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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル通信システムでアップリンクの受信の時間を揃えるモバイル端末であって、前
記モバイル端末に対して、ダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよび時間が揃った
アップリンク・コンポーネント・キャリアを含む第１の無線セルと、ダウンリンク・コン
ポーネント・キャリアおよび時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・キャリ
アを含む第２の無線セルとが設定され、
　前記第１の無線セルの前記ダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよび前記第２の
無線セルの前記ダウンリンク・コンポーネント・キャリアをそれぞれ介したアグリゲーシ
ョン・アクセス・ポイントから前記モバイル端末へのダウンリンクの送信に関する受信時
間の差を判定する処理ユニットであって、前記第１の無線セルの前記時間が揃ったアップ
リンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信のためのタイミング・アドバ
ンスおよび前記判定された受信時間の差に基づいて前記第２の無線セルの前記アップリン
ク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信に関するタイミング・アドバンス
を調整することによって前記第２の無線セルの前記アップリンク・コンポーネント・キャ
リアの時間を揃える処理ユニットと、
　前記第１の無線セルの前記時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリアおよ
び前記第２の無線セルの前記時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリアを介
して、前記アグリゲーション・アクセス・ポイントに同時に到着するように、アップリン
クの送信を前記アグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する送信機ユニットと、
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　を備え、
　前記送信機ユニットは、前記受信時間の差が、最大伝搬遅延時間差を超える場合、前記
受信時間の差を前記アグリゲーション・アクセス・ポイントに送信し、
　前記最大伝搬遅延時間差は、前記モバイル端末が有する受信バッファの記憶量に応じて
設定された受信時間窓から導出され、前記最大伝搬遅延時間差は前記受信時間窓以下であ
る、
モバイル端末。
【請求項２】
　前記無線セルのうちの一方の無線セルの前記ダウンリンク・コンポーネント・キャリア
および前記アップリンク・コンポーネント・キャリアが前記アグリゲーション・アクセス
・ポイントと前記モバイル端末との間で確立される一方で、他方の無線セルの前記ダウン
リンク・コンポーネント・キャリアおよび前記アップリンク・コンポーネント・キャリア
が別のアクセス・ポイントと前記モバイル端末との間で確立され、
　前記別のアクセス・ポイントが、前記モバイル端末からの送信が前記アグリゲーション
・アクセス・ポイントに転送され、前記モバイル端末への送信が前記モバイル端末に転送
される、前記アグリゲーション・アクセス・ポイントへの双方向インターフェースを保有
し、
　前記別のアクセス・ポイントが、周波数選択的リピータ（ＦＳＲ）、または前記アグリ
ゲーション・アクセス・ポイントによって制御されるリモート・ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ
）であり、前記アグリゲーション・アクセス・ポイントが、ｅＮｏｄｅＢである、
　請求項１に記載のモバイル端末。
【請求項３】
　前記第１の無線セルの前記時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリアが、
前記モバイル端末およびアクセス・ポイントが前記第１の無線セルの前記アップリンク・
コンポーネント・キャリアに関する前記タイミング・アドバンスを設定するランダム・ア
クセス手順を実行することによって時間を揃えられる、
　請求項１又は２に記載のモバイル端末。
【請求項４】
　前記処理ユニットは、所与のサブフレーム番号を有し、前記第２の無線セルの前記ダウ
ンリンク・コンポーネント・キャリアを介して受信されるサブフレームの始まりの到着時
間を、同じ所与のサブフレーム番号を有し、前記第１の無線セルの前記ダウンリンク・コ
ンポーネント・キャリアを介して受信されるサブフレームの始まりの到着時間から引くこ
とによって、前記受信時間の差を計算する、
　請求項１から３のいずれか一項に記載のモバイル端末。
【請求項５】
　前記モバイル端末は、各アップリンク・コンポーネント・キャリアに関するそれぞれの
タイミング・アドバンス値を保有するか、または、１つもしくは複数のアップリンク・コ
ンポーネント・キャリアの各グループに関するそれぞれのタイミング・アドバンス値を保
有し、
　グループの前記１つもしくは複数のアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアッ
プリンクの送信は同じ伝播遅延を被る、
　請求項１から４のいずれか一項に記載のモバイル端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル通信システムにおいてモバイル端末によってダウンリンクのタイミ
ングについてレポートするための方法に関する。本発明は、本明細書に記載の方法を実行
するための装置およびシステム、ならびに命令が装置およびシステムに本明細書に記載の
方法を実行させるコンピュータ可読媒体を提供することでもある。
【背景技術】
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【０００２】
　ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）
　ＷＣＤＭＡ（登録商標）無線アクセス技術に基づく第３世代モバイル・システム（３Ｇ
）が、世界中で広範に配置されつつある。この技術を高度化するまたは進化させる最初の
ステップは、高速ダウンリンク・パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）、および高速アップ
リンク・パケット・アクセス（ＨＳＵＰＡ）とも呼ばれる拡張アップリンクを導入し、高
い優位性のある無線アクセス技術を与えることを必要とする。
【０００３】
　さらに増加するユーザの需要に備えるため、および新しい無線アクセス技術に対して優
位であるために、３ＧＰＰは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）と呼ばれる
新しいモバイル通信システムを導入した。ＬＴＥは、今後の１０年に向けて、高速なデー
タおよびメディア転送ならびに大容量音声のサポートのためのキャリアのニーズを満たす
ように設計されている。高ビット・レートを提供する能力は、ＬＴＥの重要な尺度である
。
【０００４】
　進化型ＵＭＴＳ地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）およびＵＭＴＳ地上無線アクセス・ネッ
トワーク（ＵＴＲＡＮ）（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄ
ｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）　ａｎｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄ
ｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＵＴＲＡＮ））と呼ばれるロング・ターム・エボ
リューション（ＬＴＥ）に関する作業項目（ＷＩ）の仕様が、リリース８（ＬＴＥ　Ｒｅ
ｌ．８）としてまとめられる予定である。ＬＴＥシステムは、低レイテンシーおよび低コ
ストで完全にＩＰベースの機能を提供する効率的なパケット・ベースの無線アクセスおよ
び無線アクセス・ネットワークを表す。ＬＴＥにおいては、所与のスペクトルを用いた柔
軟なシステムの配置を実現するために、１．４、３．０、５．０、１０．０、１５．０、
および２０．０ＭＨｚなどのスケーラブルな複数の送信帯域幅が規定される。ダウンリン
クにおいては、直行周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）に基づく無線アクセスが、低シンボル
・レートであることによるマルチパス干渉（ＭＰＩ）に対するその固有の耐性、サイクリ
ック・プレフィックス（ＣＰ）の使用、およびさまざまな送信帯域幅構成に対するその親
和性のために採用された。シングル・キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）に
基づく無線アクセスが、ユーザ機器（ＵＥ）の限られた送信電力を考えれば広いエリア・
カバレッジを提供することがピーク・データ・レートを改善することよりも優先されたの
で、アップリンクで採用された。多入力多出力（ＭＩＭＯ）チャネル送信技術を含む多く
の重要なパケット無線アクセス技術が使用され、高効率の制御シグナリング構造がＬＴＥ
　Ｒｅｌ．８／９において実現される。
【０００５】
　ＬＴＥアーキテクチャ
　全体的なアーキテクチャが図１に示され、Ｅ－ＵＴＲＡＮアーキテクチャのより詳細な
表現が図２に与えられている。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、ユーザ機器（ＵＥ）へのＥ－ＵＴＲＡ
のユーザ・プレーン（ＰＤＣＰ／ＲＬＣ／ＭＡＣ／ＰＨＹ）および制御プレーン（ＲＲＣ
）プロトコルの終端を提供するｅＮｏｄｅＢからなる。ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）は、物理
（ＰＨＹ）、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）、無線リンク制御（ＲＬＣ）、およびユーザ・
プレーンのヘッダ圧縮および暗号化の機能を含むパケット・データ制御プロトコル（ＰＤ
ＣＰ）レイヤをホストする。ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）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。ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）は、無線リソース管理、
アドミッション・コントロール、スケジューリング、ネゴシエーションされたアップリン
クのサービス品質（ＱｏＳ）の施行、セル（ｃｅｌｌ）情報のブロードキャスト、ユーザ
および制御プレーンのデータの暗号化／復号、ならびにダウンリンク／アップリンクのユ
ーザ・プレーンのパケット・ヘッダの圧縮／解凍を含む多くの機能を実行する。ｅＮｏｄ
ｅＢは、Ｘ２インターフェースによって相互に接続される。
【０００６】



(4) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

　ｅＮｏｄｅＢは、Ｓ１インターフェースによってＥＰＣ（進化型パケット・コア（Ｅｖ
ｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ））に、より具体的にはＳ１－ＭＭＥによってＭＭ
Ｅ（モビリティ管理エンティティ）に、およびＳ１－Ｕによってサービング・ゲートウェ
イ（ＳＧＷ）にも接続される。Ｓ１インターフェースは、ＭＭＥ／サービング・ゲートウ
ェイとｅＮｏｄｅＢの間の多対多の関係をサポートする。ＳＧＷは、ｅＮｏｄｅＢ間ハン
ドオーバ中のユーザ・プレーンのモビリティ・アンカーとして、および（Ｓ４インターフ
ェースを終端し、２Ｇ／３ＧシステムとＰＤＮ　ＧＷとの間でトラフィックを中継する）
ＬＴＥとその他の３ＧＰＰ技術の間のモビリティのためのアンカーとしても働きながら、
ユーザのデータ・パケットをルーティングし、転送する。アイドル状態のユーザ機器に関
して、ＳＧＷは、ダウンリンクのデータ・パスを終端し、ダウンリンクのデータが当該ユ
ーザ機器に関して到着するときにページングをトリガする。ＳＧＷ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、ネットワークの内部のルーティ
ング情報を管理し、記憶する。また、ＳＧＷは、合法的な傍受の際にユーザ・トラフィッ
クの複製を実行する。
【０００７】
　ＭＭＥは、ＬＴＥアクセス・ネットワークに関する重要な制御ノードである。ＭＭＥは
、再送信を含むアイドル・モードのユーザ機器の追跡およびページング手順を担う。ＭＭ
Ｅは、ベアラのアクティブ化／非アクティブ化プロセスに関わり、さらに、最初のアタッ
チのとき、およびコア・ネットワーク（ＣＮ）ノードの移転をともなうＬＴＥ内ハンドオ
ーバのときにユーザ機器のためのＳＧＷを選択する役割を担う。ＭＭＥは、（ＨＳＳとイ
ンタラクションすることによって）ユーザの認証を担う。非アクセス層（ＮＡＳ）シグナ
リングは、ＭＭＥで終わり、ＭＭＥは、一時的な識別情報の生成およびユーザ機器への割
り当ても担う。ＭＭＥは、サービス・プロバイダの公衆陸上モバイル・ネットワーク（Ｐ
ｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）（ＰＬＭＮ）にキャンプ・オン
するためのユーザ機器の権限を調べ、ユーザ機器のローミングの制限を施行する。ＭＭＥ
は、ＮＡＳシグナリングのための暗号化／完全性保護に関するネットワーク内の終端点で
あり、セキュリティ鍵の管理を扱う。シグナリングの合法的な傍受も、ＭＭＥによってサ
ポートされる。ＭＭＥは、ＳＧＳＮからＭＭＥで終わるＳ３インターフェースによってＬ
ＴＥと２Ｇ／３Ｇアクセス・ネットワークの間のモビリティのための制御プレーンの機能
も提供する。ＭＭＥは、ユーザ機器のローミングのためのホームＨＳＳへのＳ６ａインタ
ーフェースも終端する。
【０００８】
　Ｌ１／２制御シグナリング
　スケジューリングされたユーザにそれらのユーザの割り当て状態について知らせるため
に、トランスポート・フォーマットおよびその他のデータに関連する情報（例えば、ＨＡ
ＲＱ）のＬ１／Ｌ２制御シグナリングが、ダウンリンク上でデータとともに送信される必
要がある。制御シグナリングは、（ユーザの割り当てがサブフレームごとに変わり得ると
想定すると）サブフレームでダウンリンク・データと多重化される必要がある。ここで、
ユーザの割り当てはＴＴＩ（送信時間間隔）に基づいて実行される可能性もあり、ＴＴＩ
長はサブフレームの倍数である可能性があることに留意されたい。ＴＴＩ長は、すべての
ユーザに対してサービス・エリアで固定である可能性があり、異なるユーザに対して異な
る可能性があり、または各ユーザに対して動的である可能性さえある。概して、そのとき
、Ｌ１／２制御シグナリングは、ＴＴＩごとに一回だけ送信される必要がある。Ｌ１／Ｌ
２制御シグナリングは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信される。
アップリンクのデータ送信に関する割り振り、ＵＬの許可も、ＰＤＣＣＨ上で送信される
ことに留意されたい。
【０００９】
　概して、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングで送信される情報は、以下の２つのカテゴリーに
分けられる。
　●Ｃａｔ１情報を搬送する共有制御情報（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒ
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ｍａｔｉｏｎ）（ＳＣＩ）。Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングのＳＣＩ部分は、リソース割り
当て（指示）に関連する情報を含む。典型的には、ＳＣＩは以下の情報を含む。
　　○割り当てられるユーザを示すユーザ識別情報
　　○ユーザが割り当てられるリソース（リソース・ブロック、ＲＢ）を示すＲＢ割り当
て情報。ユーザが割り当てられるＲＢの数は動的である可能性があることに留意されたい
。
　　○任意：複数のサブフレーム（ＴＴＩ）にわたる割り振りが可能である場合、割り振
りの継続時間
【００１０】
　その他のチャネルの設定および個別制御情報（ＤＣＩ）の設定に応じて、ＳＣＩは、ア
ップリンクの送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ、アップリンクのスケジューリング情報、Ｄ
ＣＩに関する情報（リソース、ＭＣＳなど）などの情報をさらに含み得る。
　●Ｃａｔ２／３情報を搬送する個別制御情報（ＤＣＩ）
【００１１】
　Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングのＤＣＩ部分は、Ｃａｔ１によって示されたスケジューリ
ングされたユーザに送信されるデータの送信フォーマット（Ｃａｔ２）に関連する情報を
含む。さらに、（ハイブリッド）ＡＲＱが適用される場合、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリング
のＤＣＩ部分は、ＨＡＲＱ（Ｃａｔ３）情報を搬送する。ＤＣＩは、Ｃａｔ１にしたがっ
てスケジューリングされたユーザによってのみ復号される必要がある。典型的には、ＤＣ
Ｉは以下に関する情報を含む。
　　○Ｃａｔ２：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に関する情報など
　　○Ｃａｔ３：ＨＡＲＱに関連する情報、例えば、ハイブリッドＡＲＱプロセス番号、
冗長バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）、再送シーケンス番号
【００１２】
　以下で、ＤＬの割り当ておよびアップリンクの割り振りのためにシグナリングされる詳
細なＬ１／Ｌ２制御シグナリング情報が、以下で説明される。
【００１３】
　ダウンリンク・データ送信：
　ダウンリンクのパケット・データの送信と一緒に、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングが、別
個の物理チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信される。典型的には、このＬ１／Ｌ２制御シグ
ナリングは以下に関する情報を含む。
【００１４】
　○データが送信される（１つまたは複数の）物理リソース（例えば、ＯＦＤＭの場合は
サブキャリアまたはサブキャリアのブロック、ＣＤＭＡの場合は符号）。この情報は、デ
ータが送信されるリソースをＵＥ（受信機）が識別することを可能にする。
【００１５】
　○送信のために使用されるトランスポート・フォーマット。これは、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
および符号化方式）レベル、スペクトル効率、符号化率などである可能性がある。この情
報は（通常、リソース割り当てとともに）、復調、デ・レート・マッチング、および復号
プロセスを開始するために、情報ビット・サイズ、変調方式、および符号化率をＵＥ（受
信機）が特定することを可能にする。場合によっては、変調方式が、明示的にシグナリン
グされる可能性がある。
【００１６】
　○ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）情報：
　　●プロセス番号：データがマッピングされるハイブリッドＡＲＱプロセスをＵＥが識
別することを可能にする
　　●シーケンス番号または新データ・インジケータ：送信が新しいパケットであるか、
または再送信パケットであるかをＵＥが特定することを可能にする



(6) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

　　●冗長および／または信号点配置バージョン（ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ　ｖｅｒ
ｓｉｏｎ）：どのハイブリッドＡＲＱ冗長バージョンが使用されるか（デ・レート・マッ
チングに必要とされるか）、および／またはどの変調信号点配置バージョンが使用される
か（復調に必要とされるか）をＵＥに知らせる
【００１７】
　○ＵＥ識別情報（ＵＥ　ＩＤ）：Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングがどのＵＥを対象とする
かを知らせる。典型的な実装において、この情報は、その他のＵＥがこの情報を読むこと
を防止するためにＬ１／Ｌ２制御シグナリングのＣＲＣをマスクするために使用される。
【００１８】
　アップリンク・データ送信：
　アップリンクのパケット・データの送信を可能にするために、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリ
ングが、ダウンリンク（ＰＤＣＣＨ）上で送信されて、送信の詳細についてＵＥに知らせ
る。典型的には、このＬ１／Ｌ２制御シグナリングは以下に関する情報を含む。
【００１９】
　○ＵＥがデータを送信すべき（１つまたは複数の）物理リソース（例えば、ＯＦＤＭの
場合はサブキャリアまたはサブキャリアのブロック、ＣＤＭＡの場合は符号）。
【００２０】
　○ＵＥが送信のために使用すべきトランスポート・フォーマット。これは、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
（変調および符号化方式）レベル、スペクトル効率、符号化率などである可能性がある。
この情報は（通常、リソース割り当てとともに）、変調、レート・マッチング、および符
号化プロセスを開始するために、情報ビット・サイズ、変調方式、および符号化率をＵＥ
（送信機）が選択することを可能にする。場合によっては、変調方式が、明示的にシグナ
リングされる可能性がある。
【００２１】
　○ハイブリッドＡＲＱ情報：
　　●プロセス番号：どのハイブリッドＡＲＱプロセスからＵＥがデータを取得すべきか
をそのＵＥに知らせる
　　●シーケンス番号または新データ・インジケータ：ＵＥに新しいパケットを送信する
ように、またはパケットを再送信するように指示する
　　●冗長および／または信号点配置バージョン：どのハイブリッドＡＲＱ冗長バージョ
ンを使用すべきか（レート・マッチングに必要とされるか）、および／またはどの変調信
号点配置バージョンを使用すべきか（復調に必要とされるか）をＵＥに知らせる
【００２２】
　○ＵＥ識別情報（ＵＥ　ＩＤ）：どのＵＥがデータを送信すべきかを知らせる。典型的
な実装において、この情報は、その他のＵＥがこの情報を読むことを防止するためにＬ１
／Ｌ２制御シグナリングのＣＲＣをマスクするために使用される。
【００２３】
　上述の情報を正確に送信する方法にいくつかの異なる特色がある。さらに、Ｌ１／Ｌ２
制御情報は、追加的な情報も含む可能性があり、または情報の一部を省略する可能性があ
る。例えば：
　●ＨＡＲＱプロセス番号は、同期ＨＡＲＱプロトコルの場合は必要とされない可能性が
ある
　●冗長および／または信号点配置バージョンは、チェイス合成が使用される（常に同じ
冗長および／または信号点配置バージョン）場合、または冗長および／または信号点配置
バージョンの順序が事前に定義されている場合、必要とされない可能性がある。
　●電力制御情報が、制御シグナリングに追加的に含まれる可能性がある
　●例えば、プリコーディングなどのＭＩＭＯに関する制御情報が、制御シグナリングに
追加的に含まれる可能性がある。
　●マルチ・コードワードＭＩＭＯ送信の場合、複数のコードワードに関するトランスポ
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ート・フォーマットおよび／またはＨＡＲＱ情報が含まれる可能性がある
【００２４】
　ＬＴＥにおけるＰＤＣＣＨ上でシグナリングされるアップリンクのリソースの割り振り
（ＰＵＳＣＨ）に関しては、Ｌ１／Ｌ２制御情報は、同期ＨＡＲＱプロトコルがＬＴＥの
アップリンクのために使用されるのでＨＡＲＱプロセス番号を含まない。アップリンクの
送信のために使用されるべきＨＡＲＱプロセスは、タイミングによって与えられる。さら
に、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併せて符号化
され、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またはＭＣＳフィールドは、例えば、３２個のエント
リに対応する５ビットのサイズを有する。３つのＴＦ／ＭＣＳテーブルのエントリが、Ｒ
Ｖ１、２、または３を示すために予約されている。残りのＭＣＳテーブルのエントリは、
暗黙的にＲＶ０を示すＭＣＳレベル（ＴＢＳ）をシグナリングするために使用される。Ｐ
ＤＣＣＨのＣＲＣフィールドのサイズは、１６ビットである。ＰＵＳＣＨ上のアップリン
クのリソース割り当てのための制御情報に関するさらに詳細な情報は、ＴＳ３６．２１２
セクション５．３．３およびＴＳ３６．２１３セクション８．６に見出すことができる。
【００２５】
　ＬＴＥにおけるＰＤＣＣＨ上でシグナリングされるダウンリンクの割り振り（ＰＤＳＣ
Ｈ）に関しては、冗長バージョン（ＲＶ）が、２ビットのフィールドで別個にシグナリン
グされる。さらに、変調次数（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ）情報が、トランスポ
ート・フォーマット情報と併せて符号化される。アップリンクの場合と同様に、ＰＤＣＣ
Ｈ上でシグナリングされる５ビットのＭＣＳフィールドがある。エントリのうちの３つは
、明示的な変調次数をシグナリングするために予約され、トランスポート・フォーマット
（トランスポート・ブロック）情報を提供しない。残り２９個のエントリに関しては、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。ＰＵＳＣＨ
上のアップリンクのリソース割り当てのための制御情報に関するさらに詳細な情報は、Ｔ
Ｓ３６．２１２セクション５．３．３およびＴＳ３６．２１３セクション７．１．７に見
出すことができる。
【００２６】
　ＬＴＥ（リリース８）のコンポーネント・キャリア構造
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）のダウンリンク・コンポーネント・キャリアは、いわ
ゆるサブフレームで、時間－周波数ドメインにおいて細分される。３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リ
リース８）において、各サブフレームは、図３に示されるように２つのダウンリンク・ス
ロットに分割され、第１のダウンリンク・スロットは、第１のＯＦＤＭシンボル内の制御
チャネル領域（ＰＤＣＣＨ領域）を含む。各サブフレームは、時間ドメインにおいて所与
の数のＯＦＤＭシンボル（３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）においては１２または１４個
のＯＦＤＭシンボル）からなり、ＯＦＤＭシンボルのそれぞれは、コンポーネント・キャ
リアの帯域幅全体に広がる。したがって、ＯＦＤＭシンボルは、それぞれ、図４にやはり
示されるように、それぞれの
【数１】

個のサブキャリア上で送信されるいくつかの変調シンボルからなる。
【００２７】
　例えば、３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）で使用されるようなＯ
ＦＤＭを例えば使用するマルチキャリア通信システムを想定すると、スケジューラによっ
て割り振られ得るリソースの最小単位は、１つの「リソース・ブロック」である。物理リ
ソース・ブロックは、図４で例示されるように、時間ドメインにおいて

【数２】
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個の連続するＯＦＤＭシンボルとして定義され、周波数ドメインにおいて
【数３】

個の連続するサブキャリアとして定義される。したがって、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース
８）において、物理リソース・ブロックは、時間ドメインにおける１スロットおよび周波
数ドメインにおける１８０ｋＨｚに対応する

【数４】

個のリソース要素からなる（ダウンリンクのリソース・グリッドに関するさらなる詳細に
ついては、例えば、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇにおいて入手可能であり、
参照により本明細書に組み込まれる３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ
）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（リリース８
）」、バージョン８．９．０または９．０．０、セクション６．２を参照されたい）。
【００２８】
　用語「コンポーネント・キャリア」は、いくつかのリソース・ブロックの組み合わせを
指す。ＬＴＥの将来のリリースにおいては、用語「コンポーネント・キャリア」はもはや
使用されず、その代わりに、用語は、ダウンリンクのリソースおよび任意的なアップリン
クのリソースの組み合わせを指す「セル」に変更される。ダウンリンクのリソースのキャ
リア周波数とアップリンクのリソースのキャリア周波数との間のつながりが、ダウンリン
クのリソース上で送信されるシステム情報で示される。
【００２９】
　ＬＴＥのさらなる進歩（ＬＴＥ－Ａ）
　ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄに関する周波数スペクトルが、世界無線通信会議２００７（
ＷＲＣ－０７）において決定された。ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄに関する全体的な周波数
スペクトルが決定されたが、実際の利用可能な周波数帯域幅は各地域または国によって異
なる。しかし、利用可能な周波数スペクトルの概要に関する決定にしたがって、無線イン
ターフェースの標準化が、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）で始ま
った。３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　＃３９会合において、「Ｅ－ＵＴＲＡのさらなる進歩
（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）」に関する検討項目の記載が承認された。検討項目は、例
えば、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄに関する要件を満たすためのＥ－ＵＴＲＡの進化のため
に検討されるべき技術的構成要素を包含する。ＬＴＥ－Ａに関して現在検討中である２つ
の主要な技術的構成要素が、以下で説明される。
【００３０】
　より広い帯域幅をサポートするためのＬＴＥ－Ａにおけるキャリア・アグリゲーション
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムがサポートすることができる帯域幅は１００ＭＨｚ
であるが、ＬＴＥシステムは、２０ＭＨｚしかサポートすることができない。現在は、無
線スペクトルの不足が、無線ネットワークの発展のボトルネックになっており、結果とし
て、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのために十分なだけ広いスペクトル帯域を見出す
のが難しい。したがって、より広い無線スペクトル帯域を得るための方法を見出すことが
急がれており、可能な答えが、キャリア・アグリゲーション機能である。
【００３１】
　キャリア・アグリゲーションにおいては、２つ以上のコンポーネント・キャリア（コン
ポーネント・キャリア）が、最大１００ＭＨｚのより広い送信帯域幅をサポートするため
にアグリゲートされる。ＬＴＥシステムのいくつかのセルが、ＬＴＥのこれらのセルが異
なる周波数帯域にあるとしても、１００ＭＨｚに十分なだけ広いＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅ
ｄシステムの１つのより広いチャネルにアグリゲートされる。
【００３２】
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　すべてのコンポーネント・キャリアは、少なくとも、アップリンクおよびダウンリンク
におけるコンポーネント・キャリアのアグリゲートされる数が同じであるときにＬＴＥ　
Ｒｅｌ．８／９と互換性があるように構成され得る。必ずしも、ユーザ機器によってアグ
リゲートされるすべてのコンポーネント・キャリアが、Ｒｅｌ．８／９と互換性があるわ
けではない。既存のメカニズム（例えば、規制（ｂａｒｒｉｎｇ））が、Ｒｅｌ－８／９
のユーザ機器がコンポーネント・キャリアにキャンプ・オンするのを防ぐために使用され
得る。
【００３３】
　ユーザ機器は、そのユーザ機器の能力によっては（複数のサービング・セルに対応する
）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および／または送信能力を有するＬＴＥ－Ａ
　Ｒｅｌ．１０のユーザ機器は、複数のサービング・セルで同時に受信および／または送
信を行うことができるが、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８／９のユーザ機器は、コンポーネント・キ
ャリアの構造がＲｅｌ．８／９の仕様にしたがうものとして、単一のサービング・セルの
みで受信および送信を行うことができる。
【００３４】
　キャリア・アグリゲーションは、各コンポーネント・キャリアがＲｅｌ．８／９の数え
方（ｎｕｍｅｒｏｌｏｇｙ）を用いて周波数ドメインで最大１１０個のリソース・ブロッ
クに制限されるようにして、連続的なコンポーネント・キャリアと不連続なコンポーネン
ト・キャリアの両方に関してサポートされる。アップリンクおよびダウンリンクにおいて
、同じｅＮｏｄｅＢから生じ、おそらくは異なる帯域幅の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構成することが可能である。
－　構成され得るダウンリンク・コンポーネント・キャリアの数は、ユーザ機器のダウン
リンクのアグリゲーション能力に依存する。
－　構成され得るアップリンク・コンポーネント・キャリアの数は、ユーザ機器のアップ
リンクのアグリゲーション能力に依存する。
－　ダウンリンク・コンポーネント・キャリアよりも多いアップリンク・コンポーネント
・キャリアを用いるユーザ機器を構成することはできない。
－　典型的なＴＤＤの配置においては、アップリンクおよびダウンリンクにおけるコンポ
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同じである。
【００３５】
　同じｅＮｏｄｅＢから生じるコンポーネント・キャリアは、必ずしも同じカバレッジを
提供しない。
【００３６】
　連続的にアグリゲートされるコンポーネント・キャリアの中央の周波数の間の間隔は、
３００ｋＨｚの倍数になる。これは、Ｒｅｌ．８／９の１００ｋＨｚの周波数ラスタ（ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒａｓｔｅｒ）と互換性があり、同時に１５ｋＨｚ間隔のサブキャリ
アの直交性を保つためである。アグリゲーションのシナリオによっては、ｎ×３００ｋＨ
ｚの間隔をとることは、連続的なコンポーネント・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容易にされ得る。
【００３７】
　複数のキャリアのアグリゲーションの性質は、最高でＭＡＣレイヤまでしか明らかにさ
れない。アップリンクとダウンリンクの両方に関して、それぞれのアグリゲートされるコ
ンポーネント・キャリアのためにＭＡＣで必要とされる１つのＨＡＲＱエンティティが存
在する。（アップリンクに関して－ＳＵ－ＭＩＭＯ－シングル・ユーザ多入力多出力が使
われない場合）コンポーネント・キャリアごとに最大で１つのトランスポート・ブロック
が存在する。トランスポート・ブロックおよびその潜在的なＨＡＲＱ再送信は、同じコン
ポーネント・キャリアにマッピングされる必要がある。有効化されたキャリア・アグリゲ
ーションを用いたレイヤ２の構造が、それぞれダウンリンクおよびアップリンクに関して
図５および図６に示される。
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【００３８】
　キャリア・アグリゲーションが構成されるとき、ユーザ機器は、ネットワークとの１つ
のＲＲＣコネクションのみを有する。ＲＲＣコネクションの確立／再確立において、１つ
のサービング・セルが、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８／９と同様に、セキュリティ入力（１つのＥ
ＣＧＩ、１つのＰＣＩ、および１つのＡＲＦＣＮ）ならびに非アクセス層のモビリティ情
報（例えば、ＴＡＩ）を提供する。ＲＲＣコネクションの確立／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、ダウンリンク・プライマリ・セル（Ｐセル）と呼
ばれる。常に１つであり、１つだけであるダウンリンクＰセル（ＤＬ　Ｐセル）と、接続
モードのユーザ機器ごとに構成される１つのアップリンクＰセル（ＵＬ　Ｐセル）とが存
在する。ダウンリンクにおいては、Ｐセルに対応するキャリアはダウンリンク・プライマ
リ・コンポーネント・キャリア（ＤＬ　ＰＣＣ）であり、一方、アップリンクにおいては
、そのキャリアはアップリンク・プライマリ・コンポーネント・キャリア（ＵＬ　ＰＣＣ
）である。
【００３９】
　ユーザ機器の能力に応じて、セカンダリ・セル（Ｓセル）が、Ｐセルと一緒にサービン
グ・セルの組を形成するように構成され得る。したがって、ユーザ機器のためのサービン
グ・セルの構成された組は、常に、１つのＰセル、および１つまたは複数のＳセルからな
る。ダウンリンクおよびアップリンクＰセルおよびＳセルの特徴は、
－　アップリンクＰセルが、レイヤ１のアップリンク制御情報（ＰＵＣＣＨ）の送信のた
めに使用されること
－　Ｓセルと異なり、ダウンリンクのＰセルが非アクティブ化できないこと
－　再確立が、ダウンリンクＳセルがレイリー・フェージング（ＲＬＦ）を被るときでは
なくダウンリンクＰセルがＲＬＦを被るときにトリガされること
－　各Ｓセルに関して、ダウンリンクのリソースの使用に加えて、ＵＥによるアップリン
クのリソースの使用が構成可能であること（したがって、構成されるＤＬ　ＳＣＣの数は
、常に、ＵＬ　Ｓセルの数以上であり、いかなるＳセルも、アップリンクのリソースの使
用のためだけに構成することはできない）
－　ＵＥの観点から見て、それぞれのアップリンクのリソースが、１つのサービング・セ
ルにのみ属すること
－　Ｐセルが、ハンドオーバ手順によって（すなわち、セキュリティ鍵の変更およびＲＡ
ＣＨ手順によって）のみ変更され得ること
－　構成され得るサービング・セルの数が、ＵＥのアグリゲーション能力に依存すること
－　非アクセス層情報が、ダウンリンクＰセルから取得されること
である。
【００４０】
　Ｓセルの再構成、追加、および削除は、ＲＲＣによって実行され得る。ＬＴＥ内ハンド
オーバにおいて、ＲＲＣは、やはり、ハンドオーバ先Ｐセルとともに使用するためのＳセ
ルを追加、削除、または再構成する可能性がある。新しいＳセルを追加するとき、個別Ｒ
ＲＣシグナリングが、Ｓセルのすべての必要とされるシステム情報を送信するために使用
され、すなわち、接続モードである間に、ユーザ機器が、ブロードキャストされたシステ
ム情報をＳセルから直接取得する必要はない。
【００４１】
　キャリア・アグリゲーションが構成されるとき、ユーザ機器は、複数のコンポーネント
・キャリアにわたって同時にスケジューリングされ得るが、いかなるときも、最大で１つ
のランダム・アクセス手順が、実行中であるべきである。キャリアをまたがるスケジュー
リングは、コンポーネント・キャリアの物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が
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を可能にする。こ
の目的で、コンポーネント・キャリア識別フィールド（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉ
ｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｆｉｅｌｄ）（ＣＩＦ）が、それぞれのダウンリ
ンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに導入される。アップリンク・コンポーネント・キ
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ャリアとダウンリンク・コンポーネント・キャリアの間のつながりが、キャリアをまたが
らないスケジューリングが存在するときに、許可が与えられるアップリンク・コンポーネ
ント・キャリアを特定することを可能にする。アップリンク・コンポーネント・キャリア
へのダウンリンク・コンポーネント・キャリアのつながりは、必ずしも１対１である必要
はない。言い換えると、２つ以上のダウンリンク・コンポーネント・キャリアが、同じア
ップリンク・コンポーネント・キャリアにリンクする可能性がある。同時に、ダウンリン
ク・コンポーネント・キャリアは、１つのアップリンク・コンポーネント・キャリアにし
かリンクしない可能性がある。
【００４２】
　Ｓセルのアクティブ化／非アクティブ化
　ＣＡが構成されるときに妥当なＵＥのバッテリ消費を可能にするために、Ｓセルのアク
ティブ化／非アクティブ化メカニズムがサポートされる（すなわち、アクティブ化／非ア
クティブ化はＰセルには適用されない）。Ｓセルが非アクティブ化されるとき、ＵＥは、
対応するＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨを受信する必要がなく、対応するアップリンクで送
信することができず、ＣＱＩの測定を実行することも必要とされない。反対に、Ｓセルが
アクティブであるとき、ＵＥは、ＰＤＳＣＨおよびＰＤＣＣＨ（ＵＥがこのＳセルからの
ＰＤＣＣＨを監視するように構成されている場合）を受信することになり、ＣＱＩの測定
を実行することができることが期待される。
【００４３】
　アクティブ化／非アクティブ化メカニズムは、ＭＡＣ制御要素と非アクティブ化タイマ
との組み合わせに基づく。ＭＡＣ制御要素は、Ｓセルのアクティブ化および非アクティブ
化に関するビットマップを運び、１に設定されたビットは、対応するＳセルのアクティブ
化を表し、一方、０に設定されたビットは、非アクティブ化を表す。ビットマップを用い
て、Ｓセルを個々にアクティブ化および非アクティブ化することができ、単一のアクティ
ブ化／非アクティブ化コマンドが、Ｓセルのサブセットをアクティブ化／非アクティブ化
することができる。対応するアクティブ化／非アクティブ化ＭＡＣ　ＣＥが、図２０に示
される。ＵＥがアグリゲートすることができる最大で４つのＳセルが存在するとしても、
ＭＡＣ　ＣＥは、それぞれがＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘ　ｉで構成されたＳセルに対応する７
つのエントリを含むことに留意されたい。
【００４４】
　１つの非アクティブ化タイマがＳセルごとに保持されるが、１つの共通の値がＲＲＣに
よってＵＥごとに構成される。モビリティ制御情報を用いない再構成において、
　○サービング・セルの組に追加されたＳセルは、最初は「非アクティブ」である。
　○（変更されないかまたは再構成されるかのどちらかの）サービング・セルの組に残る
Ｓセルは、それらのＳセルのアクティブ化の状態（「アクティブ」または「非アクティブ
」）を変更しない。
【００４５】
　モビリティ制御情報を用いた再構成（すなわち、ハンドオーバ）において、
　○Ｓセルは「非アクティブ化される」。
【００４６】
　ＬＴＥのアップリンク・アクセス方式
　アップリンクの送信に関して、電力効率の良いユーザ端末の送信が、カバレッジを最大
化するために必要である。動的な帯域幅の割り当てを用いるＦＤＭＡと組み合わされたシ
ングル・キャリア送信が、進化型ＵＴＲＡのアップリンク送信スキームとして選択された
。シングル・キャリア送信が好まれる主な理由は、マルチキャリア信号（ＯＦＤＭＡ）と
比較して低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）、ならびに対応する改善された電力増幅器
の効率および想定される改善されたカバレッジ（所与の端末のピーク電力に対するより高
いデータ・レート）である。それぞれの時間間隔の間に、ＮｏｄｅＢは、ユーザにユーザ
・データを送信するための一意的な時間／周波数リソースを割り振り、それによって、セ
ル内の直交性を保証する。アップリンクにおける直交接続（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ａｃ
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ｃｅｓｓ）は、セル内の干渉をなくすことによってスペクトル効率を高めることを保証す
る。マルチパス伝搬による干渉は、送信信号にサイクリック・プレフィックスを挿入する
ことによる助けの下で基地局（ＮｏｄｅＢ）において処理される。
【００４７】
　データ送信のため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
．５ｍｓのサブフレーム中のサイズＢＷｇｒａｎｔの周波数リソースからなり、その基本
的な物理リソースに、符号化された情報ビットがマッピングされる。送信時間間隔（ＴＴ
Ｉ）とも呼ばれるサブフレームは、ユーザ・データの送信のための最小時間間隔であるこ
とに留意されたい。しかし、サブフレームを連結することによって、１つのＴＴＩよりも
長い期間にわたって周波数リソースＢＷｇｒａｎｔをユーザに割り振ることが可能である
。
【００４８】
　ＬＴＥのアップリンク・スケジューリング方式
　アップリンクの方式は、スケジューリングされたアクセス、すなわち、ｅＮＢによって
制御されたアクセスと、コンテンション・ベースのアクセスとの両方を可能にする。
【００４９】
　スケジューリングされたアクセスの場合、ＵＥは、アップリンクのデータ送信のために
、特定の時間の間の特定の周波数リソース（すなわち、時間／周波数リソース）を割り当
てられる。しかし、一部の時間／周波数リソースは、コンテンション・ベースのアクセス
のために割り当てられる可能性がある。これらの時間／周波数リソースの中では、ＵＥは
、最初にスケジューリングされることなく送信を行うことができる。ＵＥがコンテンショ
ン・ベースのアクセスを行っている１つのシナリオは、例えば、ランダム・アクセス、す
なわち、ＵＥがセルへの最初のアクセスを行っているときのランダム・アクセス、または
アップリンクのリソースを要求するためのランダム・アクセスである。
【００５０】
　スケジューリングされたアクセスに関して、ＮｏｄｅＢのスケジューラは、アップリン
クのデータ送信のために、一意的な周波数／時間リソースをユーザに割り振る。より具体
的には、スケジューラは、
　○送信を許可されているどの（１つまたは複数の）ＵＥか、
　○どの物理チャネルリソース（周波数）か、
　○送信のためにモバイル端末によって使用されるべきトランスポート・フォーマット（
変調符号化方式（ＭＣＳ））
を決定する。
【００５１】
　割り当て情報が、Ｌ１／Ｌ２制御チャネル上で送信されるスケジューリングの許可によ
ってＵＥにシグナリングされる。簡単にするために、このチャネルは、以下でアップリン
ク許可チャネルと呼ばれる。スケジューリング許可メッセージは、少なくとも、ＵＥが周
波数帯域のどの部分を使用することを許可されるか、許可の有効期間、およびＵＥが今度
のアップリンクの送信のために使用しなければならないトランスポート・フォーマットの
情報を含む。最も短い有効期間は、１サブフレームである。選択された方式によっては、
追加的な情報が、許可メッセージに含まれ得る。「ＵＥごとの」許可のみが、ＵＬ－ＳＣ
Ｈ上で送信する権利を与えるために使用される（すなわち、「ＵＥごとＲＢごとの」許可
は存在しない）。したがって、ＵＥは、割り当てられたリソースを何らかの規則にしたが
って無線ベアラの間に分配する必要があり、このことは、次のセクションにおいて詳細に
説明される。ＨＳＵＰＡと異なり、ＵＥに基づくトランスポート・フォーマットの選択は
存在しない。ｅＮＢは、何らかの情報、例えば、レポート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、ＵＥは、選択された
トランスポート・フォーマットにしたがわなければならない。ＨＳＵＰＡにおいては、Ｎ
ｏｄｅＢが、最大のアップリンクのリソースを割り振り、ＵＥは、それに応じて、データ
送信のための実際のトランスポート・フォーマットを選択する。
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【００５２】
　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ための共有チャネル・ア
クセス・ネットワークにおける最も重要な機能であるので、効率的なＱｏＳ管理を可能に
するためにＬＴＥのＵＬスケジューリング方式によって満足されるべきいくつかの要件が
ある。
　○優先順位の低いサービスのスターベーション（ｓｔａｒｖａｔｉｏｎ）が回避されな
ければならない
　○無線ベアラ／サービスに関する明確なＱｏＳの区別が、スケジューリング方式によっ
てサポートされなければならない
　○ｅＮＢのスケジューラがどの無線ベアラ／サービスに関してデータが送信されるべき
であるかを特定することを可能にするために、ＵＬのレポートが、粒度の高いバッファ・
レポート（例えば、無線ベアラごと、または無線ベアラ・グループごと）を可能にしなけ
ればならない。
　○異なるユーザのサービス間の明確なＱｏＳの区別を行うことが可能でなければならな
い
　○無線ベアラごとに最小のビット・レートを提供することが可能でなければならない
【００５３】
　上記のリストから分かるように、ＬＴＥのスケジューリング方式の１つの不可欠な点は
、運用者が、異なるＱｏＳクラスの無線ベアラの間でのその運用者のアグリゲートされる
セルの容量の分割を制御することが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、上述のように、ＡＧＷからｅＮＢにシグナリングされる対応するＳＡ
ＥベアラのＱｏＳプロファイルによって特定される。そのとき、運用者は、その運用者の
アグリゲートされるセルの容量の特定の量を、特定のＱｏＳクラスの無線ベアラに関連す
るアグリゲートされるトラフィックに割り当てることができる。このクラスに基づくアプ
ローチを使用する主な目的は、パケットが属するＱｏＳクラスに応じてそれらのパケット
の処理を区別することができることである。
【００５４】
　媒体アクセス制御（ＭＡＣ）およびＭＡＣ制御要素
　ＭＡＣレイヤは、ＬＴＥ無線プロトコル・スタックのレイヤ２アーキテクチャ内の最下
位の副層である（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇにおいて入手可能であり、その
全体が参照により本明細書に組み込まれる、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２１、「Ｍｅｄｉｕ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（ＭＡＣ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ」、バージョン８．７．０、特に、セクション４．２、４．３、５．４．３、
６を参照されたい）。下位の物理レイヤとの接続は、トランスポート・チャネルを介して
行われ、上位のＲＬＣレイヤとの接続は、論理チャネルを介して行われる。ＭＡＣレイヤ
は、論理チャネルおよびトランスポート・チャネルとの間で、多重化および逆多重化を実
行する。送信側（以下の例においてはユーザ機器）のＭＡＣレイヤは、論理チャネルを介
して受けとったＭＡＣ　ＳＤＵから、トランスポート・ブロックとも呼ばれるＭＡＣ　Ｐ
ＤＵを構成し、受信側のＭＡＣレイヤは、トランスポート・チャネルを介して受けとった
ＭＡＣ　ＰＤＵから、ＭＡＣ　ＳＤＵを回復する。
【００５５】
　多重化および逆多重化エンティティでは、いくつかの論理チャネルからのデータが、１
つのトランスポート・チャネルに多重化され、いくつかの論理チャネルへのデータが、１
つのトランスポート・チャネルから逆多重化される。多重化エンティティは、新しい送信
のために無線リソースが利用可能である場合、ＭＡＣ　ＳＤＵからＭＡＣ　ＰＤＵを生成
する。このプロセスは、どれだけのデータをどの論理チャネルから各ＭＡＣ　ＰＤＵ内に
含めるべきかを決定するための、論理チャネルからのデータに対する優先順位付けを含む
。３ＧＰＰ用語では、ユーザ機器においてＭＡＣ　ＰＤＵを生成するプロセスは、論理チ
ャネル優先順位付け（ｌｏｇｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｐｒｉｏｒｉｔｉｚａｔｉｏｎ
）（ＬＣＰ）と呼ばれることに留意されたい。
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【００５６】
　逆多重化エンティティは、ＭＡＣ　ＰＤＵからＭＡＣ　ＳＤＵを組み立て直し、それら
を適切なＲＬＣエンティティに分配する。加えて、ＭＡＣレイヤ間でのピアツーピア通信
のために、「ＭＡＣ制御要素」と呼ばれる制御メッセージを、ＭＡＣ　ＰＤＵ内に含める
ことができる。
【００５７】
　ＭＡＣ　ＰＤＵは、主として、ＭＡＣヘッダと、ＭＡＣペイロードとからなる（３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ３６．３２１、セクション６を参照されたい）。ＭＡＣヘッダは、さらに、ＭＡ
Ｃサブヘッダから構成され、一方、ＭＡＣペイロードは、ＭＡＣ制御要素と、ＭＡＣ　Ｓ
ＤＵと、パディングとから構成される。各ＭＡＣサブヘッダは、論理チャネルＩＤ（ＬＣ
ＩＤ）と、長さ（Ｌ）フィールドとからなる。ＬＣＩＤは、ＭＡＣペイロードの対応部分
がＭＡＣ制御要素であるかどうかを示し、ＭＡＣ制御要素ではない場合、関連ＭＡＣ　Ｓ
ＤＵがどの論理チャネルに属するかを示す。Ｌフィールドは、関連ＭＡＣ　ＳＤＵまたは
ＭＡＣ制御要素のサイズを示す。既に上で述べたように、ＭＡＣ制御要素は、アップリン
クにおける、ＢＳＲ情報およびＵＥの利用可能電力のレポートの送付、ならびにダウンリ
ンクにおける、ＤＲＸコマンドおよびタイミング・アドバンス・コマンドの送付を含む、
ＭＡＣレベルのピアツーピア・シグナリングのために使用される。ＭＡＣ制御要素の各タ
イプに対して、１つの特別なＬＣＩＤが割り当てられる。ＭＡＣ　ＰＤＵの一例が、図２
１に示されている。
【００５８】
　電力制御
　モバイル通信システム内のアップリンク送信機電力制御は、必要なＱｏＳを達成するの
に十分なビット当たりの送信機エネルギーを求める要求と、システムの他のユーザに及ぼ
す干渉を最小化し、ユーザ機器のバッテリ寿命を最大化するという要求とをバランスさせ
るという目的に役立つ。これを達成する際、アップリンク電力制御は、同一セルおよび近
隣セル内の他のユーザからの干渉に打ち勝つばかりでばく、経路損失、シャドーイング、
および高速フェージングを含む、無線伝搬チャネルの特性に適合しなければならない。電
力制御（ＰＣ）の役割は、必要なＳＩＮＲ（信号対干渉および雑音比）を提供しながら、
同時に近隣セルに及ぼす干渉を制御するうえで、きわめて重要になっている。アップリン
クにおける古典的なＰＣ方式の考えは、すべてのユーザが同じＳＩＮＲで受信されること
であり、これは、完全補償（ｆｕｌｌ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ）として知られている
。代替として、３ＧＰＰは、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８／９に関して、部分電力制御（Ｆｒａｃ
ｔｉｏｎａｌ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）（ＦＰＣ）の使用を決めた。この新しい機
能は、経路損失がより激しいユーザをより低いＳＩＮＲの要件で動作させ、したがって、
それらのユーザは、近隣のセルに対してより小さな干渉を生じる可能性が高くなる。
【００５９】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８／９において提供される電力制御方式は、開ループ制御と閉ループ
制御とを組み合わせたものを利用する。１モードの動作は、経路損失推定に基づいて、開
ループ手段によって、送信電力密度スペクトルについての粗い動作点を設定することを含
む。その後、閉ループ電力制御によって、開ループ動作点の周辺で、より高速な動作を適
用することができる。これは、干渉を制御し、高速フェージングを含むチャネル状態に適
するように電力設定を微調整する。
【００６０】
　メカニズムのこの組み合わせを用いて、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８／９における電力制御方式
は、２モード以上の動作に対してサポートを提供する。それは、配備シナリオ、システム
負荷、および通信業者の選好に応じた異なる電力制御戦略に対する、ツールキットと見な
すことができる。
【００６１】
　詳細な電力制御の式が、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）、およびサウンディング基準信号（ＳＲＳ）に関するＬ
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ＴＥ　Ｒｅｌ．８／９（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇにおいて入手可能であ
り、参照により本明細書に組み込まれる、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３、「Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ」、バージョン８．８．０のセクション５．１
）で規定されている。これらのアップリンク信号のそれぞれに関する式は、同じ基本原理
にしたがい、いかなる場合も、それらの式は、２つの主要な項、すなわち、ｅＮｏｄｅＢ
によってシグナリングされる静的または準静的なパラメータから導出される基本的な開ル
ープ動作点（ｂａｓｉｃ　ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ）と、
サブフレームごとに更新される動的なオフセットとの総和と見なされ得る。
【００６２】
　リソース・ブロックごとの送信電力に関する基本的な開ループ動作点は、セル内の干渉
およびセルの負荷を含むいくつかの要因によって決まる。基本的な開ループ動作点は、２
つの構成要素、（ｄＢｍで測られる）セル内のすべてのユーザ機器に対する共通電力レベ
ルおよびＵＥに固有のオフセットからさらに構成される準静的基本レベル（ｓｅｍｉ－ｓ
ｔａｔｉｃ　ｂａｓｅ　ｌｅｖｅｌ）Ｐ０と、開ループ経路損失補償構成要素（ｏｐｅｎ
－ｌｏｏｐ　ｐａｔｈ－ｌｏｓｓ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）と
にさらに分割され得る。リソース・ブロックごとの電力の動的なオフセットの部分も、２
つの構成要素、ＭＣＳによって決まる構成要素と、明示的な送信機電力制御（ＴＰＣ）コ
マンドとにさらに分割され得る。
【００６３】
　ＭＣＳに依存する構成要素（ＬＴＥの仕様においてはΔＴＦと呼ばれ、ここで、ＴＦは
「トランスポート・フォーマット」を意味する）は、リソース・ブロックごとの送信電力
が、送信される情報のデータ・レートにしたがって適合されることを可能にする。
【００６４】
　動的なオフセットのもう一方の構成要素は、ＵＥに固有のＴＰＣコマンドである。これ
らは、２つの異なるモード、すなわち、（ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、およびＳＲＳに対し
て利用可能な）累積的ＴＰＣコマンド（ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ＴＰＣ　ｃｏｍｍａ
ｎｄ）、および（ＰＵＳＣＨに対してのみ利用可能な）絶対的ＴＰＣコマンド（ａｂｓｏ
ｌｕｔｅ　ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ）で働くことができる。ＰＵＳＣＨに関して、これら
２つのモードの間の切り替えは、ＲＲＣシグナリングによって各ＵＥに対して準静的に構
成される－すなわち、モードは、動的に変更できない。累積的ＴＰＣコマンドを用いる場
合、各ＴＰＣコマンドは、前のレベルに対して相対的な電力ステップをシグナリングする
。モバイル通信システム内のアップリンク送信機電力制御は、必要なＱｏＳを達成するの
に十分なビット当たりの送信機エネルギーを求める要求と、システムの他のユーザに及ぼ
す干渉を最小化し、ユーザ機器のバッテリ寿命を最大化するという要求とをバランスさせ
るという目的に役立つ。
【００６５】
　これを達成する際、アップリンク電力制御は、同一セルおよび近隣セル内の他のユーザ
からの干渉に打ち勝つばかりでばく、経路損失、シャドーイング、および高速フェージン
グを含む、無線伝搬チャネルの特性に適合しなければならない。
【００６６】
　基準サブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ送信のためのＵＥ送信電力ＰＰＵＳＣＨ［ｄＢ
ｍ］の設定は、
　　ＰＰＵＳＣＨ（ｉ）＝ｍｉｎ｛ＰＣＭＡＸ，１０ｌｏｇ１０（ＭＰＵＳＣＨ（ｉ））
＋ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ（ｊ）＋α（ｊ）・ＰＬ＋ΔＴＦ（ｉ）＋ｆ（ｉ）｝　　（式１）
によって定義される（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３、セクション５．１．１．１を参照さ
れたい）。
－　ＰＣＭＡＸは、与えられた範囲内のＵＥによって選択された最大ＵＥ送信電力である
（以下を参照されたい）。
－　ＭＰＵＳＣＨは、割り当てられた物理リソース・ブロック（ＰＲＢ）の数である。よ
り多くのＰＲＢが割り当てられるほど、より多くのアップリンク送信電力が割り当てられ
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る。
－　Ｐ０＿ＰＵＳＣＨ（ｊ）は、ＲＲＣによってシグナリングされたベース送信電力を示
す。半永続的スケジューリング（ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎ
ｇ）（ＳＰＳ）および動的スケジューリングの場合、これは、セルに固有の公称成分ＰＯ

