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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザ機器（ＵＥ）が電力制限状態にあるとき
、同じ送信時間間隔（ＴＴＩ）の中で複数の異なるタイ
プの上りリンク送信を複数のコンポーネントキャリア上
で行うときの優先順位付けを考慮して送信する方法、装
置を提供する。
【解決手段】端末装置において、第１のタイミングアド
バンスグループに属する第１のコンポーネントキャリア
における上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信のための
電力はサブフレーム毎に決定され、総送信電力が前記端
末装置に設定された最大送信電力値を超える場合は、前
記ＰＵＳＣＨ送信と、第２のタイミングアドバンスグル
ープに属する第２のコンポーネントキャリアにおけるラ
ンダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信の第２のサ
ブフレームにおける前記ＰＲＡＣＨ送信とが重なる部分
において、調整後の総送信電力が前記最大送信電力値を
超えないように、前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力を調
整する。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のタイミングアドバンスグループに属する第１のコンポーネントキャリアにおける
上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上で、ＰＵＳＣＨ送信のための電力で送信されたトラン
スポートブロックを受信し、第２のタイミングアドバンスグループに属する第２のコンポ
ーネントキャリアにおけるランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）上で、ＰＲＡＣＨ送
信のための電力で送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記第１のタイミ
ングアドバンスグループと前記第２のタイミングアドバンスグループは異なり、端末装置
において、前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力はサブフレーム毎に決定され、総送信電力が
前記端末装置に設定された最大送信電力値PMAXを超える場合は、前記端末装置において、
前記第１のコンポーネントキャリア上の第１のサブフレームにおける前記ＰＵＳＣＨ送信
と、前記第２のコンポーネントキャリア上の第２のサブフレームにおける前記ＰＲＡＣＨ
送信とが重なる部分において調整後の総送信電力がPMAXを超えないように、前記ＰＵＳＣ
Ｈ送信のための電力が調整されており、前記第１のコンポーネントキャリア上の前記第１
のサブフレームと前記第２のコンポーネントキャリア上の前記第２のサブフレームとは、
時間軸において前記重なる部分だけ重なっている、受信部と、
　前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対して、ランダムアクセス応答を前記
端末装置に送信する送信部と、
　を具備する通信装置。
【請求項２】
　前記受信部は、さらに、上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上で、ＰＵＣＣＨ送信のため
の電力で送信された制御情報を受信し、
　前記端末装置において、前記ＰＵＣＣＨ送信のための電力が決定され、前記ＰＵＳＣＨ
送信のための電力及び前記ＰＵＣＣＨ送信のための電力の少なくとも一方が調整されてい
る、
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記ＰＲＡＣＨ送信は、下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）命令により開始される、
　請求項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記端末装置から前記ランダムアクセスプリアンブルが送信されず、前記受信部が、前
記第１のコンポーネントキャリアにおいて、前記ＰＵＳＣＨ上で前記トランスポートブロ
ックを受信すると同時に、上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上でＰＵＣＣＨ送信のための
電力で送信された制御信号をさらに受信する場合は、前記端末装置において、前記ＰＲＡ
ＣＨ送信のための電力がゼロに設定され、さらに、前記ＰＵＣＣＨ送信のための電力が決
定され、調整後の総送信電力が前記PMAXを超えないように、前記第１のコンポーネントキ
ャリア上の前記第１のサブフレームにおける前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力が調整され
ている、
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記第１のコンポーネントキャリアに複数のＰＵＳＣＨが設定される場合は、前記端末
装置において、前記複数のＰＵＳＣＨの各々の電力を削減することにより、前記ＰＵＳＣ
Ｈ送信のための電力が調整されている、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項６】
　サブフレーム毎に前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力が調整されている、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記ＰＲＡＣＨ、前記ＰＵＣＣＨ、前記ＰＵＳＣＨの優先順位にしたがって前記総送信
電力が調整されている、
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　請求項２に記載の通信装置。
【請求項８】
　第１のタイミングアドバンスグループに属する第１のコンポーネントキャリアにおける
上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上で、ＰＵＳＣＨ送信のための電力で送信されたトラン
スポートブロックを受信し、第２のタイミングアドバンスグループに属する第２のコンポ
ーネントキャリアにおけるランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）上で、ＰＲＡＣＨ送
信のための電力で送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記第１のタイミ
ングアドバンスグループと前記第２のタイミングアドバンスグループは異なり、端末装置
において、前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力はサブフレーム毎に決定され、総送信電力が
前記端末装置に設定された最大送信電力値PMAXを超える場合は、前記端末装置において、
前記第１のコンポーネントキャリア上の第１のサブフレームにおける前記ＰＵＳＣＨ送信
と、前記第２のコンポーネントキャリア上の第２のサブフレームにおける前記ＰＲＡＣＨ
送信とが重なる部分において調整後の総送信電力がPMAXを超えないように、前記ＰＵＳＣ
Ｈ送信のための電力が調整されており、前記第１のコンポーネントキャリア上の前記第１
のサブフレームと前記第２のコンポーネントキャリア上の前記第２のサブフレームとは、
時間軸において前記重なる部分だけ重なっており、
　前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対して、ランダムアクセス応答を前記
端末装置に送信する、
　通信方法。
【請求項９】
　さらに、上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上で、ＰＵＣＣＨ送信のための電力で送信さ
れた制御情報を受信し、
　前記端末装置において、前記ＰＵＣＣＨ送信のための電力が決定され、前記ＰＵＳＣＨ
送信のための電力及び前記ＰＵＣＣＨ送信のための電力の少なくとも一方が調整されてい
る、
　請求項８に記載の通信方法。
【請求項１０】
　前記ＰＲＡＣＨ送信は、下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）命令により開始される、
　請求項８又は９に記載の通信方法。
【請求項１１】
　前記端末装置から前記ランダムアクセスプリアンブルが送信されず、前記受信部が、前
記第１のコンポーネントキャリアにおいて、前記ＰＵＳＣＨ上で前記トランスポートブロ
ックを受信すると同時に、上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上でＰＵＣＣＨ送信のための
電力で送信された制御信号をさらに受信する場合は、前記端末装置において、前記ＰＲＡ
ＣＨ送信のための電力がゼロに設定され、さらに、前記ＰＵＣＣＨ送信のための電力が決
定され、調整後の総送信電力が前記PMAXを超えないように、前記第１のコンポーネントキ
ャリア上の前記第１のサブフレームにおける前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力が調整され
ている、
　請求項８に記載の通信方法。
【請求項１２】
　前記第１のコンポーネントキャリアに複数のＰＵＳＣＨが設定される場合は、前記端末
装置において、前記複数のＰＵＳＣＨの各々の電力を削減することにより、前記ＰＵＳＣ
Ｈ送信のための電力が調整されている、
　請求項８から１１のいずれか一項に記載の通信方法。
【請求項１３】
　サブフレーム毎に前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力が調整されている、
　請求項８から１２のいずれか一項に記載の通信方法。
【請求項１４】
　前記ＰＲＡＣＨ、前記ＰＵＣＣＨ、前記ＰＵＳＣＨの優先順位にしたがって前記総送信
電力が調整されている、
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　請求項９に記載の通信方法。
【請求項１５】
　第１のタイミングアドバンスグループに属する第１のコンポーネントキャリアにおける
上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上で、ＰＵＳＣＨ送信のための電力で送信されたトラン
スポートブロックを受信し、第２のタイミングアドバンスグループに属する第２のコンポ
ーネントキャリアにおけるランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）上で、ＰＲＡＣＨ送
信のための電力で送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記第１のタイミ
ングアドバンスグループと前記第２のタイミングアドバンスグループは異なり、端末装置
において、前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力はサブフレーム毎に決定され、総送信電力が
前記端末装置に設定された最大送信電力値PMAXを超える場合は、前記端末装置において、
前記第１のコンポーネントキャリア上の第１のサブフレームにおける前記ＰＵＳＣＨ送信
と、前記第２のコンポーネントキャリア上の第２のサブフレームにおける前記ＰＲＡＣＨ
送信とが重なる部分において調整後の総送信電力がPMAXを超えないように、前記ＰＵＳＣ
Ｈ送信のための電力が調整されており、前記第１のコンポーネントキャリア上の前記第１
のサブフレームと前記第２のコンポーネントキャリア上の前記第２のサブフレームとは、
時間軸において前記重なる部分だけ重なっている、処理と、
　前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対して、ランダムアクセス応答を前記
端末装置に送信する処理と、
　を制御する集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同じ送信時間間隔の中で上りリンク送信とランダムアクセスプリアンブルと
が送信される状況、または複数のランダムアクセスプリアンブルが送信される状況におい
て、上りリンクの電力を制御する方法、に関する。さらに、本発明は、これらの方法をハ
ードウェア（すなわち装置）に実装する、ハードウェアによって実行する、およびソフト
ウェアに実装することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）
　ＷＣＤＭＡ無線アクセス技術をベースとする第３世代の移動通信システム（３Ｇ）は、
世界中で広範な規模で配備されつつある。この技術を機能強化あるいは発展・進化させる
うえでの最初のステップとして、高速下りリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）と、エ
ンハンスト上りリンク（高速上りリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）とも称する）と
が導入され、これにより、極めて競争力の高い無線アクセス技術が提供されている。
【０００３】
　ユーザからのますます増大する需要に対応し、新しい無線アクセス技術に対する競争力
を確保する目的で、３ＧＰＰは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）と称される新
しい移動通信システムを導入した。ＬＴＥは、今後１０年間にわたり、データおよびメデ
ィアの高速伝送ならびに大容量の音声サポートに要求されるキャリアを提供するように設
計されている。高いビットレートを提供する能力は、ＬＴＥにおける重要な方策である。
【０００４】
　ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）に関する作業項目（ＷＩ）の仕様は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ（Evolved UMTS Terrestrial Radio Access(UTRA)：進化したＵＭＴＳ地上無線ア
クセス）およびＥ－ＵＴＲＡＮ（Evolved UMTS terrestrial Radio Access Network：進
化したＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク）と称され、最終的にリリース８（ＬＴＥ
）として公開される（ＬＴＥリリース８）。ＬＴＥシステムは、パケットベースの効率的
な無線アクセスおよび無線アクセスネットワークであり、ＩＰベースの機能を低待ち時間
および低コストにおいて完全に提供する。詳細なシステム要件は、文献に記載されている
。ＬＴＥにおいては、与えられたスペクトルを使用してフレキシブルなシステム配備を達
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成する目的で、複数の送信帯域幅（例えば、１．４ＭＨｚ、３．０ＭＨｚ、５．０ＭＨｚ
、１０．０ＭＨｚ、１５．０ＭＨｚ、および２０．０ＭＨｚ）が指定されている。下りリ
ンクには、ＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）をベースとする無線アクセスが採用されてい
る。その理由として、そのような無線アクセスは、シンボルレートが低いため本質的にマ
ルチパス干渉（ＭＰＩ）を受けにくいこと、サイクリックプレフィックス（ＣＰ）を使用
していること、さまざまな送信帯域幅の構成に対応可能であること、が挙げられる。上り
リンクには、ＳＣ－ＦＤＭＡ（シングルキャリア周波数分割多元接続）をベースとする無
線アクセスが採用されている。なぜなら、ユーザ機器（ＵＥ）の送信出力が限られている
ことを考えれば、ピークデータレートを向上させるよりも広いカバレッジエリアを提供す
ることが優先されるためである。ＬＴＥリリース８では、数多くの主要なパケット無線ア
クセス技術（例えば、ＭＩＭＯ（多入力多出力）チャネル伝送技術）が採用されており、
効率の高い制御シグナリング構造が達成されている。
【０００５】
　ＬＴＥのアーキテクチャ
　図１は、ＬＴＥの全体的なアーキテクチャを示しており、図２は、Ｅ－ＵＴＲＡＮのア
ーキテクチャをさらに詳しく示している。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、基地局装置から構成されて
おり、基地局装置は、ユーザ機器（ＵＥ）に向かうＥ－ＵＴＲＡのユーザプレーン（ＰＤ
ＣＰ／ＲＬＣ／ＭＡＣ／ＰＨＹ）および制御プレーン（ＲＲＣ）のプロトコルを終端させ
る。基地局装置（ｅＮｏｄｅＢ／ｅＮＢ）は、物理層（ＰＨＹ）、メディアアクセス制御
（ＭＡＣ）層、無線リンク制御（ＲＬＣ）層、およびパケットデータ制御プロトコル（Ｐ
ＤＣＰ）層（ユーザプレーンのヘッダ圧縮および暗号化の機能を含んでいる）をホストす
る。基地局装置は、制御プレーンに対応する無線リソース制御（ＲＲＣ）機能も提供する
。基地局装置は、無線リソース管理、アドミッション制御、スケジューリング、交渉され
た上りリンクＱｏＳ（サービス品質）の実施、セル情報のブロードキャスト、ユーザプレ
ーンデータおよび制御プレーンデータの暗号化／復号化、下りリンク／上りリンクのユー
ザプレーンパケットヘッダの圧縮／復元など、多くの機能を実行する。基地局装置は、Ｘ
２インタフェースによって互いに接続されている。
【０００６】
　さらに、基地局装置は、Ｓ１インタフェースによってＥＰＣ（Evolved Packet Core：
進化したパケットコア）に接続されている。より具体的には、Ｓ１－ＭＭＥによってＭＭ
Ｅ（Mobility Management Entity：移動管理エンティティ）に接続されており、Ｓ１－Ｕ
によってサービングゲートウェイ（ＳＧＷ：Serving Gateway）に接続されている。Ｓ１
インタフェースは、ＭＭＥ／サービングゲートウェイと基地局装置との間の多対多関係を
サポートする。サービングゲートウェイは、ユーザデータパケットのルーティングおよび
転送を行う。一方で、サービングゲートウェイは、基地局装置間のハンドオーバー時にユ
ーザプレーンのモビリティアンカー（mobility anchor）としての役割と、ＬＴＥとそれ
以外の３ＧＰＰ技術との間のモビリティのためのアンカーとしての役割と、を果たす（Ｓ
４インタフェースを終端させ、２Ｇ／３Ｇシステムとパケットデータネットワークゲート
ウェイ（ＰＤＮ　ＧＷ）との間でトラフィックを中継する）。サービングゲートウェイは
、アイドル状態のユーザ機器に対しては、そのユーザ機器への下りリンクデータが到着し
たとき下りリンク（ＤＬ）データ経路を終端させ、ページングをトリガーする。サービン
グゲートウェイは、ユーザ機器のコンテキスト（例えば、ＩＰベアラサービスのパラメー
タ、ネットワーク内部ルーティング情報）を管理および格納する。さらに、サービングゲ
ートウェイは、合法傍受（lawful interception）の場合にユーザトラフィックの複製を
実行する。
【０００７】
　ＭＭＥは、ＬＴＥのアクセスネットワークの主要な制御ノードである。ＭＭＥは、アイ
ドルモードのユーザ機器の追跡およびページング手順（再送信を含む）の役割を担う。Ｍ
ＭＥは、ベアラの有効化／無効化プロセスに関与し、さらには、最初のアタッチ時と、コ
アネットワーク（ＣＮ）ノードの再配置を伴うＬＴＥ内ハンドオーバー時とに、ユーザ機
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器のサービングゲートウェイを選択する役割も担う。ＭＭＥは、（ＨＳＳと対話すること
によって）ユーザを認証する役割を担う。非アクセス層（ＮＡＳ：Non-Access Stratum）
シグナリングはＭＭＥにおいて終端され、ＭＭＥは、一時的なＩＤを生成してユーザ機器
に割り当てる役割も担う。ＭＭＥは、サービスプロバイダの公衆陸上移動網（ＰＬＭＮ：
Public Land Mobile Network）に入るためのユーザ機器の認証を確認し、ユーザ機器のロ
ーミング制限を実施する。ＭＭＥは、ＮＡＳシグナリングの暗号化／完全性保護において
ネットワーク内の終端点であり、セキュリティキーの管理を行う。シグナリングの合法傍
受も、ＭＭＥによってサポートされる。さらに、ＭＭＥは、ＬＴＥのアクセスネットワー
クと２Ｇ／３Ｇのアクセスネットワークとの間のモビリティのための制御プレーン機能を
提供し、ＳＧＳＮからのＳ３インタフェースを終端させる。さらに、ＭＭＥは、ローミン
グするユーザ機器のためのホームＨＳＳに向かうＳ６ａインタフェースを終端させる。
【０００８】
　ＬＴＥにおける上りリンクアクセス方式
　上りリンク送信においては、カバレッジを最大にするため、ユーザ端末による電力効率
の高い送信が必要である。Ｅ－ＵＴＲＡの上りリンク送信方式としては、シングルキャリ
ア伝送と、ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）および動的な帯域幅割当てとを組み合わせた
方式が選択されている。シングルキャリア伝送が選択された主たる理由は、マルチキャリ
ア信号（ＯＦＤＭＡ：直交周波数分割多元接続）と比較して、ピーク対平均電力比（ＰＡ
ＲＲ）が低いためである。また、これに対応して電力増幅器の効率が改善され、カバレッ
ジの向上が見込まれるためである（与えられる端末ピーク電力に対してデータレートが高
い）。基地局装置は、各時間間隔において、ユーザデータを送信するための固有の時間／
周波数リソースをユーザに割り当て、これによってセル内の直交性が確保される。上りリ
ンクにおける直交多元接続によって、セル内干渉が排除されることでスペクトル効率が高
まる。マルチパス伝搬に起因する干渉については、送信信号にサイクリックプレフィック
スを挿入することにより基地局（ｅＮｏｄｅＢ）において対処する。
【０００９】
　データ送信に使用される基本的な物理リソースは、１つの時間間隔（例えば、０．５ｍ
ｓのサブフレーム）にわたるサイズＢＷｇｒａｎｔの周波数リソースから構成される（符
号化された情報ビットはこのリソースにマッピングされる）。なお、サブフレーム（送信
時間間隔（ＴＴＩ）とも称する）は、ユーザデータを送信するための最小の時間間隔であ
る。しかしながら、サブフレームを連結することにより、１ＴＴＩよりも長い時間にわた
る周波数リソースＢＷｇｒａｎｔをユーザに割り当てることも可能である。
【００１０】
　周波数リソースは、図３および図４に示したように、局在型スペクトル（localized sp
ectrum）、または分散型スペクトル（distributed spectrum）のいずれかとすることがで
きる。図３に示したように、局在型のシングルキャリアは、送信信号が、利用可能な全ス
ペクトルの一部分を占める連続的なスペクトルを有することを特徴とする。送信信号のシ
ンボルレートが異なる（対応してデータレートが異なる）ことは、局在型のシングルキャ
リア信号の帯域幅が異なることを意味する。
【００１１】
　これに対して、図４に示したように分散型のシングルキャリアは、送信信号が、システ
ム帯域幅の全体にわたり分散する不連続な（「くし状の」）スペクトルを有することを特
徴とする。ただし、分散型のシングルキャリア信号はシステム帯域幅の全体にわたり分散
しているが、占有するスペクトルの合計量は、本質的には、局在型のシングルキャリアの
スペクトル量と同じである。さらには、シンボルレートを上げる／下げるには、「くしの
歯」のそれぞれの「帯域幅」をそのままにして「くしの歯」の数を増やす／減らす。
【００１２】
　図４のスペクトルは、一見すると、くしの歯のそれぞれが「サブキャリア」に対応する
マルチキャリア信号のような印象を与える。しかしながら、分散型のシングルキャリア信
号の時間領域の信号生成では、対応するピーク対平均電力比の低いために、生成される信



