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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基地局におけるワイヤレス通信の方法であって、
前記基地局から、キャリア上で基準信号リソースの第１のセットおよび基準信号リソー
スの第２のセットを送信することと、基準信号リソースの前記第１のセットは、第１のキ
ャリアタイプに関連付けられ、基準信号リソースの前記第２のセットは、第２のキャリア
タイプに関連付けられ、
第２のキャリアタイプのＵＥとの、基準信号リソースの前記第２のセットをサポートす
るためのシグナリングを維持する間に、前記基地局から、少なくとも１つの第１のキャリ
アタイプのＵＥに基準信号リソースの前記第１のセットのサポートをシグナリングするこ
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とと、
を備える、方法。
【請求項２】
基準信号リソースの前記第１のセットの前記サポートをシグナリングすることは、
基準信号リソースの前記第１のセットおよび基準信号リソースの前記第２のセットに関
して同じプライマリ同期信号（ＰＳＳ）ロケーションを定義することと、
基準信号リソースの前記第１のセットに関してセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を定義す
ることと、
基準信号リソースの前記第２のセットのために前記ＳＳＳを複製することと、
を備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの２つのセットは、同じ物理セル識別子（ＰＣＩ）にマッ
ピングされる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
基準信号リソースの前記第１のセットに関する前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの第１のセ
ットは、第１の物理セル識別子（ＰＣＩ）にマッピングされ、基準信号リソースの前記第
２のセットに関する前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの第２のセットは、第２のＰＣＩにマッ
ピングされる、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
基準信号リソースの前記第１のセットの前記サポートをシグナリングすることは、基準
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信号リソースの前記第１のセットのサポートを示すために、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ
）またはシステム情報ブロック（ＳＩＢ）においてリザーブされたビットをシグナリング
することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記第１のキャリアタイプは、新たなキャリアタイプであり、前記第２のキャリアタイ
プは、レガシキャリアタイプである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
基準信号リソースの前記第１のセットおよび基準信号リソースの前記第２のセットは、
直交サブフレームまたはサブバンドを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信の方法であって、
前記ＵＥが、キャリア上で基準信号リソースの第１のセットおよび基準信号リソースの
第２のセットを受信することと、基準信号リソースの前記第１のセットは、第１のキャリ
アタイプに関連付けられ、基準信号リソースの前記第２のセットは、第２のキャリアタイ
プに関連付けられ、
前記ＵＥが、ｅノードＢが、少なくとも、基準信号リソースの前記第１のセット、基準
信号リソースの前記第２のセット、またはそれらの組み合わせ、をサポートするかどうか
を決定することと、
を備える、方法。
【請求項９】

30

前記決定することは、前記ｅノードＢが基準信号リソースの前記第１のセットをサポー
トするか、基準信号リソースの前記第２のセットをサポートするかを決定するために、物
理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）のための候補をブラインド復号することを備え
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
基準信号リソースの前記第１のセットは、新たなＰＢＣＨフォーマットから決定される
、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記決定することは、前記ＰＢＣＨのための共通基準信号（ＣＲＳ）ポートに基づいて
、前記ｅノードＢが基準信号リソースの前記第１のセットまたは基準信号リソースの前記
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第２のセットをサポートすることを決定することを備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
基準信号リソースの前記第１のセット、基準信号リソースの前記第２のセット、または
それらの組み合わせ、のうちの１つまたは複数から基準信号受信電力を報告することをさ
らに備え、ここにおいて、前記決定することは、前記基準信号受信電力が基準信号リソー
スの前記第１のセットおよび基準信号リソースの前記第２のセットの両方に関して報告さ
れるとき、基準信号リソースの前記第１のセットに関する割り当てを受信することをさら
に備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
基準信号リソースの前記第１のセットのサポートを示すために、ランダムアクセスチャ

50

(3)

JP 6039060 B2 2016.12.7

ネル（ＲＡＣＨ）メッセージを送信することをさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
前記第１のキャリアタイプは、新たなキャリアタイプであり、前記第２のキャリアタイ
プは、レガシキャリアタイプである、請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
ワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、
を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
キャリア上で基準信号リソースの第１のセットおよび基準信号リソースの第２のセット
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を送信し、基準信号リソースの前記第１のセットは、第１のキャリアタイプに関連付けら
れ、基準信号リソースの前記第２のセットは、第２のキャリアタイプに関連付けられ、
第２のキャリアタイプのＵＥとの、基準信号リソースの前記第２のセットをサポートす
るためのシグナリングを維持する間に、少なくとも１つの第１のキャリアタイプのＵＥに
基準信号リソースの前記第１のセットのサポートをシグナリングする、
ように構成される、装置。
【請求項１６】
前記少なくとも１つのプロセッサは、
基準信号リソースの前記第１のセットおよび基準信号リソースの前記第２のセットに関
して同じプライマリ同期信号（ＰＳＳ）ロケーションを定義し、
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基準信号リソースの前記第１のセットに関してセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を定義し
、
基準信号リソースの前記第２のセットのために前記ＳＳＳを複製する、
ようにさらに構成される、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの２つのセットは、同じ物理セル識別子（ＰＣＩ）にマッ
ピングされる、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
基準信号リソースの前記第１のセットに関する前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの第１のセ
ットは、第１の物理セル識別子（ＰＣＩ）にマッピングされ、基準信号リソースの前記第
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２のセットに関する前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの第２のセットは、第２のＰＣＩにマッ
ピングされる、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
前記少なくとも１つのプロセッサは、基準信号リソースの前記第１のセットのサポート
を示すために、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）またはシステム情報ブロック（ＳＩＢ）に
おいてリザーブされたビットをシグナリングするようにさらに構成される、請求項１５に
記載の装置。
【請求項２０】
前記第１のキャリアタイプは、新たなキャリアタイプであり、前記第２のキャリアタイ
プは、レガシキャリアタイプである、請求項１５に記載の装置。
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【請求項２１】
基準信号リソースの前記第１のセットおよび基準信号リソースの前記第２のセットは、
直交サブフレームまたはサブバンドを備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項２２】
ワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、
を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
キャリア上で基準信号リソースの第１のセットおよび基準信号リソースの第２のセット
を受信し、基準信号リソースの前記第１のセットは、第１のキャリアタイプに関連付けら
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れ、基準信号リソースの前記第２のセットは、第２のキャリアタイプに関連付けられ、
ｅノードＢが、少なくとも、基準信号リソースの前記第１のセット、基準信号リソース
の前記第２のセット、またはそれらの組み合わせ、をサポートするかどうかを決定する、
ように構成される、装置。
【請求項２３】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ｅノードＢが基準信号リソースの前記第１の
セットをサポートするか、基準信号リソースの前記第２のセットをサポートするかを決定
するために、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）のための候補をブラインド復号
するようにさらに構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
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基準信号リソースの前記第１のセットは、新たなＰＢＣＨフォーマットから決定される
、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＰＢＣＨのための共通基準信号（ＣＲＳ）ポ
ートに基づいて、前記ｅノードＢが基準信号リソースの前記第１のセットまたは基準信号
リソースの前記第２のセットをサポートすることを決定するようにさらに構成される、請
求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
前記少なくとも１つのプロセッサは、
基準信号リソースの前記第１のセット、基準信号リソースの前記第２のセット、または
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それらの組み合わせ、のうちの１つまたは複数から基準信号受信電力を報告し、
前記基準信号受信電力が基準信号リソースの前記第１のセットおよび基準信号リソース
の前記第２のセットの両方に関して報告されるとき、基準信号リソースの前記第１のセッ
トに関する割り当てを受信する、
ようにさらに構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
前記少なくとも１つのプロセッサは、基準信号リソースの前記第１のセットのサポート
を示すために、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）メッセージを送信するようにさら
に構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２８】

30

前記第１のキャリアタイプは、新たなキャリアタイプであり、前記第２のキャリアタイ
プは、レガシキャリアタイプである、請求項２２に記載の装置。
【請求項２９】
ワイヤレス通信のための装置であって、
キャリア上で基準信号リソースの第１のセットおよび基準信号リソースの第２のセット
を送信するための送信モジュールと、基準信号リソースの前記第１のセットは、第１のキ
ャリアタイプに関連付けられ、基準信号リソースの前記第２のセットは、第２のキャリア
タイプに関連付けられ、
第２のキャリアタイプのＵＥとの、基準信号リソースの前記第２のセットをサポートす
るためのシグナリングを維持する間に、少なくとも１つの第１のキャリアタイプのＵＥに
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基準信号リソースの前記第１のセットのサポートをシグナリングするためのシグナリング
モジュールと、
を備える、装置。
【請求項３０】
ワイヤレス通信のための装置であって、
キャリア上で基準信号リソースの第１のセットおよび基準信号リソースの第２のセット
を受信するための受信モジュールと、基準信号リソースの前記第１のセットは、第１のキ
ャリアタイプに関連付けられ、基準信号リソースの前記第２のセットは、第２のキャリア
タイプに関連付けられ、
ｅノードＢが、少なくとも、基準信号リソースの前記第１のセット、基準信号リソース
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の前記第２のセット、またはそれらの組み合わせ、をサポートするかどうかを決定するた
めの決定モジュールと、
を備える、装置。
【請求項３１】
プログラムコードを記録した非トランジトリなコンピュータ可読記憶媒体であって、前
記プログラムコードは、
基地局から、キャリア上で基準信号リソースの第１のセットおよび基準信号リソースの
第２のセットを送信するためのプログラムコードと、基準信号リソースの前記第１のセッ
トは、第１のキャリアタイプに関連付けられ、基準信号リソースの前記第２のセットは、
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第２のキャリアタイプに関連付けられ、
第２のキャリアタイプのＵＥとの、基準信号リソースの前記第２のセットをサポートす
るためのシグナリングを維持する間に、前記基地局から、少なくとも１つの第１のキャリ
アタイプのＵＥに基準信号リソースの前記第１のセットのサポートをシグナリングするた
めのプログラムコードと、
を備える、非トランジトリなコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３２】
プログラムコードを記録した非トランジトリなコンピュータ可読記憶媒体であって、前
記プログラムコードは、
ユーザ機器（ＵＥ）が、キャリア上で基準信号リソースの第１のセットおよび基準信号
リソースの第２のセットを受信するためのプログラムコードと、基準信号リソースの前記
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第１のセットは、第１のキャリアタイプに関連付けられ、基準信号リソースの前記第２の
セットは、第２のキャリアタイプに関連付けられ、
前記ＵＥが、ｅノードＢが、少なくとも、基準信号リソースの前記第１のセット、基準
信号リソースの前記第２のセット、またはそれらの組み合わせ、をサポートするかどうか
を決定するためのプログラムコードと、
を備える、非トランジトリなコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
[0001] 本出願は、２０１２年５月１１日に出願された、「ＣＯＥＸＩＳＴＥＮＣＥ
ＥＴＷＥＥＮ