＿ＮＯＭＩＮＡＬ＿ＰＵＳＣＨ（ｊ）∈［－１２６，．．．，２４］と、ＵＥに固有の成
分ＰＯ＿ＵＥ＿ＰＵＳＣＨ（ｊ）∈［－１２７，．．．，－９６］との和である。ＲＡＣ
Ｈメッセージ３の場合は、プリアンブル送信電力からのオフセットである。
－　αは、（システム情報上でブロードキャストされる）セルに固有のパラメータを表す
。このパラメータは、経路損失ＰＬがどれだけ補償されるかを示す。α＝１は、ｅＮｏｄ
ｅＢにおける受信信号レベルが、ユーザ機器の位置に関わらず、すなわち、セル・エッジ
付近か、それとも中央かに関わらず、同じであることを意味する。経路損失が完全に補償
される場合、セル・エッジに近づくほどデータ・レートが悪化することが回避される。Ｓ
ＰＳおよび動的スケジューリングの場合、α∈｛０，０．４，０．５，０．６，０．７，
０．８，０．９，１｝であり、ＲＡＣＨメッセージ３の場合、α（ｊ）＝１である。
－　ＰＬは、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）の測定値と、シグナリングされた基準信号（
ＲＳ）の送信電力とに基づいてユーザ機器において導出されたＵＥの経路損失である。Ｐ
Ｌは、
　　ＰＬ＝基準信号電力－より高位のレイヤのフィルタリングされたＲＳＲＰ
と定義することができる。
－　ΔＴＦは、変調および符号化方式（トランスポート・フォーマット）に依存する電力
オフセットである。したがって、ΔＴＦは、送信情報のデータ・レートにしたがって、リ
ソース・ブロック当たりの送信電力を適合させることを可能にする。
－　ｆ（ｉ）は、ｅＮｏｄｅＢからＵＥにシグナリングされた閉ループ電力制御コマンド
の関数である。ｆ（）は、累積的ＴＰＣコマンドの場合、累積分を表す。閉ループ・コマ
ンドが、累積的である（各ＴＰＣコマンドは直前のレベルに対する電力ステップをシグナ
リングする）か、それとも絶対的である（各ＴＣＰコマンドは以前のＴＰＣコマンドの系
列とは無関係である）かは、より高位のレイヤによって設定される。累積的ＴＰＣコマン
ドの場合、電力ステップ値の２つの組、すなわち、ＤＣＩフォーマット３Ａの場合の（－
１，１）ｄＢと、ＤＣＩフォーマット３の場合の（－１，０＋１，＋３）ｄＢとが提供さ
れる。絶対的ＴＰＣコマンドによってシグナリングすることができる値の組は、ＤＣＩフ
ォーマット３によって示される（－４，－１，１，４）ｄＢである。
【００６７】
　電力ヘッドルーム・レポート
　ｅＮｏｄｅＢが適切な方法で異なるユーザ機器に対してアップリンク送信リソースをス
ケジュールするのを支援するためには、ユーザ機器が、利用可能な電力ヘッドルームをｅ
ＮｏｄｅＢにレポートできることが重要である。
【００６８】
　ｅＮｏｄｅＢは、電力ヘッドルーム・レポートを使用して、ユーザ機器がサブフレーム
当たりさらにどれだけアップリンク帯域幅を使用可能であるかを決定することができる。
これは、リソースの浪費を避けるために、アップリンク送信リソースを、それを使用でき
ないユーザ機器に割り当てないようにするのに役立つ。
【００６９】
　電力ヘッドルーム・レポートの範囲は、＋４０から－２３ｄＢである（ｈｔｔｐ／／ｗ
ｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇにおいて入手可能であり、その全体が参照により本明細書に組み
込まれる、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．１３３、「Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｓｕｐ
ｐｏｒｔ　ｏｆ　ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」、バージョン
８．７．０、セクション９．１．８．４を参照されたい）。範囲の負の部分は、ＵＥが利
用可能であるよりも多くの送信電力を要求するＵＬグラントをＵＥがどの程度受信したか
を、ユーザ機器がｅＮｏｄｅＢにシグナリングすることを可能にする。これによって、ｅ
ＮｏｄｅＢは、以降のグラントのサイズを小さくすることが可能になり、したがって、他
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のＵＥに割り当てる送信リソースを解放する。
【００７０】
　電力ヘッドルーム・レポートは、ＵＥがＵＬ送信グラントを有するサブフレーム内での
み送信することができる。レポートは、それが送信されるサブフレームに関する。したが
って、ヘッドルーム・レポートは、直接的な測定値ではなく予測値であり、ＵＥは、レポ
ートが送信されるサブフレームの実際の送信電力ヘッドルームを直接的に測定することは
できない。したがって、それは、ＵＥの電力増幅器出力の適度に正確な較正に依存する。
【００７１】
　電力ヘッドルーム・レポートをトリガする数々の基準が定義される。それらには、以下
のものが含まれる。
－　最後の電力ヘッドルーム・レポート以降に生じた推定経路損失の大きな変化。
－　直前の電力ヘッドルーム・レポート以来、設定時間よりも長い時間が経過したこと。
－　設定数よりも多くの閉ループＴＰＣコマンドがＵＥによって実施されたこと。
【００７２】
　ｅＮｏｄｅＢは、システム負荷およびスケジューリング・アルゴリズムの要請に応じて
、これらトリガの各々を制御するためのパラメータを設定することができる。より具体的
には、ＲＲＣは、２つのタイマｐｅｒｉｏｄｉｃＰＨＲ－Ｔｉｍｅｒおよびｐｒｏｈｉｂ
ｉｔＰＨＲ－Ｔｉｍｅｒを設定することによって、また電力ヘッドルーム・レポートをト
リガする測定されたダウンリンク経路損失の変化を設定するｄｌ－ＰａｔｈｌｏｓｓＣｈ
ａｎｇｅをシグナリングすることによって、電力ヘッドルーム・レポーティングを制御す
る。
【００７３】
　電力ヘッドルーム・レポートは、ＭＡＣ制御要素として送信される。電力ヘッドルーム
・レポートは、単一のオクテットからなり、上位２ビットは、予約されており、下位６ビ
ットは、上で述べた１ｄＢステップの６４個のｄＢ値を表す。ＭＡＣ制御要素の構造が、
図４０に示されている。
【００７４】
　サブフレームｉについての有効なＵＥ電力ヘッドルームＰＨ［ｄＢ］は、
　　ＰＨ（ｉ）＝ＰＣＭＡＸ－｛１０・ｌｏｇ１０（ＭＰＵＳＣＨ（ｉ））＋Ｐ０＿ＰＵ

ＳＣＨ（ｊ）＋α（ｊ）・ＰＬ＋ΔＴＦ（ｉ）＋ｆ（ｉ）｝　　（式２）
によって定義される（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３のセクション５．１．１．２を参照さ
れたい）。
【００７５】
　電力ヘッドルームは、１ｄＢステップの範囲［４０；－２３］ｄＢ内の最も近い値に丸
められる。ＰＣＭＡＸは、最大総ＵＥ送信電力（またはユーザ機器の最大総送信電力）で
あり、以下の制約に基づいて、ＰＣＭＡＸ＿ＬからＰＣＭＡＸ＿Ｈまでの与えられた範囲
内からユーザ機器によって選択される値である。
－　ＰＣＭＡＸ＿Ｌ≦ＰＣＭＡＸ≦ＰＣＭＡＸ＿Ｈ

－　ＰＣＭＡＸ＿Ｌ＝ｍｉｎ（ＰＥＭＡＸ－ΔＴＣ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ－ＭＰＲ－
ＡＭＰＲ－ΔＴＣ）
－　ＰＣＭＡＸ＿Ｈ＝ｍｉｎ（ＰＥＭＡＸ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ）
【００７６】
　ＰＥＭＡＸは、ネットワークによってシグナリングされる値であり、ΔＴＣ、ＭＰＲ、
およびＡＭＰＲ（Ａ－ＭＰＲ（追加最大電力低減（Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｍａｘｉｍｕ
ｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ））とも表記される）は、ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．３
ｇｐｐ．ｏｒｇにおいて入手可能であり、参照により本明細書に組み込まれる、３ＧＰＰ
　ＴＳ３６．１０１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　（
ＵＥ）　ｒａｄｉｏ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ」、バー
ジョン８．７．０、セクション６．２に規定されている。
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【００７７】
　ＭＰＲは、さまざまな変調方式および送信帯域幅に関連する隣接チャネル漏れ電力比（
Ａｄｊａｃｅｎｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｌｅａｋａｇｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ）（ＡＣ
ＬＲ）を制御するために使用される電力低減値、いわゆる最大電力低減である。隣接チャ
ネルは、例えば、別の進化型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）チャネルま
たはＵＴＲＡチャネルとすることができる。最大許容電力低減（ｍａｘｉｍｕｍ　ａｌｌ
ｏｗｅｄ　ｐｏｗｅｒ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）（ＭＰＲ）も、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．１０
１に定義されている。それは、チャネル帯域幅および変調方式に応じて異なる。ユーザ機
器の低減は、この最大許容電力低減（ＭＰＲ）値よりも小さくすることができる。３ＧＰ
Ｐは、ユーザ機器の最大送信電力が、ＡＣＬＲ要件に依然として準拠しながら、公称最大
総送信電力マイナスＭＰＲ以上であることを検証する、ＭＰＲテストを規定している。
【００７８】
　以下の表１は、ＵＥ電力クラス３についての最大電力低減を示している。
【表１】

【００７９】
　例えば、１０ＭＨｚのチャネル帯域幅を割り当てる場合、ＱＰＳＫ変調を使用して、１
２個よりも多くのリソース・ブロックを割り当てるときは、ユーザ機器によって適用され
るＭＰＲは、１ｄＢ以下であるべきである。ユーザ機器によって適用される実際のＭＰＲ
は、ＵＥの実装に依存し、したがって、ｅＮＢには分からない。
【００８０】
　上で指摘したように、ＡＭＰＲは、追加最大電力低減である。ＡＭＰＲは、帯域に固有
であり、ネットワークによって構成されるときに適用される。上の説明から分かるように
、ＰＣＭＡＸは、ＵＥの実装に固有であり、したがって、ｅＮｏｄｅＢには分からない。
【００８１】
　図４１は、ＵＥ送信電力ステータスおよび対応する電力ヘッドルームについての例示的
なシナリオを示している。図４１の左側では、ユーザ機器は、電力制限されていないが（
正のＰＨＲ）、図４１の右側では、負の電力ヘッドルームが、ユーザ機器の電力制限を暗
示している。ＰＣＭＡＸ＿Ｌ≦ＰＣＭＡＸ≦ｍｉｎ（ＰＥＭＡＸ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓ

ｓ）であり、ここで、下側境界ＰＣＭＡＸ＿Ｌは、一般に、最大電力低減ＭＰＲと、追加
最大電力低減ＡＭＰＲとに主に依存すること、すなわち、
【数５】

であることに留意されたい。
【００８２】
　キャリア・アグリゲーションのためのアップリンク電力制御
　ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅのＵＬ電力制御の１つの主要なポイントは、コンポーネント・
キャリアに固有のＵＬ電力制御がサポートされる、すなわち、ＵＥのために構成されたそ
れぞれのＵＬのコンポーネント・キャリアに対して１つの独立した電力制御ループが存在
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することになることである。さらに、電力ヘッドルームが、コンポーネント・キャリアご
とにレポートされる。
【００８３】
　Ｒｅｌ－１０においては、キャリア・アグリゲーションの範囲内に、２つの最大電力の
制限、最大総ＵＥ送信電力およびＣＣに固有の最大送信電力が存在する。ＲＡＮ１は、Ｒ
ＡＮ１　＃６０ｂｉｓ会合において、ＣＣごとにレポートされる電力ヘッドルーム・レポ
ートが最大電力低減（ｍａｘｉｍｕｍ　ｐｏｗｅｒ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）（ＭＰＲ）を
考慮することに合意した。言い換えると、ＵＥに適用される電力の低減が、ＣＣに固有の
最大送信電力ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｃはコンポーネント・キャリアを表す）で考慮される。
【００８４】
　Ｒｅｌ－８／９と異なり、ＬＴＥ－Ａに関して、ＵＥは、Ｒｅｌ－８／９と比較してよ
り大きなＭＰＲ値を必要とし、適用されるＭＰＲ値のより大きな変動ももたらすＰＵＳＣ
Ｈ－ＰＵＣＣＨの同時送信、マルチクラスタ・スケジューリング（ｍｕｌｔｉ－ｃｌｕｓ
ｔｅｒ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）、および複数のＣＣ上での同時送信も扱わなければなら
ない。
【００８５】
　実際の電力の低減は、割り当ての種類、標準化されたＭＰＲ値、およびさらにＵＥの実
装に依存するので、ｅＮＢは、各ＣＣに対してＵＥによって適用される電力の低減の知識
を持たないことに留意されたい。したがって、ｅＮＢは、ＵＥがそれに対してＰＨＲを計
算するＣＣに固有の最大送信電力を知らない。Ｒｅｌ－８／９においては、例えば、ＵＥ
の最大送信電力Ｐｃｍａｘは、下記のように、何らかの特定の範囲内にある可能性がある
。
ＰＣＭＡＸ＿Ｌ≦ＰＣＭＡＸ≦ＰＣＭＡＸ＿Ｈ

【００８６】
　ＣＣの最大送信電力に対してＵＥによって適用される電力の低減がｅＮＢによって知ら
れていないという事実のために、Ｒｅｌ－１０においては、拡張電力ヘッドルームＭＡＣ
制御要素（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｐｏｗｅｒ　ｈｅａｄｒｏｏｍ　ＭＡＣ　ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｅｌｅｍｅｎｔ）とも呼ばれる新しい電力ヘッドルームＭＡＣ制御要素を導入すること
が合意された。Ｒｅｌ－８／９のＰＨＲ　ＭＡＣ　ＣＥフォーマットとの主な違いは、そ
の新しい電力ヘッドルームＭＡＣ制御要素が、それぞれのアクティブ化されたＵＬのＣＣ
に関してＲｅｌ－８／９の電力ヘッドルーム値を含み、したがって、可変のサイズである
ことである。さらに、新しい電力ヘッドルームＭＡＣ制御要素は、ＣＣに関する電力ヘッ
ドルーム値だけをレポートするのではなく、対応するＰｃｍａｘ，ｃ（インデックスｃを
持つＣＣの最大送信電力）値もレポートする。ＰＵＳＣＨ－ＰＵＣＣＨの同時送信を考慮
するために、ＵＥは、Ｐセルに関して、ＰＵＳＣＨのみの送信に関連するＲｅｌ－８／９
の電力ヘッドルーム値（タイプ１電力ヘッドルームと呼ばれる）をレポートし、ＵＥがＰ
ＵＳＣＨ－ＰＵＣＣＨの同時送信のために構成されている場合は、タイプ２電力ヘッドル
ームとも呼ばれる、ＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨの送信を考慮するさらなる電力ヘッドル
ーム値をレポートする（図２１参照）。拡張電力ヘッドルームＭＡＣ制御要素のさらなる
詳細は、ＴＳ３６．３２１のセクション６．１．３．６ａに見出すことができる。
【００８７】
　ＵＥの総送信電力、すなわち、すべてのＣＣ上の送信電力の総和が最大のＵＥ送信電力
【数６】

を超えそうな場合、ＵＥは、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ上のアップリンクの送信電力を引き
下げる必要がある。定義された電力のスケーリング中のアップリンク・チャネルの優先順
位付けのための特定の規則が存在する。基本的に、ＰＵＣＣＨ上で送信される制御情報が
最も高い優先順位を有し、すなわち、ＰＵＳＣＨの送信は、ＰＵＣＣＨの送信電力が低減
される前に最初に引き下げられる。これは、満足される必要がある以下の条件によってや
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はり表され得る。
【数７】

ここで、
【数８】

は、ＰＰＵＣＣＨ（ｉ）（サブフレームｉにおけるＰＵＣＣＨの送信電力）のリニア値（
ｌｉｎｅａｒ　ｖａｌｕｅ）であり、
【数９】

は、ＰＰＵＳＣＨ，ｃ（ｉ）（サブフレームｉにおけるキャリアｃ上のＰＵＳＣＨの送信
電力）のリニア値であり、
【数１０】

は、サブフレームｉにおけるＵＥの合計の構成された最大出力電力ＰＣＭＡＸのリニア値
であり、ｗ（ｉ）は、サービング・セルｃに関する
【数１１】

の倍率であり、０≦ｗ（ｉ）≦１である。サブフレームｉにおいてＰＵＣＣＨの送信がな
い場合は、
【数１２】

である。
【００８８】
　ＵＥがサービング・セルｊ上でアップリンク制御情報（ＵＣＩ）をともなうＰＵＳＣＨ
の送信と、残りのサービング・セルのうちのいずれかにおけるＵＣＩをともなわないＰＵ
ＳＣＨとを有し、ＵＥの総送信電力が

【数１３】

を超えそうである場合に関して、ＵＥは、条件
【数１４】

が満足されるように、サブフレームｉにおけるＵＣＩをともなわないサービング・セルに
関する
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【数１５】

をスケーリングし、ここで、
【数１６】

は、ＵＣＩをともなうセルに関するＰＵＳＣＨの送信電力であり、ｗ（ｉ）は、ＵＣＩを
ともなわないサービング・セルｃに関する
【数１７】

の倍率である。この場合、
【数１８】

であり、ＵＥの総送信電力がまだ
【数１９】

を超えそうでない限り、電力のスケーリングは
【数２０】

に適用されない。ｗ（ｉ）の値は、ｗ（ｉ）＞０であるときはサービング・セルによらず
同じであるが、特定のサービング・セルに関して、ｗ（ｉ）は０である可能性があること
に留意されたい。
【００８９】
　ＵＥがサービング・セルｊ上でＵＣＩをともなうＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨの同時送
信と、残りのサービング・セルのうちのいずれかにおけるＵＣＩをともなわないＰＵＳＣ
Ｈの送信とを有し、ＵＥの総送信電力が
【数２１】

を超えそうである場合、ＵＥは、
【数２２】

および
【数２３】

にしたがって
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【数２４】

を得る。
【００９０】
　タイミング・アドバンス
　３ＧＰＰ　ＬＴＥのアップリンク送信スキームに関して、シングル・キャリア周波数分
割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）が、アップリンクで送信する異なるユーザ機器間の時間お
よび周波数における直交多元接続を実現するために選択された。
【００９１】
　アップリンクの直交性は、セルにおける異なるユーザ機器からの送信がｅＮｏｄｅＢの
受信機において時間が揃っていることを保証することによって保たれる。これは、連続す
るサブフレームで送信するように割り振られたユーザ機器間、および隣接するサブキャリ
ア上で送信するユーザ機器間の両方でセル内干渉が起こることを防ぐ。アップリンクの送
信のタイム・アライメント（ｔｉｍｅ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）は、図９に例示されるよう
に、受信されるダウンリンクのタイミングに対して相対的に、ユーザ機器の送信機におけ
るタイミング・アドバンスを適用することによって実現される。この主な役割は、異なる
ユーザ機器間の異なる伝播遅延を打ち消すことである。
【００９２】
　図９ａは、ｅＮｏｄｅＢが、２つの移動局から異なるタイミングでそれぞれのアップリ
ンク送信を受信するなど、アップリンクのタイミング・アライメントが実行されない場合
の、２つの移動局からのアップリンク送信のミスアライメントを示している。
【００９３】
　図９ｂは、それとは対照的に、２つの移動局間で同期のとれたアップリンク送信を示し
ている。アップリンクのタイミング・アライメントは、各移動局によって実行され、２つ
の移動局からのアップリンク送信が、実質的に同じタイミングでｅＮｏｄｅＢに到着する
ように、アップリンク送信に適用される。
【００９４】
　初期タイミング・アドバンス手順
　ユーザ機器がｅＮｏｄｅＢから受信されるダウンリンクの送信に同期されるとき、初期
タイミング・アドバンスが、以下で説明されるようにランダム・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、ｅＮｏｄｅＢは
そのランダム・アクセス・プリアンブルに基づいてアップリンクのタイミングを推定する
ことができる。ｅＮｏｄｅＢは、ランダム・アクセス応答（ＲＡＲ）メッセージに含まれ
る１１ビットの初期タイミング・アドバンス・コマンドで応答する。これは、タイミング
・アドバンスがｅＮｏｄｅＢによって０から最大０．６７ｍｓまで０．５２μｓの粒度で
構成されることを可能にする。
【００９５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）のアップリンクのタイミングおよびタイミング・
アドバンスの制御に関するさらなる情報は、参照により本明細書に組み込まれるStefania
 Sesia、Issam Toufik、およびMatthew Baker、「LTE - The UMTS Long Term Evolution:
 From Theory to Practice」、John Wiley & Sons, Ltd. 2009年の第２０．２章に見出す
ことができる。
【００９６】
　タイミング・アドバンスの更新
　タイミング・アドバンスが各ユーザ機器に対して最初に設定されると、タイミング・ア
ドバンスは、ｅＮｏｄｅＢにおけるアップリンク信号の到着時間の変化を打ち消すために
随時更新される。タイミング・アドバンス更新コマンドの導出において、ｅＮｏｄｅＢは
、有用な任意のアップリンク信号を測定することができる。ｅＮｏｄｅＢにおけるアップ
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リンクのタイミングの測定の詳細は規定されておらず、ｅＮｏｄｅＢの実装に委ねられる
。
【００９７】
　タイミング・アドバンス更新コマンドは、ｅＮｏｄｅＢの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）
レイヤにおいて生成され、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上でデータと一
緒に多重化され得るＭＡＣ制御要素としてユーザ機器に送信される。ランダム・アクセス
・チャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルに応じた初期タイミング・アドバンス・コマンドと
同様に、更新コマンドは、０．５２μｓの粒度を有する。更新コマンドの範囲は±１６μ
ｓ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アップリンクのタイ
ミングの段階的変化を可能にする。概して、それら更新コマンドは、約２秒ごとよりも頻
繁に送信されることはない。実際は、５００ｋｍ／ｈで移動するユーザ機器に関してさえ
も、０．９３μｓ／ｓの往復時間の変化に対応する往復の経路の長さの変化は２７８ｍ／
ｓ以下であるので、高速な更新が必要である可能性は低い。
【００９８】
　ｅＮｏｄｅＢは、データがＵＥの送信バッファに到着するときに素早く送信するＵＥの
能力に対して、セル内のすべてのＵＥに定期的なタイミング更新コマンドを送信するオー
バヘッドのバランスをとる。したがって、ｅＮｏｄｅＢは、タイミング・アドバンスの更
新が受信されるたびにユーザ機器が再始動する各ユーザ機器に関するタイマを構成する。
タイマが切れる前にユーザ機器が別のタイミング・アドバンスの更新を受信しない場合、
ユーザ機器は、アップリンクの同期を失ったと考えなければならない（ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇにおいて入手可能であり、参照により本明細書に組み込まれる３
ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒ
ｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」、バージョ
ン８．９．０のセクション５．２も参照されたい）。
【００９９】
　そのような場合、その他のユーザ機器からのアップリンクの送信に対する干渉を生じる
リスクを避けるために、ＵＥは、あらゆる種類の別のアップリンクの送信を行うことを許
されず、アップリンクのタイミングを回復するために初期タイミング・アライメント（ｔ
ｉｍｉｎｇ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）手順に戻る必要がある。
【０１００】
　タイミング・アドバンス・スコマンドを受信したとき、ユーザ機器は、プライマリ・セ
ルのＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＳＲＳに関するそのユーザ機器のアップリンクの送信タイ
ミングを調整する。タイミング・アドバンス・コマンドは、現在のアップリンクのタイミ
ングに対して相対的なアップリンクのタイミングの変化を１６Ｔｓの倍数として示す。
【０１０１】
　ランダム・アクセス手順
　ＬＴＥのモバイル端末は、そのモバイル端末のアップリンクの送信が時間同期される場
合にのみ、アップリンクの送信に関してスケジューリングされ得る。したがって、ランダ
ム・アクセス（ＲＡＣＨ）手順は、同期されていないモバイル端末（ＵＥ）とアップリン
クの無線アクセスの直交送信との間のインターフェースとして重要な役割を担う。
【０１０２】
　基本的に、ＬＴＥのランダム・アクセスは、ユーザ機器のアップリンクの同期をまだと
っていないかまたは失ったかのどちらかのユーザ機器に関するアップリンクの時間同期を
行うために使用される。ユーザ機器が１回アップリンクの同期をとると、ｅＮｏｄｅＢは
、そのユーザ機器に対してアップリンクの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、以下のシナリオがランダム・アクセスに当てはまる。
－　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態であるがアップリンクの同期がとれていないユーザ
機器が、新しいアップリンクのデータまたは制御情報を送信することを望んでいる
－　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態であるがアップリンクの同期がとれていないユーザ
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機器が、ダウンリンクのデータを受信することを要求され、したがって、対応するＨＡＲ
Ｑフィードバック、すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫをアップリンクで送信することを要求さ
れる。このシナリオは、ダウンリンク・データ到着とも呼ばれる
－　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態であるユーザ機器が、そのユーザ機器の現在のサー
ビング・セルから新しいハンドオーバ先セルにハンドオーバし、ハンドオーバ先セルにお
いてアップリンクの時間同期をとるために、ランダム・アクセス手順が実行される
－　例えば、最初のアクセスまたはトラッキング・エリアの更新のためにＲＲＣ＿ＩＤＬ
Ｅ状態からＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤに遷移する
－　無線リンク障害からの回復、すなわち、ＲＲＣコネクションの再確立
【０１０３】
　ユーザ機器が時間同期されているとしてもユーザ機器がランダム・アクセス手順を実行
するもう１つのさらなる場合がある。このシナリオにおいては、ユーザ機器が、スケジュ
ーリング要求を送信するための割り当てられたいかなるその他のアップリンク・リソース
も持たない、すなわち、個別スケジューリング要求（Ｄ－ＳＲ）チャネルが構成されてい
ない場合、ユーザ機器は、スケジューリング要求、すなわち、アップリンク・バッファ状
態レポートをそのｅＮｏｄｅＢに送信するためにランダム・アクセス手順を使用する。
【０１０４】
　ＬＴＥは、アクセスがコンテンション・ベースである、すなわち、固有の衝突のリスク
をともなうか、またはコンテンション・フリー（非コンテンション・ベース）であるかの
どちらかであることを可能にする２種類のランダム・アクセス手順を提供する。コンテン
ション・ベースのランダム・アクセスは、上で挙げられた６つのシナリオのすべてに適用
され得るが、非コンテンション・ベースのランダム・アクセス手順は、ダウンリンク・デ
ータ到着およびハンドオーバのシナリオに対してのみ適用され得ることに留意されたい。
【０１０５】
　以下で、コンテンション・ベースのランダム・アクセス手順が、図７に関連してより詳
細に説明される。ランダム・アクセス手順の詳細な説明は、３ＧＰＰ３６．３２１、セク
ション５．１にも見出すことができる。
【０１０６】
　図７は、ＬＴＥのコンテンション・ベースのＲＡＣＨ手順を示す。この手順は、４つの
「ステップ」からなる。最初に、ユーザ機器は、物理ランダム・アクセス・チャネル（Ｐ
ＲＡＣＨ）上でｅＮｏｄｅＢにランダム・アクセス・プリアンブルを送信する（７０１）
。プリアンブルは、コンテンション・ベースのアクセスのためにｅＮｏｄｅＢによって予
約された利用可能なランダム・アクセス・プリアンブルの組からユーザ機器によって選択
される。ＬＴＥにおいては、コンテンション・フリーおよびコンテンション・ベースのラ
ンダム・アクセスのために使用され得る、セルごとに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組は２つのグループにさらに細分化可能である
。したがって、プリアンブルの選択は、ＴＳ３６．３２１においてｍｓｇ３と呼ばれる最
初のスケジューリングされた送信（ステップ７０３参照）のために必要とされる送信リソ
ースの量に関する情報を示す１ビットの情報を運ぶことができる。セルでブロードキャス
トされるシステム情報は、２つのサブグループのそれぞれにどのシグネチャ（ｓｉｇｎａ
ｔｕｒｅ）（プリアンブル）があるのかおよび各サブグループの意味の情報を含む。ユー
ザ機器は、メッセージ３の送信のために必要とされる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。
【０１０７】
　ｅＮｏｄｅＢがＲＡＣＨプリアンブルを検出した後、ｅＮｏｄｅＢは、プリアンブルが
検出された時間－周波数スロットを特定する（ランダム・アクセス）ＲＡ－ＲＮＴＩを用
いてＰＤＣＣＨ上でアドレス指定されるＰＤＳＣＨ（物理ダウンリンク共有チャネル）上
でランダム・アクセス応答（ＲＡＲ）メッセージを送信する（７０２）。衝突とも呼ばれ
る、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
場合には、そ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。
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【０１０８】
　ＲＡＲメッセージは、検出されたＲＡＣＨプリアンブルと、その後のアップリンクの送
信の同期をとるためのタイミング・アライメント・コマンド（ＴＡコマンド）と、最初の
スケジューリングされた送信（ステップ７０３参照）の送信のための初期アップリンク・
リソースの割り振り（許可）と、一時的セル無線ネットワーク一時識別子（Ｔｅｍｐｏｒ
ａｒｙ　Ｃｅｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ）（Ｔ－ＣＲＮＴＩ）の割り振りとを運ぶ。このＴ－ＣＲＮＴＩは、この時点では
モバイル機器の「本当の」識別情報がｅＮｏｄｅＢにまだ知られていないので、ＲＡＣＨ
手順が終了されるまで、ＲＡＣＨプリアンブルが検出された（１つまたは複数の）モバイ
ル機器をアドレス指定するためにｅＮｏｄｅＢによって使用される。
【０１０９】
　さらに、ＲＡＲメッセージは、ランダム・アクセスの試みを再び試す前にある期間待つ
ようにユーザ機器に指示するためにｅＮｏｄｅＢが設定することができるいわゆるバック
オフ・インジケータ（ｂａｃｋ－ｏｆｆ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）も含み得る。ユーザ機器
は、ｅＮｏｄｅＢによって構成される所与の時間窓内でランダム・アクセス応答の受信に
関してＰＤＣＣＨを監視する。ユーザ機器が構成された時間窓内でランダム・アクセス応
答を受信しない場合、ユーザ機器は、潜在的なバックオフ期間を考慮して、次のＰＲＡＣ
Ｈの機会にプリアンブルを再送信する。
【０１１０】
　ｅＮｏｄｅＢから受信されたＲＡＲメッセージに応答して、ユーザ機器は、ランダム・
アクセス応答内の許可によって割り振られたリソース上で最初のスケジューリングされた
アップリンクの送信を送信する（７０３）。このスケジューリングされたアップリンクの
送信は、例えば、ＲＲＣコネクション要求、トラッキング・エリアの更新、またはバッフ
ァ状態レポートのような実際のランダム・アクセス手順のメッセージを運ぶ。さらに、こ
のスケジューリングされたアップリンクの送信は、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードの
ユーザ機器に関するＣ－ＲＮＴＩか、またはユーザ機器がＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードである
場合の一意的な４８ビットのユーザ機器の識別情報かのどちらかを含む。ステップ７０１
においてプリアンブルの衝突が起こった、すなわち、複数のユーザ機器が同じＰＲＡＣＨ
リソース上で同じプリアンブルを送信した場合、衝突しているユーザ機器は、ランダム・
アクセス応答内で同じＴ－ＣＲＮＴＩを受信することになり、それらのユーザ機器のスケ
ジューリングされた送信を送信する（７０３）ときに同じアップリンク・リソースでやは
り衝突することになる。これは、衝突しているユーザ機器からの送信がｅＮｏｄｅＢにお
いて復号されない干渉をもたらす可能性があり、ユーザ機器は、それらのユーザ機器のス
ケジューリングされた送信に関する再送信の最大回数に到達した後にランダム・アクセス
手順を再び開始することになる。１つのユーザ機器からのスケジューリングされた送信が
ｅＮｏｄｅＢによって正常に復号される場合、競合がその他のユーザ機器に関して未解決
のまま残る。
【０１１１】
　この種類の競合の解決のために、ｅＮｏｄｅＢは、Ｃ－ＲＮＴＩまたは一時的Ｃ－ＲＮ
ＴＩにアドレス指定された競合解決メッセージを送信し（７０４）、後者の場合、ステッ
プ７０３のスケジューリングされた送信に含まれる４８ビットのユーザ機器の識別情報を
そのまま返す。その競合解決メッセージは、ＨＡＲＱをサポートする。衝突の後、ステッ
プ７０３において送信されたメッセージが正常に復号される場合、ＨＡＲＱフィードバッ
ク（ＡＣＫ）は、自身の識別情報、Ｃ－ＲＮＴＩかまたは一意的なユーザ機器ＩＤかのど
ちらかを検出するユーザ機器によってのみ送信される。その他のＵＥは、ステップ１にお
いて衝突があったことを理解し、すぐに現在のＲＡＣＨ手順をやめ、別のＲＡＣＨ手順を
開始することができる。
【０１１２】
　図８は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ．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して
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、コンテンション・フリーのランダム・アクセス手順は、簡素化されている。ｅＮｏｄｅ
Ｂが、ランダム・アクセスのために使用すべきプリアンブルをユーザ機器に提供し（８０
１）、したがって、衝突のリスクがなく、すなわち、同じプリアンブルを送信する複数の
ユーザ機器は存在しない。したがって、ユーザ機器は、ｅＮｏｄｅＢによってシグナリン
グされたプリアンブルをアップリンクにおいてＰＲＡＣＨリソース上で送信する（８０２
）。コンテンション・フリーのランダム・アクセスに関しては、複数のＵＥが同じプリア
ンブルを送信する場合が避けられるので、競合解決は不要であり、このことは、ひいては
、図７に示されたコンテンション・ベースの手順のステップ７０４が省略され得ることを
示唆する。基本的に、コンテンション・フリーのランダム・アクセス手順は、ランダム・
アクセス応答を正常に受信した後、終了される。
【０１１３】
　キャリア・アグリゲーションが構成されるとき、コンテンション・ベースのランダム・
アクセス手順の最初の３つのステップはＰセルで行われるが、競合解決（ステップ７０４
）は、Ｐセルによってクロス・スケジューリングされる可能性がある。
【０１１４】
　最初のプリアンブルの送信電力設定は、経路損失の完全補償を用いた開ループの推定に
基づく。これは、プリアンブルの受信電力が経路損失に無関係であることを保証するよう
に設計される。
【０１１５】
　ｅＮＢは、例えば、所望の受信ＳＩＮＲ、ＲＡＣＨプリアンブルに割り当てられた時間
－周波数スロットにおける測定されたアップリンクの干渉および雑音のレベル、ならびに
場合によってはプリアンブルのフォーマットに応じて追加的な電力オフセットを構成する
可能性もある。さらに、ｅＮＢは、それぞれの再送信されるプリアンブルに関して、すな
わち、ＰＲＡＣＨの送信の試みが成功しなかった場合に、送信が決まった段階だけ引き上
げられるようにプリアンブルの電力ランピング（ｐｏｗｅｒ　ｒａｍｐｉｎｇ）を構成す
る可能性がある。
【０１１６】
　ＰＲＡＣＨの電力は、
ＰＰＲＡＣＨ＝ｍｉｎ｛ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ），ＰＲＥＡＭＢＬＥ＿ＲＥＣＥＩＶＥＤ＿
ＴＡＲＧＥＴ＿ＰＯＷＥＲ＋ＰＬＣ｝［ｄＢｍ］
を評価することによりＵＥによって決定され、ここで、ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）は、プライ
マリ・セルのサブフレームｉに対する構成された最大のＵＥ送信電力であり、ＰＬＣは、
プライマリ・セルに関してＵＥで計算されたダウンリンクの経路損失の推定値である。
【０１１７】
　ＰＲＥＡＭＢＬＥ＿ＲＥＣＥＩＶＥＤ＿ＴＡＲＧＥＴ＿ＰＯＷＥＲは、
ｐｒｅａｍｂｌｅＩｎｉｔｉａｌＲｅｃｅｉｖｅｄＴａｒｇｅｔＰｏｗｅｒ＋ＤＥＬＴＡ
＿ＰＲＥＡＭＢＬＥ＋（ＰＲＥＡＭＢＬＥ＿ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ＿ＣＯＵＮＴＥＲ
－１）＊ｐｏｗｅｒＲａｍｐｉｎｇＳｔｅｐ
に設定される。
【０１１８】
　チャネル品質フィードバック要素
　３ＧＰＰ　ＬＴＥには、チャネル品質についてのフィードバックとして与えてもよく、
または与えなくてもよい、以下の３つの基本要素が存在する。
－　変調および符号化方式インジケータ（ＭＣＳＩ）、これは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ仕様で
は、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）とも呼ばれる。
－　プリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ）
－　ランク・インジケータ（ＲＩ）
【０１１９】
　ＭＣＳＩは、レポーティング・ユーザ機器へのダウンリンク送信のために利用すべき変
調および符号化方式を提案し、一方、ＰＭＩは、仮定された送信行列ランク、またはＲＩ
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によって与えられた送信行列ランクを使用する、マルチアンテナ送信（ＭＩＭＯ）のため
に利用されるプリコーディング行列／ベクトルを指し示す。チャネル品質レポーティング
および送信メカニズムについての詳細は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１２、「Ｅｖｏｌｖｅ
ｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－
ＵＴＲＡ）；　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ　（
リリース８）」、バージョン８．７．０、セクション５．２、および３ＧＰＰ　ＴＳ３６
．２１３、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄ
ｕｒｅｓ　（リリース８）」、バージョン８．７．０、セクション７．２に見出すことが
できる（どちらの文献も、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇにおいて入手可能で
あり、参照により本明細書に組み込まれる）。
【０１２０】
　これらの要素はすべて、本明細書では、チャネル品質フィードバックという用語で一括
される。したがって、チャネル品質フィードバックは、複数のＭＣＳＩ、ＰＭＩ、および
ＲＩ値の任意の組み合わせを含むことができる。チャネル品質フィードバック・レポート
は、さらに、チャネル共分散行列もしくは要素、チャネル係数などのメトリック、または
当業者に明らかな他の適切なメトリックを含むこと、またはそれらからなることができる
。
【０１２１】
　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）におけるチャネル品質フィードバック
　ＬＴＥ（リリース８）ではただ１つのコンポーネント・キャリアしか定義されないので
、システム帯域幅のどの部分でＣＱＩレポーティングが行われるかについての曖昧性は、
ユーザ機器において存在しない。ＣＱＩ要求フラグが（現在の送信モードと一緒に）、Ｃ
ＱＩフィードバックをどのようにｅＮｏｄｅＢに提供すべきかを、ユーザ機器に曖昧性な
しに指示する。
【０１２２】
　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）におけるキャリア・アグリゲーションの導入にともない、
ＬＴＥ（リリース８）ＣＱＩレポーティング手順を再利用すべきであると仮定すると、Ｃ
ＱＩ要求をユーザ機器がどのように解釈できるかについて異なる可能性が存在する。図３
８に示すように、一般には、ｅＮｏｄｅＢまたは中継ノードからユーザ機器に送信される
、アップリンク送信のための（ＣＱＩ要求を含む）ＵＬ－ＤＣＩは、単一のダウンリンク
・コンポーネント・キャリア内に配置されることを仮定することができる。ユーザ機器に
おいてＣＱＩ要求を処理するための単純な規則は、ユーザ機器によるＣＱＩ送信をＵＬ－
ＤＣＩが要求する場合はいつでも、その要求は、対応するＵＬ－ＤＣＩが送信されたダウ
ンリンク・コンポーネント・キャリアに適用されるというものである。すなわち、ユーザ
機器は、ＣＱＩレポートを要求するＵＬ－ＤＣＩを同時に含んでいたダウンリンク・コン
ポーネント・キャリアについての非周期的なＣＱＩフィードバックを、与えられたＵＬ送
信において送信するだけである。
【０１２３】
　ＣＱＩ要求を含むＵＬ－ＤＣＩの代替的な処理が、図３９に示されている。ＵＬ－ＤＣ
Ｉがユーザ機器によるＣＱＩ送信を要求する場合はいつでも、ユーザ機器は、前記要求を
、ユーザ機器へのダウンリンク送信に利用可能なすべてのダウンリンク・コンポーネント
・キャリアに適用する。
【０１２４】
　ダウンリンク送信を複数のコンポーネント・キャリア上で行うことができる場合、効率
的なスケジューリングおよびリンク・アダプテーションは、正確かつ最新のＣＱＩを利用
可能かどうかに依存する。しかし、制御シグナリングおよびＣＱＩ送信リソースを効率的
に使用するためには、ＣＱＩが（ネットワーク側から）要求され、（端末側から）送信さ
れる、コンポーネント・キャリアがいくつあり、どれであるかを制御することが可能でな
ければならない。
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【０１２５】
　図３９に関して上で説明した第１の解決策によれば、複数のコンポーネント・キャリア
についてのＣＱＩを要求するためには、ＣＱＩが要求されるコンポーネント・キャリアの
数と、送信する必要があるＵＬ－ＤＣＩメッセージの数とは同じである。言い換えると、
５つのコンポーネント・キャリアについてのＣＱＩを要求するには、ただ１つのコンポー
ネント・キャリアについてのＣＱＩを要求する場合よりも５倍多くのＵＬ－ＤＣＩメッセ
ージを送信する必要がある。したがって、この解決策は、ダウンリンク制御オーバヘッド
の観点からは、あまり効率的ではない。図３９に示された上記の第２の解決策によれば、
単一のアップリンクＤＣＩメッセージが、すべてのコンポーネント・キャリアについての
ＣＱＩを要求する。したがって、ダウンリンク制御オーバヘッドは非常に小さい。しかし
、結果のアップリンク送信は、ネットワークが、選択されたただ１つのコンポーネント・
キャリアについてのＣＱＩしか現在は要求していないことを知っている場合であっても、
すべてのコンポーネント・キャリアについてのＣＱＩの送信を可能にする大量のリソース
を常に要求する。したがって、この解決策は、アップリンク・リソースの使用については
効率的ではなく、要求されるコンポーネント・キャリアＣＱＩの数について、いかなる柔
軟性も提供しない。
【０１２６】
　アップリンクにおけるタイミング・アドバンスおよびコンポーネント・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
値のみを保有し、すべてのアグリゲートされるコンポーネント・キャリア上のアップリン
クの送信にこれを適用する。今のところ、同じ周波数帯域内のセルのアグリゲーション、
いわゆる周波数内キャリア・アグリゲーションが、サポートされている。特に、アップリ
ンクのタイミング同期が、例えば、Ｐセル上のＲＡＣＨ手順によってＰセルに関して実行
され、それから、ユーザ機器は、アグリゲートされるＳセル上のアップリンクの送信に対
して同じアップリンクのタイミングを使用する。すべてのアグリゲートされるアップリン
ク・コンポーネント・キャリアに対する単一のタイミング・アドバンスは、３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ－Ａ　Ｒｅｌ．１０までの現在の仕様が同じ周波数帯域からのキャリアのキャリア・
アグリゲーションのみをサポートするので、十分であると見なされている。
【０１２７】
　しかし、将来、例えば、将来のリリース１１においては、異なる周波数帯域からのアッ
プリンク・コンポーネント・キャリアをアグリゲートする可能性があり、その場合、それ
らのアップリンク・コンポーネント・キャリアは、異なる干渉およびカバレッジの特性に
さらされる可能性がある。遠く隔たった周波数帯域上のアップリンク・コンポーネント・
キャリアを想定すると、それらのアップリンク・コンポーネント・キャリアを用いるアッ
プリンクの送信は、異なる送信チャネルの影響にさらされる可能性がある。換言すれば、
送信チャネルが周波数選択的であると想定される必要があるので、遠く隔たった周波数帯
域上のアップリンク・コンポーネント・キャリアは、散乱、マルチパス伝搬、およびチャ
ネル・フェージングによって異なった影響を与えられる可能性がある。したがって、異な
る周波数帯域からのアップリンク・コンポーネント・キャリアのアグリゲーションは、そ
れらの周波数帯域の異なる伝播遅延を補償しなければならない。
【０１２８】
　さらに、例えば図１３に示されるリモート・ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）または例えば図
１４に示される周波数選択的リピータ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｒｅ
ｐｅａｔｅｒ）（ＦＳＲ）のような技術の配置が、アグリゲートされるコンポーネント・
キャリアに関する異なる干渉および伝搬のシナリオをさらに引き起こす。例えば、図１４
は、ＦＳＲがどのようにしてコンポーネント・キャリア２（ＣｏＣａ２）に関する周波数
ｆ２のみの信号を中継するのかを示し、周波数ｆ１の信号はＦＳＲによって強められない
。その結果、ＦＳＲからの信号の信号強度がｅＮｏｄｅＢ（図示せず）の信号強度よりも
高いと想定するとき、コンポーネント・キャリア２は、周波数選択的リピータを経由して
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ユーザ機器によって受信される一方、ＵＥは、コンポーネント・キャリア１（ＣｏＣａ１
）をｅＮｏｄｅＢから直接受信する。これは、２つのコンポーネント・キャリアの間の異
なる伝播遅延につながる。
【０１２９】
　したがって、１つのユーザ機器内に２つ以上のタイミング・アドバンスを導入する必要
があり、すなわち、別個のタイミング・アドバンスが、特定のコンポーネント・キャリア
（サービング・セル）のために必要とされる可能性がある。
【０１３０】
　１つの明らかな解決策は、Ｐセルと同様にして、ＳセルのそれぞれでもＲＡＣＨ手順を
実行してアップリンクの同期をとることである。しかし、ＳセルでＲＡＣＨ手順を実行す
ることは、さまざまな不利益を生じる。
【０１３１】
　直接的な結果として、ユーザ機器は、アグリゲートされたＳＣｅｌｌのためのランダム
・アクセス手順のプロトコル部分を実施することを要求されるが、これは、ＲＲＣレイヤ
ばかりでなく、物理レイヤ、ＭＡＣレイヤにも影響し、したがって、ＵＥの複雑さを高め
る。
【０１３２】
　１つのサブフレーム、すなわちＴＴＩにおけるＰＲＡＣＨとＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨと
の同時送信を考慮するとき、電力制御／電力割り当て手順は複雑である。これは、ユーザ
機器のアップリンクが１つのコンポーネント・キャリア、例えばＳセル上で同期を外れて
おり、一方、別のアップリンク・コンポーネント・キャリア、例えばＰセル上ではアップ
リンクの同期がとれたままである場合に当てはまる可能性がある。Ｓセルに関するアップ
リンクの同期を再びとるために、ユーザ機器は、例えば、ＰＤＣＣＨによって命じられた
ＲＡＣＨアクセスを実行する。その結果、ユーザ機器は、ＲＡＣＨプリアンブルを送信し
、すなわち、ＰＲＡＣＨの送信を実行し、同じＴＴＩにおいて、ユーザ機器は、ＰＵＳＣ
Ｈおよび／またはＰＵＣＣＨも送信する。
【０１３３】
　現在、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨおよびＰＲＡＣＨに関する電力制御ループは完全に独立
しており、すなわち、ＰＲＡＣＨの電力は、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨの電力を決定すると
きに考慮されず、その逆もまた同様である。ＰＲＡＣＨおよびＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨの
同時送信に対処するためには、アップリンクの電力制御アルゴリズムに対する変更が必要
とされる。例えば、今のところ、多重化されたアップリンク制御情報（ＵＣＩ）をともな
うＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、およびＵＣＩをともなわないＰＵＳＣＨだけが電力を制限す
る場合に関して考慮されるので、電力の制限のために電力のスケーリングが使用される必
要があるときにＰＲＡＣＨの送信を考慮することが必要である。ＰＵＣＣＨは、ＰＵＳＣ
Ｈを上回る最も高い優先順位を与えられ、多重化されたＵＣＩをともなうＰＵＳＣＨは、
ＵＣＩをともなわないＰＵＳＣＨよりも高い優先順位を持つと見なされる。
【０１３４】
　ＰＵＣＣＨ＞ＵＣＩをともなうＰＵＳＣＨ＞ＵＣＩをともなわないＰＵＳＣＨ
　アップリンク電力制御に関する章で挙げられた電力を制限する場合に関する優先順位付
けの規則が、ＰＲＡＣＨの送信によって拡張される必要がある。しかし、一方でＰＵＣＣ
ＨまたはＰＵＳＣＨ上で送信されるアップリンクの制御情報が適切なシステムの動作を可
能にするために高い優先順位を持ち、他方でＰＲＡＣＨもＲＡＣＨ手順によって被る遅延
を最小にするためにｅＮＢにおける高い検出の確率を保証するためにやはり優先順位付け
されるべきであるので、前記の点で容易で単純な解決策は存在しない。
【０１３５】
　電力制御の観点に加えて、ＰＲＡＣＨおよびＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨの同時送信を扱う
必要がある電力増幅器に関してもさらなる不利益がある。ＰＲＡＣＨとＰＵＳＣＨ／ＰＵ
ＣＣＨの間にアップリンクのタイミングの特定の差が存在し、例えば、ＰＲＡＣＨに関す
るタイミング・アドバンスは当然０であり、ガード・タイム、ＧＴは９６．８８μｓから
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７１５．６３μｓの範囲内にある。これが、コンポーネント・キャリア０上のＰＵＳＣＨ
の送信およびコンポーネント・キャリア１上の対応するＰＲＡＣＨの送信を示す図２２に
示される。明らかなように、ＰＲＡＣＨ送信は、サブフレームに関して、ＰＵＳＣＨ送信
と時間が揃っていない。
【０１３６】
　ガード・タイムが原因で、望ましくない１つのサブフレーム内の電力の変動がある。こ
れらの電力の過渡現象は、ユーザ機器の実装をさらに複雑にし、言い換えると、最大電力
低減が、ＥＭＣの要件を満足するために１つのサブフレーム中でやはり変わる必要がある
。
【０１３７】
　リモート・ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）または周波数選択的リピータ（ＦＳＲ）などの技
術を展開するのにともない、異なる伝搬経路が、異なる伝搬遅延をｅＮｏｄｅＢとユーザ
機器ＵＥとの間の通信に導入することがある。異なる周波数帯域のセル・アグリゲーショ
ンを仮定すると、図１３および図１４に関して説明したように、ユーザ機器によるｅＮｏ
ｄｅＢへの送信および／またはｅＮｏｄｅＢからの受信は、ｅＮｏｄｅＢの異なるロケー
ションに起因する異なる伝搬遅延によって、ならびにＲＲＨもしくはＦＳＲ、および／ま
たは周波数選択チャネル効果によって影響を受けることがある。
【０１３８】
　具体的には、異なる伝搬遅延および／または周波数選択チャネル効果は、複数のアップ
リンク・サービング・セルを介するｅＮｏｄｅＢへのアップリンク送信に悪影響を与える
ばかりでなく、以下で明らかとなるように、ユーザ機器ＵＥへのダウンリンク送信にとっ
ても不都合である。
【０１３９】
　図３７には、ｅＮｏｄｅＢ、ＲＲＨ、およびユーザ機器ＵＥが関わるシナリオが示され
ている。
【０１４０】
　上で説明したように、異なるまたは同じ周波数帯域に属するダウンリンク・サービング
・セル（コンポーネント・キャリア）のアグリゲーションをＵＥが行えるようにすること
ができる。ユーザ機器が、ＲＲＨによって提供される第１のダウンリンク・サービング・
セルと、ｅＮｏｄｅＢによって提供される第２のダウンリンク・サービング・セルとをア
グリゲートする場合、ユーザ機器は、異なる伝搬遅延をこうむったＲＲＨからのダウンリ
ンク送信と、ｅＮｏｄｅＢからのダウンリンク送信とを受信する。
【０１４１】
　言い換えると、ユーザ機器は、ｅＮｏｄｅＢによって提供されるサービング・セルのダ
ウンリンクのサブフレームを、ＲＲＨによって提供されるダウンリンク・サービング・セ
ルの対応するダウンリンクのサブフレームの受信よりも遅れた時点で受信し、ここで、対
応するダウンリンクのサブフレームという用語は、同じサブフレーム番号を有するサブフ
レームを指す。図３７には、異なる伝搬遅延も示されている。
【０１４２】
　特に、ｅＮｏｄｅＢによって提供されるサービング・セルのダウンリンクのサブフレー
ムの送信時刻が時刻ｔ０であると仮定すると、ユーザ機器は、このダウンリンクのサブフ
レームを時刻ｔｅＮｏｄｅＢで受信する。さらに、ｅＮｏｄｅＢおよびＲＲＨによって対
応するダウンリンクのサブフレームが同期をとって送信される場合、ＲＲＨによって提供
されるサービング・セルの対応するダウンリンクのサブフレームの送信時刻も時刻ｔ０で
あり、ユーザ機器は、このダウンリンクのサブフレームを時刻ｔＲＲＨで受信する。ｅＮ
ｏｄｅＢとＲＲＨの間の伝搬遅延差
【数２５】
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が小さいとしても、ｅＮｏｄｅＢおよびＲＲＨのダウンリンク・サービング・セルは、そ
れらの異なるロケーションおよび／または周波数選択チャネル効果に起因する、異なる伝
搬遅延をこうむる。
【０１４３】
　ｅＮｏｄｅＢおよびＲＲＨによって提供されるサービング・セル上のダウンリンク送信
についての伝搬遅延が異なることが原因で、ユーザ機器は、異なるサービング・セルの対
応するダウンリンクのサブフレームを異なる時刻で受信する。同様に、周波数選択的ルー
タ（ＦＳＲ）も、異なる伝搬遅延をユーザ機器に対して導入することがあり、すなわち、
その場合、ユーザ機器は、ＦＳＲから部分的に、またｅＮｏｄｅＢから部分的にダウンリ
ンク・サービング・セルをアグリゲートする。
【０１４４】
　例えば、図３７に示されるシナリオでは、ユーザ機器は、ｅＮｏｄｅＢから１００ｋｍ
の距離のところに配置されている。距離が１００ｋｍである場合、ｅＮｏｄｅＢからのダ
ウンリンクのサブフレームの受信は、送信時刻の０．３３ｍｓ後になり、一方、ＲＲＨは
より近い位置にあるため、ユーザ機器は、ＲＲＨからのサービング・セルの対応するダウ
ンリンクのサブフレームをより早い時刻で受信する。
【０１４５】
　対応するダウンリンクのサブフレームは、ユーザ機器によって同時に処理される必要が
あるので、異なる伝搬遅延は、ユーザ機器によって実行される受信動作にとって不都合で
ある。特に、対応するダウンリンクのサブフレームは、アグリゲートされたすべてのサー
ビング・セルから対応するサブフレームを受信したときに初めてユーザ機器がそれを処理
できるような、相互に関連する情報を含むことがある。
【０１４６】
　明白な解決策は、アグリゲートされたサービング・セル間の時間差の間、サービング・
セルそれぞれのコンポーネント・キャリアについてのデータを一時的に記憶するための受
信バッファをユーザ機器が含むように規定することであり、例えば、上で与えた例では、
ｅＮｏｄｅＢからの遅延データのデータは、ユーザ機器によってバッファする必要がある
。しかし、大きな受信バッファを提供することは、さまざまな不都合をもたらす。
【０１４７】
　第１に、受信バッファを有するユーザ機器を実現しても、ダウンリンク送信の処理が遅
延する問題の解決にはならない。特に、アグリゲートされたサービング・セルの対応する
サブフレームは、ユーザ機器によって一緒に処理される必要があるので、複数の対応する
サブフレームの１つの最も遅い受信時刻が、複数の対応するサブフレームの処理の開始時
刻を決定し、その結果、アグリゲートされたサービング・セルのすべてのダウンリンク送
信が、同じ遅延をこうむる。
【０１４８】
　さらに、大きな受信バッファを設けると、ユーザ機器のコストが増加し、ユーザ機器の
実装の複雑さにとっても不都合であり、例えば、半径が最大１００ｋｍの場合、必要な受
信バッファのサイズは非常に大きい。
【０１４９】
　加えて、アグリゲートされたサービング・セル上の対応するダウンリンクのサブフレー
ムは、ユーザ機器が復号のためにそれらを一緒に処理する前に、受信バッファ内で識別さ
れなければならないので、ユーザ機器が実施する受信動作が、ひいては、ハードウェアに
関するユーザ機器の複雑さを高める。アグリゲートされたサービング・セルの対応するサ
ブフレームのみを含む小さな受信バッファの場合、ユーザ機器は、対応するダウンリンク
のサブフレームの識別を追加的に実行することは要求されない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０１５０】
【非特許文献１】ＴＳ３６．２１２セクション５．３．３
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【非特許文献２】ＴＳ３６．２１３セクション８．６
【非特許文献３】ＴＳ３６．２１３セクション７．１．７
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（リリース８）」、バージョン
８．９．０または９．０．０、セクション６．２
【非特許文献５】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２１、「Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　（ＭＡＣ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」、バージョン
８．７．０、セクション４．２、４．３、５．４．３、６
【非特許文献６】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３、「Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒ
ｏｃｅｄｕｒｅｓ」、バージョン８．８．０、セクション５．１
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．１３３、「Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　
ｓｕｐｐｏｒｔ　ｏｆ　ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」、バー
ジョン８．７．０、セクション９．１．８．４
【非特許文献８】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．１０１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｕｓｅｒ
　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　（ＵＥ）　ｒａｄｉｏ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒ
ｅｃｅｐｔｉｏｎ」、バージョン８．７．０、セクション６．２
【非特許文献９】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１２、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ　（リリース８）」、バージ
ョン８．７．０、セクション５．２
【非特許文献１０】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　（リリース８）」、バージョン８．７
．０、セクション７．２
【非特許文献１１】ｗｗｗ．ｃｐｒｉ．ｉｎｆｏ
【非特許文献１２】ＴＳ３６．１３３セクション７．１．２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０１５１】
　本発明は、上述のさまざまな不利益を避けるように努める。
【０１５２】
　本発明の１つの目的は、異なる伝播遅延がアップリンク・コンポーネント・キャリア上
の送信に課される場合に、それらのアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップ
リンクの送信のタイミングを揃えるためのメカニズムを提案することである。本発明の別
の目的は、モバイル端末がランダム・アクセス手順を実行することなくアップリンク・コ
ンポーネント・キャリアのタイム・アライメントを実行することを可能にするためのメカ
ニズムを提案することである。本発明のさらなる目的は、不必要に高いユーザ機器受信機
要件、例えば、大きなＵＥ受信窓を必要とせずに、モバイル端末が、さまざまなダウンリ
ンク・コンポーネント・キャリア（サービング・セル）をアグリゲートすることを可能に
するメカニズムを提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０１５３】
　この目的は、独立請求項の主題によって解決される。有利な実施形態が、従属請求項に
よって規定される。さらなる目的は、複数のアップリンク・コンポーネント・キャリアの
タイム・アライメントによってハンドオーバの遅延を削減することを可能にするハンドオ
ーバ・メカニズムを提案することである。
【０１５４】
　本発明の第１の態様によれば、モバイル端末が、目標セルとして、既に時間が揃ってお
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り、同じまたは異なるアグリゲーション・アクセス・ポイント（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
　ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）によって制御される基準アップリンク・セルに対して相対
的に時間が揃っていないアップリンク・セル（以降、目標セルと呼ばれる）の時間を揃え
、時間が揃っていないアップリンクの目標セルの時間を揃える手順が基づくタイミング情
報をアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する。少なくとも１つの既存のセルが
、既に時間が揃っており、本発明の時間を揃える手順のための基準セルとして働くと想定
される。有利なことに、アグリゲーション・アクセス・ポイントに送信されるタイミング
情報が、アップリンクの目標セルにおける時間を揃えるプロセスを制御するためにアグリ
ゲーション・アクセス・ポイントによって使用され得る。
【０１５５】
　より詳細には、ランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、手順を実行する代わりに、
モバイル端末は、特定のタイミングの差の情報を測定することによって、時間が揃ってい
ないアップリンクの目標セル上のアップリンクの送信の時間を揃える。特定のタイミング
の差の情報は、モバイル端末が、アップリンクの目標セル上のモバイル端末のアップリン
クの送信の時間を揃えるためのタイム・アライメントを推定することを可能にする。
【０１５６】
　そのとき、モバイル端末は、既に時間が揃っている基準セルに関連して目標セルの時間
を揃えるためにモバイル端末によって使用されるべき必要なアップリンクのタイミング・
アライメントに関する情報を計算する。タイミング・アドバンスを計算するために、モバ
イル端末は、少なくとも測定値と基準セルのタイミング・アドバンスとを使用する。
【０１５７】
　続いて、モバイル端末は、計算された情報を用いて、基準セルのタイミング・アドバン
ス値（モバイル端末に知られている値）に対して相対的に目標セルのアップリンク上のそ
のモバイル端末のアップリンクの送信のタイミングを調整する。
【０１５８】
　特定のタイミングの差の情報は、アップリンクの目標セル上のモバイル端末のアップリ
ンクの送信のためのタイム・アライメントを推定するためにアグリゲーション・アクセス
・ポイントによっても使用され得る。特に、アップリンクの目標セルの時間を揃えるため
の基準として使用される、基準セル上のモバイル端末によるアップリンクの送信のタイミ
ング・アドバンスは、アグリゲーション・アクセス・ポイントによって既に知られている
。したがって、アグリゲーション・アクセス・ポイントも、基準セルに関連して目標セル
の時間を揃えるためにモバイル端末によって使用されるべき必要なアップリンクのタイミ
ング・アライメントに関する情報を計算することができる。
【０１５９】
　特定のタイミングの差の情報をモバイル端末によってアグリゲーション・アクセス・ポ
イントにレポートすることは、アグリゲーション・アクセス・ポイントが、アップリンク
の目標セルのためにモバイル端末によって使用されるべきタイム・アライメントを追跡す
ることを可能にする。同様に、目標セルの時間を揃えるために使用されるべき必要なアッ
プリンクのタイミング・アライメントに関する計算された情報をモバイル端末によってア
グリゲーション・アクセス・ポイントにレポートすることは、アグリゲーション・アクセ
ス・ポイントが、アップリンクの目標セルのためにモバイル端末によって使用されるべき
タイム・アライメントを知ることをやはり実現する。
【０１６０】
　アップリンクの目標セルのためにモバイル端末によって使用されるべきタイム・アライ
メントの知識は、詳細な実施形態の説明から明らかになるように、さまざまな効果のため
にアグリゲーション・アクセス・ポイントによって有利に使用され得る。
【０１６１】
　１つの例示的な実施形態は、モバイル通信システムにおいてモバイル端末によるアップ
リンクの送信の時間を揃えるための方法に関する。モバイル端末は、アグリゲーション・
アクセス・ポイントと通信し、時間が揃ったアップリンクの基準セルおよび時間が揃って
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いないアップリンクの目標セルで構成される。
【０１６２】
　この方法においては、モバイル端末が、目標セルおよび／または基準セル上の送信に関
連する送信および／または受信時間差情報を測定し、少なくとも測定された送信および／
または受信時間差情報、ならびに時間が揃った基準セル上のアップリンクの送信のために
使用される基準タイミング・アドバンスに基づいて第１の目標タイミング・アドバンスを
決定し、決定された第１の目標タイミング・アドバンスに基づいてアップリンクの目標セ
ル上のアップリンクの送信に関するタイミングを調整することによってアップリンクの目
標セルの時間を揃え、モバイル端末からアグリゲーション・アクセス・ポイントに測定結
果および／または第１の目標タイミング・アドバンスを送信する。
【０１６３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、アグリゲーション・アクセス・ポイントによって別途命令を与え
られるまで、モバイル端末に含まれるタイマに基づいて、（ｉ）送信および／または受信
時間差情報を測定するステップと、（ｉｉ）第１の目標タイミング・アドバンスを決定す
るステップと、（ｉｉｉ）アップリンクの目標セルの時間を揃えるステップと、（ｉｖ）
測定結果および／または第１の目標タイミング・アドバンスを送信するステップとを繰り
返す。
【０１６４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントが、アグリゲーション・アクセス・ポイン
トの事前の構成および／またはアグリゲーション・アクセス・ポイントによって実行され
る評価ステップに基づいて、モバイル端末に、ランダム・アクセス手順を実行するように
モバイル端末に命じるための、アップリンクの目標セルに関するランダム・アクセス・チ
ャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージと、少なくとも受信された測定結果および／または受
信された第１の目標タイミング・アドバンス、ならびに時間が揃った基準セル上のアップ
リンクの送信のために使用される基準タイミング・アドバンスに基づいてアグリゲーショ
ン・アクセス・ポイントによって決定された第２の目標タイミング・アドバンスと、少な
くとも受信された測定結果および／または受信された第１の目標タイミング・アドバンス
、ならびに第１の目標タイミング・アドバンスに基づいて時間を揃えられるアップリンク
の目標セル上のアップリンクの送信のタイミングに基づいて決定される目標タイミング・
アドバンス更新値を含む、アップリンクの目標セルに関するタイミング・アドバンス更新
コマンドとのうちの少なくとも１つを送信することによってモバイル端末に別途命令を与
える。
【０１６５】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントがＲＡＣＨ命令メッセージを送信する場合
に、モバイル端末は、そのＲＡＣＨ命令メッセージを受信したとき、アップリンクの目標
セル上のアップリンクの送信に関する第３の目標タイミング・アドバンス値を決定するた
めにアップリンクの目標セルでランダム・アクセス手順を実行し、ランダム・アクセス手
順内で受信され、決定された第３の目標タイミング・アドバンスに基づいてアップリンク
の目標セル上のアップリンクの送信に関するタイミングを調整することによってアップリ
ンクの目標セルの時間を揃える。
【０１６６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントが、第２の目標タイミング・アドバンスを
決定し、第２の目標タイミング・アドバンスをモバイル端末に送信する場合に、モバイル
端末は、その第２の目標タイミング・アドバンスを受信したとき、アグリゲーション・ア
クセス・ポイントから受信された第２の目標タイミング・アドバンスに基づいてアップリ
ンクの目標セル上のアップリンクの送信に関するタイミングを調整することによってアッ
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プリンクの目標セルの時間を揃えるステップを実行する。
【０１６７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントがアップリンクの目標セルに関するタイミ
ング・アドバンス更新コマンドを送信する場合に、モバイル端末は、そのタイミング・ア
ドバンス更新コマンドを受信したとき、含まれる目標タイミング・アドバンス更新値、お
よびアップリンクの目標セル上のアップリンクの送信のために使用されるタイミング・ア
ドバンスに基づいて第４の目標タイミング・アドバンスを決定し、決定された第４の目標
タイミング・アドバンスに基づいてアップリンクの目標セル上のアップリンクの送信に関
するタイミングを調整することによってアップリンクの目標セルの時間を揃える。
【０１６８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、モバイル端末が、アップリンクの目標セル上のアップリンクの送
信が基準セルのために使用されるタイム・アライメントとは異なるタイム・アライメント
を必要とすることを示す情報を、好ましくは目標セルを構成するＲＲＣメッセージとして
、アグリゲーション・アクセス・ポイントから受信する場合に、送信および／または受信
時間差情報を測定するステップと、第１の目標タイミング・アドバンスを決定するステッ
プとを実行する。代替的に、送信および／または受信時間差情報を測定するステップと、
第１の目標タイミング・アドバンスを決定するステップとは、モバイル端末が、基準セル
のタイミング・アドバンス・グループとは異なる目標セルに関するタイミング・アドバン
ス・グループを示す情報を、アグリゲーション・アクセス・ポイントから受信する場合に
やはり実行される。
【０１６９】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、アップリンクの目標セル上のアップリ
ンクの送信の受信時間をアップリンクの目標セル上のアップリンクの送信に関する事前に
定義された基準時間と比較することによって、またはアップリンクの目標セル上のアップ
リンクの送信の受信時間を対応するダウンリンクの目標セル上のダウンリンクの送信の送
信時間と比較することによって、または受信された測定結果および／もしくは第１の目標
タイミング・アドバンスを事前に定義された閾値と比較することによってアップリンクの
目標セル上のアップリンクの送信のずれを判定するための評価ステップを実行する。
【０１７０】
　判定されたずれが事前に定義されたずれの閾値よりも大きい場合に、アグリゲーション
・アクセス・ポイントは、ＲＡＣＨ命令メッセージ、第２の目標タイミング・アドバンス
、およびタイミング・アドバンス更新コマンドのうちの少なくとも１つをモバイル端末に
送信する。
【０１７１】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、測定結果および／もしくは第１の目標
タイミング・アドバンスを受信したとき、ならびに／またはタイマが切れたとき、ＲＡＣ
Ｈ命令メッセージ、第２の目標タイミング・アドバンス、およびタイミング・アドバンス
更新コマンドのうちの少なくとも１つをモバイル端末に送信するように事前に構成される
。
【０１７２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、基準セルは、基準セルでモバイル端末とアグリゲーション・アクセス・ポイントの
間のランダム・アクセス手順を実行することによって最初に時間を揃えられる。
【０１７３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、目標セル上の第１のダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤ
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Ｌ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）と基準セル上の対応するダウンリンクのサブフレームの始まり（
ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ）との間の時間を測定することによって目標セルと基準セルの
間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を判定すること
によって測定を行い、基準セルおよび目標セル上のダウンリンクのサブフレームは、同じ
サブフレーム番号を指す。測定結果は、任意選択で、アグリゲーション・アクセス・ポイ
ントに送信される可能性があり、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの受信時間の差
を含む。
【０１７４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、モバイル端末が基準セル上でアップリンクの無線フレームを送信
する時間（ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）とモバイル端末が目標セル上でダウンリンクの無
線フレームを受信する時間（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）の間の時間差を測定することに
よって目標セルと基準セルの間の受信送信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ

－ＴｘＵＬ）をモバイル端末によって判定することによって測定を実行し、アップリンク
の無線フレームおよびダウンリンクの無線フレームは、同じ無線フレームに関連する。測
定結果は、任意選択で、アグリゲーション・アクセス・ポイントに送信される可能性があ
り、目標セルと基準セルの間の受信送信時間の差を含む。
【０１７５】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、基準セルのタイミング・アドバンスから受信送信時間の差を引く
ことによって目標セルと基準セルの間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－Ｐ

ＣｅｌｌＲｘＤＬ）を決定することによって第１の目標タイミング・アドバンスを決定す
る。
【０１７６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、ダウンリンクの受信時間の差に基づいて第１の目標タイミング・
アドバンスを決定する。
【０１７７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、目標セルと基準セルの間のダウンリン
クの送信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）に基づいて第２の目標タイミン
グ・アドバンスを決定する。目標セルと基準セルの間のダウンリンクの送信時間の差が、
基準セル上のダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）と目標
セル上の対応するダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＳＣｅｌｌ）と
の間の時間差であり、ダウンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指す。
【０１７８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、それぞれ、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無線フレ
ームの送信の設定が、ダウンリンクの目標セルを介して受信されるダウンリンクの無線フ
レームの始まりに対して相対的になることを考慮して決定された第１の目標タイミング・
アドバンス、第２の目標タイミング・アドバンス、第３の目標タイミング・アドバンス、
または第４の目標タイミング・アドバンスを用いて、アップリンクの目標セル上のアップ
リンクの無線フレームの送信を、ダウンリンクの目標セルを介して受信されるダウンリン
クの無線フレームの始まりに対して相対的に設定することによって目標セルの時間を揃え
る。
【０１７９】
　あるいは、モバイル端末は、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無線フレーム
の送信の設定が、ダウンリンクの基準セルを介して受信されるダウンリンクの無線フレー
ムの始まりに対して相対的になることを考慮して決定された第１の目標タイミング・アド
バンス、第２の目標タイミング・アドバンス、第３の目標タイミング・アドバンス、また
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は第４の目標タイミング・アドバンスを用いて、アップリンクの目標セル上のアップリン
クの無線フレームの送信を、ダウンリンクの基準セルを介して受信されるダウンリンクの
無線フレームの始まりに対して相対的に設定することによって目標セルの時間を揃える。
【０１８０】
　あるいは、モバイル端末は、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無線フレーム
の送信の設定が、アップリンクの基準セルを介して送信されるアップリンクの無線フレー
ムの始まりに対して相対的になることを考慮して決定された第１の目標タイミング・アド
バンス、第２の目標タイミング・アドバンス、第３の目標タイミング・アドバンス、また
は第４の目標タイミング・アドバンスを用いて、アップリンクの目標セル上のアップリン
クの無線フレームの送信を、アップリンクの基準セルを介して送信されるアップリンクの
無線フレームの始まりに対して相対的に設定することによって目標セルの時間を揃える。
【０１８１】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、測定結果を基準セルの物理アップリンク共有チャネル、ＰＵＳＣ
Ｈ上でアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する。
【０１８２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、測定結果を無線リソース制御レイヤ、ＲＲＣ、または媒体アクセ
ス制御レイヤ、ＭＡＣの一部として送信し、測定結果がＭＡＣレイヤの一部である場合、
測定結果は、ＭＡＣ制御要素内で送信されることが好ましい。
【０１８３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末による時間差情報を測定するステップと、アグリゲーション・アクセ
ス・ポイントに測定結果を送信するステップとが、
　●周期的に実行される、ならびに／あるいは
　●ｉ．目標セルの構成および／またはアクティブ化、
　　ｉｉ．測定結果が事前に決められた閾値を超える、
　　ｉｉｉ．タイミング・アドバンスのタイマが切れる、
　　ｉｖ．アグリゲーション・アクセス・ポイントからの測定レポートの要求の受信、
　などの事前に決められたイベントによってトリガされる。
【０１８４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントからの測定レポートの要求は、
　●測定レポートの要求を示すフラグを含む、構成されたセルを非アクティブ化／アクテ
ィブ化するための非アクティブ化／アクティブ化コマンドであって、フラグは、非アクテ
ィブ化／アクティブ化コマンドの予約されたビットのうちの１つに設定されることが好ま
しい、非アクティブ化／アクティブ化コマンド、または
　●測定レポートの要求を示すフラグを含む無線リソース制御コネクション再構成メッセ
ージ、または
　●ランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージ、または
　●測定レポートの要求を示す事前に決められた符号点もしくは符号点の事前に決められ
た組み合わせを有するランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージである
。
【０１８５】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントが第２の目標タイミング・アドバンスを決
定する場合に、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、媒体アクセス制御、ＭＡＣ、
制御要素内で第２の目標タイミング・アドバンスを送信し、好ましくは、第２の目標タイ
ミング・アドバンスは、ダウンリンク共有チャネルを用いて送信される。
【０１８６】
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　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントが第２の目標タイミング・アドバンスを決
定する場合に、第２の目標タイミング・アドバンスは、アップリンクの目標セルの時間を
揃えるステップが第２の目標タイミング・アドバンスの絶対的な値にのみ基づくことによ
り基準セルの基準タイミング・アドバンス値に関連して使用されない絶対的な値である。
あるいは、第２の目標タイミング・アドバンスは、アップリンクの目標セルの時間を揃え
るステップが基準タイミング・アドバンスにも基づくことにより基準セルの基準タイミン
グ・アドバンス値に対して相対的に使用される相対的な値である。
【０１８７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、基準セルは、プライマリ・セルであるかまたは複数のセカンダリ・セルのうちの１
つであり、目標セルは、複数のセカンダリ・セルのうちの１つである。
【０１８８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、アグリゲーション・アクセス・ポイントから受信される同じ第２
の目標タイミング・アドバンスに基づいて、モバイル端末によって決定される同じ第１の
目標タイミング・アドバンスに基づいて、またはアップリンクの目標セル上のアップリン
クの送信に関するタイミング・アドバンス更新コマンドを受信する場合はモバイル端末に
よって決定される同じ第４の目標タイミング・アドバンスに基づいて、目標セルがグルー
プを形成する複数の目標セルのうちの１つであるタイミング・アドバンス・グループの各
目標セルに対して時間を揃えるステップを実行する。
【０１８９】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、複数の時間が揃っていない目標セルで構成され、モバイル端末は
、目標セルのそれぞれに対して本明細書に記載のさまざまな例示的な実施形態のうちの１
つによるタイム・アライメントを実行する。
【０１９０】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、目標セルのそれぞれに関する測定結果を、好ましくは構成される
すべてのセカンダリ・セルまたは構成およびアクティブ化されるすべてのセカンダリ・セ
ルに関して１つのメッセージ内でアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する。
【０１９１】
　本発明は、モバイル通信システムにおいてアップリンクの送信の時間を揃えるためのモ
バイル端末をさらに提供する。モバイル端末は、アグリゲーション・アクセス・ポイント
と通信し、時間が揃ったアップリンクの基準セルおよび時間が揃っていないアップリンク
の目標セルで構成される。モバイル端末のプロセッサは、目標セルおよび／または基準セ
ル上の送信に関連する送信および／または受信時間差情報を測定する。プロセッサは、少
なくとも測定された送信および／または受信時間差情報、ならびに時間が揃った基準セル
上のアップリンクの送信のために使用される基準タイミング・アドバンスに基づいて第１
の目標タイミング・アドバンスを決定する。モバイル端末の送信機は、決定された第１の
目標タイミング・アドバンスに基づいてアップリンクの目標セル上のアップリンクの送信
に関するタイミングを調整することによってアップリンクの目標セルの時間を揃える。送
信機は、モバイル端末からアグリゲーション・アクセス・ポイントに測定結果および／ま
たは第１の目標タイミング・アドバンスを送信する。
【０１９２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、タイマに基づいて、モバイル端末のプロセッサおよび送信機は、送信および／また
は受信時間差情報を測定することと、第１の目標タイミング・アドバンスを決定すること
と、アップリンクの目標セルの時間を揃えることと、測定結果および／または第１の目標
タイミング・アドバンスを送信することとを、モバイル端末に別途命令を与えるアグリゲ



(39) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

ーション・アクセス・ポイントからの命令をモバイル端末の受信機が受信するまで繰り返
す。
【０１９３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末の受信機が、アグリゲーション・アクセス・ポイントからＲＡＣＨ命
令メッセージを受信する。プロセッサ、送信機、および受信機は、ＲＡＣＨ命令メッセー
ジを受信したとき、アップリンクの目標セル上のアップリンクの送信に関する第３の目標
タイミング・アドバンス値を決定するためにアップリンクの目標セルでランダム・アクセ
ス手順を実行する。プロセッサおよび送信機は、ランダム・アクセス手順内で受信され、
決定された第３の目標タイミング・アドバンスに基づいてアップリンクの目標セル上のア
ップリンクの送信に関するタイミングを調整することによってアップリンクの目標セルの
時間を揃える。
【０１９４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末の受信機が、アグリゲーション・アクセス・ポイントから第２の目標
タイミング・アドバンスを受信する。プロセッサおよび送信機は、第２の目標タイミング
・アドバンスを受信したとき、アグリゲーション・アクセス・ポイントから受信された第
２の目標タイミング・アドバンスに基づいてアップリンクの目標セル上のアップリンクの
送信に関するタイミングを調整することによってアップリンクの目標セルの時間を揃える
。
【０１９５】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末の受信機が、アップリンクの目標セルに関するタイミング・アドバン
ス更新コマンドを受信する。プロセッサは、タイミング・アドバンス更新コマンドを受信
したとき、含まれる目標タイミング・アドバンス更新値、およびアップリンクの目標セル
上のアップリンクの送信のために使用されるタイミング・アドバンスに基づいて第４の目
標タイミング・アドバンスを決定する。次いで、プロセッサおよび送信機は、決定された
第４の目標タイミング・アドバンスに基づいてアップリンクの目標セル上のアップリンク
の送信に関するタイミングを調整することによってアップリンクの目標セルの時間を揃え
る。
【０１９６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末の受信機が、アップリンクの目標セル上のアップリンクの送信が基準
セルのために使用されるタイム・アライメントとは異なるタイム・アライメントを必要と
することを示す情報を、好ましくは目標セルを構成するＲＲＣメッセージとして、アグリ
ゲーション・アクセス・ポイントから受信する場合に、または基準セルのタイミング・ア
ドバンス・グループとは異なる目標セルに関するタイミング・アドバンス・グループを示
す情報を、アグリゲーション・アクセス・ポイントから受信する場合に、プロセッサおよ
び送信機が、送信および／または受信時間差情報を測定し、プロセッサが、第１の目標タ
イミング・アドバンスを決定するように適合される。
【０１９７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、基準セルが、プロセッサ、送信機、および受信機が基準セルでモバイル端末とアグ
リゲーション・アクセス・ポイントの間のランダム・アクセス手順を実行することによっ
て最初に時間を揃えられる。
【０１９８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、目標セル上の第１のダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ

＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）と基準セル上の対応するダウンリンクのサブフレームの始まり（Ｔ

ＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ）との間の時間を測定することによって目標セルと基準セルの間
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のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を判定し、基準セ
ルおよび目標セル上のダウンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指し、任
意選択で、送信機は、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの受信時間の差を測定結果
としてアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信するように適合される。
【０１９９】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、モバイル端末が基準セル上でアップリンクの無線フレームを送信す
る時間（ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）とモバイル端末が目標セル上でダウンリンクの無線
フレームを受信する時間（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）の間の時間差を測定することによ
って目標セルと基準セルの間の受信送信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－
ＴｘＵＬ）を判定し、アップリンクの無線フレームおよびダウンリンクの無線フレームは
、同じ無線フレームに関連し、任意選択で、送信機は、目標セルと基準セルの間の受信送
信時間の差を測定結果としてアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信するように適
合される。
【０２００】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、基準セルのタイミング・アドバンスから受信送信時間の差を引くこ
とによって目標セルと基準セルの間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣ

ｅｌｌＲｘＤＬ）を決定する。
【０２０１】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、ダウンリンクの受信時間の差に基づいて第１の目標タイミング・ア
ドバンスを決定する。
【０２０２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサおよび送信機は、それぞれ、アップリンクの目標セル上のアップリンク
の無線フレームの送信の設定が、ダウンリンクの目標セルを介して受信されるダウンリン
クの無線フレームの始まりに対して相対的になることを考慮して決定された第１の目標タ
イミング・アドバンス、第２の目標タイミング・アドバンス、第３の目標タイミング・ア
ドバンス、または第４の目標タイミング・アドバンスを用いて、アップリンクの目標セル
上のアップリンクの無線フレームの送信を、ダウンリンクの目標セルを介して受信される
ダウンリンクの無線フレームの始まりに対して相対的に設定することによって目標セルの
時間を揃える。
【０２０３】
　あるいは、プロセッサおよび送信機は、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無
線フレームの送信の設定が、ダウンリンクの基準セルを介して受信されるダウンリンクの
無線フレームの始まりに対して相対的になることを考慮して決定された第１の目標タイミ
ング・アドバンス、第２の目標タイミング・アドバンス、第３の目標タイミング・アドバ
ンス、または第４の目標タイミング・アドバンスを用いて、アップリンクの目標セル上の
アップリンクの無線フレームの送信を、ダウンリンクの基準セルを介して受信されるダウ
ンリンクの無線フレームの始まりに対して相対的に設定することによって目標セルの時間
を揃える。
【０２０４】
　あるいは、プロセッサおよび送信機は、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無
線フレームの送信の設定が、アップリンクの基準セルを介して送信されるアップリンクの
無線フレームの始まりに対して相対的になることを考慮して決定された第１の目標タイミ
ング・アドバンス、第２の目標タイミング・アドバンス、第３の目標タイミング・アドバ
ンス、または第４の目標タイミング・アドバンスを用いて、アップリンクの目標セル上の
アップリンクの無線フレームの送信を、アップリンクの基準セルを介して送信されるアッ
プリンクの無線フレームの始まりに対して相対的に設定することによって目標セルの時間
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を揃える。
【０２０５】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、送信機は、測定結果を基準セルの物理アップリンク共有チャネル、ＰＵＳＣＨ上で
アグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する。
【０２０６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、送信機は、測定結果を無線リソース制御レイヤ、ＲＲＣ、または媒体アクセス制御
レイヤ、ＭＡＣの一部として送信し、測定結果がＭＡＣレイヤの一部である場合、測定結
果は、ＭＡＣ制御要素内で送信されることが好ましい。
【０２０７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサおよび送信機は、
　●周期的に、ならびに／あるいは
　●ｉ．目標セルの構成および／またはアクティブ化、
　　ｉｉ．測定結果が事前に決められた閾値を超える、
　　ｉｉｉ．タイミング・アドバンスのタイマが切れる、
　　ｉｖ．アグリゲーション・アクセス・ポイントからの測定レポートの要求の受信、
　などの事前に決められたイベントによって、
時間差情報を測定して第１の目標タイミング・アドバンスを決定し、測定結果および／ま
たは第１の目標タイミング・アドバンスをアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信
する。
【０２０８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、受信機は、
　●測定レポートの要求を示すフラグを含む、構成されたセルを非アクティブ化／アクテ
ィブ化するための、アグリゲーション・アクセス・ポイントからの測定レポートの要求と
しての非アクティブ化／アクティブ化コマンドであって、フラグは、非アクティブ化／ア
クティブ化コマンドの予約されたビットのうちの１つに設定されることが好ましい、非ア
クティブ化／アクティブ化コマンド、または
　●測定レポートの要求を示すフラグを含む、アグリゲーション・アクセス・ポイントか
らの測定レポートの要求としての無線リソース制御コネクション再構成メッセージ、また
は
　●アグリゲーション・アクセス・ポイントからの測定レポートの要求としてのランダム
・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージ、または
　●測定レポートの要求を示す事前に決められた符号点もしくは符号点の事前に決められ
た組み合わせを有する、アグリゲーション・アクセス・ポイントからの測定レポートの要
求としてのランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージ
を受信する。
【０２０９】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、基準セルは、プライマリ・セルであるかまたは複数のセカンダリ・セルのうちの１
つであり、目標セルは、複数のセカンダリ・セルのうちの１つである。
【０２１０】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサおよび送信機は、アグリゲーション・アクセス・ポイントから受信され
る同じ第２の目標タイミング・アドバンスに基づいて、モバイル端末によって決定される
同じ第１の目標タイミング・アドバンスに基づいて、またはアップリンクの目標セル上の
アップリンクの送信に関するタイミング・アドバンス更新コマンドを受信する場合はモバ
イル端末によって決定される同じ第４の目標タイミング・アドバンスに基づいてタイミン
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グ・アドバンス・グループの各目標セルの時間を揃える。
【０２１１】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末が複数の時間が揃っていない目標セルで構成される場合に、モバイル
端末は、目標セルのそれぞれに対して本明細書に記載のさまざまな例示的な実施形態のう
ちの１つによるタイム・アライメントを実行する。
【０２１２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、送信機は、目標セルのそれぞれに関する測定結果を、好ましくは構成されるすべて
のセカンダリ・セルまたは構成およびアクティブ化されるすべてのセカンダリ・セルに関
して１つのメッセージでアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する。
【０２１３】
　本発明は、モバイル通信システムにおいて、モバイル端末の時間を揃えることを制御す
るためのアグリゲーション・アクセス・ポイントをさらに提供し、モバイル端末は、アグ
リゲーション・アクセス・ポイントと通信し、時間が揃ったアップリンクの基準セルおよ
び時間が揃っていないアップリンクの目標セルで構成される。アグリゲーション・アクセ
ス・ポイントのメモリは、事前の構成を記憶する。アグリゲーション・アクセス・ポイン
トの受信機は、測定結果および／または第１の目標タイミング・アドバンスを受信する。
アグリゲーション・アクセス・ポイントのプロセッサは、少なくとも受信された測定結果
および／または受信された第１の目標タイミング・アドバンス、ならびに時間が揃った基
準セル上のアップリンクの送信のために使用される基準タイミング・アドバンスに基づい
て決定を行い、ならびに／あるいは少なくとも受信された測定結果および／または受信さ
れた第１の目標タイミング・アドバンス、ならびに第１の目標タイミング・アドバンスに
基づいて時間を揃えられるアップリンクの目標セル上のアップリンクの送信のタイミング
に基づいて決定を行うように適合される。送信機は、アグリゲーション・アクセス・ポイ
ントの事前の構成および／またはプロセッサが評価ステップを実行することに基づいて、
　●ランダム・アクセス手順を実行するようにモバイル端末に命じるための、アップリン
クの目標セルに関するランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージと、
　●少なくとも受信された測定結果および／または受信された第１の目標タイミング・ア
ドバンス、ならびに時間が揃った基準セル上のアップリンクの送信のために使用される基
準タイミング・アドバンスに基づいてプロセッサによって決定された第２の目標タイミン
グ・アドバンスと、
　●少なくとも受信された測定結果および／または受信された第１の目標タイミング・ア
ドバンス、ならびに第１の目標タイミング・アドバンスに基づいて時間を揃えられるアッ
プリンクの目標セル上のアップリンクの送信のタイミングに基づいて決定される目標タイ
ミング・アドバンス更新値を含む、アップリンクの目標セルに関するタイミング・アドバ
ンス更新コマンドと
のうちの少なくとも１つを送信することによってモバイル端末に別途命令を与えるために
モバイル端末に命令を送信することができる。
【０２１４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、アップリンクの目標セル上のアップリンクの送信の受信時間をアッ
プリンクの目標セル上のアップリンクの送信に関する事前に定義された基準時間と比較す
ることによって、またはアップリンクの目標セル上のアップリンクの送信の受信時間を対
応するダウンリンクの目標セル上のダウンリンクの送信の送信時間と比較することによっ
て、または受信された測定結果および／もしくは第１の目標タイミング・アドバンスを事
前に定義された閾値と比較することによってアップリンクの目標セル上のアップリンクの
送信のずれを判定するための評価ステップを実行する。
【０２１５】
　判定されたずれが事前に定義されたずれの閾値よりも大きい場合、送信機は、ＲＡＣＨ
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命令メッセージ、第２の目標タイミング・アドバンス、およびタイミング・アドバンス更
新コマンドのうちの少なくとも１つをモバイル端末に送信する。
【０２１６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、送信機が、測定結果および／もしくは
第１の目標タイミング・アドバンスを受信したとき、ならびに／またはタイマが切れたと
き、ＲＡＣＨ命令メッセージ、第２の目標タイミング・アドバンス、およびタイミング・
アドバンス更新コマンドのうちの少なくとも１つをモバイル端末に送信するようにメモリ
に基づいて事前に構成される。
【０２１７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの送信時間の差（ΔＳｃｅ

ｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）にさらに基づいて第２の目標タイミング・アドバンスを決定
するように適合され、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの送信時間の差は、基準セ
ル上のダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）と目標セル上
の対応するダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＳＣｅｌｌ）との間の
時間差であり、ダウンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指す。
【０２１８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、送信機は、媒体アクセス制御、ＭＡＣ、制御要素内で第２の目標タイミング・アド
バンスを送信し、好ましくは、第２の目標タイミング・アドバンスを送信するステップは
、ダウンリンク共有チャネルを使用する。
【０２１９】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサが、第２の目標タイミング・アドバンスを決定し、第２の目標タイミン
グ・アドバンスは、基準セルの基準タイミング・アドバンス値に関連して使用されない絶
対的な値であるか、または第２の目標タイミング・アドバンスが、基準セルの基準タイミ
ング・アドバンス値に対して相対的に使用される相対的な値である。
【０２２０】
　本発明は、モバイル端末のプロセッサによって実行されたとき、モバイル端末に、以下
のようにモバイル通信システムにおいてアップリンクの送信の時間を揃えさせる命令を記
憶するコンピュータ可読媒体をさらに提供する。目標セルおよび／または基準セル上の送
信に関連する送信および／または受信時間差情報が、測定される。少なくとも測定された
送信および／または受信時間差情報、ならびに時間が揃った基準セル上のアップリンクの
送信のために使用される基準タイミング・アドバンスに基づく第１の目標タイミング・ア
ドバンスが、決定される。決定された第１の目標タイミング・アドバンスに基づいてアッ
プリンクの目標セル上のアップリンクの送信に関するタイミングを調整することによって
、アップリンクの目標セルが時間を揃えられる。モバイル端末からの測定結果および／ま
たは第１の目標タイミング・アドバンスが、アグリゲーション・アクセス・ポイントに送
信される。
【０２２１】
　コンピュータ可読媒体は、モバイル端末のプロセッサによって実行されたとき、モバイ
ル端末に上述の方法のステップを実行させる命令を記憶する。
【０２２２】
　本発明の別の態様によれば、モバイル端末が、（基準）アップリンク・コンポーネント
・キャリアが既に時間を揃えられている基準セルに対して相対的に、無線セルの時間が揃
っていないアップリンク・コンポーネント・キャリアの時間を揃える。そのため、無線セ
ルの時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・キャリアのタイム・アライメン
トのためのタイミング・アドバンスの決定が、基準セル（のアップリンク・コンポーネン
ト・キャリア）に関するタイミング・アドバンスと、基準セルおよび時間が揃っていない
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アップリンク・コンポーネント・キャリアを含む無線セルのダウンリンク・コンポーネン
ト・キャリアによる対応するダウンリンクの送信の受信時間の時間差（以降、「受信時間
の差」とも呼ばれる）とに基づいて決定される。
【０２２３】
　明らかになるように、時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・キャリアの
タイム・アライメントは、基準セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアの受信タ
イミングに対して相対的に、またはそのアップリンク・コンポーネント・キャリアを含む
無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアの受信タイミングに対して相対的に
実行され得る。
【０２２４】
　本発明の１つの例示的な実施形態は、モバイル通信システムにおいてモバイル端末によ
るアップリンクの送信の時間を揃えるための方法に関する。モバイル端末は、ダウンリン
ク・コンポーネント・キャリアおよび時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャ
リアを含む第１の無線セルと、ダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよび時間が揃
っていないアップリンク・コンポーネント・キャリアを含む第２の無線セルとで構成され
る。
【０２２５】
　この方法においては、モバイル端末が、それぞれ、第１の無線セルのダウンリンク・コ
ンポーネント・キャリアおよび第２の無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリ
アを介したアグリゲーション・アクセス・ポイントからモバイル端末へのダウンリンクの
送信に関する受信時間の差（または伝播遅延の差）を判定し、第１の無線セルのアップリ
ンク・コンポーネント・キャリアおよび第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント
・キャリアを介してモバイル端末からアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信され
たアップリンクの送信がアグリゲーション・アクセス・ポイントに同時に到着するように
、第１の無線セルの時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリ
ンクの送信のためのタイミング・アドバンスと、判定された受信時間の差（または伝播遅
延の差）とに基づいて第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリア上のア
ップリンクの送信に関するタイミング・アドバンスを調整することによって第２の無線セ
ルのアップリンク・コンポーネント・キャリアの時間を揃える。
【０２２６】
　この実施形態の１つの例示的な実装においては、無線セルのうちの一方の無線セルのダ
ウンリンク・コンポーネント・キャリアおよびアップリンク・コンポーネント・キャリア
が、例えば、アグリゲーション・アクセス・ポイントとモバイル端末の間で確立され得る
一方で、他方の無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよびアップリンク
・コンポーネント・キャリアが、別のアクセス・ポイントとモバイル端末の間で確立され
得る。
【０２２７】
　別のアクセス・ポイントは、例えば、モバイル端末からの送信がアグリゲーション・ア
クセス・ポイントに転送され、モバイル端末への送信がモバイル端末に転送される、アグ
リゲーション・アクセス・ポイントへの双方向インターフェースを保有する可能性がある
。
【０２２８】
　この例示的な実装においては、モバイル端末によって判定された、判定された受信時間
の差（または伝播遅延の差）は、例えば、アグリゲーション・アクセス・ポイントと別の
アクセス・ポイントの間の送信の伝播遅延、転送されるべき送信を処理するための別のア
クセス・ポイントの処理遅延、および別のアクセス・ポイントとモバイル端末の間の送信
の伝播遅延を考慮に入れることができる。
【０２２９】
　１つの例示的な実装において、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、ｅＮｏｄｅ
Ｂである可能性がある。別の実装において、別のアクセス・ポイントは、例えば、周波数
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選択的リピータ（ＦＳＲ）、またはアグリゲーション・アクセス・ポイントによって制御
されるリモート・ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）である可能性がある。
【０２３０】
　本発明のさらなる実施形態によれば、アップリンクのデータは、時間が揃った第１のコ
ンポーネント・キャリアおよび時間が揃った第２のコンポーネント・キャリアを介してモ
バイル端末によってアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信され、アグリゲーショ
ン・アクセス・ポイントが、時間が揃った第１のコンポーネント・キャリアおよび時間が
揃った第２のコンポーネント・キャリアを介して受信されたモバイル端末のアップリンク
の送信を結合する。
【０２３１】
　アグリゲーション・アクセス・ポイントによるアップリンクの送信の結合は、さまざま
なレイヤのうちの１つで行われ得る。例えば、モバイル端末のアップリンクのデータの結
合は、アグリゲーション・アクセス・ポイントのＲＬＣエンティティによって実行され得
る。これは、例えば、アグリゲーション・アクセス・ポイントがｅＮｏｄｅＢであり、別
のアクセス・ポイントがＲＲＨであるシナリオに当てはまる可能性がある。
【０２３２】
　あるいは、モバイル端末のアップリンクのデータの結合は、アグリゲーション・アクセ
ス・ポイントの物理レイヤ・エンティティによって実行される。これは、例えば、アグリ
ゲーション・アクセス・ポイントがｅＮｏｄｅＢであり、別のアクセス・ポイントがＦＳ
Ｒであるシナリオに当てはまる可能性がある。
【０２３３】
　第１の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアがどのようにして時間が揃
うようになるのかのさまざまな可能性が存在する。本発明の１つの例示的な実施形態にお
いては、第１の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアが、第１の無線セル
のアップリンク・コンポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンスを構成する
ランダム・アクセス手順（ＲＡＣＨ手順とも表記される）を実行することによって、モバ
イル端末およびアクセス・ポイントにより時間を揃えられる。有利なことに、第２の無線
セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアは、アクセス・ポイントとのランダム・
アクセス手順を実行することなく時間を揃えられる。１つの例示的な実施形態において、
モバイル端末とのＲＡＣＨ手順を実行するアクセス・ポイントは、アグリゲーション・ア
クセス・ポイントである。
【０２３４】
　１つの例示的な実装においては、モバイル端末は、受信時間の差（または伝播遅延の差
）に基づいて第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアの時間を揃える
ための、アグリゲーション・アクセス・ポイントからのコマンドを受信する。例えば、コ
マンドは、ＲＲＣ無線リソース構成メッセージ内に含まれる可能性がある。
【０２３５】
　コマンドは、例えば、モバイル端末が第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント
・キャリアの時間を揃えるためにランダム・アクセス手順を使用すべきであるかどうか、
または基準無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリア（すなわち、上述の用語
を用いれば、第１のセルのダウンリンク・コンポーネント・キャリア）に対して相対的に
、受信時間の差（もしくは伝播遅延の差）に基づいて第２の無線セルのアップリンク・コ
ンポーネント・キャリアの時間を揃えるべきであるかどうかを示すフラグによってシグナ
リングされ得る。
【０２３６】
　本発明のさらなる実施形態においては、モバイル端末がダウンリンクの送信に関する受
信時間の差（または伝播遅延の差）を判定することは、第１のセルのダウンリンク・コン
ポーネント・キャリアを介して受信される次のサブフレームの始まりの時間から第２のセ
ルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介して受信されるサブフレームの始まり
の時間を引くことによって受信時間の差（または伝播遅延の差）を計算することを含む。
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次のサブフレームの始まりは、第２のセルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを
介して受信されるサブフレームの始まりの時点の後の、第１のセルのダウンリンク・コン
ポーネント・キャリアを介して受信される次のサブフレームの始まりを意味する。
【０２３７】
　本発明の別の実施形態においては、モバイル・ノードのアップリンク・コンポーネント
・キャリアの時間を揃えるために、モバイル・ノードは、例えば、各アップリンク・コン
ポーネント・キャリアに関するそれぞれのタイミング・アドバンス値を保有する可能性が
ある。本発明の代替的な実施形態においては、複数のコンポーネント・キャリアが同じ伝
播遅延を有する可能性があり、そして、これらのコンポーネント・キャリアがグループ化
され、それぞれのタイミング・アドバンス値に関連付けられる可能性があるシナリオが考
慮される。したがって、この場合、モバイル・ノードは、例えば、１つまたは複数のアッ
プリンク・コンポーネント・キャリアの各グループに関するそれぞれのタイミング・アド
バンス値を保有し、グループの１つまたは複数のアップリンク・コンポーネント・キャリ
ア上のアップリンクの送信は同じ伝播遅延を被る。
【０２３８】
　さらなる例示的な実装においては、アップリンク・コンポーネント・キャリアに関する
タイミング・アドバンス値は、それらのアップリンク・コンポーネント・キャリアを介し
たアップリンクの送信がアグリゲーション・アクセス・ポイントに同時に到着することを
保証するように決定される。
【０２３９】
　１つの例示的な実施形態においては、所与の無線セルのアップリンク・コンポーネント
・キャリアに関するタイミング・アドバンス値は、所与の無線セル（例えば、上述の第２
の無線セル）のダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介して受信されるサブフレー
ムの始まりに対して相対的な、所与の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリ
ア上のアップリンクのサブフレームの送信に関する時間のシフトを示すと考えられ得る。
本発明の代替的な実施形態においては、所与の無線セルのアップリンク・コンポーネント
・キャリアに関するタイミング・アドバンス値は、基準セル（例えば、上述の第１の無線
セル）のダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介して受信されるサブフレームの始
まりに対して相対的な、所与の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリア上の
アップリンクのサブフレームの送信に関する時間のシフトを示すと考えられ得る。
【０２４０】
　本発明の１つの例示的な実施形態においては、第２の無線セルのアップリンク・コンポ
ーネント・キャリアの時間を揃えることは、第１の無線セルの時間が揃ったアップリンク
・コンポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ１と、判定され
た受信時間の差（または伝播遅延の差）ΔＴｐｒｏｐとに基づいて第２のセルのアップリ
ンク・コンポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ２を以下の
ように計算することを含む。
　ＴＡＡＰ２＝ＴＡＡＰ１＋２・ΔＴｐｒｏｐ

【０２４１】
　この例示的な実施形態においては、タイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ２は、第２の無
線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアの受信タイミングに対して相対的に（
または、より厳密に言えば、第２の無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリア
を介して送信されるサブフレームの始まりの受信タイミングに対して相対的に）タイミン
グ・アドバンスを定義する。
【０２４２】
　本発明の別の例示的な実施形態においては、第２の無線セルのアップリンク・コンポー
ネント・キャリアの時間を揃えることは、第１の無線セルの時間が揃ったアップリンク・
コンポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ１と、判定された
受信時間の差（または伝播遅延の差）ΔＴｐｒｏｐとに基づいて第２のセルのアップリン
ク・コンポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ２を以下のよ
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うに計算することを含む。
　ＴＡＡＰ２＝ＴＡＡＰ１＋ΔＴｐｒｏｐ

【０２４３】
　この例示的な実施形態においては、タイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ２は、第１の無
線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアの受信タイミングに対して相対的に（
または、より厳密に言えば、第１の無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリア
を介して送信されるサブフレームの始まりの受信タイミングに対して相対的に）タイミン
グ・アドバンスを定義する。
【０２４４】
　本発明の別の第３の態様は、モバイル端末のハンドオーバ手順で使用するためのアップ
リンク・コンポーネント・キャリアのタイム・アライメントのための手順を提案すること
である。上で検討されたタイム・アライメント手順が、モバイル端末がハンドオーバされ
るハンドオーバ先（アグリゲーション）アクセス・ポイントによって制御される無線セル
においてアップリンク・コンポーネント・キャリアの時間を揃えるためにやはり使用され
得る。この態様によれば、ハンドオーバ先（アグリゲーション）アクセス・ポイントの無
線セル（すなわち、基準セル）におけるアップリンク・コンポーネント・キャリアのうち
の１つに関するタイミング・アドバンスは、モバイル端末に与えられ得る（同期したハン
ドオーバ）か、または例えばランダム・アクセス手順を実行することによってモバイル端
末によって決定され得る（非同期のハンドオーバ）かのどちらかである。次いで、モバイ
ル端末によって使用されるべき（１つまたは複数の）その他の無線セルの（１つまたは複
数の）その他のアップリンク・コンポーネント・キャリアが、本明細書において既に説明
されたように基準セルに対して相対的に時間を揃えられ得る。
【０２４５】
　この第３の態様にしたがって、および本発明のさらなる実施形態によれば、ハンドオー
バ先アグリゲーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）へのモバイル端末
のハンドオーバを実行するための方法が、提供される。モバイル端末は、ハンドオーバ先
アグリゲーション・アクセス・ポイントの制御の下で、ダウンリンク・コンポーネント・
キャリアおよびアップリンク・コンポーネント・キャリアを含む第１の無線セルと、ダウ
ンリンク・コンポーネント・キャリアおよびアップリンク・コンポーネント・キャリアを
含む第２の無線セルとで構成されることになる。
【０２４６】
　モバイル端末は、ハンドオーバ先アグリゲーション・アクセス・ポイントとのランダム
・アクセス手順を実行して、それによって第１の無線セルのアップリンク・コンポーネン
ト・キャリアの時間を揃える。そのとき、モバイル端末は、第１の無線セルのダウンリン
ク・コンポーネント・キャリアおよび第２の無線セルのダウンリンク・コンポーネント・
キャリアを介したハンドオーバ先アグリゲーション・アクセス・ポイントからモバイル端
末へのダウンリンクの送信に関する受信時間の差（または伝播遅延の差）を判定すること
ができ、第１の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアおよび第２の無線セ
ルのアップリンク・コンポーネント・キャリアを介してモバイル端末からアグリゲーショ
ン・アクセス・ポイントに送信されたアップリンクの送信がアグリゲーション・アクセス
・ポイントに同時に到着するように、第１の無線セルの時間が揃ったアップリンク・コン
ポーネント・キャリア上のアップリンクの送信のためのタイミング・アドバンスと、判定
された受信時間の差（または伝播遅延の差）とに基づいて第２の無線セルのアップリンク
・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信に関するタイミング・アドバンスを
調整することによって第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアの時間
を揃えることができる。
【０２４７】
　また、この第３の態様にしたがって、および本発明の別の実施形態によれば、ハンドオ
ーバ元アクセス・ポイントからハンドオーバ先アグリゲーション・アクセス・ポイントへ
のモバイル端末のハンドオーバを実行するための方法が、提供される。モバイル端末は、
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ハンドオーバ先アグリゲーション・アクセス・ポイントの制御の下で、ダウンリンク・コ
ンポーネント・キャリアおよびアップリンク・コンポーネント・キャリアを含む第１の無
線セルと、ダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよびアップリンク・コンポーネン
ト・キャリアを含む第２の無線セルとで構成されるとやはり想定される。
【０２４８】
　この用法においては、モバイル端末が、ハンドオーバ元アクセス・ポイントによって制
御される無線セルを通じて、第１の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリア
上のアップリンクの送信に対してモバイル端末によって適用されるべきタイム・アライメ
ントを示したタイミング・アドバンス値を受信する。さらに、モバイル端末は、第１の無
線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよび第２の無線セルのダウンリンク
・コンポーネント・キャリアを介したハンドオーバ先アグリゲーション・アクセス・ポイ
ントからモバイル端末へのダウンリンクの送信に関する受信時間の差（または伝播遅延の
差）を判定することができる。次いで、第１の無線セルのアップリンク・コンポーネント
・キャリアおよび第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアを介してモ
バイル端末からアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信されたアップリンクの送信
がアグリゲーション・アクセス・ポイントに同時に到着するように、第１の無線セルの時
間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信のためのタ
イミング・アドバンスと、判定された受信時間の差（または伝播遅延の差）とに基づいて
第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信に関
するタイミング・アドバンスを調整することによって第２の無線セルのアップリンク・コ
ンポーネント・キャリアの時間を揃えることができる。
【０２４９】
　ハンドオーバ元アクセス・ポイントおよびハンドオーバ先アグリゲーション・アクセス
・ポイントは、例えば、ｅＮｏｄｅＢである可能性がある。
【０２５０】
　別の実施形態においては、上記の２つのハンドオーバの方法は、本明細書に記載のさま
ざまな例示的な実施形態のうちの１つによる、モバイル通信システムにおいてモバイル端
末によるアップリンクの送信の時間を揃えるための方法のステップをさらに含み得る。
【０２５１】
　本発明の別の実施形態は、モバイル通信システムにおいてアップリンクの送信の時間を
揃えるためのモバイル端末に関する。モバイル端末は、ダウンリンク・コンポーネント・
キャリアおよび時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリアを含む第１の無線
セルと、ダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよび時間が揃っていないアップリン
ク・コンポーネント・キャリアを含む第２の無線セルとで構成される。この実施形態にお
いて、モバイル端末は、ダウンリンクの送信を受信するように適合された受信機ユニット
と、それぞれ、第１の無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよび第２の
無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介したアグリゲーション・アクセ
ス・ポイントからモバイル端末へのダウンリンクの送信に関する受信時間の差（または伝
播遅延の差）を判定するように適合された処理ユニットとを含む。処理ユニットは、第１
の無線セルの時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの
送信のためのタイミング・アドバンスおよび判定された受信時間の差（または伝播遅延の
差）に基づいて第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリ
ンクの送信に関するタイミング・アドバンスを調整することによって第２の無線セルのア
ップリンク・コンポーネント・キャリアの時間を揃える。さらに、モバイル端末は、第１
の無線セルの時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリアおよび第２の無線セ
ルの時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリアを介したアップリンクの送信
がアグリゲーション・アクセス・ポイントに同時に到着するように、第１の無線セルの時
間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリアおよび第２の無線セルの時間が揃っ
たアップリンク・コンポーネント・キャリアを介してアグリゲーション・アクセス・ポイ
ントにアップリンクの送信を送信するように適合された送信機ユニットを含む。
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【０２５２】
　本発明のより詳細な実施形態によるモバイル端末は、アグリゲーション・ポイントへの
ハンドオーバを実行するように適合される。モバイル端末の受信機ユニットは、ハンドオ
ーバ元アクセス・ポイントによって制御される無線セルを通じて、第１の無線セルのアッ
プリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信に対してモバイル端末によ
って適用されるべきタイム・アライメントを示したタイミング・アドバンス値を受信する
ように適合される。
【０２５３】
　代替的な実装において、モバイル端末は、ハンドオーバ元アクセス・ポイントからアグ
リゲーション・ポイントへのハンドオーバを実行し、アグリゲーション・アクセス・ポイ
ントとのランダム・アクセス手順を実行して、それによって第１の無線セルのアップリン
ク・コンポーネント・キャリアの時間を揃えるように適合される。
【０２５４】
　本発明の別の実施形態は、モバイル端末のプロセッサによって実行されたとき、モバイ
ル端末に、モバイル端末によって、それぞれ、第１の無線セルのダウンリンク・コンポー
ネント・キャリアおよび第２の無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介
したアグリゲーション・アクセス・ポイントからモバイル端末へのダウンリンクの送信に
関する受信時間の差（または伝播遅延の差）を判定することであって、モバイル端末は、
ダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよび時間が揃ったアップリンク・コンポーネ
ント・キャリアを含む第１の無線セル、ならびにダウンリンク・コンポーネント・キャリ
アおよび時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・キャリアを含む第２の無線
セルで構成される、判定することと、第１の無線セルのアップリンク・コンポーネント・
キャリアおよび第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアを介してモバ
イル端末からアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信されたアップリンクの送信が
アグリゲーション・アクセス・ポイントに同時に到着するように、第１の無線セルの時間
が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信のためのタイ
ミング・アドバンスおよび判定された受信時間の差（または伝播遅延の差）に基づいて第
２の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信に関す
るタイミング・アドバンスを調整することによって第２の無線セルのアップリンク・コン
ポーネント・キャリアの時間を揃えることとによってモバイル通信システムにおいてアッ
プリンクの送信の時間を揃えさせる命令を記憶するコンピュータ可読媒体を提供すること
である。
【０２５５】
　本発明のさらなる実施形態によるコンピュータ可読媒体は、モバイル端末のプロセッサ
によって実行されたとき、モバイル端末に、本明細書に記載のさまざまな例示的な実施形
態のうちの１つによる、モバイル通信システムにおいてモバイル端末によるアップリンク
の送信の時間を揃えるための方法のステップを実行させる命令を記憶する。
【０２５６】
　第４の態様によれば、本発明は、時間が揃っていないアップリンク・セル（以下、目標
セルと呼ばれる）についてのアップリンク送信を基準セルに対して時間を揃えることを可
能にし、基準セルは、目標セルと同じまたは異なるアグリゲーション・アクセス・ポイン
トによって既に時間が揃えられ、制御されている。少なくとも１つの既存セルは、既に時
間が揃っており、本発明の時間を揃える手順のための基準セルとしての役割を果たすこと
が仮定される。有利なことに、時間を揃えるために目標セル上でＲＡＣＨ手順を実行する
代わりに、本発明は、この点に関して異なる手法を提供する。
【０２５７】
　より詳細には、モバイル端末は、特定のタイミング差情報を測定し、測定結果をアグリ
ゲーション・アクセス・ポイントにレポートすることによって、時間が揃っていないアッ
プリンクの目標セルの時間を揃えるためのタイミング・アドバンス値の計算を支援する。
モバイル端末によって測定される特定のタイミング差情報は、アグリゲーション・アクセ
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ス・ポイントが、前記情報を受信したとき、モバイル端末が目標セルに対して使用する、
必要なアップリンク・タイミング・アライメントを推定できるようなものである。
【０２５８】
　その後、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、既に時間が揃っている基準セルに
対して目標セルの時間を揃えるためにモバイル端末によって使用される、必要なアップリ
ンク・タイミング・アライメントに関する情報を計算する。タイミング・アドバンスを計
算するために、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、少なくともモバイル端末から
受信した測定値と、基準セルのタイミング・アドバンスとを使用する。
【０２５９】
　続いて、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、タイミング・アドバンス・コマン
ドをモバイル端末に送信し、今度は、モバイル端末が、受信したタイミング・アドバンス
・コマンドの情報を使用して、目標セルについてのアップリンク送信の時間を揃える。
【０２６０】
　タイミング・アドバンス・コマンドは、目標セルについての絶対的タイミング・アドバ
ンス値、または基準セルのタイミング・アドバンス値（モバイル端末が知っている値）に
対する相対的タイミング・アドバンス値に関する情報を含むことができる。いずれの場合
も、モバイル端末は、モバイル端末からアグリゲーション・アクセス・ポイントに目標セ
ル上で送信されるアップリンク送信が、同期してアグリゲーション・アクセス・ポイント
に到着するように、受信したタイミング・アドバンス・コマンドにしたがって、目標セル
のアップリンクのアップリンク送信の送信タイミングを調整することができる。
【０２６１】
　本発明は、モバイル通信システムにおいてモバイル端末によってアップリンク送信の時
間を揃えるための方法を提供する。モバイル端末は、アグリゲーション・アクセス・ポイ
ントと通信し、時間が揃っているアップリンクの基準セルおよび時間が揃っていないアッ
プリンクの目標セルで構成される。モバイル端末は、目標セルおよび／または基準セル上
の送信に関連する送信および／または受信時間差情報を測定する。測定結果は、モバイル
端末からアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信される。アグリゲーション・アク
セス・ポイントは、少なくとも受信した測定結果と、時間が揃っている基準セル上のアッ
プリンク送信のために使用される基準タイミング・アドバンスとに基づいて、目標タイミ
ング・アドバンスを決定する。アグリゲーション・アクセス・ポイントは、目標タイミン
グ・アドバンスをモバイル端末に送信する。モバイル端末は、アグリゲーション・アクセ
ス・ポイントから受信した目標タイミング・アドバンスに基づいて、アップリンクの目標
セル上のアップリンク送信に関するタイミングを調整することによって、アップリンクの
目標セルの時間を揃える。
【０２６２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、基準セルは、基準セル上でモバイル端末とアグリゲーション・アクセス・ポイント
との間でランダム・アクセス手順を実行することによって、最初に時間を揃えられる。
【０２６３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末によって測定するステップは、目標セル上の第１のダウンリンクのサ
ブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）と基準セル上の対応するダウンリンク
のサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ）との間の時間を測定することによ
って、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌ

ｌＲｘＤＬ）をモバイル端末によって決定するステップを含み、基準セルおよび目標セル
上のダウンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指す。任意選択で、アグリ
ゲーション・アクセス・ポイントに送信される測定結果は、目標セルと基準セルの間のダ
ウンリンクの受信時間の差を含む。
【０２６４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
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れば、モバイル端末によって測定するステップは、モバイル端末が基準セル上でアップリ
ンクの無線フレームを送信した時刻（ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）とモバイル端末が目標
セル上でダウンリンクの無線フレームを受信した時刻（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）との
間の時間差を測定することによって、目標セルと基準セルの間の受信送信時間の差（ΔＳ

ｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）をモバイル端末によって決定するステップを
さらに含み、アップリンクの無線フレームおよびダウンリンクの無線フレームは、同じ無
線フレームに関連する。任意選択で、アグリゲーション・アクセス・ポイントに送信され
る測定結果は、目標セルと基準セルの間の受信送信時間の差を含む。
【０２６５】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、目標タイミング・アドバンスを決定するステップは、基準セルのタイミング・アド
バンスから受信送信時間の差を減算することによって、目標セルと基準セルの間のダウン
リンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を決定するステップをさら
に含む。
【０２６６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、目標タイミング・アドバンスを決定するステップは、ダウンリンクの受信時間の差
に基づいている。
【０２６７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、目標タイミング・アドバンスを決定するステップは、目標セルと基準セルの間のダ
ウンリンクの送信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）にさらに基づいている
。目標セルと基準セルの間のダウンリンクの送信時間の差は、基準セル上のダウンリンク
のサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）と目標セル上の対応するダウンリ
ンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＳＣｅｌｌ）との間の時間差であり、ダウ
ンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指す。
【０２６８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、目標セルの時間を揃えるステップは、アップリンクの目標セル上のアップリンクの
無線フレームの送信の設定は、それぞれ、ダウンリンクの目標セルを介して受信するダウ
ンリンクの無線フレームの始まりに関連すると見なしているアグリゲーション・アクセス
・ポイントによって決定された目標タイミング・アドバンスを使用して、アップリンクの
目標セル上のアップリンクの無線フレームの送信を、ダウンリンクの目標セルを介して受
信するダウンリンクの無線フレームの始まりに関連して設定するステップを含む。代替と
して、目標セルの時間を揃えるステップは、アップリンクの目標セル上のアップリンクの
無線フレームの送信の設定は、ダウンリンクの基準セルを介して受信するダウンリンクの
無線フレームの始まりに関連すると見なしているアグリゲーション・アクセス・ポイント
によって決定された目標タイミング・アドバンスを使用して、アップリンクの目標セル上
のアップリンクの無線フレームの送信を、ダウンリンクの基準セルを介して受信するダウ
ンリンクの無線フレームの始まりに関連して設定するステップを含む。代替として、目標
セルの時間を揃えるステップは、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無線フレー
ムの送信の設定は、アップリンクの基準セルを介して送信するアップリンクの無線フレー
ムの始まりに関連すると見なしているアグリゲーション・アクセス・ポイントによって決
定された目標タイミング・アドバンスを使用して、アップリンクの目標セル上のアップリ
ンクの無線フレームの送信を、アップリンクの基準セルを介して送信するアップリンクの
無線フレームの始まりに関連して設定するステップを含む。
【０２６９】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、測定結果は、基準セルの物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨ上で、アグリゲ
ーション・アクセス・ポイントに送信される。
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【０２７０】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、測定結果を送信するステップは、無線リソース制御レイヤＲＲＣまたは媒体アクセ
ス制御レイヤＭＡＣの一部であり、ＭＡＣレイヤの一部である場合、測定結果は、好まし
くは、ＭＡＣ制御要素内で送信される。
【０２７１】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末によって時間差情報を測定し、測定結果をアグリゲーション・アクセ
ス・ポイントに送信するステップは、
　●周期的に実行され、ならびに／または
　●ｖ．目標セルの構成および／もしくはアクティブ化、
　　ｖｉ．測定結果が事前に決められた閾値を超える、
　　ｖｉｉ．タイミング・アドバンスのタイマが切れる、
　　ｖｉｉｉ．アグリゲーション・アクセス・ポイントからの測定レポートの要求の受信
、
　などの事前に決められたイベントによってトリガされる。
【０２７２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントからの測定レポートの要求は、
　●測定レポートの要求を示すフラグを含む、構成されたセルを非アクティブ化／アクテ
ィブ化するための非アクティブ化／アクティブ化コマンドであって、フラグは、非アクテ
ィブ化／アクティブ化コマンドの予約されたビットのうちの１つに設定されることが好ま
しい、非アクティブ化／アクティブ化コマンド、または
　●測定レポートの要求を示すフラグを含む無線リソース制御コネクション再構成メッセ
ージ、または
　●ランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージ、または
　●測定レポートの要求を示す事前に決められた符号点もしくは符号点の事前に決められ
た組み合わせを有するランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージである
。
【０２７３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、目標タイミング・アドバンスを送信するステップは、目標タイミング・アドバンス
を媒体アクセス制御ＭＡＣ制御要素内で送信するステップを含み、好ましくは、目標タイ
ミング・アドバンスは、ダウンリンク共有チャネルを使用して送信される。
【０２７４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、目標タイミング・アドバンスは、目標タイミング・アドバンスの絶対的な値だけに
基づいてアップリンクの目標セルの時間を揃えるステップによって、基準セルの基準タイ
ミング・アドバンス値と関連付けて使用されない絶対的な値である。または、目標タイミ
ング・アドバンスは、基準タイミング・アドバンスにも基づいてアップリンクの目標セル
の時間を揃えるステップによって、基準セルの基準タイミング・アドバンス値と関連付け
て使用される相対的な値である。
【０２７５】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、基準セルは、プライマリ・セル、または複数のセカンダリ・セルの１つであり、目
標セルは、複数のセカンダリ・セルの１つである。
【０２７６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、目標セルは、グループを形成する複数の目標セルのうちの１つである。時間を揃え
るステップは、アグリゲーション・アクセス・ポイントから受信した同じ目標タイミング
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・アドバンスに基づいて、グループの各目標セルに対して実行される。
【０２７７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、複数の時間が揃っていない目標セルで構成され、方法の先に説明
したステップは、目標セルの各々に対して実行される。
【０２７８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、測定結果は、好ましくは構成されるすべての目標セルまたは構成およびアクティブ
化されるすべての目標セルに関して１つのメッセージ内でアグリゲーション・アクセス・
ポイントに送信される。
【０２７９】
　本発明は、モバイル通信システムにおいてアップリンク送信の時間を揃えるためのモバ
イル端末をさらに提供する。モバイル端末は、アグリゲーション・アクセス・ポイントと
通信し、時間が揃っているアップリンクの基準セルおよび時間が揃っていないアップリン
クの目標セルで構成される。モバイル端末のプロセッサは、目標セルおよび／または基準
セル上の送信に関する送信および／または受信時間差情報を測定する。モバイル端末の送
信機は、測定結果をアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する。モバイル端末の
受信機は、目標タイミング・アドバンスをアグリゲーション・アクセス・ポイントから受
信する。プロセッサおよび送信機は、アグリゲーション・アクセス・ポイントから受信し
た目標タイミング・アドバンスに基づいて、アップリンクの目標セル上のアップリンク送
信に関するタイミングを調整することによって、アップリンクの目標セルの時間を揃える
。
【０２８０】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、受信機、プロセッサ、および送信機は、基準セル上でアグリゲーション・アクセス
・ポイントとともにランダム・アクセス手順を実行することによって、基準セルの時間を
揃える。
【０２８１】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、目標セル上の第１のダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ

＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）と基準セル上の対応するダウンリンクのサブフレームの始まり（Ｔ

ＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ）との間の時間を測定することによって、目標セルと基準セルの
間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を決定する。基
準セルおよび目標セル上のダウンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指す
。任意選択で、送信機は、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの受信時間の差を測定
結果としてアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する。
【０２８２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、モバイル端末が基準セル上でアップリンクの無線フレームを送信し
た時刻（ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）とモバイル端末が目標セル上でダウンリンクの無線
フレームを受信した時刻（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）との間の時間差を測定することに
よって、目標セルと基準セルの間の受信送信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤ

Ｌ－ＴｘＵＬ）を決定する。アップリンクの無線フレームおよびダウンリンクの無線フレ
ームは、同じ無線フレームに関連する。任意選択で、送信機は、目標セルと基準セルの間
の受信送信時間の差を測定結果としてアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する
ように適合される。
【０２８３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサおよび送信機は、アップリンクの目標セルの時間を揃えるときに、アッ
プリンクの目標セル上のアップリンクの無線フレームの送信の設定は、それぞれ、ダウン
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リンクの目標セルを介して受信するダウンリンクの無線フレームの始まりに関連すると見
なしているアグリゲーション・アクセス・ポイントによって決定された目標タイミング・
アドバンスを使用して、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無線フレームの送信
を、ダウンリンクの目標セルを介して受信するダウンリンクの無線フレームの始まりに関
連して設定する。代替として、プロセッサおよび送信機は、アップリンクの目標セルの時
間を揃えるときに、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無線フレームの送信の設
定は、ダウンリンクの基準セルを介して受信するダウンリンクの無線フレームの始まりに
関連すると見なしているアグリゲーション・アクセス・ポイントによって決定された目標
タイミング・アドバンスを使用して、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無線フ
レームの送信を、ダウンリンクの基準セルを介して受信するダウンリンクの無線フレーム
の始まりに関連して設定する。代替として、プロセッサおよび送信機は、アップリンクの
目標セルの時間を揃えるときに、アップリンクの目標セル上のアップリンクの無線フレー
ムの送信の設定は、アップリンクの基準セルを介して送信するアップリンクの無線フレー
ムの始まりに関連すると見なしているアグリゲーション・アクセス・ポイントによって決
定された目標タイミング・アドバンスを使用して、アップリンクの目標セル上のアップリ
ンクの無線フレームの送信を、アップリンクの基準セルを介して送信するアップリンクの
無線フレームの始まりに関連して設定する。
【０２８４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、送信機は、測定結果を、基準セルの物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨ上で
、アグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する。好ましくは、測定結果がアグリゲ
ーション・アクセス・ポイントに送信されることは、無線リソース制御レイヤＲＲＣまた
は媒体アクセス制御レイヤＭＡＣの一部であり、ＭＡＣレイヤの一部である場合、測定結
果は、好ましくは、ＭＡＣ制御要素内で送信される。
【０２８５】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、
　●周期的に、ならびに／または
　●ｉ．目標セルの構成および／もしくはアクティブ化、
　　ｉｉ．測定結果が事前に決められた閾値を超える、
　　ｉｉｉ．タイミング・アドバンスタイマが切れる、
　　ｉｖ．アグリゲーション・アクセス・ポイントからの測定レポートの要求の受信、
　などの事前に決められたイベントによって、時間差情報の測定を実行するようにトリガ
される。
【０２８６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、受信機は、ダウンリンク共有チャネルを使用して、媒体アクセス制御ＭＡＣ制御要
素内で目標タイミング・アドバンスを受信する。
【０２８７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、目標セルは、グループを形成する複数の目標セルのうちの１つであり、送信機およ
びプロセッサは、アグリゲーション・アクセス・ポイントから受信した同じ目標タイミン
グ・アドバンスに基づいて、グループの各目標セルの時間を揃える。
【０２８８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、複数の時間が揃っていない目標セルで構成され、モバイル端末は
、上で説明した方法の１つによるステップを目標セルの各々に対して実行する。
【０２８９】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、送信機は、測定結果を、好ましくは構成されるすべての目標セルまたは構成および
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アクティブ化されるすべての目標セルに関して１つのメッセージ内でアグリゲーション・
アクセス・ポイントに送信する。
【０２９０】
　本発明は、モバイル通信システムにおいてタイミング・アドバンスをモバイル端末に提
供するためのアグリゲーション・アクセス・ポイントをさらに提供する。モバイル端末は
、アグリゲーション・アクセス・ポイントと通信し、時間が揃っているアップリンクの基
準セルおよび時間が揃っていないアップリンクの目標セルで構成される。アグリゲーショ
ン・アクセス・ポイントの受信機は、測定結果をモバイル端末から送信し、測定結果は、
目標セルおよび／または基準セル上の送信に関連する送信および／または受信時間差情報
を示す。アグリゲーション・アクセス・ポイントのプロセッサは、少なくとも受信した測
定結果と、時間が揃っている基準セル上でアップリンク送信のために使用される基準タイ
ミング・アドバンスとに基づいて、目標タイミング・アドバンスを決定する。アグリゲー
ション・アクセス・ポイントの送信機は、目標タイミング・アドバンスをモバイル端末に
送信する。
【０２９１】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、受信機は、目標セル上の第１のダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿Ｒ

Ｘ＿ＳＣｅｌｌ）と基準セル上の対応するダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ

＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ）との間の時間である、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの受
信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を測定結果として受信し、基準セルお
よび目標セル上のダウンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指し、または
受信機は、モバイル端末が基準セル上でアップリンクの無線フレームを送信した時刻（Ｔ

ＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）とモバイル端末が目標セル上でダウンリンクの無線フレームを
受信した時刻（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）との間の時間差である、目標セルと基準セル
の間の受信送信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）を測定結果と
して受信し、アップリンクの無線フレームおよびダウンリンクの無線フレームは、同じ無
線フレームに関連する。
【０２９２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、受信機が、受信送信時間の差を測定結果として受信する場合、プロセッサは、基準
セルのタイミング・アドバンスから受信送信時間の差を減算することによって、目標セル
と基準セルの間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を
決定する。
【０２９３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、プロセッサは、ダウンリンクの受信時間の差に基づいて、また好ましくは目標セル
と基準セルの間のダウンリンクの送信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）に
さらに基づいて、目標タイミング・アドバンスを決定する。目標セルと基準セルの間のダ
ウンリンクの送信時間の差は、基準セル上のダウンリンクのサブフレームの始まり（ＴＤ

Ｌ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）と目標セル上の対応するダウンリンクのサブフレームの始まり（
ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＳＣｅｌｌ）との間の時間差であり、ダウンリンクのサブフレームは、同
じサブフレーム番号を指す。
【０２９４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、送信機は、測定レポートの要求をモバイル端末に送信する。測定レポートの要求は
、
　●測定レポートの要求を示すフラグを含む、構成されたセルを非アクティブ化／アクテ
ィブ化するための非アクティブ化／アクティブ化コマンドであって、フラグが非アクティ
ブ化／アクティブ化コマンドの予約されたビットのうちの１つに設定されることが好まし
い、非アクティブ化／アクティブ化コマンド、または
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　●測定レポートの要求を示すフラグを含む、無線リソース制御コネクション再構成メッ
セージ、または
　●ランダム・アクセス・チャネルＲＡＣＨ命令メッセージ、または
　●測定レポートの要求を示す事前に決められた符号点、もしくは符号点の事前に決めら
れた組み合わせを有する、ランダム・アクセス・チャネルＲＡＣＨ命令メッセージ
である。
【０２９５】
　本発明は、モバイル端末のプロセッサによって実行されたときに、モバイル端末に、以
下のようにモバイル通信システムにおいてアップリンク送信の時間を揃える命令を記憶す
るコンピュータ可読媒体をさらに提供する。目標セルおよび／または基準セル上の送信に
関連する送信および／または受信時間差情報が測定される。測定結果は、アグリゲーショ
ン・アクセス・ポイントに送信される。目標タイミング・アドバンスが、アグリゲーショ
ン・アクセス・ポイントから受信される。アップリンクの目標セルは、アグリゲーション
・アクセス・ポイントから受信した目標タイミング・アドバンスに基づいて、アップリン
クの目標セル上のアップリンク送信に関するタイミングを調整することによって、時間を
揃えられる。
【０２９６】
　コンピュータ可読媒体は、モバイル端末のプロセッサによって実行されたときに、モバ
イル端末に、上で説明した方法のステップを実行させる命令を記憶する。
【０２９７】
　第５の態様によれば、本発明は、アグリゲートされたダウンリンク・サービング・セル
に関するダウンリンク・タイミングを、基準セルと少なくとも１つの目標セルとの間の時
間差としてレポートすることを可能にする。モバイル端末によって構成されるダウンリン
ク・サービング・セルの１つを、ダウンリンク・タイミングをレポートするための基準セ
ルとして使用することが仮定される。例えば、モバイル端末によって、ＰＣｅｌｌを基準
セルとして使用することができるが、他のサービング・セルを、例えば、ＳＣｅｌｌのう
ち最も近いものを使用することもできる。
【０２９８】
　より詳細には、レポーティング手順は、アグリゲートされたダウンリンク・サービング
・セルに関するダウンリンク・タイミングをモバイル端末が測定することに基づいている
。特に、モバイル端末は、目標セルおよび／または基準セル上の送信に関連する送信およ
び／または受信時間差情報を測定する。特定の測定された時間差情報は、基準セルと目標
セルの間の受信時間の差を推定するのに使用できるようなものである。
【０２９９】
　その後、測定時間差情報は、事前に定義された最大値と比較される。特に、モバイル端
末の場合、アグリゲートされたサービング・セル上のダウンリンク送信についての伝搬遅
延時間差を制限するために、事前に定義された最大値を指定すると有利であることが分か
っている。例えば、事前に定義された最大伝搬遅延時間差は、アグリゲートされたダウン
リンク・サービング・セル上のダウンリンク送信をモバイル端末が正常に復号できること
を保証するように指定することができる。
【０３００】
　本発明のこの態様によれば、比較は、モバイル端末によって実行されて、その後、モバ
イル端末が比較に関する情報をアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信するか、ま
たは測定結果をモバイル端末から受信したのに応答して、アグリゲーション・アクセス・
ポイントによって実行されるかのいずれかである。有利なことに、どちらの場合も、アグ
リゲーション・アクセス・ポイントには、モバイル端末によってアグリゲートされたサー
ビング・セルに関するダウンリンク・タイミングに関する情報が供給され、アグリゲート
されたサービング・セル上のダウンリンク送信をモバイル端末が正常に復号可能かどうか
を、アグリゲーション・アクセス・ポイントが判定することを可能にする。
【０３０１】
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　本発明は、モバイル通信システムにおいてモバイル端末によってダウンリンク・タイミ
ングについてレポートするための方法を提供する。モバイル端末は、アグリゲーション・
アクセス・ポイントと通信し、アップリンクおよびダウンリンクの基準セルならびに少な
くとも１つのダウンリンクの目標セルで構成される。モバイル端末は、目標セルおよび／
または基準セル上の送信に関連する送信および／または受信時間差情報を測定する。その
後、測定結果とモバイル端末についての事前に定義された最大伝搬遅延時間差との比較が
、モバイル端末またはアグリゲーション・アクセス・ポイントによって実行される。モバ
イル端末が、測定結果とモバイル端末のための事前に定義された最大伝搬遅延時間差とを
比較する場合、モバイル端末は、その後、比較結果に関する情報をアグリゲーション・ア
クセス・ポイントに送信する。代替として、アグリゲーション・アクセス・ポイントが、
測定結果とモバイル端末についての事前に定義された最大伝搬遅延時間差とを比較する場
合、モバイル端末が測定結果をアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信したことに
応答して、比較が実行される。
【０３０２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末によって測定するステップは、目標セル上の第１のダウンリンクのサ
ブフレームの先頭の受信（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）と基準セル上の対応するダウンリ
ンクのサブフレームの先頭の受信（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ）との間の時間差を測定す
ることによって、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ

－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）をモバイル端末によって決定するステップを含み、基準セルおよ
び目標セル上の対応するダウンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指す。
【０３０３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末によって測定するステップは、モバイル端末が基準セル上でアップリ
ンクの無線フレームを送信した時刻（ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）とモバイル端末が目標
セル上でダウンリンクの無線フレームを受信した時刻（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）との
間の時間差を測定することによって、目標セルと基準セルの間の受信送信時間の差（ΔＳ

ｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）をモバイル端末によって決定するステップを
さらに含み、アップリンクの無線フレームおよびダウンリンクの無線フレームは、同じ無
線フレームに関連する。
【０３０４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、事前に定義された最大伝搬遅延時間差は、基準セルおよび目標セル上で対応するダ
ウンリンクのサブフレームを受信するための、モバイル端末の受信機窓に基づいている。
【０３０５】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末によって時間差情報を測定し、モバイル端末によって比較結果に関す
る情報および／または測定結果をアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信するステ
ップは、
　●周期的に実行され、ならびに／あるいは
　●ｉ．目標セルの構成および／もしくはアクティブ化、
　　ｉｉ．測定結果が事前に決められた閾値を超える、または
　　ｉｉｉ．アグリゲーション・アクセス・ポイントからのレポートの要求の受信、
　などの事前に決められたイベントによってトリガされる。
【０３０６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントからのレポートの要求は、
　○送信および／もしくは受信タイミングについてのレポートの要求を示すフラグを含む
、構成されたセルを非アクティブ化／アクティブ化するための非アクティブ化／アクティ
ブ化コマンドであって、フラグが非アクティブ化／アクティブ化コマンドの予約されたビ



(58) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

ットのうちの１つに設定されることが好ましい、非アクティブ化／アクティブ化コマンド
、または
　○送信および／もしくは受信タイミングについてのレポートの要求を示すフラグを含む
、無線リソース制御コネクション再構成メッセージ、ランダム・アクセス・チャネルＲＡ
ＣＨ命令メッセージ、または
　○送信および／もしくは受信タイミングについてのレポートの要求を示す事前に決めら
れた符号点、もしくは符号点の事前に決められた組み合わせを有する、ランダム・アクセ
ス・チャネルＲＡＣＨ命令メッセージ
である。
【０３０７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、比較するステップがモバイル端末によって実行される場合、モバイル端末によって
比較結果に関する情報を送信するステップは、
　○対応するアップリンクおよびダウンリンクの無線フレームについて、または対応する
ダウンリンクのサブフレームについて、測定された時間差が事前に定義された最大伝搬遅
延時間差を超えたことを示す、外部最大伝搬遅延時間差値（ｏｕｔｓｉｄｅ－ｍａｘｉｍ
ｕｍ－ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ－ｄｅｌａｙ－ｔｉｍｅ－ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｖａｌ
ｕｅ）と、任意選択で、
　○測定された時間差情報と
を送信するステップを含む。
【０３０８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、外部最大伝搬遅延時間差値は、事前に定義されたチャネル状態情報ＣＳＩ値として
、または事前に定義された電力ヘッドルーム・レポートＰＨＲ値として、少なくとも１つ
のダウンリンクの目標セルに結び付けられたアップリンクの目標セルを介して、モバイル
端末によって送信される。
【０３０９】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、比較するステップがアグリゲーション・アクセス・ポイントによって実行される場
合、モバイル端末によって測定結果を送信するステップは、測定結果を媒体アクセス制御
ＭＡＣ制御要素内で送信するステップを含み、好ましくは、測定を送信するステップは、
媒体アクセス制御レイヤを使用する。
【０３１０】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、比較ステップがアグリゲーション・アクセス・ポイントおよび／またはモバイル端
末によって実行される場合、モバイル端末によって測定結果を送信するステップは、測定
結果を無線リソース制御ＲＲＣメッセージ内で送信するステップを含み、好ましくは、測
定を送信するステップは、無線リソース制御レイヤを使用する。
【０３１１】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、基準セルは、プライマリ・セル、または複数のセカンダリ・セルの１つであり、目
標セルは、複数のセカンダリ・セルの１つである。
【０３１２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、複数のダウンリンクの目標セルで構成され、請求項１から１１に
記載の方法のステップは、目標セルの各々に対して実行される。
【０３１３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、測定結果、または比較結果に関する情報は、目標セルの各々に関して、好ましくは
構成されるすべてのセカンダリ・セルに関して１つのメッセージ内でアグリゲーション・
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アクセス・ポイントに送信される。
【０３１４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントが、測定された時間差情報がモバイル端末
についての事前に定義された最大伝搬遅延時間差を超えたことを示す比較結果に関する情
報を受信した場合、またはアグリゲーション・アクセス・ポイントが、比較ステップを実
行し、測定された時間差情報がモバイル端末についての事前に定義された最大伝搬遅延時
間差を超えたことを検出した場合、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、
　○モバイル端末において目標セルを非アクティブ化するための非アクティブ化メッセー
ジをモバイル端末に送信するステップ、または
　○モバイル端末によって測定される、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの送信時
間の差が、モバイル端末についての事前に定義された最大伝搬遅延時間差をもはや超えな
いように、ダウンリンクの目標セルの時間を揃えるステップであって、
　　目標セルと基準セルの間のダウンリンクの送信時間の差が、基準セル上のダウンリン
クのサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）と目標セル上の対応するダウン
リンクのサブフレームの始まり（ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＳＣｅｌｌ）との間の時間差であり、ダ
ウンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指す、
　ステップ
をさらに実行する。
【０３１５】
　本発明は、モバイル通信システムにおいてダウンリンク・タイミングについてレポート
するためのモバイル端末をさらに提供する。モバイル端末は、アグリゲーション・アクセ
ス・ポイントと通信し、アップリンクおよびダウンリンクの基準セルならびに少なくとも
１つのダウンリンクの目標セルで構成される。モバイル端末のメモリは、モバイル端末に
ついての事前に定義された最大伝搬遅延時間差を記憶する。モバイル端末のプロセッサは
、目標セルおよび／または基準セル上の送信に関連する送信および／または受信時間差情
報を測定し、測定結果をモバイル端末についての事前に定義された最大伝搬遅延時間差と
比較する。モバイル端末の送信機は、比較結果に関する情報をアグリゲーション・アクセ
ス・ポイントに送信する。
【０３１６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末のプロセッサは、目標セル上の第１のダウンリンクのサブフレームの
先頭の受信（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）と基準セル上の対応するダウンリンクのサブフ
レームの先頭の受信（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ）との間の時間差を測定することによっ
て、目標セルと基準セルの間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌ

ＲｘＤＬ）を決定し、基準セルおよび目標セル上の対応するダウンリンクのサブフレーム
は、同じサブフレーム番号を指す。
【０３１７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末のプロセッサは、モバイル端末が基準セル上でアップリンクの無線フ
レームを送信した時刻（ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）とモバイル端末が目標セル上でダウ
ンリンクの無線フレームを受信した時刻（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）との間の時間差を
測定することによって、目標セルと基準セルの間の受信送信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－Ｐ

ＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）をモバイル端末が決定し、アップリンクの無線フレームお
よびダウンリンクの無線フレームは、同じ無線フレームに関連する。
【０３１８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、事前に定義された最大伝搬遅延時間差は、基準セルおよび目標セル上で対応するダ
ウンリンクのサブフレームを受信するための、モバイル端末の受信機窓に基づいている。
【０３１９】
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　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末のプロセッサは、時間差情報を測定し、送信機は、
　●周期的に、ならびに／または
　●ｉｖ．目標セルの構成および／もしくはアクティブ化、
　　ｖ．測定結果が事前に決められた閾値を超える、または
　　ｖｉ．アグリゲーション・アクセス・ポイントからのレポートの要求の受信、
　などの事前に決められたイベントによってトリガされて、
モバイル端末による測定結果をアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信する。
【０３２０】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末の送信機は、
　○対応するアップリンクおよびダウンリンクの無線フレームについて、または対応する
ダウンリンクのサブフレームについて、測定された時間差が事前に定義された最大伝搬遅
延時間差を超えたことを示す、外部最大伝搬遅延時間差値と、任意選択で、
　○測定された時間差情報と
を含む比較結果に関する情報を送信する。
【０３２１】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、外部最大伝搬遅延時間差値は、事前に定義されたチャネル状態情報ＣＳＩ値として
、または事前に定義された電力ヘッドルーム・レポートＰＨＲ値として、少なくとも１つ
のダウンリンクの目標セルに結び付けられたアップリンクの目標セルを介して送信される
。
【０３２２】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、基準セルは、プライマリ・セル、または複数のセカンダリ・セルの１つであり、目
標セルは、複数のセカンダリ・セルの１つである。
【０３２３】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、モバイル端末は、複数のダウンリンクの目標セルで構成され、時間差情報の測定、
測定結果と事前に定義された最大伝搬遅延時間差との比較、および比較結果に関する情報
のアグリゲーション・アクセス・ポイントへの送信は、目標セルの各々に対して実行され
る。
【０３２４】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、測定結果、または比較結果に関する情報は、目標セルの各々に関して、好ましくは
構成されるすべてのセカンダリ・セルに関して１つのメッセージ内でアグリゲーション・
アクセス・ポイントに送信される。
【０３２５】
　本発明は、モバイル通信システムにおいてモバイル端末のダウンリンク・タイミングを
制御するためのアグリゲーション・アクセス・ポイントをさらに提供する。モバイル端末
は、アグリゲーション・アクセス・ポイントと通信し、アップリンクおよびダウンリンク
の基準セルならびに少なくとも１つのダウンリンクの目標セルで構成される。アグリゲー
ション・アクセス・ポイントのメモリは、モバイル端末についての事前に定義された最大
伝搬遅延時間差を記憶する。アグリゲーション・アクセス・ポイントの受信機は、目標セ
ルおよび／または基準セル上の送信に関連する送信および／または受信時間差情報を測定
するモバイル端末によって実行された測定の測定結果を、モバイル端末から受信する。ア
グリゲーション・アクセス・ポイントのプロセッサは、測定結果をモバイル端末について
の事前に定義された最大伝搬遅延時間差と比較する。
【０３２６】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
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れば、事前に定義された最大伝搬遅延時間差は、モバイル端末の受信機窓に基づいている
。
【０３２７】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントの送信機は、レポートの要求をモバイル端
末に送信し、レポートの要求は、
　○送信および／もしくは受信タイミングについてのレポートの要求を示すフラグを含む
、構成されたセルを非アクティブ化／アクティブ化するための非アクティブ化／アクティ
ブ化コマンドであって、フラグが非アクティブ化／アクティブ化コマンドの予約されたビ
ットのうちの１つに設定されることが好ましい、非アクティブ化／アクティブ化コマンド
、または
　○送信および／もしくは受信タイミングについてのレポートの要求を示すフラグを含む
、無線リソース制御コネクション再構成メッセージ、ランダム・アクセス・チャネルＲＡ
ＣＨ命令メッセージ、または
　○送信および／もしくは受信タイミングについてのレポートの要求を示す事前に決めら
れた符号点、もしくは符号点の事前に決められた組み合わせを有する、ランダム・アクセ
ス・チャネルＲＡＣＨ命令メッセージ
である。
【０３２８】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントの受信機は、測定結果を、好ましくは、媒
体アクセス制御レイヤを使用して送信される、媒体アクセス制御ＭＡＣ制御要素内で、ま
たは好ましくは、無線リソース制御レイヤを使用して送信される、無線リソース制御ＲＲ
Ｃメッセージ内で受信する。
【０３２９】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントの送信機は、受信した測定結果がモバイル
端末についての事前に定義された最大伝搬遅延時間差を超えていることを比較結果が示し
ている場合、モバイル端末において目標セルを非アクティブ化するための非アクティブ化
メッセージをモバイル端末に送信する。
【０３３０】
　上記の内容に対して追加的にまたは代替的に使用され得る本発明の有利な実施形態によ
れば、アグリゲーション・アクセス・ポイントの送信機は、受信した測定結果がモバイル
端末についての事前に定義された最大伝搬遅延時間差を超えていることを比較結果が示し
ている場合、モバイル端末によって測定される時間差がモバイル端末についての事前に定
義された最大伝搬遅延時間差をもはや超えないように、ダウンリンクの目標セルの時間を
揃える。
【０３３１】
　本発明は、モバイル端末のプロセッサによって実行されたときに、モバイル端末に、以
下のようにモバイル通信システムにおいてダウンリンク・タイミングについてレポートさ
せる命令を記憶するコンピュータ可読媒体をさらに提供する。目標セルおよび／または基
準セル上の送信に関連する送信および／または受信時間差情報が測定される。測定結果は
、モバイル端末についての事前に定義された最大伝搬遅延時間差と比較される。比較結果
に関する情報は、アグリゲーション・アクセス・ポイントに送信される。
【０３３２】
　コンピュータ可読媒体は、モバイル端末のプロセッサによって実行されたときに、モバ
イル端末に、上で説明した方法のステップを実行させる命令を記憶する。
【０３３３】
　以下で、本発明が、添付の図および図面を参照してより詳細に説明される。図中、同様
のまたは対応する詳細は、同じ参照番号で印を付けられる。
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【図面の簡単な説明】
【０３３４】
【図１】３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの例示的なアーキテクチャを示す図である。
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥの全体的なＥ－ＵＴＲＡＮのアーキテクチャの例示的な概要を
示す図である。
【図３】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）に関して定義されたダウンリンク・コンポ
ーネント・キャリア上の例示的なサブフレームの境界を示す図である。
【図４】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）に関して定義されたダウンリンク・スロッ
トの例示的なダウンリンクのリソース・グリッドを示す図である。
【図５】ダウンリンクおよびアップリンクのそれぞれに関して有効化されたキャリア・ア
グリゲーションを用いた３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）のレイヤ２の構造を示す
図である。
【図６】ダウンリンクおよびアップリンクのそれぞれに関して有効化されたキャリア・ア
グリゲーションを用いた３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）のレイヤ２の構造を示す
図である。
【図７】競合が起こり得る、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）に関して定義されたＲ
ＡＣＨ手順を示す図である。
【図８】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）に関して定義されたコンテンション・フリ
ーのＲＡＣＨ手順を示す図である。
【図９ａ】アップリンクのタイミング・アライメントが実行されない場合に、ｅＮｏｄｅ
Ｂにおいて受信される２つのモバイル端末からのアップリンク送信のタイミング・ミスア
ライメントを示す図である。
【図９ｂ】図９ａに関して説明されたシナリオにおいて、アップリンクのタイミング送信
を実行した結果、アップリンクのタイミング・アライメントが２つのモバイル端末からの
アップリンク送信を同期させているところを示す図である。
【図９ｃ】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）に関して定義されたタイミング・アドバ
ンスを用いたダウンリンク・コンポーネント・キャリアに対して相対的なアップリンク・
コンポーネント・キャリアのタイム・アライメントを例示する図である。
【図１０】複数のアップリンク・コンポーネント・キャリアのタイム・アライメントによ
る、非同期のハンドオーバおよび同期したハンドオーバ中の中断時間をそれぞれ例示する
図である。
【図１１】複数のアップリンク・コンポーネント・キャリアのタイム・アライメントによ
る、非同期のハンドオーバおよび同期したハンドオーバ中の中断時間をそれぞれ例示する
図である。
【図１２】本明細書に記載のさまざまな実施形態のうちの１つによるアップリンク・コン
ポーネント・キャリアのタイム・アライメントの計算を使用するときの同期したハンドオ
ーバによってもたらされる中断時間の削減を例示する図である。
【図１３】ユーザ機器が２つの無線セル、ｅＮｏｄｅＢから生じる１つの無線セルと、リ
モート・ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）から生じるもう１つの無線セルとをアグリゲートする
例示的なシナリオを示す図である。
【図１４】ユーザ機器が２つの無線セル、ｅＮｏｄｅＢから生じる１つの無線セルと、周
波数選択的リピータ（ＦＳＲ）から生じるもう１つの無線セルとをアグリゲートする例示
的なシナリオを示す図である。
【図１５】基準セル以外の無線セルの時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント
・キャリアに関する正しいタイム・アライメントをユーザ機器が決定することを可能にす
る本発明のさまざまな例示的な実施形態による例示的な手順を示す図である。
【図１６】基準セル以外の無線セルの時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント
・キャリアに関する正しいタイム・アライメントをユーザ機器が決定することを可能にす
る本発明のさまざまな例示的な実施形態による例示的な手順を示す図である。
【図１７】基準セル以外の無線セルの時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント
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・キャリアに関する正しいタイム・アライメントをユーザ機器が決定することを可能にす
る本発明のさまざまな例示的な実施形態による例示的な手順を示す図である。
【図１８】本発明の１つの例示的な実施形態によるサブフレームの構造と、３つのコンポ
ーネント・キャリアを介したそのサブフレームの構造の送信とを例示する図である。
【図１９】単一のサブフレームに関する３つのアップリンクの送信のアグリゲーション・
アクセス・ポイントにおける受信の時間を揃えるような、異なるタイミング・アドバンス
値を用いたそれらの３つのアップリンクの送信のタイム・アライメントを例示する図であ
る。
【図２０】１つまたは複数のＳセルをアクティブ化または非アクティブ化するためのコマ
ンドであるアクティブ化／非アクティブ化ＭＡＣ制御要素のフォーマットを示す図である
。
【図２１】タイプ２ＰＨＲがレポートされるときの拡張電力ヘッドルームＭＡＣ制御要素
のフォーマットを示す図である。
【図２２】アップリンクの時間を揃えられるべきコンポーネント・キャリア上のＰＲＡＣ
Ｈの送信を用いることの不利益、特に、１つのコンポーネント・キャリア上のＰＲＡＣＨ
と別のコンポーネント・キャリア上のＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨとの間のアップリンクのタ
イミングの差を示す図である。
【図２３】本発明の一実施形態によるアップリンク・タイム・アライメント手順を示すシ
グナリング図である。
【図２４】本発明の１つの特定の実施形態に関して想定されるネットワークのシナリオを
示す図である。
【図２５】本発明の別の実施形態によるアップリンク・タイム・アライメント手順を示す
シグナリング図である。
【図２６】本発明の一実施形態によるアップリンクの時間が揃ったアップリンクの送信を
含む、ＵＥとｅＮｏｄｅＢの間で交わされる送信のタイミング図である。
【図２７】ＰセルおよびＳセルのダウンリンクの送信が時間を遅らされる、本発明の別の
実施形態によるアップリンクの時間が揃ったアップリンクの送信を含む、ＵＥとｅＮｏｄ
ｅＢの間で交わされる送信のタイミング図である。
【図２８】本発明のさらなる実施形態によるアップリンク・タイム・アライメント手順を
示す流れ図である。
【図２９】ＰセルとすべてのＳセルとの間のダウンリンクの受信時間の差である測定結果
をモバイル端末からｅＮｏｄｅＢに送信するためのＭＡＣ制御要素のフォーマットを示す
図である。
【図３０】ＰセルとすべてのＳセルとの間の受信送信時間の差である測定結果をモバイル
端末からｅＮｏｄｅＢに送信するためのＭＡＣ制御要素のフォーマットを示す図である。
【図３１】本発明の一実施形態による、ｅＮｏｄｅＢから受信されるタイミング・アドバ
ンス・コマンドがＰセルのアップリンクの無線フレームの始まりに対して相対的に計算さ
れる場合の、モバイル端末において実行されるアップリンクのタイム・アライメント・プ
ロセスを示す図である。
【図３２】本発明の一実施形態による、ｅＮｏｄｅＢから受信されるタイミング・アドバ
ンス・コマンドがＰセルのダウンリンクの無線フレームの始まりに対して相対的に計算さ
れる場合の、モバイル端末において実行されるアップリンクのタイム・アライメント・プ
ロセスを示す図である。
【図３３】本発明の一実施形態によるタイミング・アドバンス・コマンドのフォーマット
を示す図である。
【図３４】本発明の１つの実施形態による、アップリンク・タイム・アライメント手順を
示すシグナリング図である。
【図３５】本発明の別の実施形態による、アップリンク・タイム・アライメント手順を示
すシグナリング図である。
【図３６】本発明の１つの実施形態による、ダウンリンクのタイミング・レポート手順を



(64) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

示すシグナリング図である。
【図３７】例示的なネットワーク・シナリオを示す図である。
【図３８】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）システムにおいてユーザ機器から非周
期的ＣＱＩレポートをトリガするための例示的な解決策を示す図である。
【図３９】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）システムにおいてユーザ機器から非周
期的ＣＱＩレポートをトリガするための例示的な解決策を示す図である。
【図４０】コンポーネント・キャリアについての電力ヘッドルームをレポートするための
ＭＡＣ制御要素のフォーマットを示す図である。
【図４１】正および負の電力ヘッドルームをもたらす、ＵＥの送信電力状態および対応す
る電力ヘッドルームについての例示的なシナリオを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０３３５】
　以下の段落は、本発明のさまざまな実施形態を説明する。例示のみを目的として、実施
形態のほとんどは、上の「背景技術」のセクションで検討された３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリ
ース８／９）およびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）モバイル通信システムによる直交シング
ル・キャリア・アップリンク無線アクセス方式に関連して要点を説明される。本発明は、
例えば、上の「背景技術」のセクションで説明された３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９
）およびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）通信システムなどのモバイル通信システムにおいて
有利に使用され得るが、本発明はこの特定の例示的な通信ネットワークでのその使用に限
定されないことに留意されたい。本発明は、（異なる伝播遅延を有する）複数のキャリア
上でのアップリンクの送信のタイム・アライメントが望まれる通信システムにおいて広く
用いられ得る。
【０３３６】
　上の「背景技術」のセクションで与えられた説明は、本明細書において説明されるほぼ
３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）およびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）に固有の例示的
な実施形態をより深く理解することを意図されており、本発明を、そのモバイル通信ネッ
トワークでのプロセスおよび機能の説明される特定の実装に限定するものと見なされるべ
きでない。
【０３３７】
　本発明の１つの態様は、（基準）アップリンク・コンポーネント・キャリアが既に時間
を揃えられている基準セルに対して相対的に、無線セルの時間が揃っていないアップリン
ク・コンポーネント・キャリアの時間を揃えることである。無線セルの時間が揃っていな
いアップリンク・コンポーネント・キャリアのタイム・アライメントのためのタイミング
・アドバンスが、基準セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアに関するタイミン
グ・アドバンスと、基準セルおよび時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・
キャリアを含む無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアによる対応するダウ
ンリンクの送信の受信時間の時間差（または伝播遅延の差）とに基づいて決定される。タ
イム・アライメント・メカニズムは、モバイル端末によって新たに構成されるもしくはア
クティブ化される、または（例えば、タイム・アライメントを失った後に）タイム・アラ
イメントの再確立を必要とする可能性があるアップリンク・コンポーネント・キャリア上
の時間を揃える送信のために使用され得る。以下で要点を説明されるように、アップリン
ク・コンポーネント・キャリアの新しい構成は、例えば、ハンドオーバ先アクセス・ポイ
ントへのモバイル端末のハンドオーバ、またはモバイル端末におけるさらなるアップリン
ク・コンポーネント・キャリアの構成もしくはアクティブ化の動作の結果生じる可能性が
ある。
【０３３８】
　対応するダウンリンクの送信は、例えば、基準セルのダウンリンク・コンポーネント・
キャリアを介して、および時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・キャリア
を含む無線セルを介してアクセス・ポイントによって同時に送信される送信（例えば、そ
れら２つのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介して送信される所与のサブフレ
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ームの送信）を表す。この場合、受信時間の差は、基準セルのダウンリンク・コンポーネ
ント・キャリアを介して送信される送信の伝播遅延と、時間が揃っていないアップリンク
・コンポーネント・キャリアを含む無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリア
を介して送信される送信の伝播遅延との時間差（以下で「伝播遅延の差」とも呼ばれる）
でもある。したがって、この場合、無線セルの時間が揃っていないアップリンク・コンポ
ーネント・キャリアのタイム・アライメントのためのタイミング・アドバンスの決定が、
基準セル（のアップリンク・コンポーネント・キャリア）に関するタイミング・アドバン
スと、基準セルおよび時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・キャリアを含
む無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアによるダウンリンクの送信の伝播
遅延の差とに基づいて決定される。
【０３３９】
　タイム・アライメントの目的で、基準セルがアップリンク・コンポーネント・キャリア
で構成されることは－厳密に言えば－必要ない。モバイル端末が使用されるべき基準タイ
ミング・アドバンス値を与えられ、さらに、基準セルを通じて受信されるダウンリンク・
コンポーネント・キャリアが存在する。それらに基づいて受信時間の差（または伝播遅延
の差）が、その他の無線セルの時間を揃えるために決定可能であれば十分である。しかし
、ほとんどの実際の実装に関して、基準セルは、ダウンリンク・コンポーネント・キャリ
アおよび（時間が揃った）アップリンク・コンポーネント・キャリアで構成されることが
有利である可能性がある。
【０３４０】
　さらに、本発明の一実施形態において、（１つまたは複数の）時間が揃っていないアッ
プリンク・コンポーネント・キャリアのタイミングが相対的に時間を揃えられる基準セル
は、ユーザ機器とアグリゲーション・アクセス・ポイントの間の時間が揃ったアップリン
ク・コンポーネント・キャリアを含む無線セルである。しかし、基準セルは、ユーザ機器
とアグリゲーション・アクセス・ポイントとは別のアクセス・ポイントとの間の時間が揃
ったアップリンク・コンポーネント・キャリアを含む無線セルである可能性もある。用語
、アグリゲーション・アクセス・ポイント（例えば、基地局またはｅＮｏｄｅＢ）は、異
なるアップリンク・コンポーネント・キャリア上のユーザ機器のアップリンクの送信がア
グリゲートされるアクセス・ネットワーク内の場所、すなわち、ノードを表すために使用
される。アグリゲーションとは、
－　アグリゲーション・アクセス・ポイントによる統合物理レイヤ処理（ｊｏｉｎｔ　ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）（例えば、（例えば、ＯＦＤＭシ
ステムにおける受信されたサブフレームの処理のための１つのＩＦＦＴ（逆高速フーリエ
変換）の利用を含む）統合復調（ｊｏｉｎｔ　ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）および／もし
くは（１つもしくは複数の）符号化されたトランスポート・ブロックの統合復号（ｊｏｉ
ｎｔ　ｄｅｃｏｄｉｎｇ）など）のための、ユーザ機器からの異なるアップリンク・コン
ポーネント・キャリア上の、すなわち、物理レイヤ上の送信（例えば、それぞれのサブフ
レーム）に対応する無線信号の同時受信、
ならびに／または
－　アグリゲーション・アクセス・ポイントのプロトコル・エンティティにおける、ユー
ザ機器からの異なるアップリンク・コンポーネント・キャリア上の送信（例えば、それぞ
れのサブフレーム）で受信されるプロトコル・データ・ユニットの処理
を指す。
【０３４１】
　ユーザ機器からの異なるアップリンク・コンポーネント・キャリア上の送信で受信され
るプロトコル・データ・ユニットの結合処理（ｃｏｎｊｏｉｎｔ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
）は、－１つの例示的な実装においては－例えば、ＰＤＵの並べ替えを目的とする、アグ
リゲーション・アクセス・ポイントのＭＡＣレイヤまたはＲＬＣレイヤにおける異なるア
ップリンク・コンポーネント・キャリア上の送信から得られたＰＤＵの結合処理である可
能性がある。
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【０３４２】
　言い換えると、本発明の１つの例示的な実施形態において、アグリゲーション・アクセ
ス・ポイントは、アグリゲーション・アクセス・ポイントによる統合処理（例えば、復調
および／または復号）のために、ユーザ機器からの異なるアップリンク・コンポーネント
・キャリア上の、すなわち、物理レイヤ上の送信（例えば、それぞれのサブフレーム）に
対応する無線信号を受信すべきネットワーク・ノードを表す。本発明の別の例示的な実施
形態においては、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、ユーザ機器からの異なるア
ップリンク・コンポーネント・キャリアを介した送信（例えば、それぞれのサブフレーム
）で受信されるプロトコル・データ・ユニットを処理すべきネットワーク・ノードを表す
。１つの例示的な実装において、アグリゲーション・アクセス・ポイントは、基地局また
はｅＮｏｄｅＢである。
【０３４３】
　本発明のこの第１の態様にしたがって、および本発明の例示的な実施形態にしたがって
、モバイル通信システムにおいてモバイル端末によるアップリンクの送信の時間を揃える
ための方法が提供される。モバイル端末が、ダウンリンク・コンポーネント・キャリアお
よび時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリアを含む第１の無線セルと、ダ
ウンリンク・コンポーネント・キャリアおよび時間が揃っていないアップリンク・コンポ
ーネント・キャリアを含む第２の無線セルとで構成される。モバイル端末は、それぞれ、
第１の無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよび第２の無線セルのダウ
ンリンク・コンポーネント・キャリアを介したアグリゲーション・アクセス・ポイントか
らモバイル端末へのダウンリンクの送信に関する受信時間の差（または伝播遅延の差）を
判定し、第１の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアおよび第２の無線セ
ルのアップリンク・コンポーネント・キャリアを介してモバイル端末からアグリゲーショ
ン・アクセス・ポイントに送信されたアップリンクの送信がアグリゲーション・アクセス
・ポイントに同時に到着するように、第１の無線セルの時間が揃ったアップリンク・コン
ポーネント・キャリア上のアップリンクの送信のためのタイミング・アドバンスと、判定
された受信時間の差（または伝播遅延の差）とに基づいて第２の無線セルのアップリンク
・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信に関するタイミング・アドバンスを
調整することによって第２の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアの時間
を揃える。したがって、ＲＡＣＨ手順は、第２の無線セルにおいてアップリンク・コンポ
ーネント・キャリアのタイム・アライメントのために必要とされない。
【０３４４】
　本明細書において、同時に、または同じ時点でとは、μｓの範囲内のある程度のずれを
加えた／引いた同じ時点を意味する。例えば、所与の無線セルにおけるアップリンクの伝
播遅延とダウンリンクの伝播遅延の間のわずかな差と、タイミング・アドバンス値の粒度
とは、アップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信の完璧なタイム
・アライメントが存在しないことを示唆する。いずれにしても、アップリンクの送信の同
時の到着は、（異なる伝播遅延を有する）異なるアップリンク・コンポーネント・キャリ
アを介したモバイル端末によるアップリンクの送信が受信するアグリゲーション・アクセ
ス・ポイントによってまとめて処理され得る程度に保証される。例えば、アップリンク・
コンポーネント・キャリア上の１つの所与のサブフレームの異なる送信が、アグリゲーシ
ョン・アクセス・ポイントがそのサブフレームのすべての送信をまとめて処理する（統合
処理）ことを可能にするようにしてそれらの異なる送信が受信されるように時間を揃えら
れる。
【０３４５】
　さらに、モバイル端末のために構成されるアップリンク・コンポーネント・キャリアの
タイム・アライメントは、モバイル端末が２つ以上のアップリンク・コンポーネント・キ
ャリアの時間を揃えなければならない場合にももちろん適用可能であることにも留意され
たい。基本的に、アップリンク・コンポーネント・キャリアに関する基準タイム・アドバ
ンス（ｔｉｍｅ　ａｄｖａｎｃｅ）が存在する限り、任意の数のアップリンク・コンポー



