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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広帯域化された搬送波のアクセスをサポートする無線通信端末における方法であって、
　第１搬送波制御情報に基づき、第１搬送波に対するパワーヘッドルームを決定するステ
ップと；
　前記第１搬送波制御情報に基づき、少なくとも１つの追加の搬送波に対するパワーヘッ
ドルームを決定するステップと；
　前記第１搬送波のパワーヘッドルームと、前記少なくとも１つの追加の搬送波のパワー
ヘッドルームとに基づいたパワーヘッドルーム報告を送信するステップと
を有し、
　前記第１搬送波制御情報は、ＰＯ＿ＰＵＳＣＨと、ＰＵＳＣＨと、ΔＴＦとを有し、
　ＰＯ＿ＰＵＳＣＨは、オープンループパワー制御パラメータであり、
　ＰＵＳＣＨは、アップリンク共有チャネルであり、
　ΔＴＦは、変調および符号化率ベースの伝送パワーオフセットである、方法。
【請求項２】
　前記第１搬送波制御情報は、前記第１搬送波のためのリソース割当、または前記第１搬
送波のための電力制御情報を備える、
　請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１搬送波のための前記制御情報を受信するステップを有する、
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　請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの追加の搬送波に対するパワーヘッドルームを、前記第１搬送波の
パワーヘッドルームに対する差分パワーヘッドルームとして暗号化するステップを有する
、
　請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記パワーヘッドルーム報告をいつ送信するかを、前記第１搬送波または前記少なくと
も１つの追加の搬送波のいずれかのチャネルメトリックに基づき決定するステップと；
　前記パワーヘッドルーム報告をいつ送信するかが決定されると、前記パワーヘッドルー
ム報告を送信するステップと
を有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記パワーヘッドルーム報告をいつ送信するかを、経路損失に基づき決定するステップ
を有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記パワーヘッドルーム報告をいつ送信するかを、基準信号受信電力またはリソース割
当情報のいずれかに基づき決定するステップを有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記第１搬送波または前記少なくとも１つの追加の搬送波のいずれかのチャネルメトリ
ックにおける変化がチャネルメトリック変化閾値を満たす場合にのみ、前記パワーヘッド
ルーム報告を送信するステップを有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記第１搬送波のパワーヘッドルームを、前記搬送波に関連する追加の最大電力削減情
報に基づき決定するステップと；
　前記少なくとも１つの追加の搬送波のパワーヘッドルームを、前記少なくとも１つの追
加の搬送波に関連したＡ－ＭＰＲ情報に基づき決定するステップと
を有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１搬送波のパワーヘッドルームを、前記第１搬送波の送信電力制御情報に基づき
決定するステップと；
　前記少なくとも１つの追加の搬送波のパワーヘッドルームを、前記少なくとも１つの追
加の搬送波の送信電力制御情報に基づき決定するステップと
を有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１搬送波のパワーヘッドルームを、前記第１搬送波の経路損失に基づき決定する
ステップと；
　前記少なくとも１つの追加の搬送波のパワーヘッドルームを、前記第１搬送波と前記少
なくとも１つの追加のコンポーネントキャリアのうち少なくとも１つの経路損失に基づき
決定するステップと
を有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの追加の搬送波のパワーヘッドルームを前記第１搬送波の経路損失
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に基づき決定するステップは、前記第１搬送波の経路損失を、前記第１搬送波と前記少な
くとも１つの追加の搬送波の間の周波数分離に基づいた経路損失オフセットによって調整
するステップを有する、
　請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　複数の送信機をサポートする無線通信端末における方法であって、
　第１送信機に対するパワーヘッドルームを、前記第１送信機の制御情報に基づき決定す
るステップと；
　少なくとも１つの追加の送信機に対するパワーヘッドルームを、前記第１送信機の制御
情報に基づき決定するステップと；
　前記第１送信機の１または複数のパワーヘッドルームと、前記少なくとも１つの追加の
送信機のパワーヘッドルームとに基づき、パワーヘッドルーム報告を送信するステップと
を有し、
　前記第１送信機の制御情報は、ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ（ｋ）と、ｋと、ＰＵＳＣＨと、ΔＴ
Ｆ（ｋ）とを有し、
　ｋは、前記第１送信機に割当てられた搬送波の番号であり、
　ＰＯ＿ＰＵＳＣＨは、オープンループパワー制御パラメータであり、
　ＰＵＳＣＨは、アップリンク共有チャネルであり、
　ΔＴＦは、変調および符号化率ベースの伝送パワーオフセットである、方法。
【請求項１４】
　前記第１送信機は、第１搬送波に関連し、
　前記少なくとも１つの追加の送信機は、少なくとも１つの追加の搬送波に関連している
、
　請求項１３記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般に無線通信に関し、より詳細には、マルチキャリア無線通信システムにお
けるアップリンクスケジューリングサポート、例えば、キャリアアグリゲーション（Ｃａ
ｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ、ＣＡ）によるパワーヘッドルームとバッファステ
ータス情報の少なくとも１つの伝送に関する。
【背景技術】
【０００２】
　キャリアアグリゲーションを伴うマルチキャリアシステムにおいて、ユーザ端末は、同
一または複数の基地局に関連した近接する複数の搬送波と対にされえ、これらを監視する
ことができる。ユーザ端末はまた、異なる周波数帯域内にある同一または別の基地局に関
連した複数の搬送波と対にされえ、これらを監視することもできる。さらに、ユーザ端末
に集約させた異なる数のダウンリンク／アップリンク搬送波を利用して、周波数分割複信
（ＦＤＤ）モードでの非対称キャリアアグリゲーションの実行が可能であるが、こうした
状況では、１または複数のダウンリンク／アップリンク搬送波は、対応するまたは関連し
たアップリンク／ダウンリンク搬送波（固定チャネル間隔）を持たない。また、広帯域化
されている１つの搬送波サブセット（例えば、１つの基地局が扱う搬送波）のみが共通の
スケジューラ（おそらくは共通のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）エンティティ）を有す
ることも可能なため、広帯域化された種々の搬送波サブセットのための独立したスケジュ
ーラが複数存在することになる。
【０００３】
　或るマルチキャリアシステムでは、一般に、伝送電力制御（ＴＰＣ）を、種々の広帯域
化したアップリンク搬送波または広帯域化したアップリンク搬送波のサブセットに独立的
に構成することができる。独立した伝送電力制御は、広帯域化した各種搬送波にわたって
、各種サービスの質（ＱｏＳ）の必要条件、各種のブロック誤り率（ＢＬＥＲ）動作点を
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伴う各種トラフィックタイプ、各種干渉レベル（ＩｏＴ（熱干渉））レベルをサポートす
るために使用されうる。或る実現形態では、広帯域化した複数の搬送波に複数のＰＡ（パ
ワーアンプ）が対応しており、例えば、各種周波数帯域にわたる広帯域化を各帯域用のパ
ワーアンプによって行う。
【０００４】
　コンポーネント毎の搬送波伝送電力制御コマンドおよびクローズドループ電力制御（Ｐ
Ｃ）コマンドも、変調符号化スキーム（ＭＣＳ）の適合、例えば最低／最高付近のＭＣＳ
設定に加えて、ユーザ装置（ＵＥ）電力を調整するための追加の自由度を提供する。３Ｇ
ＰＰ　ＬＥＴでは、コンポーネント毎の搬送波伝送電力制御は、ＰＯ、α、経路損失のよ
うな搬送波特定型のオープンループ電力制御パラメータ、さらにおそらくはクローズドル
ープＰＣコマンドδＰＵＳＣＨ／δＰＵＣＣＨの定義とそのシグナリングを要する。以下
の説明では、異なる搬送波について独立型の電力制御を仮定している。しかし、この詳細
は、搬送波のグループまたはサブセットに共通の電力制御を実行する場合にも適合する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００９／０４０７７３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　Ｒ１－０９０７３８には、コンポーネントキャリア特化の電力制御も提案されている。
このＲ１－０９０７３８で提案されているように、単搬送波のためのＬＴＥ　Ｒｅｌ－８
電力制御は、コンポーネントキャリア特化の電力制御をサポートするべく確実に拡張する
ことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　当業者には、以下の詳細な説明を添付の図面と共に注意深く考慮することで、本発明の
様々な態様、特徴、利点がより完全に明白となるだろう。図面は明瞭性を目的として単純
化されており、必ずしも一定の比率の縮尺で描かれてはいない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】マルチキャリア無線通信システムを示す図である。
【図２】無線通信端末を示す図である。
【図３】プロセスフロー図である。
【図４】別のプロセスフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１において、マルチキャリア無線通信システム１００は、時間および周波数および空
間ドメインのうちの少なくとも１つにおける遠隔ユニットに対応するための、或る地理領
域全体に分布したネットワークを形成する、１または複数の固定のベース・インフラスト
ラクチャ・ユニット１０１、１０２を備えている。ベースユニットは、アクセスポイント
、アクセス端末、基地、基地局、Ｎｏｄｅ－Ｂ（無線基地局）、ｅＮｏｄｅ－Ｂ（屋外型
ＬＴＥ無線基地局装置）、Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅ－Ｂ、中継ノードとも、また技術上使用
されている他の用語でも呼ばれる。１または複数のベースユニットの各々は、ダウンリン
ク伝送用の１または複数の送信機と、アップリンク伝送を受信するための１または複数の
受信機とを備えている。一般にベースユニットは、１または複数の対応するベースユニッ
トに通信可能に結合された１または複数の制御装置を含む無線アクセスネットワークの一
部である。アクセスネットワークは、一般に、１または複数のコアネットワークに通信可
能に結合されており、コアネットワークはとりわけインターネットや公衆交換電話網など
、他のネットワークに結合されていてもよい。アクセスネットワークとコアネットワーク
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のこれらおよびその他の要素についてはここで図示していないが、一般に当業者には知ら
れている。
【００１０】
　図１では、１または複数のベースユニットは、無線通信リンクを介し、例えばセルまた
はセルセクタのような関連する対応エリア内の多数の遠隔ユニット１０３、１０４に対応
している。１つの実現形態では、遠隔ユニットは、広帯域化された搬送波のアクセスをサ
ポートする。遠隔ユニットは、固定式または移動式であってもよい。遠隔ユニットはまた
、加入者ユニット、モバイル、移動局、ユーザ、端末、加入者局、ユーザ装置（ＵＥ）、
ユーザ端末、無線通信デバイスとも、また技術上使用される他の用語でも呼ばれる。また
遠隔ユニットは、１または複数の送信機と１または複数の受信機を備えている。ベースユ
ニット１０１は、ダウンリンク通信信号を送ることで、時間と周波数と空間ドメインとの
うちの少なくとも１つにおいて遠隔ユニット１０３に対応する。遠隔ユニット１０４は、
アップリンク通信信号を介してベースユニット１０２に通信する。ベースユニットは、遠
隔ユニット用の「対応」セルまたは接続セルまたはアンカーセルと呼ばれることもある。
遠隔ユニットは、半二重（ＨＤ）または全二重（ＦＤ）方式のトランシーバを設けていて
もよい。半二重方式トランシーバは同時送受信を行わないが、全二重方式端末は同時送受
信を行う。遠隔ユニットはまた、中継ノードを介してベースユニットに通信することもで
きる。
【００１１】
　図２において、無線通信端末２００は、メモリ２１２に通信可能に結合された制御装置