ＬＣＴＳ

ＡＮＤ

Ｂ
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ＮＣＴＳ，」という名称の、米国仮特許出願番号第６

１／６４６，２２４号、および２０１２年５月１８日に出願された、「ＣＯＥＸＩＳＴＥ
ＮＣＥ

ＢＥＴＷＥＥＮ

ＬＣＴＳ

ＡＮＤ

ＮＣＴＳ」という名称の、米国仮特許出願

番号第６１／６４９，１８８号に対して、米国特許法１１９条に基づき、利益を主張し、
その開示は、それらの全体でここに参照により明示的に組み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
[0002] 本開示の態様は、概してワイヤレス通信システムに関し、より具体的には、レガ
シキャリアタイプ（legacy carrier types）と新たなキャリアタイプ（new carrier type
s）との間での共存（coexistence）に関する。
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【背景技術】
【０００３】
[0003] ワイヤレス通信システムは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、およ
びブロードキャストのような様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されてい
る。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（例えば、帯域幅
、送信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることができる
多元接続技術を用いることができる。このような多元接続技術の例は、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（Ｆ
ＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア
周波数分割多元接続（ＳＣ−ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（
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ＴＤ−ＳＣＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
[0004] これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが市区町村レベル、国レベ
ル、地域レベル、さらにはグローバルレベルで通信することを可能にさせる、共通のプロ
トコルを提供するために、様々な電気通信規格に採用されている。台頭してきた電気通信
規格の例は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）である。ＬＴＥは、第３世代パー
トナシッププロジェクト（３ＧＰＰ）によって公表された、ユニバーサルモバイルテレコ
ミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）モバイル規格に対する拡張のセットである。それ
は、スペクトル効率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアク
セスをより快適にサポートし、コストを下げ、サービスを向上させ、新たなスペクトラム
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を利用し、および、ダウンリンク（ＤＬ）上でＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク（ＵＬ
）上でＳＣ−ＦＤＭＡを使用し、多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して、よ
り適切に他のオープン規格と統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブ
ロードバンドアクセスを求める需要が増加し続けるのに伴い、ＬＴＥ技術にはさらなる改
善を求める必要性が存在する。望ましくは、これらの改善は、これらの技術を用いる電気
通信規格および他の多元接続技術に適用可能であるべきである。
【０００５】
[0005] これは、以下の詳細な説明がより良く理解されうるように、本開示の特徴および
技術的利点を幾分幅広く概説している。本開示のさらなる特徴および利点が以下で説明さ
れる。本開示が、本開示と同じ目的を実行するために他の構造を修正または設計するため
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の基礎として容易に利用されうることは、当業者によって認識されるべきである。そのよ
うな等価の構造が、添付された特許請求の範囲で述べられる本開示の教示から逸脱しない
こともまた、当業者によって了解されるべきである。さらなる目的および利点とともに、
本開示の構成および動作の方法の両方に関する、本開示の特徴であると考えられる新規な
特徴は、添付図面と関連して考慮されるとき、以下の説明からより良く理解されるであろ
う。しかしながら、図の各々が、例示および説明のみの目的で提供され、本開示の限定の
定義として意図されるものではないことは、明確に理解されるべきである。
【発明の概要】
【０００６】
[0006] ワイヤレス通信の方法は、第１のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第
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１のセットおよび第２のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第２のセットを有す
る周波数帯域において生じる。１つの構成では、第１のキャリアタイプはＮＣＴ（ＮＣＴ
）であり、第２のキャリアタイプはＬＣＴ（ＬＣＴ）である。ＬＣＴ
ャリアタイプから信号のみを受信しうる。しかしながらＮＣＴ

ＵＥは、第２のキ

ＵＥは、第１のキャリア

タイプおよび第２のキャリアタイプの両方から信号を受信することができる。したがって
、ＮＣＴ

ＵＥをサポートしながら後方互換性を提供するために、ｅノードＢは、ＬＣＴ

ＵＥとのシグナリングを維持しながらＮＣＴ

ＵＥに第１のキャリアタイプのサポート

をシグナリングすることができる。
【０００７】
[0007] 本開示の１つの態様では、ワイヤレス通信の方法が開示されている。方法は、キ
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ャリア上でリソースを送信することを含む。リソースは、第１のキャリアタイプに関連付
けられたリソースの第１のセットおよび第２のキャリアタイプに関連付けられたリソース
の第２のセットを含む。方法はさらに、第２のキャリアタイプのＵＥとのシグナリングを
維持しながら、少なくとも１つの第１のキャリアタイプのＵＥに第１のキャリアタイプの
サポートをシグナリングすることを含む。
【０００８】
[0008] 本開示の別の態様は、キャリア上でリソースを送信するための手段を含む装置を
開示している。リソースは、第１のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第１のセ
ットおよび第２のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第２のセットを含む。装置
はさらに、第２のキャリアタイプのＵＥとのシグナリングを維持しながら、少なくとも１
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つの第１のキャリアタイプのＵＥに第１のキャリアタイプのサポートをシグナリングする
ための手段を含む。
【０００９】
[0009] 本開示の別の態様では、非トランジトリなコンピュータ可読媒体を有するワイヤ
レスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示さ
れている。コンピュータ可読媒体は、（１つまたは複数の）プロセッサによって実行され
るとき、（１つまたは複数の）プロセッサにキャリア上でリソースを送信する動作を行わ
せる、そこに記憶された非トランジトリなプログラムコードを有する。リソースは、第１
のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第１のセットおよび第２のキャリアタイプ
に関連付けられたリソースの第２のセットを含む。プログラムコードはまた、（１つまた
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は複数の）プロセッサに、第２のキャリアタイプのＵＥとのシグナリングを維持しながら
、少なくとも１つの第１のキャリアタイプのＵＥに第１のキャリアタイプのサポートをシ
グナリングさせる。
【００１０】
[0010] 本開示の別の態様は、メモリおよびメモリに結合された少なくとも１つのプロセ
ッサを有するワイヤレス通信装置を含む。（１つまたは複数の）プロセッサは、キャリア
上でリソースを送信するように構成される。リソースは、第１のキャリアタイプに関連付
けられたリソースの第１のセットおよび第２のキャリアタイプに関連付けられたリソース
の第２のセットを含む。（１つまたは複数の）プロセッサはさらに、第２のキャリアタイ
プのＵＥとのシグナリングを維持しながら、少なくとも１つの第１のキャリアタイプのＵ
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Ｅに第１のキャリアタイプのサポートをシグナリングするように構成される。
【００１１】
[0011] 本開示の１つの態様では、ワイヤレス通信の方法が開示されている。方法は、キ
ャリア上でリソースを受信することを含む。リソースは、第１のキャリアタイプに関連付
けられたリソースの第１のセットおよび第２のキャリアタイプに関連付けられたリソース
の第２のセットを含む。方法はさらに、ｅノードＢが第１のキャリアタイプおよび／また
は第２のキャリアタイプをサポートするかどうかを決定することを含む。
【００１２】
[0012] 本開示の別の態様は、キャリア上でリソースを受信するための手段を含む装置を
開示している。リソースは、第１のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第１のセ
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ットおよび第２のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第２のセットを含む。装置
はさらに、ｅノードＢが第１のキャリアタイプおよび／または第２のキャリアタイプをサ
ポートするかどうかを決定するための手段を含む。
【００１３】
[0013] 本開示の別の態様では、非トランジトリなコンピュータ可読媒体を有するワイヤ
レスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示さ
れている。コンピュータ可読媒体は、（１つまたは複数の）プロセッサによって実行され
るとき、（１つまたは複数の）プロセッサにキャリア上でリソースを受信する動作を行わ
せる、そこに記憶された非トランジトリなプログラムコードを有する。リソースは、第１
のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第１のセットおよび第２のキャリアタイプ
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に関連付けられたリソースの第２のセットを含む。プログラムコードはまた、（１つまた
は複数の）プロセッサにｅノードＢが第１のキャリアタイプおよび／または第２のキャリ
アタイプをサポートするかどうかを決定させる。
【００１４】
[0014] 本開示の別の態様は、メモリおよびメモリに結合された少なくとも１つのプロセ
ッサを有するワイヤレス通信装置を含む。（１つまたは複数の）プロセッサは、キャリア
上でリソースを受信するように構成される。リソースは、第１のキャリアタイプに関連付
けられたリソースの第１のセットおよび第２のキャリアタイプに関連付けられたリソース
の第２のセットを含む。（１つまたは複数の）プロセッサはさらに、ｅノードＢが第１の
キャリアタイプおよび／または第２のキャリアタイプをサポートするかどうかを決定する
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ように構成される。
【００１５】
[0015] 本開示のさらなる特徴および利点が以下で説明されることになる。本開示が、本
開示と同じ目的を実行するために他の構造を修正または設計するための基礎として容易に
利用されうることは、当業者によって認識されるべきである。そのような等価の構造が、
添付された特許請求の範囲で述べられる本開示の教示から逸脱しないこともまた、当業者
によって了解されるべきである。さらなる目的および利点とともに、本開示の構成および
動作の方法の両方に関する、本開示の特徴であると考えられる新規な特徴は、添付図面と
関連して考慮されるとき、以下の説明からより良く理解されるであろう。しかしながら、
図の各々が、例示および説明のみの目的で提供され、本開示の限定の定義として意図され
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るものではないことは、明確に理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
本開示の特徴、性質および利点は、同じ参照記号が全体を通して対応するように識別する
図面と関連して捉えられるとき、以下で述べられる詳細な説明からより明らかになる。
【図１】ネットワークアーキテクチャの例を示す図である。
【図２】アクセスネットワークの例を示す図である。
【図３】ＬＴＥにおけるダウンリンクフレーム構造の例を例示する図である。
【図４】ＬＴＥにおけるアップリンクフレーム構造の例を例示する図である。
【図５】ユーザおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの例を例示す
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る図である。
【図６】アクセスネットワークにおける発展型ノードＢおよびユーザ機器の例を例示する
図である。
【図７】本開示の１つの態様にしたがった異種ネットワークにおける適応リソース分割を
概念的に例示するブロック図である。
【図８】連続的なキャリアアグリゲーションタイプを開示する図である。
【図９】非連続的なキャリアアグリゲーションタイプを開示する図である。
【図１０】ＭＡＣレイヤデータアグリゲーションを開示する図である。
【図１１】複数のキャリア構成において無線リンクを制御するための方法を例示するブロ
ック図である。
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【図１２Ａ】本開示の態様にしたがったレガシキャリアタイプおよび新たなキャリアタイ
プのためのサブフレーム分割を例示するブロック図である。
【図１２Ｂ】本開示の態様にしたがったレガシキャリアタイプおよび新たなキャリアタイ
プのためのサブフレーム分割を例示するブロック図である。
【図１３】本開示の態様にしたがったキャリアタイプ間での共存のための方法を例示する
ブロック図である。
【図１４】本開示の態様にしたがったキャリアタイプ間の共存のための方法を例示するブ
ロック図である。
【図１５】例示的な装置における異なるモジュール／手段／コンポーネント間のデータフ
ローを例示する概念的データフロー図である。
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【図１６】例示的な装置における異なるモジュール／手段／コンポーネント間のデータフ
ローを例示する概念的データフロー図である。
【図１７】例示的な装置における異なるモジュール／手段／コンポーネントを例示するブ
ロック図である。
【図１８】例示的な装置における異なるモジュール／手段／コンポーネントを例示するブ
ロック図である。
【詳細な説明】
【００１７】
[0032] 添付の図面に関連して以下で述べられる詳細な説明は、様々な構成の説明として
意図されるものであり、ここで説明される概念が実現されうる、唯一の構成を表すように
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意図されるものではない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供する目的で、具
体的な詳細を含む。しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実現され
うることは当業者には明らかになるだろう。いくつかの事例では、周知の構造およびコン
ポーネントが、そのような概念を曖昧にすることを避けるためにブロック図の形態で図示
されている。
【００１８】
[0033] 電気通信システムの態様が、様々な装置および方法を参照して示されている。こ
れらの装置および方法は、以下の詳細な説明において記述され、添付の図面において、様
々なブロック、モジュール、コンポーネント、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズム
等（集合的には「要素」と称される）により例示されている。これらの要素は、電子ハー
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ドウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらのあらゆる組み合わせを使用してイ
ンプリメントされうる。そのような要素がハードウェアとしてインプリメントされるかソ
フトウェアとしてインプリメントされるかは、システム全体に課された設計の制約および
特定のアプリケーションに依存する。
【００１９】
[0034] 例として、要素、または要素のいずれか一部、または要素のあらゆる組み合わせ
は、１つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いてインプリメントされう
る。プロセッサの例は、本開示全体を通して説明される様々な機能を行うように構成され
た、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（Ｐ
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ＬＤ）、ステートマシン、ゲート論理、ディスクリートハードウェア回路、および他の適
したハードウェアを含む。処理システムにおける１つまたは複数のプロセッサは、ソフト
ウェアを実行することができる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミド
ルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、あるいはそれ以外の名称で称される
場合でも、命令、命令のセット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログ
ラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプ
リケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行
ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数、等を意味するものと広く解釈されるだろ
う。
【００２０】
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[0035] したがって、１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明された機能は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらのあらゆる組み合わせでインプ
リメントされうる。ソフトウェアでインプリメントされる場合、機能は、非トランジトリ
なコンピュータ可読媒体上に、１つまたは複数の命令またはコードとして記憶されるか、
あるいは１つまたは複数の命令またはコードとして符号化されうる。コンピュータ可読媒
体は、コンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされう
るあらゆる利用可能な媒体でありうる。限定ではなく例として、このようなコンピュータ
可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装
置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、あるいは、データ構造また
は命令の形態で所望のプログラムコードを記憶または搬送するために使用されうる、かつ
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コンピュータによってアクセスされうるあらゆる他の媒体を備えうる。ここで使用される
ようなディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザデ
ィスク（登録商標）、光ディスク、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）、フロッピ
ー（登録商標）ディスク、およびブルーレイ（登録商標）ディスクを含み、ここでディス
ク（ｄｉｓｋ）は大抵、データを磁気的に再生する一方で、ディスク（ｄｉｓｃ）はデー
タをレーザを用いて光学的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体
の範囲内に含まれるべきである。
【００２１】
[0036] 図１は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００を例示する図である。ＬＴＥ
ネットワークアーキテクチャ１００は、発展型パケットシステム（ＥＰＳ）１００として
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称されうる。ＥＰＳ１００は、１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）１０２、発展型ＵＭ
ＴＳ地上ラジオアクセスネットワーク（Ｅ−ＵＴＲＡＮ）１０４、発展型パケットコア（
ＥＰＣ）１１０、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）１２０、およびオペレータのＩＰサービ
ス１２２を含むことができる。ＥＰＳは、他のアクセスネットワークと相互接続すること
ができるが、簡潔化のために、それらのエンティティ／インターフェースは図示されてい
ない。図示されているように、ＥＰＳ１００はパケット交換サービスを提供するが、当業
者が容易に認識するように、本開示全体を通して示されている様々な概念は、回路交換サ
ービスを提供するネットワークに拡張されることができる。
【００２２】
[0037] Ｅ−ＵＴＲＡＮ１０４は、発展型ノードＢ（ｅノードＢ）１０６および他のｅＮ
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Ｂ１０８を含む。ｅノードＢ１０６は、ＵＥ１０２に対するユーザおよび制御プレーンプ
ロトコルターミネーションを提供する。ｅノードＢ１０６は、バックホール（例えば、Ｘ
２インターフェース）を介して、他のｅノードＢ１０８に接続されることができる。ｅノ
ードＢ１０６はまた、基地局、基地トランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、ト
ランシーバ機能、ベーシックサービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）
、または何らかの他の適した専門用語として称されうる。ｅノードＢ１０６は、ＵＥ１０
２のためにＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを提供する。ＵＥ１０２の例は、セルラ電
話、スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ラップトップ、携帯情
報端末（ＰＤＡ）、衛星ラジオ、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオ
デバイス、デジタルオーディオプレイヤ（例えば、ＭＰ３プレイヤ）、カメラ、ゲーム機
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、または何らかの他の同様に機能するデバイスを含む。ＵＥ１０２は、当業者によって、
モバイル局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、遠隔
ユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、遠隔デバ
イス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、遠隔端末、ハ
ンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、あるいは何ら
かの他の適した専門用語としても称されうる。
【００２３】
[0038] ｅノードＢ１０６は、例えばＳ１インターフェースを介して、ＥＰＣ１１０に接
続される。ＥＰＣ１１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１１２、他のＭＭＥ
１１４、サービングゲートウェイ１１６、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）
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ゲートウェイ１１８を含む。ＭＭＥ１１２は、ＵＥ１０２とＥＰＣ１１０との間のシグナ
リングを処理する制御ノードである。一般的に、ＭＭＥ１１２はベアラおよび接続管理を
提供する。すべてのユーザＩＰパケットは、自身がＰＤＮゲートウェイ１１８に接続され
るサービングゲートウェイ１１６を通って転送される。ＰＤＮゲートウェイ１１８は、Ｕ
Ｅ