(67) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

ネント・キャリアが、本明細書に記載の手順によって時間を揃えられ得る。
【０３４６】
　加えて、単一の無線セルが、１つまたは複数のアップリンク・コンポーネント・キャリ
ア、および１つまたは複数のダウンリンク・コンポーネント・キャリアを含み得ることに
留意されたい。１つの無線セルにおいて、すべてのアップリンクおよびダウンリンク・コ
ンポーネント・キャリアの伝播遅延が同一であると想定できる場合があり得る。したがっ
て、無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアは、同じ伝播遅延を被り、単一
のタイミング・アドバンス値に関連付けられ得るアップリンク・コンポーネント・キャリ
アのグループを形成すると考えられる可能性がある。もちろん、アップリンク・コンポー
ネント・キャリアの伝播遅延が（例えば、ＦＳＲを使用することにより）無線セル内で互
いに異なる場合、それぞれのさらされる伝播遅延に対するタイミング・アドバンス値が与
えられるべきである。
【０３４７】
　本発明の別の第２の態様は、モバイル端末のハンドオーバ手順で使用するためのアップ
リンク・コンポーネント・キャリアのタイム・アライメントのための手順を提案すること
である。同期したハンドオーバおよび非同期のハンドオーバのための手順が、提供される
。上で検討されたタイム・アライメント手順が、モバイル端末がハンドオーバされるハン
ドオーバ先（アグリゲーション）アクセス・ポイントによって制御される無線セルにおい
てアップリンク・コンポーネント・キャリアの時間を揃えるためにやはり使用され得る。
この態様によれば、ハンドオーバ先（アグリゲーション）アクセス・ポイントの無線セル
（すなわち、基準セル）におけるアップリンク・コンポーネント・キャリアのうちの１つ
に関するタイミング・アドバンスは、モバイル端末に与えられ得る（同期したハンドオー
バ）か、または例えばランダム・アクセス手順を実行することによってモバイル端末によ
って決定され得る（非同期のハンドオーバ）かのどちらかである。次いで、モバイル端末
によって使用されるべき（１つまたは複数の）その他の無線セルの（１つまたは複数の）
その他のアップリンク・コンポーネント・キャリアが、本明細書において既に説明された
ように基準セルに対して相対的に時間を揃えられ得る。
【０３４８】
　３ＧＰＰの用語ではユーザ機器とも表記されるモバイル端末が、異なる帯域および物理
的位置のソースに由来するコンポーネント・キャリアをアグリゲートしている場合、異な
る伝播条件が原因で、これらのコンポーネント・キャリアは、すべて、異なる伝播遅延を
有する可能性がある。
【０３４９】
　アグリゲーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）が所与のモバイル端
末のすべての構成されたコンポーネント・キャリアを介したアップリンクの送信を処理し
ているという前提の下で、モバイル端末からのアップリンクの送信は、コンポーネント・
キャリア上の伝播遅延が異なっているとしてもアグリゲーション・アクセス・ポイントに
同時に（同じ時点で）到着すべきである。したがって、アグリゲーション・アクセス・ポ
イントは、各アップリンク・コンポーネント・キャリアに固有の伝播遅延に応じたそのア
ップリンク・コンポーネント・キャリアに関する異なるタイミング・アドバンスを用いて
モバイル端末を構成し得る。伝播遅延は、同じ周波数帯域にあり、同じ位置で（すなわち
、１つのアクセス・ポイントによって）終端されるコンポーネント・キャリアに関しては
同じである可能性が高い。そのため、特定のコンポーネント・キャリアをタイミング・ア
ドバンス・グループにグループ化し、所与のグループのすべての所属するコンポーネント
・キャリアが、アップリンクにおいてこのグループに固有の同じタイミング・アドバンス
を用いて伝わることが好適である可能性がある。
【０３５０】
　例えば、最新の３ＧＰＰ通信システムを考えるとき、１つのユーザ機器に対していくつ
かのタイミング・アドバンスを設定することは、各タイミング・アドバンス・グループに
対して１つのＲＡＣＨ手順ずついくつかのＲＡＣＨ手順が実行される必要があることを示
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唆する。したがって、ｅＮｏｄｅＢは、ＲＡＣＨプリアンブル７０１、８０２に基づいて
アップリンクにおける各コンポーネント・キャリア・グループに関する伝播遅延を判定す
る可能性があり、次いで、ランダム・アクセス応答メッセージ７０２、８０３を用いて必
要とされる各コンポーネント・キャリア・グループに対する適切なタイミング・アドバン
スを設定する（図７および図８参照）。これは、ユーザ機器が一度に単一のＲＡＣＨ手順
のみを実行することができると想定すると、いくつかのＲＡＣＨ手順を実行することによ
って引き起こされる大きな遅延を示唆する。
【０３５１】
　同様に、ハンドオーバを行うと、ユーザ機器は、ＲＡＣＨ手順を通じてハンドオーバ先
セルにおけるコンポーネント・キャリアのためのタイミング・アドバンス値を獲得する必
要があり、このことは、ＵＥがデータを送受信できない、「ＲＲＣコネクション再構成」
メッセージと「ＲＲＣコネクション再構成完了」メッセージとの間の増大した中断時間が
存在することを意味する。図１０は、ハンドオーバ元ｅＮｏｄｅＢからハンドオーバ先ｅ
ＮｏｄｅＢへのユーザ機器の通常の非同期のハンドオーバ内のステップを例示する。ユー
ザ機器がハンドオーバ元ｅＮｏｄｅＢからＲＲＣコネクション再構成メッセージを受信し
た後、ユーザ機器は、最初に、ハンドオーバ先プライマリ・セル（Ｐセル）においてダウ
ンリンクの同期をとり、ランダム・アクセス手順（ＲＡＣＨ手順）を実行し、それによっ
てプライマリ・セルの（１つまたは複数の）アップリンク・コンポーネント・キャリアの
タイム・アライメントがもたらされる。さらに、ユーザ機器が異なる伝播遅延を被るハン
ドオーバ先ｅＮｏｄｅＢによるさらなるコンポーネント・キャリア（この例においては、
２つのコンポーネント・キャリア・グループ（ＣｏＣａグループ１および２）のコンポー
ネント・キャリア）を用いて構成される場合、ユーザ機器は、ハンドオーバの遅延のもと
となるさらなるＲＡＣＨ手順（この例においては、ＣｏＣａグループ１のＲＡＣＨ手順お
よびＣｏＣａグループ２の別のＲＡＣＨ手順）を実行する必要がある。すべての構成され
たアップリンク・キャリアの時間を揃え終わると、ユーザ機器は、ＲＲＣコネクション再
構成完了メッセージを送信することによって非同期のハンドオーバを終了する。
【０３５２】
　図１１で強調されるように、同期したハンドオーバの場合、ユーザ機器は、ハンドオー
バ先ｅＮｏｄｅＢのプライマリ・セルのためのタイミング・アドバンス値を与えられ、こ
のことは、プライマリ・セル（Ｐセル）に関するＲＡＣＨ手順を回避することを可能にす
る。しかし、依然として、すべてのその他のタイミング・アドバンス・グループ（ＣｏＣ
ａグループ１および２）のアップリンク・コンポーネント・キャリアに関するＲＡＣＨ手
順は、それぞれのアップリンク・コンポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバ
ンスを適切に確立するために実行される必要がある。
【０３５３】
　例示を目的として、ネットワーク内にアグリゲーション・アクセス・ポイントが存在し
、（例えば、信号経路が周波数選択的リピータを通るために）異なる伝播遅延にさらされ
ている（例えば、リモート・ラジオ・ヘッド、ＲＲＨが関与することによる）少なくとも
２つの異なる物理的位置にそれぞれ由来する少なくとも２つのコンポーネント・キャリア
が存在すると想定する。モバイル端末が、時間を揃えられた少なくとも１つのアップリン
ク・コンポーネント・キャリア（すなわち、基準セルのアップリンク・コンポーネント・
キャリア）を有するとさらに想定する。モバイル端末は、１つの基準タイミング・アドバ
ンス、すなわち、基準セルの既に時間が揃ったアップリンク・コンポーネント・キャリア
のタイミング・アドバンスから（１つまたは複数の）時間が揃っていないコンポーネント
・キャリアに関する必要なタイミング・アドバンスを導出することができる。さらに、こ
れは、所与の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアおよびダウンリンク・
コンポーネント・キャリアに関して、アップリンクの伝播遅延が、ダウンリンクの伝播遅
延と同じである限り当てはまることに留意されたい。
【０３５４】
　無線セルの所与の時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・キャリアに関す
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るタイミング・アドバンスは、基準セルの（アップリンク・コンポーネント・キャリアに
関する）タイミング・アドバンスと、基準セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリ
アを通じた送信の受信および時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・キャリ
アを含む無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを通じた送信の受信の受信
時間の差または伝播遅延の差とに基づいて決定される。
【０３５５】
　以下で、本発明の例示的な実施形態による、タイマが揃っていないアップリンク・コン
ポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンスを決定するための手順が、例示の
みを目的として、３ＧＰＰに基づくシステムを参照して説明される。以下の例において、
アグリゲーション・アクセス・ポイントは、ｅＮｏｄｅＢに対応しており、一方、さらな
るアクセス・ポイントが、リモート・ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）または周波数選択的リピ
ータ（ＦＳＲ）によって形成される。
【０３５６】
　例示を目的として、アップリンクおよびダウンリンク・コンポーネント・キャリアは、
スロットに分けられた構造を有すると想定され、すなわち、アップリンクおよびダウンリ
ンクの送信は、サブフレームで送信される。ダウンリンクにおいて、図３および図４に例
示されたサブフレーム構造が使用され得るが、本発明はそのサブフレーム構造に限定され
ない。同様に、アップリンクにおいて、図３および図４に例示されたサブフレーム構造が
使用され得るが、本発明はそのサブフレーム構造に限定されない。アップリンク・コンポ
ーネント・キャリアのためのサブキャリアの数（すなわち、帯域幅）は、ダウンリンク・
コンポーネント・キャリアのサブキャリアの数（すなわち、帯域幅）と異なる可能性があ
る。アップリンク・コンポーネント・キャリアは、さまざまな帯域幅を有する可能性があ
る。同様に、ダウンリンク・コンポーネント・キャリアは、さまざまな帯域幅を有する可
能性がある。
【０３５７】
　さらに、アップリンクにおいては、単一のサブフレームが、アクセス・ポイント（例え
ば、ｅＮｏｄｅＢ）によってアグリゲートされるすべてのアップリンク・コンポーネント
・キャリアの帯域幅全体（すなわち、すべてのサブキャリア（またはサブバンド））に広
がると想定される。ユーザ機器の観点から見ると、単一のサブフレームが、それぞれアッ
プリンクまたはダウンリンクにおいてモバイル端末によって構成されたすべてのコンポー
ネント・キャリアの帯域幅全体（すなわち、すべてのサブキャリア（またはサブバンド）
）に広がっている。したがって、１つのサブフレーム内で送信されるデータは、それぞれ
アップリンクまたはダウンリンクにおいて構成された各コンポーネント・キャリア上の変
調シンボル（例えば、ＯＦＤＭシンボル）の個々の送信として送信される。よって、ダウ
ンリンクまたはアップリンクにおいて送信される所与の単一のサブフレームを処理するた
めに、モバイル端末（例えば、ユーザ機器）またはアクセス・ポイント（例えば、基地局
もしくはｅＮｏｄｅＢ）は、モバイル端末によって構成されたそれぞれのダウンリンク・
コンポーネント・キャリア、または（アグリゲーション）アクセス・ポイント（例えば、
ｅＮｏｄｅＢ）によって受信されるすべてのアップリンク・コンポーネント・キャリア上
のサブフレームのすべての送信を受信する必要がある。
【０３５８】
　図１８は、アップリンクにおいて３つのコンポーネント・キャリアを介して送信される
べきサブフレームを例示する。例えば、ＯＦＤＭに基づく通信システムを想定すると、サ
ブフレームは、時間ドメインにおいてＮｓｕｂ－ｆｒａｍｅ個の連続するＯＦＤＭシンボ
ル（例えば、１２または１４個のＯＦＤＭシンボル）の組および周波数ドメインにおいて
－ここでは３つの－異なるコンポーネント・キャリアに対応するサブキャリアの組として
定義され得る。例示を目的として、それぞれＮＣｏＣａ１、ＮＣｏＣａ２、およびＮＣｏ

Ｃａ３個のサブキャリアを含む３つのコンポーネント・キャリアＣｏＣａ１、ＣｏＣａ２
、およびＣｏＣａ３が、示される。コンポーネント・キャリアのサブキャリアは、個々の
サブバンドにグループ化される可能性もある。さらに、厳密に言えば、サブフレームは、
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必ずしも周波数ドメインにおいてサブキャリアの連続する領域に広がるとは限らず、コン
ポーネント・キャリアの異なるサブキャリアが、周波数ドメインにおいて間隔を空けられ
る可能性もある。同様に、個々のコンポーネント・キャリアのサブキャリアの数（すなわ
ち、それらのコンポーネント・キャリアの帯域幅）は、異なるコンポーネント・キャリア
に関して同じである可能性があり、または同じでない可能性がある。例えば、コンポーネ
ント・キャリアＣｏＣａ１およびＣｏＣａ２が、それぞれ５ＭＨｚの帯域幅を提供するコ
ンポーネント・キャリアである可能性があり、一方、コンポーネント・キャリアＣｏＣａ
３は、１０ＭＨｚの帯域幅を有する。
【０３５９】
　所与のコンポーネント・キャリアのサブキャリア上に配置されるそれぞれのＯＦＤＭシ
ンボルの変調シンボルは、サブフレームの送信と考えられる。したがって、図１８に示さ
れる例において、単一のサブフレームが、３つのコンポーネント・キャリアＣｏＣａ１、
ＣｏＣａ２、およびＣｏＣａ３上の３つの送信によって送信される。
【０３６０】
　これに関連して、アップリンク・コンポーネント・キャリア上の送信のタイム・アライ
メントは、モバイル端末が、ダウンリンクで受信されるサブフレームの境界（例えば、基
準セルまたは時間を揃えられるべきアップリンク・コンポーネント・キャリアが属する無
線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアのサブフレームの境界）に対して相対
的にそれぞれのアップリンク・コンポーネント・キャリアのサブフレーム構造を（時間的
に）シフトすることを意味する。タイミング・アドバンス（値）は、モバイル端末によっ
てダウンリンクで受信される基準サブフレーム構造内のサブフレームの始まり／タイミン
グに対して相対的な適用されるべき時間的シフトを示す。（異なる伝播遅延を有する異な
る無線セルの、および／または異なるモバイル端末の）アップリンク・コンポーネント・
キャリアに関するタイミング・アドバンスを適切に構成する場合、アクセス・ポイントは
、アップリンクのサブフレームの境界がすべてのアップリンク・コンポーネント・キャリ
アに関して揃えられることを保証することができる。
【０３６１】
　図１９は、（図１８に示された）３つのアップリンク・コンポーネント・キャリアを介
した（１、２、および３と付番された）３つの連続するサブフレームの送信を例示する。
ユーザ機器ＵＥが、例示を目的として、異なる伝播遅延を有すると想定される３つのコン
ポーネント・キャリアＣｏＣａ１、ＣｏＣａ２、およびＣｏＣａ３に対して個々のタイミ
ング・アドバンス値を使用するので、それぞれの単一のサブフレームの個々の送信は、ｅ
ＮｏｄｅＢにおけるそれらの送信の受信に関して時間を揃えられることになる。これは、
例えば、ｅＮｏｄｅＢの物理レイヤ・エンティティが、個々のサブフレームを処理すると
きに単一のＩＦＦＴ演算を行うことができることを容易にする。
【０３６２】
　本発明の１つの例示的な実施形態において、無線セルの（時間が揃っていない）アップ
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ＴＡＡＰ２は、モバイル
端末において、基準セルの（時間が揃った）アップリンク・コンポーネント・キャリアの
知られているタイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ１に基づき、さらに受信時間の差（また
は伝播遅延の差）ΔＴｐｒｏｐに基づいて以下のように計算される。
　ＴＡＡＰ２＝ＴＡＡＰ１＋２・ΔＴｐｒｏｐ　　　　　（式３）
【０３６３】
　基準セルの（時間が揃った）アップリンク・コンポーネント・キャリアのタイミング・
アドバンス値ＴＡＡＰ１は、例えば、先に図７から９に関連して要点を説明されたように
ＲＡＣＨ手順を実行することによってモバイル端末によって取得された可能性がある。ま
たはタイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ１は、別の基準セルを参照して、本明細書におい
て説明されるようにユーザ機器によって先立って計算された可能性もある。
【０３６４】
　さらに、１つの例示的な実装において、基準セルのタイム・アライメントとそれゆえに
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ＴＡＡＰ１の値は、基準セルのアクセス・ポイントによって（絶えず）更新される可能性
がある。よって、基準セルのタイミング・アドバンスが更新される場合、モバイル端末も
、そのタイミング・アドバンスに対して相対的に計算されたタイミング・アドバンス値を
更新する可能性がある。基準セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアの更新され
たタイミング・アドバンスに基づく（１つまたは複数の）アップリンク・コンポーネント
・キャリアに関するタイミング・アドバンスの更新は、受信時間の差（または伝播遅延の
差）ΔＴｐｒｏｐが例えばモバイル端末の移動が原因で変化にさらされる可能性もあるの
で、この時間差の新たな測定も含み得る。
【０３６５】
　代替的に、基準セルのタイム・アライメントの更新は、（１つまたは複数の）その他の
無線セルの（１つまたは複数の）アップリンク・コンポーネント・キャリアに関する（１
つまたは複数の）タイミング・アドバンス値の更新を引き起こさない可能性がある。その
代わりに、アグリゲーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）が、それぞ
れのアップリンク・コンポーネント・キャリアまたはそれぞれのアップリンク・コンポー
ネント・キャリア・グループのタイミング・アドバンス値に関する更新コマンドを送信す
る可能性がある。更新コマンドは、例えば、現在設定されているタイミング・アドバンス
値の修正を示す可能性がある。更新コマンドは、例えばダウンリンクの送信に多重化され
るＭＡＣ制御要素内の例えばＭＡＣ制御シグナリングによって送信され得る。
【０３６６】
　式３において、タイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ２は、時間を揃えられるべきアップ
リンク・コンポーネント・キャリアを含む無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キ
ャリアの受信タイミングに対して相対的な（またはより厳密に言えば、ダウンリンク・コ
ンポーネント・キャリアを介して送信されるサブフレームの始まりの受信タイミングに対
して相対的な）タイミング・アドバンスを定義すると想定される。
【０３６７】
　受信時間の差（または伝播遅延の差）ΔＴｐｒｏｐは、
　ΔＴｐｒｏｐ＝ＴＤＬ－ＴＣｅｌｌ－ＴＤＬ－ＲＣｅｌｌ　　　　　（式４）
のように定義されると想定される可能性がある。ここで、ＴＤＬ－ＴＣｅｌｌは、目標セ
ル（Ｔセル）、すなわち、時間を揃えられるべきアップリンク・コンポーネント・キャリ
アを含む無線セルを介した送信内でサブフレームの始まりがモバイル端末によって検出さ
れる時点を表す。また、ＴＤＬ－ＲＣｅｌｌは、基準セル（Ｒセル）を介した送信内で同
じサブフレームの始まりがモバイル端末によって検出される時点を表す。
【０３６８】
　タイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ２が基準セルのダウンリンク・コンポーネント・キ
ャリアの受信タイミングに対する相対的なタイミング・アドバンスを定義する場合は、タ
イミング・アドバンス値ＴＡＡＰ２は、以下のように計算される。
　ＴＡＡＰ２＝ＴＡＡＰ１＋ΔＴｐｒｏｐ　　　　　（式５）
【０３６９】
　しかし、式５のようにタイミング・アドバンス値ＴＡＡＰ２を定義することは、基準セ
ルが「打ち切られる」、すなわち、基準セルの（１つまたは複数の）コンポーネント・キ
ャリアが（例えば、ハンドオーバにより）非アクティブ化されるか、またはもはや構成さ
れていない場合に、モバイル端末がすべてのタイミング・アドバンス値を再計算する必要
があり得るという不利益がある可能性がある。これは、基準セル（におけるタイム・アラ
イメント）の喪失が、その基準セルに対して相対的に時間を揃えられるすべてのその他の
無線セルのタイム・アライメントの喪失をやはり示唆している場合に当てはまる。しかし
、基準セルに対して相対的な最初のタイム・アライメントの後は、個々の無線セル（すな
わち、アップリンク・コンポーネント・キャリア）のタイム・アライメントが、アグリゲ
ーション・アクセス・ポイントによって個々にまたはグループごとに更新される。したが
って、基準セルの喪失がモバイル端末によって構成されたその他の無線セルの新たなタイ
ム・アライメントを必ずしも必要としない場合もあり得る。
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【０３７０】
　以下で、時間が揃っていないアップリンク・コンポーネント・キャリア（時間が揃って
いない無線セル）に関するタイミング・アドバンスの決定が、さらに詳細に、いくつかの
例示的なシナリオを参照して概説される。図１３に示される例示的なシナリオにおいては
、ユーザ機器が、２つの無線セル、第１の位置、例えばｅＮｏｄｅＢから生じる１つの無
線セルと、異なる位置、例えばリモート・ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）から生じるもう１つ
の無線セルとをアグリゲートすると想定される。ＲＲＨは、そのＲＲＨを制御している基
地局（例えば、３ＧＰＰに基づくシステムのｅＮｏｄｅＢ）などのアクセス・ポイントに
接続され、そのアクセス・ポイントから遠隔にある無線機器を表す。アクセス・ポイント
とＲＲＨの間のインターフェースは、例えば、共通公衆無線インターフェース（Ｃｏｍｍ
ｏｎ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（ＣＰＲＩ）規格－ｗｗｗ．ｃ
ｐｒｉ．ｉｎｆｏ参照－を用いる可能性がある。ＲＲＨおよびそれを制御するアクセス・
ポイントは、例えば、光ファイバー・ケーブルによって相互に接続され得る。
【０３７１】
　２つの無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアを介した送信は、同じアグ
リゲーション・ノード、すなわち、この例においてはｅＮｏｄｅＢにおいて処理され、各
無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアおよびアップリンク・コンポーネン
ト・キャリアの伝播遅延は同じである。モバイル端末ＵＥとｅＮｏｄｅＢの間のアップリ
ンク・コンポーネント・キャリアＵＬ　ＣｏＣａ１およびダウンリンク・コンポーネント
・キャリアＤＬ　ＣｏＣａ１を含む無線セルは、プライマリ無線セル（例えば、ユーザ機
器のＰセル）と表される。一方、モバイル端末ＵＥとＲＲＨの間のアップリンク・コンポ
ーネント・キャリアＵＬ　ＣｏＣａ２およびダウンリンク・コンポーネント・キャリアＤ
Ｌ　ＣｏＣａ２を含む無線セルは、セカンダリ無線セル（例えば、ユーザ機器のＳセル）
と表される。セカンダリ・セルを介してユーザ機器によって送信されるすべての送信は、
ＲＲＨのトランシーバによって受信され、ＲＲＨとｅＮｏｄｅＢの間のインターフェース
を介してｅＮｏｄｅＢに転送される。同様に、ＲＲＨを介してデータを送信するとき、ｅ
ＮｏｄｅＢは、例えば、ＣＰＲＩプロトコルを用いてＲＲＨにデータを送信し、ＲＲＨが
、セカンダリ・セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介してユーザ機器にそ
のデータを転送する。
【０３７２】
　プライマリ無線セルは、この例においてはユーザ機器のＰセルであると考えられる可能
性があり、タイム・アライメントのための基準セルである。しかし、ユーザ機器がアグリ
ゲートし、現在タイミングが揃っている任意のその他の無線セルが、やはり基準セルとし
て働くことができる。例えば、プライマリ無線セルのアップリンク・コンポーネント・キ
ャリアＵＬ　ＣｏＣａ１のタイム・アライメントが、プライマリ無線セルにおいて実行さ
れたＲＡＣＨ手順を通じてｅＮｏｄｅＢによって設定された可能性がある。
【０３７３】
　図１５は、基準セル以外の無線セルの時間が揃っていないアップリンク・コンポーネン
ト・キャリアに関する正しいタイム・アライメントをユーザ機器が決定することを可能に
する本発明の例示的な実施形態による手順を示している。例示を目的として、上で図１３
に関連して概説されたように、ｅＮｏｄｅＢがアグリゲーション・アクセス・ポイントで
あり、ＲＲＨが追加的なアクセス・ポイントとして働くものと想定される。ｅＮｏｄｅＢ
は、プライマリ無線セルおよびセカンダリ無線セルをそれぞれ介してユーザ機器にダウン
リンクでサブフレームを送信する。例示を目的として、ｅＮｏｄｅＢが単一のサブフレー
ムのすべての送信（対応する送信）を同時に送信すると想定される。所与のサブフレーム
の対応する送信は、図１５において同じ番号によって示される。所与のサブフレームの送
信は異なる伝搬経路をとるので、所与のサブフレームのそれぞれの送信は、図１５の上の
部分において強調されるように、ユーザ機器において異なる時点で受信される。
【０３７４】
　ｅＮｏｄｅＢおよびＲＲＨによるサブフレームの送信の間の時間のシフトは、例えば、
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インターフェースを介してｅＮｏｄｅＢによってＲＲＨに転送され（伝播遅延
【数２６】

）、ＲＲＨからユーザ機器に転送される（伝播遅延
【数２７】

）、ＲＲＨを介したサブフレームの送信が原因である。さらに、考慮される必要がある可
能性があるＲＲＨにおけるサブフレームの無視できない処理遅延
【数２８】

も、存在し得る。プライマリ・セルを介したｅＮｏｄｅＢからユーザ機器へのサブフレー
ムの送信の伝播遅延は、
【数２９】

と表される。
【０３７５】
　ユーザ機器は、サブフレームの対応する送信の受信の間の時間差ΔＴｐｒｏｐを測定す
る。より詳細には、ユーザ機器は、アップリンク・コンポーネント・キャリアが時間を揃
えられるべきである無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介したサブフ
レーム＃ｉの送信および基準無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介し
たサブフレーム＃ｉの送信の受信時間の間の差を判定する。ｅＮｏｄｅＢのプライマリ無
線セルがタイム・アライメントのための基準セルである図１５に示された例においては、
ユーザ機器は、基準セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアを介して送信された
サブフレームの始まりがどの時点で受信されるか、およびＲＲＨの無線セルのダウンリン
ク・コンポーネント・キャリアを介したまさに同じサブフレームの始まりがどの時点で受
信されるかを判定し、これら２つの受信時間の時間差ΔＴｐｒｏｐを計算する。
【０３７６】
　図１３に示されたシナリオを想定するサブフレームの対応する送信の受信の間の時間差
ΔＴｐｒｏｐは、
【数３０】

と定義され、ここで、項
【数３１】

は省略され得る。ｅＮｏｄｅＢはサブフレームのすべての送信を同時に送信するので、実
際は、ΔＴｐｒｏｐは、図１３に示されるように、基準セル（プライマリ無線セル）およ
びセカンダリ無線セルを介したサブフレームの送信の伝播遅延の差を表す。
【０３７７】
　異なる伝播遅延にさらされる異なるアップリンク・コンポーネント・キャリアを通じて
サブフレームの対応する送信を送るときにそれらの対応する送信がｅＮｏｄｅＢに同時に
到着することを保証するために、ユーザ機器は、測定された伝播遅延の差を補償し、（基
準セルのアップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの送信に対して相対
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的に）送信をさらに早める必要がある。したがって、図１３の例示的なシナリオにおいて
、ＲＲＨを介したアップリンク・コンポーネント・キャリアＵＬ　ＣｏＣａ２上のサブフ
レームの送信は、（ユーザ機器に知られている）基準タイミング・アドバンスＴＡｅＮｏ

ｄｅＢと、ユーザ機器によって測定された時間差ΔＴｐｒｏｐの２倍との分だけ早められ
るべきである。このように、ＲＲＨを介して送信されるサブフレームのアップリンクの送
信に対して適用されるべき正しいタイミング・アドバンスは、
　ＴＡＲＲＨ＝ＴＡｅＮｏｄｅＢ＋２・ΔＴｐｒｏｐ　　　　　（式７）
と計算され得る。
【０３７８】
　上述のように、基準セル／基準アップリンク・コンポーネント・キャリアＵＬ　ＣｏＣ
ａ１のタイミング・アドバンス値ＴＡｅＮｏｄｅＢは、ｅＮｏｄｅＢとのＲＡＣＨ手順か
らユーザ機器によって知られた可能性があり、または別の／前の基準セルからの知られて
いるタイミング・アドバンスに基づいて上述のようにして決定された可能性がある。
【０３７９】
　図１３のシナリオにおいて基準セルを制御するｅＮｏｄｅＢは、タイミング・アドバン
ス値ＴＡｅＮｏｄｅＢの継続的な更新を送信することによってアップリンク・コンポーネ
ント・キャリアＵＬ　ＣｏＣａ１のタイム・アライメントを絶えず調整する可能性がある
。タイミング・アドバンスの更新は、例えばユーザ機器に送信されるダウンリンクの送信
に多重化されるＭＡＣ制御要素を用いて、例えばＭＡＣシグナリングによって送信され得
る。
【０３８０】
　本発明の１つのさらなる例示的な実施形態において、アップリンク・コンポーネント・
キャリアのタイム・アライメントは、タイマを用いて制御される可能性がある。別個のタ
イマが、（それぞれが個々のアップリンク・コンポーネント・キャリアかまたはアップリ
ンク・コンポーネント・キャリア・グループかのどちらかに関連付けられる）各タイミン
グ・アドバンス値のためにモバイル端末によって保有される可能性がある。モバイル端末
は、そのモバイル端末が（それぞれアップリンク・コンポーネント・キャリアまたはアッ
プリンク・コンポーネント・キャリア・グループに関連付けられる）所与のタイミング・
アドバンス値に関する更新コマンドを受信するたびにタイマをリセットし、開始する。タ
イマが切れる、すなわち、タイミング・アライメントが失われたと考えられるときにはい
つも、タイム・アライメントが、本明細書に記載のメカニズムを用いてモバイル端末によ
って再確立可能であり、例えば、モバイル端末は、基準セルと受信時間の差（もしくは伝
播遅延の差）の新しい測定値とに基づいてタイミング・アドバンス値を再計算することが
できるか、またはユーザ機器は、代替的に、ＲＡＣＨ手順を実行してタイム・アライメン
トを再確立する可能性がある。
【０３８１】
　したがって、アップリンクは、－実際は－ユーザ機器が別の無線セルのアップリンク上
の基準タイミング・アライメントを保持している限りタイミングが揃っていると見なされ
得る。
【０３８２】
　図１６に例示されるように、タイミング・アドバンス値ＴＡＲＲＨが、図１３に示され
るように、基準セルによるダウンリンク・コンポーネント・キャリア、すなわち、プライ
マリ無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャリアＤＬ　ＣｏＣａ１上のダウンリ
ンク・サブフレームの境界の受信タイミングに対して相対的に計算される可能性もある。
したがって、セカンダリ無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアＵＬ　Ｃｏ
Ｃａ２に関するタイミング・アドバンス値ＴＡＲＲＨを計算するための式は、
　ＴＡＲＲＨ＝ＴＡｅＮｏｄｅＢ＋ΔＴｐｒｏｐ　　　　　（式８）
に変更され、ここで、値ＴＡｅＮｏｄｅＢおよびΔＴｐｒｏｐは、式７と比較して変わら
ないままである。
【０３８３】
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　さらに、図１５および図１６の例においては、タイミング・アドバンス値ＴＡＲＲＨお
よびＴＡｅＮｏｄｅＢは、アップリンク・コンポーネント・キャリア上のアップリンクの
送信をサブフレームの境界に関して揃えるためだけではなく、アップリンク・コンポーネ
ント・キャリアとダウンリンク・コンポーネント・キャリアとにおけるサブフレームの境
界を揃えるためにも選択されている。しかし、これは必須ではない。
【０３８４】
　図１７に例示されるように、アップリンク・コンポーネント・キャリアに関するタイミ
ング・アドバンス値は、アップリンク・コンポーネント・キャリアとダウンリンク・コン
ポーネント・キャリアとにおけるサブフレームの境界が揃えられないように選択される可
能性もある。これは、例えば、（上の例においてＴＡＡＰ１またＴＡｅＮｏｄｅＢと表さ
れる）基準タイミング・アドバンス値が、例えば、図９に示されるようにアグリゲーショ
ン・アクセス・ポイントとモバイル端末の間の伝播遅延の２倍に対応しないようにアグリ
ゲーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）によって構成される場合に実
現され得る。そのとき、（１つまたは複数の）時間が揃っていないアップリンク・コンポ
ーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンス値は、依然として、この基準タイミ
ング・アドバンス値に基づいて、図１５および１６に関連して上で概説されたように決定
され得る。しかし、そのとき、そのような基準タイミング・アドバンス値に基づき計算さ
れた（１つまたは複数の）タイミング・アドバンス値は、アップリンク・コンポーネント
・キャリア上のサブフレームの境界はやはり揃えるが、アップリンク・コンポーネント・
キャリアとダウンリンク・コンポーネント・キャリアとのサブフレームの境界は揃えない
。
【０３８５】
　上で説明された同じ想定および計算が、モバイル端末とアグリゲーション・アクセス・
ポイントおよびその逆の間の無線信号が周波数選択的リピータ（ＦＳＲ）を通っているシ
ナリオにおいても使用され得る。ＦＳＲは、双方向増幅器（ＢＤＡ）とも呼ばれることが
ある。ＦＳＲは、受信アンテナによって無線信号を受信し、受信された無線信号を信号増
幅器によって増幅し、増幅された無線信号を内部アンテナを介してブロードキャストする
ことによって無線システムの無線信号を局所領域内で強めるために使用される装置である
。通常、ＦＳＲの動作は、その他のネットワーク・ノード、すなわち、アクセス・ポイン
トおよびモバイル端末に対して透過的である。ＦＳＲは、ダウンリンクおよびアップリン
クの１つまたは複数のコンポーネント・キャリアの無線信号を強めると想定され得る。構
成されたコンポーネント・キャリアのサブセットのみがＦＳＲによって増幅される場合、
異なるコンポーネント・キャリアの無線信号は、図１３に関連して本明細書において既に
検討された状況と同様に異なる伝播遅延にさらされる可能性がある。
【０３８６】
　ＲＲＨまたはＦＳＲの使用の１つの違いは、物理レイヤの受信の位置である。アグリゲ
ーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）の位置から生じる無線セルに関
するアップリンクの送信の物理レイヤの受信は、アグリゲーション・アクセス・ポイント
で行われ、一方、ＲＲＨの位置から生じる無線セルに関しては、物理レイヤの受信が、Ｒ
ＲＨにおいて行われる。本質的に、図１３に示されたシナリオに関して上で説明されたタ
イム・アライメントの方法が、すべてのモバイル端末のすべてのアップリンクの送信がＲ
ＲＨに同時に到着するようにして、ＲＲＨで受信される無線セルに関するアップリンクの
タイミングを調整し、すべてのモバイル端末のすべてのアップリンクの送信がＲＲＨに同
時に到着することは、すべてのモバイル端末からＲＲＨに到着するすべてのアップリンク
無線信号の干渉のない受信のために重要である。さらに、ＲＲＨにおける処理遅延および
ＲＲＨからアグリゲーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）までの伝播
遅延は、ＲＲＨで受信されるすべてのアップリンク無線信号に関して同じであると想定さ
れ得るので、ＲＲＨによって転送されるすべてのアップリンクのデータは、アグリゲーシ
ョン・アクセス・ポイントに同時に到着し、このことは、より上位のレイヤにおけるさら
なる処理のために有益である。
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【０３８７】
　周波数選択的リピータが使用される場合に関しては、すべてのアップリンク無線信号は
、アグリゲーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）の位置で受信される
。したがって、すべての無線セルに関するすべてのアップリンクの送信の物理的な無線信
号が、干渉のない物理レイヤの処理を保証するために同じ瞬間に到着することが有利であ
るはずである。
【０３８８】
　図１４は、ＦＳＲが、セカンダリ無線セルのダウンリンクおよびアップリンク・コンポ
ーネント・キャリア（ＤＬ／ＵＬ　ＣｏＣａ２）を強めるために使用される一方、プライ
マリ無線セルのダウンリンクおよびアップリンク・コンポーネント・キャリア（ＤＬ／Ｕ
Ｌ　ＣｏＣａ１）の無線信号はＦＳＲによって増幅されないシナリオを例示する。このシ
ナリオにおいては、セカンダリ無線セルのアップリンクおよびダウンリンク・コンポーネ
ント・キャリアがＦＳＲによって強められ、ユーザ機器は、セカンダリ無線セルのアップ
リンクおよびダウンリンク・キャリアをｅＮｏｄｅＢから直接受信していないと想定され
る。したがって、このシナリオにおいては、セカンダリ無線セル内のアップリンクおよび
ダウンリンク・コンポーネント・キャリアの伝播遅延は、プライマリ無線セル内のアップ
リンクおよびダウンリンク・コンポーネント・キャリアの伝播遅延と異なるとやはり想定
され得る。さらに、セカンダリ無線セル内のアップリンク・コンポーネント・キャリアと
ダウンリンク・コンポーネント・キャリアの間に伝播遅延の差はない。
【０３８９】
　プライマリ無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアＵＬ　ＣｏＣａ１に関
するタイミング・アドバンス値ＴＡｅＮｏｄｅＢが知られているとさらに想定される場合
、ユーザ機器は、上述のようにして、この基準タイム・アライメントＴＡｅＮｏｄｅＢと
、プライマリ無線セルおよびセカンダリ無線セルのダウンリンク・コンポーネント・キャ
リアの送信の間の受信時間の差（または伝播遅延の差）とに基づいてセカンダリ無線セル
のアップリンク・コンポーネント・キャリアＵＬ　ＣｏＣａ２上の送信の時間を揃えるこ
とができる。基本的に、上記の同じ式が、項ＴＡＲＲＨをセカンダリ無線セルのアップリ
ンク・コンポーネント・キャリアＵＬ　ＣｏＣａ２に関するタイミング・アドバンス値を
表す項ＴＡＦＳＲで置き換えて再利用され得る。
【０３９０】
　ＦＳＲの利用は－ＦＲＳが透過的に動作しているので－モバイル端末に知られていない
可能性があるので、アグリゲーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）が
、（１つまたは複数の）モバイル端末が基準セルに基づいてタイミング・アドバンス値を
計算することを許されるか否かをそれらのモバイル端末に知らせる可能性がある。アグリ
ゲーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）は、ネットワークの構成を知
っており、ひいては、そのアグリゲーション・アクセス・ポイントの近くの（１つまたは
複数の）ＦＳＲの使用および構成についても知っている可能性がある。
【０３９１】
　アグリゲーション・アクセス・ポイントによるタイミング・アドバンスの構成の方法
　上で既に示されたように、モバイル端末（例えば、ユーザ機器）は、そのモバイル端末
がアグリゲートしている異なる無線セルが由来する位置を知らない可能性がある。したが
って、この場合、モバイル端末は、そのモバイル端末のアップリンクの送信が被る実際の
伝播遅延も知らない。モバイル端末は無線セルのアップリンクとダウンリンクの両方が同
じ位置から送信されるかどうかをやはり知らない可能性がある。そのため、本発明の１つ
のさらなる実施形態において、基準セルに依存してアップリンク・コンポーネント・キャ
リアの時間を揃えるための方法は、例えば、アグリゲーション・アクセス・ポイントがこ
の手順を認めている場合にのみ適用される可能性がある。例えば、３ＧＰＰに基づくモバ
イル通信システムにおいては、ネットワーク・トポロジーならびにノード（アクセス・ポ
イント）の正確な位置ならびに送信および受信アンテナの位置がｅＮｏｄｅＢに知られて
いる。そのため、ｅＮｏｄｅＢだけが、ユーザ機器のアップリンクの送信がユーザ機器に
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よって受信されるダウンリンク信号と同じ伝播遅延を被るかどうかを知っている。
【０３９２】
　モバイル端末（例えば、ユーザ機器）で構成される各セルに関して上記の内容を考慮に
入れて、アグリゲーション・アクセス・ポイント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）は、例えば、
アップリンク・タイム・アライメント構成モード、すなわち、本明細書において既に検討
されたタイミング・アドバンスの計算がアップリンク・コンポーネント・キャリアもしく
はアップリンク・コンポーネント・キャリア・グループに対して適用され得るかどうか、
またはアップリンク・コンポーネント・キャリアもしくはアップリンク・コンポーネント
・キャリア・グループに関する初期タイミング・アドバンスがＲＡＣＨ手順を通じて設定
されるべきであるかどうかをシグナリングする。
【０３９３】
　このシグナリングは、例えば、ＲＡＣＨ手順が時間を揃えるために使用されるべきであ
るかどうか、またはモバイル端末が基準タイミング・アドバンスに基づいてタイミング・
アドバンスを計算することができるかどうかを示すフラグを導入することによって実現さ
れ得る。フラグは、それぞれの個々の無線セルに関して、またはコンポーネント・キャリ
アが等しい伝播遅延にさらされる無線セルのグループに関してシグナリングされ得る。
【０３９４】
　所与の無線セルのアップリンク・コンポーネント・キャリアの時間をどのように揃える
かに関する情報は、無線セル上の送信および受信が開始可能になる前にモバイル端末で利
用できるべきである。したがって、１つの例示的な実装において、タイム・アライメント
構成モードをシグナリングするためのフラグは、無線セルが構成されるときにＲＲＣシグ
ナリングによってモバイル端末に搬送される可能性がある。例えば、タイム・アライメン
ト構成モードを示すためのフラグ（例えば、１ビット）のシグナリング情報は、例えば、
ＲＲＣプロトコルの無線リソース構成メッセージに含まれる可能性がある。
【０３９５】
　同期したおよび非同期のハンドオーバ
　上述の方法は、モバイル端末が１つまたは複数のハンドオーバ先セルの新しいアップリ
ンク・コンポーネント・キャリアをアグリゲートすることになるハンドオーバのシナリオ
においても使用可能である。ハンドオーバ先無線セルに関するＲＡＣＨ手順を実行する代
わりに、モバイル端末は、ハンドオーバ先アグリゲーション・ノード（または基地局／ｅ
ＮｏｄｅＢ）によって制御される基準セルに対して相対的なアップリンク・コンポーネン
ト・キャリアのアップリンクのタイム・アライメントを決定することができる。
【０３９６】
　基準タイミング・アドバンスがハンドオーバ先無線セルにおいて確立されると、モバイ
ル端末（例えば、ユーザ機器）のためにハンドオーバ先アグリゲーション・アクセス・ポ
イント（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）から構成されるさらなる無線セルが、さらなるＲＡＣＨ
手順を使用することなく時間を揃えられ得る。したがって、モバイル端末がハンドオーバ
先アグリゲーション・アクセス・ポイントの制御下のいくつかのアグリゲートされる無線
セルを保有することになるハンドオーバは、新しいハンドオーバ先アグリゲーション・ア
クセス・ポイントの無線セルのために設定されるべきすべてのタイミング・アドバンスに
ついてＲＡＣＨ手順を１つずつ使用する代わりに、非同期のハンドオーバの場合は、単一
のＲＡＣＨ手順のみを使用することによって始まる。
【０３９７】
　ハンドオーバ先アグリゲーション・アクセス・ポイントの制御下の新しい基準セルのタ
イム・アライメントは、上述のように（非同期のハンドオーバに関して）ＲＡＣＨ手順を
通じてか、または同期したハンドオーバを用いるときに、ハンドオーバ元アグリゲーショ
ン・アクセス・ポイント（すなわち、モバイル端末がそこから新しい／ハンドオーバ先ア
クセス・ポイントにハンドオーバされるアクセス・ポイント、例えば、ｅＮｏｄｅＢ）を
通じてハンドオーバ先無線セルのうちの１つに関するタイミング・アドバンス値を構成す
ることによってかのどちらかで得られる可能性がある。後者の場合、ＲＡＣＨ手順は、ハ
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ンドオーバ先セルにおいてまったく必要とされない可能性がある。
【０３９８】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａなどの３ＧＰＰに基づくモバイル通信ネットワークに関連する本
発明の１つの例示的な実施形態においては、（アグリゲーション・アクセス・ポイントと
して働く）ハンドオーバ元ｅＮｏｄｅＢが、ハンドオーバを実行するようにユーザ機器に
命じるＲＲＣコネクション再構成メッセージをユーザ機器に送信することによってハンド
オーバを開始する。ＲＲＣコネクション再構成メッセージは、ユーザ機器によって構成さ
れるべきハンドオーバ先無線セルを制御する（新しいアグリゲーション・アクセス・ポイ
ントとして働く）新しいｅＮｏｄｅＢについてユーザ機器に知らせる。さらに、ＲＲＣコ
ネクション再構成メッセージは、ユーザ機器によって構成されるべき無線セルを示す。任
意選択で、すなわち、同期したハンドオーバの場合に、ＲＲＣコネクション再構成メッセ
ージは、ハンドオーバ先ｅＮｏｄｅＢの制御下のアップリンク・コンポーネント・キャリ
ア（またはアップリンク・コンポーネント・キャリア・グループ）に関するタイミング・
アドバンスを設定するためのタイミング・アドバンス値も含む。
【０３９９】
　非同期のハンドオーバの場合、ユーザ機器は、ハンドオーバ先無線セルのダウンリンク
の同期を確立し、アップリンク・コンポーネント・キャリアのうちの１つでＲＡＣＨ手順
を実行してこのアップリンク・コンポーネント・キャリア（またはこのアップリンク・コ
ンポーネント・キャリアが属するアップリンク・コンポーネント・キャリア・グループ）
に関するタイム・アライメントを確立する。タイム・アライメントが確立される、すなわ
ち、タイミング・アドバンス値が設定されると、ユーザ機器によって構成されたその他の
アップリンク・コンポーネント・キャリアが、本明細書において上で概説された方法によ
って時間を揃えられ得る。したがって、非同期のハンドオーバの場合、ユーザ機器は、た
だ１つだけＲＡＣＨ手順を実行する必要があるが、すべてのアップリンク・コンポーネン
ト・キャリアの時間を揃えることができる。
【０４００】
　ｅＮｏｄｅＢが（例えば、ＲＲＣ制御シグナリングによって）基準セルに基づいてタイ
ミング・アドバンス値を計算することを許さない場合、ユーザ機器は、タイミング・アド
バンス値が基準セルのタイミング・アドバンスに基づいて構成され得ないアップリンク・
コンポーネント・キャリアの時間を揃えるために２つ以上のＲＡＣＨ手順を実行する必要
がある可能性がある。例えば、ＲＲＣコネクション再構成メッセージが、どのハンドオー
バ先無線セルに関してユーザ機器が基準セルに基づいてタイミング・アドバンスを計算す
ることができるかを示す可能性がある。
【０４０１】
　同期したハンドオーバの場合、ＲＡＣＨ手順はまったく必要とされない。基準として働
くハンドオーバ先無線セルに関する初期基準タイミング・アドバンスが、ハンドオーバ元
ｅＮｏｄｅＢによってユーザ機器に提供される。次いで、（例えば、ｅＮｏｄｅＢが、基
準タイミング・アドバンスに基づくそれぞれの無線セルのタイム・アライメントを認める
場合）ハンドオーバ先ｅＮｏｄｅＢによって制御されるすべての残りの無線セルが、上述
の方法を用いて時間を揃えられ得る。図１２に示されるように、ハンドオーバの遅延が最
小化される。ユーザ機器は、（基準セルとして働く）ハンドオーバ先セルのうちの１つの
ダウンリンクの同期を確立し、ＲＲＣコネクション再構成メッセージでｅＮｏｄｅＢによ
って与えられたようにタイミング・アドバンスを設定する。そのとき、ユーザ機器は、（
１つまたは複数の）その他のアップリンク・コンポーネント・キャリアまたはコンポーネ
ント・キャリア・グループに関するタイミング・アドバンス値を計算することのみを必要
とし、次に、ＲＲＣコネクション再構成完了メッセージを新しいｅＮｏｄｅＢに送り返し
てハンドオーバを終了することができる。
【０４０２】
　したがって、基準セルに対して相対的なアップリンク・コンポーネント・キャリアのタ
イム・アライメントのための（１つまたは複数の）タイミング・アドバンスの計算は、同
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期したハンドオーバと非同期のハンドオーバの両方に関して、従来技術の方法と比較され
たとき、ハンドオーバの遅延を大幅に削減し、ひいては、この手順に関連するレイテンシ
ーおよび遅延を削減することができる。
【０４０３】
　本発明の別の態様は、サービング・セルの時間が揃っていないアップリンクの時間を揃
えること、およびサービング・セルの時間が揃っていないアップリンクの時間を揃えるた
めに使用されるタイミング情報をアグリゲーション・アクセス・ポイントに送信すること
である。
【０４０４】
　以下の特定のシナリオが想定されるが、本発明を限定するものと見なされるべきでなく
、本発明の原理を説明するための例であると見なされるべきである。基準セルはＰセルで
あり、目標セルはＳセルであると想定される。アグリゲーション・アクセス・ポイントは
、ｅＮｏｄｅＢであると想定される。
【０４０５】
　図２３は、本発明の一実施形態によるタイム・アライメント手順を可能にするためにモ
バイル端末ＵＥおよびｅＮｏｄｅＢによって実行されるさまざまなステップと、それらの
モバイル端末ＵＥとｅＮｏｄｅＢの間で交わされるメッセージとを示すシグナリング図を
開示する。
【０４０６】
　モバイル端末ＵＥは、そのモバイル端末ＵＥがｅＮｏｄｅＢとデータを交換するＰセル
を構成済みである。モバイル端末ＵＥのＰセルは、アップリンクにおいて既に時間が揃っ
ており、すなわち、Ｐセル上でモバイル端末ＵＥによってなされるアップリンクの送信は
、ｅＮｏｄｅＢにおけるそれらの送信の受信がこのセル上のその他のモバイル端末ＵＥの
アップリンクの送信の受信と同期されるようなタイミングでモバイル端末ＵＥによって行
われる。Ｐセルは、ＲＡＣＨ手順がコンテンション・ベースであろうと、または非コンテ
ンション・ベースであろうと（図７および８参照）、背景技術のセクションで説明された
ようにＲＡＣＨ手順を実行することによって最初にアップリンクの時間を揃えられた。
【０４０７】
　基準がアップリンクの時間が揃ったＳセルであると想定して、本発明の原理を用いてＰ
セルを最初に同期することが理論的には可能であるが、それは比較的有利でないと思われ
る。しかし、以下の説明は、ＵＥが複数のサービング・セルをアグリゲートする場合につ
いては、Ｐセルが常にアップリンクの同期をとられ、例えば、ＰＵＣＣＨはＰセル上で送
信されるので、Ｐセルが、ＲＡＣＨ手順を用いてアップリンクにおいて最初に同期され、
（ＲＡＣＨ手順はより正確であるので）「最良の」アップリンク・タイム・アライメント
を有すると想定する。
【０４０８】
　この時点で、モバイル端末ＵＥは、セカンダリ・セル、Ｓセルを用いて構成されるが、
Ｓセルはアップリンクにおいてまだ時間が揃っていない。例えば、Ｓセルが、構成された
ばかりであるか、または前にアップリンクの時間が揃っていたＳセルが、そのＳセルのア
ップリンクの同期を失った（例えば、タイミング・アドバンスのタイマが切れる）。いず
れにせよ、モバイル端末ＵＥは、今や、Ｓセルを通じてｅＮｏｄｅＢにアップリンクのデ
ータを送信することができるようになるためにアップリンクのタイム・アライメントを実
現しなければならない。以下のステップが、図２３によって例示されるように実行される
。
【０４０９】
　１．モバイル端末ＵＥが、測定を実行して、Ｐセルおよび／またはＳセルにおける送信
／受信の特定のタイミング情報を決定する。以下でさらに詳細に説明されるように、モバ
イル端末ＵＥにおいて決定され得るさまざまなタイミング情報がある。端末が測定するタ
イミング情報は、そのタイミング情報が、既に時間が揃っており、したがって、Ｓセルの
タイム・アライメントのための基準として働くＰセルのアップリンクのタイム・アライメ
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ントを考慮することによってＳセルに関するタイミング・アドバンスを端末が決定するこ
とを可能にするようなものである。
【０４１０】
　ステップ４ａ、４ｂ、または４ｃに関して、ｅＮｏｄｅＢに送信される可能性がある測
定の情報は、その情報がｅＮｏｄｅＢにまだ知られていない。したがって、モバイル端末
ＵＥとｅＮｏｄｅＢとの間のＰセルおよび／またはＳセル上で実行される信号のやりとり
の送信および／または受信タイミングの情報などの、ｅＮｏｄｅＢでは分からないタイミ
ングに関するようなものであることに留意することが重要である。
【０４１１】
　２．モバイル端末ＵＥが、測定の情報を用いてＳセルに関するタイミング・アドバンス
を決定する。決定は、測定の情報と、Ｐセルのアップリンクのタイム・アライメントに関
連する情報とに基づく。これをどのように実現するかのさまざまな可能性があり、以下の
説明は、それらの可能性をより詳細に検討する。
【０４１２】
　好ましくは、Ｓセルに関するこのタイミング・アドバンスは、Ｓセル上のｅＮｏｄｅＢ
からのダウンリンクの送信の到着の時間に対してモバイル端末ＵＥによって適用される絶
対的な値として、すなわち、規格から分かる初期タイミング・アドバンス値と同様にモバ
イル端末ＵＥによって決定される。代替的に、決定されるタイミング・アドバンスは、Ｐ
セルのために使用されるタイミング・アドバンスに対して相対的であしたがって、時間が
揃ったＰセル上のモバイル端末ＵＥによるｅＮｏｄｅＢへのアップリンクの送信の送信時
間に対して、またはＰセル上のｅＮｏｄｅＢからのダウンリンクの送信の到着時間に対し
てモバイル端末ＵＥが値を適用することを可能にすることもできる。
【０４１３】
　ステップ４ａ、４ｂ、または４ｃに関して、Ｓセル上のアップリンクの送信に関してモ
バイル端末ＵＥによって決定されるタイミング・アドバンスは、モバイル端末ＵＥがＳセ
ル上でＲＡＣＨ手順を実行するか、またはＳセル上のアップリンクの送信に対して適用さ
れるべきＴＡコマンドを受信する場合を除いてｅＮｏｄｅＢにやはり知られていない。
【０４１４】
　理論的には、ｅＮｏｄｅＢは、アップリンクの送信がＰセルおよびＳセル上で実行され
ると、ＰセルおよびＳセル上のアップリンクの送信の間の相対的な時間差を測定すること
によってタイミング・アドバンスを決定し得る。しかし、そのような測定は、ＵＥが、同
じＳセル上のその他のアップリンクの送信との干渉を生むＳセル上の誤ったタイミング・
アドバンスで送信することを要求する。そのような干渉は、概して避けられる。許容でき
ない干渉を別としても、測定はあまり正確ではない。言い換えると、ｅＮｏｄｅＢがモバ
イル端末ＵＥによって使用するためのタイミング・アドバンスを測定する理論的可能性は
あっても、実際には、その時間差の測定は、Ｓセル上のタイミング・アドバンスの正確な
決定を可能にしない。
【０４１５】
　それとは対照的に、ランダム・アクセス手順に基づくタイム・アライメントは、Ｓセル
上のその他のアップリンクの送信との干渉を防ぐ。ＲＡＣＨプリアンブルは、ｅＮｏｄｅ
Ｂ側での何らかの良好な検出を可能にするために、背景技術のセクションで説明された何
らかの特定の特性を有することに留意されたい。
【０４１６】
　言い換えると、ｅＮｏｄｅＢがモバイル端末ＵＥによって使用するためのタイミング・
アドバンスを測定する理論的可能性はあっても、実際には、その時間差の測定は、Ｓセル
上のタイミング・アドバンスの正確な決定を可能にしない。
【０４１７】
　しかし、（ステップ１のように）モバイル端末が測定の情報をｅＮｏｄｅＢに提供する
ことにより、ｅＮｏｄｅＢが、ステップ２においてモバイル端末ＵＥによって決定される
Ｓセルに関するタイミング・アドバンスと同様のＳセルに関するタイミング・アドバンス
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を計算することができる。測定および／またはＳセルに関するタイミング・アドバンスの
送信された情報は、ｅＮｏｄｅＢがＳセルにおける時間を揃えるプロセスを制御すること
を可能にすることが、後で説明される。さしあたっては、ｅＮｏｄｅＢが、モバイル端末
ＵＥと同様にして、すなわち、測定の情報と、Ｐセルのアップリンクのタイム・アライメ
ントに関連する情報とに基づいてＳセルに関するタイミング・アドバンスをやはり決定で
きることに留意することが重要である。
【０４１８】
　３．Ｓセルに関する決定されたタイミング・アドバンスを用いて、モバイル端末ＵＥが
、Ｓセルのアップリンクの送信タイミングの時間を揃えることができる。どれだけ正確に
アップリンクの送信タイミングが調整されるかは、決定されたタイミング・アドバンスの
具体的な種類に依存する。決定されたタイミング・アドバンス情報が適用されるべきタイ
ミング・アドバンスの絶対的な値である場合、モバイル端末ＵＥは、タイミング・アドバ
ンス情報で示される時間の量によって、Ｓセル上で受信されるダウンリンクのサブフレー
ムの始まりに対して相対的にそのモバイル端末ＵＥのアップリンクの送信タイミングを設
定する。代替的に、タイミング・アドバンスがモバイル端末ＵＥによってＰセルのタイミ
ング・アドバンスに対して相対的に決定される場合、モバイル端末ＵＥは、タイム・アド
バンス情報で示される時間の量によって、時間が揃ったＰセル上で送信されるアップリン
クのサブフレームの始まりに対して相対的に、またはＰセル上のダウンリンクの送信に対
して相対的にそのモバイル端末ＵＥのアップリンクの送信タイミングを設定する。
【０４１９】
　したがって、モバイル端末ＵＥは、Ｓセルのそのモバイル端末ＵＥのアップリンクの時
間を揃え、次に、受信されたアップリンクの許可に基づいてスケジューリングされたアッ
プリンクの送信の送信を開始することができる。
【０４２０】
　４ａ、４ｂ、または４ｃ。モバイル端末ＵＥが、ステップ１の測定および／またはステ
ップ２のタイミング・アドバンスに関する情報をｅＮｏｄｅＢに送信して、ｅＮｏｄｅＢ
がＳセルのタイミング・アライメントをよりうまく制御することを可能にする。
【０４２１】
　測定および／または決定されたタイミング・アドバンスの情報を送信することは、必ず
しも、モバイル端末ＵＥがＳセル上のアップリンクの送信の時間を揃えるために決定され
たタイミング・アドバンスを適用した後に（すなわち、ステップ４ｃとして）実行されな
い。代替的に、モバイル端末ＵＥは、ステップ１の測定に関する情報を、ステップ１にお
けるその情報の測定の直後に（すなわち、図２３のステップ４ａ）、または決定ステップ
２の後に（すなわち、ステップ４ｂ）、またはステップ３におけるＳセル上のアップリン
クの送信のタイム・アライメントの後に（すなわち、ステップ４ｃ）ｅＮｏｄｅＢに送信
する可能性がある。別の代替的な方法によれば、モバイル端末は、ステップ２の決定され
たタイミング・アドバンスを、ステップ２におけるそのタイミング・アドバンスの決定の
直後に（すなわち、図２３のステップ４ｂ）、またはステップ３のＳセル上のアップリン
クの送信のタイム・アライメントの後に（すなわち、ステップ４ｃ）ｅＮｏｄｅＢに送信
する可能性がある。概して、モバイル端末によって実行されたタイミングの測定のレポー
トのタイミングは、後で説明されるように多様である可能性があり、周期的か、またはイ
ベント・トリガ式か、またはｅＮｏｄｅＢによって要求されるかのいずれかである可能性
がある。
【０４２２】
　既に説明されたように、ｅＮｏｄｅＢは、ステップ４ａにおける測定の送信された情報
に基づいて、ステップ２においてモバイル端末ＵＥによって決定されるＳセルに関するタ
イミング・アドバンスと同様のＳセルに関するタイミング・アドバンスをやはり決定する
ことができる。両方の送信された情報の間の変換が可能なｅＮｏｄｅＢを用いる場合、上
述の代替的な方法は、送信される情報に関して均等な代替的な方法であると見なされ得る
。
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【０４２３】
　上で説明されたように、本発明によってもたらされるさまざまな利点がある。第１に、
異なるコンポーネント・キャリア、すなわち、セルに対して異なるタイミング・アドバン
スを適用するための手順が、実施される。したがって、Ｓセルの伝搬がＰセルと異なる状
況で、アップリンクのタイミングが、可能なときは、各セルに関して別々に調整され得る
。さらに、Ｓセルにおいてランダム・アクセス手順を実行することが、避けられる可能性
がある。さらに、ＲＡＣＨ手順を避けることが、電力制限のための複雑な優先順位付け規
則、または電力増幅器の問題などのいくつかの問題を回避する。
【０４２４】
　加えて、本発明に関するアップリンク同期プロセスは、ＲＡＣＨ手順が実行される場合
と比較して高速である。後で詳細に示されるように、これは、アップリンクの時間が揃っ
ていないＳセルのアクティブ化に関して特に重要である。さらに、測定および／またはＳ
セルに関するタイミング・アドバンス値の情報のｅＮｏｄｅＢへの送信が、ｅＮｏｄｅＢ
がＳセルのタイミング・アドバンスの変化を追跡することと、ｅＮｏｄｅＢがモバイル通
信システムにおいてＳセル上のアップリンクの送信の時間を揃えることを制御することと
を可能にする。
【０４２５】
　以下で、本発明のより具体的な実施形態が、図２４および２５を参照して説明される。
【０４２６】
　図２４は、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳセル２が、ｅＮｏｄｅＢによって異なるＵＥ、
すなわちＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３に提供されるシナリオを示す。セカンダリ・サービング
・セルＳセル１およびＳセル２上で送信／受信される信号を増幅するが、Ｐセル上で送信
／受信される信号は増幅しない、Ｓセル１およびＳセル２によって使用される周波数用に
構成される周波数選択的リピータ（ＦＳＲ）が、設けられる。図２４に示されるように、
Ｐセルのカバレッジは、Ｓセルのカバレッジよりも広い。
【０４２７】
　図２４の下の部分には、Ｓセル１または２とＰセルとの間のモバイル端末におけるダウ
ンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）が、セル内のＵＥの位置
に対してグラフに描かれている。ダウンリンクの受信時間の差は、ＵＥがＳセル上でｅＮ
ｏｄｅＢからダウンリンクのサブフレームを受信する時点と、ＵＥがＰセル上でｅＮｏｄ
ｅＢからダウンリンクのサブフレームを受信する時点との間の差である。
【０４２８】
　この特定のシナリオにおいては、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳセル２に関する異なるア
ップリンクのタイミング・アドバンスの必要性が、ＵＥの位置に応じて変わる。より詳細
には、３つのＵＥが図２４に示され、ＵＥ１は、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳセル２のカ
バレッジ内のＡに位置し、ＵＥ２は、ｅＮｏｄｅＢによって提供されるＳセル１／Ｓセル
２に関するカバレッジと、ＦＳＲによって提供されるＳセル１／Ｓセル２に関するカバレ
ッジとの重なる領域のＢに位置し、ＵＥ３は、ｅＮｏｄｅＢによって提供されるＳセル１
／Ｓセル２に関するカバレッジの外であるが、ＦＳＲによって提供されるＳセル１／Ｓセ
ル２に関するカバレッジの中であるＣに位置する。
【０４２９】
　位置Ａから位置Ｂまでは、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳセル２が、同じ送信ノード、例
えば、ｅＮｏｄｅＢによってＵＥに提供される。したがって、３つのセルの伝播遅延は実
質的に同じであるはずであり、したがって、ダウンリンクの受信時間の差は無視できるは
ずである。結果として、同じタイミング・アドバンスが、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳセ
ル２に対して使用され得る。一方、位置Ｂにおいては、ＦＳＲからのＳセル１／Ｓセル２
に関する信号の方が、ｅＮｏｄｅＢからのＳセル１／Ｓセル２に関する信号よりも強く、
それに応じて、位置ＢのＵＥ２は、ｅＮｏｄｅＢからのＰセル上で信号を受信し、ＦＳＲ
からのＳセル１／Ｓセル２上で信号を受信すると想定される。したがって、Ｐセルの信号
とＳセル１／Ｓセル２の信号の間で伝搬が異なり、この違いが、ＰセルとＳセル１／Ｓセ
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ル２の間の異なるダウンリンクの受信タイミングをもたらす。図２４の下の部分から明ら
かなように、ＰセルとＳセル１／Ｓセル２の間の、ＵＥ２によって測定されたグラフに描
かれたダウンリンクの受信時間の差は、ＵＥ２が（ｅＮｏｄｅＢからの）１つの受信経路
から（ＦＳＲからの）別の受信経路に切り替わる瞬間に特定の値に突然変化する。
【０４３０】
　この例示的なシナリオでは、位置Ｂにおいて、Ｐセルの経路とＳセル１／Ｓセル２の経
路の間の経路長の差がその最大であるため、ダウンリンクの受信時間の差もその最大であ
る。ダウンリンクの受信時間の差は、ＵＥがＦＳＲに向かってさらに移動するにつれて下
がり、まさにＦＳＲの位置で最小であり、ダウンリンクの受信時間の差は、主に、Ｓセル
１／Ｓセル２に関する増幅された信号の受信、処理、および送信のためのＦＳＲの時間で
ある。ＦＳＲから離れて移動するとき、ダウンリンクの受信時間の差は、再び増加する。
【０４３１】
　したがって、ＵＥ２およびＵＥ３は、Ｐセルに対して使用されるのと同じタイミング・
アドバンスをＳセル１／Ｓセル２に対して使用することはできず、それらのＳセル１／Ｓ
セル２に対して別個のアップリンクのタイミング・アドバンスを構成しなければならない
。しかし、このシナリオでは、Ｓセル１およびＳセル２に関する伝播遅延は同じであるの
で、同じタイミング・アドバンスが、Ｓセル１およびＳセル２に対して使用され得る。
【０４３２】
　本発明の中心的な考えの１つは、アップリンクの時間が揃ったＰセルのアップリンクの
タイミングに対して相対的なＳセルに関するタイミング・アドバンスを決定することであ
る。特に、Ｓセルにおけるアップリンクの送信を同期するためにＵＥ３によって使用され
るタイミング・アドバンスは、アップリンクの時間が揃ったＰセルのアップリンクのタイ
ミングに関連して定義される。以下のタイミングの関係が、Ｐセルのタイミング・アドバ
ンスＴＡＰＣｅｌｌおよびその他のパラメータに関連してＳセルに関するタイミング・ア
ドバンスＴＡＳＣｅｌｌに当てはまる。
　ＴＡＰＣｅｌｌ＝ＰＤＵＬ＿ＰＣｅｌｌ＋ＰＤＤＬ＿ＰＣｅｌｌ　　　　　（式７）
　ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＰＤＵＬ＿ＳＣｅｌｌ＋ＰＤＤＬ＿ＳＣｅｌｌ＝ＰＤＵＬ＿ＰＣｅｌ