／プロセッサ２１０と、データベース２１４と、トランシーバ２１６と、入出力（Ｉ／Ｏ
）デバイスインターフェース２１８とを備えており、これらはシステムバス２２０によっ
て互いに接続されている。無線通信端末２００は、ベースユニットまたは遠隔ユニットと
して実現されえ、また例えば３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅ－８を動作させるための無線通信シ
ステムのプロトコル、あるいは上述した次世代のプロトコルに準拠する。制御装置／プロ
セッサ２１０は、プログラムされた任意のプロセッサとして実現できる。しかし、ここで
述べる機能性は、汎用または専用コンピュータ、プログラムされたマイクロプロセッサま
たはマイクロコントローラ、周辺集積回路要素、特定用途向け集積回路または他の集積回
路、個別素子回路のようなハードウェア／電子論理回路、プログラマブル論理アレイやフ
ィールド・プログラマブル・ゲートアレイのようなプログラマブル論理デバイス、または
それらに類似するものにおいて実現されうる。メモリ２１２は、ランダム・アクセス・メ
モリ（ＲＡＭ）、キャッシュ、ハードドライブ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ファー
ムウェア、その他のメモリデバイスといった１または複数の電気、磁気、光学メモリを含
む揮発性および不揮発性データ記憶装置を含んでいてもよい。メモリは、特定のデータに
高速アクセスするためのキャッシュを設けていてもよい。データをメモリあるいは別個の
データベースに記憶することもできる。データベースインターフェース２１４は、データ
ベースにアクセスするために制御装置／プロセッサによって使用される。トランシーバ２
１６は、実現される無線通信プロトコルに従って、ユーザ端末および基地局に通信するこ
とができる。或る実現形態では、例えば、無線ユニット通信がユーザ端末として実現され
る場合に、無線通信ユニットは、１または複数の入力デバイスに接続する入出力デバイス
インターフェース６１８を含む。この入力デバイスには、キーボード、マウス、ペン操作
型タッチスクリーンまたはモニタ、音声認識デバイス、または入力を受信するその他任意
のデバイスが含まれる。また入出力デバイスインターフェースは、モニタ、プリンタ、デ
ィスクドライブ、スピーカ、またはデータ出力のために提供されるその他任意のデバイス
のような、１または複数の出力デバイスにも接続できる。
【００１２】
　或る実現形態において、無線通信システムは、３ＧＰＰ（第３世代パートナーシップ・
プロジェクト）ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）に準拠している。別の実現形
態において、無線通信システムは、３ＧＰＰユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）
ＬＴＥ（長期的進化型）プロトコルに準拠しており、ＥＵＴＲＡまたはその次世代バージ
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ョンとも呼ばれる。このシステムでは、ベースユニットは、ダウンリンク上で直交周波数
分割多重（ＯＦＤＭ）変調方式を使用して送信を行い、ユーザ端末は、アップリンク上で
単搬送波周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）方式を使用して送信を行う。さらに別の
実現形態では、この無線通信システムは３ＧＰＰユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴ
Ｓ）ＬＴＥアドバンスプロトコルに準拠し、これはＬＴＥ－Ａ、あるいはその次世代バー
ジョンまたはＬＴＥのリリースとも呼ばれている。この通信システムでは、ベースユニッ
トは、単一または複数のダウンリンク・コンポーネントキャリア上で直交周波数分割多重
（ＯＦＤＭ）変調方式を使用して送信を行い、ユーザ端末は、アップリンク上で単一また
は複数のアップリンク・コンポーネントキャリアを使用して送信を行うことができる。よ
り一般的には、無線通信システムは、何らかの別のオープンまたは占有通信プロトコル、
例えば既存および未来型のプロトコルの中でもとりわけＷｉＭＡＸを実現してもよい。こ
の開示は、特定の無線通信システムアーキテクチャまたはプロトコルにおいて実現される
ことを意図していない。このアーキテクチャには、１次元または２次元拡散を伴う、マル
チキャリアＣＤＭＡ（ＭＣ－ＣＤＭＡ）、マルチキャリア直接シーケンスＣＤＭＡ（ＭＣ
－ＤＳ－ＣＤＭＡ）、直交周波数および符号分割多重（ＯＦＣＤＭ）のような拡散技術の
使用が含まれてもよい。本開示の特徴を実現するアーキテクチャは、より単純な時間分割
多重／多元接続技術、周波数分割多重／多元接続技術、またはこれらの様々な技術の組合
せに基づいていてもよい。別の実施形態では、無線通信システムは、限定されることなく
ＴＤＭＡや直接シーケンスＣＤＭＡを含む他の通信システムプロトコルを利用することが
できる。この通信システムはＴＤＤ（時分割複信）またはＦＤＤ（周波数分割複信）シス
テムであってもよい。
【００１３】
　本開示は概して、キャリアアグリゲーションによる、より詳細には、コンポーネントキ
ャリアが同一の基地局あるいは別々の基地局（おそらくは別々のスケジューラを有する）
に属するまたは関連したアップリンクキャリアアグリゲーションによる、ユーザ装置パワ
ーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）とバッファ状態報告（ＢＳＲ）の少なくとも１つの効率的
な伝送に関する。連結的にスケジューリングされる搬送波は、配信メッセージ、スケジュ
ーリング許可／割当によって、またはＲＲＣ（無線リソース制御）シグナリングのような
上位レイヤによって、ユーザ装置に明示的または暗黙的に表れる。
【００１４】
　コンポーネントキャリアに特化したパワー制御の効率は、コンポーネントキャリア特化
型のパワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）を利用することで向上する。広帯域化したコンポ
ーネントキャリアの全てまたはサブセットのパワーヘッドルームをパワーヘッドルーム報
告内に含めることができる。さらに、１つのコンポーネントキャリア・グループに対応し
た単一のパワーアンプ（ＰＡ）を設けたアーキテクチャの場合には、例えばアンカー搬送
波ならびにコンポーネントキャリアなど、各搬送波の成分信号から成る広帯域化された信
号に相当する集合的なＰＡヘッドルーム報告が必要である。ユーザ装置は、広帯域化され
た搬送波の全てまたはサブセットについてパワーヘッドルームを報告するために、無線リ
ソース制御（ＲＲＣ）のようなユーザ装置特化型の上位レイヤシグナリングによって構成
されうる。パワーヘッドルーム報告は周期的であるか、または特定のネットワークで設定
されたオフセットによって生じたコンポーネントキャリアのダウンリンク経路損失の変化
（および３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８におけるようなｐｒｏｈｉｂｉｔＰＨＲ－Ｔｉｍ
ｅｒの終了）に基づきトリガされるか、あるいはその両方であってもよい。そのため、ユ
ーザ装置または無線通信端末は、手前のパワーヘッドルーム報告からの経過時間が経過時
間タイマ閾値よりも長い時のみ、パワーヘッドルーム報告を伝送することができる。
【００１５】
　最高および最低のパワーヘッドルームを持ったコンポーネントキャリア、最高およびそ
の次に高いパワーヘッドルームを持ったコンポーネントキャリア、アンカー搬送波、そし
て、最高のパワーヘッドルームを持った、また、相対搬送波指数、ＰＣＩＤ（物理セルＩ
Ｄ）やグローバルセルＩＤなどの搬送波識別情報を持ったコンポーネントキャリアといっ
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た、ユーザ装置特化の上位レイヤシグナリングで構成された広帯域化したコンポーネント
キャリアの各々またはサブセットのためのパワーヘッドルームを含む合同型のパワーヘッ
ドルーム報告を生成することによって、効率的な方法でコンポーネントキャリアのパワー
ヘッドルームに発信することができる。例えば、パワーヘッドルーム報告は、アンカー搬
送波のパワーヘッドルーム、ならびに可能であれば他のコンポーネントキャリアについて
の差分値を備えることができる。したがって一実施形態では、少なくとも１つの追加の搬
送波のパワーヘッドルームを、第１搬送波のパワーヘッドルームに対する差分パワーヘッ
ドルームとして暗号化することができる。
【００１６】
　一実現形態では、パワーヘッドルーム報告と同様に、バッファ状態報告（ＢＳＲ）も、
共有のスケジューラを持った複数のコンポーネントキャリアのサブセットの各々について
バッファ状態報告１つだけを発信することで効率的に通信することが可能である。
【００１７】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおいて、ユーザ装置は、アップリンクの伝送および再伝送
についてｅＮｏｄｅＢに対応することによって明示的にスケジューリングされる。スケジ
ューリング要求、パワーヘッドルーム報告、バッファ状態報告は、複合パケットを使用し
て行わない。スケジューリング要求は、新たな伝送の許可を要求するために、ユーザ装置
によって送られる。バッファ状態報告（ＢＳＲ）とパワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）は
、異なるトリガメカニズムを有する。バッファ状態報告はトリガされても、または周期的
であっても、あるいはその両方であってもよい。トリガされたバッファ状態報告は、伝送
に利用可能な全ての保留中のデータを収容できるＵＬ許可を受信した後にクリアされる。
パワーヘッドルーム報告は、トリガされても、または周期的であっても、あるいはその両
方であってもよい。しかし、とりわけダウンリンク経路損失と報告タイマのためのパワー
ヘッドルーム報告の基準は、ユーザ装置が、コンポーネントキャリア毎に、パワーヘッド
ルーム報告を全く伝送しなかったり、これを遥かに遅速または長期間にて伝送したりする
ように設定されうる。しかし、ＬＴＥシステムの場合の搬送波毎のバッファ状態報告は、
やはり各搬送波について同一である。そのため、以降の説明で提案しているユニバーサル
移動通信システムと類似したメカニズムを設定する必要がある。つまり、連結されたスケ
ジューラごとにバッファ状態報告の伝送の基準を設定する必要がある。したがって、ＬＴ
Ｅシステムの場合も、ユーザ装置は、アップリンクスケジューリングについて、全ての搬
送波がｅＮｏｄｅＢ内にあるか否かを知っている必要がある。
【００１８】
　やはり搬送波広帯域化に関連するであろう１つの問題に、無線リンク障害（ＲＬＦ）が
ある。同一のｅＮｏｄｅＢ内、つまり共通のスケジューラ内での搬送波広帯域化の場合に
は、無線リンク障害をアンカー搬送波、あるいは対応搬送波につなげることができる。し
かし、２つ以上のｅＮｏｄｅＢに属する広帯域化されたコンポーネントキャリアの場合に
は、ユーザ装置は、無線リンク障害リカバリをｅＮＢ毎に違う形で取り扱う。無線リンク
障害リカバリは、ＲＡＣＨを使用せずにユーザ装置を再同期させるべく時間情報（ＳＦＮ
など）を交換するために、現在のＬＴＥ　ＲＥＬ－８手順に基づく、つまり、ＲＡＣＨプ
リアンブルや、あるいはｅＮｏｄｅＢ間の調和を使用して行われうる。別の問題として、
おそらく、特に非近接中間帯キャリアアグリゲーションによって広帯域化された搬送波間
の時間差と、この時間差の取り扱い手順が挙げられる。
【００１９】
　ＰＨＲ、ＢＳＲ、ＳＩ、ＵＰＨ、ＴＥＢＳ、スケジューリング情報（ＳＩ）、ユーザ装
置パワーヘッドルーム（ＵＰＨ）、拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）トータルバッファ状
態（ＴＥＢＳ）、最高優先度論理チャネルバッファ状態（ＨＬＢＳ）、最高優先度論理チ
ャネルＩＤ（ＨＬＩＤ）シグナリングおよびシグナリングフィールドのいくつかの実施可
能な実施形態を、以下で、搬送波広帯域化を伴うユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴ
Ｓ）　高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）とＬＴＥに関連して記述する。
【００２０】
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　単搬送波のみをサポートする３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８において、サブフレームの
パワーヘッドルーム（ＰＨ）は次のとおり定義される。
ＰＨ＝ＰＣＭＡＸ－｛１０ｌｏｇ１０（ＭＰＵＳＣＨ）＋ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ＋α・ＰＬ＋
ΔＴＦ＋ｆ（δＰＵＳＣＨ）｝［ｄＢ］
ここで
　‐ＭＰＵＳＣＨは、サブフレーム内のユーザ装置に割当てられたＲＢの数のユーザ装置
項に発信されたＰＵＳＣＨリソース割当帯域幅、
　‐ＰＬはダウンリンク経路損失の概算であり、
　‐ＰＯ＿ＰＵＳＣＨとαはオープンループパワー制御パラメータであり、
　‐δＰＵＳＣＨはクローズドループＰＣコマンドであり、
　‐ΔＴＦは変調および符号化率（ＭＣＲまたはＭＰＲ）ベースの伝送パワーオフセット
、ΔＴＦ＝１０ｌｏｇ１０（（２ＭＰＲ・Ｋｓ－１）βＰＵＳＣＨ