ＩＰアドレス割り当て、ならびに他の機能を提供する。ＰＤＮゲートウェイ１１８は

、オペレータのＩＰサービス１２２に接続される。オペレータのＩＰサービス１２２は、
インターネット、イントラネット、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）、および
ＰＳストリーミングサービス（ＰＳＳ）を含むことができる。
【００２４】
[0039] 図２は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク２０
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０の例を例示する図である。この例では、アクセスネットワーク２００が、多数のセルラ
領域（セル）２０２に分けられている。１つまたは複数のより低い電力クラスのｅノード
Ｂ２０８は、セル２０２のうちの１つまたは複数と重複するセルラ領域２１０を有するこ
とができる。より低い電力クラスのｅノードＢ２０８は、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、フ
ェムトセル（例えば、ホームｅノードＢ（ＨｅＮＢ））、ピコセル、またはミクロセルで
ありうる。マクロｅノードＢ２０４は、それぞれ、各セル２０２に割り当てられ、セル２
０２内のすべてのＵＥ２０６に対してＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを提供するよう
に構成されている。アクセスネットワーク２００のこの例には集中コントローラが存在し
ないけれども、代わりの構成では、集中コントローラが使用されうる。ｅノードＢ２０４
は、無線ベアラ制御、アドミッション制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュ
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リティ、およびサービングゲートウェイ１１６への接続を含む、すべての無線関連の機能
を担う。
【００２５】
[0040] アクセスネットワーク２００によって用いられる変調および多元接続スキームは
、展開されている特定の電気通信規格に依存して異なりうる。ＬＴＥのアプリケーション
では、周波数分割複信（ＦＤＤ）および時分割複信（ＴＤＤ）の両方をサポートするため
にＯＦＤＭがダウンリンク上で使用され、ＳＣ−ＦＤＭＡがアップリンクに使用される。
以下に続く詳細な説明から当業者が容易に認識することになるように、ここで表される様
々な概念はＬＴＥアプリケーションにうまく適合される。しかしながら、これらの概念は
、他の変調および複数のアクセス技法を用いる他の電気通信規格に容易に拡張されうる。

10

例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド（ＥＶ−ＤＯ）ま
たはウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）に拡張されうる。ＥＶ−ＤＯおよびＵＭ
Ｂは、ＣＤＭＡ２０００ファミリー規格の一部として、３世代パートナーシッププロジェ
クト２（３ＧＰＰ２）によって公表されたエアインターフェース規格であり、モバイル局
にブロードバンドインターネットアクセスを提供するためにＣＤＭＡを用いる。これらの
概念はまた、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ−ＣＤＭＡ（登録商標））、およびＴＤ−ＳＣＤＭＡの
ようなＣＤＭＡの他の変形例を用いるユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＴＤ
ＭＡを用いる移動体通信のための全世界システム（ＧＳＭ（登録商標））、ＯＦＤＭＡを
用いる、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ−ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）
、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ−Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥ
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Ｅ８０２．２０、およびフラッシュＯＦＤＭに拡張されることもできる。ＵＴＲＡ、Ｅ−
ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、およびＧＳＭは、３ＧＰＰの組織による文書において説明
されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２の組織による文書において説
明されている。用いられる実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、システムに
課された全体的な設計の制約および指定のアプリケーションに依存するだろう。
【００２６】
[0041] ｅノードＢ２０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有すること
ができる。ＭＩＭＯ技術の使用は、ｅノードＢ２０４が、空間多重化、ビームフォーミン
グ、および送信ダイバーシティをサポートするために空間ドメインを利用することを可能
にする。空間多重化は、同じ周波数上で同時にデータの異なるストリームを送信するため
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に使用されうる。データストリームは、データレートを増加させるために単一のＵＥ２０
６に、または、全体的なシステム容量を増加させるために複数のＵＥ２０６に、送信され
うる。これはそれぞれのデータストリームを空間的にプリコーディングし（つまり、振幅
および位相のスケーリングを適用し）、その後ダウンリンク上で複数の送信アンテナを通
じてそれぞれの空間的にプリコーディングされたストリームを送信することによって達成
される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグネチャと
ともに（１つまたは複数の）ＵＥ２０６へと到達し、これは、（１つまたは複数の）ＵＥ
２０６のそれぞれがそのＵＥ２０６に宛てられた１つまたは複数のデータストリームを復
元することを可能にする。アップリンク上でそれぞれのＵＥ２０６は、空間的にプリコー
ディングされたデータストリームを送信し、これは、ｅノードＢ２０４がそれぞれの空間
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的にプリコーディングされたデータストリームのソースを識別することを可能にする。
【００２７】
[0042] 空間多重化は一般的に、チャネル状況が良好なときに使用される。チャネル状況
がさほど良好でないときには、ビームフォーミングが１つまたは複数の方向に送信エネル
ギーの焦点を当てるために使用されうる。これは、複数のアンテナを通じた送信のために
データを空間的にプリコーディングすることによって、達成されることができる。セルの
端で良好なカバレッジを達成するために、単一のストリームのビームフォーミング送信が
送信ダイバーシティと組み合わせて使用されうる。
【００２８】
[0043] 以下に続く詳細な説明において、アクセスネットワークの様々な態様がダウンリ
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ンク上でＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムを参照して説明されることになる。Ｏ
ＦＤＭは、ＯＦＤＭシンボル内の多数のサブキャリアにわたってデータを変調する拡散ス
ペクトル技術である。サブキャリアは、精確な周波数で間隔が空けられている。間隔を空
けることは、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性」を
提供する。時間ドメインでは、ＯＦＤＭシンボル間干渉を抑制するために、それぞれのＯ
ＦＤＭシンボルにガードインターバル（例えば、サイクリックプリフィクス）が追加され
ることができる。アップリンクは、高いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を補償するため
に、ＤＦＴ拡散ＯＦＤＭ信号の形態でＳＣ−ＦＤＭＡを使用することができる。
【００２９】
[0044] 図３は、ＬＴＥにおけるダウンリンクフレーム構造の例を例示する図３００であ
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る。フレーム（１０ｍｓ）は、１０個の等しいサイズのサブフレームに分けられうる。そ
れぞれのサブフレームは、２つの連続するタイムスロットを含むことができる。リソース
グリッドは２つのタイムスロットを表すために使用されることができ、それぞれのタイム
スロットは、リソースブロックを含む。リソースグリッドは、複数のリソース要素に分け
られる。ＬＴＥでは、リソースブロックは、周波数ドメインにおける１２個の連続するサ
ブキャリアと、それぞれのＯＦＤＭシンボルにおける通常のサイクリックプリフィクスに
は時間ドメインにおける７つの連続するＯＦＤＭシンボルとを含み、すなわち、８４個の
リソース要素を含む。拡張されたサイクリックプリフィックスでは、リソースブロックは
、時間ドメインにおいて６つの連続するＯＦＤＭシンボルを含み、７２個のリソース要素
を有する。Ｒ３０２、３０４として示されている、リソース要素のいくつかは、ダウンリ

20

ンク基準信号（ＤＬ−ＲＳ）を含む。ＤＬ−ＲＳは、セル固有のＲＳ（ＣＲＳ）（共通Ｒ
Ｓとも時折呼ばれる）３０２、およびＵＥ固有のＲＳ（ＵＥ−ＲＳ）３０４を含む。ＵＥ
−ＲＳ３０４は、対応する物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）がマッピングさ
れるリソースブロック上でのみ送信される。それぞれのリソース要素によって搬送される
ビットの数は、変調スキームに依存する。したがって、ＵＥが受信するリソースブロック
が多いほど、ならびに変調スキームが高度であるほど、そのＵＥのためのデータレートは
高くなる。
【００３０】
[0045] 図４は、ＬＴＥにおけるアップリンクフレーム構造の例を例示する図４００であ
る。アップリンクのために利用可能なリソースブロックは、データセクションおよび制御
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セクションに分割されうる。制御セクションは、システム帯域幅の両端に形成されること
ができ、設定可能なサイズを有することができる。制御セクションにおけるリソースブロ
ックは、制御情報の送信のためにＵＥに割り当てられることができる。データセクション
は、制御セクションに含まれないすべてのリソースブロックを含むことができる。アップ
リンクフレーム構造は結果として、連続するサブキャリアを含むデータセクションをもた
らし、それは、単一のＵＥがデータセクションにおける連続するサブキャリアのすべてを
割り当てられることを許容しうる。
【００３１】
[0046] ＵＥは、ｅノードＢに制御情報を送信するために、制御セクションにおけるリソ
ースブロック４１０ａ、４１０ｂを割り当てられうる。ＵＥはまた、ｅノードＢにデータ
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を送信するために、データセクションにおけるリソースブロック４２０ａ、４２０ｂを割
り当てられうる。ＵＥは、制御セクションにおける割り当てられたリソースブロック上で
、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）における制御情報を送信することができ
る。ＵＥは、データセクションにおける割り当てられたリソースブロック上で、物理アッ
プリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）におけるデータのみ、またはデータおよび制御情報
の両方ともを送信することができる。アップリンク送信は、サブフレームの両スロットに
わたることができ、周波数間をわたってホッピングすることができる。
【００３２】
[0047] リソースブロックのセットは、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）４
３０において、初期システムアクセスを実行し、アップリンク同期を達成するために使用
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されうる。ＰＲＡＣＨ４３０はランダムシーケンスを搬送する。それぞれのランダムアク
セスプリアンブルは、６つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開
始周波数は、ネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブ
ルの送信は、ある特定の時間および周波数リソースに制限される。ＰＲＡＣＨ用にホッピ
ングする周波数は存在しない。ＰＲＡＣＨの試みは、単一のサブフレーム（１ｍｓ）にお
いて、あるいは少数の連続するサブフレームのシーケンスにおいてでしか搬送されず、Ｕ
Ｅは、１つのフレーム（１０ｍｓ）につき単一のＰＲＡＣＨの試みしか行うことができな
い。
【００３３】
[0048] 図５は、ＬＴＥにおけるユーザおよび制御プレーンのための無線プロトコルアー
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キテクチャの例を例示する図５００である。ＵＥおよびｅノードＢのための無線プロトコ
ルアーキテクチャは、レイヤ１、レイヤ２、およびレイヤ３の３つのレイヤで図示される
。レイヤ１（Ｌ１レイヤ）は、最下位のレイヤであり、様々な物理レイヤの信号処理機能
をインプリメントする。Ｌ１レイヤは、ここでは物理レイヤ５０６と称されることになる
。レイヤ２（Ｌ２レイヤ）５０８は、物理レイヤ５０６よりも上位であり、物理レイヤ５
０６を介してＵＥとｅノードＢとの間のリンクを担う。
【００３４】
[0049] ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ５０８は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブレ
イヤ５１０、無線リンク制御（ＲＬＣ）サブレイヤ５１２、およびパケットデータコンバ
ージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）５１４サブレイヤを含み、それらは、ネットワーク側
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のｅノードＢで終端する。図示されていないけれども、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮ
ゲートウェイ１１８で終端するネットワークレイヤ（例えば、ＩＰレイヤ）、および接続
のもう一方の端（例えば、遠端のＵＥ、サーバ、等）で終端するアプリケーションレイヤ
を含む、Ｌ２レイヤ５０８よりも上位の、いくつかの上位レイヤを有することができる。
【００３５】
[0050] ＰＤＣＰサブレイヤ５１４は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間での多重
化を提供する。ＰＤＣＰサブレイヤ５１４はまた、無線送信のオーバーヘッドを減じるた
めの上位レイヤのデータパケットのヘッダ圧縮、データパケットを暗号化することによる
セキュリティ、およびｅノードＢ間でのＵＥのためのハンドオーバサポートを提供する。
ＲＬＣサブレイヤ５１２は、上位レイヤのデータパケットのセグメンテーションとリアセ

