたって送信され、ＰＵＣＣＨフォーマット２及び３
系列のためのＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳは、長さが２の直交シーケンスによって拡散された後
、ＰＵＣＣＨが占有する各ＲＢにおけるＯＦＤＭシンボル０～６のうちのＯＦＤＭシンボ
ル１及び５にわたって送信されうる。
【０１５３】
　本発明は、チャネル状態の時変性が少ない環境では、複数のサブフレームで送信された
参照信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＳ）を用いてチャネル推定（ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）を行うと、受信装置がデータをより成功的に受信するこ
とができる。したがって、本発明は、チャネル状態の変化が少ない環境では、送信装置が
受信装置に一定期間のサブフレームで同一のＲＳに基づいて信号を送信することを提案す
る。例えば、同一のＲＳシーケンス或いはサブフレームによってＲＳシーケンスが異なっ
ても受信装置があらかじめ知っているＲＳシーケンス、同一のＲＳ変調シンボル或いはサ
ブフレームによってＲＳシンボルが異なっても受信装置があらかじめ知っているＲＳシン
ボル、及び／又は同一のプリコーディング行列或いはサブフレームによってプリコーディ
ング行列が異なっても受信装置があらかじめ知っているプリコーディング行列を、上記の
一定期間のサブフレームで適用することができる。受信装置は、該当の期間に複数のサブ
フレームで受信したＲＳを用いてチャネル推定を行い、これを受信信号の復調／復号に用
いることができる。例えば、本発明に係るＵＥ又はｅＮＢは、チャネルがほとんど変わら
ない環境で、複数のサブフレームで送信されたＤＭＲＳを用いてチャネル推定を行い、こ
れをデータ復調に用いることができる。より具体的に、上記ＵＥ又はｅＮＢは、一定期間
に該当するサブフレームで送信される信号に同一のプリコーディング行列を適用すること
ができる。
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【０１５４】
　本発明は、下りリンク送信／受信と上りリンク送信／受信のいずれにも適用することが
できる。また、本発明は、ＤＭＲＳベース送信だけでなく、ＣＲＳなどの他のＲＳをに基
づく送信にも同様に適用することができる。ただし、ｅＮＢによってＲＳにプリコーディ
ングが適用されるＤＭＲＳベースの送信に一層有用なため、以下では、ＤＭＲＳベース送
信／受信を例に挙げて本発明の実施例が説明される。データ復号の観点でサブフレームに
よるデータは同一であってもよいが、データが異なっても、受信装置が複数のサブフレー
ムにわたって受信したＲＳをチャネル推定に利用できれば、本発明の実施例を適用するこ
とができる。
【０１５５】
　■バンドルされたサブフレーム（ｂｕｎｄｌｅｄ　ｓｕｂｆｒａｍｅｓ）
【０１５６】
　本発明の実施例は、バンドルされたサブフレームに適用することができる。バンドルさ
れたサブフレームとは、同一の信号／データの送信に用いられる複数のサブフレームのバ
ンドルを意味する。電力の低い送信装置による信号送信或いはチャネル状態のごく悪いセ
ルにおける信号送信にはカバレッジ問題（ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｉｓｓｕｅ）が存在しある
。このようなカバレッジ問題を解決するために、物理チャネル／信号送信にサブフレーム
反復、サブフレームバンドリングなどのようなカバレッジ強化（ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ
）技法を適用することができる。換言すれば、カバレッジ問題がある場合、送信装置は物
理チャネル／信号を複数個のサブフレームにわたって反復して送信することによって、受
信装置が複数のサブフレームにわたって受信した（弱い）物理チャネル／信号を結合（ｃ
ｏｍｂｉｎｅ）或いは連結して復号できるようにすることができる。例えば、ｅＮＢは、
ＰＤＣＣＨのカバレッジ強化のために、多数のサブフレームでＰＤＣＣＨ或いはＰＤＳＣ
Ｈ（以下、ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ）を反復して送信することができる。ＵＥは、複数の
サブフレームのバンドルから受信したＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨの信号を共に用いてＰＤＣ
ＣＨ／ＰＤＳＣＨを成功的に受信することができる。また、ｅＮＢは、電力が弱いか、上
記ｅＮＢから遠い距離に位置するか、或いは強い干渉を受けるＵＥがＰＵＣＣＨ／ＰＵＳ
ＣＨを複数のサブフレームのバンドルで反復して送信できるようにすることができる。す
なわち、本発明は、複数のサブフレームにわたってバンドルして送信される物理チャネル
／信号に適用することができる。
【０１５７】
　カバレッジ問題があるＵＥのために、ｅＮＢは、物理チャネル／信号が反復して送信さ
れるサブフレームを上位層信号などを用いて設定することができる。例えば、ｅＮＢは、
ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ及び／又はＰＵＳＣＨバンドル送信が適用されるサ
ブフレーム設定情報をＵＥに送信することができる。上記サブフレーム設定情報は、バン
ドルされたサブフレームの個数、バンドル送信オフセット及び／又はバンドル送信周期な
どを含むことができる。上記バンドル送信オフセットは、バンドルされたサブフレームが
始まる位置を示すことができる。例えば、上記バンドル送信オフセットは、所定個数の無
線フレームにおけるサブフレームにおいて何番目のサブフレームでバンドル送信が始まる
かを示す情報であってもよい。上記バンドル送信周期は、バンドル送信が適用される周期
、換言すれば、バンドルされたサブフレームが設定される周期を示すことができる。バン
ドル送信のためのバンドルされたサブフレームは１回のみ適用されてもよいが、所定個数
のフレーム／サブフレームごとに反復して適用されてもよい。一定期間に対応するサブフ
レームにおいてバンドルされるサブフレームはサブフレームパターン情報によって設定さ
れてもよい。例えば、複数のサブフレームに一対一で対応するビットで構成されたビット
マップが、バンドルされるサブフレームを指示することもできる。
【０１５８】
　バンドルされたサブフレームはあらかじめ設定されており、上位層信号或いは物理層信
号によって活性化或いは非活性化されてもよい。バンドルされたサブフレームが活性化さ
れると、本発明のＵＥ／ｅＮＢは、上記バンドルされたサブフレームに本発明の実施例を
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適用することができる。
【０１５９】
　■　Ａ．バンドルされたサブフレームの指示（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｂｕｎｄ
ｌｅｄ　ｓｕｂｆｒａｍｅｓ）
【０１６０】
　本発明は、バンドルされたサブフレームで送信される信号に同一プリコーディング行列
を適用することを提案する。このようなバンドルされたサブフレームで信号を受信したＵ
Ｅ或いはｅＮＢは、当該サブフレームのＤＭＲＳを用いてチャネル推定を行い、これを当
該サブフレームで送信したデータの復号のために用いることができる。このようなバンド
ルされたサブフレームは、１つのバンドルされたサブフレーム集合（ｓｅｔ）をなし、１
つのバンドルされたサブフレーム集合を構成するサブフレームにはいずれ、同一のプリコ
ーディング行列を適用することができる。又は、１つのバンドルされたサブフレーム集合
を構成するサブフレームの間には、事前に定義されたパターンに従うプリコーディング遷
移（ｓｈｉｆｔｉｎｇ）／ホッピング（ｈｏｐｐｉｎｇ）を適用することもできる。
【０１６１】
　図１０は、バンドルされたサブフレーム集合の設定に関する本発明の実施例を示す図で
ある。本発明が適用されるバンドルされたサブフレームは、例えば、次のような方式で設
定することができる。
【０１６２】
　１）バンドルされたサブフレーム集合設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）１
【０１６３】
　バンドルされたサブフレームは、図１０（ａ）に示すように、一定の個数のサブフレー
ムで構成することができる。すなわち、Ｎ個のサブフレームが１つのバンドルされたサブ
フレーム集合をなし、Ｎ個のバンドルされたサブフレームには同一のプリコーディング行