(7) JP 2017-50871 A 2017.3.9

10

20

30

40

50

号は、まさにシングルキャリア信号であることが明らかである。分散型のシングルキャリ
ア信号とマルチキャリア信号（例えばＯＦＤＭ：直交周波数分割多重）との間の重要な違
いとして、シングルキャリア信号では、「サブキャリア」または「くしの歯」のそれぞれ
が１個の変調シンボルを伝えるのではない。そうではなく、「くしの歯」のそれぞれは、
すべての変調シンボルに関する情報を伝える。これにより、くしの歯の間に依存性が生じ
、結果としてピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）特性を低くする。さらに、「くしの歯」の
間のこの依存性の結果として、送信帯域幅全体にわたりチャネルが周波数非選択性でない
限りは、等化の必要性が生じる。これに対して、ＯＦＤＭの場合、サブキャリアの帯域幅
全体にわたりチャネルが周波数非選択性である限りは、等化は必要ない。
【００１３】
　分散型送信では、局在型送信よりも大きな周波数ダイバーシチゲインを提供することが
できる。一方で、局在型送信では、チャネルに応じたスケジューリングをより容易に行う
ことができる。なお、多くの場合、スケジューリングの決定では、高いデータレートを達
成するため１つのユーザ機器に帯域幅全体を与えるように決定することができる。
【００１４】
　ＬＴＥにおける上りリンクのスケジューリング方式
　上りリンクの方式として、スケジューリング制御式の（すなわち基地局装置によって制
御される）アクセスと、コンテンション（競合）ベースのアクセスと、の両方を使用する
ことができる。
【００１５】
　スケジューリング制御式アクセスの場合、上りリンクデータ送信用として、特定の時間
長の特定の周波数リソース（すなわち時間／周波数リソース）が、ユーザ機器に割り当て
られる。しかしながら、コンテンションベースのアクセス用に、いくらかの時間／周波数
リソースを割り当てることができる。コンテンションベースの時間／周波数リソースの範
囲内では、ユーザ機器は、最初にスケジューリングされることなく送信することができる
。ユーザ機器がコンテンションベースのアクセスを行う１つのシナリオは、例えばランダ
ムアクセスである。すなわち、ユーザ機器があるセルへ、または上りリンクリソースを要
求するため、最初のアクセスを行うときである。
【００１６】
　スケジューリング制御式アクセスの場合、基地局装置のスケジューラが、上りリンクデ
ータ送信のための固有の周波数／時間リソースをユーザに割り当てる。より具体的には、
スケジューラは以下を決定する。
　－　送信を許可する（１つまたは複数の）ユーザ機器
　－　物理チャネルリソース（周波数）
　－　移動端末が送信に使用するべきトランスポートフォーマット（トランスポートブロ
ックサイズ（ＴＢＳ）および変調・符号化方式（ＭＣＳ））
【００１７】
　割当て情報は、いわゆる第１層／第２層制御チャネルで送られるスケジューリンググラ
ントを通じてユーザ機器にシグナリングされる。以下では、説明を簡潔にするため、この
下りリンクチャネルを「上りリンクグラントチャネル」と称する。
【００１８】
　スケジューリンググラントメッセージ（本明細書ではリソース割当てとも称する）は、
情報として、周波数帯域のうちユーザ機器による使用を許可する部分と、グラントの有効
期間と、これから行う上りリンク送信にユーザ機器が使用しなければならないトランスポ
ートフォーマットとを、少なくとも含んでいる。最も短い有効期間は、１サブフレームで
ある。グラントメッセージには、選択される方式に応じて追加の情報も含めることができ
る。上りリンク共有チャネルＵＬ－ＳＣＨで送信する権利を許可するグラントとしては、
「各ユーザ機器に対する」グラントのみが使用される（すなわち、「各ユーザ機器におけ
る各無線ベアラに対する」グラントは存在しない）。したがってユーザ機器は、割り当て
られたリソースを何らかの規則に従って無線ベアラの間で配分する必要があり、この規則
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については次節で詳しく説明する。
【００１９】
　トランスポートフォーマットは、ＨＳＵＰＡの場合とは異なり、ユーザ機器側では選択
しない。基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が、いくつかの情報（例えば、報告されたスケジューリ
ング情報およびＱｏＳ情報）に基づいてトランスポートフォーマットを決定し、ユーザ機
器は、選択されたトランスポートフォーマットに従わなければならない。ＨＳＵＰＡでは
、基地局装置が最大限の上りリンクリソースを割り当てて、ユーザ機器は、それに応じて
データ送信用の実際のトランスポートフォーマットを選択する。
【００２０】
　上りリンクのデータ送信では、スケジューリンググラントを通じてユーザ機器に割り当
てられる時間／周波数リソースを必ず使用しなければならない。ユーザ機器が有効なグラ
ントを持たない場合、上りリンクデータを送信することは許可されない。各ユーザ機器に
専用チャネルが必ず割り当てられるＨＳＵＰＡの場合とは異なり、データ送信用には、複
数のユーザによって共有される１つの上りリンクデータチャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）のみが
存在する。
【００２１】
　リソースを要求するため、ユーザ機器はリソース要求メッセージを基地局装置に送信す
る。このリソース要求メッセージには、例えば、バッファ状態、ユーザ機器の電力状態、
サービス品質（ＱｏＳ）に関連する情報を含めることができる。これらの情報（以下では
スケジューリング情報と称する）により、基地局装置は適切なリソース割当てを行うこと
ができる。本文書全体を通じて、無線ベアラグループごとにバッファ状態が報告されるも
のと想定する。当然ながら、バッファ状態報告についての別の設定も可能である。無線リ
ソースのスケジューリングは、サービス品質を決定するうえで、共有チャネルアクセスネ
ットワークにおいて最も重要な機能であるため、効率的なＱｏＳ管理を可能にする目的で
、ＬＴＥにおける上りリンクスケジューリング方式が満たしているべき要件がいくつかあ
る（非特許文献１を参照）（http://www.3gpp.org/において入手可能であり、参照によっ
て本明細書に組み込まれている）。
　－　優先順位の低いサービスのリソース不足を避けるべきである。
　－　個々の無線ベアラ／サービスにおいてＱｏＳが明確に区別されるべきである。
　－　どの無線ベアラ／サービスのデータが送信されるのかを基地局装置のスケジューラ
が識別できるように、上りリンク報告において、きめ細かいバッファ報告（例えば、無線
ベアラごとの報告、または無線ベアラグループごとの報告）を可能にするべきである。
－　異なるユーザのサービスの間でＱｏＳを明確に区別できるようにするべきである。
－　無線ベアラごとに最小限のビットレートを提供できるようにするべきである。
【００２２】
　上に挙げた条件から理解できるように、ＬＴＥのスケジューリング方式の１つの重要な
側面は、事業者が、自身の総セル容量を、異なるＱｏＳクラスの個々の無線ベアラの間で
分配することを制御できるメカニズムを提供することである。無線ベアラのＱｏＳクラス
は、前述したようにサービングゲートウェイから基地局装置にシグナリングされる対応す
るＳＡＥベアラのＱｏＳプロファイルによって識別される。事業者は、自身の総セル容量
のうちの特定の量を、特定のＱｏＳクラスの無線ベアラに関連付けられる総トラフィック
に割り当てることができる。
【００２３】
　クラスに基づくこの方法を採用する主たる目的は、パケットの処理を、パケットが属す
るＱｏＳクラスに応じて区別できるようにすることである。例えば、セル内の負荷が増加
しているとき、事業者が、優先順位の低いＱｏＳクラスに属するトラフィックを抑制する
ことによって対処できるようにするべきである。この段階では、優先順位の高いトラフィ
ックに割り当てられた総リソースは、トラフィックを処理するのに十分であるため、優先
順位の高いトラフィックを依然として低負荷状態で処理することができる。このことは、
上りリンク方向および下りリンク方向の両方で可能とするべきである。
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【００２４】
　この方法を採用する１つの恩恵として、事業者は、帯域幅の分配を決めるポリシーを完
全に制御することができる。例えば、事業者の１つのポリシーとして、負荷が極めて高い
ときでも、優先順位が最低のＱｏＳクラスに属するトラフィックのリソース不足を避ける
ようにすることができる。優先順位の低いトラフィックのリソース不足を避けることは、
ＬＴＥにおける上りリンクスケジューリング方式に求められる主たる要件の１つである。
現在のＵＭＴＳリリース６（ＨＳＵＰＡ）のスケジューリングメカニズムでは、絶対的な
優先順位方式の結果として、優先順位の低いアプリケーションのリソース不足が生じるこ
とがある。Ｅ－ＴＦＣ（Enhanced Transport Format Combination：拡張トランスポート
フォーマット組合せ）の選択は、論理チャネルの絶対的な優先順位のみに従って行われる
（すなわち優先順位の高いデータの送信が最大限に行われる）。このことは、優先順位の
低いデータが、優先順位の高いデータによってリソース不足となりうることを意味する。
リソース不足を避けるためには、基地局装置のスケジューラは、ユーザ機器がどの無線ベ
アラのデータを送信するかを制御する手段を備えていなければならない。このことは、主
として、下りリンクにおいて第１層／第２層制御チャネルで送信されるスケジューリング
グラントの設計および使用に影響を与える。以下では、ＬＴＥにおける上りリンク伝送速
度の制御手順について詳しく説明する。
【００２５】
　上りリンク伝送速度制御／論理チャネル優先順位付け手順
　ＵＭＴＳ　ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）の上りリンク送信において望まれ
ることは、リソース不足が回避されること、複数のベアラ間でのリソース割当ての高い柔
軟性が可能であること、である。その一方で、ユーザ機器のベアラごとではなくユーザ機
器ごとにリソース割当てが維持されることである。
【００２６】
　ユーザ機器は、複数の無線ベアラ間での上りリンクリソースの共有を管理する上りリン
ク伝送速度制御機能を有する。以下では、この上りリンク伝送速度制御機能を論理チャネ
ル優先順位付け手順とも称する。論理チャネル優先順位付け（ＬＣＰ）手順は、新しい送
信が行われるとき、すなわち、トランスポートブロックを生成する必要があるときに適用
される。容量を割り当てるための提案されている１つの方式では、各ベアラが、それぞれ
の最小限のデータレートに相当する組合せを受け取るまで、優先順位の順序で各ベアラに
リソースを割り当て、さらなる容量があれば、それを例えば優先順位の順序でベアラに割
り当てる。
【００２７】
　論理チャネル優先順位付け手順についての後からの説明から明らかになるように、ユー
ザ機器に備わる論理チャネル優先順位付け手順は、ＩＰの世界で周知であるトークンバケ
ットモデルに基づいて実施される。このモデルの基本的な機能は以下のとおりである。あ
る量のデータを送信する権利を表すトークンが、周期的に特定の速度でバケットに追加さ
れる。ユーザ機器にリソースが割り当てられると、バケットの中のトークンの数によって
表される量までデータを送信することが許可される。ユーザ機器は、データを送信すると
き、送信されるデータ量に相当する数のトークンを削除する。バケットが満杯である場合
、それ以上のトークンは破棄される。トークンの追加に関して、このプロセスの反復周期
はＴＴＩごとであるものと想定できるが、トークンが１秒ごとに追加されるように、この
周期を長くすることも容易である。基本的には、１ｍｓごとにトークンをバケットに追加
する代わりに、１秒ごとに１０００個のトークンを追加することもできる。
【００２８】
　以下では、ＬＴＥリリース８において使用される論理チャネル優先順位付け手順につい
て説明する（さらに詳しくは、非特許文献２を参照）（http://www.3gpp.orgにおいて入
手可能であり、参照によって本文書に組み込まれている）。
【００２９】
　ＲＲＣは、上りリンクデータのスケジューリングを、各論理チャネルのためのシグナリ
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ングによって制御する。このシグナリングにおいて、ｐｒｉｏｒｉｔｙは、値が大きいほ
ど、低い優先順位レベルを示す。ｐｒｉｏｒｉｔｉｓｅｄＢｉｔＲａｔｅは、優先ビット
レート（ＰＢＲ：Prioritized Bit Rate）を設定する。ｂｕｃｋｅｔＳｉｚｅＤｕｒａｔ
ｉｏｎは、バケットサイズ期間（ＢＳＤ：Bucket Size Duration）を設定する。優先ビッ
トレートの背後にある発想は、リソース不足の発生を回避する目的で、（保証ビットレー
トのない（非ＧＢＲ）低優先順位のベアラを含めて）ベアラのそれぞれについて最小限の
ビットレートをサポートすることである。各ベアラは、少なくとも、優先ビットレート（
ＰＢＲ）を達成するための十分なリソースを取得する必要がある。
【００３０】
　ユーザ機器は、論理チャネルｊごとに変数Ｂｊを維持する。Ｂｊは、関連する論理チャ
ネルが確立されるときに０に初期化され、ＴＴＩごとに積ＰＢＲ×ＴＴＩ時間長だけイン
クリメントされる（ＰＢＲは論理チャネルｊの優先ビットレート）。しかしながら、Ｂｊ

の値はバケットサイズを超えることはできず、Ｂｊの値が論理チャネルｊのバケットサイ
ズより大きい場合、Ｂｊの値はバケットサイズに設定される。論理チャネルのバケットサ
イズは、ＰＢＲ×ＢＳＤに等しく、ＰＢＲおよびＢＳＤは上位層によって設定される。
【００３１】
　ユーザ機器は、新しい送信を行うとき、以下の論理チャネル優先順位付け手順を実行す
る。この上りリンク伝送速度制御機能によって、ユーザ機器は、自身の（１つまたは複数
の）無線ベアラに以下の順序でリソースを割り当てる。
　１．　すべての論理チャネルについて、それらの設定されているＰＢＲまで、優先順位
の高い順（降順）に（Ｂｊによって表されるバケット中のトークンの数に従って）リソー
スを割り当てる。
　２．　リソースが残っている場合、すべての論理チャネルについて、各論理チャネルの
データまたは上りリンクグラントのいずれかがなくなる（どちらか先に起こる方）まで、
（Ｂｊの値には無関係に）優先順位の厳密に高い順にリソースを割り当てる。同じ優先順
位に設定されている論理チャネルは、等しくリソースを割り当てるべきである。
【００３２】
　ＰＢＲすべてが０に設定されている場合、最初のステップをスキップし、論理チャネル
を優先順位の厳密な順序でリソースを割り当てる。すなわちユーザ機器は、高い優先順位
のデータの送信を最大限に行う。
【００３３】
　さらに、ユーザ機器は、上のスケジューリング手順時に以下の規則にも従うものとする
。
　－　ＲＬＣ　ＳＤＵ（または部分的に送信されるＳＤＵまたは再送信されるＲＬＣ　Ｐ
ＤＵ）全体が、残っているリソースに収まる場合、ユーザ機器は、そのＲＬＣ　ＳＤＵ（
または部分的に送信されるＳＤＵまたは再送信されるＲＬＣ　ＰＤＵ）を分割しないべき
である。
　－　ユーザ機器は、論理チャネルからのＲＬＣ　ＳＤＵを分割する場合、グラントがで
きる限り使用されるようにセグメントのサイズを最大にする。
　－　ユーザ機器は、データの送信を最大限に行うべきである。
【００３４】
　ＬＴＥリリース８においては、論理チャネル優先順位付け（ＬＣＰ）手順では優先ビッ
トレート（ＰＢＲ）のみが使用されるが、今後のリリースにおいてさらなる改良・強化が
導入されることもあり得る。例えば、ＰＢＲと同様に、保証ビットレートのある（ＧＢＲ
）ベアラごとの最大ビットレート（ＭＢＲ）や、保証ビットレートのない（非ＧＢＲ）ベ
アラすべてに対する合計最大ビットレート（ＡＭＢＲ）が、ユーザ機器に導入されるかも
しれない。ＭＢＲとは、ベアラあたりのトラフィックのビットレートを表し、ＡＭＢＲは
、ベアラのグループあたりのトラフィックのビットレートを表す。ＡＭＢＲは、ユーザ機
器のＳＡＥベアラのうち、保証ビットレートのないすべてのＳＡＥベアラに適用される。
保証ビットレートのあるＳＡＥベアラは、ＡＭＢＲの範囲外である。保証ビットレートの
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ない複数のＳＡＥベアラが同一のＡＭＢＲを共有することができる。すなわち、これらの
ＳＡＥベアラのそれぞれは、例えば自身以外のＳＡＥベアラがトラフィックを伝えていな
いとき、ＡＭＢＲ全体を利用することが可能である。ＡＭＢＲは、ＡＭＢＲを共有する非
ＧＢＲ　ＳＡＥベアラによる提供を期待できる合計ビットレートを制限する。
【００３５】
　ユニキャストデータ送信におけるＨＡＲＱプロトコルの動作
　信頼できないチャネルを介してのパケット伝送システムにおける誤り検出・訂正のため
の一般的な手法は、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：Hybrid Automatic Repeat re
Quest）と称される。ハイブリッドＡＲＱは、順方向誤り訂正（ＦＥＣ）とＡＲＱとの組
合せである。
【００３６】
　ＦＥＣ符号化されたパケットが送信され、受信側がそのパケットを正しく復号化できな
い場合（誤りは通常ではＣＲＣ（巡回冗長検査）によってチェックされる）、受信側はそ
のパケットの再送信を要求する。
【００３７】
　ＬＴＥにおいては、信頼性を提供するため２つの再送信レベル、すなわち、ＭＡＣ層に
おけるＨＡＲＱと、ＲＬＣ層における外部ＡＲＱ（outer ARQ）とが存在する。外部ＡＲ
Ｑは、ＨＡＲＱによって訂正されずに残った誤りを処理するために必要であり、ＨＡＲＱ
は、１ビットの誤りフィードバックメカニズム（すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を使用す
ることによって単純な形に維持されている。Ｎ個のプロセスによるストップアンドウェイ
トＨＡＲＱ（stop-and-wait HARQ）が採用され、このＨＡＲＱでは、下りリンクにおける
非同期の再送信と、上りリンクにおける同期再送信とが行われる。同期ＨＡＲＱとは、Ｈ
ＡＲＱブロックの再送信が所定の周期間隔において行われることを意味する。したがって
、再送信スケジュールを受信側に示すための明示的なシグナリングが要求されない。非同
期ＨＡＲＱでは、エアインタフェースの条件に基づいて再送信をスケジューリングする柔
軟性が提供される。この場合、正しい合成およびプロトコル動作が可能であるように、Ｈ
ＡＲＱプロセスの何らかの識別情報をシグナリングする必要がある。３ＧＰＰ　ＬＴＥリ
リース８においては、８個のプロセスによるＨＡＲＱ動作が使用される。下りリンクデー
タ送信におけるＨＡＲＱプロトコルの動作は、ＨＳＤＰＡに類似する、または同じである
。
【００３８】
　上りリンクのＨＡＲＱプロトコル動作においては、再送信をスケジューリングする方法
として２種類のオプションがある。再送信は、ＮＡＣＫによってスケジューリングされる
（同期式非適応型再送信）、または、ＰＤＣＣＨによって明示的にスケジューリングされ
る（同期式適応型再送信）。同期式非適応型再送信の場合、再送信では前の上りリンク送
信と同じパラメータを使用し、すなわち、再送信は同じ物理チャネルリソース上でシグナ
リングされ、同じ変調方式を使用する。同期式適応型再送信はＰＤＣＣＨを介して明示的
にスケジューリングされるため、基地局装置が再送信の特定のパラメータを変更すること
が可能である。上りリンクにおける断片化（fragmentation）を回避する目的で、再送信
を例えば異なる周波数リソース上にスケジューリングすることができ、または、基地局装
置は、変調方式を変更する、あるいは、再送信に使用される冗長バージョンをユーザ機器
に示すことができる。なお、ＨＡＲＱのフィードバック（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）とＰＤＣＣ
Ｈシグナリングは同じタイミングで行われることに留意されたい。したがって、ユーザ機
器は、同期式非適応型再送信がトリガーされているか（ＮＡＣＫのみが受信されたか）、
または基地局装置が同期式適応型再送信を要求しているか（すなわちＰＤＣＣＨがシグナ
リングされたか）を、一度だけ確認するのみでよい。
【００３９】
　第１層／第２層制御シグナリング
　スケジューリング対象のユーザに、ユーザの組合せステータス、トランスポートフォー
マット、およびその他のデータ関連情報（例：ＨＡＲＱ）を知らせるためには、第１層／
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第２層制御シグナリングを下りリンク上でデータと一緒に送信する必要がある。この制御
シグナリングは、一般にはサブフレーム内で下りリンクデータと一緒に多重化する必要が
ある（ユーザ組合せがサブフレーム単位で変化しうるものと想定する）。なお、ユーザ組
合せはＴＴＩ（送信時間間隔）ベースで実行されることもあり、その場合、ＴＴＩ長はサ
ブフレームの倍数であることに留意されたい。ＴＴＩ長は、サービスエリアにおいてすべ
てのユーザに対して一定とする、ユーザごとに異なる、あるいはユーザごとに動的とする
こともできる。第１層／第２層制御シグナリングは、一般的にはＴＴＩあたり１回送信す
るのみでよい。第１層／第２層制御シグナリングは、物理下りリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）上で送信される。なお、上りリンクデータ送信のための組合せ（上りリンクグラ
ント）も、ＰＤＣＣＨ上で送信されることに留意されたい。
【００４０】
　第１層／第２層制御シグナリングにおいて送られるＰＤＣＣＨ情報は、一般的には、共
有制御情報（ＳＣＩ：Shared Control Information）と専用制御情報（ＤＣＩ：Dedicate
d Control Information）に分類することができる。
【００４１】
　共有制御情報（ＳＣＩ）
　共有制御情報（ＳＣＩ）は、いわゆるカテゴリ１の情報を伝える。第１層／第２層制御
シグナリングの共有制御情報部分は、リソース割当て（指示）に関連する情報を含んでい
る。共有制御情報は、一般には以下の情報を含んでいる。
　－　ユーザ識別情報。割り当てる対象のユーザを示す。
　－　リソースブロック組合せ情報。ユーザに割り当てられるリソース（リソースブロッ
ク：ＲＢ）を示す。なお、ユーザに割り当てられるリソースブロックの数は動的とするこ
とができる。
　－　割当ての持続時間（オプション）。複数のサブフレーム（またはＴＴＩ）にわたる
組合せが可能である場合。
【００４２】
　これらに加えて、共有制御情報は、他のチャネルの設定および専用制御情報（ＤＣＩ）
の設定に応じて、上りリンク送信に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ、上りリンクスケジューリン
グ情報、ＤＣＩに関する情報（例：リソース、ＭＣＳ）などの情報を含んでいることがで
きる。
【００４３】
　専用制御情報（ＤＣＩ）
　専用制御情報（ＤＣＩ）は、いわゆるカテゴリ２およびカテゴリ３の情報を伝える。第
１層／第２層制御シグナリングの専用制御情報部分は、カテゴリ１によって示されるスケ
ジューリング対象のユーザに送信されるデータの送信フォーマットに関連する（カテゴリ
２）情報を含んでいる。さらに、（ハイブリッド）ＡＲＱを適用する場合、専用制御情報
部分はＨＡＲＱ（カテゴリ３）情報を伝える。専用制御情報は、カテゴリ１によるスケジ
ューリング対象ユーザによって復号化されるのみでよい。専用制御情報は、一般には以下
に関する情報を含んでいる。
　－　カテゴリ２：変調方式、トランスポートブロック（ペイロード）サイズ（または符
号化率）、ＭＩＭＯ関連情報など。トランスポートブロック（もしくはペイロードサイズ
）または符号化率のいずれかをシグナリングできる。いずれの場合も、これらのパラメー
タは、変調方式情報およびリソース情報（割り当てられたリソースブロックの数）を使用
することによって相互に計算することができる。
　－　カテゴリ３：ＨＡＲＱ関連情報（例えば、ハイブリッドＡＲＱプロセス番号、冗長
バージョン、再送信シーケンス番号）
【００４４】
　下りリンクデータ送信の第１層／第２層制御シグナリング情報
　下りリンクパケットデータ送信とともに、第１層／第２層制御シグナリングが個別の物
理チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信される。この第１層／第２層制御シグナリングは、一
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般には以下に関する情報を含んでいる。
　－　データが送信される（１つまたは複数の）物理チャネルリソース（例えば、ＯＦＤ
Ｍの場合のサブキャリアまたはサブキャリアブロック、ＣＤＭＡの場合の符号）。ユーザ
機器（受信側）は、データが送信されるリソースをこの情報によって識別することができ
る。
　－　送信に使用されるトランスポートフォーマット。例えば、データのトランスポート
ブロックサイズ（ペイロードサイズ、情報ビットサイズ）、ＭＣＳ（変調・符号化方式）
レベル、スペクトル効率、符号化率などが挙げられる。ユーザ機器（受信側）は、復調、
デ・レートマッチング（de-rate-matchinｇ）、および復号化のプロセスを開始する目的
で、情報ビットサイズ、変調方式、および符号化率を、この情報によって（通常はリソー
ス割当て情報と組み合わせて）識別することができる。場合によっては、変調方式を明示
的にシグナリングすることができる。
　－　ＨＡＲＱ情報：
　　－　プロセス番号：ユーザ機器は、データがマッピングされているＨＡＲＱプロセス
を識別することができる。
　　－　シーケンス番号または新規データインジケータ：ユーザ機器は、送信が新しいパ
ケットであるか再送信されたパケットであるかを識別することができる。
　　－　冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方：それぞ
れ、使用されているハイブリッドＡＲＱ冗長バージョン（デ・レートマッチングに必要で
ある）、および使用されている変調コンステレーションバージョン（復調に必要である）
を、ユーザ機器に知らせる。
　－　ユーザ機器識別情報（ユーザ機器ＩＤ）：第１層／第２層制御シグナリングの対象
であるユーザ機器を知らせる。一般的な実施形態においては、この情報は、制御情報が別
のユーザ機器に読まれることを防止する目的で、第１層／第２層制御シグナリングのＣＲ
Ｃをマスクするために使用される。
【００４５】
　上りリンクデータ送信のための第１層／第２層制御シグナリング情報
　上りリンクパケットデータ送信を可能にする目的で、送信の詳細をユーザ機器に知らせ
るため、第１層／第２層制御シグナリングが下りリンク（ＰＤＣＣＨ）上で送信される。
この第１層／第２層制御シグナリングは、一般には以下の情報を含んでいる。
　－　ユーザ機器がデータ送信に使用するべき（１つまたは複数の）物理チャネルリソー
ス（例えば、ＯＦＤＭの場合のサブキャリアまたはサブキャリアブロック、ＣＤＭＡの場
合の符号）。
　－　ユーザ機器が送信に使用するべきトランスポートフォーマット。例えば、データの
トランスポートブロックサイズ（ペイロードサイズ、情報ビットサイズ）、ＭＣＳ（変調
・符号化方式）レベル、スペクトル効率、符号化率などが挙げられる。ユーザ機器（送信
側）は、変調、レートマッチング、および符号化のプロセスを開始する目的で、情報ビッ
トサイズ、変調方式、および符号化率を、この情報によって（通常はリソース割当て情報
と組み合わせて）選択することができる。場合によっては、変調方式を明示的にシグナリ
ングすることができる。
　－　ハイブリッドＡＲＱ情報：
　　－　プロセス番号：データの取得先のハイブリッドＡＲＱプロセスをユーザ機器に知
らせる。
　　－　シーケンス番号または新規データインジケータ：新しいパケットを送信するのか
、あるいはパケットを再送信するのかをユーザ機器に知らせる。
　　－　冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方：それぞ
れ、使用するハイブリッドＡＲＱ冗長バージョン（レートマッチングに必要である）、お
よび、使用する変調コンステレーションバージョン（変調に必要である）を、ユーザ機器
に知らせる。
　－　ユーザ機器識別情報（ユーザ機器ＩＤ）：データを送信するべきユーザ機器を知ら
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せる。一般的な実施形態においては、この情報は、制御情報が別のユーザ機器に読まれる
ことを防止する目的で、第１層／第２層制御シグナリングのＣＲＣをマスクするために使
用される。
【００４６】
　上述したさまざまな情報を送信する実際の方法には、いくつか異なるバリエーションが
存在する。さらには、第１層／第２層制御情報は、さらなる情報を含んでいることもでき
、あるいは、いくつかの情報を省くことができる。例えば以下のとおりである。
　－　同期ＨＡＲＱプロトコルの場合、ＨＡＲＱプロセス番号が必要ないことがある。
　－　チェイス合成（Chase Combining）を使用する（冗長バージョンあるいはコンステ
レーションバージョンがつねに同じである）場合、または冗長バージョンあるいはコンス
テレーションバージョンのシーケンスが事前に定義されている場合には、冗長バージョン
もしくはコンステレーションバージョンまたはその両方が必要ないことがある。
　－　電力制御情報を制御シグナリングにさらに含めることができる。
　－　ＭＩＭＯに関連する制御情報（例えばプリコーディング情報）を制御シグナリング
にさらに含めることができる。
　－　複数の符号語によるＭＩＭＯ送信の場合には、複数の符号語のためのトランスポー
トフォーマットもしくはＨＡＲＱ情報またはその両方を含めることができる。
【００４７】
　ＬＴＥにおいてＰＤＣＣＨ上でシグナリングされる上りリンクリソース割当て（ＰＵＳ
ＣＨ）では、第１層／第２層制御情報にＨＡＲＱプロセス番号が含まれず、なぜなら、Ｌ
ＴＥの上りリンクには同期ＨＡＲＱプロトコルが採用されているためである。上りリンク
送信に使用されるＨＡＲＱプロセスは、タイミングによって認識される。さらには、冗長
バージョン（ＲＶ）情報は、トランスポートフォーマット情報と一緒に符号化される、す
なわち、ＲＶ情報はトランスポートフォーマット（ＴＦ）フィールドに埋め込まれること
に留意されたい。ＴＦフィールドまたはＭＣＳフィールドのサイズは、例えば、３２個の
エントリに対応する５ビットである。ＴＦ／ＭＣＳテーブルの３個のエントリは、ＲＶ１
、ＲＶ２、またはＲＶ３を示すために予約されている。ＭＣＳテーブルの残りのエントリ
は、ＲＶ０を暗黙的に示すＭＣＳレベル（ＴＢＳ）をシグナリングするために使用される
。ＰＤＣＣＨのＣＲＣフィールドのサイズは１６ビットである。
【００４８】
　ＬＴＥにおいてＰＤＣＣＨ上でシグナリングされる下りリンク組合せ（ＰＤＳＣＨ）で
は、冗長バージョン（ＲＶ）は、２ビットのフィールドにおいて個別にシグナリングされ
る。さらに、変調次数情報が、トランスポートフォーマット情報と一緒に符号化される。
上りリンクの場合と同様に、５ビットのＭＣＳフィールドがＰＤＣＣＨ上でシグナリング
される。エントリのうち３個は、明示的な変調次数をシグナリングするために予約されて
おり、トランスポートフォーマット（トランスポートブロック）情報は提供されない。残
りの２９個のエントリにおいては、変調次数およびトランスポートブロックサイズ情報が
シグナリングされる。
【００４９】
　上りリンク電力制御
　移動通信システムにおける上りリンク送信電力制御は、重要な目的を果たす。上りリン
ク送信電力制御は、要求されるＱｏＳ（サービス品質）が達成されるようにビットあたり
十分な送信エネルギを確保する必要性と、システムの他のユーザとの干渉を最小にし、か
つ移動端末のバッテリの寿命を最大にする必要性との間で、バランスをとる。この目的を
達成する中で、電力制御（ＰＣ：Power Control）の役割は、要求されるＳＩＮＲ（信号
対干渉雑音比）を提供すると同時に、隣接するセルに引き起こされる干渉を制御するうえ
で極めて重要となる。上りリンクにおける古典的な電力制御方式の発想では、すべてのユ
ーザが同じＳＩＮＲで受信する（完全な補償（full compensation）として知られている
）。３ＧＰＰは、これに代えて、ＬＴＥにおいて部分電力制御（ＦＰＣ：Fractional Pow
er Control）の使用を採用した。この新しい機能では、経路損失の大きいユーザは、より
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低いＳＩＮＲ要件で動作し、したがって多くの場合、隣接セルに引き起こされる干渉が小
さい。
【００５０】
　ＬＴＥにおいては、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、物理上りリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）、およびサウンディング参照信号（ＳＲＳ）に対しては、きめ細
かい電力制御式が指定されている（非特許文献３の５．１節を参照）（http://www.3gpp.
orgにおいて入手可能である）。これらの上りリンク信号のそれぞれの電力制御式は、同
じ基本原理に従う。電力制御式は、２つの主項、すなわち基地局装置によってシグナリン
グされる静的パラメータまたは半静的パラメータから導かれる、開ループの基本動作点と
、サブフレームごとに更新される動的オフセット（補正）と、の合計と考えることができ
る。
【００５１】
　リソースブロックあたりの送信電力のための開ループの基本動作点は、セル間干渉やセ
ル負荷など複数の要因に依存する。開ループの基本動作点は、さらに２つの成分として、
半静的な基本レベルＰ０（これはさらにセル内のすべてのユーザ機器（ＵＥ）の共通電力
レベル（測定単位：ｄＢｍ）とユーザ機器に固有なオフセットとからなる）と、開ループ
の経路損失補償成分とに、分解することができる。リソースブロックあたりの電力の動的
オフセットの部分は、さらに２つの成分として、変調・符号化方式（ＭＣＳ）に依存する
成分と、明示的な送信器電力制御（ＴＰＣ：Transmitter Power Control）コマンドとに
、分解することができる。
【００５２】
　ＭＣＳに依存する成分（ＬＴＥ仕様ではΔＴＦと称し、ＴＦはトランスポートフォーマ
ットの略）は、リソースブロックあたりの送信電力を、送信される情報のデータレートに
従って適合させることができる。
【００５３】
　動的オフセットのもう１つの成分は、ユーザ機器に固有なＴＰＣコマンドである。この
コマンドは、以下の２種類のモードで動作することができる。
　－　累積的ＴＰＣコマンド（ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、およびＳＲＳに対して利用でき
る）
　－　絶対的ＴＰＣコマンド（ＰＵＳＣＨのみに対して利用できる）
【００５４】
　ＰＵＳＣＨに対して、これら２つのモードの間の切替えは、ユーザ機器ごとにＲＲＣシ
グナリングによって半静的に設定される（すなわち、モードを動的に変更することはでき
ない）。累積的ＴＰＣコマンドの場合、各ＴＰＣコマンドは、前のレベルを基準としたと
きの電力ステップをシグナリングする。
【００５５】
　次の式（１）は、ＰＵＳＣＨのためのユーザ機器の送信電力（単位：ｄＢｍ）を示して
いる。
【数１】