30

ンブリ、および損失データパケットの再送、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）に起
因した順序が乱れた受信を補償するためのデータパケットの並び替えを提供する。ＭＡＣ
サブレイヤ５１０は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を提供する
。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまた、１つのセルにおいて様々な無線リソース（例えば、リ
ソースブロック）を複数のＵＥ間で割り当てることを担う。ＭＡＣサブレイヤ５１０はま
た、ＨＡＲＱ演算を担う。
【００３６】
[0051] 制御プレーンにおいて、ＵＥおよびｅノードＢのための無線プロトコルアーキテ
クチャは、制御プレーンではヘッダ圧縮機能が存在しないということを除いては、物理レ
イヤ５０６およびＬ２レイヤ５０８に対して実質的に同じである。制御プレーンはまた、
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レイヤ３（Ｌ３レイヤ）における無線リソース制御（ＲＲＣ）サブレイヤ５１６を含む。
ＲＲＣサブレイヤ５１６は、無線リソース（つまり、無線ベアラ）を取得すること、およ
びｅノードＢとＵＥとの間でのＲＲＣシグナリングを使用して下位レイヤを構成すること
を担当する。
【００３７】
[0052] 図６は、アクセスネットワークにおいてＵＥ６５０と通信するｅノードＢ６１０
のブロック図である。ダウンリンクでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットは
、コントローラ／プロセッサ６７５に提供される。コントローラ／プロセッサ６７５は、
Ｌ２レイヤの機能をインプリメントする。ダウンリンクでは、コントローラ／プロセッサ
６７５は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメンテーションと並び替え、論理チャネ
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ルとトランスポートチャネルとの間での多重化、様々な優先順位メトリックに基づいたＵ
Ｅ６５０への無線リソースの割り当てを提供する。コントローラ／プロセッサ６７５はま
た、ＨＡＲＱ演算、損失パケットの再送、ＵＥ６５０へのシグナリングを担う。
【００３８】
[0053] ＴＸプロセッサ６１６は、Ｌ１レイヤ（つまり、物理レイヤ）のための様々な信
号処理機能をインプリメントする。信号処理機能は、ＵＥ６５０における前方誤り訂正（
ＦＥＣ）を容易にするようにコード化およびインターリーブすること、様々な変調スキー
ム（例えば、２相位相変調（ＢＰＳＫ）、４相位相変調（ＱＰＳＫ）、Ｍ相位相変調（Ｍ
−ＰＳＫ）、Ｍ値直交振幅変調（Ｍ−ＱＡＭ））に基づいて信号コンステレーションにマ
ッピングすることを含む。コード化および変調されたシンボルはその後、並行なストリー
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ムに分けられる。それぞれのストリームはその後、時間ドメインのＯＦＤＭシンボルスト
リームを搬送する物理チャネルを生成するために、ＯＦＤＭサブキャリアにマッピングさ
れ、時間ドメインおよび／または周波数ドメインにおいて基準信号（例えば、パイロット
）で多重化され、そして、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を使用してともに合成される
。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディ
ングされる。チャネル推定器６７４からのチャネル推定値が、コード化および変調スキー
ムを決定するために、ならびに空間処理のために、使用されうる。チャネル推定値は、Ｕ
Ｅ６５０によって送信されたチャネル状況のフィードバックおよび／または基準信号から
導出されうる。それぞれの空間的なストリームはその後、別個の送信機６１８ＴＸを介し
て異なるアンテナ６２０に提供される。それぞれの送信機６１８ＴＸは、送信のためにＲ
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Ｆキャリアを各空間ストリームで変調する。
【００３９】
[0054] ＵＥ６５０において、それぞれの受信機６５４ＲＸは、その各アンテナ６５２を
通じて、信号を受信する。それぞれの受信機６５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された
情報を復元し、受信機（ＲＸ）プロセッサ６５６に情報を提供する。ＲＸプロセッサ６５
６はＬ１レイヤの様々な信号処理機能をインプリメントする。ＲＸプロセッサ６５６は、
ＵＥ６５０に宛てられたあらゆる空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処
理を行う。複数の空間ストリームがＵＥ６５０に宛てられている場合、それらは、ＲＸプ
ロセッサ６５６によって単一のＯＦＤＭシンボルストリームに合成されうる。ＲＸプロセ
ッサ６５６はその後、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用して、ＯＦＤＭシンボルストリ
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ームを時間ドメインから周波数ドメインへと変換する。周波数ドメイン信号は、ＯＦＤＭ
信号のそれぞれのサブキャリアに対して別個のＯＦＤＭシンボルストリームを備える。そ
れぞれのサブキャリア上のシンボル、および基準信号は、ｅノードＢ６１０によって送信
された最も確からしい信号コンステレーションポイントを決定することによって、復元お
よび復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器６５８によって計算されたチャネル
推定値に基づきうる。軟判定は、その後、物理チャネル上でｅノードＢ６１０によって元
々送信されたデータおよび制御信号を復元するために、復号およびデインターリーブされ
る。データおよび制御信号はその後、コントローラ／プロセッサ６５９に提供される。
【００４０】
[0055] コントローラ／プロセッサ６５９は、Ｌ２レイヤをインプリメントする。コント

40

ローラ／プロセッサは、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ６６０に関連付
けられうる。メモリ６６０は、コンピュータ可読媒体として称されうる。アップリンクで
は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するためにコントローラ／プロセ
ッサ６５９は、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間でのデマルチプレクシング
、パケットのリアセンブリ、解読、ヘッダ圧縮解除、制御信号処理を提供する。上位レイ
ヤパケットはその後、データシンク６６２に提供され、それは、Ｌ２レイヤより上位のす
べてのプロトコルレイヤを表す。様々な制御信号もまた、Ｌ３処理のために、データシン
ク６６２に提供されることができる。コントローラ／プロセッサ６５９はまた、ＨＡＲＱ
演算をサポートするために、肯定応答（ＡＣＫ）および／または否定応答（ＮＡＣＫ）プ
ロトコルを使用して誤り検出を担う。
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【００４１】
[0056] アップリンクでは、データソース６６７は、コントローラ／プロセッサ６５９に
上位レイヤパケットを提供するために使用される。データソース６６７は、Ｌ２レイヤよ
り上位のすべてのプロトコルレイヤを表す。ｅノードＢ６１０によるダウンリンク送信に
関連して説明された機能と同様に、コントローラ／プロセッサ６５９は、ｅノードＢ６１
０による無線リソースの割り当てに基づいて、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメン
テーションと並び替え、および論理チャネルとトランスポートチャネルとの間での多重化
を提供することによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのＬ２レイヤをイン
プリメントする。コントローラ／プロセッサ６５９はまた、ＨＡＲＱ演算、損失パケット
の再送、およびｅノードＢ６１０へのシグナリングを担う。
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【００４２】
[0057] ｅノードＢ６１０によって送信された基準信号またはフィードバックからチャネ
ル推定器６５８によって導出されたチャネル推定値は、適切なコード化および変調スキー
ムを選択するために、ならびに空間処理を容易にするために、ＴＸプロセッサ６６８によ
って使用されることができる。ＴＸプロセッサ６６８によって作り出された空間ストリー
ムは、別個の送信機６５４ＴＸを介して異なるアンテナ６５２に提供される。それぞれの
送信機６５４ＴＸは、送信するためにＲＦキャリアを各空間ストリームで変調する。
【００４３】
[0058] アップリンク送信は、ＵＥ６５０における受信機機能に関連して説明された手法
と同様の手法で、ｅノードＢ６１０において処理される。それぞれの受信機６１８ＲＸは
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、その各アンテナ６２０を通じて、信号を受信する。それぞれの受信機６１８ＲＸは、Ｒ
Ｆキャリア上に変調された情報を復元し、ＲＸプロセッサ６７０に情報を提供する。ＲＸ
プロセッサ６７０は、Ｌ１レイヤをインプリメントすることができる。
【００４４】
[0059] コントローラ／プロセッサ６７５は、Ｌ２レイヤをインプリメントする。コント
ローラ／プロセッサ６７５は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ６７６に
関係付けられることができる。メモリ６７６は、コンピュータ可読媒体として称されうる
。アップリンクでは、コントローラ／プロセッサ６７５は、ＵＥ６５０からの上位レイヤ
パケットを復元するためにトランスポートチャネルと論理チャネルとの間でのデマルチプ
レクシング、パケットのリアセンブリ、解読、ヘッダ圧縮解除、制御信号処理を提供する
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。コントローラ／プロセッサ６７５からの上位レイヤパケットはコアネットワークに提供
されうる。コントローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡＲＱ演算をサポートするために
、ＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロトコルを使用して誤り検出を担う。
【００４５】
[0060] 図７は、本開示の１つの態様にしたがった異種ネットワークにおけるＴＤＭ分割
を例示するブロック図である。ブロックの第１の行は、フェムトｅノードＢに関するサブ
フレーム割り当てを例示し、ブロックの第２の行は、マクロｅノードＢに関するサブフレ
ーム割り当てを例示する。ｅノードＢのそれぞれは、他のｅノードＢが静的禁止サブフレ
ームを有する間、静的保護サブフレームを有する。例えば、フェムトｅノードＢは、サブ
フレーム０における禁止サブフレーム（Ｎサブフレーム）に対応するサブフレーム０にお
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ける保護サブフレーム（Ｕサブフレーム）を有する。同様に、マクロｅノードＢは、サブ
フレーム７における禁止サブフレーム（Ｎサブフレーム）に対応するサブフレーム７にお
ける保護サブフレーム（Ｕサブフレーム）を有する。サブフレーム１−６は、いずれかの
保護サブフレーム（ＡＵ）、禁止サブフレーム（ＡＮ）、および共通サブフレーム（ＡＣ
）として動的に割り当てられる。動的に割り当てられるサブフレーム（ＡＵ／ＡＮ／ＡＣ
）は、ここでは集合的に「Ｘ」サブフレームとして称される。サブフレーム５および６に
おける動的に割り当てられた共通サブフレーム（ＡＣ）中に、フェムトｅノードＢおよび
マクロｅノードＢの両方がデータを送信することができる。
【００４６】
[0061] （Ｕ／ＡＵサブフレームのような）保護サブフレームは、侵略（aggressor）ｅ
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ノードＢが送信することを禁止されるため、低減された干渉および高チャネル品質を有す
る。（Ｎ／ＡＮサブフレームのような）禁止サブフレームは、被害（victim）ｅノードＢ
が低干渉レベルでデータを送信することを許容するためにデータ送信を有さない。（Ｃ／
ＡＣサブフレームのような）共通サブフレームは、データを送信する近隣ｅノードＢの数
に依存するチャネル品質を有する。例えば、近隣ｅノードＢが共通サブフレーム上でデー
タを送信している場合、共通サブフレームのチャネル品質は、保護サブフレームよりも低
くありうる。共通サブフレーム上のチャネル品質はまた、侵略ｅノードＢによって強く影
響されるセル範囲拡張（ＣＲＥ）ＵＥにはより低くありうる。ＣＲＥ