列を適用することができる。図１０（ａ）は、バンドルされたサブフレームが５個のサブ
フレームで構成された場合を例示している。図１０（ａ）を参照すると、１つのバンドル
されたサブフレーム集合は５個のサブフレーム構成され、バンドルされたサブフレーム集
合内の５個のバンドルされたサブフレームには、同一のプリコーディング行列を適用する
ことができる。
【０１６４】
　バンドルされたサブフレームの数は、あらかじめ定められた値に固定して用いることが
できる。例えば、バンドルされたサブフレームは常に４個のサブフレームと固定され、４
個のサブフレームの単位に同一のプリコーディング行列を適用することができる。
【０１６５】
　又は、バンドルされたサブフレームの個数に関する情報は、上位層信号によって指示さ
れてもよく、バンドルされたサブフレームの個数は、チャネル環境によって設定（ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒｅ）することができる。又は、バンドルされたサブフレームの個数に関する情
報は、ＤＣＩによって指示されてもよい。例えば、ＤＣＩに新しいフィールドを追加し、
該追加したフィールドに、上記ＤＣＩが受信されたサブフレームを除く残りのバンドルさ
れたサブフレームの個数、或いは上記ＤＣＩが受信されたサブフレームを含むバンドルさ
れたサブフレームの個数を表示することができる。ＵＥは、ＤＣＩの該当のフィールドを
通じて、現在受信したサブフレームから何サブフレームまで同一のプリコーディングが適
用されるかを認識し、これをチャネル推定に用いることができる。又は、１つのバンドル
されたサブフレーム集合をなすバンドルされたサブフレームの個数を示す情報が、ＤＣＩ
の新しいフィールドを通じて送信されてもよい。この場合、バンドルされたサブフレーム
が始まるサブフレームは、当該サブフレームのＤＣＩにおけるフィールドのうち、バンド
ルされたサブフレームの個数を示すフィールドが０でない値を有するサブフレームになり
得る。
【０１６６】
　各バンドルされたサブフレーム集合が始まるサブフレームの位置は、事前に指定されて
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いてもよい。例えば、バンドルされたサブフレームの数が４の場合、４０ｍｓフレーム構
造を基準に、サブフレーム０，４，８，１２，１６が各バンドルされたサブフレーム集合
の開始サブフレームになるように事前に定義されてもよい。図１０（ａ）のように、デー
タが１つのバンドルされたサブフレーム集合内のサブフレームの一部サブフレームでのみ
送信されてもよい。この場合、ＵＥ又はｅＮＢは、データが送信されるサブフレームのＤ
ＭＲＳのみを用いてチャネル推定を行うことができる。このため、より良いチャネル推定
性能を得るためには、１つのバンドルされたサブフレーム集合内の可能な全てのサブフレ
ームでデータが送信されるようにすることが好ましい。又は、バンドルされたサブフレー
ム集合には含まれるものの、データが送信されないサブフレームで、チャネル推定のため
に上記データと関連したＤＭＲＳは送信されるようにすることができる。
【０１６７】
　一方、ＴＴＩバンドリングが適用される場合、ＴＴＩバンドリングの適用されるサブフ
レームを、１つのバンドルされたサブフレーム集合とすることができる。ＴＴＩバンドリ
ングが設定されると、所定個数（例、４個）の連続したサブフレームで同一のデータが反
復的に送信される。ただし、反復送信されるデータの重複バージョンは反復回数によって
異なってくる。ＴＴＩバンドル内で、ＨＡＲＱ再送信は非適応的（ｎｏｎ－ａｄａｐｔｉ
ｖｅ）であり、以前送信からのフィードバックを待つことなくトリガされる。ＴＴＩバン
ドルのＨＡＲＱフィードバックは、単に、上記ＴＴＩバンドルの最後のＴＴＩに対して受
信される。本実施例によれば、このようなＴＴＩバンドリングが適用されるサブフレーム
の間に、同一のプリコーディング行列を適用することができる。下りリンクの場合、本実
施例に係るｅＮＢは、ＵＥがＴＴＩバンドリングの適用されるサブフレームの間に受信し
たＤＭＲＳを共に用いてチャネル推定を行えるか否かを指示することができる。また、上
りリンクの場合、本実施例に係るｅＮＢは、ＵＥがＴＴＩバンドリングの適用されるサブ
フレームの間に同一のプリコーディング行列を用いてサブフレームを送信すべきか否かを
指示することができる。ＴＴＩバンドルに同一ＤＭＲＳが適用されるか否かを示すための
ビットがＤＣＩに含まれて送信されてもよく、ＵＥ－特定的或いはセル－特定的に上位層
信号を通じて指示されてもよい。
【０１６８】
　２）バンドルされたサブフレーム集合設定２
【０１６９】
　バンドルされたサブフレームは、図１０（ｂ）に示すように、可変的な個数のサブフレ
ームで構成されてもよい。例えば、ＵＥにＰＤＳＣＨが連続したＮ個のサブフレームで送
信されるとき、又は特定ＵＥからｅＮＢにＰＵＳＣＨが連続したＮ個のサブフレームで送
信されるとき、該当のＮ個のサブフレームが１つのバンドルされたサブフレーム集合をな
し、上記Ｎ個のサブフレームで同一のプリコーディング行列が用いられてもよい。例えば
、図１０（ｂ）に示すように、連続している（ｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅ）サブフレームが
バンドルされたサブフレームとなり、当該サブフレームに対して同一のプリコーディング
行列が用いられてもよい。この場合、ＵＥ或いはｅＮＢが、同一のプリコーディング行列
が用いられると仮定できるバンドルされたサブフレームの数は、固定した値ではなく可変
的な値であってもよい。ただし、より良いチャネル推定性能を得るためには、１つのバン
ドルされたサブフレーム集合内に可能な多いサブフレームに同一のプリコーディング行列
が適用されることが好ましい。
【０１７０】
　上記バンドルされたサブフレームの個数はＤＣＩで指示することができる。例えば、Ｄ
ＣＩに新しいフィールドを追加し、該追加したフィールドに、上記ＤＣＩが受信されたサ
ブフレームを除く残りのバンドルされたサブフレームの個数、或いは上記ＤＣＩが受信さ
れたサブフレームを含むバンドルされたサブフレームの個数を表示することができる。他
の例として、現在送信されるサブフレームの属したバンドルされたサブフレーム集合をな
すバンドルされたサブフレームの個数を示す情報がＤＣＩの新しいフィールドを通じて送
信されてもよい。下りリンクの場合、ＵＥは、ＤＣＩの該当のフィールドを通じて現在受
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信するサブフレームから何サブフレームまで同一のプリコーディングが用いられるかを把
握し、これをチャネル推定に用いることができる。上りリンクの場合、ＵＥは、ＤＣＩの
該当のフィールドを通じて現在送信するサブフレームから何サブフレームまで同一のプリ
コーディング行列を用いてデータ／情報を送信すべきかが把握できる。
【０１７１】
　３）バンドルされたサブフレーム集合設定３
【０１７２】
　バンドルされたサブフレームは、図１０（ｃ）に示すように構成されてもよい。例えば
、ＵＥにＰＤＳＣＨが送信される特定時点に、バンドルされたサブフレーム集合が始まり
、一定時間後に、バンドルされたサブフレーム集合が終了する。又は、特定ＵＥからｅＮ
ＢにＰＵＳＣＨが送信される特定時点に、バンドルされたサブフレーム集合が始まり、一
定時間後に、バンドルされたサブフレーム集合が終了してもよい。すなわち、１つのバン
ドルされたサブフレーム集合には、図１０（ａ）に示すように、実際にデータが送信され
ないサブフレームが含まれてもよいが、１つのバンドルされたサブフレーム集合が始まる
サブフレームの位置は可変する。
【０１７３】
　ＵＥがこのようなバンドルされたサブフレーム集合を設定するためには、バンドルされ
たサブフレーム集合が始まるサブフレームを知らなければならず、バンドルされたサブフ
レーム集合の期間又は終了するサブフレームを知らなければならない。
【０１７４】
　例えば、１つのバンドルされたサブフレーム集合が始まるサブフレームの位置は、デー
タが送信されるサブフレームであってもよい。ｅＮＢは、ＤＣＩを用いて、当該サブフレ
ームがバンドルされたサブフレーム集合が始まるサブフレームであるということを知らせ
ることができる。
【０１７５】
　バンドルされたサブフレーム集合の期間は常に一定の値であってもよく、可変的なもの
であってもよい。期間が一定の値であれば、あらかじめ定められた値がバンドルされたサ
ブフレーム集合の期間に用いられてもよく、上位層によって指示された値がバンドルされ