ｌ＋ＰＤＤＬ＿ＰＣｅｌｌ＋（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ＋ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣ

ｅｌｌＰＤＵＬ）
　＝ＴＡＰＣｅｌｌ＋（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ＋ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌ

ＰＤＵＬ）
ここで、ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬは、ＰセルおよびＳセルのダウンリンクの伝
播遅延の間の差であり、ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＵＬは、ＰセルおよびＳセルのア
ップリンクの伝播遅延の間の差である。
【０４３３】
　ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬがＳセルに関するアップリンクおよびダウンリンクの伝播
遅延の間の差である以下の代入
　ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＵＬ＝ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ＋ΔＳＣｅｌ

ｌＰＤＵＬ－ＤＬ　　　　　（式８）
が式
　ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＴＡＰＣｅｌｌ＋２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ－ΔＳＣｅ

ｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ　　　　　（式１１）
をもたらす。
【０４３４】
　ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬがＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の
差、すなわち、Ｐセル上のｅＮｏｄｅＢからのダウンリンクの送信のＵＥ３における受信
と、Ｓセル上のｅＮｏｄｅＢからのダウンリンクの送信のＵＥ３における受信との間の時
間の差であり、ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬがＰセルとＳセルの間のダウンリンク
の送信時間の差、すなわち、Ｐセル上のＵＥ３へのダウンリンクの送信のｅＮｏｄｅＢに
おける送信と、Ｓセル上のＵＥ３へのダウンリンクの送信のｅＮｏｄｅＢにおける送信と
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の間の時間の差である以下の代入
　ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ＝ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ΔＳＣｅｌ

ｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ　　　　　（式１２）
が式
　ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＴＡＰＣｅｌｌ＋２・（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ΔＳＣ

ｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）－ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ　　　　　（式１３）
　＝ＴＡＰＣｅｌｌ＋２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣ

ｅｌｌＴｘＤＬ－ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ　　　　　（式１４）
をもたらす。
　表現を変えると、Ｓセルのタイミング・アドバンスは、以下に基づいて計算され得る。
　●Ｐセルのタイミング・アドバンス
　●ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の差
　●ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差
　●Ｓセル上のアップリンクとダウンリンクの間の伝播遅延の差
【０４３５】
　基本的に、Ｐセルのタイミング・アドバンスは、ｅＮｏｄｅＢとＵＥ３の両方に知られ
ている。
【０４３６】
　ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤ

Ｌ）は、ｅＮｏｄｅＢでは分からないが、ＵＥ側で測定され得る。
【０４３７】
　図２７に関連してより明確になるように、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時
間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬは、ｅＮｏｄｅＢによってのみ知られ、ＵＥ３
には分からない。図２６の特定の実施形態においては、ＰセルとＳセルの間のダウンリン
クの送信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）は、０であり、後で説明される
図２７の実施形態に関しては、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差（ΔＳ

Ｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）は、０でない。
【０４３８】
　図１５、１６、および１７の例に関連して、式１３および式１４のタイミング・アドバ
ンスＴＡＳＣｅｌｌの定義が、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差（ΔＳ

Ｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）およびＳセル上のアップリンクとダウンリンクの間の伝
播遅延の差（ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ）をさらに考慮し、したがってさらに正確であ
る。換言すれば、図２６に関連して考慮されるように、ＰセルとＳセルの間の送信時間の
差がなく（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ＝０）、Ｓセル上のアップリンクとダウン
リンクの間の伝播遅延の差がなく（ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ＝０）動作するように構
成されたモバイル通信システムにおいては、式１４は、図１５、１６、および１７の例の
式に対応する。
【０４３９】
　サービング・セルＳセルのアップリンクとダウンリンクの間の伝播遅延の差は、本発明
の目的では無視できると想定される。より具体的には、アップリンク方向およびダウンリ
ンク方向の伝播遅延は、各キャリアに関して同じであると想定される。３ＧＰＰ　ＷＧ　
ＲＡＮ４によって行われたシミュレーションは、同じ受信ノード（すなわち、ｅＮｏｄｅ
Ｂ）に関して、伝播タイミングの差が、９７～９８％のケースで１ＴＡステップ未満（約
０．５μｓ）であり、１００％のケースで５ＴＡステップ未満であることを示す、帯域内
キャリア・アグリゲーションに関するシミュレーションされた伝播遅延の差の結果をもた
らした。これにしたがえば、ＳＩＢ－２でリンクされるＤＬおよびＵＬのキャリアの対に
関して、アップリンクとダウンリンクの間の周波数ギャップは、異なる周波数帯域の間よ
りもいっそう小さくなり、その結果、所与のセルに関するＵＬ方向とＤＬ方向の間の伝播
タイミングの差はよりいっそう小さくなり、したがって、本発明にとっては無視できる。
【０４４０】
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　上記の内容を想定し、モバイル端末ＵＥがＳセルのタイミング・アドバンスを計算する
ことを考慮すると、モバイル端末ＵＥは、以下の式１５によって定義されるように、すな
わち、Ｐセルのタイミング・アドバンス（ＴＡＰＣｅｌｌ）と、ＰセルとＳセルの間のダ
ウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）とに基づいて、Ｓセル
上のアップリンクの送信に関するタイミング・アドバンスを近似することができる。Ｐセ
ルおよびＳセル１／Ｓセル２に関して異なるアップリンクのタイミング・アドバンスを有
する図２７に例示されるモバイル通信システムの場合、モバイル端末によって決定される
タイミング・アドバンスは、Ｓセル１／Ｓセル２に関する正確なタイミング・アドバンス
を近似するに過ぎないことに留意されたい。
【０４４１】
　将来のリリースにおいては、モバイル端末ＵＥが、複数の異なるｅＮｏｄｅＢへのアッ
プリンクの送信を同時に実行する、すなわち、アップリンクにおいて協調マルチポイント
（ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｍｕｌｔｉ－ｐｏｉｎｔ）（ＣＯＭＰ）送信を実行する可能
性がある。２つの異なるｅＮｏｄｅＢは同じダウンリンクのタイミングを用いることを要
求されないので、Ｐセルを提供する第１のｅＮｏｄｅＢ１と、Ｓセルを提供するｅＮｏｄ
ｅＢ２との間の送信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）が、Ｓセル上のアッ
プリンクの送信の時間を揃えるときに考慮される必要がある。この値がないと、モバイル
端末は、やはり、Ｓセル上のアップリンクの送信に関するタイミング・アドバンスを近似
することしかできない。
【０４４２】
　したがって、モバイル端末によって実行された測定および／またはモバイル端末によっ
て決定されたＳセルに関するアップリンクのタイム・アライメントの情報に基づいて、ｅ
ＮｏｄｅＢだけが、Ｓセル上でモバイル端末によって実行されるアップリンクの送信の正
確なタイム・アライメントを保証することができる。換言すれば、ｅＮｏｄｅＢへのモバ
イル端末によるこのタイミング情報の送信が、例えば、協調マルチポイント（ＣＯＭＰ）
送信の場合に、モバイル端末におけるＳセルに関するタイム・アライメント・プロセスを
ｅＮｏｄｅＢが正確に制御することを可能にする。
【０４４３】
　上記の考察の結果として、ＵＥ３に関するＳセルのアップリンク・タイム・アライメン
トのための本発明のより詳細な実施形態が、図２５を参照して以下で示される。
【０４４４】
　図２５のステップ１において、ＵＥ３が、ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－

ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ、特に、ＵＥ３がＰセルからの１つのサブフレームの始まりを受信す
る時間と、ＵＥ３がＰセルから受信されたそのサブフレームに時間的に最も近いＳセルか
らの１つのサブフレームの対応する始まりを受信する時間との間の時間差を測定する。そ
れに対応して、ＵＥ３は、ΔＳＣｅｌｌ１－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬおよびΔＳＣｅｌｌ２－

ＰＣｅｌｌＲｘＤＬを結果としてもたらす、２つのＳセルのそれぞれに関する測定を実行
する。このシナリオにおいては、ダウンリンクの受信時間の差は、Ｓセル１およびＳセル
２に関して実質的に同じになる。１つのＳセルに関するダウンリンクの受信時間の差が、
図２６に見られ得る。
【０４４５】
　ステップ２において、ＵＥ３が、測定結果を用いてＳセルに関するタイミング・アドバ
ンスを計算する。ダウンリンクの受信時間の差は両方のＳセルに関して同じであるので、
ＵＥ３は、両方のＳセルのアップリンクの時間を揃えるためにＵＥ３によって使用され得
る１つのタイミング・アドバンスのみを計算する。この実施形態の想定を考慮すると、Δ

ＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬとΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬは両方とも０であると見
なされ得るので、上で検討された式１４は、
　ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＴＡＰＣｅｌｌ＋２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ　　　　　
（式１５）
のように簡潔に書くことができる。
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【０４４６】
　したがって、モバイル端末は、（１つまたは複数の）受信されたダウンリンクの受信時
間の差ΔＳＣｅｌｌ１－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ／ΔＳＣｅｌｌ２－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬとＰ
セルに関する知られているタイム・アドバンスとを用いて、式１５にしたがってＳセル１
およびＳセル２に関するタイム・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２を計算する
。
【０４４７】
　図２５のステップ４ｂにおいて、ＵＥ３は、測定の結果、すなわち、ダウンリンクの受
信時間の差ΔＳＣｅｌｌ１－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬおよび／もしくはΔＳＣｅｌｌ２－ＰＣ

ｅｌｌＲｘＤＬ、ならびに／またはＳセルに関する計算されたタイミング・アドバンスＴ
ＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２を好ましくはＰセルのＰＵＳＣＨを用いてｅＮｏｄｅＢに
送信する。代替的に、両方のダウンリンクの受信時間の差が同じであるので、ＵＥ３は、
２つの測定値のうちの一方および／または計算されたタイミング・アドバンスのうちの一
方のみを送信する可能性がある。
【０４４８】
　ステップ３において、ＵＥ３が、標準的な初期タイミング・アドバンスがＵＥによって
適用されるのと同様にして、Ｓセル１およびＳセル２のダウンリンクの無線フレームの始
まりに対して相対的に、計算されたタイミング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌ

ｌ２を適用する。
【０４４９】
　このようにして、ＵＥ３は、Ｓセル１およびＳセル２のアップリンクの時間を揃え、受
信されたアップリンクのスケジューリングの許可にしたがってそれらのＳセル上でアップ
リンクの送信を開始することができる。最初アップリンクの許可は、通常、標準的なＲＡ
ＣＨ手順内のＲＡＲメッセージの一部である。本発明においては、ＲＡＣＨ手順はＳセル
上で実行されないので、Ｓセルに関する最初のアップリンクの許可は、ＰＤＣＣＨを介し
てＵＥ３に任意の方法で任意の時間に送信され得る。
【０４５０】
　ＵＥ３は、Ｓセル１およびＳセル２に関するアップリンクの許可を用いて、アップリン
クの送信をｅＮｏｄｅＢに送信する。これが、１つのＳセルに関して図２５に示される。
ＵＥ３は、タイミング・アドバンス値ＴＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２の分だけ「シフトす
る」ことによって、Ｓセルに関するダウンリンクの無線フレームの受信の時間ＴＤＬ＿Ｒ

Ｘ＿ＳＣｅｌｌに対して相対的にＳセルに関するアップリンクの無線フレームの送信の時
間ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＳＣｅｌｌを設定する。
【０４５１】
　Ｓセル上のそのような時間が揃ったアップリンクの送信は、伝播遅延ＰＤＵＬ＿ＳＣｅ

ｌｌの後、ｅＮｏｄｅＢにおいてＴＵＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌで受信される。
【０４５２】
　ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ１－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬおよび／もしくはΔ

ＳＣｅｌｌ２－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ、ならびに／またはＳセルに関する計算されたタイミ
ング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２に関する情報をステップ４ｂにおいて
ＵＥ３から受信したので、ｅＮｏｄｅＢが、Ｓセル上のアップリンクの送信のタイム・ア
ライメントを制御することを可能にされる（ステップ７）。
【０４５３】
　特に、上述のように、ＵＥ３は、ダウンリンクの受信時間の差および／または計算され
たタイミング・アドバンスをｅＮｏｄｅＢに送信し、ｅＮｏｄｅＢが自身で測定または導
出できない情報をｅＮｏｄｅＢに提供する。ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ１

－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬおよび／もしくはΔＳＣｅｌｌ２－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ、ならびに
／またはＳセルに関する計算されたタイミング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌ

ｌ２に基づいて、ｅＮｏｄｅＢは、Ｓセルで使用されるべきタイム・アドバンスがＳセル
上のＵＥ３による正確に時間が揃ったアップリンクの送信を可能にするかどうかを判定す
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ることができる。
【０４５４】
　例示的に、受信された（ステップ２においてＵＥ３によって計算される）Ｓセルに関す
るタイミング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２がＳセル上のアップリンクの
送信の十分なタイム・アライメントを可能にするかどうかを判定する。そのために、ｅＮ
ｏｄｅＢは、受信された値を、ｅＮｏｄｅＢが式１４にしたがって３つの値、すなわち、
Ｐセルのタイミング・アドバンス、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の差、
およびＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差に基づいて決定するＳセルに関
するタイミング・アドバンス値と比較することができる。Ｓセルに関する受信されたタイ
ミング・アドバンスと決定されたタイミング・アドバンスとの間の差が閾値よりも大きい
場合、ｅＮｏｄｅＢは、Ｓセルで使用されるべきタイミング・アドバンスがＳセル上のＵ
Ｅ３による正確な時間が揃ったアップリンクの送信を可能にしないと判定する。
【０４５５】
　ＵＥ３によって計算されたタイミング・アドバンスがＳセル上のアップリンクの送信の
時間を揃えるために十分であるかどうかのこの例示的な判定は、実際のアップリンクの送
信がＳセル上でＵＥ３によって実行される前に行われ得る。
【０４５６】
　代替的に、受信された（ステップ２においてＵＥ３によって計算される）Ｓセルに関す
るタイミング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２がＳセル上のアップリンクの
送信の正確なタイム・アライメントを可能にするかどうかを判定する。そのために、ｅＮ
ｏｄｅＢは、モバイル通信システムの無線セルの配置のそのｅＮｏｄｅＢの知識に基づい
て、ＰセルとＳセルとの間のＵＥ３によって測定されたダウンリンクの受信時間の差が正
確であるように見えるか否かを判定することができる。またはｅＮｏｄｅＢは閾値に基づ
いて、受信されたタイミング・アドバンスがＳセル上のＵＥ３によるアップリンクの送信
の時間を揃えるために十分であるかどうかを区別することができる。ＵＥ３によって計算
されたタイミング・アドバンスがＳセル上のアップリンクの送信の時間を揃えるために十
分であるかどうかの判定は、この場合も、実際のアップリンクの送信がＳセル上でＵＥ３
によって実行される前に行われ得る。
【０４５７】
　さらに、ＵＥ３によって計算されたタイミング・アドバンスがＳセル上のアップリンク
の送信の時間を揃えるために十分であるかどうかをｅＮｏｄｅＢが判定するためのその他
の例示的な実装は、モバイル端末が（ステップ２の）Ｓセルに関する計算されたタイミン
グ・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２を適用したＳセル上で実際のアップリン
クの送信を実行することに依存する。Ｓセル上のモバイル端末のアップリンクの送信の場
合、ｅＮｏｄｅＢは、Ｓセルのアップリンク上のアップリンクの送信の受信時間をＳセル
のアップリンク上のアップリンクの送信に関する事前に定義された基準時間と比較する可
能性がある。または、ｅＮｏｄｅＢはＳセルのアップリンク上のアップリンクの送信の受
信時間をＳセルの対応するダウンリンク上のダウンリンクの送信の送信時間と比較する可
能性がある。
【０４５８】
　ｅＮｏｄｅＢが、ステップ７において、Ｓセルに関する計算されたタイミング・アドバ
ンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２がＵＥ３による正確に時間が揃ったアップリンクの
送信を可能にしないと判定する場合、ｅＮｏｄｅＢは、ステップ８において、計算および
送信されたタイミング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２がＳセル上のアップ
リンクの送信の時間を揃えるためにＵＥ３によって使用され得ないこと、すなわち、計算
および送信されたタイミング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２がＳセル上の
正確に時間が揃ったアップリンクの送信を可能にしないことをＵＥ３に知らせる情報を送
信する。
【０４５９】
　一例によれば、この情報は、ＲＡＣＨ命令メッセージを受信したときＳセルのうちの少
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なくとも１つでランダム・アクセス手順を実行するようにモバイル端末をトリガするＲＡ
ＣＨ命令を含み得る（ステップ９）。ランダム・アクセス手順の一部として、ＵＥ３は、
（１つまたは複数の）Ｓセルに関する正確なタイミング・アドバンスを受信し、ランダム
・アクセス手順内で受信されたタイミング・アドバンスに基づいてアップリンクの目標セ
ル上のアップリンクの送信に関するタイミングを調整することによって（１つまたは複数
の）Ｓセルの時間を揃える。
【０４６０】
　別の例によれば、この情報は、タイミング・アドバンスを受信したとき受信されたタイ
ミング・アドバンスに基づいてアップリンクの目標セル上のアップリンクの送信に関する
タイミングを調整することによってアップリンクの（１つまたは複数の）Ｓセルの時間を
揃えるようにモバイル端末をトリガする、Ｓセルで使用するためのタイミング・アドバン
スをともなうタイミング・アドバンス・コマンドを含み得る（ステップ９）。
【０４６１】
　さらなる例によれば、この情報は、タイミング・アドバンス更新コマンドを受信したと
き、含まれる目標タイミング・アドバンス更新値と（１つまたは複数の）Ｓセルのアップ
リンク上のアップリンクの送信のために使用されるタイミング・アドバンスとに基づいて
（１つまたは複数の）Ｓセルのアップリンクで使用するためのタイミング・アドバンスを
決定し、決定されたタイミング・アドバンスに基づいてアップリンクの目標セル上のアッ
プリンクの送信に関するタイミングを調整することによって（１つまたは複数の）Ｓセル
の時間を揃えるようにモバイル端末をトリガするタイミング・アドバンス更新コマンドを
含み得る（ステップ９）。
【０４６２】
　図２７は、本発明の別の実施形態によるタイミング図を示す。図２６のタイミング図と
比較すると、違いは、ＰセルおよびＳセルが異なる時間にダウンリンクの送信を実行する
、すなわち、ダウンリンクのサブフレームのタイミングがＰセルとＳセルの間で同期され
ていないことである。さらに、Ｓセル１およびＳセル２は同じダウンリンクの送信タイミ
ングを有すると想定される。言い換えると、０ではないがＳセル１およびＳセル２に関し
て同じであるＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌ

ｌＴｘＤＬが、存在する。
【０４６３】
　図２５に関連して既に説明されたアップリンク・タイム・アライメント手順が、以下の
手順の変更を考慮しながら、図２７に例示されたシナリオに同様に適用され得る。
【０４６４】
　ＵＥ３は、Ｓセル１およびＳセル２に関して同じであるダウンリンクの受信時間の差Δ

ＳＣｅｌｌ１－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬおよび／もしくはΔＳＣｅｌｌ２－ＰＣｅｌｌＲｘＤ

Ｌを測定することができる（図２５のステップ１）。ダウンリンクの受信時間の差は、（
図２６のように）ＰセルとＳセルの間の伝播遅延の差だけでなく、この場合には、ダウン
リンクの送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬも考慮することに留意されたい
。
【０４６５】
　本発明のこの特定の実施形態においては、測定されるダウンリンクの受信時間の差ΔＳ

Ｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬは、ＰセルとＳセルの間の伝播遅延の差よりも長く、すな
わち、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘ

ＤＬの分だけ長い。
【０４６６】
　しかし、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌ

ＴｘＤＬは、ＵＥ３に分からず、すなわち透過的であるので、ＵＥ３は、式１５に基づい
てＳセル上のアップリンクの送信に関するタイミング・アドバンスを計算する（図２５の
ステップ２）。特に、ＵＥ３は、タイミング・アドバンスが、Ｐセルのタイミング・アド
バンス（ＴＡＰＣｅｌｌ）およびＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の差（Δ
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ＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）に基づいて決定され得ると想定する。
【０４６７】
　例示的に、そのとき、ＵＥ３は、測定の結果、すなわち、ダウンリンクの受信時間の差
ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬおよび／またはＳセルに関する計算されたタイミング
・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌを、好ましくはＰセルのＰＵＳＣＨを使用することによって
ｅＮｏｄｅＢに送信する（図２５のステップ４ａ）。
【０４６８】
　この値を受信したとき、ｅＮｏｄｅＢは、この値を、ｅＮｏｄｅＢが３つの値、すなわ
ち、Ｐセルのタイミング・アドバンス、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の
差、およびＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差に基づいて決定するＳセル
に関するタイミング・アドバンス値と減算によって比較することができる。ＵＥ３から受
信された値はＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅ

ｌｌＴｘＤＬ）を考慮しないので、この差は、閾値よりも大きい。
【０４６９】
　したがって、ｅＮｏｄｅＢは、Ｓセルで使用するためのＵＥ３によって計算されたタイ
ミング・アドバンスがＳセル上の正確に時間が揃ったアップリンクの送信を可能にしない
と判定することができ（図２５のステップ７）、次いで、Ｓセル上のＵＥ３によるアップ
リンクの送信のアライメントのために以下の式１６を用いる。すなわち、ΔＳＣｅｌｌＰ
ＤＵＬ－ＤＬのみが、既に説明された理由で０に設定される。
　ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＴＡＰＣｅｌｌ＋２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－２・ΔＳ

Ｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ　　　　　（式１６）
【０４７０】
　例示的に、ｅＮｏｄｅＢは、図２５に示されたステップ８にしたがって、決定されたタ
イミング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌをＵＥ３に送信する。それに応じて、ＵＥ３は、受
信されたタイミング・アドバンス値ＴＡＳＣｅｌｌを、それぞれのＳセル１およびＳセル
２上のダウンリンクの無線フレームの始まりに対してＳセル１およびＳセル２上のアップ
リンクの送信の時間を揃えるために使用する（図２５のステップ９）。あるいは、ｅＮｏ
ｄｅＢは、既に説明されたように、ＲＡＣＨ命令またはタイミング・アドバンス更新コマ
ンドを送信する。
【０４７１】
　ｅＮｏｄｅＢがＰセル上のアップリンクの送信のためにＵＥによって使用されるタイミ
ング・アドバンスを知っているとしても、ＴＳ３６．１３３セクション７．１．２による
アップリンクのタイミングのＵＥの自律的な変更が、ＰＲＡＣＨの送信が行われた直後だ
けを除いて、ｅＮｏｄｅＢからＵＥにシグナリングされたＰセルのタイミング・アドバン
ス値からの何らかの導出を引き起こすことに留意されたい。したがって、別の代替的な実
施形態によれば、ＵＥは、ダウンリンクの受信時間の差の測定値に加えて、Ｐセル上で受
信されるＤＬの無線フレームとＰセル上で送信されるＵＬの無線フレームとの間の使用さ
れる差もｅＮｏｄｅＢにレポートする。
【０４７２】
　図２８は、本発明の例示的な実施形態によるタイム・アライメント手順にしたがって時
間が揃ったアップリンクの送信を可能にするためにモバイル端末ＵＥによって実行される
さまざまなステップを示すフローチャート図を開示する。
【０４７３】
　本発明のこの例示的な実施形態によるタイム・アライメント手順において、ｅＮｏｄｅ
Ｂまたはアグリゲーション・アクセス・ポイントは、セルのアップリンク上の送信のため
にモバイル端末によって使用されるアップリンクのタイミングを制御するノードである。
モバイル端末が目標セル（例えば、ＳセルまたはＳセルのグループ）に関するタイミング
・アドバンスを自律的に計算することができるとしても、アグリゲーション・アクセス・
ポイントは、いつでもこの自分で計算されたタイミング・アドバンスをオーバーライドし
、アグリゲーション・アクセス・ポイントによって決定され、シグナリングされた別のタ



(90) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

イミング・アドバンスを使用するようにモバイル端末に指示することができる。モバイル
端末は、この場合、アグリゲーション・アクセス・ポイントからシグナリングされたタイ
ミング・アドバンスを使用する。換言すれば、アグリゲーション・アクセス・ポイントに
よってシグナリングされたタイミング・アドバンスが、モバイル端末によって自律的に計
算されたタイミング・アドバンスよりも優先する。
【０４７４】
　以下で、上述の実施形態の変更形態および追加的なステップが、図２８を参照して示さ
れる。
【０４７５】
　ＵＥによるレポートのステップのトリガ
　上述の実施形態においては、ＵＥが測定（ステップ１ａ）と、測定結果および／または
計算されたタイミング・アドバンスのレポート（ステップ１ｃ）とをいつ開始するのかは
、触れられなかった。測定は、例えば、周期的に行われ得る。
【０４７６】
　レポート／シグナリングは、周期的にかまたはイベント・トリガ式にかのどちらかで実
行され得る。
【０４７７】
　例えば、図２８のステップ１）において、レポートの周期的なトリガは、モビリティま
たは電力ヘッドルームまたはバッファ状態レポートのレポートと同様である可能性がある
。周期的なレポートの利点は、ｅＮｏｄｅＢが、特定の周期で、測定結果および／または
計算されたタイミング・アドバンスに関する最新の情報を得ることである。したがって、
ｅＮｏｄｅＢは、ＵＥによって計算されたタイミング・アドバンスがＳセル上のアップリ
ンクの送信のタイム・アライメントのために十分であるかどうかを判定することを周期的
な間隔で可能にされ、それにより、必要なときにＵＥのタイミング・アドバンスを継続的
に制御することができる。
【０４７８】
　しかし、イベント・トリガ式のレポートが、図２８のステップ１）において同様に有益
であり、例えば、誤ったアップリンクのタイム・アライメントによる干渉を防ぐようにｅ
ＮｏｄｅＢが迅速に反応すること可能にするために必要である可能性がある。いくつかの
イベントが、以下で説明される。
【０４７９】
　Ｓセルの構成が、ｅＮｏｄｅＢへの測定結果および／または計算されたタイミング・ア
ドバンスのレポート（ステップ１ｃ）をＵＥが開始するためのトリガとして使用され得る
（ステップ１ｂは任意である）。測定およびレポートは、構成されるおよび非アクティブ
化される（１つまたは複数の）Ｓセルに関して１つの例示的な実施形態にしたがって行わ
れる。新しいＳセルが構成されるたびに測定結果および／または計算されたタイミング・
アドバンスをｅＮｏｄｅＢに提供することは、さらなる利点を有する（ステップ１ｃ）。
【０４８０】
　より詳細には、ｅＮｏｄｅＢが、異なるタイミング・アドバンス（マルチＴＡ）が新し
く構成されるＳセルのために必要とされるかどうかを調べるための機会を与えられる。さ
らに、それに応じて、ｅＮｏｄｅＢが、任意選択で、Ｓセルで使用されるべきＵＥのため
の正確なタイミング・アドバンスを計算することができ、任意選択で、そのタイミング・
アドバンスをＵＥにシグナリングすることができる（図２８のステップ４）。言い換える
と、Ｓセルが非アクティブ化される（すなわち、送信に使用されない）としても、ＵＥは
、このＳセルに対してどのタイミング・アドバンスを使用すべきかを既に知っている。
【０４８１】
　したがって、Ｓセルがアクティブ化されるとき、ＵＥは、Ｓセルに関する前に受信され
たタイミング・アドバンスを直ちに適用し、既に正しいアップリンクのタイム・アライメ
ントで送信することができる（ステップ４ａ）。ゆえに、例えば、アップリンクの同期を
実現するために、新しくアクティブ化されるＳセルでＲＡＣＨが実行される必要があるア
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プローチと比較したとき、Ｓセルのアクティブ化がより高速である。基本的に、Ｓセルに
関するアクティブ化の遅延は、本発明を使用するとき、ＳセルがＰセルと同じタイミング
・アドバンスを有するＲｅｌ－１０と同じである。
【０４８２】
　代替的に、Ｓセルのアクティブ化が、測定（ステップ１ａ）と、測定結果および／また
は計算されたタイミング・アドバンスのレポート（ステップ１ｃ）とを開始するためのト
リガとしてＵＥによって使用され得る（ステップ１ｂは任意である）。アクティブ化をト
リガとして使用することの利点は、ｅＮｏｄｅＢがＳセルをアクティブ化するとき、ｅＮ
ｏｄｅＢはＳセル上の送信をスケジューリングすることも意図することである。アクティ
ブ化されるＳセル上のアップリンクの送信のために使用される正しいタイミング・アドバ
ンスを決定するために、ｅＮｏｄｅＢに最新の測定結果および／または計算されたタイミ
ング・アドバンスを提供することが有益である。
【０４８３】
　トリガとして使用されるべき別のオプションは、モバイル端末が、測定結果および／ま
たは計算されたタイミング・アドバンスをｅＮｏｄｅＢにレポートする特定の要求をｅＮ
ｏｄｅＢから受信することである。これは、測定結果および／または計算されたタイミン
グ・アドバンスのレポートが必要か否かをｅＮｏｄｅＢが事例ごとに判断することを可能
にする。
【０４８４】
　ｅＮｏｄｅＢからモバイル端末にこの要求をどのように送信するかのいくつかの可能性
が、存在する。例えば、Ｓセルを構成するＲＲＣメッセージ、例えば、ＲＲＣコネクショ
ン再構成メッセージ内のフラグが、測定結果のレポートを明示的に要求し得る。
【０４８５】
　あるいは、図２９に示されるアクティブ化／非アクティブ化コマンド（ＭＡＣ　ＣＥ）
が、タイミング情報のレポートの必要性を明示的に示すフラグを含み得る、すなわち、ｅ
ＮｏｄｅＢが、測定結果および／または計算されたタイミング・アドバンスをレポートす
るようにモバイル端末に明示的に要求する。
【０４８６】
　フラグは、アクティブ化／非アクティブ化ＭＡＣ制御要素内の空いている「予約された
ビット」を使用することによってシグナリングされ得る。既にアクティブ化されたＳセル
のアクティブ化がサポートされる（再アクティブ化とも呼ばれる）ので、アクティブ化／
非アクティブ化ＭＡＣ制御要素が、Ｓセルのうちのいずれを実際にアクティブ化または非
アクティブ化することも必要とせずに、測定結果のレポートを要求するためにいつでもｅ
ＮｏｄｅＢによって送信され得る。
【０４８７】
　別の可能性は、物理レイヤのシグナリング（ＤＣＩフォーマット１Ａを用いたＰＤＣＣ
Ｈ）である、図８のメッセージ８０１に対応するいわゆる「ＲＡＣＨ命令」メッセージを
再利用することである。Ｓセルに関するＲＡＣＨ命令内のいくつかの事前に定義された符
号点またはフィールド符号点（ｆｉｅｌｄ　ｃｏｄｅｐｏｉｎｔ）の組み合わせが、レポ
ートの要求として使用され得る。例えば、「００００００」に設定されたｒａ－Ｐｒｅａ
ｍｂｌｅＩｎｄｅｘを有する（すなわち、通常、ＵＥがコンテンション・ベースのＲＡＣ
Ｈを行うべきであることを示す）Ｓセルに関するＲＡＣＨ命令が、レポートを要求するよ
うに再定義され得る。あるいは、クロス・スケジューリングの場合のための事前に定義さ
れたキャリア・インジケータ（ＣＩ）符号点が、要求として使用され得る。利点は、モバ
イル端末が測定結果および／または計算されたタイミング・アドバンスを送信することに
なるアップリンクのリソース割り当てが、測定および／またはレポートの要求と一緒に送
信可能であり、したがって、レポートの遅延を削減することである。
【０４８８】
　測定結果および／または計算されたタイミング・アドバンス（任意的なステップ１ｂ）
をレポートする（ステップ１ｃ）のための別のトリガ・イベントは、Ｓセルのアップリン
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ク・タイム・アライメントに関連して実行された測定の結果が、特定の事前に構成された
閾値を超える可能性がある。
【０４８９】
　ＵＥによるそのようなレポートは、ｅＮｏｄｅＢが、Ｐセルのタイミング・アドバンス
とは異なるタイミング・アドバンスをＳセルに対して使用する必要性が分からない場合に
特に有益である。ｅＮｏｄｅＢは、例えば、ＯＡＭ（リピータまたはＲＲＨの存在のよう
なセルの配置情報を通常提供する運用・管理・保守）からの十分な知識を常に持っている
とは限らない。
【０４９０】
　また、マルチ・タイミング・アドバンスの必要性は、ＵＥの位置に依存する（図２６お
よび対応する説明参照）。したがって、例えば、周波数選択的リピータは、ｅＮｏｄｅＢ
に対して透過的である可能性があり、大きなダウンリンクの受信時間の差に関してＵＥが
レポートすることによってのみｅＮｏｄｅＢに認識可能にされる。あるいは、ｅＮｏｄｅ
ＢがＦＳＲを認識しているとしても、ｅＮｏｄｅＢは、いつＵＥがもはやｅＮｏｄｅＢか
らではなくＦＳＲを介してＳセルを受信するようになるのか正確に知らない。
【０４９１】
　ＵＥによる時間を揃えるステップのトリガ
　上述の実施形態と同様に、図２８に示されたモバイル端末ＵＥが、ＳセルとＰセルの間
のダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬを測定し（ステップ２
ａ）、ＳセルとＰセルの間の受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬとＰセル上
のアップリンクの送信のために使用されるタイミング・アドバンスとに基づいてＳセル上
のアップリンクの送信に関するタイミング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌを計算する（ステ
ップ２ｂ）。次いで、モバイル端末ＵＥは、アップリンクのＳセルに関する計算されたタ
イミング・アドバンスに基づいてＳセル上のアップリンクの送信の時間を揃える（ステッ
プ２ｃ）。
【０４９２】
　しかし、上述の実施形態においては、ＵＥがいつＳセル上のアップリンクの送信の時間
を揃えるのか、およびタイミング・アライメントが時間の経過とともにＳセルに関してど
のように更新されるのかは、ずっと触れられなかった。
【０４９３】
　Ｓセルに関するタイム・アライメントは、周期的にかまたはイベント・トリガ式にかの
どちらかで実行され得る。特に、イベント・トリガ式のタイム・アライメント手順は、Ｓ
セルのアップリンクの送信の最初のタイム・アライメントに関して有利である。周期的に
トリガされるタイム・アライメントは、モバイル端末ＵＥによって実行されるアップリン
クの送信が、Ｓセルのタイミング・アドバンスがｅＮｏｄｅＢによって制御されないとき
でさえも時間が揃ったままであることを保証する。
【０４９４】
　Ｓセル上のアップリンクの送信のイベント・トリガ式のタイミング・アライメントに関
して、イベント・トリガ式のレポートに関連して説明されたのと同じトリガ・メカニズム
が、使用され得る。特に、ＵＥは、Ｓセルの構成をＳセルのタイミング・アライメント手
順を開始するためのトリガとして使用するように構成され得る。代替的に、Ｓセルのアク
ティブ化が、Ｓセルのタイミング・アライメント手順を開始するためのトリガとしてＵＥ
によって使用され得る。Ｓセルのタイミング・アライメント手順をトリガするための別の
代替的なイベントは、モバイル端末ＵＥがｅＮｏｄｅＢからＳセルのタイム・アライメン
ト手順の開始を要求する特定のメッセージを受信したときである。
【０４９５】
　レポートのための測定（ステップ１ａ）とタイム・アライメントのための測定（ステッ
プ２ａ）との間の類似性、およびレポートのためのタイミング・アドバンスの計算（ステ
ップ１ｂ）とタイム・アライメントのためのタイミング・アドバンスの計算（ステップ２
ｂ）との間の類似性のために、モバイル端末は、別の例示的な実装によれば、測定結果お
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よび／またはＳセルに関する計算されたタイミング・アドバンスのレポートのためのステ
ップ（ステップ１ｃ）ならびにＳセル上のアップリンクの送信の時間を揃えるためのステ
ップ（ステップ２ｃ）を同時に実行することができ、したがって、１つのイベント・トリ
ガしか必要としない。
【０４９６】
　周期的に実行されるタイム・アライメント手順が、図２８に例示されている。
【０４９７】
　図２８においては、モバイル端末ＵＥが、タイマを用いてアップリンクの送信が時間を
揃えたままであることを保証する。別個のタイマが、（それぞれが個々のアップリンクの
セルかまたはアップリンクのセルのグループかのどちらかに関連付けられる）各タイミン
グ・アドバンス値のためにモバイル端末によって保有される可能性がある。
【０４９８】
　モバイル端末は、そのモバイル端末が（ｉ）計算されたタイミング・アドバンスを適用
する（ステップ２ｄ）か、または（ｉｉ）ＲＡＣＨ手順を実行する（ステップ３ｃ）か、
または（ｉｉｉ）タイマが保有されるそれぞれのＰセルまたはＳセル上のアップリンクの
送信に関する受信されたタイミング・アドバンス値を適用するたびにタイマをリセットし
、開始する。この点で、タイマが動いている限り、モバイル端末ＵＥは、そのモバイル端
末ＵＥ自身がアップリンクの同期がとれていると見なす。
【０４９９】
　タイマが切れる（ステップ２）、すなわち、タイミング・アライメントが失われたと考
えられるときにはいつも、モバイル端末は、本明細書に記載のメカニズムを用いてＳセル
上のアップリンクの送信に関するタイム・アライメントを再確立する。
【０５００】
　例えば、モバイル端末は、Ｓセルに関する新たに決定されたタイミング・アドバンスを
用いてＳセルのアップリンクの送信タイミングの時間を揃えることができる（ステップ２
ｃ）。
【０５０１】
　Ｓセルに関するタイミング・アライメントを再確立すると、モバイル端末ＵＥは、その
モバイル端末ＵＥ自身がアップリンクの同期がとれていると見なすので、タイマをリセッ
トし、開始する（ステップ２ｄ）。
【０５０２】
　Ｓセルに関するタイミング・アドバンスの決定
　図２６および２７を参照して説明されたように、モバイル端末は、測定されたダウンリ
ンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬとＰセル上のアップリンクの送信
のために使用されるタイミング・アドバンスとに基づいてタイミング・アドバンス値を計
算することによってＳセル上のタイム・アライメントを（再）確立することができる。
【０５０３】
　代替的にまたは追加的に、モバイル端末は、ＰセルとＳセルの間の受信送信時間の差Δ

ＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬを測定し、その受信送信時間の差ΔＳＣｅｌ

ｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ、および／またはその受信送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ

－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬとＰセル上のアップリンクの送信のために使用されるタ
イミング・アドバンスとに基づいて計算されたタイミング・アドバンスをレポートするこ
とができる。
【０５０４】
　図２６または２７には、やはり以下のように示される。
　ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ＝ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ－ＴＵＬ＿

ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ

【０５０５】
　換言すれば、ＰセルとＳセルの間の受信送信時間の差は、モバイル端末がＰセル上でア
ップリンクの無線フレームを送信する時間と、モバイル端末がＳセル上でダウンリンクの
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無線フレームを受信する時間との間の時間差である。アップリンクの無線フレームおよび
ダウンリンクの無線フレームは、同じ無線フレーム番号を指す。
【０５０６】
　図２６かまたは図２７かのどちらかから分かるように、ダウンリンクの受信時間の差Δ

ＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬは、受信送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤ

Ｌ－ＴｘＵＬとＰセルのタイミング・アドバンスＴＡＰＣｅｌｌとに基づいて、具体的に
は
　ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ＝ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ－
ＴＡＰＣｅｌｌ　　　　　（式１７）
によって計算でき、ここで、ＴＡＰＣｅｌｌも、ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌとＴＤＬ＿Ｒ

Ｘ＿ＰＣｅｌｌの間の測定された時間によって置き換えられ得る。ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅ

ｌｌとＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌの間の測定された時間も、受信送信時間の差とともにｅ
ＮｏｄｅＢにレポートされ得る。
【０５０７】
　ダウンリンクの受信時間の差の代わりに、またはダウンリンクの受信時間の差に加えて
受信送信時間の差を測定およびレポートすることは、アップリンクの協調マルチポイント
（ＣＯＭＰ）送信のような将来の技術に関して、受信送信時間の差がアップリンクの送信
タイミングを制御するために使用され得るので有益である。さらに、ダウンリンクの受信
時間の差の代わりに、またはダウンリンクの受信時間の差に加えて受信送信時間の差を測
定およびレポートすることは、実装の観点からより好ましい可能性がある。
【０５０８】
　そして、受信送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬは、モバイル
端末ＵＥによってＳセルに関するタイミング・アドバンスを計算するために使用され、お
よび／またはｅＮｏｄｅＢにレポートされ、そのとき、ｅＮｏｄｅＢも、式１７を用いて
ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬを計算する。計算された
ダウンリンクの受信時間の差に基づいて、モバイル端末および／またはｅＮｏｄｅＢは、
既に説明され、後でより詳細に説明されるようにＳセルに関するタイミング・アドバンス
を計算することができる。
【０５０９】
　モバイル端末は、例えば、時間差を判定する方法としてサンプル数を数えることができ
ることに留意されたい。例えば、ダウンリンクの受信時間の差を判定するために、モバイ
ル端末は、Ｐセルにおけるダウンリンクのサブフレームの受信時間とＳセルにおけるダウ
ンリンクのサブフレームの受信時間との間のサンプル数を数える。例えば、ダウンリンク
のサブフレームは、共通基準信号（ｃｏｍｍｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）
（ＣＲＳ）を指す可能性がある。
【０５１０】
　測定結果のレポート
　モバイル端末は、測定（ステップ１ａ）を行った後、結果をｅＮｏｄｅＢに送信する。
既に説明されたように、測定値は、ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌ

ｌＲｘＤＬおよび／またはＰセルとＳセルの間の受信送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅ

ｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬを指す可能性がある（ステップ１ｃ）。
【０５１１】
　レポートそのものは、原理上いくつかのレイヤ、例えば、ＲＲＣレイヤまたはＭＡＣレ
イヤで実装され得る。モビリティまたは位置の測定のようなその他の測定も、ＲＲＣレイ
ヤでシグナリングされる。タイミング・アドバンス・コマンドはＭＡＣレイヤによって生
成されるので、測定結果のレポートもＭＡＣレイヤで実装することが、実装の観点から有
益である可能性がある。
【０５１２】
　図２９および３０は、モバイル端末からｅＮｏｄｅＢに測定結果を送信するために使用
され得るＭＡＣ制御要素のフォーマットを示す。明らかなように、このＭＡＣ　ＣＥの構
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造は、拡張電力ヘッドルームＭＡＣ　ＣＥと同様である。サイズは、構成される、または
構成およびアクティブ化されるＳセルの数、すなわち、測定およびレポートが実行される
べきＳセルの数に依存する。
【０５１３】
　より詳細には、図２９は、Ｐセルとすべての利用可能なＳセル１～ｎとの間のダウンリ
ンクの受信時間の差を送信するためのＭＡＣ制御要素を示す。
【０５１４】
　一方、図３０は、Ｐセルとすべての利用可能なＳセル１～ｎとの間の受信送信時間の差
を送信するためのＭＡＣ制御要素を示す。ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌとＴＤＬ＿ＲＸ＿Ｐ

Ｃｅｌｌの間の時間はＴＡＰＣｅｌｌに対応し、したがって、実際はｅＮｏｄｅＢによっ
て知られているはずなので、代替的な実施形態においては、この情報は、ｅＮｏｄｅＢに
レポートされてはならない。
【０５１５】
　すべてのＳセルに関するダウンリンクの受信時間の差および／または受信送信時間の差
をレポートする代わりに、モバイル端末は、時間を揃えられるべき特定のＳセルに関して
のみそれらをレポートする可能性がある。
【０５１６】
　さらに、すべてのＳセルに関するダウンリンクの受信時間の差および／または受信送信
時間の差をレポートする代わりに、モバイル端末は、上述のように、計算されたタイミン
グ・アドバンス値に基づいて時間を揃えられるべきＳセルに関する計算されたタイミング
・アドバンスをレポートする可能性がある。
【０５１７】
　さらに、時間差は、符号化され、サンプル数で示される可能性があり、すなわち、モバ
イルが、特定のサンプル数をレポートし、次いで、ｅＮｏｄｅＢが、サンプル数およびサ
ンプルの時間を用いて実際の時間差を導出する可能性がある。
【０５１８】
　既に前に述べられたように、測定結果は、Ｐセルの物理アップリンク共有チャネル、Ｐ
ＵＳＣＨ上で送信されることが好ましい。
【０５１９】
　Ｓセルに関するタイミング・アドバンスの決定
　本発明の上述の実施形態においては、モバイル端末および／またはｅＮｏｄｅＢが、標
準的なＲＡＣＨ手順から分かるタイミング・アドバンス値、すなわち、図２６および２７
で例示されたように、ダウンリンクのＳセルを介して受信されるダウンリンクの無線フレ
ームの始まりに対して相対的にモバイル端末によって適用されるタイミング・アドバンス
（矢印ＴＡＳＣｅｌｌ参照）を計算すると想定された。
【０５２０】
　これは、タイミング・アドバンス値が、規格によって定義されたタイミング・アドバン
スと同じ種類であって、Ｐセルに対してではなく、Ｓセルの無線フレームのダウンリンク
の受信に対して相対的に定義されるので、絶対的な値と呼ばれる可能性がある。
【０５２１】
　しかし、その他の代替的な方法もある。モバイル端末および／またはｅＮｏｄｅＢによ
って計算され、モバイル端末ＵＥによって適用されるタイミング・アドバンスは、ダウン
リンクのＳセルを介して受信されるダウンリンクの無線フレームの始まりに対して相対的
である必要はなく、その他の基準が選択され得る。
【０５２２】
　例えば、計算され、適用されるタイミング・アドバンスは、Ｐセルを介して受信される
ダウンリンクの無線フレームの始まりＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌに対して相対的であるか
、またはＰセルを介して送信されるアップリンクの無線フレームの始まりＴＵＬ＿ＴＸ＿

ＰＣｅｌｌに対して相対的である可能性がある。
【０５２３】



(96) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

　タイミング・アドバンスがＰセルを介して送信されるアップリンクの無線フレームの始
まりに対して相対的に計算される場合、基本的に、そのタイミング・アドバンスは、Ｐセ
ルとＳセルの間のタイミング・アドバンスの差ΔＴＡＰＣｅｌｌ－ＳＣｅｌｌを指す。
【０５２４】
　式１４を考慮すると、
　ΔＴＡＰＣｅｌｌ－ＳＣｅｌｌ＝＋２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－２・ΔＳ

Ｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ－ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ

である。
【０５２５】
　したがって、モバイル端末ＵＥおよび／またはｅＮｏｄｅＢによって決定されるタイミ
ング・アドバンスは、ΔＴＡＰＣｅｌｌ－ＳＣｅｌｌである。
【０５２６】
　図２６および２７を参照して説明されたように、モバイル端末は、ＰセルとＳセルの間
のダウンリンクの送信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）およびＳセル上の
アップリンクとダウンリンクの間の伝播遅延の差（ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ）につい
て知らない。したがって、値ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬとΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ

－ＤＬの両方が０であると想定してタイミング・アドバンスΔＴＡＰＣｅｌｌ－ＳＣｅｌ

ｌを決定する。
【０５２７】
　対照的に、ｅＮｏｄｅＢが、例えば、モバイル端末ＵＥによって実行された測定がＳセ
ル上のアップリンクの送信の十分なタイム・アライメントを可能にするかどうかを調べる
ためにタイミング・アドバンスΔＴＡＰＣｅｌｌ－ＳＣｅｌｌを決定する場合、ｅＮｏｄ
ｅＢは、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌ

ＴｘＤＬ）およびＳセル上のアップリンクとダウンリンクの間の伝播遅延の差（ΔＳＣｅ

ｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ）のそのｅＮｏｄｅＢのさらなる知識に基づいてタイミング・アドバ
ンスΔＴＡＰＣｅｌｌ－ＳＣｅｌｌを決定することができる。
【０５２８】
　そして今度は、モバイル端末が、Ｐセルを介して受信されるアップリンクの無線フレー
ムの始まりに対して相対的にこの値を適用して、Ｓセル上で実行されるアップリンクの送
信に関するアップリンクのタイミングを決定する。これが図３１に例示されており、タイ
ミング・アドバンスが、サンプル数ＮＴＡによって示され、そして、Ｐセルにおけるアッ
プリンクの送信と比較してＳセルにおけるアップリンクの送信に対して適用すべき実際の
時間的な差を得るためにサンプルの時間ＴＳと乗算される。
【０５２９】
　タイミング・アドバンスが、ダウンリンクのＰセルを介して受信されるダウンリンクの
無線フレームの始まりに対して相対的に計算される場合、タイミング・アドバンス値は、
図２６および図２７から推論され得るように、ＴＡＳＣｅｌｌ＋ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌ

ｌＲｘＤＬである。
【０５３０】
　したがって、モバイル端末は、最初に現在のタイミング・アドバンス値ＴＡＳＣｅｌｌ

を導出し、そのタイミング・アドバンス値ＴＡＳＣｅｌｌからダウンリンクの受信時間の
差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬを引く。
【０５３１】
　計算結果が、Ｐセルにおいてモバイル端末によって受信されるダウンリンクの無線フレ
ームの始まりに対して相対的に、受信されたタイミング・アドバンスに基づいてＳセル上
のアップリンクの送信のタイミングを設定するために使用される。
【０５３２】
　これが図３２に例示されており、タイミング・アドバンスが、サンプル数ＮＴＡによっ
て示され、そして、Ｓセルにおけるアップリンクの送信に対して適用すべき実際の時間的
な差を得るためにサンプルの時間ＴＳと乗算される。
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【０５３３】
　ランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令の受信
　上述の実施形態に関連して説明されたように、モバイル端末は、ｅＮｏｄｅＢにタイミ
ング情報を送信し、ｅＮｏｄｅＢがＳセルまたはＳセルのグループのアップリンクに関す
る時間を揃えるプロセスを制御することを可能にする。
【０５３４】
　図２５に関連して、（例えば、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差が非
ゼロである場合に）ｅＮｏｄｅＢが、モバイル端末から測定結果および／または計算され
たタイミング・アドバンスを受信したとき、送信された情報がＳセル上のアップリンクの
送信の正確なタイム・アライメントを可能にするかどうかを判定することができることが
説明された。
【０５３５】
　あるいは、ｅＮｏｄｅＢは、モバイル端末ＵＥによって使用されるＰセルのタイム・ア
ライメントがＳセル上のアップリンクの送信の正確なタイム・アライメントを可能にしな
いと（すなわち、受信されたタイミング情報に関係なく）判定する可能性もある。
【０５３６】
　例えば、ｅＮｏｄｅＢがＰセル上のモバイル端末によるアップリンクの送信のタイム・
アライメントが正確でないことを検出するとき、ｅＮｏｄｅＢは、一例によれば、ランダ
ム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージをモバイル端末ＵＥに直ちに送信す
る可能性がある。換言すれば、モバイル端末が、例えば、Ｐセルのアップリンクの基準に
満たないタイミング・アドバンスに基づいたＳセルに関するタイミング・アドバンスを使
用しようとした場合、ｅＮｏｄｅＢは、ＲＡＣＨ命令メッセージをモバイル端末に直ちに
送信することによってＳセル上のアップリンクの送信の間の干渉を防ぐことができる。Ｐ
セル（すなわち、基準セル）上のアップリンクの送信のタイミング・アドバンスの誤りは
、時間を揃えられるべきＳセル上のアップリンクの送信に関する計算されたタイミング・
アドバンスに波及する。
【０５３７】
　別の例として、ＰセルおよびＳセルの構成も、ランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣ
Ｈ、命令メッセージをモバイル端末ＵＥに直ちに送信するようにｅＮｏｄｅＢをトリガす
る可能性がある。ＰセルおよびＳセルの特定の構成に基づいて、ｅＮｏｄｅＢは、モバイ
ル端末によるＳセルに関するタイミング・アドバンスの計算がＳセル上のアップリンクの
送信の正確なタイム・アライメントを可能にしないと想定する可能性がある。例えば、Ｐ
セルおよびＳセルが遠く隔たった周波数帯域で構成される場合、ｅＮｏｄｅＢは、モバイ
ル端末がＳセルに関する正確なタイミング・アドバンスを計算することができないと判定
する可能性がある。
【０５３８】
　ｅＮｏｄｅＢが、モバイル端末ＵＥがＳセル上のアップリンクの送信の時間を正確に揃
えるタイミング・アドバンスを計算することができないと判定する場合、一例において、
ｅＮｏｄｅＢは、ランダム・アクセス・チャネル、ＲＡＣＨ、命令メッセージをモバイル
端末に直ちに送信する可能性がある。言い換えると、ＲＡＣＨ命令メッセージを用いて、
ｅＮｏｄｅＢは、Ｓセル上のアップリンクの送信の強固なタイム・アライメントを保証し
、制御できないアップリンクのタイミング・アドバンスのずれを防ぐ。
【０５３９】
　好ましくは、ＲＡＣＨ命令メッセージは、物理レイヤのシグナリング（ＤＣＩフォーマ
ット１Ａを用いたＰＤＣＣＨ）である、図８のメッセージ８０１に対応する。
【０５４０】
　図２８のステップ３において、モバイル端末がＲＡＣＨ命令メッセージを受信したとき
、モバイル端末は、図８を参照して説明されたようにランダム・アクセス手順を実行する
。
【０５４１】
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　ランダム・アクセス手順（すなわち、ステップ８０２）の一部として、モバイル端末は
、Ｓセルに関する正確なタイミング・アドバンスを受信する。次に、モバイル端末は、ラ
ンダム・アクセス手順内で受信されたタイミング・アドバンスに基づいてアップリンクの
目標セル上のアップリンクの送信に関するタイム・アドバンスを設定することによってＳ
セルの時間を揃える（図２８のステップ３ｂ）。
【０５４２】
　その後、モバイル端末は、ランダム・アクセス手順が実行されたＳセルまたはＳセルの
グループに関するそれぞれのタイミング・アドバンスのタイマをリセットし、再始動する
（図２８のステップ３ｃ）。
【０５４３】
　タイミング・アドバンス・コマンドの受信
　ｅＮｏｄｅＢがＳセルまたはＳセルのグループのアップリンクに関する時間を揃えるプ
ロセスのアップリンクを制御するための別の代替的な方法は、タイミング・アドバンス・
コマンドの送信である。
【０５４４】
　上述の実施形態に関連して説明されたように、モバイル端末ＵＥは、ｅＮｏｄｅＢにタ
イミング情報を送信し、ｅＮｏｄｅＢがモバイル端末によるタイミング・アドバンスの計
算と同様にして特定のＳセルまたはＳセルのグループ上のアップリンクの送信に関するタ
イミング・アドバンスを計算することを可能にする。
【０５４５】
　場合によっては（例えば、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差が非ゼロ
である場合）、上述のように、ｅＮｏｄｅＢだけが、特定のＳセルまたはＳセルのグルー
プ上のアップリンクの送信の正確なタイム・アライメントを可能にするタイミング・アド
バンスを計算することができる。
【０５４６】
　そのような場合、計算されたタイミング・アドバンスが、例えば、タイミング・アドバ
ンスが適用されるＳセルのダウンリンク共有チャネルを用いてモバイル端末に送信される
可能性がある。
【０５４７】
　図３３は、本発明の１つの特定の実施形態による、計算されたタイミング・アドバンス
をｅＮｏｄｅＢからモバイル端末に送信するために使用されるべきタイミング・アドバン
ス・コマンドのフォーマットを示す。計算され、モバイル端末に送信されるタイミング・
アドバンス情報がＴＡＳＣｅｌｌである（かつ図３１および３２に関連して上で述べられ
た相対的な値の一部でない）場合、（規格から分かる初期ＴＡコマンドと同じ）必要な粒
度を実現するために、Ｓセルに関するタイミング・アドバンスを送信するために１１ビッ
トが使用されることが好ましい。
【０５４８】
　一方、タイミング・アドバンスがより小さい場合は、別のタイミングに対して相対的で
あるので、より少ないビットで十分である。
【０５４９】
　１つの例は、例えば８ビットでタイミング・アドバンス情報を運ぶための新たなＭＡＣ
制御要素を使用することである。代替的に、図３３に示されたフォーマットを有する、Ｌ
ＴＥのリリース８から知られるタイミング・アドバンス更新コマンドが、使用され得る。
空いているＲビットのうちの１つが、規格から分かる実際のタイミング・アドバンス更新
コマンドと、本発明のさまざまな実施形態のうちの１つによるタイミング・アドバンス情
報とを区別するために使用され得る。
【０５５０】
　一部の実施形態は相対的なタイミング・アドバンス（図３１および３２に関連する説明
参照）を使用するので、タイミング・アドバンス更新コマンドによって提供される６ビッ
トが、十分な粒度をもたらす可能性がある。
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【０５５１】
　別の代替的な方法は、ｅＮｏｄｅＢが、１つのＳセルに関してのみでなく、すべての構
成される、または構成およびアクティブ化されるＳセルに関するタイミング・アドバンス
情報を送信することである。ＵＥが上述の実施形態にしたがってすべての構成される、ま
たは構成およびアクティブ化されるＳセルに関するタイミング情報をレポートする場合、
それに応じてすべての計算されたＴＡもレポートすることが理にかなっている可能性があ
る。
【０５５２】
　図２８のステップ４において、モバイル端末ＵＥが、タイミング・アドバンスが適用さ
れるＳセルのまたはＳセルのグループのうちの１つのダウンリンク共有チャネルを用いて
ｅＮｏｄｅＢからタイミング・アドバンス・コマンドを受信したとき、モバイル端末ＵＥ
は、ＳセルまたはＳセルのグループに対する搬送されたタイミング・アドバンス値を用い
てアップリンクの送信の時間を揃える（図２８のステップ４ａ）。
【０５５３】
　その後、モバイル端末は、タイム・アドバンスが適用されたＳセルまたはＳセルのグル
ープに関するそれぞれのタイミング・アドバンスのタイマをリセットし、再始動する（図
２８のステップ４ｂ）。
【０５５４】
　Ｓセルのグループ化
　図２４、２５、および２６に関して想定されたシナリオにおいて、Ｓセル１およびＳセ
ル２は、Ｓセル１およびＳセル２に関する伝播遅延が同じであるので、アップリンクにお
いて同じタイミング・アドバンスを有する。上述の場合、Ｓセル１およびＳセル２は、タ
イミング・アドバンス・グループを形成すると言われる可能性がある。
【０５５５】
　このシナリオに付け加えて、Ｓセルが同じタイミング・アドバンス値を用いてアップリ
ンクの時間を揃えられ得るかどうかに応じて異なるタイミング・アドバンス・グループを
形成するいくつかのそれぞれ構成およびアクティブ化されるＳセルが存在し得る。既に説
明されたように、同じモバイル端末のさまざまなＳセルの間での異なるタイミング・アド
バンスの必要性につながるいくつかの理由がある。一例は、Ｓセルのうちの一部の信号の
みを増幅する１つまたは複数の周波数選択的リピータである。
【０５５６】
　いずれの場合も、モバイル端末がＳセルの特定のタイミング・アドバンス・グループへ
のマッピングを記憶する場合、時間が揃ったＳセル２を有するタイミング・アドバンス・
グループに属するＳセル１の時間を揃える必要があるとき、モバイル端末は、時間が揃っ
たＳセル２に対して前に使用されたタイミング・アドバンスを直ちに適用してＳセル１の
アップリンクの送信の時間も揃えることができる。したがって、本発明のすべてのステッ
プを実行する必要はない。
【０５５７】
　Ｓセルのタイミング・アドバンス・グループへのマッピングは、ｅＮｏｄｅＢによって
のみ構成および更新され得る。
【０５５８】
　本発明のさらなる態様は、サービング・セルの時間が揃っていないアップリンクの時間
を揃えることである。しかし、以下の具体的なシナリオは、本発明を限定するものと理解
すべきではなく、本発明の原理を説明するための一例と理解すべきであるとされる。基準
セルは、Ｐセルであり、目標セルは、Ｓセルであることが仮定される。アグリゲーション
・アクセス・ポイントは、ｅＮｏｄｅＢであることが仮定される。
【０５５９】
　本発明のこの態様に対して、以下の定義が提供される。
　「基準セル」という用語は、アップリンク送信の時間が既に揃っているセル（Ｐセル、
またはＳセルの１つ）を指す。Ｐセルは、それに対して実行されるＲＡＣＨ手順のおかげ
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で最も正確に時間が揃っているセルであるので（ＲＡＣＨは、絶対的な測定を可能にし、
したがって、本発明のいくつかの実施形態にしたがって行われる相対的な測定よりも正確
である）、Ｐセルを基準セルにするのが有利である。それにも関わらず、本発明にしたが
って以前に時間が揃えられた、アクティブ化された時間が揃っているＳセルのどれでも、
基準セルにすることができる。
【０５６０】
　「アグリゲーション・アクセス・ポイント」という用語は、異なるアップリンク・コン
ポーネント・キャリア上でのユーザ機器のアップリンク送信がそこでアグリゲートされる
、アクセス・ネットワーク内のロケーション、すなわち、ノード（例えば、ｅＮｏｄｅま
たは基地局）を表すために使用される。そのようなアグリゲーションとは、
－　共同の物理レイヤ処理（例えば、（例えば、ＯＦＤＭシステムにおいて受信したサブ
フレームを処理するための１つのＩＦＦＴ（逆高速フーリエ変換）の利用を含む）共同の
復調、および／もしくは符号化トランスポート・ブロックの共同の復号など）のために、
ユーザ機器からの異なるアップリンク・コンポーネント・キャリア、すなわち、物理レイ
ヤ上での送信（例えば、それぞれのサブフレーム）に対応する無線信号を、アグリゲーシ
ョン・アクセス・ポイントによって同時に受信すること、
ならびに／または
－　モバイル端末からの異なるアップリンク・コンポーネント・キャリア上での送信（例
えば、それぞれのサブフレーム）で受信したプロトコル・データ・ユニットを、アグリゲ
ーション・アクセス・ポイントのプロトコル・エンティティで処理すること
を指す。
【０５６１】
　ユーザ機器からの異なるアップリンク・コンポーネント・キャリア上での送信で受信し
たプロトコル・データ・ユニットの共同の処理は、１つの例示的な実施では、例えば、Ｐ
ＤＵの並べ替えを目的とした、アグリゲーション・アクセス・ポイントのＭＡＣレイヤま
たはＲＬＣレイヤにおける、異なるアップリンク・コンポーネント・キャリア上での送信
から獲得したＰＤＵの共同の処理とすることができる。
【０５６２】
　「目標セル」という用語は、アップリンク送信の時間がまだ揃っておらず、したがって
、本発明の時間を揃える手順の対象であるセルを指す。上述の「基準セル」の定義によれ
ば、「目標セル」は、ほとんどの場合、アップリンクのタイム・アライメントを有さない
、またはそれを失ったＳセルの１つである。特別な場合には、すなわち、（ＲＡＣＨ手順
を使用して最初に時間が揃えられた）Ｐセルがタイム・アライメントを失った場合には、
Ｐセルも目標セルになることがある。この場合、現在のタイム・アライメント手順を使用
するＰセルのタイム・アライメントを実行することができ、したがって、ＲＡＣＨ手順の
実行を回避することができるが、しかし、ＲＡＣＨ手順の方がより好ましい。
【０５６３】
　本文書では、「同時に」または「同じ時点に」は、同じ時点にある小さな偏差を足し／
引きした時点にあることを意味し、この偏差は、ある範囲内にあることができる。例えば
、タイミング・アドバンス値の粒度ばかりでなく、与えられた無線セルでのアップリンク
およびダウンリンクの伝搬遅延の間のわずかな差も、ＵＬ　ＰセルまたはＵＬ　Ｓセル上
でアップリンク送信の完全なタイム・アライメントが存在しないことを暗示する。いずれ
の場合も、アップリンク送信の同時到着は、（異なる伝搬遅延を有する）異なるアップリ
ンク・セルを介するモバイル端末によるアップリンク送信を、受信側のアグリゲーション
・アクセス・ポイントによって一緒に処理できる程度の同時性を保証される。例えば、ア
ップリンク・セル上での１つの与えられたサブフレームの異なる送信は、アグリゲーショ
ン・アクセス・ポイントがサブフレームのすべての送信を一緒に処理できるように、それ
らが受信されるほどには時間が揃っている。
【０５６４】
　さらに、モバイル端末のために構成されるアップリンクのセルのタイム・アライメント
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は、モバイル端末が２つ以上のアップリンクのセルの時間を揃えなければならない場合に
ももちろん適用可能であることにも留意されたい。基本的に、時間が揃えられている１つ
の基準セルが存在する限り、本明細書で説明される手順によって、任意の数のアップリン
クのセルの時間を揃えることができる。
【０５６５】
　「シフト」という用語は、基準に対して特定の時間値だけアップリンクのサブフレーム
の送信をずらすことに関して使用され、基準は、例えば、ダウンリンク基準セルを介して
受信されるダウンリンクのサブフレームの始まりとすることができる。「シフト」とは、
モバイル端末が、アップリンクの時間を揃えるときに、送信の時刻を設定すること、すな
わち、基準から特定の時間値だけ異なる時刻にアップリンクのフレームを送信することを
意味する。
【０５６６】
　上述の背景技術セクションで与えられた説明は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）
およびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）の技術分野の大部分をより良く理解することを意図し
たものである。それらは、本発明をモバイル通信ネットワークにおけるプロセスおよび機
能の説明された特定の実施に限定するものと理解されるべきではない。以下で説明される
特定の例示的な実施形態は、最近審議が開始した、ＬＴＥ　リリース１１において実施す
ることができる。
【０５６７】
　図３４は、モバイル端末とｅＮｏｄｅＢによって実行されるさまざまなステップと、本
発明の１つの実施形態によるタイム・アライメント手順を可能にするために、それらの間
で交換されるメッセージとを示すシグナリング図を開示している。モバイル端末は、それ
を介してｅＮｏｄｅＢとデータを交換するＰセルを構成した。モバイル端末のＰセルは、
既にアップリンクにおいて時間が揃っており、すなわち、Ｐセルを介してモバイル端末に
よって行われるアップリンク送信は、ｅＮｏｄｅＢでのそれらの受信が、Ｐセルを介する
他のモバイル端末のアップリンク送信の受信と同期するようなタイミングで、モバイル端
末によって実行される。Ｐセルは、背景セクションで説明されたように、ＲＡＣＨ手順を
実行することによって、最初にアップリンクの時間が揃えられ、コネクション・ベースま
たは非コネクション・ベースである（図７および図８を参照されたい）。あまり有利とは
思えないが、基準がアップリンクの時間が揃ったＳセルであると仮定し、本発明の原理を
使用して、最初にＰセルを同期させることも理論的には可能である。しかし、以下の説明
では、Ｐセルが最初にＲＡＣＨ手順を使用してアップリンクにおいて同期がとられると仮
定し、そう仮定する理由は、Ｐセルは、ＵＥが複数のサービング・セルをアグリゲートす
る場合、例えば、ＰＵＣＣＨがＰセル上で送信される場合は、常にアップリンクの同期が
とれており、（ＲＡＣＨ手順がより正確であるために）「最良の」アップリンクのタイム
・アライメントを有するからである。
【０５６８】
　モバイル端末は、今度はセカンダリ・セル、Ｓセルで構成されるが、Ｓセルは、まだア
ップリンクの時間が揃っていない。例えば、Ｓセルは、ちょうど構成されたところであり
、またはＳセルは、以前はアップリンクの時間が揃っていたが、アップリンクの同期を失
っている（例えば、タイミング・アドバンスのタイマが切れている）。いずれの場合も、
モバイル端末は、今は、Ｓセルを介してアップリンクのデータをｅＮｏｄｅＢに送信でき
るように、アップリンクのタイム・アライメントを達成しなければならない。以下のステ
ップは、図３４によって例示されるように実行される。
【０５６９】
　１．モバイル端末は、Ｐセルおよび／またはＳセルにおける送信／受信の特定のタイミ
ング情報を決定するために、測定を実行する。以下でさらに詳細に説明されるように、モ
バイル端末で決定できるタイミング情報にはさまざまなものがある。端末が測定するタイ
ミング情報、特に、その後、ｅＮｏｄｅＢに送信されるタイミング情報は、既に時間が揃
っており、したがって、Ｓセルのタイム・アライメントのための基準としての役割を果た
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す、Ｐセルのアップリンクのタイム・アライメントを考慮することによって、Ｓセルのた
めのタイミング・アドバンスをｅＮｏｄｅＢが決定することを可能にするようなものであ
る。ｅＮｏｄｅＢに送信される測定の情報は、ｅＮｏｄｅＢにまだ知られていない、した
がって、モバイル端末とｅＮｏｄｅＢの間でＰセルおよび／またはＳセル上において実行
される信号交換の送信および／または受信タイミング情報など、ｅＮｏｄｅＢに知られて
いないタイミングに関するようなものである。
【０５７０】
　２．測定の結果が、モバイル端末によってｅＮｏｄｅＢに送信される。
【０５７１】
　３．ｅＮｏｄｅＢは、モバイル端末から受信した情報を使用して、Ｓセルのためのタイ
ミング・アドバンスを決定し、決定は、受信した情報と、Ｐセルのアップリンクのタイム
・アライメントを示す情報とに基づいている。これを達成する方法にはさまざまな可能性
があり、以降の説明において、それらをより詳細に説明する。
【０５７２】
　４．いずれの場合にも、ｅＮｏｄｅＢは、Ｓセルのためのタイミング・アドバンスを決
定することができ、Ｓセルのためのアップリンクの送信のタイミングをモバイル端末が調
整することを可能にするために、モバイル端末およびそのＳセル用の対応するタイミング
・アドバンス情報を準備する。
【０５７３】
　モバイル端末に送信されるこのタイミング・アドバンス情報は、絶対的な値、すなわち
、規格から分かる初期のタイミング・アドバンス値に類似したものとすることができ、そ
れは、モバイル端末によって、ｅＮｏｄｅＢからのＳセル上のダウンリンク送信の到着時
刻に対して適用される。代替的に、モバイル端末に送信されるタイミング・アドバンス情
報は、Ｐセルのために使用されるタイミング・アドバンスに対して相対的とすることがで
き、したがって、モバイル端末が、その値を、時間が揃っているＰセル上でのモバイル端
末によるｅＮｏｄｅＢへのアップリンク送信の時刻に対して、またはＰセル上でのｅＮｏ
ｄｅＢからのダウンリンク送信の到着の時刻に対して適用することを可能にする。
【０５７４】
　５．ｅＮｏｄｅＢから受信したタイミング・アドバンス情報を使用して、モバイル端末
は、Ｓセルのアップリンク送信のタイミングの時間を揃えることができる。今、説明され
たように、アップリンク送信のタイミングがどれだけ正確に調整されるかは、タイミング
・アドバンス情報の特定の内容に依存する。１つのオプションは、タイミング・アドバン
ス情報が、絶対的な値として適用されるタイミング・アドバンスを含むものであり、その
場合、Ｓセルのためのタイミング・アドバンス値は、ｅＮｏｄｅＢによってＳセルのダウ
ンリンク送信に対して計算されている。前記の場合、モバイル端末は、Ｓセルを介して受
信したダウンリンクのサブフレームの始まりに対して、タイミング・アドバンス情報で示
された時間量だけ、アップリンク送信のタイミングをシフトさせる。代替的に、モバイル
端末で受信されるタイミング・アドバンス情報が、Ｐセルのタイミング・アドバンスに対
して相対的なものである場合、モバイル端末は、時間が揃っているＰセルを介して送信さ
れたアップリンクのサブフレームの始まりに対して、またはＰセル上のダウンリンク送信
に対して、タイム・アドバンス情報で示された時間量だけ、アップリンク送信のタイミン
グをシフトさせる。
【０５７５】
　モバイル端末は、Ｓセルのアップリンクの時間を揃え、その後、先に受信したアップリ
ンクの許可に基づいて、スケジュールされたアップリンク送信を送信し始めることができ
る。
【０５７６】
　上で説明されたように、本発明によって提供される利点にはさまざまなものがある。第
１に、異なるタイミング・アドバンスを異なるコンポーネント・キャリア、すなわち、セ
ルに適用するために、手順が実施される。したがって、Ｓセルの伝搬がＰセルと異なる状
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況において、各セルについて別々に、アップリンクのタイミングを調整することができる
。さらに、Ｓセルにおけるランダム・アクセス手順の適用が回避される。背景セクション
の最後で説明されたように、ＲＡＣＨ手順は、モバイル端末の複雑さの増加、または電力
制限のための複雑な優先順位付け規則、または電力増幅器の問題など、いくつかの問題を
もたらす。さらに、本発明のアップリンク同期プロセスは、ＲＡＣＨ手順が実行される場
合の手法と比べて、より高速である。後に詳細に示されるように、これは、アップリンク
の時間が揃っていないＳセルのアクティブ化のために特に重要である。
【０５７７】
　以下では、本発明のより具体的な実施形態が、図２４および図３５を参照して説明され
る。
【０５７８】
　図２４は、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳセル２が、ｅＮｏｄｅＢによって異なるＵＥで
あるＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３にサービスされるシナリオを示している。さらに、Ｓセル１
およびＳセル２によって使用される周波数のために構成されている周波数選択的リピータ
（ＦＳＲ）が提供され、ＦＳＲは、セカンダリ・サービング・セルＳセル１およびＳセル
２上で送信／受信される信号は増幅するが、Ｐセル上で送信／受信される信号は増幅しな
い。図２４によって示されるように、Ｐセルのカバレージは、Ｓセルのカバレージよりも
大きい。
【０５７９】
　図２４の下側部分では、モバイル端末でのＳセル１またはＳセル２とＰセルの間のダウ
ンリンクの受信時間の差（ΔＳｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）が、セル内のＵＥの位置
に対してプロットされている。ダウンリンクの受信時間の差は、ＵＥがＳセルを介してｅ
ＮｏｄｅＢからダウンリンクのサブフレームを受信した時点とＵＥがＰセルを介してｅＮ
ｏｄｅＢからダウンリンクのサブフレームを受信した時点との間の差である。
【０５８０】
　この特定のシナリオでは、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳセル２のために必要な異なるア
ップリンクのタイミング・アドバンスは、ＵＥのロケーションに応じて変化する。より詳
細には、図２４には３つのＵＥが示されており、ＵＥ１は、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳ
セル２のカバレージ内のＡに配置され、ＵＥ２は、ｅＮｏｄｅＢによって提供されるＳセ
ル１／Ｓセル２のカバレージとＦＳＲによって提供されるＳセル１／Ｓセル２のカバレー
ジとが重なり合うエリアのＢに配置され、ＵＥ３は、ｅＮｏｄｅＢによって提供されるＳ
セル１／Ｓセル２のカバレージの外部であるが、ＦＳＲによって提供されるＳセル１／Ｓ
セル２のカバレージの内部であるＣに配置される。
【０５８１】
　ロケーションＡからロケーションＢへは、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳセル２が、同じ
送信ノード、例えば、ｅＮｏｄｅＢによってＵＥに提供される。したがって、３つのセル
の伝搬遅延は、実質的に同じであるべきであり、したがって、ダウンリンクの受信時間の
差は、無視すべきである。結果として、Ｐセル、Ｓセル１、およびＳセル２に対して、同
じタイミング・アドバンスを使用することができる。他方、ロケーションＢでは、ＦＳＲ
からのＳセル１／Ｓセル２の信号は、ｅＮｏｄｅＢからのＳセル１／Ｓセル２の信号より
も強く、それに対応して、ロケーションＢのＵＥ２は、ｅＮｏｄｅＢからＰセルを介して
信号を受信し、ＦＳＲからＳセル１／Ｓセル２を介して信号を受信する。その結果、Ｐセ
ル信号とＳセル１／Ｓセル２信号の間で伝搬が異なり、それが、ＰセルとＳセル１／Ｓセ
ル２の間に異なるダウンリンクの受信タイミングをもたらす。図２４の下側部分から明ら
かなように、ＵＥ２によって測定されたＰセルとＳセル１／Ｓセル２の間のダウンリンク
の受信時間の差のプロットは、ＵＥ２が（ｅＮｏｄｅＢからの）１つの受信経路から（Ｆ
ＳＲからの）別の受信経路に切り換わった瞬間に、特定の値に突然跳ね上がる。
【０５８２】
　ロケーションＢで、ダウンリンクの受信時間の差は最大であるが、その理由は、この例
示的なシナリオでは、Ｐセル経路とＳセル１／Ｓセル２経路の間の経路長の差も最大であ
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るからである。ダウンリンクの受信時間の差は、ＦＳＲがＳセル１／Ｓセル２の増幅され
た信号を受信し、処理し、送信する時間が主であるので、ダウンリンクの受信時間の差は
、ＵＥがＦＳＲに向かってさらに移動するにつれて減少し、ちょうどＦＳＲにおいて最小
となる。再びＦＳＲから離れて行くと、ダウンリンクの受信時間の差も再び増加する。
【０５８３】
　したがって、ＵＥ２とＵＥ３は、Ｐセルのために使用したような、同じタイミング・ア
ドバンスをＳセル１／Ｓセル２のために使用することができず、それらのために別々のア
ップリンクのタイミング・アドバンスを構成しなければならない。しかし、目下のシナリ
オでは、Ｓセル１とＳセル２の伝搬遅延は同じであるので、Ｓセル１およびＳセル２のた
めに同じタイミング・アドバンスを使用することができる。
【０５８４】
　図３５は、図２４に基づいたシナリオを仮定して、本発明の１つの実施形態にしたがっ
て実行されるステップを示すシグナリング図である。特に、図２４のＵＥ３がＳセル１お
よびＳセル２のためのアップリンク同期を実行する必要があると仮定される。ＵＥ３は、
Ｓセル１およびＳセル２上でＦＳＲからダウンリンク信号を受信し、さらにｅＮｏｄｅＢ
とＰセルを介して信号の受信および送信を行っている。
【０５８５】
　図２６は、ＰセルおよびＳセル上で送信されるフレームの受信および送信タイミングを
示している。説明を容易にするため、図２６には、Ｓセル１およびＳセル２の両方の代わ
りに、ただ１つのＳセルを示した。図２６のＳセルに関連する以下の説明は、Ｓセル１お
よびＳセル２の両方に等しく適用可能である。
【０５８６】
　図２６から明らかなように、本発明のこの特定の実施形態では、ＰセルおよびＳセルの
両方が、同じ時刻ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌおよびＴＤＬ＿ＴＸ＿ＳＣｅｌｌに、フレー
ムをダウンリンクでＵＥ３に送信すると仮定される。後で説明されるように、常にこうで
あるとは限らない。ｅＮｏｄｅＢは、既にデータをＰセル上でＵＥ３に送信しているとこ
ろであり、ｅＮｏｄｅＢは、例えば、共通の基準シンボルをＳセル上のダウンリンクで送
信し、その後、それが、ＵＥ３によって受信される。
【０５８７】
　ダウンリンク送信は、同時に実行されるが、ＰセルおよびＳセルは異なる伝搬遅延（Ｐ
ＤＤＬ＿ＰＣｅｌｌ、ＰＤＤＬ＿ＳＣｅｌｌ）をともなうので、ダウンリンク送信のＵＥ
による受信は、同時ではない（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ、ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）
。特に、Ｓセル経路は、最初にＦＳＲに向かい、そこからＵＥ３に向かうが、Ｐセル経路
は、直接的にＵＥ３に達するので、より短い。
【０５８８】
　Ｐセルのアップリンク送信は、既に時間が揃っており、ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌに発
生し、ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌは、タイミング・アドバンスＴＡＰＣｅｌｌ＝２×ＰＤ

ＤＬ＿ＰＣｅｌｌを使用して、Ｐセル上で受信されるダウンリンク無線フレームの始まり
に対して時刻が決められ、すなわち、ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ＝ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅ

ｌｌ－ＴＡＰＣｅｌｌである。ＵＥ３からのＰセル上のアップリンク送信は、ＴＵＬ＿Ｔ

Ｘ＿ＰＣｅｌｌ＋ＰＤＵＬ＿ＰＣｅｌｌに相当するＴＵＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌにｅＮｏｄ
ｅＢに到着し、ＰＤＵＬ＿ＰＣｅｌｌはＰＤＤＬ＿ＰＣｅｌｌに等しいことが、またはそ
れらの差は少なくとも無視できることが仮定される。
【０５８９】
　図２６または図２４から明らかなように、Ｐセルのために既に使用されているタイミン
グ・アドバンスは、異なる伝搬遅延のために、ＵＥ３に関するＳセル上でのアップリンク
送信のために使用することはできない。したがって、本発明のさまざまな実施形態の１つ
にしたがって、ＵＥ３に関するＳセルのアップリンクを別個に同期させる必要がある。
【０５９０】
　本発明の主要なアイデアの１つは、アップリンクの時間が揃っているＰセルのアップリ
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ンクのタイミングと、特にＰセルでアップリンク送信を同期させるためにＵＥ３によって
使用されるタイミング・アドバンスとを使用して、Ｓセルのためのタイミング・アドバン
スを決定することである。以下のタイミング関係は、Ｓセルのためのタイミング・アドバ
ンスＴＡＳＣｅｌｌと、Ｐセルのためのタイミング・アドバンスＴＡＰＣｅｌｌおよび他
のパラメータとの関係を表している。
ＴＡＰＣｅｌｌ＝ＰＤＵＬ＿ＰＣｅｌｌ＋ＰＤＤＬ＿ＰＣｅｌｌ　　（式１８）
ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＰＤＵＬ＿ＳＣｅｌｌ＋ＰＤＤＬ＿ＳＣｅｌｌ＝ＰＤＵＬ＿ＰＣｅｌｌ

＋ＰＤＤＬ＿ＰＣｅｌｌ－（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ＋ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅ

ｌｌＰＤＵＬ）
　　＝ＴＡＰＣｅｌｌ－（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ＋ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌ

ｌＰＤＵＬ）
ここで、ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬは、ダウンリンクでのＰセルおよびＳセルの
伝搬遅延の間の差であり、ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＵＬは、アップリンクでのＰセ
ルおよびＳセルの伝搬遅延の間の差である。
【０５９１】
　以下の置き換えが行え、
ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＵＬ＝ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ＋ΔＳＣｅｌｌ

ＰＤＵＬ－ＤＬ　　（式１９）
ここで、ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬは、Ｓセルのアップリンクおよびダウンリンクの伝
搬遅延の間の差であり、次式が得られる。
ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＴＡＰＣｅｌｌ－２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ－ΔＳＣｅｌ

ｌＰＤＵＬ－ＤＬ　　（式２０）
【０５９２】
　以下の置き換えが行え、
ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＰＤＤＬ＝ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ΔＳＣｅｌｌ

－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ　　（式２１）
ここで、ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬは、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受
信時間の差、すなわち、ｅＮｏｄｅＢからのＰセル上のダウンリンク送信のＵＥ３での受
信とｅＮｏｄｅＢからのＳセル上のダウンリンク送信のＵＥ３での受信との間の時間差で
あり、また、ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬは、ＰセルとＳセルの間のダウンリンク
の送信時間の差、すなわち、ＵＥ３へのＰセル上のダウンリンク送信のｅＮｏｄｅＢでの
送信とＵＥ３へのＳセル上のダウンリンク送信のｅＮｏｄｅＢでの送信との間の時間差で
あり、次式が得られる。
ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＴＡＰＣｅｌｌ－２・（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ΔＳＣｅ

ｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ）－ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ　　（式２２）
　　＝ＴＡＰＣｅｌｌ－２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ＋２・ΔＳＣｅｌｌ－Ｐ

ＣｅｌｌＴｘＤＬ－ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ　　（式２３）
【０５９３】
　言い換えると、Ｓセルのタイミング・アドバンスは、
　●Ｐセルのタイミング・アドバンス
　●ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の差
　●ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差
　●Ｓセル上のアップリンクとダウンリンクの間の伝搬遅延の差
に基づいて計算することができる。
【０５９４】
　Ｐセルのタイミング・アドバンスは、基本的にｅＮｏｄｅＢおよびＵＥ３の両方に知ら
れている。
【０５９５】
　ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の差は、ｅＮｏｄｅＢでは分からないが
、ＵＥ側では測定することができる。
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【０５９６】
　ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ

は、図２７との関連でより明白になるように、ｅＮｏｄｅＢにだけ知られており、ＵＥ３
には知られていない。図２６の特定の実施形態では、ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ

はゼロであり、後で説明される図２７の実施形態では、ダウンリンクの送信時間の差はゼ
ロではない。
【０５９７】
　サービング・セルのアップリンクとダウンリンクの間の伝搬遅延の間の差は、本発明の
目的では無視できると仮定される。より具体的には、アップリンクおよびダウンリンク方
向の伝搬遅延は、各キャリアで同じであると仮定される。３ＧＰＰ　ＷＧ　ＲＡＮ４によ
って行われたシミュレーションが、帯域間キャリア・アグリゲーションの場合のシミュレ
ートされた伝搬遅延の差の結果を提供しており、その結果は、同じ受信ノード（すなわち
ｅＮｏｄｅＢ）について、９７～９８％のケースで伝搬タイミングの差が１ＴＡステップ
（～０．５μｓ）よりも小さく、１００％のケースで５ＴＡステップよりも小さいことを
示している。アップリンクとダウンリンクの間の周波数ギャップが、異なる周波数帯域の
間のギャップよりもはるかに小さい、ＳＩＢ－２とリンクしたＤＬおよびＵＬのキャリア
のペアの場合に、これにしたがえば、結果として、与えられたセルのＵＬ方向とＤＬ方向
の間の伝搬タイミングの差はかなり小さく、したがって、本発明ではそれを無視すること
ができる。
【０５９８】
　上述のことを仮定し、Ｓセルのタイミング・アドバンスがｅＮｏｄｅＢで計算されるこ
とを考慮すると、ｅＮｏｄｅＢ側でダウンリンクの受信時間の差を決定できる情報をｅＮ
ｏｄｅＢに提供するべきである。その場合、ｅＮｏｄｅＢは、Ｐセルのタイミング・アド
バンスに対してＳセルのタイミング・アドバンスを決定するためのすべての情報を有する
。
【０５９９】
　上述の考察からの結果として、ＵＥ３に関するＳセルのアップリンクのタイム・アライ
メントのための本発明の１つの実施形態が、図３５を参照して以下で提示される。
【０６００】
　図３５のステップ１において、ＵＥ３は、ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－

ＰＣｅｌｌＲｘＤＬと、特に、ＵＥ３がＰセルからの１つのサブフレームの始まりを受信
する時刻と、ＵＥ３が、Ｐセルから受信するサブフレームに時間が最も近い、Ｓセルから
の１つのサブフレームの対応する始まりを受信する時刻との間の時間差とを測定する。そ
れに対応して、ＵＥ３は、２つのＳセルの各々についての測定を実行し、ΔＳＣｅｌｌ１

－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬおよびΔＳＣｅｌｌ２－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬを得る。目下のシナリ
オでは、ダウンリンクの受信時間の差は、Ｓセル１およびＳセル２で実質的に同じである
。１つのＳセルに関するダウンリンクの受信時間の差を、図２６に見ることができる。
【０６０１】
　図３５のステップ２において、ＵＥ３は、測定の結果、すなわち、ダウンリンクの受信
時間の差ΔＳＣｅｌｌ１－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬおよびΔＳＣｅｌｌ２－ＰＣｅｌｌＲｘＤ

Ｌを、好ましくは、ＰセルのＰＵＳＣＨを使用することによって、ｅＮｏｄｅＢに送信す
る。代替的に、ダウンリンクの受信時間の差はどちらも同じであるので、ＵＥ３は、２つ
の測定値の一方だけを送信することができる。
【０６０２】
　ステップ３において、ｅＮｏｄｅＢは、測定結果を受信し、それを使用して、Ｓセルの
タイミング・アドバンスを計算する。両方のＳセルでダウンリンクの受信時間の差は同じ
であるので、Ｓセルのアップリンクの時間を揃えるためにＵＥ３によって使用することが
できるタイミング・アドバンスを１つだけ計算する。本実施形態の仮定を考慮すると、Δ

ＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬおよびΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬはゼロと見なすこと
ができるので、上で説明した式６は、
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ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＴＡＰＣｅｌｌ－２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ　　（式２４
）
と簡潔に書くことができる。
【０６０３】
　したがって、ｅＮｏｄｅＢは、受信したダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ１－

ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ／ΔＳＣｅｌｌ２－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬと、Ｐセルの既知のタイム・
アドバンスとを使用して、Ｓセル１およびＳセル２のタイム・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ

１／ＳＣｅｌｌ２を式２４にしたがって計算する。
【０６０４】
　ステップ４において、ｅＮｏｄｅＢは、好ましくは、後でより詳細に説明されるダウン
リンク共有チャネルおよびＭＡＣ制御要素を使用して、ＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２

をＵＥ３に送信する。
【０６０５】
　ステップ５において、ＵＥ３は、タイミング・アドバンス情報をｅＮｏｄｅＢから受信
し、標準的な初期タイミング・アドバンスがＵＥによって適用されるのと同様にして、Ｓ
セル１およびＳセル２のダウンリンク無線フレームの始まりに対して、タイミング・アド
バンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２を適用する。
【０６０６】
　このように、ＵＥ３は、受信したアップリンクのスケジューリング許可にしたがって、
Ｓセル１およびＳセル２のアップリンクの時間を揃え、それらの上でアップリンク送信を
開始することができる。第１のアップリンクの許可は、通常は、標準的なＲＡＣＨ手順内
のＲＡＲメッセージの部分である。本発明では、ＲＡＣＨ手順はＳセル上で実行されない
ので、Ｓセルに関する第１のアップリンクの許可は、任意のときに任意の方法でＰＤＣＣ
Ｈを介してＵＥ３に送信することができる。
【０６０７】
　ＵＥ３は、Ｓセル１およびＳセル２に関するアップリンクの許可を使用して、アップリ
ンク送信をｅＮｏｄｅＢに送信する。１つのＳセルについて、これが図２６に示されてい
る。ＵＥ３は、Ｓセルのダウンリンク無線フレームの受信の時刻ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌ

ｌに対して、タイミング・アドバンス値ＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２だけ「シフトさ
せる」ことによって、Ｓセルのアップリンク無線フレームの送信の時刻ＴＵＬ＿ＴＸ＿Ｓ

Ｃｅｌｌを設定する。
【０６０８】
　Ｓセル上のそのような時間が揃えられたアップリンクの送信は、伝搬遅延ＰＤＵＬ＿Ｓ

Ｃｅｌｌの後、ＴＵＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌにおいてｅＮｏｄｅＢで受信される。
【０６０９】
　図２７は、本発明の別の実施形態によるタイミング図を示している。図２６のタイミン
グ図と比較して、ＰセルおよびＳセルが異なる時刻にダウンリンク送信を実行する点が異
なる。さらに、Ｓセル１およびＳセル２は同じダウンリンク送信のタイミングを有すると
仮定される。言い換えると、もはやゼロではなく、Ｓセル１およびＳセル２で同じ、Ｐセ
ルとＳセルの間のダウンリンクの送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬが存在
する。
【０６１０】
　図３５に関連して前で説明されたアップリンクのタイム・アライメント手順は、以下の
手順の変更を考慮して、図２７に例示されたシナリオにも同様に適用することができる。
【０６１１】
　ＵＥ３は、Ｓセル１およびＳセル２で同じ、ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ

１－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬおよびΔＳＣｅｌｌ２－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬを測定することがで
きる（ステップ１）。ダウンリンクの受信時間の差は、（図２６におけるような）Ｐセル
経路とＳセル経路の間の伝搬遅延の差ばかりでなく、この場合は、ダウンリンクの送信時
間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬも考慮することに留意されたい。本発明のこの
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特定の実施形態では、測定されたダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌ

ＲｘＤＬは、ＰセルとＳセルの間の伝搬遅延の差よりも長く、すなわち、ＰセルとＳセル
の間のダウンリンクの送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬだけより長い。そ
のようなダウンリンクの送信時間の差は、ＵＥ３には分からず、すなわち、透過的である
。
【０６１２】
　その後、これらの測定結果は、図３５のステップ２と同様に、ｅＮｏｄｅＢに送信され
る。ｅＮｏｄｅＢは、この場合はやはり同じタイミング・アドバンスとなる、Ｓセル１お
よびＳセル２のタイミング・アドバンスを計算する。しかし、ｅＮｏｄｅＢは、図２６に
関連して説明された式７を使用することができず、以下のようにして、ダウンリンクの送
信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬを追加的に考える必要がある。
【０６１３】
　式２３から開始して、ｅＮｏｄｅＢは、この特定のシナリオでは、以下の式２５を使用
して、Ｓセルのタイミング・アドバンスを決定する。すなわち、既に説明した理由で、Δ

ＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬだけがゼロに設定される。
ＴＡＳＣｅｌｌ＝ＴＡＰＣｅｌｌ－２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ＋２・ΔＳＣ

ｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ　　（式２５）
【０６１４】
　決定されたタイミング・アドバンスＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２は、図３５に示さ
れたステップ４にしたがって、ｅＮｏｄｅＢからＵＥ３に送信される。したがって、ＵＥ
３は、受信したタイミング・アドバンス値ＴＡＳＣｅｌｌ１／ＳＣｅｌｌ２を使用して、
それぞれのＳセル１およびＳセル２上のダウンリンク無線フレームの始まりに対して、Ｓ
セル１およびＳセル２上のアップリンク送信の時間を揃える。
【０６１５】
　ｅＮＢが、Ｐセル上のアップリンク送信のためにＵＥによって使用されるタイミング・
アドバンスを知っているとしても、ＰＲＡＣＨ送信が行われた直後だけを除いて、ＴＳ３
６．１３３、セクション７．１．２にしたがった、アップリンクのタイミングのＵＥによ
る自律的な変更が、ｅＮＢからＵＥにシグナリングされたＰセルのタイミング・アドバン
ス値からのある偏差を生じさせることに留意されたい。したがって、別の代替実施形態に
よれば、ＵＥは、ダウンリンクの受信時間の差の測定値に加えて、Ｐセル上で受信したＤ
Ｌ無線フレームとＰセル上で送信したＵＬ無線フレームとの間の使用中の差もｅＮＢにレ
ポートする。
【０６１６】
　以下では、上で説明した実施形態の変形および追加ステップが、図３５の各ステップに
関連して提示される。
【０６１７】
　ＵＥによるレポートのステップのトリガ
　上述の実施形態においては、ＵＥがステップ１の測定と、ステップ２の測定結果のレポ
ートとをいつ開始するのかは、触れられなかった。測定は、例えば、周期的に行われ得る
。
【０６１８】
　レポート／シグナリングは、周期的またはイベント・トリガ式のどちらかで実行され得
る。
【０６１９】
　例えば、レポートの周期的なトリガは、モビリティまたは電力ヘッドルームまたはバッ
ファ状態レポートのレポートと同様である可能性がある。周期的なレポートの利点は、ｅ
ＮｏｄｅＢが、特定の周期で、測定結果に関する最新の情報を得ることである。したがっ
て、ｅＮｏｄｅＢは、周期的な間隔でＳセルの正確なタイミング・アドバンスを計算する
ことができ、それにより、必要な場合には直ちにタイミング・アドバンスをＵＥに送信す
ることができる。
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【０６２０】
　しかし、イベント・トリガ式のレポートも、同様に有益であり、例えば、いくつかの誤
ったアップリンクのタイミングによる干渉の増加を防ぐようにｅＮｏｄｅＢが迅速に反応
すること可能にするために必要である可能性がある。いくつかのイベントが、以下で説明
される。
【０６２１】
　Ｓセルの構成が、ｅＮｏｄｅＢへの測定結果のレポートをＵＥが開始するためのトリガ
として使用され得る。測定およびレポートは、構成されるおよび非アクティブ化されるＳ
セルに関して１つの例示的な実施形態にしたがって行われる。新しいＳセルが構成される
たびに測定結果をｅＮｏｄｅＢに提供することは、さらなる利点を有する。より詳細には
、ｅＮｏｄｅＢは、異なるタイミング・アドバンス（マルチＴＡ）が新しく構成されるＳ
セルのために必要とされるかどうかを調べるための機会を有する。さらに、ｅＮｏｄｅＢ
は、Ｓセルのための必要なタイミング・アドバンスを既に計算しておくことができ、任意
選択で、そのタイミング・アドバンスをモバイル端末にシグナリングすることもできる。
言い換えると、Ｓセルが非アクティブ化される（すなわち、送信に使用されない）として
も、モバイル端末は、このＳセルに対してどのタイミング・アドバンスを使用すべきかを
既に知っている。したがって、Ｓセルがアクティブ化されるとき、モバイル端末は、Ｓセ
ルに関する前に受信されたタイミング・アドバンスを直ちに適用し、既に正しいアップリ
ンクのタイム・アライメントで送信することができる。ゆえに、例えば、アップリンクの
同期を実現するために、新しくアクティブ化されるＳセルでＲＡＣＨが実行される必要が
あるアプローチと比較したとき、Ｓセルのアクティブ化がより高速である。基本的に、Ｓ
セルに関するアクティブ化の遅延は、本発明を使用するとき、ＳセルがＰセルと同じタイ
ミング・アドバンスを有するＲｅｌ－１０と同じである。
【０６２２】
　代替的に、Ｓセルのアクティブ化が、測定および／または測定結果のレポートを開始す
るためのトリガとしてＵＥによって使用され得る。アクティブ化をトリガとして使用する
ことの利点は、ｅＮｏｄｅＢがＳセルをアクティブ化するとき、ｅＮｏｄｅＢはＳセル上
の送信をスケジューリングすることも意図することである。アクティブ化されるＳセル上
のアップリンクの送信のために使用される正しいタイミング・アドバンスを決定するため
に、ｅＮｏｄｅＢに最新の測定結果を提供することが有益である。
【０６２３】
　トリガとして使用されるべき別のオプションは、モバイル端末が、測定結果をｅＮｏｄ
ｅＢにレポートする特定の要求をｅＮｏｄｅＢから受信することである。これは、測定結
果のレポートが必要か否かをｅＮｏｄｅＢが事例ごとに判断することを可能にする。ｅＮ
ｏｄｅＢからモバイル端末にこの要求をどのように送信するかのいくつかの可能性が、存
在する。例えば、Ｓセルを構成するＲＲＣメッセージ、例えば、ＲＲＣコネクション再構
成メッセージ内のフラグが、測定結果のレポートを明示的に要求し得る。
【０６２４】
　あるいは、図２０に示されるアクティブ化／非アクティブ化コマンド（ＭＡＣ　ＣＥ）
が、タイミング情報のレポートの必要性を明示的に示すフラグを含み得る、すなわち、ｅ
ＮｏｄｅＢが、測定結果をレポートするようにモバイル端末に明示的に要求する。フラグ
は、アクティブ化／非アクティブ化ＭＡＣ制御要素内の空いている「予約されたビット」
を使用することによってシグナリングされ得る。既にアクティブ化されたＳセルのアクテ
ィブ化がサポートされる（再アクティブ化とも呼ばれる）ので、アクティブ化／非アクテ
ィブ化ＭＡＣ制御要素が、Ｓセルのうちのいずれを実際にアクティブ化または非アクティ
ブ化することも必要とせずに、測定結果のレポートを要求するためにいつでもｅＮｏｄｅ
Ｂによって送信され得る。
【０６２５】
　別の可能性は、物理レイヤのシグナリング（ＤＣＩフォーマット１Ａを用いたＰＤＣＣ
Ｈ）である、いわゆる「ＲＡＣＨ命令」メッセージを再利用することである。１つの実施
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形態によれば、ＲＡＣＨ命令そのものが使用され、すなわち、Ｓセル上にＲＡＣＨを作成
するよう要求されているモバイル端末は、モバイル端末によって異なって、すなわち、測
定結果のレポートを実行するように解釈され得る。代替的に、Ｓセルに関するＲＡＣＨ命
令内のいくつかの事前に定義された符号点またはフィールド符号点（ｆｉｅｌｄ　ｃｏｄ
ｅｐｏｉｎｔ）の組み合わせが、レポートの要求として使用され得る。例えば、「０００
０００」に設定されたｒａ－ＰｒｅａｍｂｌｅＩｎｄｅｘを有する（すなわち、通常、Ｕ
Ｅがコンテンション・ベースのＲＡＣＨを行うべきであることを示す）Ｓセルに関するＲ
ＡＣＨ命令が、レポートを要求するように再定義され得る。あるいは、クロス・スケジュ
ーリングの場合のための事前に定義されたキャリア・インジケータ（ＣＩ）符号点が、要
求として使用され得る。利点は、モバイル端末が測定結果を送信することになるアップリ
ンクのリソース割り当てが、測定および／またはレポートの要求と一緒に送信可能であり
、したがって、レポートの遅延を削減することである。
【０６２６】
　測定結果をレポートするための別のトリガ・イベントは、Ｓセルのアップリンク・タイ
ム・アライメントに関連して実行された測定の結果が、特定の事前に構成された限界を超
える可能性がある。これは、ｅＮｏｄｅＢが、Ｐセルのタイミング・アドバンスとは異な
るタイミング・アドバンスをＳセルに対して使用する必要性が分からない場合に特に有益
である。ｅＮｏｄｅＢは、例えば、ＯＡＭ（リピータまたはＲＲＨの存在のようなセルの
配置情報を通常提供する運用・管理・保守）からの十分な知識を常に持っているとは限ら
ない。また、マルチ・タイミング・アドバンスの必要性は、ＵＥの位置に依存する（図２
４および対応する説明参照）。したがって、例えば、周波数選択的リピータは、ｅＮｏｄ
ｅＢに対して透過的である可能性があり、大きなダウンリンクの受信時間の差に関してモ
バイル端末がレポートすることによってのみｅＮｏｄｅＢに認識可能にされる。あるいは
、ｅＮｏｄｅＢがＦＳＲを認識しているとしても、ｅＮｏｄｅＢは、いつモバイル端末が
もはやｅＮｏｄｅＢからではなくＦＳＲを介してＳセルを受信するようになるのか正確に
知らない。
【０６２７】
　別のトリガは、初期タイミング・アドバンスまたはタイミング・アドバンス更新を適用
するときに、モバイル端末によって開始される、タイミング・アドバンスのタイマが切れ
ることとすることができる。タイミング・アドバンスのタイマが切れる、すなわち、タイ
ミング・アドバンス更新が受信されない場合、モバイル端末は、本発明のさまざまな実施
形態の１つを実行することができる。
【０６２８】
　ＵＥによる測定およびレポートのステップ
　これまで説明してきたように、モバイル端末は、ＳセルとＰセルの間のダウンリンクの
受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬを測定し、レポートする。代替的または
追加的に、モバイル端末は、ＰセルとＳセルの間の受信送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣ

ｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬを測定し、レポートすることもできる。図２６または図２７に
も示されるように、
ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ＝ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ－ＴＵＬ＿Ｔ

Ｘ＿ＰＣｅｌｌ

である。
【０６２９】
　言い換えると、ＰセルとＳセルの間の受信送信時間の差は、モバイル端末がＰセル上で
アップリンクの無線フレームを送信した時刻とモバイル端末がＳセル上でダウンリンクの
無線フレームを受信した時刻との間の時間差である。アップリンクの無線フレームおよび
ダウンリンクの無線フレームは、同じ無線フレーム番号を指す。
【０６３０】
　図２６または図２７から分かるように、ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－Ｐ

ＣｅｌｌＲｘＤＬは、受信送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬと
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、Ｐセルのタイミング・アドバンスＴＡＰＣｅｌｌとに基づいて、特に、
ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ＝ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ－Ｔ
ＡＰＣｅｌｌ　　（式２６）
によって計算することができ、ここで、ＴＡＰＣｅｌｌは、ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌと
ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌの間で測定された時間によって置き換えることもできる。ＴＵ

Ｌ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌとＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌの間の測定時間は、受信送信時間の差
と一緒に、ｅＮｏｄｅＢにレポートすることもできる。
【０６３１】
　アップリンクにおける協調マルチポイント（Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｍｕｌｔｉ－ｐ
ｏｉｎｔ）（ＣＯＭＰ）送信などの将来の技法に対して、受信送信時間の差は、アップリ
ンク送信のタイミングを制御するために使用できるので、ダウンリンクの受信時間の差の
代わりに、受信送信時間の差を測定し、レポートすることは有利である。さらに、実装の
観点からも、その方が好ましいことがある。
【０６３２】
　その場合、受信送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬが、ｅＮｏ
ｄｅＢにレポートされ、その後、ｅＮｏｄｅＢは、式２６を使用して、ダウンリンクの受
信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬを計算する。既に説明されたように、また
後でより詳細に説明されるように、ｅＮｏｄｅＢは、計算されたダウンリンクの受信時間
の差に基づいて、Ｓセルのタイミング・アドバンスを計算することができる。
【０６３３】
　モバイル端末は、時間差を決定する方法として、例えば、サンプル数をカウントできる
ことに留意されたい。例えば、ダウンリンクの受信時間の差を計算するために、モバイル
端末は、Ｐセルでのダウンリンクのサブフレームの受信時刻とＳセルでのダウンリンクの
サブフレームの受信時刻の間のサンプル数をカウントする。例えば、ダウンリンクのサブ
フレームは、共通基準信号（ＣＲＳ）を指すことができる。
【０６３４】
　測定結果のレポート
　モバイル端末は、測定を行った後、結果をｅＮｏｄｅＢに送信する。既に説明されたよ
うに、測定値は、ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬまたは
ＰセルとＳセルの間の受信送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬを
指す可能性がある。
【０６３５】
　レポートそのものは、原理上いくつかのレイヤ、例えば、ＲＲＣレイヤまたはＭＡＣレ
イヤで実装され得る。モビリティまたは位置の測定のようなその他の測定も、ＲＲＣレイ
ヤでシグナリングされる。タイミング・アドバンス・コマンドはＭＡＣレイヤによって生
成されるので、測定結果のレポートもＭＡＣレイヤで実装することが、実装の観点から有
益である可能性がある。
【０６３６】
　図２９および３０は、モバイル端末からｅＮｏｄｅＢに測定結果を送信するために使用
され得るＭＡＣ制御要素のフォーマットを示す。明らかなように、このＭＡＣ　ＣＥの構
造は、拡張電力ヘッドルームＭＡＣ　ＣＥと同様である。サイズは、構成される、または
構成およびアクティブ化されるＳセルの数、すなわち、測定およびレポートが実行される
べきＳセルの数に依存する。より詳細には、図２９は、Ｐセルとすべての利用可能なＳセ
ル１～ｎとの間のダウンリンクの受信時間の差を送信するためのＭＡＣ制御要素を示す。
【０６３７】
　一方、図３０は、Ｐセルとすべての利用可能なＳセル１～ｎとの間の受信送信時間の差
を送信するためのＭＡＣ制御要素を示す。ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌとＴＤＬ＿ＲＸ＿Ｐ