ＵＥは、第１のｅ

ノードＢに属しうるけれども、第２のｅノードＢのカバレッジエリアに位置付けられうる
。例えば、フェムトｅノードＢカバレッジの範囲の限界に近いマクロｅノードＢと通信す
るＵＥは、ＣＲＥ

10

ＵＥである。

【００４７】
キャリアアグリゲーション
[0062] ＬＴＥ−アドバンスドＵＥは、それぞれの方向における送信に使用される合計１
００Ｍｈｚ（５つのコンポーネントキャリア）までのキャリアアグリゲーションにおいて
割り振られる２０Ｍｈｚ帯域幅までの中でスペクトルを使用する。一般的に、ダウンリン
クよりも少ないトラフィックがアップリンク上で送信されるので、アップリンクスペクト
ルの割り振りは、ダウンリンクの割り振りよりも小さくなりうる。例えば、２０Ｍｈｚが
アップリンクに割り当てられた場合、ダウンリンクは、１００Ｍｈｚを割り当てられうる
。これらの非対称ＦＤＤ割り当ては、スペクトルを節約し、ブロードバンド加入者による
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典型的な非対称帯域幅利用に、より適している。
【００４８】
キャリアアグリゲーションタイプ
[0063] ＬＴＥアドバンスドモバイルシステムについては、２つのタイプのキャリアアグ
リゲーション（ＣＡ）方法が提案されてきており、連続的なＣＡおよび非連続的なＣＡで
ある。それらは、図８および９において例示されている。非連続的なＣＡは、複数の利用
可能なコンポーネントキャリアが周波数帯域に沿って分離されているときに生じる（図９
）。他方では、連続的なＣＡは、複数の利用可能なコンポーネントキャリアが互いに隣接
しているときに生じる（図８）。非連続的および連続的なＣＡの両方は、ＬＴＥアドバン
スドＵＥの単一のユニットにサービス提供するために、複数のＬＴＥ／コンポーネントキ

30

ャリアをアグリゲートする。
【００４９】
[0064] 複数のＲＦ受信ユニットおよび複数のＦＦＴは、キャリアが周波数帯域に沿って
分離されているので、ＬＴＥアドバンスドＵＥにおいて非連続的なＣＡで展開されうる。
非連続的なＣＡは、広周波数範囲にわたって複数の分離されたキャリアを介してデータ送
信をサポートするため、伝搬パスロス、ドップラーシフトおよび他の無線チャネルの特性
は、異なる周波数帯域で大きく異なりうる。
【００５０】
[0065] 従って、非連続的なＣＡアプローチ下で広帯域データ送信をサポートするために
、方法は、異なるコンポーネントキャリアに関してコード化、変調および送信電力を適応
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的に調節するために使用されうる。例えば、強化型ノードＢ（ｅノードＢ）がそれぞれの
コンポーネントキャリアに対して固定された送信電力を有するＬＴＥアドバンスドシステ
ムでは、それぞれのコンポーネントキャリアのサポート可能な変調およびコード化または
有効なカバレッジは、異なりうる。
【００５１】
データアグリゲーションスキーム
[0066] 図１０は、ＩＭＴアドバンスドシステムのための媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レ
イヤ（図５）で異なるコンポーネントキャリアから送信ブロック（ＴＢ）をアグリゲート
することを例示している。ＭＡＣレイヤのデータアグリゲーションでは、それぞれのコン
ポーネントキャリアは、ＭＡＣレイヤにおいてそれ自体の独立したハイブリッド自動再送

50

(17)

JP 6039060 B2 2016.12.7

要求（ＨＡＲＱ）エンティティを有し、物理レイヤにおいてそれ自体の送信構成パラメー
タ（例えば、送信電力、変調およびコード化スキーム、および複数のアンテナ構成）を有
する。同様に、物理レイヤでは、１つのＨＡＲＱエンティティが、それぞれのコンポーネ
ントキャリアに対して提供される。
【００５２】
制御シグナリング
[0067] 一般的に、複数のコンポーネントキャリアのための制御チャネルシグナリングを
展開するための異なるアプローチが存在する。１つのアプローチは、それぞれのコンポー
ネントキャリアがそれ自体のコード化された制御チャネルを与えられているＬＴＥシステ
ムにおける制御構造のマイナーな修正を伴う。

10

【００５３】
[0068] 別のアプローチは、異なるコンポーネントキャリアの制御チャネルを共同でコー
ド化すること、および専用のコンポーネントキャリアにおいて制御チャネルを展開するこ
とを伴う。複数のコンポーネントキャリアのための制御情報は、この専用の制御チャネル
にシグナリングコンテンツとして統合される。結果として、ＬＴＥシステムにおける制御
チャネル構造との後方互換性は維持されるが、一方でＣＡにおけるシグナリングオーバー
ヘッドが低減される。
【００５４】
[0069] また別のアプローチでは、異なるコンポーネントキャリアのためのマルチプル制
御チャネルが、共同してコード化され、その後全体の周波数帯域をわたって送信される。
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このアプローチは、ＵＥ側で高電力消費を犠牲にして、制御チャネルにおける低いシグナ
リングオーバーヘッドおよび高い復号性能を提供する。しかしながら、この方法は、ＬＴ
Ｅシステムと互換性がない。
【００５５】
ハンドオーバ制御
[0070] ＣＡがＩＭＴアドバンスドＵＥに使用されるとき、複数のセルにわたるハンドオ
ーバプロシージャの間に、送信連続性をサポートすることがより好ましい。しかしながら
、特定のＣＡ構成およびサービス品質（ＱｏＳ）要件を備えた、受信するＵＥ（incoming
UE）のために十分なシステムリソース（つまり、良質な送信品質を備えたコンポーネン
トキャリア）をリザーブすることは、次のｅノードＢにとって困難な場合がある。この理
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由は、２つ（またはそれより多い）の隣接セル（ｅノードＢ）のチャネル条件が特定のＵ
Ｅに対して異なりうるからである。１つのアプローチでは、ＵＥは、それぞれの隣接セル
において１つのコンポーネントキャリアのみの性能を測定する。これは、ＬＴＥシステム
におけるものと類似した測定遅延、複雑性、およびエネルギー消費を提示する。対応する
セルにおける他のコンポーネントキャリアの性能の推定は、１つのコンポーネントキャリ
アの測定結果に基づきうる。この推定に基づいて、ハンドオーバの決定および送信構成が
決定されうる。
【００５６】
[0071] 様々な例にしたがって、（キャリアアグリゲーションとしても称される）マルチ
キャリアシステムにおいて動作するＵＥは、「プライマリキャリア」として称されうる、
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同じキャリア上で、制御およびフィードバック機能のような、複数のキャリアのある特定
の機能をアグリゲートするように構成される。サポートのためのプライマリキャリアに依
存する残りのキャリアは、関連付けられたセカンダリキャリアとして称される。例えば、
ＵＥは、オプションの個別チャネル（ＤＣＨ）、スケジュールされていない許可、物理ア
ップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）、および／または物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）によって提供されるもののような制御機能をアグリゲートすることができ
る。シグナリングおよびペイロードは、ｅノードＢによってＵＥにダウンリンク上で、お
よびＵＥによってｅノードＢにアップリンク上で、の両方で送信されうる。
【００５７】
[0072] いくつかの例では、複数のプライマリキャリアが存在しうる。加えてセカンダリ
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ＲＲＣプロトコルのための３ＧＰＰの技術的仕様書３６．３３１に

あるような、レイヤ２およびレイヤ３のプロシージャである無線リンク誤り（ＲＬＦ）プ
ロシージャおよび物理チャネル確立を含む、ＵＥの基本的な動作に影響を与えることなく
追加、もしくは削除されうる。
【００５８】
[0073] 図１１は、１つの例にしたがって、物理チャネルをグループ化することによって
、マルチプルキャリアワイヤレス通信システムにおいて無線リンクを制御するための方法
１１００を例示している。図示されているように、ブロック１１０５で、方法は、プライ
マリキャリアおよび１つまたは複数の関連付けられたセカンダリキャリアを形成するため
に、少なくとも２つのキャリアからの制御機能を１つのキャリア上にアグリゲートするこ
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とを含む。次にブロック１１１０では、通信リンクは、プライマリキャリアおよびそれぞ
れのセカンダリキャリアに対して確立される。その後、通信は、ブロック１１１５におい
てプライマリキャリアに基づいて制御される。
【００５９】
レガシキャリアタイプと新たなキャリアタイプとの間の共存
[0074] ＬＴＥリリース１１の前に定義されるキャリアタイプは、レガシキャリアタイプ
（ＬＣＴ）として称される。ＬＴＥリリース１１は、キャリアアグリゲーションのコンテ
キストにおいて、新たなキャリアタイプ（ＮＣＴ）を導入している。ＮＣＴは、後方互換
性はない。本開示の態様は、同じキャリアを使用してＬＣＴ

ＵＥおよびＮＣＴ

ＵＥを

多重化するように単一のキャリアを用いるオペレータを構成することを対象にする。本開

20

示の別の態様は、同じキャリア上で２つの異なるスキームを動作させるように単一キャリ
アを用いるオペレータを構成することを対象にする。
【００６０】
[0075] ＮＣＴは、新たな検出および／または獲得信号を指定しない。依然として、ＮＣ
Ｔは、既存の信号の新たな時間および／または周波数構成を指定しうる。加えて、非同期
の新たなキャリアでは、プライマリ同期信号およびセカンダリ同期信号（ＰＳＳ／ＳＳＳ
）シーケンスが送信される。１つの構成では、ＬＣＴ

ＵＥがＮＣＴのＰＳＳ／ＳＳＳを

獲得することを防ぐことが望ましくありうる。
【００６１】
[0076] ＮＣＴは、５ｍｓで周期的に１つのフレーム内で１つの基準信号（ＲＳ）ポート
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を搬送することができる。基準信号ポートは、それぞれの物理リソースブロック（ＰＲＢ
）に関するリリース８のＣＲＳポート０のリソース要素（ＲＥ）およびリリース８シーケ
ンスを含むことができる。ＮＣＴに関する基準信号（ＲＳ）ポートは、復調のために使用
されない。ＮＣＴに関する帯域幅は、最大の（full）システム帯域幅（ＢＷ）であり、最
小の帯域幅であり、および／または最大のシステム帯域幅と最小のシステム帯域幅との間
で設定可能であることができる。最小の帯域幅は、以下の式に基づいて選択されうる。（
ｍｉｎ（ｓｙｓｔｅｍ

ＢＷ，Ｘ）

ここにおいて、Ｘは｛６，２５｝のリソースブロッ

ク（ＲＢ）から選択される。共通の基準信号は、すべてのサブフレーム上で、または最大
の帯域幅をわたって送信しない。
【００６２】

40

[0077] いくつかのケースでは、ＰＳＳ／ＳＳＳの時間周波数ロケーションを変更するこ
とは、新たなキャリアの獲得を防ぎ：セル間干渉調整（ＩＣＩＣ）に影響を与え、および
中央の６つの物理リソースブロック（ＰＲＢ）における復調基準信号（ＤＭ−ＲＳ）回避
を促進することができる。ＰＳＳ／ＳＳＳ性能は、ＰＳＳ／ＳＳＳを修正するときに考慮
に入れられる。
【００６３】
[0078] 本開示の１つの態様は、ＮＣＴとＬＣＴとの間の共存および遷移を対象にする。
１つの構成では、スペクトラムの互換性が、ＮＣＴおよびＬＣＴの共存の全体をわたって
維持される。さらにこの構成では、スペクトラムの互換性はまた、ＮＣＴとＬＣＴとの間
の遷移の全体をわたっても維持される。別の構成では、オペレータが１つよりも多いキャ
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リアを有するとき、キャリアは分割されうる。加えていくつかのケースでは、異なるユー
ザに対するＮＣＴとＬＣＴとの間のロードバランシングが行われうる。別の構成では、Ｎ
ＣＴおよびＬＣＴスキームは、システムスループットを向上させるために適応的に適用さ
れる。
【００６４】
[0079] 本開示の１つの態様は、ＮＣＴとＬＣＴとの間の共存を向上させるために、周波
数分割多重（ＦＤＭ）アプリケーションを対象にする。オペレータが複数のキャリア（例
えば｛ｆ１，ｆ２，ｆ３，…｝）を有するシステムにおいて、ＮＣＴおよびＬＣＴの共存
がサポートされうる。例えば、共存は、第１のキャリアｆ１および第２のキャリアｆ２を
有する２つのキャリアシステムにおける以下の構造に関してサポートされることができ、