ｏｆｆｓｅｔ）である
。
【００２１】
　図３に示す実現形態において、符号３１０では、広帯域化された搬送波アクセスをサポ
ートする無線通信端末またはユーザ装置は、例えばアンカー搬送波のような第１搬送波に
ついてのリソース割当を受信する。あるいは、ユーザ装置は、第１搬送波あるいは第１搬
送波のためのパワー制御情報についての少なくとも１つまたは複数のリソース割当を備え
た制御情報を受信してもよい。符号３２０では、ユーザ装置は、第１搬送波のためのパワ
ーヘッドルームを、第１搬送波リソース割当あるいは第１搬送波制御情報に基づき決定す
る。符号３３０では、端末は、第１搬送波リソース割当あるいは第１搬送波制御情報に基
づき、少なくとも１つの追加の搬送波のためのパワーヘッドルームを決定する。符号３４
０では、ユーザ装置は、第１搬送波のパワーヘッドルームと少なくとも１つの追加の搬送
波のパワーヘッドルームとに基づき、パワーヘッドルーム報告を伝送する。一実現形態で
は、ユーザ装置は制御装置を含み、この制御装置は、ソフトウェアまたはファームウェア
を実行するとユーザ装置の機能を制御または実行あるいはその両方を行うように構成され
たデジタルプロセッサとして具現化されている。一実施形態では、少なくとも１つの追加
の搬送波のパワーヘッドルームを、第１搬送波のパワーヘッドルームに対する差分パワー
ヘッドルームとして暗号化することができる。
【００２２】
　パワーヘッドルーム方程式を搬送波広帯域化に拡張するには、各コンポーネントキャリ
ア（または構成された搬送波のサブセット）内で、その搬送波に対してパワーヘッドルー
ムを算出するために許可が必要となる。これは、ユーザ装置がコンポーネントキャリア上
の割当を必要としない場合には非効率的である。さらに、ユーザ装置がその搬送波上でデ
ータ伝送を行うようスケジューリングされていない時には、コンポーネントキャリアのパ
ワーヘッドルームを算出できない。そのため、以下に基づき、ユーザ装置がコンポーネン
トキャリアｋについてパワーヘッドルームを算出することが提案される。
・ユーザ装置が、コンポーネントキャリアｋのサブフレーム内における新規伝送について
割当てられたＵＬリソースを有する場合の、コンポーネントキャリアｋへのリソース割当
ＰＨ（ｋ）＝ＰＣＭＡＸ（ｋ）－｛１０ｌｏｇ１０（ＭＰＵＳＣＨ（ｋ））＋ＰＯ＿ＰＵ