たサブフレーム集合の期間に用いられてもよい。又は、バンドルされたサブフレーム集合
が始まるサブフレームのＤＣＩを用いて、バンドルされたサブフレーム集合の期間を知ら
せることもできる。バンドルされたサブフレーム集合の開始地点と期間又は終了地点を知
らせるために、ＤＣＩに明示的な（ｅｘｐｌｉｃｉｔ）１ビットを用いることができる。
例えば、図１０（ｃ）を参照すると、ＤＣＩの特定フィールドの値が１に設定された場合
、上記ＤＣＩ送信された該当のサブフレームは、バンドルされたサブフレーム集合の開始
サブフレーム又は維持サブフレーム（すなわち、終了サブフレーム以外のサブフレーム）
でよい。一方、ＤＣＩの特定フィールドの値が０に設定された場合、上記ＤＣＩが受信さ
れた該当のサブフレームは、バンドルされたサブフレームの最後のサブフレーム又はサブ
フレームバンドリングが適用されないサブフレームであってもよい。すなわち、以前ＤＣ
Ｉ、すなわち、以前サブフレームで受信されたＤＣＩにおける該当フィールドの値が０で
あり、現在ＤＣＩ、すなわち、現在のサブフレームで受信されたＤＣＩにおける該当フィ
ールドの値が１である場合、上記現在のサブフレームは、バンドルされたサブフレーム集
合が始まるサブフレームであってもよい。一方、以前ＤＣＩの該当フィールドの値が１で
あり、現在ＤＣＩの該当フィールドの値が１の場合、現在のサブフレームは、バンドルさ
れたサブフレーム集合が維持されたサブフレームであってもよい。以前ＤＣＩの該当フィ
ールドの値が１であり、現在ＤＣＩの該当フィールドの値が０の場合、現在のサブフレー
ムは、バンドルされたサブフレーム集合の最後のサブフレームであってもよい。以前ＤＣ
Ｉの該当フィールドの値が０であり、現在ＤＣＩの該当フィールドの値が０の場合、現在
のサブフレームは、バンドルされたサブフレーム集合に含まれないサブフレームであって
もよい。バンドルされたサブフレーム集合には含まれるが、データが送信されないサブフ
レームでチャネル推定のためにＤＭＲＳのみが送信されてもよい。
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【０１７６】
　■　Ｂ．バンドルされたサブフレーム上での送信（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｎ　
ｂｕｎｄｌｅｄ　ｓｕｂｆｒａｍｅｓ）
【０１７７】
　バンドルされたサブフレームに対しては送信信号に同一のプリコーディング行列を適用
することができる。ＤＭＲＳベース送信の場合、関連物理チャネルが送信される一部周波
数帯域で送信されるＤＭＲＳは、上記物理チャネルに適用されるプリコーディング行列と
同じプリコーディング行列でプリコーディングされ、一つのサブフレームで上記物理チャ
ネルと併せて送信される。このため、受信装置２０は、送信装置１０が送信信号にいかな
るプリコーディング行列を適用したかに関する情報を送信装置１０から受信しなくても、
ＤＭＲＳに基づいて送信信号を復調することができる。このようなＤＭＲＳベース送信と
違い、ＣＲＳベース送信の場合、物理チャネルとＣＲＳが同一のプリコーディング行列に
よってプリコーディングされず、ＣＲＳに基づいて物理チャネルが復号されるには、上記
物理チャネルに適用されたプリコーディング行列がＵＥに通知されなければならない。し
たがって、ＤＭＲＳではなくＣＲＳに基づいて復調が行われるサブフレームで送信される
データの復調のためには、上記データに用いられたプリコーディング行列に関する情報を
、既存と同様の方法で、上記データをスケジュールするＤＣＩを通じて知らせることがで
きる。仮に、バンドルされたサブフレームのそれぞれで送信されるデータが個別のＤＣＩ
によってスケジュールされると、バンドルされたサブフレームでそれぞれ送信されるデー
タに対するＤＣＩのそれぞれがプリコーディング行列情報を含むことができる。
【０１７８】
　又は、バンドルされたサブフレームに対して用いられるプリコーディング行列は、上記
バンドルされたサブフレームの最初のサブフレームのＤＣＩを通じて指示されてもよい。
下りリンクの場合、ＵＥは、バンドルされたサブフレームの最初のサブフレームのＤＣＩ
で指示されたプリコーディング行列が、バンドルされたサブフレームの全てに同一に適用
されたと仮定して（チャネル推定を行って）データ復調／復号を行うことができる。上り
リンクの場合、ＵＥは、バンドルされたサブフレームの最初のサブフレームに対するＤＣ
Ｉによって指示されたプリコーディング行列を、上記バンドルされたサブフレームで送信
される上りリンク信号の全てに同一に適用して送信することができる。
【０１７９】
　一方、データは送信されないが、チャネル推定のためにＤＭＲＳは送信されるサブフレ
ームが存在する場合、上記ＤＭＲＳは、あらかじめ定められたプリコーディング行列を用
いて送信されてもよい。
【０１８０】
　ＤＭＲＳベースチャネル推定のために、本発明の一実施例に係るＵＥは、ＤＭＲＳシー
ケンスの生成に用いられるスクランブリングＩＤであるｎＳＣＩＤ（式９のｎＳＣＩＤ参
照）が、バンドルされたサブフレームにわたって同一であると仮定することができる。Ｄ
ＭＲＳベースチャネル推定のために、ＵＥは、ＤＭＲＳシーケンス生成のためのｎＩＤ（
式９の
【化９】

参照）が、バンドルされたサブフレームにわたって同一であると仮定することができる。
例えば、ＣｏＭＰ動作或いはＣｏＭＰ動作と関連した送信モードである送信モード１０と
して設定されたＵＥは、ＤＭＲＳシーケンス生成のために上位層信号によって提供される
仮想セルＩＤであるｎＩＤが、バンドルされたサブフレームにわたって同一であると仮定
することができる。換言すれば、バンドルされたサブフレームの間に適用されるｎＳＣＩ

Ｄ及び／又はｎＩＤは上位層信号によってシグナルされうる。或いは、バンドルされたサ
ブフレームの最初のサブフレームに対するＤＣＩによって指示されたｎＳＣＩＤ及び／又
はｎＩＤが、バンドルされたサブフレームの間に適用されてもよい。
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【０１８１】
　一方、複数のサブフレームにわたって送信されるＤＭＲＳを用いたチャネル推定を容易
にさせるには、複数のサブフレームにわたってＤＭＲＳが送信されるチャネル状況ができ
るだけ変わらないことが好ましい。したがって、データが、バンドルされたサブフレーム
で送信される場合には、上記ＤＭＲＳと関連したデータが上記バンドルされたサーフレの
時間期間では同一ＲＢを用いて送信されることが、チャネル推定に役立つことができる。
したがって、バンドルされたサブフレームが用いられる場合、上記バンドルされたサブフ
レーム内では周波数ホッピングが用いられないことが好ましい。ＵＥ或いはｅＮＢは、バ
ンドルされたサブフレームの期間にはデータが同一ＲＢを通じて送信されると仮定するこ
とができる。換言すれば、ＵＥは、同一ＲＢで受信されたＤＭＲＳを用いてデータを復調
或いは復号することができる。この場合、データが送信されるＲＢは、バンドルされたサ
ブフレームのそれぞれに対する全ＤＣＩではなく、バンドルされたサブフレームの最初の
サブフレームに対するＤＣＩのみによって指示されることが可能である。
【０１８２】
　仮に、周波数ホッピングが可能化（ｅｎａｂｌｅ）され、データ送信のためのＴＴＩバ
ンドリングが可能化されると、ＵＥは、ＤＭＲＳデータが同一ＲＢに位置したサブフレー
ムに対してのみチャネル推定バンドリングが行われ得ると仮定することができる。例えば
、ＤＭＲＳバンドリングが５個のサブフレームにわたって用いられ、１番目、３番目及び
５番目のサブフレームが同一リソースを共有（ｓｈａｒｅ）し、２番目及び４番目のサブ
フレームが同一リソースを共有するように周波数ホッピングが可能化されるとすれば、Ｕ
Ｅ又はｅＮＢは、１番目、３番目及び５番目のサブフレームのみがＤＭＲＳバンドリング
のためにバンドルされ、２番目及び４番目のサブフレームのみがＤＭＲＳバンドリングの
ためにバンドルされると仮定することができる。ただし、周波数ホッピングに関係なく、
ＤＭＲＳバンドリングが、バンドルされた大きさにわたって可能化されることも可能であ
る。
【０１８３】
　ＤＭＲＳバンドリングが設定／可能化されると、ＵＥは、（ＤＭＲＳバンドリングのた
めに）指定されたＲＢ上のデータが単独（ｆｏｒ　ｉｔｓｅｌｆ）に用いられるとは限ら
ない。ＵＥは、ＤＭＲＳがＤＭＲＳバンドリングのために使用できる同一リソースが、他
のＵＥのための他のデータ或いは制御情報を送信するためにも用いられ得ると仮定するこ
とができる。
【０１８４】