Ｃｅｌｌの間の時間はＴＡＰＣｅｌｌに対応し、したがって、実際はｅＮｏｄｅＢによっ
て知られているはずなので、代替的な実施形態においては、この情報は、ｅＮｏｄｅＢに
レポートされてはならない。



(112) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

【０６３８】
　すべてのＳセルに関するダウンリンクの受信時間の差および受信送信時間の差をレポー
トする代わりに、モバイル端末は、時間を揃えられるべき特定のＳセルに関してのみそれ
らをレポートする可能性がある。
【０６３９】
　さらに、時間差は、符号化され、サンプル数で示される可能性があり、すなわち、モバ
イルが、特定のサンプル数をレポートし、次いで、ｅＮｏｄｅＢが、サンプル数およびサ
ンプルの時間を用いて実際の時間差を導出する可能性がある。
【０６４０】
　既に前に述べられたように、測定結果は、Ｐセルの物理アップリンク共有チャネル、Ｐ
ＵＳＣＨ上で送信されることが好ましい。
【０６４１】
　Ｓセルに関するタイミング・アドバンスの決定
　本発明の上述の実施形態においては、ｅＮｏｄｅＢが、標準的なＲＡＣＨ手順から分か
るタイミング・アドバンス値、すなわち、図２６および２７で例示されたように、ダウン
リンクのＳセルを介して受信されるダウンリンクの無線フレームの始まりに対して相対的
にモバイル端末によって適用されるタイミング・アドバンス（矢印ＴＡＳＣｅｌｌ参照）
を計算すると想定された。これは、タイミング・アドバンス値が、規格によって定義され
たタイミング・アドバンスと同じ種類であって、Ｐセルに対してではなく、Ｓセルの無線
フレームのダウンリンクの受信に対して相対的に定義されるので、絶対的な値と呼ばれる
可能性がある。
【０６４２】
　しかし、その他の代替的な方法もある。ｅＮｏｄｅＢによって計算され、モバイル端末
によって適用されるタイミング・アドバンスは、ダウンリンクのＳセルを介して受信され
るダウンリンクの無線フレームの始まりに対して相対的である必要はなく、その他の基準
が選択され得る。例えば、計算され、適用されるタイミング・アドバンスは、Ｐセルを介
して受信されるダウンリンクの無線フレームの始まりＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌに対して
相対的であるか、またはＰセルを介して送信されるアップリンクの無線フレームの始まり
ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌに対して相対的である可能性がある。
【０６４３】
　タイミング・アドバンスがＰセルを介して送信されるアップリンクの無線フレームの始
まりに対して相対的に計算される場合、基本的に、そのタイミング・アドバンスは、Ｐセ
ルとＳセルの間のタイミング・アドバンスの差ΔＴＡＰＣｅｌｌ－ＳＣｅｌｌを指す。式
２３を考慮すると、
ΔＴＡＰＣｅｌｌ－ＳＣｅｌｌ＝－２・ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ＋２・ΔＳＣ

ｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＴｘＤＬ－ΔＳＣｅｌｌＰＤＵＬ－ＤＬ

である。
【０６４４】
　したがって、ｅＮｏｄｅＢによって決定され、モバイル端末に送信されるタイミング・
アドバンスは、ΔＴＡＰＣｅｌｌ－ＳＣｅｌｌである。そして今度は、モバイル端末が、
Ｐセルを介して受信されるアップリンクの無線フレームの始まりに対して相対的にこの値
を適用して、Ｓセル上で実行されるアップリンクの送信に関するアップリンクのタイミン
グを決定する。これが図３１に例示されており、タイミング・アドバンスが、サンプル数
ＮＴＡによって示され、そして、Ｐセルにおけるアップリンクの送信と比較してＳセルに
おけるアップリンクの送信に対して適用すべき実際の時間的な差を得るためにサンプルの
時間ＴＳと乗算される。
【０６４５】
　タイミング・アドバンスが、ダウンリンクのＰセルを介して受信されるダウンリンクの
無線フレームの始まりに対して相対的に計算される場合、タイミング・アドバンス値は、
図２６および図２７から推論され得るように、
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ＴＡＳＣｅｌｌ－ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ

である。したがって、ｅＮｏｄｅＢは、最初にタイミング・アドバンス値ＴＡＳＣｅｌｌ

を計算し、そのタイミング・アドバンス値ＴＡＳＣｅｌｌから、受信されたダウンリンク
の受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬを引く。その後、計算結果が、モバイ
ル端末にレポートされ、モバイル端末は、Ｐセルにおいてモバイル端末によって受信され
るダウンリンクの無線フレームの始まりに対して相対的に、受信されたタイミング・アド
バンスに基づいてＳセル上のアップリンクの送信のタイミングを設定する。これが図３２
に例示されており、タイミング・アドバンスが、サンプル数ＮＴＡによって示され、そし
て、Ｓセルにおけるアップリンクの送信に対して適用すべき実際の時間的な差を得るため
にサンプルの時間ＴＳと乗算される。
【０６４６】
　タイミング・アドバンス・コマンドの送信
　計算されたタイミング・アドバンスが、例えば、タイミング・アドバンスが適用される
Ｓセルのダウンリンク共有チャネルを用いてモバイル端末に送信される可能性がある。図
３３は、本発明の１つの特定の実施形態による、計算されたタイミング・アドバンスをｅ
ＮｏｄｅＢからモバイル端末に送信するために使用されるべきタイミング・アドバンス・
コマンドのフォーマットを示す。計算され、モバイル端末に送信されるタイミング・アド
バンス情報がＴＡＳＣｅｌｌである（かつ図３１および３２に関連して上で述べられた相
対的な値の一部でない）場合、（規格から分かる初期ＴＡコマンドと同じ）必要な粒度を
実現するために、Ｓセルに関するタイミング・アドバンスを送信するために１１ビットが
使用されることが好ましい。
【０６４７】
　一方、タイミング・アドバンスがより小さい場合は、別のタイミングに対して相対的で
あるので、より少ないビットで十分である。
【０６４８】
　１つの例は、例えば８ビットでタイミング・アドバンス情報を運ぶための新たなＭＡＣ
制御要素を使用することである。代替的に、図３３に示されたフォーマットを有する、Ｌ
ＴＥのＲｅｌｅａｓｅ８から知られるタイミング・アドバンス更新コマンドが、使用され
得る。空いているＲビットのうちの１つが、規格から分かる実際のタイミング・アドバン
ス更新コマンドと、本発明のさまざまな実施形態のうちの１つによるタイミング・アドバ
ンス情報とを区別するために使用され得る。
【０６４９】
　一部の実施形態は相対的なタイミング・アドバンス（図３１および３２に関連する説明
参照）を使用するので、タイミング・アドバンス更新コマンドによって提供される６ビッ
トが、十分な粒度をもたらす可能性がある。
【０６５０】
　別の代替的な方法は、ｅＮＢが、１つのＳセルに関してのみでなく、すべての構成され
る、または構成およびアクティブ化されるＳセルに関するタイミング・アドバンス情報を
送信することである。ＵＥが上述の実施形態にしたがってすべての構成される、または構
成およびアクティブ化されるＳセルに関するタイミング情報をレポートする場合、それに
応じてすべての計算されたＴＡもレポートすることが理にかなっている可能性がある。
【０６５１】
　Ｓセルのグループ化
　図２４、３４、および２６に関して想定されたシナリオにおいて、Ｓセル１およびＳセ
ル２は、Ｓセル１およびＳセル２に関する伝播遅延が同じであるので、アップリンクにお
いて同じタイミング・アドバンスを有する。上述の場合、Ｓセル１およびＳセル２は、タ
イミング・アドバンス・グループを形成すると言われる可能性がある。
【０６５２】
　このシナリオに付け加えて、Ｓセルが同じタイミング・アドバンス値を用いてアップリ
ンクの時間を揃えられ得るかどうかに応じて異なるタイミング・アドバンス・グループを
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形成するいくつかの構成される、または構成およびアクティブ化されるＳセルが存在し得
る。既に説明されたように、同じモバイル端末のさまざまなＳセルの間での異なるタイミ
ング・アドバンスの必要性につながるいくつかの理由がある。一例は、Ｓセルのうちの一
部の信号のみを増幅する１つまたは複数の周波数選択的リピータである。
【０６５３】
　いずれの場合も、モバイル端末がＳセルの特定のタイミング・アドバンス・グループへ
のマッピングを記憶する場合、時間が揃ったＳセル２を有するタイミング・アドバンス・
グループに属するＳセル１の時間を揃える必要があるとき、モバイル端末は、時間が揃っ
たＳセル２に対して前に使用されたタイミング・アドバンスを直ちに適用してＳセル１の
アップリンクの送信の時間も揃えることができる。したがって、本発明のすべてのステッ
プを実行する必要はない。
【０６５４】
　Ｓセルのタイミング・アドバンス・グループへのマッピングは、ｅＮｏｄｅＢによって
のみ構成および更新され得る。
【０６５５】
　本発明のハードウェアおよびソフトウェアの実装
　本発明の別の実施形態は、ハードウェアおよびソフトウェアを用いた上述のさまざまな
実施形態の実装に関する。これに関連して、本発明は、ユーザ機器（モバイル端末）およ
びｅＮｏｄｅＢ（基地局）を提供する。ユーザ機器は、本明細書に記載の方法を実行する
ように適合される。さらに、ｅＮｏｄｅＢは、ｅＮｏｄｅＢがユーザ機器から受信される
電力状態情報からそれぞれのユーザ機器の電力状態を判定し、そのｅＮｏｄｅＢのスケジ
ューラによる異なるユーザ機器のスケジューリングにおいて異なるユーザ機器の電力状態
を考慮することを可能にする手段を含む。
【０６５６】
　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）を用い
て実装または実行され得ることがさらに認識される。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・デバイスなどである可能性がある。本発明
のさまざまな実施形態は、これらのデバイスの組み合わせによって実行または具現化され
る可能性もある。
【０６５７】
　さらに、本発明のさまざまな実施形態は、プロセッサによって、またはハードウェアで
直接実行されるソフトウェア・モジュールによって実装される可能性もある。ソフトウェ
ア・モジュールとハードウェアの実装の組み合わせも、あり得る可能性がある。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ストレージ媒体、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などに記憶され得る。
【０６５８】
　本発明の異なる実施形態の個々の特徴は、個々にまたは任意の組み合わせで、別の発明
の主題になり得ることにさらに留意されたい。
【０６５９】
　幅広く説明された本発明の趣旨または範囲を逸脱することなく、特定の実施形態に示さ
れた本発明に対して多くの変更および／または修正がなされ得ることが当業者によって理
解されるであろう。したがって、これらの実施形態は完全に例示的であると見なされるべ
きであり、限定的であると見なされるべきでない。
【０６６０】
　複数のダウンリンクのコンポーネント・キャリアの伝搬遅延の差に関するレポート
　本発明は、モバイル通信システムにおいてダウンリンクのタイミングについてモバイル
端末によってレポートするための方法も提供し、異なるサービング・セル上のダウンリン
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クのサブフレームの送信および／または受信時間の差が事前に定義された最大時間差を超
えた場合にレポートするために使用され、それによって、アグリゲーション・アクセス・
ポイントが、モバイル端末に関するこのような状況を検出することを可能にする。
【０６６１】
　本発明のさらなる態様によれば、（３ＧＰＰ用語ではユーザ機器と呼ばれる）モバイル
端末が、異なるダウンリンクのサービング・セル上の異なる無線リンクを介してサービン
グ・セルをアグリゲートしており、前記ダウンリンク送信が、異なる伝搬遅延をこうむる
状況を、アグリゲーション・アクセス・ポイントが検出することを可能にするために、ア
グリゲートされたダウンリンクのサービング・セルのダウンリンクのタイミングについて
のレポートが提案される。
【０６６２】
　そのようなアグリゲーションは、異なるダウンリンクのサービング・セル上の送信（例
えば、それぞれのサブフレーム）で受信されるプロトコル・データ・ユニットをモバイル
端末のプロトコル・エンティティで共同処理するための、ｅＮｏｄｅＢ、ＲＲＨ、または
ＦＳＲなどの無線信号送信ノードからの異なるダウンリンクのサービング・セル上の送信
（例えば、それぞれのサブフレーム）に対応する無線信号の同時受信に関する。
【０６６３】
　以下における「基準セル」という用語は、モバイル端末によるダウンリンクのタイミン
グ差の測定のための基準として使用されるセル（Ｐセル、またはＳセルの１つ）を指す。
モバイル端末は、このセルを介する受信のために最初に構成されるので、Ｐセルを基準セ
ルにするのが有利である。それにも関わらず、他の任意のダウンリンクＳセル、例えば、
複数のセルのうちで対応するダウンリンク送信がそこから時間的に最初に受信されるＳセ
ルも基準セルにすることができ、したがって、モバイル端末の最も近くに位置付けられる
セルを基準セルとして使用する。唯一の要件は、ｅＮｏｄｅＢおよびモバイル端末が、ど
のサービング・セルが基準セルの役割を果たすかについて同じ理解を有することであり、
例えば、ｅＮｏｄｅＢは、基準セルを構成し、その構成をモバイル端末にシグナリングす
ることができる。
【０６６４】
　以下における「目標セル」という用語は、そこからのダウンリンク送信が、基準セルの
時点とは異なる時点にモバイル端末によって受信され、したがって、本発明のレポート手
順の対象であるセルを指す。上述の「基準セル」の定義によれば、「目標セル」は、ほと
んどの場合、後の時点でモバイル端末によってアグリゲートされたＳセルの１つである。
特別の場合には、すなわち、モバイル端末がＰセルよりもＳセルにはるかに近く位置付け
られ、Ｐセルからのダウンリンク送信が、例えば、ジッタまたはチャネル・フェージング
効果のような干渉を大きくこうむる場合には、Ｐセルも目標セルになることがある。
【０６６５】
　しかし、以下の特別なシナリオは、本発明を限定するものと理解すべきではなく、本発
明の原理を説明するための一例と理解すべきであるとされる。基準セルは、Ｐセルであり
、目標セルは、Ｓセルであることが仮定される。アグリゲーション・アクセス・ポイント
は、ｅＮｏｄｅＢであることが仮定される。
【０６６６】
　図３６は、モバイル端末とｅＮｏｄｅＢによって実行されるさまざまなステップと、本
発明の１つの実施形態によるレポート手順を可能にするために、それらの間で交換される
メッセージとを示すシグナリング図を示している。モバイル端末は、それを介してｅＮｏ
ｄｅＢとデータを交換するＰセルを構成した。特に、モバイル端末は、Ｐセルからダウン
リンク送信を受信するように構成され、Ｐセルへのアップリンク送信を可能にするように
アップリンクの時間を揃えられる。さらに、モバイル端末は、Ｓセルからダウンリンク送
信を受信するために構成される。モバイル端末は、ダウンリンクＳセルに関連付けられた
、すなわち、アップリンクＳセルと呼ばれる、アップリンク・セルで構成されることもあ
るが、これは、本発明のレポート手順を実行するために重要ではない。
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【０６６７】
　以下のステップが、図３６に沿って実行される。
【０６６８】
　１．モバイル端末は、Ｐセルおよび／またはＳセルでの送信／受信の特定のタイミング
情報を決定するために測定を実行する。以下でより詳細に説明されるように、モバイル端
末で決定できるタイミング情報にはさまざまなものがある。端末が測定するこのタイミン
グ情報は、ＰセルとＳセルの間の伝搬遅延の差をモバイル端末がそれから決定することを
可能にするようなものである。測定のタイミング情報は、ｅＮｏｄｅＢによってまだ知ら
れていないようなものであり、したがって、モバイル端末とｅＮｏｄｅＢの間でＰセルお
よび／またはＳセル上で実行される信号交換の送信および／または受信のタイミング情報
など、ｅＮｏｄｅＢに知られていないタイミングに関する。
【０６６９】
　２ａ．その後、モバイル端末は、測定の結果を事前に定義された最大時間差と比較する
。最大時間差は、特定のモバイル端末のために事前に定義することができ、またはモバイ
ル端末を含むモバイル通信システムのために事前に定義することができる。特に、最大時
間差は、伝搬遅延を指し、すなわち、最大時間差は、アグリゲートされたセルまたはコン
ポーネント・キャリアの間の最大伝搬遅延差を定義する。比較を実行し得る方法にはさま
ざまなものがあり、それらについて以下で詳細に説明する。いずれの場合も、モバイル端
末は、測定結果が事前に定義された最大伝搬遅延差を超えたかどうかを判定することがで
きる。
【０６７０】
　３ａ．比較の結果に関する情報が、ｅＮｏｄｅＢに送信される。
【０６７１】
　上で説明されたステップ２ａおよび３ａの代替として、モバイル端末およびｅＮｏｄｅ
Ｂは、（代替策として図３６では破線で示された）以下のステップも実行することができ
る。
【０６７２】
　２ｂ．測定の結果が、モバイル端末によってｅＮｏｄｅＢに送信される。
【０６７３】
　３ｂ．ｅＮｏｄｅＢは、モバイル端末から受信した測定の結果に関する情報を使用して
、それを事前に定義された最大時間差と比較する。先に説明されたように、最大時間差は
、特定のモバイル端末のために事前に定義することができ、またはモバイル端末を含むモ
バイル通信システムのために事前に定義することができる。特に、最大時間差は、伝搬遅
延を指し、すなわち、最大時間差は、最大伝搬遅延差を定義する。比較を実行し得る方法
にはさまざまなものがあり、それらについて以下で詳細に説明する。いずれの場合も、ｅ
ＮｏｄｅＢは、測定結果が事前に定義された最大伝搬遅延差を超えたかどうかを判定する
ことができる。
【０６７４】
　上で説明された本発明によって提供される利点にはさまざまなものがある。
【０６７５】
　第１に、ｅＮｏｄｅＢは、異なる経路を使用するモバイル端末へのダウンリンク送信に
影響する伝搬遅延を正確には知らない。ｅＮｏｄｅＢまたはより具体的には通信業者が配
備について知っており、この情報に基づいて、異なるサービング・セルに関する伝搬遅延
についてのある見解（推定）を有し得るべきであるとしても、具体的には、ネットワーク
送信点（ｅＮｏｄｅＢ、ＲＲＨ）での送信タイミングの不完全性、すなわち、異なる送信
点の間でクロック・ドリフトを生じさせ、結果として、サービング・セルの間により大き
なダウンリンクの受信時間の差を生みだすクロックの不正確性のせいで、またはフェージ
ングなどのチャネル効果のせいで、モバイル端末でのダウンリンクの受信タイミングは変
化する。したがって、ダウンリンクのタイミングについてのレポートは、サービング・セ
ルの再構成を可能にする追加情報をｅＮｏｄｅＢに提供する。
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【０６７６】
　さらに、背景セクションの最後で説明されたように、モバイル端末は、限られた受信能
力しか有さずに提供されることがある。特に、モバイル端末は、ダウンリンク送信の同時
処理を可能にする受信機窓を限られた大きさしか有しないことがある。それでも、異なる
アグリゲートされたダウンリンクのサービング・セル上のダウンリンク送信の受信は、モ
バイル端末による共同処理を必要とする。したがって、ダウンリンクのタイミングのレポ
ートは、複数のアグリゲートされたサービング・セルのダウンリンク送信をモバイル端末
が正常に受信することをモバイル端末の限られた受信能力が妨げる状況、すなわち、モバ
イル端末によってサポートされる受信窓サイズよりも大きな（基準セルと比較された）相
対的な伝搬遅延差を有するサービング・セル（Ｓセル）がモバイル端末によって正しく復
号されない可能性のある状況を、ｅＮｏｄｅＢが検出することを可能にする。
【０６７７】
　以下では、本発明のより具体的な実施形態が説明される。
【０６７８】
　例えば、ＵＥ（モバイル端末）が、図３６と同様に、ｅＮｏｄｅＢによってサービスさ
れるＰセルで構成され、またＲＲＨによってサービスされるＳセルで構成されるシナリオ
を仮定する。Ｐセルのカバレージは、Ｓセルのカバレージよりも大きいと仮定することが
できる。
【０６７９】
　このシナリオでは、Ｐセルのダウンリンク送信に関する伝搬遅延がＳセルのダウンリン
ク送信に関する伝搬遅延よりも大きくなるように、ＵＥがＰセルのカバレージの境界およ
びＳセルのカバレージの境界に位置付けられることが起こることがある。したがって、Ｕ
Ｅは、ｅＮｏｄｅＢからのＰセルのダウンリンクのサブフレームを、ＲＲＨからのＳセル
の対応するサブフレームを受信するよりも後の時点で受信する。
【０６８０】
　この特定のシナリオでは、上で述べられた利点を達成するためにダウンリンクのタイミ
ングについてのレポートが必要かどうかは、ＵＥのロケーションに依存する。より詳細に
は、ｅＮｏｄｅＢによってサービスされるＰセルおよびＲＲＨによってサービスされるＳ
セルで構成されるＵＥの、ＰセルおよびＲＲＨに対するロケーションに応じて、ダウンリ
ンクのタイミングは、無視できる受信時間の差（例えば、ＵＥがｅＮｏｄｅＢとＲＲＨの
中間に位置付けられている場合）と、対応するサブフレームにとって大きな受信時間の差
（例えば、ＵＥがｅＮｏｄｅＢとＲＲＨの中間に位置付けられていない場合）との間で変
化する。
【０６８１】
　ｅＮｏｄｅＢによってサービスされるダウンリンクのＰセルとＦＳＲによってリピート
されるダウンリンクのＳセルで構成されるＵＥについての同様の例示的なシナリオが、図
２４に関して説明された。このシナリオでも、上で述べられた利点を達成するためにダウ
ンリンクのタイミングについてのレポートが必要かどうかは、ＵＥのロケーションに依存
する。
【０６８２】
　このより具体的な実施形態では、ＰセルおよびＳセルの両方が、同じ時刻にサブフレー
ムをダウンリンクでＵＥに送信するが仮定される。ダウンリンク送信は、同時に実行され
るが、ＰセルおよびＳセルは異なる伝搬遅延（ＰＤＤＬ＿ＰＣｅｌｌ、ＰＤＤＬ＿ＳＣｅ

ｌｌ）をともなうので、ダウンリンク送信のＵＥによる受信は、同時ではない（ＴＤＬ＿

ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ、ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）。
【０６８３】
　ＰセルおよびＳセル上で送信されるフレームの例示的な受信および送信タイミングを示
す図２６を参照すると、ダウンリンク送信の伝搬遅延の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲ
ｘＤＬ）が、以下の２つの異なる方法で測定できることに留意しなければならない。
ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ＝ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ－ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅ
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ｌｌ　　（式２７）
　　＝（ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ－ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ）－（ＴＵＬ＿ＴＸ＿Ｐ

Ｃｅｌｌ－ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）　　（式２８）
【０６８４】
　したがって、ＵＥは目標セル上の第１のダウンリンクのサブフレームの始まりの受信（
ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌ）と基準セル上の対応するダウンリンクのサブフレームの受信
（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌ）との間の時間差を測定する（すなわち、上記の式２７を適
用する）ことによって、ダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤ

Ｌ）を決定することができる。
【０６８５】
　代替的に、ＵＥは、ＵＥが基準セル上でアップリンクの無線フレームを送信した時刻（
ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌｌｌ）とＵＥが目標セル上でダウンリンクの無線フレームを受
信した時刻（ＴＤＬ＿ＲＸ＿ＳＣｅｌｌｌ）との間の時間差を測定することによって、ダ
ウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を決定することができ
る。ＵＥが、基準セル上の送信と基準セルおよび目標セル上の受信との間の時間差を測定
する場合、ダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）は、基準
セル上の送信と基準セル上の受信との間の時間差から、基準セル上の送信と目標セル上の
受信との間の時間差を減算する（すなわち、上記の式２８を適用する）ことによって、決
定することができる。
【０６８６】
　言い換えると、送信および／または受信時間差情報は、ＵＥによって、
　●ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘ

ＤＬ）、または
　●ＰセルとＰセル／Ｓセルの間の受信送信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤ

Ｌ－ＴｘＵＬ）
として測定することができる。
【０６８７】
　ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の差は、ｅＮｏｄｅＢでは分からないが
、ＵＥ側では測定することができる。
【０６８８】
　上述の考察の結果として、ダウンリンクのタイミングをレポートするための本発明のよ
り詳細な実施形態が、図３６に関連して提示される。
【０６８９】
　図３６のステップ１で、ＵＥは、ダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅ

ｌｌＲｘＤＬ）と、特に、ＵＥがＰセルからの１つのサブフレームの始まりを受信した時
刻とＵＥが、Ｐセルから受信したサブフレームと同じサブフレーム番号に対応する、Ｓセ
ルからの１つのサブフレームの対応する始まりを受信した時刻との間の時間差とを測定す
る。
【０６９０】
　ステップ１で追加的にまたは代替的に、ＵＥは、受信送信時間の差の情報（ΔＳＣｅｌ

ｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）と、特に、ＵＥがＰセル上でアップリンクの無線フ
レームを送信した時刻とＵＥがＳセル上でダウンリンクの無線フレームを受信した時刻と
の間の時間差とを測定することもでき、アップリンクの無線フレームおよびダウンリンク
の無線フレームは、同じ無線フレームに関連する。加えて、ＵＥは、Ｐセル上のアップリ
ンクのタイミングとＰセル上のダウンリンクの受信タイミングとの間の時間差も測定する
。Ｐセル上のこの測定された受信送信時間の差（ΔＰＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－Ｔ
ｘＵＬ）が、ＵＥおよびｅＮＢの両方によって知られているべき、Ｐセル上のアップリン
ク送信のためにＵＥによって使用されるタイミング・アライメント（ＴＡ）値に基本的に
対応するとしても、ＲＡＣＨ手順中にタイミング調整コマンドを受信した直後だけを除い
て、ＴＳ３６．１３３、セクション７．１．２にしたがった、アップリンクのタイミング
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のＵＥによる自律的な変更が、ＴＡＰＣｅｌｌからのある偏差を生じさせる。したがって
、ｅＮｏｄｅＢにそのような値をさらにレポートすることは、必須ではないが、有益であ
る。
【０６９１】
　図３６のステップ２ａで、ＵＥは、測定結果、すなわち、ダウンリンクの受信時間の差
（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を事前に定義された最大伝搬遅延時間差（Δｍａ

ｘＴｐｒｏｐ）と比較する。特に、ＵＥは、ダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ

－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を、ＵＥのための最大受信時間差を定義する、事前に定義された
伝搬遅延時間差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）と比較する。
【０６９２】
　追加的にまたは代替的に、ステップ２ａで、ＵＥは、ダウンリンクの受信時間の差（Δ

ＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を決定するために、受信送信時間の差の測定値（ΔＳ

Ｃｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）およびＰセル上の受信送信時間の差の測定値
（ΔＰＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）を比較ステップのために使用すること
もできる。その後、ＵＥは、決定されたダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－Ｐ

ＣｅｌｌＲｘＤＬ）を、ＵＥのための最大受信時間差を定義する、事前に定義された最大
伝搬遅延時間差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）と比較する。
【０６９３】
　測定結果が事前に定義された最大伝搬遅延時間差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）を超えている
ことを、図３６のステップ２ａの比較結果が示している場合、ＵＥは、図３６のステップ
３ａにさらに進む。測定結果が事前に定義された最大伝搬遅延時間差（ΔｍａｘＴｐｒｏ

ｐ）を超えていないことを、比較結果が示している場合、ＵＥは、アグリゲートされたダ
ウンリンクのセル上の受信のタイミングがＵＥによる共同処理を可能にすると仮定し、図
３６のステップ３ａを実行しない。
【０６９４】
　図３６のステップ３ａで、ＵＥは、比較の結果、例えば、外部最大伝搬遅延時間差値を
、好ましくはＰセルのＰＵＳＣＨを使用することによって、ｅＮｏｄｅＢに送信する。
【０６９５】
　追加的にまたは代替的に、図３６のステップ３ａで、ＵＥは、測定の結果、すなわち、
ダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）および／または受信
送信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）を、任意選択でＰセル上
の受信送信時間の差（ΔＰＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）と一緒に、ｅＮｏ
ｄｅＢに送信する。
【０６９６】
　上で説明したステップ２ａおよび２ｂの代わりに、ＵＥおよびｅＮｏｄｅＢは、（代替
策として図３６では破線で示された）以下のステップも実行することができる。
【０６９７】
　図３６のステップ２ｂでは、ＵＥは、測定の結果、すなわち、ダウンリンクの受信時間
の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を、好ましくはＰセルのＰＵＳＣＨを使用す
ることによって、ｅＮｏｄｅＢに送信する。
【０６９８】
　追加的にまたは代替的に、図３６のステップ２ｂで、ＵＥは、測定の結果としての受信
送信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）を、任意選択でＰセル上
の受信送信時間の差（ΔＰＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）と一緒に、好まし
くはＰセルのＰＵＳＣＨを使用することによって、ｅＮｏｄｅＢに送信する。特に、受信
送信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）および（ΔＰＣｅｌｌ－

ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）を送信する場合、ＵＥは、基準セル（Ｐセル）のＰＵＳ
ＣＨを使用して、受信送信時間の差をまとめて送信することができる。
【０６９９】
　ｅＮｏｄｅＢは、図３６のステップ３ｂで、測定結果を受信し、それを事前に定義され
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た最大伝搬遅延時間差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）と比較する。特に、ｅＮｏｄｅＢは、受信
したダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を、ＵＥのため
の最大受信時間差を定義する、最大伝搬遅延時間差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）と比較する。
【０７００】
　追加的にまたは代替的に、ステップ３ｂで、ｅＮｏｄｅＢは、測定された受信送信時間
の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）を、任意選択でＰセル上の受信送
信時間の差の測定値（ΔＰＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）と一緒に受信し、
それらに基づいて、ダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）
を決定する。その後、ｅＮｏｄｅＢは、決定されたダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣ

ｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を、ＵＥのための最大ダウンリンク受信時間差を定義する
、最大伝搬遅延時間差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）と比較する。
【０７０１】
　結果として、上述のステップ１、２ａ、および３ａ、または上述のステップ１、２ｂ、
および３ｂのどちらかを実行することによって、ＵＥは、アグリゲートされたダウンリン
クのサービング・セル、すなわち、ＰセルおよびＳセルのダウンリンクのタイミングに関
する情報を、ｅＮｏｄｅＢに提供する。特に、ｅＮｏｄｅＢは、アグリゲートされたダウ
ンリンクのサービング・セル、すなわち、ＰセルおよびＳセルのダウンリンクのタイミン
グが、ＵＥのための事前に定義された最大伝搬遅延差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）を超えたか
どうかを示す情報を提供される。
【０７０２】
　以下では、上で説明した実施形態の変形およびさらなるステップが、図３６に関連して
提示される。
【０７０３】
　上で説明した実施形態では、モバイル端末によってアグリゲートされたサービング・セ
ルのダウンリンクのタイミングに関する追加情報をｅＮｏｄｅＢに提供するために、ダウ
ンリンクのタイミングについてレポートするための手順が説明された。以下のより詳細な
実施形態では、モバイル端末の再構成のために使用される、ダウンリンクのタイミングに
ついてレポートする手順が説明される。
【０７０４】
　第１の変形によれば、図３６のステップ４ａで、ｅＮｏｄｅＢは、アグリゲートされた
ダウンリンクのサービング・セル、すなわち、ＰセルおよびＳセルのダウンリンクのタイ
ミングが、事前に定義された最大伝搬遅延差を超えたことを検出したとき、Ｓセルの非ア
クティブ化メッセージをモバイル端末（ＵＥ）に送信することができる。いくつかの実施
形態では、最大伝搬遅延差を超えるダウンリンクのタイミングは、モバイル端末が、アグ
リゲートされたサービング・セル（定義された最大値よりも大きな、基準セルと比較され
た相対的な伝搬遅延差を有するサービング・セル）のダウンリンク送信を正常に受信する
ことを妨げるので、目標セル、すなわち、Ｓセルの非アクティブ化は、モバイル端末の不
全を直ちに改善する。
【０７０５】
　別の変形では、図３６のステップ４ｂで、ｅＮｏｄｅＢは、ダウンリンクのタイミング
についてレポートするモバイル端末の受信のタイミングが、モバイル端末のための事前に
定義された最大伝搬遅延時間差をもはや超えないように、目標セル、すなわち、Ｓセルの
ダウンリンクの時間を揃えることができる。
【０７０６】
　特に、ｅＮｏｄｅＢは、基準セル上のダウンリンクのサブフレームの送信の始まり（Ｔ

ＤＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌ）と目標セル上の対応するダウンリンクのサブフレームの送信の
始まり（ＴＤＬ＿ＴＸ＿ＳＣｅｌｌ）との間の送信時間の差が、モバイル端末によって測
定されたダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）を反映する
ように、目標セル、すなわち、Ｓセル上のダウンリンク送信のタイミングを変更すること
ができ、ダウンリンクのサブフレームは、同じサブフレーム番号を指す。具体的には、ｅ
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ＮｏｄｅＢが、基準セル、すなわち、Ｐセル上の対応するダウンリンク送信よりも早い、
目標セル、すなわち、Ｓセル上のダウンリンク送信の時間を揃えることによって、ｅＮｏ
ｄｅＢは、モバイル端末の伝搬遅延時間差を減少または除去することができる。この変形
は、図２７に示されるのと同様のサービング・セルのタイミングをもたらすことができる
。
【０７０７】
　最大伝搬遅延時間差
　上述の実施形態においては、最大伝搬遅延差がどのように設定されるのかは、触れられ
なかった。最大伝搬遅延差値は、単に、モバイル端末のために事前に定義された値、また
はモバイル端末を含むモバイル通信システムのために事前に定義された値として説明され
ている。
【０７０８】
　特定の変形では、最大伝搬遅延差は、異なるアグリゲートされたサービング・セルを介
して受信するダウンリンクのサブフレームのどの共同処理がもはや可能または実用的では
ないかにしたがって、システム制約から導出することができる。モバイル通信システムに
おいて大きな伝搬遅延差を仮定すると、すべてのアグリゲートされたダウンリンクのサー
ビング・セルからの正常な受信の後、アップリンク送信だけが可能であるので、モバイル
端末の応答挙動も悪化する。
【０７０９】
　さらに、最大伝搬遅延時間差は、別の変形によれば、サービング・セルのアグリゲーシ
ョンのためのサービスに固有の受信のタイミング要件を満たすために、システム・プロバ
イダによって動的に導出することができる。さらに、制約された最大伝搬遅延時間差を事
前に定義することによって、サービス・プロバイダは、モバイル端末が遠く離れたサービ
ング・セルをアグリゲートするのを防止することができる。
【０７１０】
　また別の変形によれば、最大伝搬遅延差は、モバイル端末（ＵＥ）制約から導出するこ
とができる。特に、モバイル端末は、アグリゲートされたサービング・セル、すなわち、
ＰセルおよびＳセル上の対応するダウンリンクのサブフレームのための受信時間窓（受信
機窓）を含む。受信時間窓（受信機窓）は、モバイル端末による処理のために、アグリゲ
ートされたサービング・セルの間の相対的な時間差の間、サービング・セルのデータを一
時的に記憶するための受信バッファに対応する受信バッファの記憶量は経済的な理由で制
限されるので、最大伝搬遅延時間差は、受信時間窓（受信機窓）を反映するように事前に
定義することができる。１つの実施形態によれば、最大伝搬遅延差は、受信窓のサイズに
等しくなるように設定することができ、すなわち、Ｒｅｌ－１０の３ＧＰＰでは、ＵＥは
、３１．３μｓｅｃの相対的な伝搬遅延差に対処できる受信窓をサポートしなければなら
ない。しかし、ある変形では、最大伝搬遅延差は、サポートされるＵＥの受信窓のサイズ
よりも低い値、すなわち、ＵＥの受信窓のサイズの９０％に設定することもできる。この
場合、ＵＥは、相対的な伝搬遅延差がＵＥの受信機要件（ＵＥの受信窓）を実際に超える
前に、ｅＮｏｄｅＢに警告することができ、それによって、大きな伝搬遅延差のせいで、
ＵＥがサービング・セルのデータを復号できない状況を回避する。
【０７１１】
　本発明の１つの実施形態によれば、ｅＮｏｄｅＢは、比較目的でモバイル端末によって
使用される最大伝搬遅延差を設定し、すなわち、ＲＲＣシグナリングが、最大伝搬遅延差
値の設定のために使用される。
【０７１２】
　ＵＥによるダウンリンクのタイミングについてのレポートのステップのトリガ
　上述の実施形態においては、ＵＥが図３６のステップ１の測定と、ステップ２ａまたは
２ｂのダウンリンクのタイミングについてのレポートとをいつ開始するのかは、触れられ
なかった。測定は、例えば、周期的に行われ得る。
【０７１３】
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　レポート／シグナリングは、周期的にかまたはイベント・トリガ式にかのどちらかで実
行され得る。
【０７１４】
　例えば、レポート手順の周期的なトリガは、モビリティまたは電力ヘッドルームまたは
バッファ状態レポートのレポートと同様である可能性がある。周期的なレポートの利点は
、ｅＮｏｄｅＢが、アグリゲートされたサービング・セル、すなわち、ＰセルおよびＳセ
ルのダウンリンクのタイミングが事前に定義された最大伝搬遅延時間差（ΔｍａｘＴｐｒ

ｏｐ）を超えたかどうかをモバイル端末に対して示す最新の情報を受信することである。
したがって、ｅＮｏｄｅＢは、超過的な、すなわち、事前に定義された最大伝搬遅延時間
差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）を超える、ダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣ

ｅｌｌＲｘＤＬ）が、アグリゲートされたダウンリンクのサービング・セル上のダウンリ
ンク送信をモバイル端末が正常に処理することを妨げるかどうかを通知され、それにより
、必要なときに、それに応じて直ちに反応することができる。
【０７１５】
　しかし、イベント・トリガ式のレポートも有益であり、例えば、事前に定義された最大
伝搬遅延時間差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）を超えるダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅ

ｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）のせいで、アグリゲートされたダウンリンクのサービング・
セル上のダウンリンク送信の処理が不成功にならないように、ｅＮｏｄｅＢが迅速に反応
することを可能にするために必要である可能性がある。いくつかのイベントが、以下で説
明される。
【０７１６】
　Ｓセルの構成が、ダウンリンクのタイミングについてｅＮｏｄｅＢにレポートするため
の手順を開始するトリガとしてＵＥによって使用され得る。測定、比較、および任意選択
でレポートは、構成されるおよび非アクティブ化されるＳセルに関して１つの例示的な実
施形態にしたがって行われる。ダウンリンクのタイミングについてｅＮｏｄｅＢにレポー
トする場合、新しいＳセルが構成されるときは、さらなる利点を有する。より詳細には、
ｅＮｏｄｅＢは、超過的なダウンリンクの受信時間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘ

ＤＬ）が、アグリゲートされたダウンリンクのサービング・セル上のダウンリンク送信を
モバイル端末が正常に処理することを妨げるかどうかを、Ｓセルのアクティブ化の前に調
べるための機会を有する。したがって、Ｓセルがアクティブ化されるとき、ｅＮｏｄｅＢ
は、アグリゲートされたダウンリンクのサービング・セル上のダウンリンク送信をモバイ
ル端末が正常に処理可能であることを仮定することができる。
【０７１７】
　代替的に、Ｓセルのアクティブ化が、ダウンリンクのタイミングについてｅＮｏｄｅＢ
にレポートするための手順を開始するトリガとしてＵＥによって使用され得る。アクティ
ブ化をトリガとして使用することの利点は、ｅＮｏｄｅＢがＳセルをアクティブ化すると
き、ｅＮｏｄｅＢはＳセル上の送信をスケジューリングすることも意図することである。
さらに、ｅＮｏｄｅＢが、Ｓセルのアクティブ化を通して、測定、比較、および任意選択
でレポートをトリガすることによって、ｅＮｏｄｅＢは、超過的なダウンリンクの受信時
間の差（ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）が、アグリゲートされたダウンリンクのサ
ービング・セル上のダウンリンク送信をモバイル端末が正常に処理することを妨げるかど
うかを、Ｓセル上でダウンリンクのデータを送信する前に調べるための機会を有する。
【０７１８】
　トリガとして使用されるべき別のオプションは、モバイル端末が、ダウンリンクのタイ
ミングについてｅＮｏｄｅＢにレポートするための手順を開始する特定の要求をｅＮｏｄ
ｅＢから受信することである。これは、ダウンリンクのタイミングについてのレポートが
必要か否かをｅＮｏｄｅＢが事例ごとに判断することを可能にする。ｅＮｏｄｅＢからモ
バイル端末にこの要求をどのように送信するかのいくつかの可能性が、存在する。例えば
、Ｓセルを構成するＲＲＣメッセージ、例えば、ＲＲＣコネクション再構成メッセージ内
のフラグが、測定結果のレポートを明示的に要求し得る。



(123) JP 6527832 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

【０７１９】
　あるいは、図２０に示されるアクティブ化／非アクティブ化コマンド（ＭＡＣ　ＣＥ）
が、レポート手順の必要性を明示的に示すフラグを含み得る、すなわち、ｅＮｏｄｅＢが
、ダウンリンクのタイミングについてｅＮｏｄｅＢにレポートするための手順の開始を明
示的に要求する。フラグは、アクティブ化／非アクティブ化ＭＡＣ制御要素内の空いてい
る「予約されたビット」を使用することによってシグナリングされ得る。既にアクティブ
化されたＳセルのアクティブ化がサポートされる（再アクティブ化とも呼ばれる）ので、
アクティブ化／非アクティブ化ＭＡＣ制御要素が、Ｓセルのうちのいずれを実際にアクテ
ィブ化または非アクティブ化することも必要とせずに、いつでもｅＮｏｄｅＢによって送
信され得る。
【０７２０】
　別の可能性は、物理レイヤのシグナリング（ＤＣＩフォーマット１Ａを用いたＰＤＣＣ
Ｈ）である、いわゆる「ＲＡＣＨ命令」メッセージを使用することである。１つの実施形
態によれば、ＲＡＣＨ命令そのものが使用され、すなわち、Ｓセル上にＲＡＣＨを作成す
るよう要求されているモバイル端末は、モバイル端末によって異なって、すなわち、ダウ
ンリンクのタイミングについてｅＮｏｄｅＢにレポートするための手順を開始するように
解釈され得る。代替的に、Ｓセルに関するＲＡＣＨ命令内のいくつかの事前に定義された
符号点またはフィールド符号点の組み合わせが、レポートの要求として使用され得る。例
えば、「００００００」に設定されたｒａ－ＰｒｅａｍｂｌｅＩｎｄｅｘを有する（すな
わち、通常、ＵＥがコンテンション・ベースのＲＡＣＨを行うべきであることを示す）Ｓ
セルに関するＲＡＣＨ命令が、レポートを要求するように再定義され得る。あるいは、ク
ロス・スケジューリングの場合のための事前に定義されたキャリア・インジケータ（ＣＩ
）符号点が、要求として使用され得る。利点は、モバイル端末が測定結果および／または
比較結果を送信することになるアップリンクのリソース割り当てが、測定、比較、および
／またはレポートの要求と一緒に送信可能であり、したがって、レポートの遅延を削減す
ることである。
【０７２１】
　ダウンリンクのタイミングについてｅＮｏｄｅＢにレポートするための別のトリガ・イ
ベントは、モバイル端末によって実行された測定結果が、ある事前に設定された限界、す
なわち、最大伝搬遅延時間差を超えたこととすることができる。これは、ｅＮｏｄｅＢが
、ＰセルとＳセルの間のダウンリンクの受信時間の差が、ある事前に設定された限界を超
えたことが分からない場合に特に有益である。ｅＮｏｄｅＢは、例えば、ＯＡＭ（リピー
タまたはＲＲＨの存在のようなセルの配置情報を通常提供する運用・管理・保守）からの
十分な知識を常に持っているとは限らず、ｅＮｏｄｅＢは、異なる送信点（ｅＮｏｄｅＢ
、リピータ、もしくはＲＲＨ）の間のクロック・ドリフト、またはフェージングなどのチ
ャネル効果も分からない。
【０７２２】
　測定結果のレポート
　モバイル端末は、測定を行った後、結果をｅＮｏｄｅＢに送信することができる。既に
説明されたように、測定値は、ダウンリンクの受信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲ
ｘＤＬ、またはＰセルとＳセルの間の受信送信時間の差ΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤ

Ｌ－ＴｘＵＬおよび任意選択でＰセル上の受信送信時間の差（ΔＰＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌ

ＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）を指す可能性がある。
【０７２３】
　レポートそのものは、原理上いくつかのレイヤ、例えば、ＲＲＣレイヤまたはＭＡＣレ
イヤで実装され得る。モビリティまたは位置の測定のようなその他の測定も、ＲＲＣレイ
ヤでシグナリングされる。１つの実施形態によれば、タイミング測定値ΔＳＣｅｌｌ－Ｐ

ＣｅｌｌＲｘＤＬ、またはΔＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬおよび任意選択
でＰセル上の受信送信時間の差は、ＲＲＣレイヤ上、すなわち、ＲＲＣシグナリングでレ
ポートされる。受信／送信のタイミングの測定に加えて、ＵＥは、改善されたネットワー
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ク動作を可能にするために、レポート・ロケーション情報もレポートすることができる。
他のタイミング・コマンドはＭＡＣレイヤによって生成されるので、ダウンリンクのタイ
ミングについてのレポートもＭＡＣレイヤで実装することが、実装の観点から有益である
可能性がある。
【０７２４】
　図２９および３０は、モバイル端末からｅＮｏｄｅＢに測定結果を送信するために使用
され得るＭＡＣ制御要素のフォーマットを示す。明らかなように、このＭＡＣ　ＣＥの構
造は、拡張電力ヘッドルームＭＡＣ　ＣＥと同様である。サイズは、構成される、または
構成およびアクティブ化されるＳセルの数、すなわち、測定およびレポートが実行される
べきＳセルの数に依存する。より詳細には、図２９は、Ｐセルとすべての利用可能なＳセ
ル１～ｎとの間のダウンリンクの受信時間の差を送信するためのＭＡＣ制御要素を示す。
【０７２５】
　一方、図３０は、Ｐセルとすべての利用可能なＳセル１～ｎとの間の受信送信時間の差
を送信するためのＭＡＣ制御要素を示す。ＭＡＣ制御要素は、追加的にＰセル上の受信送
信時間の差（ΔＰＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）を含むことができる。代替
的に、ＴＵＬ＿ＴＸ＿ＰＣｅｌｌとＴＤＬ＿ＲＸ＿ＰＣｅｌｌの間の時間はＴＡＰＣｅｌ

ｌに対応し、したがって、実際はｅＮｏｄｅＢによって知られているはずなので、代替的
な実施形態においては、この情報は、ｅＮｏｄｅＢにレポートされてはならない。
【０７２６】
　すべてのＳセルに関するダウンリンクの送信時間の差および受信送信時間の差をレポー
トする代わりに、モバイル端末は、最大伝搬遅延差を超えた特定のＳセルに関するダウン
リンクの送信時間の差および受信送信時間の差だけをレポートすることができる。
【０７２７】
　さらに、時間差は、符号化され、サンプル数で示される可能性があり、すなわち、モバ
イルが、特定のサンプル数をレポートし、次いで、ｅＮｏｄｅＢが、サンプル数およびサ
ンプルの時間を用いて実際の時間差を導出する可能性がある。
【０７２８】
　既に前に述べられたように、測定結果は、Ｐセルの物理アップリンク共有チャネル、Ｐ
ＵＳＣＨ上で送信されることが好ましい。しかし、測定結果をＳセル上でレポートするこ
とも可能である。
【０７２９】
　比較結果のレポート
　ＵＥは、比較を実行した後、比較の結果、すなわち、外部最大伝搬遅延時間差値をｅＮ
ｏｄｅＢに送信する。前に説明されたように、比較は、ダウンリンクの受信時間の差（Δ

ＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ）、またはＰセルとＳセルの間の受信送信時間の差（Δ

ＳＣｅｌｌ－ＰＣｅｌｌＲｘＤＬ－ＴｘＵＬ）、および事前に定義された最大伝搬遅延時
間差（ΔｍａｘＴｐｒｏｐ）に関連することができる。
【０７３０】
　レポートそのものは、原理上、例えば、事前に定義された電力ヘッドルーム・レポート
ＰＨＲ値、または事前に定義されたチャネル状態情報ＣＳＩ値など、事前に定義された値
を用い、異なるシグナリング・レイヤを使用して実装され得る。最初の場合、事前に定義
されたＰＨＲ値を使用するレポートは、レポートが実行されるＳセル上のアップリンクで
ＵＥが構成されることを必要とする。後者の場合、事前に定義されたＣＳＩ値を使用する
レポートは、Ｓセル上のアップリンクでＵＥが構成されることを必要としない。
【０７３１】
　例えば、モバイル端末は、コンポーネント・キャリアまたはサービング・セルが、基準
セルに対する伝搬遅延差、すなわち、いわゆる仮想ＰＨＲを有することを事前に定義され
た符号点を用いて示すために、事前に定義されたＰＨＲ値を使用することができる。仮想
ＰＨＲは、対応するサブフレーム内にアップリンクのリソース割り当て、すなわち、ＰＵ
ＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ送信を有さないサービング・セルのために、電力ヘッドルームが計算
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される状況に関連する。そのような状況では、事前に定義されたＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ
リソース割り当てが、電力ヘッドルームの計算のために使用される。仮想ＰＨＲの１つの
特徴は、それが負になり得ないことである。言い換えると、事前に定義されたＰＵＳＣＨ
／ＰＵＣＣＨリソース割り当て、すなわち１ＲＢ割り当てのために、仮定されるＰＵＳＣ
Ｈ／ＰＵＣＣＨは、コンポーネント・キャリアの最大送信電力を決して超えることはない
。したがって、負の値（負のｄＢ値）を表している仮想ＰＨＲの符号点は、割り当てられ
ず、したがって、他のシグナリング目的に再利用することができる。
【０７３２】
　本発明の１つの変形によれば、モバイル端末は、サービング・セルに関して、基準セル
に対する伝搬遅延差が、事前に定義された最大伝搬遅延差を超えたことをｅＮｏｄｅＢに
レポートするために、負の値を示す仮想ＰＨＲの事前に定義された符号点を使用する。
【０７３３】
　事前に定義されたＰＨＲ値、すなわち、より具体的には、仮想ＰＨＲの事前に定義され
た符号点を使用するのと同様に、別の変形では、モバイル端末（ＵＥ）は、ＵＥの受信機
窓の外で受信された、すなわち、基準セルに対する伝搬遅延差が最大値を超えているサー
ビング・セルについてｅＮｏｄｅＢに通知するために、ＣＳＩレポートの事前に定義され
た符号点を使用する。
【０７３４】
　本発明のさらなる変形では、モバイル端末（ＵＥ）は、ＵＥの受信機窓の外で受信され
たコンポーネント・キャリアについて、特定のＣＱＩ符号点を使用して、「範囲外」をレ
ポートする。
【０７３５】
　また別の変形では、モバイル端末は、ＣＱＩに関して「最大伝搬遅延差を超えたこと」
、例えば、「範囲外」を示すために、１よりも大きなランクを示すランク・インジケータ
と組み合わせた、ＣＳＩ符号点の組み合わせを使用する。ＣＳＩ符号点の他の組み合わせ
も可能である。
【０７３６】
　既に前に述べられたように、測定結果は、好ましくは、Ｐセルの物理アップリンク共有
チャネルＰＵＳＣＨ上で送信される。
【０７３７】
　ＵＥの受信機窓の外でサービング・セルが受信されたときのＵＥの挙動
　本発明の別のより詳細な実施形態によれば、サービング・セルがＵＥの受信機窓内で受
信されない、すなわち、基準セルに対する伝搬遅延差が大きすぎて、ＵＥの受信機窓の長
さを超えている事実が原因で、アグリゲートされたサービング・セルのデータが正しく復
号できない場合の、ＵＥの挙動が説明される。
【０７３８】
　上で述べられたシグナリング手段、例えば、タイミング測定値のレポート、または特別
なＣＳＩもしくはＰＨＲ符号点は、あるアグリゲートされたサービング・セルが受信機窓
内で受信されない状況を回避するために主に使用されるとしても、そのようなシグナリン
グは、サービング・セルの伝搬遅延差が既にＵＥの受信機窓を超えており、したがって、
ＵＥによって正しく復号することはできないことを、ｅＮｏｄｅＢに示すためにも使用で
きることに留意されたい。
【０７３９】
　それに加えて、または代替的に、本発明のさらなるより詳細な実施形態によれば、ＵＥ
は、関連付けられたダウンリンクのセルがＵＥの受信機窓の外で受信されるアップリンク
のセル上で、ＰＵＳＣＨおよび／またはＳＲＳを送信することを停止する。基準セルに対
するサービング・セルの伝搬遅延差が、サポートされるＵＥの受信機窓の長さを超えてい
ることが、ｅＮｏｄｅＢには分からないことがあるので、ｅＮｏｄｅＢは、それに対応す
るアップリンクのセル上でアップリンク送信を依然としてスケジュールすることがあり、
例えば、アップリンク送信は、その後、モバイルから受信され得る別のサービング・セル
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【０７４０】
　本発明のこの実施形態によれば、ＵＥは、ＵＥの受信機窓の外で受信されるサービング
・セルのために受信されたアップリンク許可を無視する。ｅＮｏｄｅＢは、サービング・
セル／コンポーネント・キャリア上にスケジュールされたＰＵＳＣＨ送信がないことを検
出することができ、このサービング・セルが問題を有する可能性があることを認識する。
【０７４１】
　同様に、モバイル端末は、受信機窓の外で受信されるセル上の周期的なＳＲＳの送信を
停止する。ＵＥは、（タイミングのせいで）ダウンリンクのセルからのデータを正しく復
号できないことがあり、モバイル端末が、対応するアップリンクのセル上のアップリンク
送信のためのタイミング基準セルとして、および／またはアップリンクの電力制御のため
の経路損失基準として、このダウンリンクのセルを使用することも可能ではない。
【０７４２】
　本発明のハードウェアおよびソフトウェアの実装
　本発明の別の実施形態は、ハードウェアおよびソフトウェアを用いた上述のさまざまな
実施形態の実装に関する。これに関連して、本発明は、ユーザ機器（モバイル端末）およ
びｅＮｏｄｅＢ（基地局）を提供する。ユーザ機器は、本明細書に記載の方法を実行する
ように適合される。さらに、ｅＮｏｄｅＢは、ｅＮｏｄｅＢがユーザ機器から受信される
電力状態情報からそれぞれのユーザ機器の電力状態を判定し、そのｅＮｏｄｅＢのスケジ
ューラによる異なるユーザ機器のスケジューリングにおいて異なるユーザ機器の電力状態
を考慮することを可能にする手段を含む。
【０７４３】
　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）を用い
て実装または実行され得ることがさらに認識される。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・デバイスなどである可能性がある。本発明
のさまざまな実施形態は、これらのデバイスの組み合わせによって実行または具現化され
る可能性もある。
【０７４４】
　さらに、本発明のさまざまな実施形態は、プロセッサによって、またはハードウェアで
直接実行されるソフトウェア・モジュールによって実装される可能性もある。ソフトウェ
ア・モジュールとハードウェアの実装の組み合わせも、あり得る可能性がある。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ストレージ媒体、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などに記憶され得る。
【０７４５】
　本発明の異なる実施形態の個々の特徴は、個々にまたは任意の組み合わせで、別の発明
の主題になり得ることにさらに留意されたい。
【０７４６】
　幅広く説明された本発明の趣旨または範囲を逸脱することなく、特定の実施形態に示さ
れた本発明に対して多くの変更および／または修正がなされ得ることが当業者によって理
解されるであろう。したがって、これらの実施形態は完全に例示的であると見なされるべ
きであり、限定的であると見なされるべきでない。
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