ＳＣＨ（ｋ）＋α（ｋ）・ＰＬ（ｋ）＋ΔＴＦ（ｋ）＋ｆ（δＰＵＳＣＨ（ｋ））｝［ｄ
Ｂ］
・その他、ユーザ装置がコンポーネントキャリアｋへのＵＬ割当をサブフレーム内に有さ
ない場合の、アンカー搬送波ｋＡｎｃｈｏｒへのリソース割当
ＰＨ（ｋ）＝ＰＣＭＡＸ（ｋ）－｛１０ｌｏｇ１０（ＭＰＵＳＣＨ（ｋＡｎｃｈｏｒ））
＋ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ（ｋ）＋α（ｋ）・ＰＬ（ｋ）＋ΔＴＦ（ｋ）＋ｆ（δＰＵＳＣＨ（
ｋ））｝［ｄＢ］
　ユーザ装置がコンポーネントキャリアｋ上のサブフレーム内にＵＬ割当を有さないため
、ΔＴＦ（ｋ）ＭＰＲもアンカー搬送波ＭＰＲに基づくことができる。上の方程式におい
て、
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‐ＰＣＭＡＸ（ｋ）はコンポーネントキャリア上の最大ユーザ装置パワーであり、このユ
ーザ装置最大パワーは、ユーザ装置パワークラスの関数である、各コンポーネントキャリ
アについてネットワークで構成された最大パワー、各コンポーネントキャリアについての
最大パワー削減／追加の最大パワー削減（ＭＰＲ／Ａ－ＭＰＲ）要求であり、下式で与え
られる。
ＰＣＭＡＸ（ｋ）＝ＭＩＮ｛ＰＥＭＡＸ（ｋ），ＰＵＭＡＸ（ｋ）｝
ここで、
　‐ＰＥＭＡＸ（ｋ）は、上位レイヤで構成され、コンポーネントキャリアｋのための［
３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１］において定義された、許可された最大パワーである。搬送
波広帯域化シナリオによっては、搬送波の全てのサブセットについてＰＥＭＡＸを同一に
し、これによって、搬送波のサブセットについての１つの値を、おそらくはコンポーネン
トキャリア指数と共に発信することを義務付けることが可能である。
【００２３】
　‐ＰＵＭＡＸ（ｋ）は、調整したユーザ装置パワークラスについての最大ユーザ装置パ
ワー、ＭＰＲ、ユーザ装置が算出するコンポーネントキャリアｋについての追加の最大パ
ワー削減、搬送波帯域特定の修正ΔＴＣである。
‐ＭＰＵＳＣＨ（ｋ）は、コンポーネントキャリアｋ上のＲＢの数におけるＰＵＳＣＨリ
ソース割当帯域幅である。ＭＰＵＳＣＨ（ｋＡｎｃｈｏｒ）は、アンカー搬送波のリソー
ス割当帯域幅である。
‐ＰＬ（ｋ）は、コンポーネントキャリアｋのダウンリンク経路損失概算である。
‐ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ（ｋ）とα（ｋ）は、コンポーネントキャリアｋのオープンループパ
ワー制御パラメータである。
‐δＰＵＳＣＨ（ｋ）は、コンポーネントキャリアｋのクローズドループＰＣコマンドで
ある。
‐ΔＴＦ（ｋ）は、コンポーネントキャリアｋのための変調および符号化方式（ＭＣＳ）
ベースの伝送パワーオフセットである。
‐ｆ（ｋ）は、コンポーネントキャリアｋについての現在のＰＵＳＣＨパワー制御調整状
態である。
【００２４】
　パラメータＰＯ＿ＰＵＳＣＨ（ｋ）、（ｋ）、ＰＵＳＣＨ（ｋ）、ΔＴＦ（ｋ）は、コ
ンポーネントキャリアｋのための伝送パワー制御情報であると考えられる。各コンポーネ
ントキャリアへのＭＰＲ／Ａ－ＭＰＲ／Ａ－ＭＰＲ要求は、一般に、ＬＴＥまたはＬＴＥ
－Ａ　ユーザ装置が妥当な伝送パワーレベルのスペクトル放射要求を確実に満たすことが
できるように指定される。
【００２５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８にあるように、経路損失（ＰＬ）概算は、各コンポーネ
ントキャリアについての基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定に基づいていてもよい。ある
いは、他のコンポーネントキャリアの経路損失概算は、アンカー搬送波からのコンポーネ
ントキャリアの周波数分離に基づくアンカー搬送波の経路損失概算の調整に基づいていて
もよい。この調整オフセットは、周波数差分の関数としての方程式に基づき算出されるか
、あるいは、配信または無線リソース制御シグナリングを介してユーザ装置に発信されう
る。これは、近接していない、並置された搬送波、あるいは、並置されていない、近接し
ていない（または近接した）搬送波の場合のものであってもよい。
【００２６】
　伝送パワー制御パラメータと同様に、いくつかのパワーヘッドルームパラメータは、広
帯域化された搬送波の全てまたはそのサブセットについて同一または共通であってもよい
。制御メッセージ内のシグナリングビットまたはビットマップは、１つのパラメータある
いはパラメータの１セットが、異なるコンポーネントキャリアについて同一であるか異な
るかを示すことができる。
【００２７】
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　コンポーネントキャリアのグループに対応する単一のパワーアンプ（ＰＡ）を設けたア
ーキテクチャの場合、各コンポーネントキャリアのパワー設定は、コンポーネントキャリ
アがその伝送電力制御に基づき必要とする電力と、コンポーネントキャリアのグループに
必要な総電力との比率に基づき配分することができる。さらに、コンポーネントキャリア
への電力を、差分（ｄＢ）または比率（線状目盛り）が閾値未満になるように調整しても
よい。
【００２８】
　或る実施形態では、パワーヘッドルーム報告は断続的にのみ伝送され、別の実施形態で
は、パワーヘッドルーム報告はスケジュールに従ってより定期的に伝送される。特定の実
現形態では、パワーヘッドルーム報告は、第１搬送波または少なくとも１つの追加の搬送
波のいずれかの経路損失の変化に基づき伝送される。例えばパワーヘッドルーム報告は、
経路損失の変化が経路損失変化条件または閾値を満たした時にのみ伝送されてもよい。よ
り一般には、パワーヘッドルーム報告は、第１搬送波または少なくとも１つの追加の搬送
波のいずれかにおけるチャネルメトリックの変化に基づき伝送されうる。例えば、パワー
ヘッドルーム報告は、第１搬送波または少なくとも１つの追加の搬送波のいずれかにおけ
るチャネルメトリックの変化がチャネルメトリック変化閾値を満たした時にだけ、伝送さ
れてもよい。チャネルメトリック変化閾値は、事前に定義されるか、または無線リソース
制御シグナリングを介してユーザ装置に発信されうる。
【００２９】
　或る別の実施形態では、パワーヘッドルーム報告は、第１搬送波または少なくとも１つ
の追加の搬送波のいずれかの基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）における変化に基づき伝送さ
れうる。別の例では、パワーヘッドルーム報告をいつ伝送するかを、第１搬送波および少
なくとも１つの追加の搬送波のスケジューリング割振りにおけるリソース割当情報に基づ
き決定できる。別の例では、パワーヘッドルーム報告をいつ伝送するかを、第１搬送波お
よび少なくとも１つの追加の搬送波のスケジューリング割振りにおけるリソース割当情報
が負のパワーヘッドルームを発生するか否かの決定に基づき決定できる。別の実施形態で
は、パワーヘッドルーム報告をいつ伝送するかの決定の根拠に他の基準を用いることが可
能である。
【００３０】
　或る実施形態では、パワーヘッドルーム報告をいつ伝送するか決定することは、パワー
ヘッドルーム報告をいつ伝送するかのサブフレーム・インスタンスを決定することを含む
。
【００３１】
　一実施形態では、第１搬送波のパワーヘッドルームと、少なくとも１つの追加の搬送波
のパワーヘッドルームは、第１搬送波に関連した追加の最大パワー削減（Ａ－ＭＰＲ）情
報に基づき決定される。別の実施形態では、第１搬送波のパワーヘッドルームはこの第１
搬送波の伝送パワー制御情報に基づき決定され、少なくとも１つの追加の搬送波のパワー
ヘッドルームはこの少なくとも１つの追加の搬送波の伝送パワー制御情報に基づき決定さ
れる。パワーヘッドルーム計算の基礎を形成する伝送パワー制御情報は、パラメータＰＯ