　ＤＭＲＳバンドリングウィンドウ内で、すなわち、ＤＭＲＳバンドリングが適用される
サブフレームの期間内で、ＵＥは、サブフレームにわたって、同一ＰＲＢグループ内では
プリコーディングが同一であり、ＰＲＢグループによってはプリコーディングが異なりう
るように、ＰＲＢバンドリングが可能化されると仮定することができる。すなわち、ＰＲ
Ｂバンドリングが設定されたＵＥは、バンドリングウィンドウ内で相変らずＰＲＢバンド
リングが可能化されると仮定するものの、上記プリコーディングが同一ＰＲＢグループ内
のＰＲＢで同一であるとともに、バンドリングサブフレームウィンドウ内のサブフレーム
にわたっても同一であるようにＰＲＢバンドリングが可能化されると仮定することができ
る。結局、本発明に係るバンドルされたサブフレーム集合が設定され、これに加えてＰＲ
Ｂグループに対してＰＲＢバンドリングが設定されると、ＵＥは、上記バンドルされたサ
ブフレーム集合の間に上記ＰＲＢグループに適用されるプリコーディングが同一であると
仮定することができる。すなわち、複数のサブフレームにわたってＰＲＢグループのＲＢ
に同一プリコーディングが適用される。ただし、互いに異なるＰＲＢグループには異なる
プリコーディングが適用されうる。換言すれば、複数個のＰＲＢグループが設定されると
、ＰＲＢグループによって適用されるプリコーディングが異なってもよい。又は、一旦Ｄ
ＭＲＳバンドリングが可能化されると、ＵＥは、プリコーディングが指定されたＲＢにわ
たって同一となるようにＰＲＢバンドリングが不能化されると仮定することができる。
【０１８５】
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　参考として、ＰＲＢバンドリングとは、ＵＥが、プリコーディング粒度（ｇｒａｎｕｌ
ａｒｉｔｙ）が周波数ドメインで複数のリソースブロックであると想定することを指す。
閉ループベースのＭＩＭＯは、ＰＭＩのフィードバックが要求されるため、ＰＲＢによっ
てそれぞれ異なるＰＭＩがフィードバックされなければならないとすれば、フィードバッ
クオーバーヘッドが大きく増加する。また、隣接したＰＲＢ間には周波数選択性（ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｉｔｙ）が大きくないはずであるので、閉ループベース
のＭＩＭＯでは、ＵＥが、隣接したＰＲＢのＤＭＲＳに同一プリコーダが適用されるとい
う仮定下で上記隣接したＰＲＢのチャネル状態を共に推定できるようにするＰＲＢバンド
リング（ｂｕｎｄｌｉｎｇ）が効果的である。例えば、ＵＥにＰＭＩフィードバックが設
定されると、本発明では、上記ＵＥのために閉ループＭＩＭＯ動作が設定されたことと解
釈することができ、この場合、ＵＥは、上記ＵＥへのデータ送信のためにスケジュールさ
れた隣接したＰＲＢ上に同一のプリコーダが適用されると想定して、上記隣接したＰＲＢ
上で受信したデータを復号することができる。より詳しく説明すると、与えられたサービ
ングＣＣ　ｃに対して、送信モード９のために設定されたＵＥはＰＭＩ／ＲＩフィードバ
ックが設定されると、プリコーディング粒度（ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）が多重リソース
ブロックであると想定することができる。固定した（ｆｉｘｅｄ）システム帯域幅に依存
する大きさＰ’のプリコーディングリソースブロックグループ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ｇｒｏｕｐ、ＰＲＧ）は、上記システム帯域幅を区画（ｐ
ａｒｔｉｔｉｏｎ）し、各ＰＲＧは、連続したＰＲＢで構成される。ＮＤＬ

ＲＢ　ｍｏｄ
　Ｐ’＞０であれば、上記ＰＲＧのうちの１つは、大きさが
【化１０】

になる。上記ＰＲＧサイズは、最低（ｌｏｗｅｓｔ）周波数から始まって増加しない。Ｐ
ＭＩ／ＲＩフィードバックが設定されたＵＥは、ＰＲＧ内の全てのスケジュールされたＰ
ＲＢ上に同一プリコーダが適用されると想定して、ＰＤＳＣＨを受信或いは復号を行うこ
とができる。与えられたシステム帯域幅に対してＵＥが想定し得るＰＲＧサイズは、次表
のように与えることができる。
【０１８６】

【表６】

【０１８７】
　前述した本発明の実施例によれば、ｅＮＢがＵＥにサブフレームバンドルに関する情報
を知らせると、ＵＥは、該当のサブフレームバンドル内では同一のプリコーディングが用
いられると仮定することができる。又は、ｅＮＢはＵＥにサブフレームバンドル内で同一
のプリコーディングが用いられるサブフレームの個数を設定することもできる。
【０１８８】
　同一のプリコーディングが用いられるサブフレームバンドル内の最初のサブフレーム又
は一部のサブフレームでのみＤＭＲＳが送信されてもよい。ＣＲＳベースに復調／復号さ
れるデータ或いは情報の場合には、サブフレームバンドル内の最初のサブフレーム又は一
部のサブフレームでのみＣＲＳが送信されてもよい。このとき、サブフレームバンドル内
でＤＭＲＳが送信されないサブフレームには、ＤＭＲＳが送信されるＲＥ位置でデータ（
ＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ）が送信されてもよい。この場合、ＵＥは、ＤＭＲＳが送信され
るサブフレームのＤＭＲＳを用いてチャネルを推定し、このように推定したチャネル値を
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、同一のプリコーディングが用いられるサブフレームバンドル内のデータの受信に用いる
ことができる。
【０１８９】
　上記ではプリコーディング行列、ＤＭＲＳ生成用セルＩＤ及び／又はＤＭＲＳ生成用ス
クランブリングＩＤが、バンドルされたサブフレーム間で同一である場合を挙げて本発明
の実施例を説明したが、バンドルされたサブフレーム内で適用されるプリコーディング行
列、ＤＭＲＳ生成用セルＩＤ及び／又はＤＭＲＳ生成用スクランブリングＩＤが異なると
しても、ＵＥ／ｅＮＢが、バンドルされたサブフレームによって用いられるプリコーディ
ング行列、セルＩＤ又はスクランブリングＩＤを知ると、バンドルされたサブフレームに
わたって受信されたＲＳを、上記バンドルされたサブフレーム内で受信されたデータの復
号に用いることができる。
【０１９０】
　■　Ｃ．バンドルされたサブフレームのためのＨＡＲＱプロセス
【０１９１】
　ＨＡＲＱとは、誤り制御方法の一種である。下りリンクを通じて送信されるＨＡＲＱ－
ＡＣＫは、上りリンクデータに対する誤り制御のために用いられ、上りリンクを通じて送
信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫは、下りリンクデータに対する誤り制御のために用いられる。
下りリンクの場合、ｅＮＢは、定められたスケジューリング規則によって選択されたＵＥ
に１個以上のＲＢをスケジュールし、割り当てられたＲＢを用いて該当のＵＥにデータを
送信する。以下、下りリンク送信のためのスケジューリング情報をＤＬグラントと称し、
ＤＬグラントを搬送するＰＤＣＣＨをＤＬグラントＰＤＣＣＨと称する。上りリンクの場
合、ｅＮＢは、定められたスケジューリング規則によって選択されたＵＥに１個以上のＲ
Ｂをスケジュールし、ＵＥは、割り当てられたリソースを用いて上りリンクでデータを送
信する。ＨＡＲＱ動作を行う送信端は、データ（例、送信ブロック、コードワード）を送
信した後、確認信号（ＡＣＫ）を待つ。ＨＡＲＱ動作を行う受信端は、データを正しく受
けた場合にのみ確認信号（ＡＣＫ）を送り、受信データに誤りが生じた場合にはＮＡＣＫ
（ｎｅｇａｔｉｖｅ－ＡＣＫ）信号を送る。送信端は、ＡＣＫ信号を受けると、その後、
（新しい）データを送信するが、ＮＡＣＫ信号を受けた場合にはデータを再送信する。Ｈ
ＡＲＱ方式の場合、誤りデータはＨＡＲＱバッファに記憶され、受信成功率を高めるため
に、初期データは以降の再送信データとコンバイン（ｃｏｍｂｉｎｅ）される。
【０１９２】
　ＨＡＲＱ方式は、再送信タイミングによって、同期式（ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ）ＨＡ
ＲＱと非同期式（ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ）ＨＡＲＱとに分類し、再送信リソースの量
を決定する時にチャネル状態を反映するか否かによって、チャネル－適応（ｃｈａｎｎｅ
ｌ－ａｄａｐｔｉｖｅ）ＨＡＲＱとチャネル－非適応（ｃｈａｎｎｅｌ－ｎｏｎ－ａｄａ
ｐｔｉｖｅ）ＨＡＲＱとに分類できる。
【０１９３】
　同期式ＨＡＲＱ方式は、初期送信に失敗した場合、以降の再送信が、システムによって