　この式の各項は以下のとおりである。
　－　ＰＭＡＸは、ユーザ機器が利用できる最大送信電力であり、ユーザ機器のクラスと
ネットワークによる設定とによって決まる。
　－　Ｍは、割り当てられている物理リソースブロック（ＰＲＢ）の数である。
　－　ＰＬは、ユーザ機器の経路損失であり、ＲＳＲＰ（基準信号受信電力：Reference 
Signal Received Power）の測定値と、シグナリングされたＲＳ（基準シンボル：Referen
ce Symbol）の基地局装置での送信電力とに基づいて、ユーザ機器側で導かれる。
　－　ΔＭＣＳは、基地局装置によって設定される、ＭＣＳに依存する電力オフセットで
ある。
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　－　Ｐ０＿ＰＵＳＣＨは、ユーザ機器に固有なパラメータ（一部がブロードキャストさ
れ、一部がＲＲＣを使用してシグナリングされる）である。
　－　αは、セルに固有なパラメータ（ＢＣＨでブロードキャストされる）である。
　－　Δｉは、基地局装置からユーザ機器にシグナリングされる閉ループ電力制御コマン
ドである。
　－　関数ｆ（）は、閉ループコマンドが累積的か絶対的かを示す。関数ｆ（）は、上位
層を通じてユーザ機器にシグナリングされる。
【００５６】
　ＬＴＥのさらなる発展（ＬＴＥ－Ａ）
　世界無線通信会議２００７（ＷＲＣ－０７）において、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄの周
波数スペクトルが決定された。ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄのための全体的な周波数スペク
トルは決定されたが、実際に利用可能な周波数帯域幅は、地域または国によって異なる。
しかしながら、利用可能な周波数スペクトルのアウトラインの決定に続いて、３ＧＰＰ（
第３世代パートナーシッププロジェクト）において無線インタフェースの標準化が開始さ
れた。３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　＃３９会合において、「Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄｖａｎ
ｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅ－ＵＴＲＡ　（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）」に関する検討
項目の記述が承認された。この検討項目は、Ｅ－ＵＴＲＡを進化・発展させるうえで（例
えば、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄの要求条件を満たすために）考慮すべき技術要素をカバ
ーしている。現在、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（略してＬＴＥ－Ａ）のための２つの主要
な技術要素が検討されており、以下ではこれらについて説明する。
【００５７】
　ＬＴＥ－Ａにおける、より広い帯域幅のサポート
　より広い送信帯域幅（例えば、最大１００ＭＨｚ）およびスペクトルアグリゲーション
をサポートする目的で、ＬＴＥ－Ａでは、キャリアアグリゲーション（２つ以上のコンポ
ーネントキャリアがアグリゲートされる）が考慮されている。
【００５８】
　端末は、以下のように自身の能力に応じて１つまたは複数のコンポーネントキャリアを
同時に受信または送信することができる。
　－　キャリアアグリゲーションのための受信能力もしくは送信能力またはその両方を備
えたＬＴＥ－Ａ端末は、複数のコンポーネントキャリアを同時に受信する、もしくは送信
する、またはその両方を行うことができる。コンポーネントキャリアあたり１個のトラン
スポートブロック（空間多重化が行われないとき）および１つのＨＡＲＱエンティティが
存在する。
　－　ＬＴＥリリース８の端末は、コンポーネントキャリアの構造がリリース８の仕様に
従う場合、１つのみのコンポーネントキャリア上で受信および送信を行うことができる。
【００５９】
　少なくとも、アグリゲートされるコンポーネントキャリアの数が上りリンクと下りリン
クとで同じであるとき、すべてのコンポーネントキャリアを、ＬＴＥリリース８互換とし
て構成することが可能である。ただし、ＬＴＥ－Ａのコンポーネントキャリアを非後方互
換として構成することが除外されるものではない。
【００６０】
　現在、ＬＴＥ－Ａでは、連続するコンポーネントキャリアおよび不連続なコンポーネン
トキャリアの両方においてキャリアアグリゲーションがサポートされる。各コンポーネン
トキャリアは、ＬＴＥリリース８の計算方式（numerology）を使用して、周波数領域にお
ける最大１１０個のリソースブロック（ＲＢ）に制限される。同じ基地局装置から送信さ
れる異なる数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするようにユーザ機器を設定する
ことが可能である。なお、同じ基地局装置から送信されるコンポーネントキャリアは、必
ずしも同じカバレッジを提供する必要はない。
【００６１】
　さらには、上りリンクと下りリンクとで帯域幅が異なるようにユーザ機器を設定するこ
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とができる。
　－　設定することのできる下りリンクコンポーネントキャリアの数は、ユーザ機器の下
りリンクのアグリゲーション能力に依存する。
　－　設定することのできる上りリンクコンポーネントキャリアの数は、ユーザ機器の上
りリンクのアグリゲーション能力に依存する。
　－　下りリンクコンポーネントキャリアよりも上りリンクコンポーネントキャリアが多
くなるようにユーザ機器を設定することはできない。
　－　一般的なＴＤＤ配備では、コンポーネントキャリアの数および各コンポーネントキ
ャリアの帯域幅は、上りリンクと下りリンクとで同じである。
【００６２】
　連続的にアグリゲートされるコンポーネントキャリアの中心周波数の間隔は、３００ｋ
Ｈｚの倍数である。これは、ＬＴＥリリース８の１００ｋＨｚの周波数ラスターとの互換
性を保つと同時に、１５ｋＨｚ間隔のサブキャリアの直交性を維持するためである。アグ
リゲーションのシナリオによっては、連続するコンポーネントキャリアの間に少数の使用
されないサブキャリアを挿入することによって、ｎ×３００ｋＨｚの間隔あけを容易にす
ることができる。
【００６３】
　複数のキャリアをアグリゲートすることの影響は、ＭＡＣ層に及ぶのみである。ＭＡＣ
層には、上りリンクおよび下りリンクにおいて、アグリゲートされるコンポーネントキャ
リアごとに１つのＨＡＲＱエンティティが要求される。コンポーネントキャリアあたりの
トランスポートブロックは最大１個である（上りリンクにおけるシングルユーザ－多入力
多出力（ＳＵ－ＭＩＭＯ）を使用しない場合）。トランスポートブロックおよびそのＨＡ
ＲＱ再送信（発生時）は、同じコンポーネントキャリアにマッピングする必要がある。図
５および図６は、それぞれ、下りリンクおよび上りリンクにおける、キャリアアグリゲー
ションが設定された第２層構造を示している。
【００６４】
　キャリアアグリゲーションが設定されているとき、ユーザ機器はネットワークとの１つ
のＲＲＣ接続のみを有する。ＲＲＣ接続の確立／再確立時、１つのセルが、ＬＴＥリリー
ス８と同様に、セキュリティ入力（１つのＥＣＧＩ、１つのＰＣＩ、および１つのＡＲＦ
ＣＮ）と、非アクセス階層（ＮＡＳ）モビリティ情報（例：トラッキングエリア識別子（
ＴＡＩ））とを提供する。ＲＲＣ接続の確立／再確立の後、そのセルに対応するコンポー
ネントキャリアは、下りリンクにおいては下りリンクプライマリコンポーネントキャリア
（ＤＬ　ＰＣＣ）と称される。接続モードでは、ユーザ機器あたりつねに１つのＤＬ　Ｐ
ＣＣおよび１つのＵＬ　ＰＣＣが設定される。設定された一連のコンポーネントキャリア
の中で、ＰＣＣ以外のコンポーネントキャリアをセカンダリコンポーネントキャリア（Ｓ
ＣＣ）と称される。
【００６５】
　ＤＬ　ＰＣＣおよびＵＬ　ＰＣＣの特徴は以下のとおりである。
　－　ＵＬ　ＰＣＣは、第１層（Ｌ１）上りリンク制御情報を送信するのに使用される。
　－　ＤＬ　ＰＣＣを非アクティブ化することはできない。
　－　ＤＬ　ＰＣＣにおいて無線リンク障害（ＲＬＦ）が発生するとＤＬ　ＰＣＣの再確
立がトリガーされるが、ＤＬ　ＳＣＣに無線リンク障害が発生しても再確立はトリガーさ
れない。
　－　ＤＬ　ＰＣＣセルは、ハンドオーバーに伴って変更され得る。
　－　ＮＡＳ情報はＤＬ　ＰＣＣセルから取得される。
【００６６】
　コンポーネントキャリアの再設定、追加、および削除は、ＲＲＣシグナリングによって
行うことができる。ＬＴＥ内ハンドオーバー時、ＲＲＣによって、ターゲットセルで使用
するためのコンポーネントキャリアを追加、削除、または再設定することもできる。新し
いコンポーネントキャリアを追加するときには、コンポーネントキャリアでの送信／受信
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に必要であるコンポーネントキャリアのシステム情報を送るための専用ＲＲＣシグナリン
グが使用される（ＬＴＥリリース８におけるハンドオーバー時と同様）。
【００６７】
　キャリアアグリゲーションが設定されているとき、同時に複数のコンポーネントキャリ
アについてユーザ機器をスケジューリングすることができるが、一度に行うことのできる
ランダムアクセス手順は最大で１つである。クロスキャリアスケジューリング（cross-ca
rrier scheduling）では、コンポーネントキャリアのＰＤＣＣＨによって別のコンポーネ
ントキャリアのリソースをスケジューリングすることができる。この目的のため、専用制
御情報フォーマットのそれぞれにコンポーネントキャリア識別フィールド（「ＣＩＦ」と
称する）が導入されている。クロスキャリアスケジューリングが行われていないときには
、上りリンクのコンポーネントキャリアと下りリンクのコンポーネントキャリアとをリン
クすることによって、グラントが適用される上りリンクコンポーネントキャリアを識別す
ることができる。上りリンクコンポーネントキャリアへの下りリンクコンポーネントキャ
リアのリンクは、１対１である必要はない。言い換えれば、同じ上りリンクコンポーネン
トキャリアに複数の下りリンクコンポーネントキャリアをリンクすることができる。一方
で、１つの下りリンクコンポーネントキャリアは、１つの上りリンクコンポーネントキャ
リアのみにリンクすることができる。
【００６８】
　コンポーネントキャリアの（非）アクティブ化とＤＲＸ動作
　キャリアアグリゲーションにおいては、ユーザ機器に１つのみのコンポーネントキャリ
アが設定されている場合、ＬＴＥリリース８のＤＲＸ動作が適用される。それ以外の場合
には、設定されてアクティブになっているすべてのコンポーネントキャリアに同じＤＲＸ
動作が適用される（すなわち、ＰＤＣＣＨの監視のアクティブ時間が同じである）。アク
ティブ時間中には、どのコンポーネントキャリアも、設定されてアクティブになっている
任意の別のコンポーネントキャリアのＰＤＳＣＨをスケジューリングすることができる。
【００６９】
　キャリアアグリゲーションが設定されているときにユーザ機器のバッテリ消費量が大幅
に増大しないように、下りリンクＳＣＣに対するコンポーネントキャリアアクティブ化／
非アクティブ化メカニズムが導入されている。下りリンクＳＣＣがアクティブでないとき
には、ユーザ機器は対応するＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨを受信する必要はなく、ＣＱＩ
測定を行う必要もない。逆に、下りリンクＳＣＣがアクティブであるときには、ユーザ機
器はＰＤＳＣＨおよびＰＤＣＣＨ（存在時）を受信する必要があり、ＣＱＩ測定を実行で
きるものとみなされる。しかしながら、上りリンクにおいては、ユーザ機器は、設定され
ている任意の上りリンクコンポーネントキャリアのＰＵＳＣＨで送信できることがつねに
要求される（対応するＰＤＣＣＨでスケジューリングされるとき）。すなわち、上りリン
クコンポーネントキャリアの明示的なアクティブ化は行われない。
【００７０】
　ＳＣＣのアクティブ化／非アクティブ化メカニズムのその他の詳細は以下のとおりであ
る。
　－　ＤＬ　ＳＣＣの明示的なアクティブ化は、ＭＡＣシグナリングによって行われる。
　－　ＤＬ　ＳＣＣの明示的な非アクティブ化は、ＭＡＣシグナリングによって行われる
。
　－　ＤＬ　ＳＣＣの暗黙的な非アクティブ化も可能である。
　－　ＤＬ　ＳＣＣは、個々にアクティブ化／非アクティブ化することができ、１つのア
クティブ化／非アクティブ化コマンドが、設定されているＤＬ　ＳＣＣのサブセットをア
クティブ化／非アクティブ化することもできる。
　－　設定されているコンポーネントキャリアのセットに追加されるＳＣＣは、最初は「
非アクティブ化」されている。
【００７１】
　タイミングアドバンス
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　すでに上述したように、３ＧＰＰ　ＬＴＥの上りリンク送信方式としては、上りリンク
で送信する複数の異なるユーザ機器の間で時間および周波数における直交多元接続が達成
されるように、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）が選択されてい
る。
【００７２】
　上りリンクの直交性は、セル内の複数の異なるユーザ機器からの送信が基地局装置の受
信器において時間的に整列する（time-aligned）ようにすることで、維持される。これに
よって、連続するサブフレームにおいて送信するように割り当てられているユーザ機器の
間と、隣接するサブキャリア上で送信するユーザ機器の間と、の両方について、セル内干
渉の発生が回避される。上りリンク送信の時間的整列（time alignment）は、図７に例示
的に示したように、ユーザ機器の送信器において、下りリンクの受信タイミングを基準と
するタイミングアドバンスを適用することによって達成される。タイミングアドバンスの
主たる役割は、ユーザ機器ごとに異なる伝搬遅延を打ち消すことである。
【００７３】
　初期タイミングアドバンスの手順
　ユーザ機器が、基地局装置から受信される下りリンク送信に同期しているとき、初期タ
イミングアドバンス（initial timing advance）は、以下に説明するランダムアクセス手
順によって設定される。ユーザ機器はランダムアクセスプリアンブルを送信し、基地局装
置は、このプリアンブルに基づいて上りリンクのタイミングを推定することができる。基
地局装置は、ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）メッセージの中に含まれる１１ビットの初
期タイミングアドバンスコマンドによって応答する。これにより基地局装置は、０から最
大０．６７ｍｓの範囲内で０．５２μｓの粒度でタイミングアドバンスを設定することが
できる。
【００７４】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）における上りリンクのタイミングの制御およびタ
イミングアドバンスに関するさらなる情報は、非特許文献４の２０．２章に記載されてお
り、この文書は参照によって本文書に組み込まれている。
【００７５】
　タイミングアドバンスの更新
　各ユーザ機器においてタイミングアドバンスが最初に設定された後は、基地局装置にお
ける上りリンク信号の到着時刻の変化を打ち消すため、タイミングアドバンスがときどき
更新される。基地局装置は、タイミングアドバンス更新コマンドを導くとき、そのために
有用な何らかの上りリンク信号を測定することができる。基地局装置における上りリンク
タイミングの測定の詳細については規定されておらず、基地局装置の実装に委ねられてい
る。
【００７６】
　タイミングアドバンス更新コマンドは、基地局装置のＭＡＣ（メディアアクセス制御）
層で生成されてＭＡＣ制御要素としてユーザ機器に送信される。このＭＡＣ制御要素は、
物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上にデータと一緒に多重化することができる
。更新コマンドの粒度は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルに対する
応答の中の初期タイミングアドバンスコマンドと同様に、０．５２μｓである。更新コマ
ンドのレンジは±１６μｓであり、拡張されたサイクリックプレフィックスの長さに等し
い間隔で上りリンクタイミングを変化させることができる。更新コマンドは、一般には約
２秒毎より高い頻度で送られることはない。実際に、たとえ５００ｋｍ／ｈで移動してい
るユーザ機器でも、ラウンドトリップ経路長の変化は２７８ｍ／ｓ以下であり、対応する
ラウンドトリップタイムの変化は０．９３μｓ／ｓであるため、早い更新は必要ない。
【００７７】
　基地局装置は、ユーザ機器が自身の送信バッファにデータが到着したときに迅速に送信
する能力が維持される範囲内で、セル内の全ユーザ機器に定期的な更新コマンドを送る。
したがって、基地局装置は、各ユーザ機器のタイマーを設定し、ユーザ機器は、タイミン
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グアドバンス更新を受信するたびにこのタイマーをリスタートさせる。タイマーが切れる
までに、ユーザ機器が新しいタイミングアドバンス更新を受信しなかった場合、ユーザ機
器の上りリンク同期が失われたものと考えなければならない（非特許文献２も参照）（ht
tp://www.3gpp.org/において入手可能であり、参照によって本明細書に組み込まれている
）。
【００７８】
　このような場合、別のユーザ機器からの上りリンク送信との干渉が発生する危険性を回
避する目的で、そのユーザ機器は、いかなる種類の上りリンク送信も新たに行うことが許
可されず、上りリンクのタイミングを回復するため初期タイミングアライメント（整列）
手順を再び行う必要がある。
【００７９】
　ランダムアクセス手順
　ＬＴＥにおいて移動端末の上りリンク送信は、上りリンク送信が時間同期している場合
にのみスケジューリングすることができる。したがって、ランダムアクセス（ＲＡＣＨ）
手順は、同期していない移動端末（ＵＥ）が上りリンク無線アクセスの直交送信を使用す
るための重要な役割を果たす。
【００８０】
　ＬＴＥにおけるランダムアクセスは、本質的には、上りリンクの同期をまだ獲得してい
ないユーザ機器、または上りリンクの同期を失ったユーザ機器において上りリンクの時間
同期を達成するために使用される。ユーザ機器が上りリンクの同期を達成すると、基地局
装置はユーザ機器のための上りリンク送信リソースをスケジューリングすることができる
。したがって、ランダムアクセスに関連するシナリオは以下のとおりである。
　－　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるが上りリンク同期していないユーザ機器が
、上りリンクの新しいデータまたは制御情報を送信しようとする場合
　－　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるが上りリンク同期していないユーザ機器が
、下りリンクデータを受信する必要があり、したがって対応するＨＡＲＱフィードバック
（すなわちＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を上りリンクで送信することが要求される場合。このシナ
リオは、下りリンクデータ到着とも称される。
　－　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるユーザ機器が、現在のサービングセルから
新しいターゲットセルにハンドオーバーする場合。ターゲットセルにおいて上りリンク同
期を達成する目的で、ランダムアクセス手順が実行される。
　－　ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態からＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に移行する場合（例え
ば最初にアクセスするとき、またはトラッキングエリア更新時）
　－　無線リンク障害から回復する（すなわちＲＲＣ接続を再確立する）。
【００８１】
　さらにもう１つのケースとして、ユーザ機器が、たとえ時間同期していてもランダムア
クセス手順を実行することがある。このシナリオにおいては、ユーザ機器は、スケジュー
リング要求を送るための別の上りリンクリソースが割り当てられていない（すなわち専用
スケジューリング要求（Ｄ－ＳＲ）チャネルが設定されていない）場合に、スケジューリ
ング要求（すなわち上りリンクバッファ状態報告）を自身の基地局装置に送る目的で、ラ
ンダムアクセス手順を使用する。
【００８２】
　ＬＴＥでは、２種類のランダムアクセス手順が用意されており、コンテンションベース
（すなわち本質的に衝突の危険が存在する）、またはコンテンションフリー（非競合ベー
ス）のいずれかでアクセスすることができる。なお、コンテンションベースのランダムア
クセスは、上に挙げた６つのシナリオすべてにおいて適用できるのに対して、非コンテン
ションベースのランダムアクセス手順は、下りリンクデータ到着とハンドオーバーのシナ
リオにおいてのみ適用できることに留意されたい。
【００８３】
　以下では、コンテンションベースのランダムアクセス手順について、図８を参照しなが
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らさらに詳しく説明する。ランダムアクセス手順の詳細な説明は、非特許文献２にも記載
されている。
【００８４】
　図８は、ＬＴＥのコンテンションベースのＲＡＣＨ手順を示している。この手順は、４
つの「ステップ」からなる。最初に、ユーザ機器が、ランダムアクセスプリアンブルを物
理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）で基地局装置に送信する（８０１）。プリア
ンブルは、コンテンションベースのアクセス用に基地局装置によって予約されている利用
可能なランダムアクセスプリアンブルのセットから、ユーザ機器が選択する。ＬＴＥにお
いては、コンテンションフリーのランダムアクセスおよびコンテンションベースのランダ
ムアクセスに使用でき、セルあたり６４個のプリアンブルが存在する。コンテンションベ
ースのプリアンブルのセットは、さらに２つのグループに分けることができる。したがっ
て、プリアンブルを選択することで、最初のスケジューリング制御式送信（非特許文献２
においてはメッセージ３（ｍｓｇ３）と称される）（ステップ８０３を参照）を送信する
ための必要な送信リソース量に関する情報を示す１ビット分の情報を伝えることができる
。セル内でブロードキャストされるシステム情報には、２つのサブグループのそれぞれに
属するシグネチャ（プリアンブル）の情報と、各サブグループの意味が含まれる。ユーザ
機器は、メッセージ３を送信するのに必要な送信リソースのサイズに対応するサブグルー
プから１つのプリアンブルをランダムに選択する。
【００８５】
　基地局装置は、ＲＡＣＨプリアンブルを検出した後、プリアンブルが検出された時間－
周波数スロットを識別する（ランダムアクセス）ＲＡ－ＲＮＴＩを使用してＰＤＣＣＨ上
でアドレッシングされたランダムアクセス応答（ＲＡＲ）メッセージを、ＰＤＳＣＨ（物
理下りリンク共有チャネル）で送る（８０２）。複数のユーザ機器が同じＰＲＡＣＨリソ
ースで同じＲＡＣＨプリアンブルを送信した場合（衝突とも称する）、これらのユーザ機
器は同じランダムアクセス応答を受信する。
【００８６】
　ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）メッセージは、検出されたＲＡＣＨプリアンブルと、
以降の上りリンク送信を同期させるためのタイミングアライメント（整列）コマンド（Ｔ
Ａコマンド）と、最初のスケジューリング制御式送信（ステップ８０３を参照）を送信す
るための最初の上りリンクリソース割当て（グラント）と、Ｔ－ＣＲＮＴＩ（一時的なセ
ル無線ネットワーク一時識別子）の割当てとを伝える。このＴ－ＣＲＮＴＩは、ＲＡＣＨ
手順が終了するまで、ＲＡＣＨプリアンブルが検出された（１つまたは複数の）移動端末
をアドレッシングする目的で基地局によって使用される。なぜなら、基地局装置はこの時
点では移動端末の「真の」識別情報をまだ認識していないためである。
【００８７】
　さらに、ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）メッセージは、いわゆるバックオフインジケ
ータを含んでいることもできる。バックオフインジケータは、ランダムアクセスを再試行
する前に一時的にバックオフ（待機）するようにユーザ機器に命令する目的で、基地局装
置が設定することができる。ユーザ機器は、与えられた時間窓（基地局装置によって設定
される）の中で、ランダムアクセス応答が受信されないかＰＤＣＣＨを監視する。ユーザ
機器は、設定された時間窓の中でランダムアクセス応答が受信されない場合、バックオフ
期間が指定されていればそれを考慮して、次のＰＲＡＣＨ機会（PRACH opportunity）に
おいてプリアンブルを再送信する。
【００８８】
　ユーザ機器は、基地局装置から受信されたランダムアクセス応答（ＲＡＲ）メッセージ
に応えて、スケジューリング制御下の最初の上りリンク送信を、ランダムアクセス応答の
中のグラントによって割り当てられたリソースで送信する（８０３）。このスケジューリ
ング制御式上りリンク送信は、実際のランダムアクセス手順メッセージ（例えば、ＲＲＣ
接続要求、トラッキングエリア更新、またはバッファ状態報告）を伝える。さらに、この
上りリンク送信は、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるユーザ機器のＣ－ＲＮＴＩ
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、または４８ビットの一意のユーザ機器識別情報（ユーザ機器がＲＲＣ＿ＩＤＬＥモード
にある場合）のいずれかを含んでいる。プリアンブルの衝突が起きた場合、すなわち、複
数のユーザ機器が同じＰＲＡＣＨリソースで同じプリアンブルを送った場合、衝突してい
るユーザ機器は、ランダムアクセス応答の中で同じＴ－ＣＲＮＴＩを受信し、それぞれの
スケジューリング制御式送信を送信するとき（８０３）、やはり同じ上りリンクリソース
で衝突する。この結果として干渉が生じ、衝突しているユーザ機器からの送信を基地局装
置において復号化できないことがあり、ユーザ機器は、スケジューリング制御式送信の最
大再送回数に達した後、ランダムアクセス手順を再び開始する。１基のユーザ機器からの
スケジューリング制御式送信が基地局装置によって正常に復号化された場合も、他のユー
ザ機器のコンテションは解決されないままである。
【００８９】
　このタイプのコンテンションを解決するため、基地局装置は、Ｃ－ＲＮＴＩまたは一時
的Ｃ－ＲＮＴＩにアドレッシングされたコンテンション解決メッセージを送る（８０４）
。そして、スケジューリング制御下の送信に含まれていた４８ビットのユーザ機器識別情
報をそのまま送り返す。この場合、ＨＡＲＱがサポートされる。衝突が起きている場合、
ステップ８０４で送られたメッセージが正常に復号化されたならば、自身の識別情報（Ｃ
－ＲＮＴＩまたは一意のユーザ機器ＩＤ）を検出したユーザ機器のみがＨＡＲＱフィード
バック（ＡＲＱ）を送信する。それ以外のユーザ機器は、ステップ１において衝突が発生
したことを認識し、現在のＲＡＣＨ手順をただちに終了して新たなＲＡＣＨ手順を開始す
ることができる。
【００９０】
　図９は、３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８／９のコンテンションフリーのランダムアクセス
手順を示している。コンテンションベースのランダムアクセス手順と比較すると、コンテ
ンションフリーのランダムアクセス手順は簡略化されている。基地局装置は、衝突する（
すなわち複数のユーザ機器が同じプリアンブルを送信する）危険がないように、ランダム
アクセスに使用するためのプリアンブルをユーザ機器に提供する（９０１）。したがって
、ユーザ機器は、基地局装置によってシグナリングされたプリアンブルを、上りリンクに
おいてＰＲＡＣＨリソースで送る（９０２）。コンテンションフリーのランダムアクセス
では、複数のユーザ機器が同じプリアンブルを送るケースが回避されるため、コンテンシ
ョンの解決が不要であり、結果として、図８に示したコンテンションベース手順のステッ
プ８０４を省くことができる。コンテンションフリーのランダムアクセス手順は、本質的
には、ランダムアクセス応答が正常に受信された時点で終了する。
【００９１】
　タイミングアドバンスと上りリンクのコンポーネントキャリアアグリゲーション
　３ＧＰＰ規格の現在の仕様においては、ユーザ機器は、１つのタイミングアドバンス値
を維持し、アグリゲートされているすべてのコンポーネントキャリアでの上りリンク送信
に、この値を適用する。しかし、異なる帯域のコンポーネントキャリアがアグリゲートさ
れているとき、コンポーネントキャリアごとに干渉特性およびカバレッジ特性が異なるこ
とがある。
【００９２】
　さらには、例えば図１１に示した周波数選択性中継器（ＦＳＲ：Frequency Selective 
Repeater）や、例えば図１２に示したリモートラジオヘッド（ＲＲＨ：Remote Radio Hea
d）などの技術が配備されている場合、アグリゲートされているコンポーネントキャリア
ごとに干渉および伝搬の状況が異なる。これにより、１つのユーザ機器の中に複数のタイ
ミングアドバンスを導入する必要が生じる。
【００９３】
　このように、単一のユーザ機器において２つ以上のタイミングアドバンスを導入する必
要が生じる。１つのオプションとして、アグリゲートされているコンポーネントキャリア
ごとに個別のタイミングアドバンスを維持することができる。別のオプションとして、同
じ場所に属し、したがっていずれも類似する伝搬遅延を受けるコンポーネントキャリアを
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、タイミングアドバンスグループ（ＴＡグループ）にグループ化する。グループごとに個
別のタイミングアドバンスを維持する。
【００９４】
　この問題に関しては、すでに３ＧＰＰ内で検討されたが、アグリゲートされている上り
リンクコンポーネントキャリアすべてに対して１つのタイミングアドバンスで十分である
ものと考えられている。なぜなら、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａリリース１０までの現在の仕様
では、同じ周波数帯域のキャリアのアグリゲーションのみがサポートされているためであ
る。
【００９５】
　したがって、同じ送信時間間隔（ＴＴＩ）の中で複数の異なるタイプの上りリンク送信
を複数のコンポーネントキャリア上で行うときの優先順位付けを考慮する必要がある。例
えば、ユーザ機器（ＵＥ）が電力制限状態にあるとき、利用可能な電力をどの上りリンク
送信に使用するべきかを決定するための規則が必要である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００９６】
【非特許文献１】3GPP RAN WG#2 Tdoc. R2- R2-062606, “QoS operator requirements/u
se cases for services sharing the same bearer”, by T-Mobile, NTT DoCoMo, Vodafo
ne, Orange, KPN
【非特許文献２】3GPP TS 36.321, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-
UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification”, version 8.5
【非特許文献３】GPP TS 36.213, “Physical layer procedures (Release 8)”, versio
n 8.6.0
【非特許文献４】Stefania Sesia, Issam Toufik and Matthew Baker, “LTE - The UMTS
 Long Term Evolution: From Theory to Practice”, John Wiley & Sons, Ltd. 2009
【非特許文献５】3GPP TS 36.331, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-
UTRA); Radio Resource Control (RRC); protocol specification”, version 10.0.0
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００９７】
　本発明の１つの目的は、移動端末の電力が制限されているとき、すなわち、上りリンク
リソース割当てに従って送信時間間隔の中で複数のトランスポートブロックを送信するた
めに要求される送信電力が、送信時間間隔の中での上りリンク送信用に利用可能な送信電
力を超える場合に、送信時間間隔の中で複数のトランスポートブロックを上りリンク送信
するために利用可能な送信電力を、移動端末がどのように分配するかの基本方針を提案す
ることである。
【００９８】
　本発明の別の目的は、電力が制限されている状況において、すなわち、物理ランダムア
クセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）および物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）／物理
上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介して送信するのに要求される送信電力が、与
えられた送信時間間隔の中での上りリンク送信用に利用可能な送信電力を超える状況にお
いて、送信時間間隔の中で上りリンク送信するために利用可能な送信電力を、移動端末が
どのように分配するかの基本方針および分配方法を提案することである。
【００９９】
　本発明のさらなる目的は、上りリンクのキャリアアグリゲーションを使用するシステム
において、時間的に整列させる上りリンクコンポーネントキャリアに対するＲＡＣＨ手順
によって発生する遅延を減少させる基本方針および方法を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０１００】
　上記の目的の少なくとも１つは、独立請求項の主題によって解決される。有利な実施形
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態は、従属請求項の主題である。
【０１０１】
　本発明の主たる一態様は、第１のタイミングアドバンスグループに属する第１のコンポ
ーネントキャリアにおける上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上で、ＰＵＳＣＨ送信のため
の電力で送信されたトランスポートブロックを受信し、第２のタイミングアドバンスグル
ープに属する第２のコンポーネントキャリアにおけるランダムアクセスチャネル（ＰＲＡ
ＣＨ）上で、ＰＲＡＣＨ送信のための電力で送信されたランダムアクセスプリアンブルを
受信し、前記第１のタイミングアドバンスグループと前記第２のタイミングアドバンスグ
ループは異なり、端末装置において、前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力はサブフレーム毎
に決定され、総送信電力が前記端末装置に設定された最大送信電力値PMAXを超える場合は
、前記端末装置において、前記第１のコンポーネントキャリア上の第１のサブフレームに
おける前記ＰＵＳＣＨ送信と、前記第２のコンポーネントキャリア上の第２のサブフレー
ムにおける前記ＰＲＡＣＨ送信とが重なる部分において調整後の総送信電力がPMAXを超え
ないように、前記ＰＵＳＣＨ送信のための電力が調整されており、前記第１のコンポーネ
ントキャリア上の前記第１のサブフレームと前記第２のコンポーネントキャリア上の前記
第２のサブフレームとは、時間軸において前記重なる部分だけ重なっている、受信部と、
前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対して、ランダムアクセス応答を前記端
末装置に送信する送信部と、を具備する通信装置である。
【０１０２】
　本発明の第１の態様は、電力制御において、複数の上りリンクリソース割当てに対応す
る個々のトランスポートブロックに電力を割り当てるときの優先順位付けである。この態
様は、特に、移動端末の電力が制限されている状況に適用することができる。本発明のこ
の態様によると、上りリンクにおいてそれぞれのコンポーネントキャリア上で送信される
個々のトランスポートブロックに電力を割り当てるときの電力スケーリングを、上りリン
クコンポーネントキャリアの上りリンクリソース割当てを処理する順序（優先順位の順序
）を使用して決定する。電力が制限された状況においては、移動端末は、トランスポート
ブロックの送信に消費される合計送信電力が、トランスポートブロックの送信用に移動端
末が利用可能な最大送信電力より小さいかまたは等しくなるように、トランスポートブロ
ックのそれぞれを送信するための送信電力を、優先順位の順序によって与えられる、それ
ぞれのトランスポートブロックの優先順位に従って減らす。
【０１０３】
　例示的な一実施例によると、送信電力スケーリングにおいて、それぞれのトランスポー
トブロック（またはトランスポートブロックが送信されるそれぞれのコンポーネントキャ
リア）のリソース割当ての優先順位（優先順位の順序／処理の順序によって与えられる）
を考慮して、送信電力を低減し、このとき、優先順位の高いトランスポートブロックの送
信は、送信電力の低減による影響が最小であるようにする。優先順位の順序による、リソ
ース割当て／コンポーネントキャリアの優先順位が低い（高い）ほど、対応する上りリン
クリソース割当てによって要求されるトランスポートブロックの送信電力に対して、大き
い（小さい）電力低減が適用されることが有利である。理想的には、可能な場合、優先順
位の高いトランスポートブロックの送信電力を低減せず、最初に、優先順位の低いトラン
スポートブロックを送信するための送信電力を制限することによって、トランスポートブ
ロック送信用に移動端末が利用可能な最大送信電力を超えない範囲まで送信電力が低減さ
れるように試みるべきである。
【０１０４】
　本発明の第２の態様は、複数の異なる物理チャネルを介して同時に上りリンク送信する
（すなわち同じ送信時間間隔の中に複数の上りリンク送信が存在する）場合に電力を割り
当てるときの優先順位付けである。上りリンク送信を行うことのできる物理チャネルの例
は、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＨ）、および物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）である。複数の異なる物理
チャネルを介して上りリンク送信するときの電力割当てを優先順位付けすることによって
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、個々の送信電力を割り当てることができる。この電力割当ては、それぞれの上りリンク
送信が送られるコンポーネントキャリアとは無関係に行うことができる。
【０１０５】
　この第２の態様によると、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）と物理上りリ
ンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）とを介して同時に上りリンク送信する場合に、異なる送
信電力レベルを使用することができる。あるいは、本発明のこの第２の態様を使用するこ
とで、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）と物理上りリンク制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）とを介して同時に上りリンク送信する場合に、送信電力を個々にスケーリング
することができる。物理チャネルの優先順位付けに基づいて、上りリンク送信の送信電力
をスケーリングすることで、例えば、優先順位付けされた物理チャネルを介してのそれぞ
れの上りリンク送信のＳＩＮＲを改善することができる。例えば、移動端末の電力が制限
された状況にある場合、上りリンク送信用の送信電力を、物理チャネルの優先順位付けに
基づいて低減することによって、移動端末は与えられた電力制約を満たすことができる。
【０１０６】
　本発明の第２の態様に基づく本発明の例示的な実施形態においては、物理上りリンク共
有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信もしくは物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送
信またはその両方のための送信電力を、対応するチャネルの優先順位付けに従って低減す
る。この場合、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信用の送信電力を、物理ラ
ンダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信用の送信電力よりも優先させる、またはこの
逆とする。物理チャネル送信の優先順位が低い（高い）ほど、その物理チャネルを介して
送信するための送信電力に対して、大きい（小さい）電力低減が適用されることが有利で
ある。理想的には、電力制限状況において送信電力の制約を満たす目的で、最初に、低い
優先順位の物理チャネル送信のための送信電力を制限することを試み、それでも送信電力
の制約が満たされない場合、より高い優先順位の物理チャネル送信のための送信電力を制
限することができる。
【０１０７】
　本発明の第３の態様は、ランダムアクセス（ＲＡＣＨ）手順を実行するために使用され
る送信電力を、複数の上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させるために要
求されるＲＡＣＨ手順の回数に基づいて調整することである。移動端末は、時間的に整列
させる上りリンクコンポーネントキャリアの数に応じて、１回または複数回のＲＡＣＨ手
順を実行して上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させる。ＲＡＣＨ手順に
は処理リソースが必要であり、これにより、移動端末が並列に実行できる上りリンク送信
が制約される。したがって、できる限り少ないＲＡＣＨ手順を実行することが望ましい。
要求されるＲＡＣＨ手順の回数に基づいて送信電力を調整することによって、要求される
ＲＡＣＨ手順のそれぞれの成功確率を高めることができる。ＲＡＣＨ手順の成功確率が高
いことにより、上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させるためのＲＡＣＨ
手順によって発生する遅延が減少する。
【０１０８】
　例示的な一実施形態によると、ユーザ機器は、要求されない（すなわち余剰の、または
実行されない）１回または複数回のＲＡＣＨ手順の送信電力を利用することで送信電力を
調整し、複数の上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させるために要求され
るＲＡＣＨ手順のみを実行することができ、これによって、要求されるＲＡＣＨ手順のそ
れぞれの成功確率が高まる。
【０１０９】
　本発明の第１の態様、第２の態様、および第３の態様は、互いに容易に組み合わせるこ
とができ、トランスポートブロックの生成においてリソースを割り当てるとき（論理チャ
ネルの優先順位付け）と、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）上で上りリンク
送信をするときとで、同じ優先順位（処理）の順序を使用してもよい。また、生成された
トランスポートブロックを送信するときと、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ
）上で上りリンク送信をするときとで、同じ電力スケーリングを使用してもよい。
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【０１１０】
　本発明の第１の態様および第２の態様に基づく本発明の例示的な一実施例によると、上
りリンク送信用に移動端末によって利用される送信電力を調整する方法であって、移動端
末に、少なくとも第１の上りリンクコンポーネントキャリアおよび第２の上りリンクコン
ポーネントキャリアが設定されている、方法、が提供される。移動端末は、第１の上りリ
ンクコンポーネントキャリア上で物理上りリンク共有チャネルを介してトランスポートブ
ロックを送信するために要求される送信電力ＰＰＵＳＣＨ（ｉ）を求める。さらに、移動
端末は、第２の上りリンクコンポーネントキャリア上で物理ランダムアクセスチャネルを
介してランダムアクセスプリアンブルを送信するために要求される送信電力ＰＰＲＡＣＨ