＿ＰＵＳＣＨ（ｋ）、α（ｋ）、δＰＵＳＣＨ（ｋ）、ΔＴＦ（ｋ）を含むが、これに限
定されるものではない。
【００３２】
　別の実施形態では、第１搬送波のパワーヘッドルームは、この第１搬送波の経路損失に
基づき決定され、少なくとも１つの追加の搬送波のパワーヘッドルームは、少なくとも１
つの追加のコンポーネントキャリアの経路損失に基づき決定される。関連する実施形態で
は、第１搬送波の経路損失に基づき少なくとも１つの追加の搬送波のパワーヘッドルーム
を決定することは、第１搬送波と少なくとも１つの追加の搬送波の間の周波数分離に基づ
いた経路損失オフセットによって、第１搬送波の経路損失を調整することを備えていても
よい。経路損失オフセットは、基地局によってユーザ装置に発信されるか、または、ユー
ザ装置によって、経路損失測定を介して決定される。
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【００３３】
　別の実施形態では、パワーヘッドルーム報告は、異なる伝播特徴を持った各種の周波数
帯域にわたって搬送波広帯域化をサポートすることもできる。このような場合には、パワ
ーヘッドルーム報告を各周波数帯域に使用できる。１つの周波数帯域において、ユーザ装
置は、１または複数の搬送波のためのパワーヘッドルーム報告を持った複数の搬送波をサ
ポートできる。
【００３４】
　一実施形態では、複数の送信機をサポートする無線通信端末またはユーザ装置は、第１
送信機のパワーヘッドルームを、第１送信機の制御情報に基づき決定する。端末は、少な
くとも１つの追加の送信機のためのパワーヘッドルームを、第１送信機制御情報、搬送波
リソース割当、または第１搬送波制御情報に基づき決定する。端末は、パワーヘッドルー
ム報告を、第１送信機のパワーヘッドルーム、および少なくとも１つの追加の送信機のパ
ワーヘッドルームに基づき送信する。制御情報は、第１送信機のためのリソース割当、ま
たは第１送信機のための電力制御情報、あるいはその両方を備えている。端末は、ダウン
リンク制御チャネル上でこの制御情報を受信することができる。一実施形態では、少なく
とも１つの追加の搬送波のパワーヘッドルームを、第１搬送波のパワーヘッドルームに対
する差分パワーヘッドルームとして暗号化してもよい。別の実施形態では、第１送信機は
、第１搬送波に関連し、少なくとも１つの追加の送信機は、少なくとも１つの追加の搬送
波に関連している。別の実施形態では、第１送信機は第１搬送波に関連し、少なくとも１
つの追加の送信機はこの第１搬送波に関連していてもよい。これは、ＭＩＭＯまたは複数
入力／複数出力送信の場合に相当する。
【００３５】
　一実施形態では、少なくとも１つの追加の搬送波のパワーヘッドルームを、第１搬送波
のパワーヘッドルームに対する差分パワーヘッドルームとして暗号化することができる。
　より一般的には、第１搬送波のパワーヘッドルームと少なくとも１つの追加の搬送波の
パワーヘッドルームとを、上述の基準のいくつかの組合せまたは全てに基づき決定するこ
とができる。
【００３６】
　別の実施形態では、第１搬送波のパワーヘッドルームは、以下に基づき決定されるアッ
プリンクパワーヘッドルーム（ＵＰＨ）であってもよい。
ＵＰＨｋ＝Ｐｋｍａｘ，ｔｘ／ＰｋＤＰＣＣＨ