定められたタイミングになされる方式である。例えば、初期送信失敗後に、毎Ｘ－番目（
例、Ｘ＝４）の時間単位（例、ＴＴＩ、サブフレーム）に再送信がなされると仮定すれば
、ｅＮＢとＵＥは再送信タイミングに関する情報を交換する必要がない。したがって、Ｎ
ＡＣＫメッセージを受けた場合、送信端は、ＡＣＫメッセージを受けるまで毎４番目の時
間単位に該当のデータを再送信することができる。一方、非同期式ＨＡＲＱ方式で、再送
信タイミングは、新しくスケジュールされたり追加のシグナリングによって行うことがで
きる。すなわち、誤りデータに対する再送信タイミングは、チャネル状態などのいろいろ
な要因によって可変する。
【０１９４】
　チャネル－非適応ＨＡＲＱ方式は、再送信のためのＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａ
ｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）、ＲＢの個数などを初期送信時に定められたとおり
にして行う方式である。これと違い、チャネル－適応ＨＡＲＱ方式は、再送信のためのＭ
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ＣＳ、ＲＢの個数などがチャネル状態によって可変する方式である。例えば、チャネル－
非適応ＨＡＲＱ方式の場合、初期送信が６個のＲＢを用いて行われた場合、再送信も６個
のＲＢを用いて行われる。一方、チャネル－非適応ＨＡＲＱ方式の場合、初期送信が６個
のＲＢを用いて行われた場合、再送信は、チャネル状態によって６個より大きいか小さい
個数のＲＢを用いて行うことができる。
【０１９５】
　このような分類によって４つのＨＡＲＱの組合せが可能であるが、主に、非同期式／チ
ャネル－適応ＨＡＲＱ方式と、同期式／チャネル－非適応ＨＡＲＱ方式が用いられる。非
同期式／チャネル－適応ＨＡＲＱ方式は、再送信タイミングと再送信リソースの量をチャ
ネル状態によって適応的に別々にすることによって再送信効率を極大化させることができ
るが、オーバーヘッドが大きくなる短所があり、上りリンクのためには一般的に考慮され
ない。一方、同期式／チャネル－非適応ＨＡＲＱ方式は、再送信のためのタイミングとリ
ソース割当てがシステム内で約束されているため、そのオーバーヘッドがほとんどないと
いう長所があるが、変化の激しいチャネル状態で用いられる場合、再送信効率が非常に低
くなるという短所がある。このため、現在通信システムでは、下りリンクには非同期式Ｈ
ＡＲＱ方式が、上りリンクには同期式ＨＡＲＱ方式が主に用いられている。
【０１９６】
　一方、ｅＮＢがスケジューリング情報と該スケジューリング情報によるデータを送信し
た後、ＵＥからＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信し、再送信データを送信するまで時間遅延（ｄｅ
ｌａｙ）が発生する。このような時間遅延は、チャネル伝搬遅延（ｃｈａｎｎｅｌ　ｐｒ
ｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｄｅｌａｙ）、データ復号（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）／符号化（ｅｎｃ
ｏｄｉｎｇ）にかかる時間に起因する。したがって、現在進行中のＨＡＲＱプロセスが終
わった後に新しいデータを送る場合、時間遅延によってデータ送信に空白ができる。した
がって、時間遅延区間にデータ送信に空白が生じることを防止するために、複数の独立し
たＨＡＲＱプロセス（ＨＡＲＱ　ｐｒｏｃｅｓｓ、ＨＡＲＱ）が用いられる。例えば、初
期送信と再送信間の間隔が７サブフレームである場合、７個の独立したＨＡＲＱプロセス
を運営し、空白無しでデータ送信を行うことができる。複数の並列ＨＡＲＱプロセスは、
以前ＵＬ／ＤＬ送信に対するＨＡＲＱフィードバックを待つ間にＵＬ／ＤＬ送信が連続し
て行われるようにする。それぞれのＨＡＲＱプロセスは、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層のＨＡＲＱバッファと関連付く。それぞれのＨＡＲＱプロセ
スは、バッファ内のＭＡＣ　ＰＤＵ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｂｌｏｃｋ）の送信
回数、バッファ内のＭＡＣ　ＰＤＵに対するＨＡＲＱフィードバック、現在重複バージョ
ン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）などに関する状態変数を管理する。
【０１９７】
　ＵＥ又はｅＮＢは、バンドルされたサブフレームを全て受信した後、複数のサブフレー
ムで送信されたＤＭＲＳを用いてチャネル推定を行い、このような推定されたチャネルを
用いて該当のサブフレームで送信されたデータを復号することによって、バンドルされた
サブフレームを通じて送信されたデータをより良い性能で受信することができる。したが
って、そのためには、バンドルされたサブフレーム内の全てのサブフレームを受信した後
にチャネル推定を行い、これを用いて、バンドルされたサブフレーム内の最初のサブフレ
ームで送信されたデータの復号を行うことが好ましい。しかし、この場合、データを受信
して復号を行うまでに、既存に比べてより長い時間がかかるため、既存のＨＡＲＱプロセ
スをそのまま用いると問題が生じうる。そこで、本発明では、図１１～図１４を参照して
、バンドルされたサブフレームを用いる場合、適用可能なＨＡＲＱプロセッサ／ＨＡＲＱ
タイミングを提案する。
【０１９８】
　図１１～図１４は、バンドルされたサブフレームのためのＨＡＲＱプロセスに関する本
発明の実施例を示す図である。図１１～図１４で、Ａ／Ｎは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す。
図１１～図１４で、データサブフレームからＡ／Ｎサブフレーム方向への矢印は、データ
送信／再送信を表し、Ａ／Ｎサブフレームからデータサブフレーム方向への矢印は、該当
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のデータ送信／再送信に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す。図１１～図１４で、サブフレー
ム番号はｎ－３から順次に与えられると仮定する。
【０１９９】
　ＴＴＩバンドリングを用いる場合、図１１に示すように、既存のＴＴＩバンドリングで
用いられたＨＡＲＱプロセスをそのまま適用することができる。この場合、バンドルされ
たサブフレーム内のデータはいずれも同一であり、よって、１つのバンドルされたサブフ
レーム集合に対して１つのＰＤＣＳＨ又はＰＵＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫのみを送
信することができる。上りリンクの場合、４個のバンドルされたサブフレーム（サブフレ
ームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎ）でそれぞれデータが送信されると、上記データに対
するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、サブフレームｎ＋４で送信される。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報がＮ
ＡＣＫの場合、上記データに対する再送信は、サブフレームｎ＋１３、ｎ＋１４、ｎ＋１
５及びｎ＋１６で行われる。したがって、この場合、４個のＨＡＲＱプロセスが動作する
。下りリンクの場合、４個のバンドルされたサブフレーム（サブフレームｎ－３、ｎ－２
、ｎ－１及びｎ）でそれぞれデータが送信されると、上記データに対するＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋは、サブフレームｎ＋４で送信される。したがって、この場合、４個のＨＡＲＱプロセ
スが動作する。
【０２００】
　バンドルされたサブフレームでサブフレームによって送信されるデータがいずれも異な
る場合、図１２又は図１３のようにＨＡＲＱプロセスが適用されてもよい。この場合、バ
ンドルされたサブフレームにおける各サブフレームで送信されるデータはそれぞれ異なる
ため、バンドルされたサブフレームで送信された全てのＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨに対す
るＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報がそれぞれ送信される。
【０２０１】
　図１２を参照すると、上りリンクの場合、４個のバンドルされたサブフレーム（サブフ
レームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎ）の全体又は一部のサブフレームでそれぞれデータ
が送信されると、サブフレームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎのデータに対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫは、サブフレームｎ＋４、ｎ＋５、ｎ＋６及びｎ＋７でそれぞれ送信される。Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報がＮＡＣＫの場合、サブフレームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎのデ
ータに対する再送信は、サブフレームｎ＋１３、ｎ＋１４、ｎ＋１５及びｎ＋１６でそれ
ぞれ行われる。下りリンクの場合、４個のバンドルされたサブフレーム（サブフレームｎ
－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎ）の全体又は一部のサブフレームでそれぞれデータが送信さ
れると、サブフレームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎのデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
は、サブフレームｎ＋４、ｎ＋５、ｎ＋６及びｎ＋７でそれぞれ送信される。換言すれば
、サブフレームｎ－ｋ（ｋ＝０，１，２，３）で送信されたデータに対するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報は、サブフレームｎ－ｋ＋７で送信され、サブフレームｎ－ｋ（ｋ＝０，１，２
，３）で送信されたデータに対する再送信は、サブフレームｎ－ｋ＋１６で送信される。
したがって、図１２の場合、下りリンクと上りリンクの両方とも４個のＨＡＲＱプロセス
が動作する。
【０２０２】
　図１３を参照すると、上りリンクの場合、４個のバンドルされたサブフレーム（サブフ
レームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎ）の全体又は一部のサブフレームでそれぞれデータ
が送信されると、それぞれのデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫはバンドリングされていず
れもサブフレームｎ＋４で送信される。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報がＮＡＣＫの場合、サブフ
レームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎのデータに対する再送信は、サブフレームｎ＋１３
、ｎ＋１４、ｎ＋１５及びｎ＋１６でそれぞれ行われる。下りリンクの場合、４個のバン
ドルされたサブフレーム（サブフレームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎ）の全体又は一部
のサブフレームでそれぞれデータが送信されると、それぞれのデータに対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫはバンドリングされていずれもサブフレームｎ＋４で送信される。したがって、図
１３の場合、下りリンクと上りリンクの両方とも４個のＨＡＲＱプロセスが動作する。
【０２０３】
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　他の例として、上りリンクの場合、４個のバンドルされたサブフレーム（サブフレーム
ｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎ）の全体又は一部のサブフレームでそれぞれデータが送信
されると、それぞれのデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫはバンドリングされて一緒に送信
され、サブフレームｎ＋４、ｎ＋５、ｎ＋６及びｎ＋７で反復して送信される。ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報がＮＡＣＫの場合、サブフレームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎのデータに
対する再送信は、サブフレームｎ＋１３、ｎ＋１４、ｎ＋１５及びｎ＋１６でそれぞれ行
われる。下りリンクの場合、４個のバンドルされたサブフレーム（サブフレームｎ－３、
ｎ－２、ｎ－１及びｎ）の全体又は一部のサブフレームでそれぞれデータが送信されると
、それぞれのデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫはバンドリングされて一緒に送信され、サ
ブフレームｎ＋４、ｎ＋５、ｎ＋６及びｎ＋７で反復して送信される。
【０２０４】
　最初のバンドルされたサブフレーム集合がサブフレームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及びｎ
で構成されている場合、他のバンドルされたサブフレーム集合は、図１１乃至図１３に示
すように、サブフレーム｛ｎ－３，ｎ－２，ｎ－１、ｎ｝、サブフレーム｛ｎ＋１，ｎ＋
２，ｎ＋３，ｎ＋４｝、サブフレーム｛ｎ＋５，ｎ＋６，ｎ＋７，ｎ＋８｝、サブフレー
ム｛ｎ＋９，ｎ＋１０，ｎ＋１１，ｎ＋１２｝などのように固定して構成されうる。しか
し、最初のバンドルされたサブフレーム集合がサブフレームｎ－３、ｎ－２、ｎ－１及び
ｎから構成されていない場合、他のバンドルされたサブフレーム集合は、図１４に示すよ
うに、上記最初のバンドルされたサブフレーム集合に含まれないサブフレームのうちの任
意の連続したサブフレームで構成されてもよい。この場合にもＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイ
ミングと再送信タイミングは、図１１、図１２又は図１３で説明した方法と同一の方法を
適用することができる。
【０２０５】
　■　Ｄ．バンドルされたサブフレームのための重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ
　ｖｅｒｓｉｏｎ）
【０２０６】
　ＨＡＲＱ方式による初期送信と再送信に用いられる複数個のサブパケットは、１つのコ
ードワードパケットから生成される。このとき、生成された複数のサブパケットは、サブ
パケットの長さとサブパケットの開始位置によって区別可能である。このように区別可能
なサブパケットを重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ、ＲＶ）とい
い、ＲＶ情報は、各重複バージョンの約束された開始位置を意味する。
【０２０７】
　毎ＨＡＲＱ送信ごとに、送信装置は、データチャネル（ｄａｔａ　ｃｈａｎｎｅｌ）で
サブパケットを送信する。この時、送信装置は、毎ＨＡＲＱ送信に対するサブパケットの
ＲＶを、送信装置と受信装置間にあらかじめ定められた順序で生成してもよく、或いは任
意にＲＶを生成してＲＶ情報をコントロールチャネル（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
）で送信してもよい。受信装置は、データチャネルで受信されたサブパケットを、あらか
じめ定められたＲＶ順序、或いはコントロールチャネルで受信したＲＶ情報を用いてコー
ドワードパケットの正確な位置にマップする。
【０２０８】
　図１５には、４個の固定したＲＶの開始位置を用いるＨＡＲＱ送信を示す。また、図１
５では、静的なチャネル（ｓｔａｔｉｃ　ｃｈａｎｎｅｌ）を仮定して、毎ＨＡＲＱ送信
ごとに用いるサブパケットの大きさが一定であり、その大きさがＮ／３であると仮定した
。図１５で、最初の送信（１ｓｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）は、ＨＡＲＱ方式による
初期送信に用いられるサブパケットを意味し、それ以外は、３回のＨＡＲＱ再送信される
サブパケットを表す。一方、図１５で、Ｎは、循環バッファの大きさを意味する。
【０２０９】
　図１６は、バンドルされたサブフレームのためのＲＶの適用に関する本発明の実施例を