（ｉ）を求める。さらに、移動端末は、物理上りリンク共有チャネル送信用に求めた送信
電力、もしくは、物理ランダムアクセスチャネル送信用に求めた送信電力、またはその両
方を、物理上りリンク共有チャネル送信用の送信電力と、物理ランダムアクセスチャネル
送信用の送信電力との間の優先順位付けに従って低減する。また移動端末は、第１の上り
リンクコンポーネントキャリア上でトランスポートブロックを、第２の上りリンクコンポ
ーネントキャリア上でランダムアクセスプリアンブルを、それぞれの送信電力を使用して
送信時間間隔ｉの中で送信する。
【０１１１】

【０１１２】

【０１１３】

【０１１４】
　本発明の別の例示的な実施形態においては、移動端末は、求めた送信電力の合計が、送
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信時間間隔ｉの中での上りリンクコンポーネントキャリア上での送信用に移動端末が利用
可能な最大送信電力ＰＭＡＸより小さいかまたは等しいように、求めた送信電力を低減す
る。
【０１１５】

【０１１６】
　さらに詳細な別の実施例においては、各上りリンクコンポーネントキャリアにセルイン
デックスが割り当てられており、移動端末は、各ランダムアクセスプリアンブルを送信す
るために求めた送信電力ｗｃ・ＰＰＲＡＣＨｃ（ｉ）を、上りリンクコンポーネントキャ
リアのセルインデックスによって与えられる優先順位の順序に基づいて低減する。
【０１１７】
　さらには、本発明の別の例示的な実施例においては、移動端末には、プライマリコンポ
ーネントキャリアとしての１つの上りリンクコンポーネントキャリアと、セカンダリコン
ポーネントキャリアとしてのそれ以外の上りリンクコンポーネントキャリアとが設定され
ている。この場合、移動端末は、プライマリコンポーネントキャリアがそれ以外のセカン
ダリコンポーネントキャリアよりも優先されるように、各ランダムアクセスプリアンブル
を送信するために求めた送信電力ｗｃ・ＰＰＲＡＣＨｃ（ｉ）を低減する。
【０１１８】
　本発明の別の実施例によると、移動端末は、各ランダムアクセスプリアンブルを送信す
るための送信電力ｗｃ・ＰＰＲＡＣＨｃ（ｉ）を、各ランダムアクセスプリアンブルのフ
ラグに基づいて低減する。このフラグは、送信される各ランダムアクセスプリアンブルに
ついて、対応する上りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれのランダムアクセスプリ
アンブルの送信要求が以前に端末によって受信されたか否かを示す。
【０１１９】
　本発明の別の実施形態においては、移動端末は、第２のコンポーネントキャリアおよび
第４のコンポーネントキャリアのそれぞれにおいてランダムアクセスチャネルを介してラ
ンダムアクセスプリアンブルを送信するための送信電力を、時間的に整列させる上りリン
クコンポーネントキャリアと、すでに時間的に整列している上りリンクコンポーネントキ
ャリアとが、同じタイミングアドバンスグループに属している場合、第１のオフセットＰ

０＿ＰＲＡＣＨを利用することによって求め、時間的に整列させる上りリンクコンポーネ
ントキャリアと、すでに時間的に整列している上りリンクコンポーネントキャリアとが、
２つ以上のタイミングアドバンスグループに属している場合、第２の異なるオフセットＰ

０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅを利用することによって求める。
【０１２０】
　本発明のさらに詳細な実施例においては、第１のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨおよび第
２のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅは、基地局によって移動端末にシグナ
リングされる。
【０１２１】
　さらなる例示的な実施形態においては、移動端末は、時間的に整列させる上りリンクコ
ンポーネントキャリア上で物理ランダムアクセスチャネルを介してランダムアクセスプリ
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アンブルを送信するための送信電力を、対応する上りリンクコンポーネントキャリアにつ
いて以前に求めた電力ランピングステップ（power ramping step）Ｎｃを再利用すること
によって、または異なる上りリンクコンポーネントキャリアについて以前に求めた異なる
電力ランピングステップＮ－ｃを再利用することによって、求める。移動端末は、電力ラ
ンピングステップＮｃもしくはＮ－ｃまたはその両方を使用して、ランダムアクセスプリ
アンブルの連続的な送信の送信電力を高める。
【０１２２】

【０１２３】
　本発明の別の実施形態においては、移動端末は、移動端末によって基地局から受信され
た、基地局に依存する、上りリンクコンポーネントキャリアｃのプリスケーリングオフセ
ット（pre-scaling offset）Δｏｆｆｓｅｔｃ、を追加して、それぞれの上りリンクコン
ポーネントキャリア上でランダムアクセスプリアンブルを送信するための送信電力を調整
する。
【０１２４】

【０１２５】
　本発明の第２の態様および第３の態様に基づく本発明の別の例示的な実施例によると、
１回または複数回のＲＡＣＨ手順において移動端末によって使用される送信電力を調整す
る方法であって、移動端末に複数の上りリンクコンポーネントキャリア上でのＲＡＣＨア
クセスが許可されている、方法、が提供される。移動端末は、時間的に整列させる上りリ
ンクコンポーネントキャリアについて、それら上りリンクコンポーネントキャリアを時間
的に整列させるために要求されるＲＡＣＨ手順の回数を求める。さらに、移動端末は、上
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りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させるために要求される求めた回数のＲ
ＡＣＨ手順を実行し、この場合、１回または複数回のＲＡＣＨ手順すべてのための送信電
力は、要求されるＲＡＣＨ手順の求めた回数に従って求められる。
【０１２６】
　さらに高度な実施例においては、移動端末は、１回または複数回のＲＡＣＨ手順すべて
のための送信電力を、要求される１回のＲＡＣＨ手順を求める場合には、第１のオフセッ
トＰ０＿ＰＲＡＣＨを利用して求め、要求される２回以上のＲＡＣＨ手順を求める場合に
は、第２の異なるオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅを利用して求め、第２の
オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅは第１のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨより
も大きい値を有する。
【０１２７】
　別の代替実施形態によると、移動端末には、プライマリコンポーネントキャリアとして
の１つの上りリンクコンポーネントキャリアと、セカンダリコンポーネントキャリアとし
てのそれ以外の上りリンクコンポーネントキャリアとが設定されている。移動端末は、Ｒ
ＡＣＨ手順のための送信電力を、ＲＡＣＨ手順がプライマリコンポーネントキャリア上で
実行される場合、第１のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨを利用して求め、１回または複数回
のＲＡＣＨ手順がセカンダリコンポーネントキャリア上で実行される場合、第２の異なる
オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅを利用して求め、第２のオフセットＰ０＿

ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅは第１のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨよりも大きい値を有す
る。
【０１２８】
　さらなる実施例においては、移動端末は、要求されるＲＡＣＨ手順の回数を、時間的に
整列させる上りリンクコンポーネントキャリアが属している異なるタイミングアドバンス
グループの数、に基づいて求める。
【０１２９】
　本発明の別の実施例によると、要求される１回または複数回のＲＡＣＨ手順のそれぞれ
が、時間的に整列させる上りリンクコンポーネントキャリアのうち異なるタイミングアド
バンスグループに属している上りリンクコンポーネントキャリア上で実行される。
【０１３０】
　さらなる実施形態においては、要求されるＲＡＣＨ手順の識別された回数は、時間的に
整列させる複数の上りリンクコンポーネントキャリアの異なるタイミングアドバンスグル
ープの数に等しい。
【０１３１】
　さらには、別の実施例においては、時間的に整列させる上りリンクコンポーネントキャ
リアは、移動端末においてアクティブにされている上りリンクコンポーネントキャリアで
ある。
【０１３２】
　さらに詳細な実施例においては、上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列さ
せるとき、タイミングアドバンスグループごとにタイミングアドバンス値を設定する。
【０１３３】
　本発明の別の例示的な実施形態によると、要求されるＲＡＣＨ手順の回数は、時間的に
整列させる上りリンクコンポーネントキャリアが属しているタイミングアドバンスグルー
プの数から、移動端末がすでに時間的に整列させたタイミングアドバンスグループを除外
した数、に一致する。
【０１３４】
　さらには、当然ながら、上述した複数の異なる基準および規則は、互いに任意に組み合
わせて、上りリンク送信用に移動端末によって使用される送信電力を調整することができ
ることに留意されたい。
【０１３５】
　本発明の第１の態様および第２の態様に基づく本発明の別の例示的な実施例によると、
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上りリンク送信のための送信電力を制御する移動端末であって、少なくとも第１の上りリ
ンクコンポーネントキャリアおよび第２の上りリンクコンポーネントキャリアが設定され
ている、移動端末、が提供される。
【０１３６】
　移動端末は、第１の上りリンクコンポーネントキャリア上で物理上りリンク共有チャネ
ルを介してトランスポートブロックを送信するために要求される送信電力ＰＰＵＳＣＨ（
ｉ）、を求め、第２の上りリンクコンポーネントキャリア上で物理ランダムアクセスチャ
ネルを介してランダムアクセスプリアンブルを送信するために要求される送信電力ＰＰＲ

ＡＣＨ（ｉ）、を求める処理ユニット、を備えている。さらに、移動端末は、物理上りリ
ンク共有チャネル送信用に求めた送信電力、もしくは、物理ランダムアクセスチャネル送
信用に求めた送信電力、またはその両方を、物理上りリンク共有チャネル送信用の送信電
力と、物理ランダムアクセスチャネル送信用の送信電力との間の優先順位付けに従って低
減する電力制御ユニット、を含んでいる。さらに、移動端末は、第１の上りリンクコンポ
ーネントキャリア上でトランスポートブロックを、第２の上りリンクコンポーネントキャ
リア上でランダムアクセスプリアンブルを、それぞれの送信電力を使用して送信時間間隔
ｉの中で送信する送信器、を有する。
【０１３７】

【０１３８】
　本発明の第２の態様および第３の態様に基づく本発明の別の実施形態は、１回または複
数回のＲＡＣＨ手順において自身が使用する送信電力を調整する移動端末であって、複数
の上りリンクコンポーネントキャリア上でのアクセスが許可されている、移動端末、が提
供される。この移動端末は、時間的に整列させる上りリンクコンポーネントキャリアにつ
いて、それら上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させるために要求される
ＲＡＣＨ手順の回数を求める手段、を含んでいる。さらに、移動端末は、上りリンクコン
ポーネントキャリアを時間的に整列させるために要求される求めた回数のＲＡＣＨ手順を
実行する手段であって、１回または複数回のＲＡＣＨ手順すべてのための送信電力が、要
求されるＲＡＣＨ手順の求めた回数に従って求められる、手段、を備えている。
【０１３９】
　本発明の別の実施形態によると、上りリンクコンポーネントキャリア上で物理ランダム
アクセスチャネルを介してランダムアクセスプリアンブルを送信するための送信電力を調
整する方法、を実行する移動端末と一緒に使用される基地局、が提供される。この基地局
は、オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅを移動端末にシグナリングするように
構成されている電力制御ユニットであって、時間的に整列させる上りリンクコンポーネン
トキャリアと、すでに時間的に整列している上りリンクコンポーネントキャリアとが、２
つ以上のタイミングアドバンスグループに属している場合に、ランダムアクセスプリアン
ブルを送信するための送信電力を求める目的で、移動端末によってオフセットＰ０＿ＰＲ

ＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅが利用される、電力制御ユニット、を含んでいる。さらに、基地
局は、オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅを利用して移動端末によって求めら
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れた送信電力によるランダムアクセスプリアンブルを上りリンクコンポーネントキャリア
上で受信する受信ユニット、を備えている。
【０１４０】
　例示的な詳細な実施例においては、基地局は、別のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨを移動
端末にシグナリングするようにさらに構成されている電力制御ユニットであって、時間的
に整列させる上りリンクコンポーネントキャリアと、すでに時間的に整列している上りリ
ンクコンポーネントキャリアとが、同じタイミングアドバンスグループに属している場合
に、ランダムアクセスプリアンブルの送信電力を求める目的で、移動端末によってこの別
のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨが利用される、電力制御ユニット、をさらに含んでいる。
基地局は、この別のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨを利用して移動端末によって求められた
送信電力によるランダムアクセスプリアンブルを上りリンクコンポーネントキャリア上で
受信するように構成されている受信ユニット、をさらに備えている。
【０１４１】
　本発明のさらなる例示的な実施形態においては、上りリンクコンポーネントキャリア上
で物理ランダムアクセスチャネルを介してランダムアクセスプリアンブルを送信するため
の送信電力を調整する方法、を実行する移動端末と一緒に使用される基地局、が提供され
る。この基地局は、基地局に依存する、上りリンクコンポーネントキャリアｃのプリスケ
ーリングオフセットΔｏｆｆｓｅｔｃ、を移動端末にシグナリングする電力制御ユニット
であって、移動端末が、上りリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセスプリア
ンブルを送信するための送信電力を求める目的でプリスケーリングオフセットΔｏｆｆｓ
ｅｔｃを追加する、電力制御ユニット、を含んでいる。さらに、基地局は、移動端末が上
りリンクコンポーネントキャリアｃのプリスケーリングオフセットΔｏｆｆｓｅｔｃを追
加して求めた送信電力によるランダムアクセスプリアンブルを上りリンクコンポーネント
キャリア上で受信する受信ユニット、を備えている。
【０１４２】
　本発明の第１の態様および第２の態様に基づく本発明の別の例示的な実施形態は、命令
を格納しているコンピュータ可読媒体であって、命令が移動端末のプロセッサによって実
行されたとき、それに起因して、移動端末が、第１の上りリンクコンポーネントキャリア
上で物理上りリンク共有チャネルを介してトランスポートブロックを送信するために要求
される送信電力ＰＰＵＳＣＨ（ｉ）を求めるステップと、第２の上りリンクコンポーネン
トキャリア上で物理ランダムアクセスチャネルを介してランダムアクセスプリアンブルを
送信するために要求される送信電力ＰＰＲＡＣＨ（ｉ）を求めるステップと、によって、
上りリンク送信用に自身が利用する送信電力を調整し、移動端末に、少なくとも第１の上
りリンクコンポーネントキャリアおよび第２の上りリンクコンポーネントキャリアが設定
されている、コンピュータ可読媒体、に関する。さらに、命令に起因して、移動端末は、
物理上りリンク共有チャネル送信用に求めた送信電力、もしくは、物理ランダムアクセス
チャネル送信用に求めた送信電力、またはその両方を、物理上りリンク共有チャネル送信
用の送信電力と、物理ランダムアクセスチャネル送信用の送信電力との間の優先順位付け
に従って低減し、第１の上りリンクコンポーネントキャリア上でトランスポートブロック
を、第２の上りリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセスプリアンブルを、そ
れぞれの送信電力を使用して送信時間間隔ｉの中で送信する。
【０１４３】
　本発明の第２の態様および第３の態様に基づく本発明の別の実施形態においては、コン
ピュータ可読媒体における命令がプロセッサによって実行されたとき、それに起因して、
移動端末が、時間的に整列させる上りリンクコンポーネントキャリアについて、それら上
りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させるために要求されるＲＡＣＨ手順の
回数を求めるステップ、によって、１回または複数回のＲＡＣＨ手順に使用される送信電
力を調整し、移動端末に、複数の上りリンクコンポーネントキャリア上でのアクセスが許
可されている。さらに、命令が実行されることに起因して、移動端末は、上りリンクコン
ポーネントキャリアを時間的に整列させるために要求される求めた回数のＲＡＣＨ手順を
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実行し、この場合、１回または複数回のＲＡＣＨ手順すべてのための送信電力は、要求さ
れるＲＡＣＨ手順の求めた回数に従って求められる。
【０１４４】
　本発明のさらなる実施形態による別のコンピュータ可読媒体は、命令を格納しており、
上りリンクコンポーネントキャリア上で物理ランダムアクセスチャネルを介してランダム
アクセスプリアンブルを送信するための送信電力を調整する方法、を実行する移動端末と
一緒に使用される基地局、のプロセッサによって命令が実行されたとき、それに起因して
、基地局が、オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅを移動端末にシグナリングし
、オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅは、時間的に整列させる上りリンクコン
ポーネントキャリアと、すでに時間的に整列している上りリンクコンポーネントキャリア
とが、２つ以上のタイミングアドバンスグループに属している場合に、ランダムアクセス
プリアンブルの送信電力を求める目的で、移動端末によって利用される。さらに、基地局
は、オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅを利用して移動端末によって求められ
た送信電力によるランダムアクセスプリアンブルを上りリンクコンポーネントキャリア上
で受信する。
【０１４５】
　本発明の別の実施形態によるさらなるコンピュータ可読媒体は、命令を格納しており、
上りリンクコンポーネントキャリア上で物理ランダムアクセスチャネルを介してランダム
アクセスプリアンブルを送信するための送信電力を調整する方法、を実行する移動端末と
一緒に使用される基地局、のプロセッサによって命令が実行されたとき、それに起因して
、基地局が、基地局に依存する、上りリンクコンポーネントキャリアｃのプリスケーリン
グオフセットΔｏｆｆｓｅｔｃ、を移動端末にシグナリングし、プリスケーリングオフセ
ットΔｏｆｆｓｅｔｃは、移動端末が、上りリンクコンポーネントキャリア上でランダム
アクセスプリアンブルを送信するための送信電力を求める目的で追加する。
【０１４６】
　さらに、命令が実行されることに起因して、基地局は、移動端末が、基地局に依存する
上りリンクコンポーネントキャリアｃのプリスケーリングオフセットΔｏｆｆｓｅｔｃを
追加して求めた送信電力によるランダムアクセスプリアンブルを、上りリンクコンポーネ
ントキャリア上で受信する。
【０１４７】
　以下では、本発明について、添付の図面を参照しながらさらに詳しく説明する。図面に
おいて類似または対応する細部には、同じ参照数字を付してある。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの例示的なアーキテクチャを示している。
【図２】ＬＴＥのＥ－ＵＴＲＡＮアーキテクチャ全体の例示的な概要を示している。
【図３】シングルキャリアＦＤＭＡ方式における上りリンク帯域幅の例示的な割当て方式
として、局在型割当てを示している。
【図４】シングルキャリアＦＤＭＡ方式における上りリンク帯域幅の例示的な割当て方式
として、分散型割当てを示している。
【図５】下りリンクおよび上りリンクにおけるキャリアアグリゲーションが設定されてい
るときの３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）の第２層の構造を示している。
【図６】下りリンクおよび上りリンクにおけるキャリアアグリゲーションが設定されてい
るときの３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）の第２層の構造を示している。
【図７】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）に定義されているタイミングアドバンスに
よって、下りリンクコンポーネントキャリアに対して上りリンクコンポーネントキャリア
を時間的に整列させる方法を例示的に示している。
【図８】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）に定義されている、コンテンション（競合
）が生じうるＲＡＣＨ手順を示している。
【図９】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）に定義されている、コンテンション（競合
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）が生じないＲＡＣＨ手順を示している。
【図１０】利用可能な最大送信電力ＰＭＡＸを、ＴＴＩの中で送信されるトランスポート
ブロックに分配する場合の、本発明の例示的な実施形態による流れ図を示している。
【図１１】ユーザ機器において２つの無線セルがアグリゲートされている例示的なシナリ
オを示しており、一方の無線セルが基地局装置から提供され、他方の無線セルが周波数選
択性中継器（ＦＳＲ）から提供される。
【図１２】ユーザ機器において２つの無線セルがアグリゲートされている例示的なシナリ
オを示しており、一方の無線セルが基地局装置から提供され、他方の無線セルがリモート
ラジオヘッド（ＲＲＨ）から提供される。
【図１３】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）に定義されているようにＰＵＳＣＨ送信
のタイミングアドバンスを想定したときの、ＲＡＣＨ送信とＰＵＳＣＨ送信の異なる時間
的整列を例示的に示している。
【図１４】複数の上りリンクコンポーネントキャリアが設定されているユーザ機器におい
て、上りリンクコンポーネントキャリアが同じタイミングアドバンスグループに属する場
合のＲＡＣＨの構成を例示的に示している。
【図１５】複数の上りリンクコンポーネントキャリアが設定されているユーザ機器におい
て、上りリンクコンポーネントキャリアが２つのタイミングアドバンスグループに属する
場合のＲＡＣＨの構成を例示的に示している。
【図１６】ＰＲＡＣＨ上りリンク送信およびＰＵＳＣＨ上りリンク送信のための送信電力
を求める場合の、本発明の別の実施形態による送信電力調整手順の流れ図を示している。
【図１７】複数回のＲＡＣＨ手順を行う場合の、本発明のさらに別の実施形態による送信
電力調整手順の流れ図を示している。
【図１８】複数回のＲＡＣＨ手順を行う場合の、本発明の図１７の実施形態の例示的な実
施例による送信電力調整手順の流れ図を示している。
【発明を実施するための形態】
【０１４９】
　以下では、本発明のさまざまな実施形態について説明する。これら実施形態のほとんど
は、上の背景技術の節で説明したＬＴＥ－Ａ移動通信システムに従った直交シングルキャ
リア上りリンク無線アクセス方式に関連して概説してあるが、これは例示を目的としてい
るにすぎない。本発明は、例えば前述したＬＴＥ－Ａ通信システムなどの移動通信システ
ムと組み合わせて有利に使用できるが、本発明は、この特定の例示的な通信ネットワーク
における使用に限定されないことに留意されたい。
【０１５０】
　上の背景技術の説明は、本明細書に記載されている主としてＬＴＥ－Ａに関連する特定
の例示的な実施形態を深く理解することを目的としており、移動通信ネットワークにおけ
るプロセスおよび機能について、説明されている特定の実施形態に本発明を制限するもの
ではないことを理解されたい。しかしながら、本明細書に提案する改良は、背景技術に説
明したアーキテクチャ／システムにおいて容易に適用することができる。また、本発明の
いくつかの実施形態においては、これらのアーキテクチャ／システムの標準的な手順およ
び改良された手順を利用することもできる。
【０１５１】
　本発明は、移動端末（３ＧＰＰにおいてはユーザ機器）に１送信時間間隔（例：１つま
たは複数のサブフレーム）の中の複数の上りリンクリソースが割り当てられるシナリオに
おいて、上りリンク送信を対象とする、基地局（３ＧＰＰにおいては基地局装置（ｅＮｏ
ｄｅＢまたはＮｏｄｅＢ））による効率的かつ厳密なＱｏＳ制御を提供することを目的と
する。さらに、本発明は、移動端末の電力が制限されている場合にも、ＴＴＩの中での上
りリンク送信用に移動端末が利用可能な送信電力を効率的に利用する方法を提供する。
【０１５２】
　本発明の基礎をなす発想は、上りリンクリソース割当て（すなわち対応するトランスポ
ートブロック）の優先順位の順序を導入することである。移動端末は、上りリンクで送信
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するトランスポートブロックを生成するとき、もしくは、ＴＴＩ内での上りリンク送信用
に移動端末が利用可能な送信電力を、ＴＴＩの中で送信されるそれぞれのトランスポート
ブロックに分配するとき、またはその両方において、優先順位の順序を考慮する。優先順
位の順序は、処理順序と称されることもある。なぜなら、（以下の説明からさらに明らか
になるように）上りリンクリソース割当て（すなわち対応するトランスポートブロック）
に対して定義される優先順位の順序は、上りリンクリソース割当て（すなわち対応するト
ランスポートブロック）が処理される順序を意味するためである。
【０１５３】
　本発明の一態様は、電力制御において、複数の上りリンクリソース割当てに対応する個
々のトランスポートブロックに電力を割り当てるときの優先順位付けである。この態様は
、特に、移動端末の電力が制限されている状況に適用することができ、利用可能な送信電
力が複数の異なるトランスポートブロックに効率的に分配されるようにする。本発明のこ
の態様によると、上りリンクにおいてそれぞれのコンポーネントキャリア上で送信される
個々のトランスポートブロックに電力を割り当てるときの電力スケーリングを、上りリン
クコンポーネントキャリアの上りリンクリソース割当てを処理する順序（優先順位の順序
）を使用して決定する。本発明のこの態様によると、コンポーネントキャリア単位で（す
なわちトランスポートブロック単位、またはリソース割当て単位で）電力スケーリングが
適用される。
【０１５４】
　電力が制限された状況においては、移動端末は、トランスポートブロックのそれぞれを
送信するための送信電力を、優先順位の順序によって与えられる、それぞれのトランスポ
ートブロックの優先順位に従って減らす。なお、トランスポートブロックの送信に消費さ
れる合計送信電力は、与えられたＴＴＩ内での上りリンクにおけるトランスポートブロッ
クの送信用に移動端末が利用可能な最大送信電力より小さいかまたは等しくなるようにし
たものである。
【０１５５】
　例示的な実施例によると、送信電力のスケーリングにおいて、それぞれのトランスポー
トブロック（またはトランスポートブロックが送信されるそれぞれのコンポーネントキャ
リア）のリソース割当ての優先順位（優先順位の順序によって与えられる）を考慮して、
送信電力を低減する。このとき、優先順位の高いトランスポートブロックの送信は、送信
電力の低減による影響が最小であるようにする。優先順位の順序に比例して、リソース割
当て／コンポーネントキャリアの優先順位が低い（高い）ほど、対応する上りリンクリソ
ース割当てによって要求されるトランスポートブロックの送信電力に対して、大きい（小
さい）電力低減が適用されることが有利である。
【０１５６】
　前述したように、電力スケーリングは、可能な場合には優先度の高いトランスポートブ
ロックの送信が低減されないように設定されることが理想的である。最初に、優先順位の
低いトランスポートブロックを送信するための送信電力を制限することによって、与えら
れたＴＴＩ内での上りリンクにおけるトランスポートブロックの送信用に移動端末が利用
可能な最大送信電力を超えない範囲まで、送信電力が低減されるように試みるべきである
。
【０１５７】
　さらに、より高度な実施例では、移動端末における電力制御メカニズムにおいて、物理
上りリンク制御チャネル（例えばＬＴＥ－ＡにおけるＰＵＣＣＨ）でシグナリングされる
制御情報は電力スケーリングの対象とならない。同じＴＴＩの中で制御情報（例えばＬＴ
Ｅ－ＡにおけるＰＵＣＣＨ）と同時に送信される、物理上りリンク共有チャネル上の送信
（すなわちトランスポートブロック）のみが、電力スケーリングの対象となるようにする
。言い換えれば、電力制御メカニズムは、ＴＴＩ内での上りリンク送信用に移動端末が利
用可能な送信電力から、物理上りリンク制御チャネルで制御情報をシグナリングするのに
要求される送信電力を減じた残りの電力が、物理上りリンク共有チャネルのトランスポー
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トブロックのそれぞれに、トランスポートブロックの優先順位の順序を考慮して分配され
るように、設計されている。
【０１５８】
　本発明の第２の態様は、複数の異なる物理チャネルを介して同時に上りリンク送信する
（すなわち同じ送信時間間隔の中に複数の上りリンク送信が存在する）場合に電力を割り
当てるときの優先順位付けである。上りリンク送信を行うことのできる物理チャネルの例
は、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＨ）、および物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）である。複数の異なる物理
チャネルを介して上りリンク送信するときの電力割当てを優先順位付けすることによって
、個々の送信電力を割り当てることができる。この電力割当ては、それぞれの上りリンク
送信が送られるコンポーネントキャリアとは無関係とすることができる。
【０１５９】
　この第２の態様によると、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）と物理上りリ
ンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）とを介して同時に上りリンク送信する場合に、異なる送
信電力レベルを使用することができる。あるいは、本発明のこの第２の態様では、物理ラ
ンダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）と物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）と
を介して同時に上りリンク送信する場合に、送信電力を個々にスケーリングすることがで
きる。物理チャネルの優先順位付けに基づいて、上りリンク送信のための送信電力をスケ
ーリングすることで、例えば、優先順位付けされた物理チャネルを介してのそれぞれの上
りリンク送信のＳＩＮＲを改善することができる。例えば、移動端末の電力が制限された
状況にある場合、上りリンク送信のための送信電力を、物理チャネルの優先順位付けに基
づいて低減することによって、移動端末は与えられた電力制約を満たすことができる。
【０１６０】
　本発明の第２の態様に基づく本発明の例示的な実施形態においては、物理上りリンク共
有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信もしくは物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送
信またはその両方のための送信電力を、対応するチャネルの優先順位付けに従って低減す
る。この場合、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信の送信電力を、物理ラン
ダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信の送信電力よりも優先させる、またはこの逆と
する。
【０１６１】
　物理チャネル送信の優先順位が低い（高い）ほど、その物理チャネルを介して送信する
ための送信電力に対して、大きい（小さい）電力低減が適用されることが有利である。
【０１６２】
　理想的には、電力制限状況において送信電力の制約を満たす目的で、最初に、優先順位
の低い物理チャネル送信の送信電力を制限することを試みる。それでも送信電力の制約が
満たされない場合、より高い優先順位の物理チャネル送信の送信電力も制限することがで
きる。
【０１６３】
　本発明の代替実施形態においては、複数の異なる物理チャネルを介して同時に上りリン
ク送信する場合に電力を割り当てるときの優先順位付けと、本発明の第１の態様、すなわ
ち電力制御において、複数の上りリンクリソース割当てに対応する個々のトランスポート
ブロックに電力を割り当てるときの優先順位付けとを、有利に組み合わせることができる
。
【０１６４】
　ユーザ機器に、２つ以上のタイミングアドバンスグループに属する複数の上りリンクコ
ンポーネントキャリアが設定されているとき、ユーザ機器は、それぞれの上りリンクコン
ポーネントキャリアを時間的に整列させるため２回以上のＲＡＣＨ手順を同じ送信時間間
隔の中で実行することが要求されることがある。言い換えれば、ユーザ機器は、同じＴＴ
Ｉの中で２つ以上のランダムアクセスプリアンブルをＰＲＡＣＨチャネルを介して送信す
ることが要求されうる。したがって、本発明のより高度なさらなる実施形態においては、
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複数回のＰＲＡＣＨ手順が同時に実行される場合、個々のＲＡＣＨ手順のＲＡＣＨプリア
ンブル送信用の電力を割り当てるときに優先順位付けを実行する。
【０１６５】
　本発明のさらなる代替実施形態においては、優先順位の順序（ユーザ機器が複数回のＲ
ＡＣＨ手順のＲＡＣＨプリアンブルの送信電力を求めるときに従う順序）は、設定されて
いる上りリンクコンポーネントキャリアに割り当てられるインデックスにリンクされてい
る。各コンポーネントキャリアに個々のセルインデックスまたはキャリアインデックス（
ＣＩ）を割り当てることができる。また、上りリンクリソースが割り当てられるコンポー
ネントキャリアのセルインデックスまたはキャリアインデックスに従って、優先順位の順
序を定義することができる。
【０１６６】
　さらに高度な例示的な実施例においては、基地局装置は、コンポーネントキャリアの優
先順位が高い／低いほど、そのコンポーネントキャリアのセルインデックスまたはコンポ
ーネントキャリアインデックスが大きい／小さいように、セルインデックスまたはキャリ
アインデックスを割り当てることができる。この場合、ユーザ機器は、複数回のＲＡＣＨ
手順のＲＡＣＨプリアンブルを送信するための送信電力を、インデックスの大きい順に求
めるべきである。
【０１６７】
　本発明のさらなる代替実施形態においては、複数回のＲＡＣＨ手順のＲＡＣＨプリアン
ブルの送信電力を求めるための優先順位の順序は、コンポーネントキャリアのタイプに依
存する。上述したように、ユーザ機器あたり１つのプライマリ上りリンクコンポーネント
キャリア（ＰＣＣ）と、（必要な場合に）複数のセカンダリ上りリンクコンポーネントキ
ャリア（ＳＣＣ）と、が設定されている。この実施形態によると、ユーザ機器は、必ず、
プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）に対するＲＡＣＨ手順の一部であるＲＡＣ
Ｈプリアンブルを送信するための送信電力を割り当てた後に、ＴＴＩの中でＰＣＣ以外の
コンポーネントキャリアに対して実行されるＲＡＣＨ手順のＲＡＣＨプリアンブルのため
の送信電力を割り当てる。（１つまたは複数の）ＳＣＣ上で実行されるＲＡＣＨ手順のＲ
ＡＣＨプリアンブルのための送信電力割当てに関しては、いくつかのオプションが存在す
る。例えば、（１つまたは複数の）ＳＣＣ上でＲＡＣＨ手順を実行するための送信電力の
割当ては、ユーザ機器の実装に委ねることができる。これに代えて、（１つまたは複数の
）ＳＣＣ上でＲＡＣＨ手順を実行するための送信電力の割当ては、割り当てられているセ
ルインデックスまたはキャリアインデックスの順序で処理することができる。
【０１６８】
　本発明の第３の態様は、ランダムアクセス（ＲＡＣＨ）手順において使用される送信電
力を、複数の上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させるために要求される
ＲＡＣＨ手順の回数に基づいて調整することである。移動端末は、時間的に整列させる上
りリンクコンポーネントキャリアの数に応じて、１回または複数回のＲＡＣＨ手順を実行
して上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させる。ＲＡＣＨ手順には処理リ
ソースが必要であり、移動端末が並列に実行できる上りリンク送信は、ＲＡＣＨ手順によ
って制約される。したがって、できる限り少ないＲＡＣＨ手順を実行することが望ましい
。（１つまたは複数の）ＲＡＣＨプリアンブルの送信電力を、要求されるＲＡＣＨ手順の
回数に基づいて調整することによって、要求されるＲＡＣＨ手順のそれぞれの成功確率を
高めることができる。ＲＡＣＨ手順の成功確率が高いことにより、上りリンクコンポーネ
ントキャリアを時間的に整列させるためのＲＡＣＨ手順によって発生する遅延が減少する
。
【０１６９】
　本発明の例示的な一実施形態によると、ユーザ機器は、要求されない（すなわち余剰で
あるため実行されない）１回または複数回のＲＡＣＨ手順の送信電力を「利用」すること
で、複数の上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させるための要求されるＲ
ＡＣＨ手順のみを実行するように送信電力を調整することができ、これによって、要求さ
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れるＲＡＣＨ手順のそれぞれの成功確率が高まる。
【０１７０】
　本発明の代替実施形態においては、ユーザ機器は、複数の上りリンクコンポーネントキ
ャリアを時間的に整列させるために複数回のＲＡＣＨ手順が要求されるとき、ＲＡＣＨプ
リアンブルを送信するために使用される送信電力を増やす。例えば、ユーザ機器は、実行
するＲＡＣＨ手順が１回のみである場合、第１のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨを使用し、
実行するＲＡＣＨ手順が複数回である場合、別の第２のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕ

ｌｔｉｐｌｅを使用する。第２のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅは第１の
オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨより大きい値を有することが有利であり、これにより、複数
回のＲＡＣＨ手順を実行するときの成功確率を高めることができる。
【０１７１】
　本発明のさらなる代替実施形態においては、ユーザ機器は、ＲＡＣＨ手順においてＲＡ
ＣＨプリアンブルに使用される送信電力を、ＲＡＣＨ手順のそれぞれが実行されるコンポ
ーネントキャリアのタイプに応じて、個々に増やすことができる。いま、例示を目的とし
て、ユーザ機器あたり１つのプライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）と、オプショ
ンとして１つまたは複数のセカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）と、が設定され
ているものと想定する。したがって、ユーザ機器は、ＲＡＣＨ手順をプライマリコンポー
ネントキャリア上で実行する場合、ＲＡＣＨ手順のプリアンブルのための送信電力を、第
１のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨを利用して求める。ＲＡＣＨ手順をセカンダリコンポー
ネントキャリア上で実行する場合、ユーザ機器は第２のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕ

ｌｔｉｐｌｅを利用する。前述したように、第２のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔ

ｉｐｌｅは第１のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨより大きい値を有することができる。
【０１７２】
　本発明の第３の態様の例示的な実施例においては、時間的に整列させる複数の上りリン
クコンポーネントキャリアに要求されるＲＡＣＨ手順の回数を求める（または制限する）
ための方法はいくつか存在する。例えば、要求されるＲＡＣＨ手順の回数を求める方法は
、ユーザ機器の実装に委ねることができる。別のオプションまたは代替形態として、ユー
ザ機器は、要求されるＲＡＣＨ手順の回数を、複数の上りリンクコンポーネントキャリア
が属しているタイミングアドバンスグループの数に基づいて求める。上述したように、基
地局装置は、伝搬遅延が類似するコンポーネントキャリアを同じタイミングアドバンスグ
ループにグループ化することができる。１つのタイミングアドバンスグループの中では、
すべてのコンポーネントキャリアの伝搬遅延が等しいため、タイミングアドバンスグルー
プごとに１つのタイミングアドバンスを設定するのみでよい。すなわち、タイミングアド
バンスグループのコンポーネントキャリアすべてを時間的に整列させるのに要求されるＲ
ＡＣＨ手順は、タイミングアドバンスグループあたり１回のみである。したがって、タイ
ミングアドバンスグループに関する情報を取得するユーザ機器は、タイミングアドバンス
グループあたり１回のみのＲＡＣＨ手順を実行するものとして、要求されるＲＡＣＨ手順
の回数を求める。
【０１７３】
　時間的に整列させる少なくとも１つの上りリンクコンポーネントキャリアが属している
タイミングアドバンスグループごとにＲＡＣＨ手順が要求される状況を考えると、要求さ
れるＲＡＣＨ手順の回数は、時間的に整列させる複数の上りリンクコンポーネントキャリ
アの異なるタイミングアドバンスグループの数に等しい。
【０１７４】
　ユーザ機器は、それぞれのタイミングアドバンスグループの、時間的に整列させるべき
上りリンクコンポーネントキャリアの１つに対して１回のＲＡＣＨ手順を実行する。その
後、基地局装置から取得されるタイミングアドバンス値を使用することで、１つのタイミ
ングアドバンスグループに属している、時間的に整列させるべき１つまたは複数の上りリ
ンクコンポーネントキャリアのそれぞれのタイミングアドバンスを設定することができる
。
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【０１７５】
　いま、例示を目的として、ユーザ機器に設定されている上りリンクコンポーネントキャ
リアがすでに時間的に整列している（例えば過去の時点でＲＡＣＨ手順が実行された）状
況を考えると、タイミングアドバンス値がすでに設定されているタイミングアドバンスグ
ループ（すなわち、すでに時間的に整列している上りリンクコンポーネントキャリアの１
つを含んでいるタイミングアドバンスグループ）については、タイミングアドバンス値を
取得するためのさらなるＲＡＣＨ手順を実行する必要がない。したがって、要求されるＲ
ＡＣＨ手順の回数は、タイミングアドバンス値が設定されていないタイミングアドバンス
グループの数に一致する。言い換えれば、要求されるＲＡＣＨ手順の回数は、すでに時間
的に整列された上りリンクコンポーネントキャリアを含んでいないタイミングアドバンス
グループの数に等しい。タイミングアドバンスがすでに設定されているタイミングアドバ
ンスグループに属する、時間的に整列させるべきコンポーネントキャリアについては、ユ
ーザ機器は、そのような１つまたは複数の上りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれ
のタイミングアドバンスを、単純に、それぞれのコンポーネントキャリアが属しているそ
れぞれのタイミングアドバンスグループに設定されているタイミングアドバンスに従って
設定する。
【０１７６】
　すでに上述したように、本発明の一態様は、生成されたトランスポートブロックを、割
り当てられたリソースを用いて上りリンクコンポーネントキャリア上で送信できるように
、送信電力を分配することである。この場合、特に、移動端末の電力が制限されている状
況は、本発明の適用対象である。上りリンクのキャリアアグリゲーションを使用する通信
システム（例えばＬＴＥ－Ａ）において本発明を実施するとき、コンポーネントキャリア
ごとの電力制御を想定した場合、本発明の別の実施形態によると、移動端末の電力が制限
された状況において、上りリンクコンポーネントキャリア上で物理上りリンク共有チャネ
ルを介して送信するための電力を割り当てるときに優先順位付けを行うことを提案する。
このように、移動端末が利用可能な送信電力を優先順位付けすることによって、データ／
上りリンクコンポーネントキャリアの異なるＱｏＳに対応することができる。
【０１７７】
　電力制限とは、１ＴＴＩの中で上りリンクリソース割当てに従って上りリンクコンポー
ネントキャリア上でトランスポートブロックを送信するために要求される、移動端末の合
計送信電力が、上りリンク送信用に移動端末が利用可能な最大送信電力ＰＭＡＸを超えて
いる状況を意味する。上りリンク送信用に移動端末が利用可能な最大送信電力ＰＭＡＸは
、移動端末の最大電力性能と、ネットワークによって許可される（すなわち基地局装置に
よって設定される）最大送信電力とに依存する。
【０１７８】
　図１０は、利用可能な最大送信電力ＰＭＡＸを、ＴＴＩの中で送信されるトランスポー
トブロックに分配する場合の、本発明の例示的な実施形態による流れ図を示している。こ
の例示的な実施形態および以降の例においては、通信システムはＬＴＥ－Ａをベースとし
ており、上りリンクのキャリアアグリゲーションを使用し、コンポーネントキャリアごと
の電力制御を想定する。さらには、ＰＵＣＣＨ（すなわち制御情報）の送信電力がＰＵＳ
ＣＨ送信（すなわち上りリンクリソース割当てに従って生成されるトランスポートブロッ
ク）よりも優先される。すなわち、電力制限状況下ではＰＵＳＣＨの送信電力が最初にス
ケールダウンされるものと想定する。
【０１７９】
　移動端末は、最初に、１ＴＴＩを対象とする複数の上りリンクリソース割当てを、自身
の受信器ユニットを使用して受信し（１００１）、移動端末の処理ユニットが、これらリ
ソース割当ての優先順位の順序を決定する（１００２）。上りリンクリソース割当ての優
先順位の順序は、本明細書に記載されているさまざまな例示的なオプションの１つに従っ
て決定することができる。
【０１８０】
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　さらに、移動端末のトランスポートブロック生成ユニットが、上りリンクリソース割当
てに従ってトランスポートブロックを生成する（１００３）。このトランスポートブロッ
ク生成は、同様に、本明細書に記載されているさまざまな例示的なオプションの１つに従
って実施することができる。さらに、別の代替実施例においては、ＬＴＥリリース８にお
ける、各上りリンクリソース割当て（すなわち上りリンクコンポーネントキャリア）にお
いて公知の論理チャネル優先順位付けを実行することによって、各コンポーネントキャリ
アのトランスポートブロックを、対応する上りリンクリソース割当てに従って生成するこ
とができる。
【０１８１】
　さらに、移動端末の処理ユニットは、生成されたトランスポートブロックのそれぞれに
ついて、電力制御機能に従って、それぞれの上りリンクリソース割当てによって明示的ま
たは暗黙的に要求される送信電力を求める（すなわち、要求される送信電力は電力制御式
によって与えられる）（１００４）。例えば、移動端末は、対応する上りリンクリソース
割当てに従って上りリンクコンポーネントキャリア上で各トランスポートブロックを送信
するのに要求される送信電力を、背景技術に記載されている式（１）を使用して求めるこ
とができる。本例においては、移動端末は、与えられたＴＴＩの中でトランスポートブロ
ックを送信するための電力が制限されるものと想定する。移動端末は、例えば、上りリン
ク送信用に移動端末が利用可能な最大送信電力ＰＭＡＸから、同じＴＴＩの中でのＰＵＣ
ＣＨ上での制御シグナリングに要求される送信電力ＰＰＵＣＣＨを差し引いた値と、トラ
ンスポートブロックに要求される送信電力の合計とを比較する。そして移動端末は、上り
リンク送信用に移動端末が利用可能な最大送信電力ＰＭＡＸから、同じＴＴＩの中でのＰ
ＵＣＣＨ上での制御シグナリングに要求される送信電力ＰＰＵＣＣＨを差し引いた値より
も、トランスポートブロックに要求される送信電力の合計が上回っているものと判定され
たとき、自身が電力制御状況にあるものと判断することができる。
【０１８２】
　上りリンク送信用に移動端末が利用可能な最大送信電力ＰＭＡＸから、同じＴＴＩの中
でのＰＵＣＣＨ上での制御シグナリングに要求される送信電力ＰＰＵＣＣＨを差し引いた
値を超えないようにするためには、移動端末は、すべてのトランスポートブロックまたは
一部のトランスポートブロックを送信するための上りリンク送信電力を低減する必要があ
る。この電力低減（電力スケーリングとも称される）の実施方法については、いくつかの
オプションが存在する。次いで、図１０に示した例示的な流れ図においては、移動端末は
、それぞれのトランスポートブロックの各送信について電力低減率を決定する（１００５
）。これは、各トランスポートブロックを送信するための低減後の送信電力の合計が、上
りリンク送信用に移動端末が利用可能な最大送信電力ＰＭＡＸから、同じＴＴＩの中での
ＰＵＣＣＨ上での制御シグナリングに要求される送信電力ＰＰＵＣＣＨを差し引いた値に
等しいかそれより小さくなるように決定する。ここで、各トランスポートブロックを送信
するための低減後の送信電力は、ステップ１００４で求めたそれぞれの要求される送信電
力に、求めたそれぞれの電力低減率を適用（１００６）したときに得られる、各トランス
ポートブロックの送信用の送信電力である。移動端末の送信電力制御ユニットは、ステッ
プ１００４で求めたそれぞれの要求される送信電力に、求めたそれぞれの電力低減率を適
用する（１００６）。また、移動端末の送信電力制御ユニットは、トランスポートブロッ
クを、与えられたＴＴＩの中で、割り当てられた上りリンクリソースを介して、低減され
た送信電力を使用してコンポーネントキャリア上で送信する（１００７）。
【０１８３】
　電力低減または電力スケーリングは、移動端末によって提供される送信電力制御機能の
一部として実施することができる。電力制御機能は、移動端末の物理層の機能と考えるこ
とができる。物理層は、論理チャネルとトランスポートブロックとの間のマッピング（す
なわち論理チャネルとコンポーネントキャリアとの間のマッピング）についてまったく認
識していないものと想定することができる。なぜなら、複数のコンポーネントキャリアに
おける論理チャネルデータの多重化は、移動端末のＭＡＣ層が実行するためである。しか
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しながら、トランスポートブロックの（すなわちＰＵＳＣＨの）送信電力を、上りリンク
コンポーネントキャリアの優先順位（すなわちリソースを割り当てる上りリンクリソース
割当ての優先順位）に基づいてスケーリングするとき、キャリアアグリゲーションの設定
において遅延要件の高いトラフィックを適切にサポートできることが望ましい。
【０１８４】
　より詳細には、ＰＵＳＣＨで送信されるトランスポートブロックの中の高ＱｏＳデータ
は、より多くの再送信が許容される低ＱｏＳデータと比較して、低減率が小さいことが望
ましい。したがって、本発明の例示的な一実施形態によると、ＰＵＳＣＨ上のトランスポ
ートブロックの送信電力をスケーリングするとき（ステップ１００５およびステップ１０
０６を参照）、上りリンクリソース割当ての処理順序を考慮することが有利である。この
処理順序は、これらのリソース割当てがリソースを割り当てるコンポーネントキャリアの
優先順位の順序と等しいものと考えることができる。上りリンクリソース割当ての処理順
序と電力スケーリングのいずれも、論理チャネルが受ける送信品質に影響を及ぼす。その
ため、移動端末のＭＡＣ層においてトランスポートブロックを生成する（例えばステップ
１００３を参照）ときの上りリンクリソース割当ての優先順位付けと、移動端末の物理層
における電力スケーリング機能（ステップ１００５およびステップ１００６を参照）との
間に、何らかの相互関係が存在することが望ましい。
【０１８５】
　この相互関係は、例えば、物理層に提供される電力スケーリング機能によってＰＵＳＣ
Ｈ送信の電力スケーリングを行うときと、ＭＡＣ層においてトランスポートブロックの生
成時に上りリンクリソース割当ての処理順序を決定するときとで、上りリンクリソース割
当ての同じ優先順位の順序を使用することによって、達成することができる。例示的な一
実施例においては、移動端末は、ＰＵＳＣＨ上のトランスポートブロックに要求される送
信電力（ステップ１００４を参照）を、上りリンクリソース割当ての処理順序とは逆の順
序でスケールダウンする。移動端末の電力制御ユニットは、基本的には、優先順位が最低
である上りリンクリソース割当てに対応するトランスポートブロックの送信に要求される
送信電力を、最初にスケールダウンする。次いで、移動端末の電力制御ユニットは、優先
順位が２番目に低い上りリンクリソース割当てに対応するトランスポートブロックの送信
に要求される送信電力をスケールダウンし、以下同様である。必要な場合、１つまたは複
数のトランスポートブロックの送信電力を０までスケールダウンすることができる（すな
わち対応するコンポーネントキャリアにおいて移動端末はＤＴＸを実行する）。
【０１８６】
　さらなる例示的な一実施例においては、１つのトランスポートブロックの送信に要求さ
れる送信電力を０までスケールダウンした後、次のトランスポートブロックの電力スケー
リングを行う。したがって、電力制御ユニットは、最初に、優先順位が最低である上りリ
ンクリソース割当てに対応するトランスポートブロックの送信に要求される送信電力を、
（必要であれば）０までスケールダウンする。もし送信電力をさらに低減する必要がある
場合、移動端末の電力制御ユニットは、優先順位が２番目に低い上りリンクリソース割当
てに対応するトランスポートブロックの送信に要求される送信電力を、（必要であれば）
０までスケールダウンし、以下同様である。
【０１８７】
　送信電力の電力低減／電力スケーリングは、ＬＴＥ－Ａシステムにおいては例えば以下
のように実施することができる。例示的な一実施例においては、各コンポーネントキャリ
アｃの重み係数ｗｃ（それぞれのコンポーネントキャリア上でのトランスポートブロック
のＰＵＳＣＨ送信に適用される）が、基地局装置からユーザ機器にシグナリングされる。
ユーザ機器の電力制御ユニットは、自身の電力が制限されているとき、リソースが割り当
てられたコンポーネントキャリア上でのＰＵＳＣＨ送信すべての送信電力の加重和をスケ
ーリングする。このスケーリングは、上りリンク送信用に移動端末が利用可能な最大送信
電力ＰＭＡＸを超えないように、スケーリング係数ｓを計算することによって実施するこ
とができる。スケーリング係数ｓは、次の式（２）から求めることができる。
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【数２】

　この式において、ｓはスケーリング係数、ｗｃはコンポーネントキャリアｃの重み係数
を表す。ＰＰＵＣＣＨ（ｉ）は、ＴＴＩｉの中でのＰＵＣＣＨ上の制御シグナリングに要
求される送信電力を表し、ＰＰＵＳＣＨｃ（ｉ）は、ＴＴＩｉの中でコンポーネントキャ
リアｃのＰＵＳＣＨ上で送信されるトランスポートブロックの送信電力を表す（ステップ
１０４および式（１）を参照）。明らかに、スケーリング係数ｓは、次式によって求める
ことができる。

【数３】

　コンポーネントキャリアの重み係数ｗｃは、例えば、特定のコンポーネントキャリア上
で送信されるデータのＱｏＳと考えることができる。
【０１８８】
　さらに高度な一実施例においては、上りリンクのプライマリコンポーネントキャリア（
ＰＣＣ）のＰＵＳＣＨ上で送信されるトランスポートブロックがスケーリングされないよ
うにすることができる。これは例えば、上りリンクのプライマリコンポーネントキャリア
（ＰＣＣ）の重み係数ｗｃを基地局装置が１／ｓに定義することによって達成することが
できる。これに代えて、上りリンクのプライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）以外
のコンポーネントキャリアのみを対象とするスケーリング係数ｓを、以下の関係を使用し
て求めることができる。
【数４】

　したがって、
【数５】

　この式において、ＰＰＵＳＣＨ＿ＰＣＣ（ｉ）は、上りリンクのプライマリコンポーネ
ントキャリア（ＰＣＣ）上で送信されるトランスポートブロックの送信に要求される送信
電力である（ステップ１００４および式（１）を参照）。一方、ＰＰＵＳＣＨ＿ＳＣＣｃ

（ｉ）は、ＰＣＣ以外の上りリンクセカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）上で送
信されるトランスポートブロックの送信に要求される送信電力である（ステップ１００４
および式（１）を参照）。
【０１８９】
　本発明のさらなる例示的な一実施形態においては、ユーザ機器は、トランスポートブロ
ックを生成するとき、重み係数ｗｃの大きい順に上りリンクリソース割当てを処理するこ
とができる。したがって、優先順位の順序を重み係数ｗｃによって与えることができる。
移動端末は、最も高い重み係数ｗｃが割り当てられている上りリンクコンポーネントキャ
リアの上りリンクリソース割当てを最初に処理する。最も高い重み係数ｗｃは、本質的に
は、優先順位が最高の上りリンクコンポーネントキャリア（すなわちこの実施形態におい
ては上りリンクリソース割当て）に対応する。
【０１９０】
　複数の上りリンクコンポーネントキャリアに同じ重み係数ｗｃが適用されている場合、
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の場合、（上述したように）上りリンクリソース割当てが下りリンクで送信されたタイミ
ングに基づいて、あるいは、対応するコンポーネントキャリアのキャリアインデックス（
ＣＩ）に基づいて、処理の順序を決定することもできる。
【０１９１】
　本発明の別の例示的な実施形態においては、移動端末の電力制御ユニットによる電力ス
ケーリングは、それぞれのトランスポートブロックが送信されるコンポーネントキャリア
のタイプに依存する。優先度が最高のトラフィックを伝える上りリンクプライマリコンポ
ーネントキャリア（ＰＣＣ）上でのトランスポートブロックのＰＵＳＣＨ送信への電力割
当ては、上りリンクセカンダリコンポーネントキャリア上での他のＰＵＳＣＨ送信よりも
優先される。ＰＣＣ以外の上りリンクコンポーネントキャリア（すなわち上りリンクセカ
ンダリコンポーネントキャリア）に対する電力割当て（すなわち電力低減／電力スケーリ
ング）は、ユーザ機器の実装に委ねることができる。例えば、ＰＣＣ以外の上りリンクセ
カンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）に関して、ユーザ機器は、ＱｏＳ要件の高い
データを、自身が選択するコンポーネントキャリア上に多重化することができる。このコ
ンポーネントキャリアの電力割当てを、それ以外の上りリンクセカンダリコンポーネント
キャリア（ＳＣＣ）よりも優先させることができる。
【０１９２】
　キャリアアグリゲーションを使用する通信システムにおいては、移動端末は、１つのコ
ンポーネントキャリア上でランダムアクセスを実行する一方で、スケジューリングされた
データ（トランスポートブロック）を別のコンポーネントキャリア上で送信することがで
きる。したがって、ＬＴＥ－Ａなどの３ＧＰＰベースのシステムの場合、ユーザ機器は、
１つのコンポーネントキャリア上でＲＡＣＨ（ランダムアクセスチャネル）アクセスを実
行する一方で、別のコンポーネントキャリア上でＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨを同時に送信す
ることが可能である。したがって、ユーザ機器は、ＲＡＣＨプリアンブルを送信し（すな
わち物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）上での送信）、さらに、同じＴＴＩの
中で、ＰＵＳＣＨもしくはＰＵＣＣＨまたはその両方においてデータを送信することがで
きる。ＰＲＡＣＨとＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨとを同時に送信することが起こりうるケース
として、ユーザ機器が１つの上りコンポーネントキャリアでは同期していないが、別の上
りリンクコンポーネントキャリアでは依然として上りリンク同期している状況が挙げられ
る。「同期していないコンポーネントキャリア」において上りリンク同期を回復する目的
で、ユーザ機器は、（例えばＰＤＣＣＨによって命令された）ＲＡＣＨアクセスを行う。
さらには、ユーザ機器のための専用のスケジューリング要求チャネルがＰＵＣＣＨ上に確
立されていない場合にも、ユーザ機器は、自身のバッファに新しいデータが到着した場合
に、上りリンクリソースを要求する目的でＲＡＣＨアクセスを実行することができる。
【０１９３】
　これらの場合、本発明の別の実施形態によると、ＲＡＣＨアクセス（すなわちＰＲＡＣ
Ｈ上でのＲＡＣＨプリアンブルの送信）の送信電力は、アクセスネットワークによる電力
制御の対象とならない。しかしながら、この実施形態においては、電力制限状況下にある
移動端末によって電力スケーリングが適用されるとき、ＰＲＡＣＨ送信のための送信電力
も考慮される。したがって、ＰＲＡＣＨ送信およびＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信が同時に
行われる場合、ＴＴＩの中のＰＲＡＣＨ、ＰＵＣＣＨ、およびＰＵＳＣＨの送信電力は、
次の関係を満たすべきである。
【数６】