ここで、Ｐｋｍａｘ，ｔｘ＝ｍｉｎ｛最大許容ＵＬ　ＴＸ電力，Ｐｍａｘ｝は、ユーザ装
置最大送信電力である。各搬送波に、最大許容ＵＬ　ＴＸ電力が設定される。Ｐｍａｘは
送信電力限度であり、ユーザ装置クラスに基づいている。ＰｉＤＰＣＣＨは、第１搬送波
のダウンリンク制御シグナリングからの伝送電力制御コマンドに基づきユーザ装置によっ
て設定されたアップリンクの専用物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）の電力である。ユーザ
装置に付与されている広帯域化された搬送波の形状に基づき、各搬送波のアップリンク専
用物理制御チャネルの電力設定は、第１搬送波ダウンリンク伝送電力制御コマンドに基づ
いていてもよい。あるいは、各搬送波のアップリンク専用物理制御チャネルの電力は、そ
れぞれの独立したダウンリンク伝送電力制御コマンドに基づいていてもよい。したがって
各搬送波のＵＰＨｋは、第１搬送波からのダウンリンク制御情報に基づき、あるいは、各
搬送波のダウンリンク制御情報に基づき導出されうる。
【００３７】
　図４に示す別の実現形態では、符号４１０にて、広帯域化された搬送波アクセスをサポ
ートする無線通信端末またはユーザ装置は、端末に割り振られた搬送波の第１セットに対
してユーザ装置パワーヘッドルーム（ＵＰＨ）情報を決定する。符号４２０にて、ユーザ
装置は、端末が送信すべきデータの量を表す、ユーザ装置のアップリンクバッファ状態を
決定する。符号４３０にて、ユーザ装置は、搬送波の第１セットについてのユーザ装置パ
ワーヘッドルーム情報とアップリンクバッファ情報とを含んだ第１複合報告を送信する。
【００３８】
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　特定の一実現形態では、搬送波の第１セットは、複数の搬送波を備え、ユーザ装置は、
搬送波セット内の１つの搬送波に関連した最高ユーザ装置パワーヘッドルームと、同搬送
波セット内の他の搬送波に関連した最低ユーザ装置パワーヘッドルームとを決定する。こ
の場合、ユーザ装置パワーヘッドルーム情報は、搬送波のセットの最高ユーザ装置パワー
ヘッドルームおよび最低ユーザ装置パワーヘッドルーム、および関連する搬送波識別情報
のみを含んでいる。
【００３９】
　一実施形態では、搬送波の第１セットは第１基地局に関連し、搬送波の第２セットは第
２基地局に関連している。そのため、ユーザ装置は、端末に割り振られた搬送波の第２セ
ットに対してもユーザ装置パワーヘッドルーム情報を決定する。ユーザ装置は、第１複合
報告を第１基地局に送信し、搬送波の第２セットのためのユーザ装置パワーヘッドルーム
を含んだ第２複合報告を第２基地局に送信する。一般にユーザ装置は、搬送波のセットを
識別する表示を受信するが、例えば、搬送波の第１セットは、第１基地局に関連し、搬送
波の第２セットは、第２基地局に関連している。
【００４０】
　ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）　高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）単搬
送波システムにおいて、アップリンクスケジューリングは、ユーザ装置がスケジューリン
グ情報（ＳＩ）を対応セルに送信することを要する。スケジューリング情報とアップリン
クセル負荷に基づき、対応セルは、拡張専用チャネル無線ネットワーク一時識別子（Ｅ－
ＲＮＴＩ）として指定された一意識別子を使用することによって、許可をユーザ装置に割
当てる。ネットワークは、相対許可シグナリングを使用することによって、ユーザ装置許
可を段階的に増加または減少させることができる。マルチキャリアＷＣＤＭＡシステムの
場合には、１つのアプローチは、搬送波毎にアップリンクシグナリングを独立的に維持す
ることである。搬送波毎にいくつかのアップリンクスケジューリングメッセージが必要で
あり、例えば、対応および非対応セルのための相対許可によって、一般に熱による上昇（
Ｒｉｓｅ　ｏｖｅｒ　Ｔｈｅｒｍａｌ）として知られているアップリンク干渉の制御が可
能になる。その他のアップリンクスケジューリング・シグナリングメッセージは、同じ情
報を含んでいてもよい。例えばスケジューリング情報は、次のフィールドを含む。
【００４１】
【表１】