10

ＰＣＣはプライマリコンポ―ネントキャリアであり、ＳＣＣはセカンダリコンポーネント
キャリアであり、ＬＣＴはレガシキャリアタイプであり、ならびにＮＣＴは、新たなキャ
リアタイプである。
【００６５】
[0080] ｆ１（ＬＣＴ，ＰＣＣ）＋ｆ２（ＬＣＴ，ＳＣＣ）−リリース１０キャリアアグ
リゲーション（ＣＡ）；
[0081] ｆ１（ＬＣＴ，ＰＣＣ）＋ｆ２（ＮＣＴ，ＳＣＣ）−リリース１１ＣＡ；
[0082] ｆ１（ＮＣＴ，ＰＣＣ）＋ｆ２（ＬＣＴ，ＳＣＣ）−リリース１２ＣＡ；および
[0083] ｆ１（ＮＣＴ，ＰＣＣ）＋ｆ２（ＮＣＴ，ＳＣＣ）−リリース１２ＣＡ
[0084] ＬＴＥリリース１２に先行するＬＴＥリリースでは、ＬＣＴはアンカーキャリア

20

として指定される。加えて、クロスキャリアスケジューリングは、ＬＣＴに関するダウン
リンク制御チャネルのためにサポートされる。クロスキャリアスケジューリングでは、異
なるキャリアに関する送信は、アンカーキャリアからスケジューリングされる。ＬＴＥリ
リース１２では、ＮＣＴは、アンカーキャリアとして指定され、強化されたダウンリンク
制御チャネルベースのクロスキャリアスケジューリングがサポートされている。代わりに
、クロスキャリアスケジューリングは、強化されたダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣ
ＣＨ）に対して指定されないこともあり、また、ＮＣＴプライマリコンポーネントキャリ
ア（ＰＣＣ）は、ＰＵＣＣＨのようなアップリンク制御チャンネルを搬送することができ
る。
30

【００６６】
[0085] １つの構成では、ＴＤＭはＮＣＴ上でＬＣＴ

ＵＥを許容する。この構成では、

ＮＣＴは、制限された測定値を有するプライマリコンポーネントキャリアとして構成され
る。測定値制限は、ＬＣＴ

ＵＥに適用される。特に、測定値制限は、ＬＣＴ

常、すべてのサブフレームにおいてＣＲＳを測定するので、ＬＣＴ
。さらに具体的には、ＮＣＴ上で機能するＬＣＴ

ＵＥが通

ＵＥに適用されうる

ＵＥに関しては、ＬＣＴ

ＵＥは、す

べてのサブフレームを測定することができない。測定値制限は、ＬＣＴモードを離れるこ
とがなければ、ＬＣＴ

ＵＥにＣＲＳを測定しないように指示するだろう。ＬＣＴ

ＵＥ

にサービス提供するサブフレームでは、ダウンリンク制御チャネルが最大の帯域幅共有基
準信号（ＣＲＳ）に加えて指定される。
40

【００６７】
[0086] 本出願では、ＬＣＴ
Ｔ

ＵＥは、時折レガシＵＥとして称されうる。加えて、ＮＣ

ＵＥは、時折新たなＵＥとして称されうる。

【００６８】
[0087] 本開示の別の態様は、ＮＣＴおよびＬＣＴに対する時分割多重（ＴＤＭ）の適用
を対象にする。ＴＤＭは、同じキャリア上で、ＮＣＴおよびＬＣＴの両方をサポートする
ように適用されうる。１つの構成では、測定されるべきでないサブフレームは、別のタイ
プのサブフレームとしてマスキングされうる。サブフレームのマスキングは、異種のネッ
トワークのオールモストブランクサブフレーム（（ａｌｍｏｓｔ

ｂｌａｎｋ

ｓｕｂｆ

ｒａｍｅ）ＡＢＳ）機能に類似しうる。つまり、ＡＢＳ機能は、ＵＥが指定のサブフレー
ムを測定すべきでないことを指定する。
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【００６９】
[0088] ＴＤＭアプリケーションでは、キャリアはＬＣＴサブフレームおよびＮＣＴサブ
フレームの両方を含みうるけれども、キャリアは、ＮＣＴまたはＬＣＴとして示されうる
。つまり、いくつかのサブフレームは、ＬＣＴとして示されるが、ＮＣＴに適合する。１
つの構成では、キャリアは、クリーン（ｃｌｅａｎ）および非クリーン（ｎｏｎ−ｃｌｅ
ａｎ）サブフレーム（例えば、オールモストブランクサブフレーム（ＡＢＳ））に関する
ＨｅｔＮｅｔに類似するサブフレームプロシージャを制限することによって、いくつかの
サブフレームに対して示されたキャリアタイプとは異なるキャリアタイプとして示されう
る。
10

【００７０】
[0089] 図１２Ａは、本開示の１つの態様にしたがったサブフレームネットワークのＮＣ
ＴおよびＬＣＴ分割を例示するブロック図である。例えば、ＬＣＴ
ムの第１のセットが、ＮＣＴ

ＵＥは、サブフレー

ＵＥがサブフレームの第１のセット上で信号を送信するこ

とができるように制限されることを指示されうる。図１２Ａで図示されるように、サブフ
レーム５−９（ＳＦ５−ＳＦ９）はＮＣＴサブフレームとして示されることができ、これ
により、ＬＣＴ

ＵＥは、サブフレーム５−９が制限されたサブフレームであることを指

示されうる。加えて、ＮＣＴ

ＵＥは、サブフレームの第２のセットが制限されることを

指示されうる。それにより、ＮＣＴ

ＵＥは、サブフレームの第２のセットを使用せず、

ＬＣＴ信号は、サブフレームの第２のセットを介して送信される。図１２Ａで図示される
ように、サブフレーム０−４（ＳＦ０−ＳＦ４）はＬＣＴサブフレームとして示されるこ
とができ、それにより、ＮＣＴ

20

ＵＥは、サブフレーム０−９が制限されたサブフレーム

であることを指示されうる。
【００７１】
[0090] 図１２Ｂは、本開示の別の態様にしたがったサブフレームネットワークのＮＣＴ
およびＬＣＴ分割を例示するブロック図である。別の構成では、図１２Ｂで図示されてい
るように、ＬＣＴ信号（ＰＳＳ／ＳＳＳおよびＣＲＳ）がサブフレーム０および５上で送
信される。ＮＣＴ

ＵＥおよびＬＣＴ

み出すことができる。ＮＣＴ
されず、ＬＣＴ

ＵＥの両方は、サブフレーム０、５を認識し、読

ＵＥは、サブフレーム１（ＳＦ１）上でスケジューリング

ＵＥは、ＳＦ１を読み出すだろう。ＮＣＴ

ＵＥは、それらがＳＦ１に

対してスケジューリングされないので、ＳＦ１を読み出さないだろう。ＬＣＴ
ＳＦ２が制御されたサブフレームであると指示されるので、ＬＣＴ
み出さないだろう。ＮＣＴ

ＵＥは、
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ＵＥは、ＳＦ２を読

ＵＥはその後、ＳＦ２を読み出すだろう。残りのサブフレー

ムは、ネットワークの構成に基づいて、ＮＣＴサブフレームまたはＬＣＴサブフレーム（
ＬＣＴ／ＮＣＴ）のどちらかとして、指名されうる。
【００７２】
[0091] 別の構成では、制限された測定値は、ＬＣＴおよびＮＣＴ波形を直交させるため
に、オールモストブランクサブフレーム（ＡＢＳ）、マルチブロードキャスト単一周波数
ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレーム、および／または間欠（discontinues）受信（
ＤＲＸ）サブフレームに適用されうる。分割は、ＬＣＴおよびＮＣＴ端末のローディング
に依存して時間とともに変化しうる。現在、ＴＤＭ分割は、接続された状態に限定される
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。依然としてその概念は、完全な分割のためのアイドル状態に拡張されうる。さらに、Ｎ
ＣＴ動作は、ＬＣＴチャネルを用いずにブランクサブフレームとしての役割を有効に行っ
て（effectively acting）、ＭＢＳＦＮサブフレームと類似するＬＣＴチャネルにおいて
知らされうる。別の構成では、ＴＤＭアプリケーションは、任意の非互換性の特徴の共存
を提供するためにＬＣＴおよびＮＣＴを超えて拡張される。
【００７３】
[0092] ＴＤＭ分割は、サポートされたサブフレームタイプに基づきうる。１つの構成で
は、５つのタイプのサブフレームが指定される。特に、サブフレームの２つのタイプはＬ
ＣＴ

ＵＥをサポートし、サブフレームの３つのタイプは、ＮＣＴ

。この例では、ＬＣＴ

ＵＥをサポートする

ＵＥは、ＬＴＥリリース８−１０にしたがって構成されたＵＥで
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ある。
【００７４】
[0093] ＬＣＴ

ＵＥをサポートするサブフレームの２つのタイプは、タイプ１およびタ

イプ２サブフレームでありうる。つまり、タイプ１（ＳＦ１）は、制御領域および共有基
準信号（ＣＲＳ）を有するＭＢＳＦＮサブフレームである。加えて、タイプ２サブフレー
ム（ＳＦ２）は、少なくとも１ポートＣＲＳを有するＭＢＳＦＮサブフレームである。さ
らに、タイプ２サブフレームは、ＬＣＴ制御を用いて、少なくともいくつかのＵＥに対し
てＣＲＳベース復調を許容する。
【００７５】
[0094] ＮＣＴ

ＵＥをサポートするサブフレームの３つのタイプは、タイプ３、タイプ

10

４、およびタイプ５サブフレームでありうる。つまり、タイプ３サブフレーム（ＳＦ３）
は、ＬＣＴ制御領域を有さないＭＢＳＦＮサブフレームを含む。タイプ４サブフレーム（
ＳＦ４）は、１ポートＣＲＳを有する非ＭＢＳＦＮサブフレームを含む。加えて、タイプ
４サブフレームは、ＣＲＳベース物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を有さな
い。さらに、タイプ４サブフレームは、ＬＣＴ制御を有さない。タイプ４サブフレームは
、ＮＣＴに関するＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳを有するサブフレーム０および５（ＳＦ０、Ｓ
Ｆ５）に類似する。さらに、タイプ５サブフレーム（ＳＦ５）は、いずれのＣＲＳも有さ
ず、ならびにＬＣＴ制御領域を有さない、非ＭＢＳＦＮサブフレームを含む。加えて、１
つの構成では、サブフレームのこれらの３つのタイプにおけるＮＣＴに関する送信は、強
化されたダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）および共有ダウンリンクチャネル（

20

ＰＤＳＣＨ）に関する第１のシンボルから始まりうる。
【００７６】
[0095] ＬＴＥリリース１１のために指定されるＵＥは、強化された制御チャネル（ｅＰ
ＤＣＣＨ）をサポートしうる。したがって、ＮＣＴのための３つのサブフレームタイプ（
つまり、タイプ４、５、および６）はまた、ＬＴＥリリース１１のＵＥによってサポート
されうる。特に、ＬＴＥリリース１１のＵＥは、強化された制御チャネルが、ＣＲＳにわ
たって一致を査定する（rate match around）か、ＣＲＳによってパンクされる（be punc
tured）かが行われうる場合、ＮＣＴのための３つのサブフレームタイプを使用すること
ができる。
30