　この式において、ＰＰＲＡＣＨ（ｉ）は、ＴＴＩｉの中でＰＲＡＣＨ上で送信するため
の送信電力である。電力制限のため電力スケーリングが必要である場合、１つの例示的な
シナリオにおいては、満たすべき関係は以下である。
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【数７】

【０１９４】
　さらに詳細な例示的な実施例においては、プリアンブルの最初の送信電力設定（すなわ
ちＰＰＲＡＣＨ（ｉ）の設定）は、ユーザ機器の開ループ推定（経路損失の完全な補償）
に基づくことができる。これによって、ＲＡＣＨプリアンブルの受信電力を経路損失とは
無関係にすることができる。さらに基地局装置は、例えば、所望の受信ＳＩＮＲ、ＲＡＣ
Ｈプリアンブルに割り当てられる時間－周波数スロットにおける上りリンク干渉／ノイズ
の測定レベル、および（場合によっては）プリアンブルのフォーマットに応じて、ＰＲＡ
ＣＨの追加の電力オフセットを設定することができる。さらには、基地局装置は、再送信
される各プリアンブルの送信電力ＰＰＲＡＣＨ（ｉ）が一定のステップで増大するように
（すなわちＰＲＡＣＨ送信の試みが成功しなかった場合）、プリアンブルの電力ランピン
グをオプションとして設定することができる。
【０１９５】

【０１９６】

【０１９７】
　第３のオプションでは、ＰＲＡＣＨおよびＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨの同時送信が許可さ
れない。したがってこの場合、ユーザ機器は、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信またはＰＲＡ
ＣＨ送信のいずれかをドロップする。ＰＲＡＣＨとＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨとでタイミン
グオフセットが異なるため、電力増幅器（ＰＡ）を両方に利用することはかなり困難であ
る。
【０１９８】
　言い換えれば、同じ送信時間間隔の中で複数の異なる物理チャネル上で送信するときユ
ーザ機器がどのように電力制御を実行するかは、ＰＵＳＣＨ送信の送信電力とＰＲＡＣＨ
送信（すなわちＲＡＣＨプリアンブルの送信）の送信電力との間の優先順位付けによって
決まる。
【０１９９】
　本発明の実施形態によると、ユーザ機器は、ＰＲＡＣＨを介しての上りリンク送信とＰ
ＵＳＣＨを介しての上りリンク送信とを同時に行うとき、異なる送信電力レベルを使用す
る。異なる電力レベルを使用することによって、ユーザ機器は、与えられる電力制約を満
たすことができ、これについて図１６の流れを参照しながら以下に例示的に説明する。
【０２００】
　ユーザ機器は、上りリンク送信に自身が利用する送信電力を調整するため、最初に、Ｐ
ＲＡＣＨ送信およびＰＵＳＣＨ送信の優先順位を決定する（ステップ１６０１を参照）。
さらにユーザ機器は、ＰＵＳＣＨ送信のための送信電力を求め（ステップ１６０２を参照
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）、同じ送信時間間隔の中で実行されるＰＲＡＣＨ送信のための送信電力を求める（ステ
ップ１６０３を参照）。特に、これらの電力レベルは、それぞれの送信が実行される上り
リンクコンポーネントキャリアに基づいて求めることができる。当然ながら、同じサブフ
レームの中で行われるＰＲＡＣＨ送信およびＰＵＳＣＨ送信は、（キャリアアグリゲーシ
ョンをサポートするユーザ機器によって）異なる上りリンクコンポーネントキャリア上で
実行される。このユーザ機器は、ＬＴＥ－Ａのユーザ機器とすることができる。
【０２０１】
　次いで、ユーザ機器は、ＰＵＳＣＨ送信のために求めた送信電力、もしくは、ＰＲＡＣ
Ｈ送信のために求めた送信電力、またはその両方の電力低減率を決定する（ステップ１６
０４を参照）。この電力低減は、ＰＵＳＣＨ送信の送信電力とＰＲＡＣＨ送信の送信電力
との間の優先順位付けに従って実行される。ユーザ機器の利用可能な最大送信電力に従っ
て送信電力を低減することによって、電力制限状況において、ユーザ機器に与えられた電
力制約が満たされるようにすることができる。したがって、ユーザ機器は、求めたＰＲＡ
ＣＨ送信電力およびＰＵＳＣＨ送信電力に、求めた電力低減率を適用し（ステップ１６０
５を参照）、ＰＲＡＣＨ送信およびＰＵＳＣＨ送信を、それぞれの上りリンクコンポーネ
ントキャリア上で、低減した送信電力において送信する（ステップ１６０６を参照）。
【０２０２】
　キャリアアグリゲーションをサポートするユーザ機器は、ＲＡＣＨアクセスを実行する
一方で、別のコンポーネントキャリア上でＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨを同時に送信すること
ができる。言い換えれば、ユーザ機器は、ＲＡＣＨプリアンブル（すなわちＰＲＡＣＨ送
信）と、ＰＵＳＣＨもしくはＰＵＣＣＨまたはその両方とを、同じＴＴＩの中で送信する
状況に遭遇することがある。ＰＲＡＣＨとＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨとを同時に送信するこ
とが起こりうるのは、例えば、ユーザ機器が１つの上りコンポーネントキャリアでは上り
リンク同期していないが、別の上りリンクコンポーネントキャリアでは依然として上りリ
ンク同期している状況である。上りリンク同期を回復するため、ユーザ機器は、ＲＡＣＨ
アクセス（例えば、同期していないコンポーネントキャリアを対象としてＰＤＣＣＨによ
って命令されるコンテンションフリーのＲＡＣＨアクセス）を実行する。さらには、ユー
ザ機器のための専用のスケジューリング要求チャネルがＰＵＣＣＨ上に確立されていない
場合にも、ユーザ機器は、例えば自身のバッファに新しいデータが到着した場合に、上り
リンクリソースを要求する目的でＲＡＣＨアクセスを実行することができる。
【０２０３】
　ＬＴＥにおいては、本明細書の背景技術に記載されている上りリンク電力制御の対象と
なるのは、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、物理上りリンク制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ）、およびサウンディング基準信号（ＳＲＳ）であり、物理ランダムアクセス
チャネル（ＰＲＡＣＨ）には適用されないという印象がある。しかしながら、電力制限に
起因して電力スケーリングを使用する必要があるとき、ＰＲＡＣＨ送信も考慮する必要が
ある。
【０２０４】
　従来、電力制限の場合に考慮されるのは、ＰＵＣＣＨと、上りリンク制御情報（ＵＣＩ
）が多重化されたＰＵＳＣＨと、ＰＵＳＣＨであり、この場合、ＰＵＣＣＨはＰＵＳＣＨ
よりも優先順位が高い。ＵＣＩが多重化されたＰＵＳＣＨ送信は、ＵＣＩが多重化されて
いないＰＵＳＣＨ送信よりも優先順位が高く、したがって優先される。優先順位の順序は
以下である。
ＰＵＣＣＨ＞ＰＵＳＣＨ（ＵＣＩあり）＞ＰＵＳＣＨ（ＵＣＩなし）
【０２０５】
　さらに、ＲＡＣＨプリアンブルを送信するための最初の電力設定は、ユーザ機器の開ル
ープ推定（経路損失の完全な補償）に基づくことができる。これによって、基地局装置に
おけるＲＡＣＨプリアンブルの受信電力を経路損失とは無関係にすることができる。
【０２０６】
　本発明のさらに詳細な実施形態によると、基地局装置は、ＲＡＣＨ送信を対象とする追
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加の電力オフセットとして、従来の開ループ電力制御メカニズムから求められる電力に加
える形で適用される電力オフセットを設定する。ＲＡＣＨ送信のこの電力オフセットは、
例えば、所望の受信ＳＩＮＲ、ＲＡＣＨプリアンブルに割り当てられる時間－周波数スロ
ットにおける上りリンク干渉／ノイズの測定レベル、およびプリアンブルのフォーマット
に基づいて求めることができる。
【０２０７】
　本発明の別の詳細な実施形態によると、基地局装置は、再送信される各プリアンブルの
送信電力が一定のステップで増大するように（すなわちＰＲＡＣＨ送信の試みが成功しな
かった場合）、プリアンブルの電力ランピングを再設定することができる。
【０２０８】
　言い換えれば、ＰＲＡＣＨ送信およびＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信が同時に行われる場
合に電力スケーリングを実行するための、本発明のこの態様の実施方法は、いくつか存在
する。
【０２０９】
　本発明の一実施例によると、ＰＲＡＣＨの送信電力が、ＰＵＣＣＨの送信電力と同様に
、ＰＵＳＣＨの送信電力よりも優先される。優先順位の順序は以下である。
ＰＵＣＣＨ＞ＰＲＡＣＨ＞ＰＵＳＣＨ（ＵＣＩあり）＞ＰＵＳＣＨ（ＵＣＩなし）
【０２１０】
　本発明のさらなる実施例では、ＵＣＩが多重化されたＰＵＳＣＨをＰＲＡＣＨ送信より
も優先させることが有利である。ＵＣＩが多重化されたＰＵＳＣＨには、タイムクリティ
カルな重要情報が含まれる。したがって、優先順位の順序は以下のようにすることができ
る。
ＰＵＣＣＨ＞ＰＵＳＣＨ（ＵＣＩあり）＞ＰＲＡＣＨ＞ＰＵＳＣＨ（ＵＣＩなし）
【０２１１】
　本発明のさらに別の実施例においては、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信がＰＲＡＣＨより
も優先される。この場合、ユーザ機器は、最初にＰＲＡＣＨ送信の送信電力をスケールダ
ウンし、次いで、（必要であれば）ＰＵＳＣＨ送信の送信電力をスケールダウンする。優
先順位の順序は以下のように指定される。
ＰＵＣＣＨ＞ＰＵＳＣＨ（ＵＣＩあり）＞ＰＵＳＣＨ（ＵＣＩなし）＞ＰＲＡＣＨ
【０２１２】
　本発明の上述した実施例は、ユーザ機器のさまざまな設定構成において適用することが
できる。例えば、ユーザ機器に、２つ以上のタイミングアドバンス（ＴＡ）グループに属
する複数の上りリンクコンポーネントキャリアが設定されており、ユーザ機器は１つのみ
の電力増幅器（ＰＡ）を有する。あるいは、ユーザ機器に、２つ以上のタイミングアドバ
ンス（ＴＡ）グループに属する複数の上りリンクコンポーネントキャリアが設定されてお
り、上りリンクコンポーネントキャリアのタイミングアドバンスグループごとに個別の電
力増幅器（ＰＡ）が提供される。
【０２１３】
　ユーザ機器の例示的な設定構成として、２つ以上のタイミングアドバンスグループに属
する複数の上りリンクコンポーネントキャリアが設定されており、電力増幅器（ＰＡ）が
１基のみである場合、ユーザ機器は、ＰＲＡＣＨとＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨとが同時に送
信されないようにしなければならない。このようなユーザ機器の実施例では、ＰＵＣＣＨ
／ＰＵＳＣＨ送信またはＰＲＡＣＨ送信のいずれかをドロップする必要がある。その理由
として、ＰＲＡＣＨとＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨとでタイミングオフセットが異なるためで
あり、ＨＳＵＰＡのＨＳ－ＤＰＣＣＨおよびＤＰＣＣＨ／ＤＰＤＣＨの場合に類似して、
電力増幅器（ＰＡ）を両方に利用することはかなり困難である。
【０２１４】
　本発明のさらなる実施形態は、１ＴＴＩの中の複数のＲＡＣＨ送信を優先順位付けする
ことに関する。
【０２１５】
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　本発明の実施例においては、ユーザ機器は、いくつかのＲＡＣＨ送信のうちどれを優先
させるかを、ＰＲＡＣＨプリアンブルを送信する対応する上りリンクコンポーネントキャ
リアのセルインデックスに従った順序に基づいて決定する。この実施例においては、最も
小さいセルインデックスを有する上りリンクコンポーネントキャリア上のＰＲＡＣＨ送信
に、最も高い優先順位を割り当てることができる。
【０２１６】
　本発明の別の実施例においては、ユーザ機器は、自身が開始するＲＡＣＨ手順と、ＰＤ
ＣＣＨ命令によって基地局装置によって命令されるＲＡＣＨ手順（コンテンションフリー
のＲＡＣＨアクセスとも称される）とを区別する。この実施例においては、ユーザ機器が
開始するＲＡＣＨ手順よりも、基地局装置によって命令されるＲＡＣＨ手順に高い優先順
位が割り当てられる。
【０２１７】
　さらには、上述した優先順位方式の両方の実施例を組み合わせることができる。この場
合、ユーザ機器は、最初に、ＰＤＣＣＨ命令による手順か自身が開始する手順かに基づい
てＲＡＣＨ手順を順位付けした後、両方のグループのＲＡＣＨ手順を、対応するコンポー
ネントキャリアのセルインデックスに従って順位付けする。
【０２１８】
　前述したように、本発明の別の詳細な実施形態においては、再送信される各プリアンブ
ルの送信電力が一定のステップで増大するように（すなわちＰＲＡＣＨ送信の試みが成功
しなかった場合）、ユーザ機器によって実行されるＲＡＣＨプリアンブルの電力ランピン
グ手順を再設定する。
【０２１９】
　ユーザ機器において、２つ以上のタイミングアドバンスグループに属する複数の上りリ
ンクコンポーネントキャリアがアグリゲートされている場合、複数回のＲＡＣＨ手順が必
要になる。一例としてハンドオーバーの場合、ユーザ機器は、ハンドオーバー先の基地局
装置においてアクティブなキャリアのキャリアアグリゲーションを適用する必要がある。
この場合、ハンドオーバー手順の一部として、アクティブなコンポーネントキャリアが含
まれるタイミングアドバンスグループすべてを時間的に整列させる。これを連続的に行う
場合、さらなる遅延が発生するが、ＲＡＣＨ手順を同時に行う場合にも遅延が増す。なぜ
なら、異なる上りリンクセカンダリセル上でのＲＡＣＨ手順は、基地局装置がＲＡＣＨプ
リアンブルのリソースを効率的に管理でき、１ＴＴＩ中のＰＲＡＣＨ送信が多すぎること
がないように、ほとんどの場合わずかに互いに離されるためである。
【０２２０】
　複数の（連続する）ＲＡＣＨ送信が発生しうる別の状況は、時間的に整列していない複
数の異なるタイミングアドバンスグループに属するいくつかの上りリンクコンポーネント
キャリア上でデータ送信するように、ユーザ機器がスケジューリングされるときである（
この状況は、長い期間にわたり非アクティブであったために起こることがある）。
【０２２１】
　さらに、別の例示的な状況において、ユーザ機器は、コンポーネントキャリアがアクテ
ィブになるとき、それらをただちに時間的に整列するように要求されることがある。この
場合、２つ以上のタイミングアドバンスグループに属するいくつかのコンポーネントキャ
リアを対象とするアクティブ化コマンドをユーザ機器が受信し、その時点でこれらのタイ
ミングアドバンスグループが時間的に整列していないとき、ユーザ機器は、これらのタイ
ミングアドバンスグループすべてに対してＲＡＣＨ手順を同時に実行する必要がある。
【０２２２】
　したがって、本発明の例示的な実施形態によると、ユーザ機器は、ＲＡＣＨ手順を連続
して実行することによって発生する追加の遅延が減少するように、複数回のＲＡＣＨ手順
を同時に実行する必要が生じることがある。このようにする目的は、１回のＲＡＣＨ手順
の遅延時間に近づけることであり、したがって追加のＲＡＣＨ手順に起因する遅延が最小
になる。
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【０２２３】
　例示的な実施例によると、ユーザ機器は、再送信の確率が最小になるように、ＲＡＣＨ
プリアンブル送信を実行するための送信電力を増大させる。ＰＲＡＣＨ電力［ｄＢｍ］は
、ユーザ機器によって次のように求められる。
【数８】

　ＰＰＲＡＣＨの最適な電力設定を見つける目的で、ユーザ機器には、以下に説明するい
くつかのオプションがある。
【０２２４】
　本発明の一実施例においては、ＰＲＡＣＨ手順の対象となる複数の上りリンクコンポー
ネントキャリアがユーザ機器においてアグリゲートされているとき、Ｐ０＿ＰＲＡＣＨを
増大させる。この場合、基地局装置が複数の異なるオフセット値（例えば、第１のオフセ
ット値Ｐ０＿ＰＲＡＣＨおよび第２のオフセット値Ｐ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅ）
をユーザ機器にシグナリングするならば有利である。２つのオフセット値は、ユーザ機器
ごとに設定することができる。第１のオフセット値Ｐ０＿ＰＲＡＣＨは、ユーザ機器にお
いてアグリゲートされている、ＰＲＡＣＨ手順の対象となるコンポーネントキャリアが１
つのみであるときに使用することができる。このコンポーネントキャリアは、プライマリ
セルである。
【０２２５】
　１回目のＰＲＡＣＨ送信が成功する確率を高めて、ＰＲＡＣＨの再送信によって生じる
遅延を低減する目的で、第２のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅは、第１の
オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨよりも高い電力を有する。ユーザ機器において複数のコンポ
ーネントキャリアがアグリゲートされており、複数回のＲＡＣＨ手順が実行される場合に
、第２のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅを適用することができる。
【０２２６】
　この場合、ユーザ機器は、ＰＲＡＣＨ電力［ｄＢｍ］を以下のように求める。

【数９】

　オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅをシグナリングする別の実施例において
は、ユーザ機器は、事前定義される、より高い値を選択する（すなわち、非特許文献５（
http://www.3gpp.org/において入手可能であり、参照によって本明細書に組み込まれてい
る）の６．２．２節に規定されているｐｒｅａｍｂｌｅＩｎｉｔｉａｌＲｅｃｅｉｖｅｄ
ＴａｒｇｅｔｅｄＰｏｗｅｒがとりうる値のうち、次に高い値（the next higher value
））。これは、次に高い値（the next higher value）であってもよいし、またはｎ番目
に高い値を選択する場合は事前定義されたｎであってもよい。
【０２２７】
　別の例示的な実施形態においては、上の式におけるＮの値は、初期値Ｎ＝１から開始す
るよりも、その時点の電力および経路損失の状況に対してすでに適しているように調整さ
れる。あるコンポーネントキャリア上で以前にＲＡＣＨ手順がすでに実行されている場合
、ユーザ機器は、そのコンポーネントキャリア上での現在のＲＡＣＨ手順において１回目
のプリアンブル送信を行う際に、初期値１を使用する代わりに、前回のＲＡＣＨプリアン
ブル送信において成功することが判明している前回のＮの値を再び使用する。そのコンポ
ーネントキャリア上で以前にＲＡＣＨ手順が行われていない場合、ユーザ機器は最初に初
期値１を使用することができる。この実施例は、ＲＡＣＨ手順の対象のコンポーネントキ
ャリアが１つのみであるときにも使用することができる。
【０２２８】
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　本発明のさらなる例示的な実施形態においては、上りリンクコンポーネントキャリア上
のＰＲＡＣＨ手順がその上りリンクコンポーネントキャリア上での最初のＰＲＡＣＨ手順
であるが、ユーザ機器が別の上りリンクコンポーネントキャリア上で以前にＰＲＡＣＨ手
順をすでに実行している状況において、Ｎの値を選択する。この場合、ユーザ機器は、別
のコンポーネントキャリア上で最後に成功したときのＮの値を使用することができ、最初
のＲＡＣＨ手順を行うコンポーネントキャリアにおける最初のＰＲＡＣＨ電力を求める目
的で、その値を適用する。
【０２２９】
　あるいは、ユーザ機器は最初のＰＲＡＣＨアクセスを必ずプライマリコンポーネントキ
ャリア（すなわちプライマリセル、ＰＣｅｌｌ）上で実行するため、別のコンポーネント
キャリア上で新たにＰＲＡＣＨアクセスを行うときのＮの初期値として、プライマリコン
ポーネントキャリア（ＰＣｅｌｌ）上でＰＲＡＣＨ送信が前回成功したときのＮの値をつ
ねに参照するように、ユーザ機器を設定することができる。
【０２３０】
　上述したようにＮを利用することの利点として、追加のパラメータを規定する必要がな
く、ユーザ機器は、単純な規則を適用することで、ＰＲＡＣＨ手順を実行するための良好
な送信電力設定が求められる。さらには、各コンポーネントキャリアについて、同じコン
ポーネントキャリアの電力レベルとして前回成功したＰＲＡＣＨ送信のＮの値を使用する
ようにユーザ機器が実施されているとき、上に提示した、または以下に提示する異なる実
施例と組み合わせることによって、各ＲＡＣＨ手順を個々に調整することができる。
【０２３１】
　本発明のさらなる実施形態による別の実施例では、ＰＲＡＣＨ送信電力［ｄＢｍ］を求
める元の式に次のように追加される初期パラメータΔｏｆｆｓｅｔを導入することによっ
て、最初のＰＲＡＣＨ送信の電力レベルを調整する。
【数１０】