ユーザ装置パワーヘッドルームが搬送波毎に異なっていてもよい一方で、ユーザ装置バッ
ファサイズフィールドは、同一であることが期待される。
【００４２】
　シグナリングを最適化する１つの方法は、ユーザ装置（例えば２ｍｓの送信時間インタ
ーバルについて）に、いくつかのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセス上に何
らかのトラフィックを、そして、異なるハイブリッド自動再送要求プロセスに異なる搬送
波を許可するように要求させる。１つの困難な点は、どのスケジューリング情報をどの搬
送波に送るかを決めるために、ユーザ装置がどの基準を使用するかである。これらの基準
は、各搬送波のアップリンク干渉の測定値に基づくべきである。より正確なアップリンク
干渉測定値は、サービングＮｏｂｅＢにて利用されうる。これに加え、搬送波毎にスケジ
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。しかし、複数の搬送波が同じスケジューラを有さない場合には、スケジューリング情報
要求を分割することによって、ユーザ装置が同じトラフィックに複数の許可を得ることを
回避する。
【００４３】
　１つの代替例は、例えばユーザ装置パワーヘッドルームの搬送波毎に異なる追加の複数
のフィールド値を伴った複合スケジューリング情報を送るというものである。例えば、ス
ケジューリング情報は以下を含む。
【００４４】
【表２】