示す図である。
【０２１０】
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　本発明によれば、ＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨを、より広いカバレッジをＵＥに提供するた
めに、複数のサブフレームのバンドルを通じて反復して送信することができる。例えば、
ＰＤＳＣＨは、Ｎ個のサブフレームを通じて送信され、ＵＥは、Ｎ個のＰＤＳＣＨサブフ
レームのうちのｎ個（１≦ｎ≦Ｎ）のサブフレームを用いてＰＤＳＣＨを成功的に受信す
ることができる。このとき、サブフレームバンドル内で反復して送信されるＰＤＳＣＨ／
ＰＵＳＣＨのＲＶの値は、図１６（ａ）に示すように、４個又は複数のＲＶ値を毎サブフ
レームごとに順番に用いることができる。
【０２１１】
　又は、サブフレームバンドル内で反復的に送信されるＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨのＲＶの
値は、図１６（ｂ）に示すように、４個又は複数のＲＶ値がＲ個のサブフレームごとに順
番に用いられてもよい。このとき、同一ＲＶ値が適用されるサブフレームの個数をＲ個と
すれば、Ｒの値は、事前に定義されて固定した値であってもよく、ｅＮＢによって設定さ
れてＵＥに提供される値であってもよい。
【０２１２】
　特定期間のサブフレームで同一ＲＶ値が用いられると、該当のサブフレームのＰＤＳＣ
Ｈ／ＰＵＳＣＨではいずれも同一のビットからなるデータが送信される。このとき、ＵＥ
／ｅＮＢが該当のＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨで送信されるデータを全てまとめてデータの受
信に用いると、より効果的なデータ受信が可能となる。また、データの受信のために多重
サブフレームのＲＳが利用できたら、より成功的なデータの受信が可能となる。そのため
に、ＤＭＲＳベースデータ送信環境では、本発明の実施例Ａ及びＢで説明した通り、複数
個のサブフレームの間に同一のプリコーディングを適用することができる。図１６（ｃ）
を参照すると、サブフレームバンドル内でＰ個のサブフレームの間に同一のプリコーディ
ングを用いることができる。このとき、Ｐの値は、事前に定義されて固定した値であって
もよく、ｅＮＢによって設定されてＵＥに提供される値であってもよい。ＵＥ／ｅＮＢは
、同一のＲＶ値を有するサブフレームのデータをまとめて復調を行うことによって、デー
タ受信性能を向上させることができる。
【０２１３】
　同一プリコーディングが用いられるサブフレームの個数であるＰの値と同一ＲＶ値が適
用されるサブフレームの個数であるＲの値とが同一に設定されてもよい。ＰとＲが同一に
設定されると、プリコーディングダイバーシティ（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）効果を得ること
ができる。又は、プリコーディングが用いられるサブフレームの個数であるＰの値がｅＮ
Ｂによって設定されず、同一ＲＶ値が適用されるサブフレームの個数であるＲの値のみが
ＵＥに設定され、ＵＥは同一ＲＶ値が用いられる連続したサブフレームのバンドル内では
常に同一プリコーディングが用いられると仮定することができる。又は、互いに異なるＲ
Ｖ値が反復される単位／周期、或いは同一ＲＶ値が再び適用されるサブフレーム間の間隔
（例えば、図１６（ｂ）で、ＲＶ１，２，３及び４が１回ずつ用いられる‘サブフレーム
１’番から‘サブフレーム４Ｒ’番までの区間）を、ＲＶ循環周期（ｃｙｃｌｉｎｇ　ｐ
ｅｒｉｏｄ）と定義するとき、ＵＥは、１つのＲＶ循環周期の間に或いはＲＶ循環周期の
倍数に該当する期間の間に同一プリコーディングが用いられると仮定することができる。
【０２１４】
　一方、図８を参照すると、レートマッチングされたコードワードは、変調される前にス
クランブリング過程を経る。例えば、１つのサブフレームでＰＵＳＣＨが搬送するコード
ワードのビットは、変調の前にＵＥ－特定的スクランブリングシーケンスにスクランブさ
れ、上記スクランブリングシーケンスの生成器は、各サブフレームの開始でサブフレーム
番号及びＰＵＳＣＨ送信と関連したＲＮＴＩを用いて初期化される。他の例として、ＰＵ
ＣＣＨフォーマット２系列或いはＰＵＣＣＨフォーマット３系列が搬送するビットは、Ｕ
Ｅ－特定的スクランブリングシーケンスにスクランブされ、上記スクランブリングシーケ
ンスの生成器は、各サブフレームの開始でサブフレーム番号及びＣ－ＲＮＴＩを用いて初
期化される。更に他の例として、１つのサブフレームでＰＤＳＣＨが搬送するコードワー
ドのビットは、変調の前にスクランブリングシーケンスにスクランブされ、上記スクラン



(49) JP 6378192 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

ブリングシーケンスの生成器は、各サブフレームの開始でＰＤＳＣＨと関連したＲＮＴＩ
を用いて初期化される。ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ或いはＰＨＩＣＨが搬送するビットは
、変調の前にセル－特定的シーケンスにスクランブされ、上記スクランブリングシーケン
スの生成器は、各サブフレームの開始でサブフレーム番号及びＮｃｅｌｌ

ＩＤを用いて初
期化される。図９で説明された、ＵＥ－ＲＳ或いはＥＰＤＣＣＨ　ＤＭＲＳの生成に用い
られるスクランブリングシーケンスの生成器も、各サブフレームの開始でサブフレーム番
号を用いて初期化される。このように、現在までの標準によれば、物理チャネル或いは物
理信号に適用されるスクランブリングシーケンスは、各サブフレームの開始でサブフレー
ム番号を用いて初期化されるため、現在までの標準によれば、バンドルされたサブフレー
ムの番号によってスクランブリングシーケンスが変わる。
【０２１５】
　しかしながら、本発明では、ＰＤＳＣＨが反復して送信され、同一ＲＶ値が適用される
Ｒ個のサブフレームの期間に、同一スクランブリングシーケンスを用いてコードワードを
スクランブリングすることを提案する。例えば、ＵＥは、同一のＲＶ値が適用される連続
したＲ個のサブフレームに対して同一のスクランブリングシーケンスが用いられると仮定
して下りリンクデータを受信したり、同一のＲＶ値が適用される連続したＲ個のサブフレ
ームに反復送信される上りリンクデータを同一のスクランブリングシーケンスを用いてス
クランブルすることができる。ＵＥは、連続したＲ個のサブフレームに用いられるスクラ
ンブリングシーケンスは同一のＲＶ値が適用されるＲ個の連続したサブフレームのうちの
最初のサブフレームに用いられたスクランブリングシーケンスと同一であると仮定するこ
とができる。
【０２１６】
　又は、ＰＤＳＣＨが反復して送信され、そのうち、Ｐ個のサブフレームの期間に同一プ
リコーディングが適用されるとき、上記Ｐ個のサブフレームでは、コードワードのスクラ
ンブリングのためのスクランブリングシーケンスが同一に用いられてもよい。例えば、Ｕ
Ｅは、同一のプリコーディングが適用される連続したＰ個のサブフレームに対して同一の
スクランブリングシーケンスが用いられると仮定して下りリンクデータを受信したり、同
一のプリコーディングが適用される連続したＲ個のサブフレームに反復送信される上りリ
ンクデータを同一スクランブリングシーケンスを用いてスクランブルすることができる。
【０２１７】
　本発明は、バンドルされたサブフレームで送信される物理チャネル或いは物理信号に対
しては、同一のプリコーディング、同一のスクランブリングシーケンス及び／又は同一の
プリコーディング重複バージョンを適用することを提案する。
【０２１８】
　本発明のｅＮＢプロセッサは、上りリンク送信或いは下りリンク送信のために１つ以上
のサブフレームのバンドルを設定することができる。ｅＮＢプロセッサは、上りリンク及
び／又は下りリンクチャネル状態、ＵＥの送信電力、ｅＮＢプロセッサによって制御され
るノードからＵＥまでの距離、ＵＥの移動性などに基づいてサブフレームバンドル集合を
設定するか否か、サブフレームバンドル集合内のサブフレームの個数、サブフレームバン
ドル集合の周期及び／又はサブフレームバンドル集合の適用開始／終了タイミングなどを
設定することができる。上記ｅＮＢプロセッサは、ｅＮＢ　ＲＦユニットがサブフレーム
バンドル集合の設定情報を送信するようにすることができる。上記サブフレームバンドル
集合は、上りリンクと下りリンクに同一に適用されるように設定されてもよく、上りリン