【００７７】
[0096] １つの構成では、ＬＣＴおよびＮＣＴへのＴＤＭの適用が、ＬＣＴ
Ｔ

ＵＥとＮＣ

ＵＥとの間で５つの異なるサブフレームタイプを分割することをもたらす。ＴＤＭの

適用はまた、トラフィックおよびローディング条件を満たすためにフレキシブルな適応を
指定しうる。ＮＣＴ

ＵＥおよびＬＣＴ

ＵＥの両方は、無線リンク管理（ＲＬＭ）、無

線リソース管理（ＲＲＭ）、および／またはチャネル状態情報（ＣＳＩ）への影響を低減
するために制限された測定値を使用することができる。
【００７８】
[0097] １つの構成では、アップリンク構成は同じ状態のままである。したがって、ＬＣ
ＴおよびＮＣＴは、同じＬＣＴアップリンクと関連付けられたダウンリンク通信で動作し
40

うる。
【００７９】
[0098] 本開示の別の態様は、プライマリ同期信号／セカンダリ同期信号（ＰＳＳ／ＳＳ
Ｓ）構成を対象にする。ＰＳＳ／ＳＳＳがＮＣＴおよびＬＣＴの両方に関して同じである
場合、ＮＣＴ

ＵＥおよびＬＣＴ

ＵＥの両方は、ＮＣＴおよびＬＣＴの両方からタイミ

ングおよび物理セル識別子（ＰＣＩ）を獲得することができる。
【００８０】
[0099] 代わりとして、異なるＰＳＳ／ＳＳＳがＮＣＴ

ＵＥに対して送信される場合、

ＰＳＳ／ＳＳＳは、ＵＥの両方のタイプが同じキャリアにアクセスすることができるよう
に、ＮＣＴ

ＵＥおよびＬＣＴ

ＵＥの両方のために複製される。１つの構成では、ＰＳ

Ｓロケーションは同じであり、ＳＳＳロケーションのみが（例えば、ＮＣＴのために１つ
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、ならびにＬＣＴのために１つ）複製される。
【００８１】
[00100] 別の構成では、ＰＳＳおよびＳＳＳの両方が、ＮＣＴおよびＬＣＴの両方に関
して同一に保持される。依然として、ＣＲＳのシーケンスマッピングは、２つのキャリア
タイプを分化する（differentiate）ように変更されうる。例えば、ＬＣＴ
に、ＰＳＳを捜索し、その後ＳＳＳを捜索しうる。ＬＣＴ

ＵＥは第１

ＵＥは、セルＩＤおよびサイ

クリックプリフィックス（ＣＰ）タイプを検出するためにＳＳＳを捜索する。
【００８２】
[00101] ＳＳＳがＮＣＴおよびＬＣＴに異なって配置される場合、ＬＣＴ

ＵＥは、い

くつかの非関連情報を発見しうるけれども、依然としていくつかの候補セルＩＤを配信す

10

ることができる。例えば、いくつかのケースでは、しきい値は指定されず、それによりＳ
ＳＳ検出は、１つまたは複数の候補を配信するだろう。
【００８３】
[00102] ＰＳＳおよびＳＳＳを捜索した後、ＵＥは、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測
定を開始しうる。ＲＳＲＰ測定の間、ＵＥは、非関連測定を検出することができる。それ
にも関わらず、これらの非関連測定は、時間とともに劣化され（be dropped）うる。非関
連測定は、Ｓ基準を満たさない測定でありうる。Ｓ基準は、セル選択基準を指し、つまり
、受信された信号は、受信された信号がしきい値を超えるかどうかを決定するように評価
される。
20

【００８４】
[00103] いくつかのケースでは、ＰＳＳ／ＳＳＳロケーションが維持され、ＣＲＳシー
ケンスが再マッピングされるとき、ＬＣＴ

ＵＥは、依然としてＲＳＲＰを測定すること

に進むだろう。ＰＳＳ／ＳＳＳロケーションおよびＣＲＳマッピングがサブフレーム０お
よび５に関して維持される場合、ＬＣＴ

ＵＥは、ＲＳＲＰ測定値を取得することができ

る。依然として、ＲＡＲＰ測定値は、ＵＥがサブフレーム０または５以外のサブフレーム
を選択する場合、指定のｄＢ値分だけオフにされうる。したがって、ＬＣＴ

ＵＥは、Ｎ

ＣＴとともに機能しない。
【００８５】
[00104] 別の例では、共通基準信号（ＣＲＳ）帯域幅が１０ＭＨｚシステムにおける２
５個のリソースブロック（ＲＢ）（５０個のＲＢ）である場合、上部のまたは下部の２５
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個のＲＢを占有するためにＣＲＳのロケーションをシフトすることが可能である。
【００８６】
[00105] したがって、１つの構成では、ＮＣＴ

ＵＥは、ＬＣＴ

ークにアクセスすることができる。依然として、ＮＣＴ

ＵＥとしてネットワ

ＵＥは、ＮＣＴロケーションお

よび／またはランダムアクセスチャネルリソースを決定するためにシステム情報ブロック
（ＳＩＢ）を介して情報を取得することができる。
【００８７】
[00106] 本開示の別の態様は、アイドルモードの考慮を対象にする。キャリアアグリゲ
ーションのケースでは、セカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）がＬＣＴとＮＣＴ
との間でＴＤＭされる場合、トラフィックの問題は、接続された状態の間に解決される必
要がありうる。ＴＤＭされたＬＣＴおよびＮＣＴでの単一キャリア動作では、ＮＣＴ

40

Ｕ

Ｅに関するページング時点（paging occasion）およびシフトするフレーム構成のような
、さらなる問題がアイドル状態に存在する。
【００８８】
[00107] 特に、ページング時点は、ネットワークローディングに依存してサブフレーム
４、４および９、または４、９、０、および５において定義される。ＬＣＴ

ＵＥは、国

際的なモバイル加入者識別（ＩＭＳＩ）に基づいてページング時点にハッシュされる。し
たがって、最悪のケースのシナリオでは、サブフレーム４はＬＣＴ動作に利用可能である
。１つの構成では、ＮＣＴ

ＵＥは、ＬＣＴ

ＵＥとしてサブフレームの直交セット上で

ページングされるオプション（つまり、直交時間上でページングすること）を有する。依
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然として、新たなハッシュ関数（hashing function）が定義されうる。
【００８９】
[00108] １つの構成では、フレーム構成は、ＮＣＴ

ＵＥに関してシフトされる。フレ

ーム構造シフトは、第１のタイミングを有するためにＵＥの第１のセットに対して、およ
び第２のタイミングを有するためにＵＥの第２のセットに対して、指定しうる。加えてＳ
ＩＢの配信、無線リンクモニタリング、および他のプロシージャもまた、異なる送信モー
ドに起因して区別されうる。
【００９０】
[00109] 本開示のまた別の態様では、組み合わされたＴＤＭとＦＤＭの適用が指定され
る。例えば、ＴＤＭはいくつかのサブフレームに対して適用され、ＦＤＭが他のサブフレ

10

ームに対して適用されうる。特に、ＴＤＭは第１に、キャリア内でＮＣＴとＬＣＴとの間
で適用され、その後ＦＤＭが、いくつかのサブフレームに関してＮＣＴとＬＣＴとの間で
適用されうる。
【００９１】
[00110] 代わりとして、別の構成では、ＴＤＭがダウンリンクサブフレームに対して適
用され、ＦＤＭがアップリンクサブフレームに対して適用される。１つの例では、ダウン
リンクサブフレームに対してＴＤＭすることを維持する間に、アップリンクサブフレーム
に対して、ＮＣＴ

ＵＥとＬＣＴ

ＵＥとの間でＦＤＭすることがある。

【００９２】
[00111] 本開示の別の態様は、異なる、かつ適応型の帯域幅構成を対象にする。例えば
、ＬＣＴは、ＮＣＴ
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ＵＥに使用される実際の帯域幅とは異なる（例えば、それよりも小

さい）帯域幅を知らせうる。さらに、帯域幅は、ＬＣＴとＮＣＴとの間でのフレキシブル
な切り替えを許容するように、時間ととともに調整されうる。同様に、アップリンク帯域
幅は、ＬＣＴのシステム情報ブロック（ＳＩＢ）において知らせられ、ネットワークに適
応するように変化しうる。
【００９３】
[00112] 本開示の別の態様は、ＮＣＴおよびＬＣＴに対する同じキャリア内でのＦＤＭ
を対象にする。例えば、ＮＣＴ
ＣＴ

ＵＥが２０ＭＨｚスペクトラムを通知される一方で、Ｌ

ＵＥは、５ＭＨｚスペクトラムを通知される。
30

【００９４】
[00113] いくつかのケースでは、ＣＲＳがＬＴＥリリース８で指定されているものと同
じ構造にあるため、ＬＣＴ

ＵＥは正しく測定を行うことができる。特に、ＣＲＳは、Ｌ

ＣＴ上のＭｅａｓＯｂｊｅｃｔＥＵＴＲＡならびにＳＩＢ３で、シグナリングされた、許
容された測定された帯域幅（「ＡｌｌｏｗｅｄＭｅａｓＢａｎｄｗｉｄｔｈ」）にわたる
。例えば、ＡｌｌｏｗｅｄＭｅａｓＢａｎｄｗｉｄｔｈ：：＝ＥＮＵＭＥＲＡＴＥＤ｛ｍ
ｂｗ６，ｍｂｗ１５，ｍｂｗ２５，ｍｂｗ５０，ｍｂｗ７５，ｍｂｗ１００｝である。つ
まり、ＵＥは、ＲＢの数の観点から、測定のために許容された帯域幅をシグナリングされ
うる。例えば、ｍｂｗ６は、６つのＲＢの測定帯域幅である、ｍｂｗ１５は、１５個のＲ
Ｂの測定帯域幅である、などである。したがって、ＮＣＴが全体の帯域幅でＣＲＳを送信
しない場合、ＬＣＴ

ＵＥは、測定を行うために許容された帯域幅をシグナリングされる

。加えて、ＡｌｌｏｗｅｄＭｅａｓＢａｎｄｗｉｄｔｈは、ＬＣＴ
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ＵＥにシグナリング

され、ＮＣＴにおけるＣＲＳのスパンに一致する。
【００９５】
[00114] 本開示の別の態様は、セル検出を確認するために物理ブロードキャストチャネ
ル（ＰＢＣＨ）を読み出すＬＣＴ

ＵＥを対象にする。物理ブロードキャストチャネルは

、ＬＣＴ構造と同じ構造でＮＣＴにおいて送信されうる。オプションで、物理ブロードキ
ャストチャネルは、ＬＣＴ

ＵＥのためのＬＣＴフォーマットで複製されうる。

【００９６】
[00115] 本開示の別の態様は、ページングチャネルの設計を対象にする。前に論じられ
ているように、ＬＣＴ

ＵＥに関してページング時点は、ネットワークローディングに依
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存してサブフレーム４、４および９、または４、９、０、および５において定義される。
例えば、ＦＤＤ

ＬＣＴ

ＵＥは、国際的なモバイル加入者識別（ＩＭＳＩ）に基づいて

ページング時点にハッシュされる。前に論じられているように、この構成では、最悪のケ
ースのシナリオで、サブフレーム４が常にＦＤＤ

ＬＣＴ

ＵＥに利用可能である。類似

の概念が、０、１、５、および６のサブフレームのセットに関してＴＤＤネットワークに
適用されうる。
【００９７】
[00116] 様々なページングチャネル設計が、ＮＣＴ
、ＮＣＴ

ＵＥに対して使用されうる。特に

ＵＥは、ページングモニタリングのためにＬＣＴ

使用することができる。オプションで、ＮＣＴ

ＵＥと同じサブフレームを

ＵＥは、ページングモニタリングのため

10

にさらなるサブフレームを使用することができる。これらのさらなるサブフレームは、サ
ブフレーム４、９、０、および５に加わり、あるいは、４、９、０、および５とは完全に
異なるサブフレームを含むことができる。
【００９８】
[00117] これらのさらなるサブフレームを示すために、１ビットが、ｅノードＢが新た
なページングサブフレームをサポートすることを示すためのマスタ情報ブロック（ＭＩＢ
）に含まれうる。したがって、ＵＥがセル再選択を行うとき、ＵＥはセルタイプ（例えば
、ＮＣＴまたはＬＣＴ）を知る。代わりの構成では、新たなページングサブフレームおよ
び／またはＮＣＴのサポートに関する情報は、システム情報ブロック（ＳＩＢ）に含まれ
うる。したがって、この構成は、セルタイプを決定するためにＵＥがＳＩＢを復号するよ
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うに指定する。
【００９９】
[00118] 本開示の別の態様では、新たなページングスキームが定義される。１つの構成
では、新たなページング無線ネットワーク一時的識別子（ＲＮＴＩ）がＮＣＴ
して定義される。ＮＣＴ