ＮｏｄｅＢは、ユーザ装置がいずれかの任意の搬送波対応セル上の拡張専用チャネル（Ｅ
－ＤＣＨ）データを送信するために使用できる１つの絶対許可を送ることができ、あるい
は、ＮｏｄｅＢは、ユーザ装置が各々の特定の搬送波について使用できる絶対許可を搬送
波毎に１つ送ることができる。
【００４５】
　別の代替例は、連結スケジューラを持ったＮ個の搬送波（Ｎ＞２）の場合に、ユーザ装
置が、スケジューリング情報を、搬送波指定に関連した最高ユーザ装置パワーヘッドルー
ム値および最低ユーザ装置パワーヘッドルーム値（または、最高パワーヘッドルームとそ
の次に高いパワーヘッドルームを伴ったコンポーネントキャリア、最高ユーザ装置パワー
ヘッドルームを伴ったアンカー搬送波およびコンポーネントキャリア）と共にのみ送ると
いうものである。
【００４６】
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【表３】

スケジューリング情報がアンカー搬送波のためのユーザ装置パワーヘッドルームを含む場
合、搬送波の指定を省略してもよい。符号化エラーを最少にするため、スケジューリング
情報タイプの指定を行うために追加のフィールドを加えるべきであり、その結果、次が得
られる。
【００４７】
【表４】

スケジューリング情報（ＳＩ）タイプ
　　００＝｛全ての搬送波のための、搬送波ＩＤを持たないＵＰＨ｝
　　１１＝｛それぞれ搬送波ＩＤを持った最高ＵＰＨと最低ＵＰＨ｝
　しかし、ユーザ装置が送った複合スケジューリング情報メッセージは、搬送波アップリ
ンクスケジューリングが連結スケジューラを有すると仮定する。搬送波が連結スケジュー
ラを有していない場合には、ユーザ装置は、同一のスケジューラを有する各搬送波グルー
プ内の対応セルに複合スケジューリング情報を送る。システム情報ブロックの一部として
、搬送波グループ化情報をユーザ装置に表示する必要がある。ＮｏｄｅＢが連結スケジュ
ーラで制御された１つの搬送波グループ全体に絶対許可を提供する場合には、その搬送波
グループに関連した特定の拡張アップリンク無線ネットワーク一時ＩＤをユーザ装置に割
り振る必要がある。
【００４８】
　本開示とその最良の実施形態を、所有を確立し、当業者がこれを作成・使用できる形で
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説明してきたが、ここで開示された例示的な実施形態の等価物が存在し、また、例示的な
実施形態によってではなく添付の請求項によってのみ制限される本発明の範囲と精神から
逸脱しない限り、これに改良および応用を加えることが可能であることが理解および認識
されるだろう。

【図１】

【図２】

【図３】



(16) JP 5352798 B2 2013.11.27

【図４】



(17) JP 5352798 B2 2013.11.27

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ラブ、ロバート　ティ．
            アメリカ合衆国　６００１０　イリノイ州　バーリントン　エス．ハフ　ストリート　８１７
(72)発明者  ナンギア、ビジェイ
            アメリカ合衆国　６０１０２　イリノイ州　アルゴンクイン　アバディーン　ドライブ　１８５

    審査官  齋藤　浩兵

(56)参考文献  国際公開第２００８／１０８２２８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００６－５０５１９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１２－５０７９６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０７５７３１（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００９／０４０７７３（ＷＯ，Ａ２）　　
              Nokia Siemens Networks，PUSCH Power Control for LTE-Advanced[online]，  3GPP TSG-RAN W
              G1#56    R1-090738，インターネット＜URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_
              56/Docs/R1-090738.zip＞，２００９年　２月１３日

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ　　７２／１２　　　　
              Ｈ０４Ｊ　　　１／００　　　　
              Ｈ０４Ｊ　　１１／００　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　５２／３４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