クと下りリンクのいずれか一方にのみ適用されるように設定されてもよく、上りリンクと
下りリンクに対して別々に設定されてもよい。
【０２１９】
　ＵＥプロセッサは、ＵＥ　ＲＦユニットがサブフレームバンドル集合に関する上記設定
情報を受信するように制御する。上記ＵＥプロセッサは、上記設定情報が上りリンクに関
する場合には、上記サブフレームバンドル集合で本発明の実施例の少なくとも１つによっ
て上りリンク送信を行うように上記ＵＥ　ＲＦユニットを制御することができる。
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【０２２０】
　例えば、上りリンクの場合、上記ＵＥプロセッサは、上りリンク信号を搬送する物理チ
ャネルと関連したＤＭＲＳが上記サブフレームバンドル集合内のサブフレームにわたって
同一シーケンスを有するように生成したり、同一セルＩＤ及び／又は同一スクランブリン
グシーケンスＩＤを用いて生成されたシーケンスを有するように生成することができる。
上記ＵＥプロセッサは、上記サブフレームバンドル集合内のサブフレームにわたって上記
ＤＭＲＳを同一のプリコーディング行列でプリコーディングするように構成されてもよく
、上記ＵＥ　ＲＦユニットが上記プリコーディングされたＤＭＲＳを上記サブフレームバ
ンドル集合内の複数のサブフレームで適用するようにすることができる。ｅＮＢプロセッ
サは、上記サブフレームバンドル集合で上りリンクデータ或いは上りリンク制御情報を搬
送する物理チャネルを受信するように上記ＲＦユニットを制御することができる。上記ｅ
ＮＢプロセッサは、サブフレームバンドル集合内の各サブフレームで受信されたＤＭＲＳ
が同一プリコーディング行列でプリコーディングされたと仮定して上記物理チャネルを復
号することができる。上記ｅＮＢプロセッサは、サブフレームバンドル集合内の複数のサ
ブフレームで受信されたＤＭＲＳが上記複数のサブフレームにわたって同一ＤＭＲＳシー
ケンスを有したり、少なくとも同一セルＩＤ或いはＤＭＲＳシーケンスを用いて生成され
たと仮定して、上記ＤＭＲＳに基づいて上記物理チャネルが搬送したデータ或いは制御情
報を復号することができる。上記ＵＥプロセッサは、バンドルされたサブフレーム集合で
送信されたデータチャネルに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を、本発明の実施例Ｃで提案さ
れたタイミングのいずれか１つによって受信するようにＵＥ　ＲＦユニットを制御するこ
とができる。
【０２２１】
　他の例として、下りリンクの場合、ＵＥプロセッサは、ＵＥ　ＲＦユニットが上記バン
ドルされたサブフレーム集合で下りリンクチャネル及び上記下りリンクチャネルと関連し
たＤＭＲＳを受信するようにすることができる。上記ＵＥプロセッサは、下りリンク信号
を搬送する物理チャネルと関連したＤＭＲＳが上記サブフレームバンドル集合内のサブフ
レームにわたって同一のプリコーディング行列でプリコーディングされたと仮定して、上
記物理チャネルを介して受信した下りリンク信号を復号することができる。上記ＵＥプロ
セッサは、上記ＤＭＲＳが上記サブフレームバンドル集合内のサブフレームにわたって同
一シーケンスを有したり、同一セルＩＤ及び／又は同一スクランブリングシーケンスＩＤ
を用いて生成されたシーケンス有すると仮定して上記下りリンク信号を復号することがで
きる。換言すれば上記ＵＥプロセッサは、少なくともバンドルされたサブフレーム集合内
で受信されたＤＭＲＳに適用されたプリコーディング行列が上記バンドルされたサブフレ
ーム集合内で同一であると仮定したり、上記ＤＭＲＳが上記バンドルされたサブフレーム
集合内で同一シーケンスを有したり、上記ＤＭＲＳが上記バンドルされたサブフレーム集
合内で同一セルＩＤ及び／又はスクランブリングシーケンスを用いて生成されたシーケン
スを有すると仮定して、上記ＤＭＲＳに基づいて該当の下りリンク信号を復号することが
できる。上記ＵＥプロセッサは、バンドルされたサブフレーム集合で受信されたデータチ
ャネルに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を、本発明の実施例Ｃで提案されたＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ送信タイミングのいずれか１つによって送信するようにＵＥ　ＲＦユニットを制御する
ことができる。上記ｅＮＢプロセッサは、該当のＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミングに上記
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を受信するように上記ｅＮＢ　ＲＦユニットを制御することができ
る。上記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報がＮＡＣＫである場合、上記ｅＮＢプロセッサは、上記本
発明の実施例Ｃで提案された再送信タイミングのいずれか１つによって、上記バンドルさ
れたサブフレーム集合で送信されたデータに対する再送信を送信するように上記ｅＮＢ　
ＲＦユニットを制御でき、上記ＵＥプロセッサは、上記再送信タイミングに上記再送信を
受信するように上記ＵＥ　ＲＦユニットを制御することができる。
【０２２２】
　本発明に係るバンドルされたサブフレーム集合内のサブフレームでは周波数ホッピング
が適用されなくてもよい。バンドルされたサブフレーム集合内のサブフレームのそれぞれ



(51) JP 6378192 B2 2018.8.22

10

20

30

に対してＰＤＣＣＨが送信される場合、ｅＮＢプロセッサは、上記ＰＤＣＣＨが搬送する
ＤＣＩが同一ＲＢを示すように上記ＤＣＩのリソース指定（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｓｓｉ
ｇｎｍｅｎｔ）フィールドを設定することができる。下りリンクの場合、ＵＥプロセッサ
は、バンドルされたサブフレーム集合内の最初のサブフレームで受信されたＰＤＣＣＨが
搬送する下りリンクグラントＤＣＩによって指示されたＲＢが上記バンドルされたサブフ
レーム集合内の全てのサブフレームに適用されると仮定して下りリンクデータを受信する
ことができる。すなわち、ＵＥプロセッサは、上記バンドルされたサブフレームにおける
ＰＤＳＣＨがスケジュールされた全てのサブフレームの上記ＲＢ上でデータチャネルを受
信するように上記ＵＥ　ＲＦユニットを制御することができる。上りリンクの場合、ＵＥ
プロセッサは、バンドルされたサブフレーム集合内の複数のサブフレームでデータチャネ
ルを送信するようにＵＥ　ＲＦユニットを制御するものの、上記バンドルされたサブフレ
ーム集合の最初のサブフレームに対するＰＤＣＣＨが搬送する上りリンクグラントＤＣＩ
によって指示されたＲＢ上で上記データチャネルを送信するように上記ＵＥ　ＲＦユニッ
トを制御することができる。
【０２２３】
　本発明のｅＮＢプロセッサは、バンドルされたサブフレーム集合で反復送信されるデー
タに同一ＲＶ値を適用することができる。下りリンクの場合、ＵＥプロセッサは、バンド
ルされたサブフレーム集合内の複数のサブフレームのそれぞれで受信されたデータが同一
ＲＶ値を有すると仮定して上記データを受信することができる。上りリンクの場合、上記
ＵＥプロセッサは、同一ＲＶ値を適用したデータをバンドルされたサブフレーム集合内の
複数のサブフレームでそれぞれ送信するようにＵＥ　ＲＦユニットを制御することができ
る。
【０２２４】
　前述した本発明の実施例によれば、データの復号性能を向上させることができる。
【０２２５】
　上述したように開示された本発明の好適な実施例に関する詳細な説明は、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。上記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とっては、添付の特許請求の範囲に
記載された本発明を様々に修正及び変更させることができるということは明らかである。
したがって、本発明は、ここに開示された実施の形態に制限しようとするものではなく、
ここに開示された原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えようとするものであ
る。
【産業上の利用可能性】
【０２２６】
　本発明の実施例は、無線通信システムにおいて、基地局又はユーザ機器、その他の装備
に用いることができる。
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