　この場合、値Δｏｆｆｓｅｔｃは、ＲＡＣＨ手順の対象となるアグリゲートされている
各コンポーネントキャリアｃごとに、基地局装置によって個々に設定することができる。
したがって基地局装置は、ユーザ機器によって実行される最初のＲＡＣＨの電力を、各タ
イミングアドバンスグループごとに個別に制御することができる。あるいは、プライマリ
コンポーネントキャリア（ＰＣｅｌｌ）上でのＲＡＣＨ手順に使用する第１のオフセット
ΔｏｆｆｓｅｔＰＣｅｌｌと、セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）上でのＲＡＣＨ手順に使用
する第２のオフセットΔｏｆｆｓｅｔＳＣｅｌｌとを提供するならば有利であり得る。さ
らには、以前に成功することが判明したΔｏｆｆｓｅｔの値を使用する、ＰＲＡＣＨ手順
の対象となるコンポーネントキャリアのグループを形成することも可能である。
【０２３２】
　なお、特に明記していない限り、上述したすべての実施例は、組み合わせて使用するこ
ともできることに留意されたい。
【０２３３】
　上述したように、現在の仕様では、例えば、上りリンクキャリアが時間的に整列してい
ないときに上りリンクで送信するべきデータがユーザ機器に到着したとき、あるいはハン
ドオーバーを行うとき、基地局装置の命令（すなわちユーザ機器にＲＡＣＨ手順を開始さ
せる命令を含んだＰＤＣＣＨを基地局装置が送る）によって、ＲＡＣＨ手順が開始される
。
【０２３４】
　本発明の別の実施形態によると、１つのユーザ機器において、アグリゲートされたコン
ポーネントキャリア上での複数回のＲＡＣＨ手順が起こり得るとき、ＲＡＣＨ手順を開始
するための新規のトリガーによって、ＲＡＣＨ手順の全体的な遅延を低減することができ
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る。このトリガーは、その時点において時間的に整列していないタイミングアドバンスグ
ループに属するコンポーネントキャリアに対するアクティブ化コマンドとして実施される
。ユーザ機器は、このアクティブ化コマンドを含んだＭＡＣ　ＣＥを受信すると、上りリ
ンクでアック（ＡＣＫ）メッセージを送り、所定の数のサブフレーム（例：２つのサブフ
レーム）だけ待機した後、ＲＡＣＨ手順を開始する。基地局装置は、この時点でＡＣＫを
受信しており、ユーザ機器がＲＡＣＨ手順を開始することを認識している。結果として、
基地局装置によって送信されるコンポーネントキャリアアクティブ化コマンドは、ＲＡＣ
Ｈ手順を開始させるトリガーとしての役割を果たすことができる。これによって、ＲＡＣ
Ｈ手順の全体的な遅延が減少し、ＲＡＣＨ手順を命令する目的で基地局装置からユーザ機
器に送られる追加のＰＤＣＣＨ送信の時間が節約される。結果として、ＲＡＣＨ手順をよ
り早く開始することができ、遅延が減少する。
【０２３５】
　本発明のさらなる例示的な実施形態においては、ユーザ機器に上りリンクデータが到着
したときに、その時点で整列していないすべてのタイミングアドバンスグループに対する
ＲＡＣＨ手順の実行をトリガーするように、ユーザ機器が構成される。このように、その
時点で整列していないすべてのタイミングアドバンスグループに対するＲＡＣＨ手順を実
行するトリガーによって、基地局装置は、ユーザ機器におけるアクティブな上りリンクキ
ャリアすべてを迅速にスケジューリングすることができる。
【０２３６】
　本発明の代替実施形態においては、セカンダリコンポーネントキャリア（すなわちプラ
イマリコンポーネントキャリア（ＰＣｅｌｌ）以外のコンポーネントキャリア）上でのＲ
ＡＣＨ手順は、必ずＰＤＣＣＨ命令に応えて実行するようにユーザ機器が構成されること
を提案する。言い換えれば、ユーザ機器は、セカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣｅ
ｌｌ）上のＲＡＣＨ手順を自身の判断で実行することが許可されない。この利点として、
基地局装置は、ユーザ機器がＲＡＣＨ手順を開始する正確なタイミングと、対象のコンポ
ーネントキャリアとを認識できるため、基地局装置は、ユーザ機器におけるセカンダリコ
ンポーネントキャリア（ＳＣｅｌｌ）上のＲＡＣＨ手順を完全に制御する。
【０２３７】
　すでに上述したように、本発明の別の態様は、ランダムアクセス（ＲＡＣＨ）手順のた
めの送信電力を、複数の上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させるために
要求されるＲＡＣＨ手順の回数に基づいて調整することである。
【０２３８】
　タイミングアドバンスグループは、類似する伝搬遅延を受ける上りリンクコンポーネン
トキャリアをグループ化するために導入されたものである。結果として、基地局装置は、
同じグループに属するすべての上りリンクコンポーネントキャリアのタイミングアドバン
スを制御することが可能である。これを目的として、基地局装置は、最初に時間的に整列
させる目的で単一のＲＡＣＨメカニズムを利用することができる。すなわち、初期タイミ
ングアドバンス手順（Initial Timing Advance Procedure）を実行し、その後にタイミン
グアドバンス（ＴＡ）更新コマンドをＭＡＣ制御要素（ＭＡＣ　ＣＥ）を介して送る。
【０２３９】
　ＴＡ更新コマンドを含んだＭＡＣ制御要素と、それぞれのタイミングアドバンス（ＴＡ
）グループとの間の対応付けの実施に関しては、いくつかのオプションが存在する。例え
ば、ＴＡ更新コマンドを含んだＭＡＣ制御要素とＴＡグループとの間の対応付けは、ユー
ザ機器の実装に委ねることができる。これに代えて、ＭＡＣ制御要素の中にインジケータ
を提供することができ、ユーザ機器は、ＴＡ更新コマンドが含まれている受信したＭＡＣ
制御要素から、それぞれのＴＡグループをインジケータによって識別することができる。
さらに別の代替形態においては、基地局装置は、それぞれのＴＡグループに属する少なく
とも１つの下りリンクコンポーネントキャリア上で、ＴＡコマンドを含んだＭＡＣ制御要
素を送信することが要求される。
【０２４０】
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　しかしながら、たとえＴＡグループが実施されている場合でも、ユーザ機器には、ラン
ダムアクセス（ＲＡＣＨ）手順の定義の結果としての制約が課される。すでに上述したよ
うに、ＲＡＣＨ手順には処理リソースが要求され、これにより、移動端末が並列に実行で
きる上りリンク送信が制限される。特に、並列に実行できる上りリンク送信が制限される
のは、図１３に例示的に示したように、ＰＲＡＣＨ上りリンク送信（例：図８のステップ
８０１および図９のステップ９０２におけるランダムアクセスプリアンブルの送信）とＰ
ＵＳＣＨ送信とで時間的整列が異なるためである。
【０２４１】
　さらに詳細には、ＰＲＡＣＨ送信と、ＰＵＳＣＨ送信またはＰＵＣＣＨ送信とは、異な
る上りリンクタイミングアドバンスを使用する（ＰＲＡＣＨ送信は、つねに下りリンクの
受信タイミングに対して整列され、タイミングアドバンス（ＴＡ）が０であるのに対して
、ＰＵＳＣＨ送信およびＰＵＣＣＨ送信は、時間的に整列している上りリンクコンポーネ
ントキャリア上でのみ許可され、タイミングアドバンス（ＴＡ）は０より大きい）。さら
には、ＰＲＡＣＨ送信では、異なる時間長のガードタイムが適用される。したがって、Ｐ
ＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ送信とＰＲＡＣＨ送信とが同じ電力増幅器を介して同時に送信され
る場合、全体的な送信電力を調整することが困難であり、送信電力の変動が起こりうる。
図１３は、ＰＲＡＣＨ送信とＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信とに異なるタイミングが適用さ
れる例示的な状況を示している。
【０２４２】
　電力変動の原因となる不整合を回避するためには、タイミングアドバンスの異なる上り
リンクコンポーネントキャリア上での上りリンク送信を同じ電力増幅器を介して同時に行
うことを避けるべきである。この制約を満たすユーザ機器の例示的な実施例では、１つの
電力増幅器を介するすべての上りリンク送信が、同じタイミングアドバンス（ＴＡ）グル
ープに属するようにしている。したがって同じタイミングアドバンス値（時間的に同期し
た上りリンク送信を意味する）を使用する上りリンクコンポーネントキャリア上で、行わ
れるようにしなければならない。さらに、ユーザ機器のこの例示的な実施例では、異なる
タイミングアドバンスを有する上りリンクコンポーネントキャリア上での上りリンク送信
においてその同じ電力増幅器を使用することは、差し控えなければならない。
【０２４３】
　結果として、ユーザ機器において各タイミングアドバンス（ＴＡ）グループごとに、個
別の「専用の」電力増幅器が割り当てられる。
【０２４４】
　すなわち、本発明の実施形態によると、１つまたは複数の上りリンクコンポーネントキ
ャリアを時間的に整列させるのに、要求される回数のＲＡＣＨ手順のみが実行され、１回
または複数回のＲＡＣＨ手順すべてを実行するための送信電力は、要求されるＲＡＣＨ手
順の回数に従って求められる。
【０２４５】
　図１７は、本発明のこの実施形態に対応する流れ図を示している。図１７に示したよう
に、ユーザ機器には、時間的に整列させるべき上りリンクコンポーネントキャリアが設定
されている。ユーザ機器は、ＲＡＣＨ手順を実行する前に、上述したＲＡＣＨ制約を満た
す有利な方法において、提供されている数の電力増幅器を利用するうえで要求されるＲＡ
ＣＨ手順の回数を求める（ステップ１７０１）。いま、要求されるＲＡＣＨ手順の回数が
、時間的に整列させる上りリンクコンポーネントキャリアの数よりも小さいものと想定す
ると、ユーザ機器においてエネルギが節約され、処理リソースの使用が制限される。
【０２４６】
　要求されるＲＡＣＨ手順の回数を求めた後、ユーザ機器は、ＲＡＣＨ手順のＲＡＣＨプ
リアンブルのための送信電力を求める（ステップ１７０２）。その後、ユーザ機器は、要
求されるＲＡＣＨ手順を、求めた送信電力において実行して、上りリンクコンポーネント
キャリアを時間的に整列させる（ステップ１７０３）。
【０２４７】
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　例示的な実施例においては、ユーザ機器は、ステップ１７０１の結果として節約される
エネルギを利用することで、要求されるＲＡＣＨ手順において送信されるＲＡＣＨプリア
ンブルの送信電力を求める。より詳細には、利用可能な送信電力の合計量を、より少ない
回数の要求されるＲＡＣＨ手順によって除する場合（要求されるＲＡＣＨ手順の回数が、
時間的に整列させる上りリンクコンポーネントキャリアの数よりも小さいものと想定する
）、ユーザ機器は、各ＲＡＣＨ手順を、より大きな送信電力を用いて実行することができ
る。
【０２４８】
　別の例示的な実施例によると、ユーザ機器は、要求されるすべてのＲＡＣＨ手順の送信
電力を、オフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨとオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅと
を切り替えることで求める。ＲＡＣＨ手順を実行するための送信電力を求めるとき、１つ
のＲＡＣＨ手順が要求される場合には第１のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨを利用し、複数
のＲＡＣＨ手順が要求される場合には、より高い値の第２のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨ

ｍｕｌｔｉｐｌｅを利用する。これにより、ユーザ機器は、各ＲＡＣＨ手順を実行すると
きの成功確率を高めて、ＲＡＣＨ手順によって生じる遅延を低減することができる。
【０２４９】
　さらに別の例示的な実施例によると、ユーザ機器は、要求されるすべてのＲＡＣＨ手順
の送信電力を、同様にオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨとオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌ

ｔｉｐｌｅとを切り替えることで求める。しかしながらこの例示的な実施例においては、
ユーザ機器は、プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣｅｌｌ）上でＲＡＣＨ手順を実
行するための送信電力を求めるときには第１のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨを利用し、セ
カンダリコンポーネントキャリア（ＳＣｅｌｌ）上でＲＡＣＨ手順を実行する場合には、
より高い値の第２のオフセットＰ０＿ＰＲＡＣＨｍｕｌｔｉｐｌｅを利用する。２つ以上
のセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）が存在しうるため、セカンダリセル上でＲＡＣＨ手順を
実行するための送信電力を増大させることで成功確率が高まり、したがってＲＡＣＨ手順
によって生じる遅延が減少する。
【０２５０】
　図１８に示した本発明のさらに詳細な実施形態においては、ユーザ機器は、要求される
ＲＡＣＨ手順の回数を、上りリンクコンポーネントキャリアが属しているタイミングアド
バンスグループの数と、すでに時間的に整列している上りリンクコンポーネントキャリア
を有するタイミングアドバンスグループとに基づいて求める。
【０２５１】
　最初に、ユーザ機器は、１つまたは複数の上りリンクコンポーネントキャリアを時間的
に整列させるため、上りリンクコンポーネントキャリアが属しているタイミングアドバン
スグループの数を求める（ステップ１８０１）。これにより、ユーザ機器は、各タイミン
グアドバンスグループあたり最大で１回のＲＡＣＨ手順が実行されるようにすることがで
きる。時間的に整列している上りリンクコンポーネントキャリアが存在しない場合、実行
されるＲＡＣＨ手順の回数は、上りリンクコンポーネントキャリアが属しているタイミン
グアドバンスグループの数に等しい。
【０２５２】
　第２のステップとして、ユーザ機器は、すでに時間的に整列している上りリンクコンポ
ーネントキャリアが含まれるタイミングアドバンスグループを除外する（ステップ１８０
２）。より詳細には、ユーザ機器は、上りリンクコンポーネントキャリアが属しているタ
イミングアドバンスグループのリスト（例：Ｘｒｅｑ個のＴＡグループ）から、すでに時
間的に整列している上りリンクコンポーネントキャリアが属しているタイミングアドバン
スグループ（例：Ｘａｌｉｇｎ個のＴＡグループ）を除外する。本発明のこの実施形態の
実施例においては、ユーザ機器は、同じタイミングアドバンスグループの異なる上りリン
クコンポーネントキャリアを時間的に整列させる場合、すでに時間的に整列している上り
リンクコンポーネントキャリアのタイミングアドバンス値をそのまま使用するように構成
されている。
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【０２５３】
　第３のステップとして、ユーザ機器は、要求されるＲＡＣＨ手順の回数を、時間的に整
列させる上りリンクコンポーネントキャリアが属しているタイミングアドバンスグループ
の数から、すでに時間的に整列している上りリンクコンポーネントキャリアが属している
タイミングアドバンスグループの数を減じた値ｍ＝Ｘｒｅｑ－Ｘａｌｉｇｎとして求める
（ステップ１８０３）。すでに時間的に整列している上りリンクコンポーネントキャリア
が属しているタイミングアドバンスグループを除外することによって、要求されるＲＡＣ
Ｈ手順の回数が得られる。さらには、上りリンクコンポーネントキャリアの少なくとも１
つが属しており、ユーザ機器によって時間的に整列されていないタイミングアドバンスグ
ループのリストが得られる。言い換えれば、要求されるＲＡＣＨ手順の回数は、上りリン
クコンポーネントキャリアの事前に設定される（または関連付けられる）タイミングアド
バンスが存在しないものと想定したとき、上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に
整列させるために実行される最小のＲＡＣＨ手順に一致する。
【０２５４】
　その後、ユーザ機器は、要求されるｍ回のＲＡＣＨ手順を実行するための送信電力を求
める（ステップ１８０４）。このステップは図１７のステップ１７０２に対応しており、
図１７に関連して提案されているものと同じ実施例によって達成することができる。
【０２５５】
　次いで、ユーザ機器は、要求されるｍ回のＲＡＣＨ手順を、求めた送信電力において実
行し、上りリンクコンポーネントキャリアを時間的に整列させる（ステップ１８０５）。
【０２５６】
　上記の制約を考慮すると、本発明のユーザ機器の有利な一実施例においては、ランダム
アクセスのプリアンブル送信がタイミングアドバンスグループあたり１回のみに制限され
、同じタイミングアドバンスグループに属している上りリンクコンポーネントキャリアに
対しては１回のみのＰＲＡＣＨプリアンブル送信が許可される。同じタイミングアドバン
スグループに属している１つまたは複数の上りリンクコンポーネントキャリアのうち、ユ
ーザ機器がどのコンポーネントキャリアに対してＲＡＣＨ手順を実行するかは、基地局装
置によって設定することができる。別の代替実施例では、ユーザ機器がどのコンポーネン
トキャリアに対してＲＡＣＨ手順を実行するかは、ユーザ機器が選択することができる。
この場合、ユーザ機器は、１つのタイミングアドバンスグループに属している上りリンク
コンポーネントキャリアのうち、ＰＲＡＣＨプリアンブルを送信する対象の１つのコンポ
ーネントキャリアを選択する。
【０２５７】
　図１４は、ユーザ機器が、アグリゲートされている５つの上りリンクコンポーネントキ
ャリアを有し、そのうちの４つの上りリンクコンポーネントキャリアがアクティブである
例示的な構成を示している。すべての上りリンクコンポーネントキャリアは同じタイミン
グアドバンスグループに属しており、すなわち類似する伝搬遅延を受ける。この例示的な
構成においては、第１の上りリンクコンポーネントキャリア（プライマリコンポーネント
キャリア／ＰＣｅｌｌに対応させることができる）上でＲＡＣＨ手順が実行される。この
例示的な構成は、３ＧＰＰ規格のリリース１０に記載されているキャリアアグリゲーショ
ンに準拠する。
【０２５８】
　図１５は、ユーザ機器において、異なる地理的場所（例：基地局装置およびリモートラ
ジオヘッド）および異なる周波数帯域の上りリンクコンポーネントキャリアがアグリゲー
トされている例示的な構成を示している。基地局装置は上りリンクコンポーネントキャリ
ア１，２，３を提供しており、これら上りリンクコンポーネントキャリア１，２，３はタ
イミングアドバンスグループ１にグループ化されている。上りリンクコンポーネントキャ
リア１，２，３は、類似する伝搬遅延を受ける。リモートラジオヘッドは、異なる地理的
位置において異なる周波数帯域の上りリンクコンポーネントキャリア４，５を提供する。
これらのコンポーネントキャリアは、第１の３つのコンポーネントキャリアと比較して異
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なる伝搬遅延を受ける。この伝搬遅延差に対処するため、上りリンクコンポーネントキャ
リア４，５には異なるタイミングアドバンスが割り当てられ、タイミングアドバンスグル
ープ２にグループ化されている。
【０２５９】
　タイミングアドバンスグループ１，２のそれぞれには、上述したように、許可されるＲ
ＡＣＨ手順に関する制約を満たすため、異なる電力増幅器が関連付けられている。
【０２６０】
　プライマリコンポーネントキャリア／ＰＣｅｌｌを有するタイミングアドバンスグルー
プ１においては、ＲＡＣＨ手順はプライマリコンポーネントキャリア／ＰＣｅｌｌ上で許
可され、他方のタイミングアドバンスグループ２においては、任意の上りリンクコンポー
ネントキャリア上でＲＡＣＨプリアンブルを送信することができる。したがって、本発明
の例示的な実施例においては、ユーザ機器は、タイミングアドバンスグループの上りリン
クコンポーネントキャリアのうち、ＲＡＣＨ手順を実行する１つの上りリンクコンポーネ
ントキャリアを選択する。この実施形態の代替実施例においては、上りリンクコンポーネ
ントキャリアのうちユーザ機器がＲＡＣＨ手順を実行するコンポーネントキャリアを基地
局装置が設定できるように、基地局装置を構成する。図１５における例示的な構成におい
ては、ユーザ機器は上りリンクコンポーネントキャリア４を使用してＲＡＣＨ手順を実行
する。
【０２６１】
　上の例においては、帯域幅のアグリゲーションを想定しており、移動端末は、同じＴＴ
Ｉの中の複数の異なるコンポーネントキャリアを対象とする複数の上りリンクリソース割
当てを受信する。上りリンクリソース割当ての優先順位（すなわち優先順位の順序）を導
入する発想は、空間多重化の場合にも同様に適用することができる。空間多重化とはＭＩ
ＭＯ技術またはＭＩＭＯ送信モードを意味し、複数の受信アンテナおよび送信アンテナを
使用することで、複数のトランスポートブロックを同じ周波数上で同時に送信することが
できる。異なるトランスポートブロックの分離は、受信器側もしくは送信器側またはその
両方における信号処理によって行われる。本質的には、トランスポートブロックは、異な
るＭＩＭＯチャネル（すなわちＭＩＭＯレイヤ）上で、ただし同じコンポーネントキャリ
ア上で送信される。
【０２６２】
　空間多重化を使用するとき（ＬＴＥ－Ａの上りリンクにおいて考慮される）、上りリン
クリソース割当ては、コンポーネントキャリアにおけるＭＩＭＯレイヤを対象とする上り
リンクリソースを割り当てる。したがって、１つのコンポーネントキャリアにおける個々
のＭＩＭＯレイヤのための複数の上りリンクリソース割当てが存在する。コンポーネント
キャリアの優先順位の順序を導入するときと同様に、ＭＩＭＯシナリオの場合にも、トラ
ンスポートブロックを生成するとき、ＭＩＭＯレイヤの上りリンクリソース割当ての優先
順位または優先順位の順序を使用する。ＭＩＭＯレイヤの優先順位の順序は、（例えば無
線ベアラの確立時に）事前に設定する、または前述したように、物理層シグナリング、Ｍ
ＡＣシグナリング、またはＲＲＣシグナリングによって伝えることができる。
【０２６３】
　したがって、コンポーネントキャリアが１つであるシステム（例えばＬＴＥリリース８
）を想定すると、このコンポーネントキャリアの個々のＭＩＭＯレイヤのための上りリン
クリソース割当てを累積させて仮想トランスポートブロックを形成する。この仮想トラン
スポートブロックに対して、前述したように連結式論理チャネル手順（joint logical ch
annel procedure）を実行することができる。次いで、仮想トランスポートブロックの内
容を、割当ての優先順位の順序に従って個々のトランスポートブロックに分割する必要が
ある。トランスポートブロックが移動端末のそれぞれのアンテナを介して送信される。
【０２６４】
　同様に、連結式論理チャネル手順の並列化（parallelization）も可能である。この場
合、コンポーネントキャリアのトランスポートブロック（すなわち上りリンクリソース割
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当て）の代わりに、ＭＩＭＯレイヤのトランスポートブロック（すなわち上りリンクリソ
ース割当て）を対象として処理する。
【０２６５】
　さらには、本明細書に説明した本発明の発想は、帯域アグリゲーション（すなわち複数
のコンポーネントキャリアが設定される）および空間多重化を提供するシステムにおいて
も使用することができる。この場合、上りリンクリソース割当ては、与えられたＭＩＭＯ
レイヤおよびコンポーネントキャリア上でトランスポートブロックを送信するための上り
リンクリソースを割り当てる。さらに、このシステム設計の場合、連結式論理チャネル手
順を、上述した方法と同様に使用することができる。
【０２６６】
　この場合、上りリンクリソース割当ての「連結式」優先順位の順序として、ＭＩＭＯレ
イヤおよびコンポーネントキャリアを１つの単位とする順序、あるいは第２のケースとし
て、個別の優先順位の順序、すなわち、ＭＩＭＯレイヤの優先順位の順序（コンポーネン
トキャリアとは独立している）と、コンポーネントキャリアの優先順位の順序（ＭＩＭＯ
レイヤとは独立している）とが存在しうることに留意されたい。さらに第３のケースとし
て、空間多重化を使用することが可能であり、ただしＭＩＭＯレイヤは等しい優先順位で
あり（したがってＭＩＭＯレイヤの優先順位の順序は存在しない）、コンポーネントキャ
リアの優先順位の順序は存在するものと想定する。
【０２６７】
　第１のケース（ＭＩＭＯレイヤおよびコンポーネントキャリアに基づく「連結式」優先
順位付けが存在する）では、（連結式）論理チャネル優先順位付け手順を利用して、個々
のコンポーネントキャリアおよびＭＩＭＯレイヤのトランスポートブロックを生成するこ
とができる。
【０２６８】
　第２のケースおよび第３のケースでは、本発明の実施形態によると、最初に、ＭＩＭＯ
レイヤの上りリンクリソース割当てが、（例えばＭＩＭＯレイヤの優先順位（存在時）に
従って）コンポーネントキャリアごとに累積される。次いで、得られたコンポーネントキ
ャリアの仮想トランスポートブロックが、コンポーネントキャリアの優先順位の順序に従
って累積され、コンポーネントキャリアごとの累積から得られた仮想トランスポートブロ
ックに対して（連結式）論理チャネル優先順位付けが実行される。
【０２６９】
　コンポーネントキャリアごとの累積から得られた仮想トランスポートブロックに、論理
チャネルのデータを入れた後、この仮想トランスポートブロックを、コンポーネントキャ
リアあたりの仮想トランスポートブロックに再び分割する。次いで、それらコンポーネン
トキャリアあたりの仮想トランスポートブロックを、各コンポーネントキャリアにおける
それぞれのＭＩＭＯレイヤの個々のトランスポートブロックにさらに分割する。
【０２７０】
　本発明のさらなる実施形態においては、第３のケース（ＭＩＭＯレイヤの優先順位の順
序は存在しない）において、コンポーネントキャリアあたり１つの上りリンクリソース割
当て（すべてのＭＩＭＯレイヤをカバーする）を送ることができる。従ってこの場合、上
の手順においてＭＩＭＯレイヤの上りリンクリソース割当てを累積するステップを省くこ
とができる。しかしながら、分割して得られるコンポーネントキャリアあたりの仮想トラ
ンスポートブロックは、各コンポーネントキャリアにおけるＭＩＭＯレイヤのトランスポ
ートブロックにさらに分割する必要がある（例えば、コンポーネントキャリアあたりの仮
想トランスポートブロックを均等に分割して各ＭＩＭＯレイヤに割り当てて送信する）。
【０２７１】
　本発明のいくつかの実施形態においては、本発明の発想は、改良された３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅシステム（エアインタフェースにおいて１つのコンポーネントキャリアが設定される）
に関連して説明してある。本発明の発想は、３ＧＰＰにおいて現在検討されている３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａ）システムにも等しく適用することができる。
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【０２７２】
　本発明の別の実施形態は、上述したさまざまな実施形態をハードウェアおよびソフトウ
ェアを使用して実施することに関する。本発明のさまざまな実施形態は、コンピューティ
ングデバイス（プロセッサ）を使用して実施または実行できることが認識される。コンピ
ューティングデバイスまたはプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、デジタル信号プロ
セッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲー
トアレイ（ＦＰＧＡ）、またはその他のプログラマブルロジックデバイスとすることがで
きる。本発明のさまざまな実施形態は、これらのデバイスの組合せによって実行あるいは
具体化することもできる。
【０２７３】
　さらに、本発明のさまざまな実施形態は、ソフトウェアモジュールによって実施するこ
ともでき、これらのソフトウェアモジュールは、プロセッサによって実行される、あるい
はハードウェアにおいて直接実行される。さらに、ソフトウェアモジュールとハードウェ
ア実装とを組み合わせることも可能である。ソフトウェアモジュールは、任意の種類のコ
ンピュータ可読記憶媒体、例えば、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモ
リ、レジスタ、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなどに格納することができる。
【０２７４】
　さらには、本発明のさまざまな実施形態の個々の特徴は、個別に、または任意の組合せ
として、別の発明の主題とすることができることに留意されたい。
【０２７５】
　具体的な実施形態において示した本発明には、広義に記載されている本発明の概念また
は範囲から逸脱することなく膨大なバリエーションもしくは変更形態を創案できることが
、当業者には理解されるであろう。したがって、本発明の実施形態は、あらゆる点におい
て例示を目的としており、本発明を制限するものではない。
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