ＵＥに関

ＵＥは、新たな無線ネットワーク一時的識別子でページングの

みをモニタリングするために指定されうる。新たな無線ネットワーク一時的識別子でペー
ジングのみをモニタリングすることはさらに、ＬＣＴとＮＣＴとの間を区別しうる。別の
構成では、ページングチャネルに関して、新たなマッピング機能が、新たなページングロ
ケーション（例えば、サブフレーム、周波数、キャリア等）にマッピングするように定義
30

される。
【０１００】
[00119] 本開示の別の態様は、ＬＣＴセルからＮＣＴセルへの無線リソース管理（ＲＲ
Ｍ）を対象にする。ＵＥは、ＵＥが測定を行う前にセルがＬＣＴであるか、ＮＣＴである
かを知らなければならない。例えば、ＬＣＴからの基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）信号と
ＮＣＴからの基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）信号は異なる。ＬＣＴからの基準信号受信電
力は、共通基準信号（ＣＲＳ）に基づくことができ、ＮＣＴからの基準信号受信電力は、
チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ−ＲＳ）に基づくことができる。
【０１０１】
[00120] １つの構成では、マスタ情報ブロックおよび／またはシステム情報ブロックは
、セルがＮＣＴであることを示すために１つまたは複数のリザーブされたビットを含む。
ＬＣＴ

ＵＥは、セルがＬＣＴセルであると見なし、ＬＣＴ
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ＵＥはＮＣＴセルにアクセ

スしない。ビットが、セルがＮＣＴであると示すためにシグナリングされるとき、ＮＣＴ
ＵＥは、信号を受信し、ＮＣＴに関して定義される信号で基準信号受信電力を測定する
だろう。信号測定は、近隣セル、異なるキャリア測定、またはアイドルからセル遷移をア
クティブにするために、行われうる。１つの構成では、ＬＣＴ

ＵＥは、セルがＮＣＴで

あることを示すビットを無視する。
【０１０２】
[00121] 本開示の別の態様は、結合ＬＣＴとＮＣＴ動作でのセルに関する無線リソース
管理（ＲＲＭ）を対象にする。１つの構成では、ＵＥは、ＬＣＴからの基準信号受信電力
を報告する。別の構成では、ＮＣＴ

ＵＥは、ＮＣＴからの基準信号受信電力を報告する
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。また別の構成では、ＵＥは、１つはＬＣＴ信号からの、別のもう１つはＮＣＴ信号から
の、基準信号受信電力測定の２つのセットを報告する。ｅノードＢは、無線リソース管理
のためにＮＣＴとＬＣＴとの間での基準信号受信電力比較を行うことができる。つまり、
１つの構成では、ｅノードＢは、ＵＥが受信された基準信号受信電力測定に基づいてＮＣ
Ｔをサポートするかどうかを決定する。
【０１０３】
[00122] 本開示の１つの態様では、クロスキャリア無線リソース管理（ＲＲＭ）のサポ
ートは、（スタンドアローンキャリアとしての）ＬＣＴおよびＮＣＴが隣接したセルにお
いて展開される場合に提供される。特に、例として、ＮＣＴが第１のセルにあり、ＬＣＴ
が第２のセルにある場合、２つのセルは異なる周波数で動作する。依然として、アップリ
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ンクは同じ周波数を共有する。
【０１０４】
[00123] 別の例では、ＮＣＴは第１のセルにあり、ＬＣＴは第２のセルにある。これら
の２つのセルは、ダウンリンクに関しては同じ周波数を共有し、アップリンクに関しては
同じ周波数を共有しうる。両方の例で、干渉測定は、ＮＣＴからＬＣＴへのハンドオフを
可能にするようにサポートされる。ＮＣＴ

ＵＥは、リソース無線管理のためにＮＣＴと

ＬＣＴとの両方からの基準信号受信電力を測定する。
【０１０５】
[00124] 本開示の別の態様は、セル獲得を対象にする。特に、異なるプライマリ同期信
号およびセカンダリ同期信号（ＰＳＳ／ＳＳＳ）がＬＣＴおよびＮＣＴに対して指定され
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るとき、同じＰＳＳロケーションが維持され、異なるＳＳＳロケーションがそれぞれのキ
ャリアタイプに対して提供される。つまり、１つのＳＳＳロケーションはＮＣＴに対して
指定され、別のＳＳＳロケーションがＬＣＴに対して指定される。
【０１０６】
[00125] １つの構成では、２つの｛ＰＳＳ，ＳＳＳ｝の組み合わせが同じ物理セル識別
子（ＰＣＩ）にマッピングされる。つまり、一度ＰＰＳおよびＳＳＳが知られると、同じ
ＰＣＩがＰＳＳ／ＳＳＳのどちらの組み合わせに対しても導出される。さらに具体的には
、マッピングが両方のキャリアタイプに対して同じ状態であるため、同じＰＣＩがＰＳＳ
／ＳＳＳのどちらの組み合わせに対しても導出される。
【０１０７】
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[00126] 別の構成では、２つの｛ＰＳＳ，ＳＳＳ｝の組み合わせのそれぞれは、異なる
ＰＣＩにマッピングされる。つまり、異なるマッピングは、ＬＣＴに対するＰＳＳ／ＳＳ
Ｓマッピングと比較して、ＮＣＴに対するＰＳＳ／ＳＳＳからから適用される。このよう
に、ＬＣＴ上で動作するＵＥは、第１のＰＣＴを検出し、ＮＣＴ上で動作するＵＥは、第
２のＰＣＴを検出するだろう。現在、ＣＲＳは、ＰＣＩにリンクされる。したがって、異
なるリンケージ（linkage）は、ＮＣＴに対して適用され、あるいはオプションで、複数
のＰＣＩが、同じＣＲＳにリンクされうる。
【０１０８】
[00127] 複数の設計は、ｅノードＢがＮＣＴをサポートするのか、ＬＣＴをサポートす
るのかを示すためにインプリメントされうる。例えば、１ビットは、基地局がＮＣＴであ
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るかどうかを示すために、ＰＢＣＨのような物理ブロードキャストチャネルで指定されう
る。オプションで、ＵＥは常に、ＬＣＴとして基地局にアクセスすることができ、ＮＣＴ
ＵＥは、ＮＣＴロケーションおよび／または異なるＲＡＣＨリソース等を決定するため
にＳＩＢにおけるさらなる情報を取得することができる。
【０１０９】
[00128] 本開示の別の態様は、物理ブロードキャストチャネル設計オプションを対象に
する。ＮＣＴに関して、ただ１つの基準信号（ＲＳ）ポートが定義される。１つの構成で
は、どの基準信号ポートもＮＣＴに対して定義されない。基準信号ポートが定義される場
合、それは、物理ブロードキャストチャネルに関する、１つのポートの共通基準信号（Ｃ
ＲＳ）または復調された基準信号（ＤＭＲＳ）に基づきうる。依然として、ＬＣＴに関し
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て、物理ブロードキャストチャネルは、１つ、２つまたは４つのポートを使用することが
できる。
【０１１０】
[00129] したがって、ＵＥは、セルがＮＣＴとして指定されるのか、ＬＣＴとして指定
されるのかを識別するために、物理ブロードキャストチャネルブラインド復号を使用する
ことができる。１つの構成では、ブラインド復号は、物理ブロードキャストチャネルの４
つの候補に関して指定される。特に、ブラインド復号は、ＮＣＴに関する物理ブロードキ
ャストチャネルが存在し、復調された基準信号（ＤＭＲＳ）ベースであるか別の新たなフ
ォーマットに基づくかすることを規格が指定する場合、４つの候補に関して指定される。
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【０１１１】
[00130] 例えば、物理ブロードキャストチャネルが検出され、ＤＭＲＳベースであるか
新たなフォーマットにあるかの場合、ＵＥは、ＮＣＴとしてセルを識別することができる
。復調された基準信号が、ＣＲＳポート１、２、または４を使用するとして検出される場
合、ＵＥは、ＬＣＴとしてセルを識別する。
【０１１２】
[00131] 物理ブロードキャストチャネルが、ＣＲＳベースであるとしてＮＣＴに関して
定義される場合、物理ブロードキャストチャネルに対する３つの候補のブラインド復号は
、ＮＣＴまたはＬＣＴを識別することができる。例えば、物理ブロードキャストチャネル
が、ＣＲＳポート１で検出される場合、ＵＥは、ＮＣＴまたは単一アンテナＬＣＴとして
セルを識別する。ＰＢＣＨ／ＳＩＢにおけるさらなるシグナリングは、ＬＣＴおよびＮＣ
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Ｔを分化するために指定されうる。つまり、物理ブロードキャストチャネルがＣＲＳポー
ト２または４で検出される場合、ＵＥは、ＬＣＴとしてセルを識別することができる。
【０１１３】
[00132] 一般的に、ブラインド復号は、ＮＣＴとＬＣＴとの間を分化するために使用さ
れうる。混合された展開のケースでは、ＮＣＴベース物理ブロードチャネルとＬＣＴベー
ス物理ブロードチャネルの両方が送信されうる。したがって、基地局は、ＮＣＴとＬＣＴ
との間を分化するために、物理ブロードキャストチャネルまたはＳＩＢを使用する。
【０１１４】
[00133] 本開示の別の態様は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）構成を対象にす
る。特に、異なるランダムチャネル構成（例えば、シーケンス、周波数ロケーション、時
間ロケーション）は、ＮＣＴ
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ＵＥに対してシグナリングされうる。ＲＡＣＨ構成は、Ｕ

Ｅが、第１のランダムアクセスチャネルメッセージ（ＲＡＣＨ

Ｍｓｇ１）でそのＮＣＴ

能力を露呈させることを許容する。そのようなランダムアクセスチャネルシーケンスの検
出の際に、ｅノードＢは、ＵＥがＮＣＴ能力があることを決定し、ＮＣＴサブフレーム（
ＴＤＭ分割）またはＮＣＴ周波数（ＦＤＭ分割）に基づいて、ＵＥにランダムアクセスチ
ャネルメッセージ２（Ｍｓｇ２）およびメッセージ４（Ｍｓｇ４）を送信するだろう。
【０１１５】
[00134] ＮＣＴおよびＬＣＴ時間ドメイン分割は、ＮＣＴおよびＬＣＴサブフレームが
、すべてのランダムアクセスチャネルメッセージが送信されることを許容するように構成
されうる。例えば、ＮＣＴ

ＵＥに関して、メッセージ１（Ｍｓｇ１）は、ＮＣＴアップ
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リンクサブフレーム上で送信され、メッセージ２（Ｍｓｇ２）はＮＣＴダウンリンクサブ
フレーム上で送信される。さらに、メッセージ３（Ｍｓｇ３）は、ＮＣＴアップリンクサ
ブフレーム上で送信され、メッセージ４（Ｍｓｇ４）はＮＣＴダウンリンクサブフレーム
上で送信される。
【０１１６】
[00135] 本開示の別の態様は、ダウンリンクおよびアップリンク関連ハンドリングを対
象にする。ＴＤＭ分割アプローチでは、ＵＥは、それぞれのキャリアタイプに対してダウ
ンリンクサブフレームの１つのセットを有することができる。２つの異なる構成は、ダウ
ンリンクサブフレームとのアップリンク関連に関して指定されうる。
【０１１７】
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[00136] １つの構成では、アップリンクサブフレームは、ダウンリンクサブフレームと
比較して４のサブフレームオフセットを有する。つまり、ダウンリンクがサブフレームＫ
上で送信されるとき、アップリンクは、（例えば、ＨＡＲＱタイムラインに準拠するよう
に）サブフレームＫ＋４上で送信されるだろう。別の構成では、ＵＥは、独立した関連を
使用する。つまり、アップリンクは、あらゆるサブフレーム上で送信されることができる
（つまり、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームとの間に相互関係が存
在しない）。したがって、ダウンリンクサブフレームが制限されるとき、クロスサブフレ
ームスケジューリングがアップリンクのために使用されうる。ＮＣＴのケースでは、強化
されたダウンリンク制御チャネル（例えば、ｅＰＤＣＣＨ）が制御シグナリングに関して
指定される場合、クロスサブフレームスケジューリングは、強化されたダウンリンク制御
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チャネルに基づいて定義されうる。
【０１１８】
[00137] 一般的に、ＴＤＭおよび／ＦＤＭ分割技法は、現在のリリース（例えば、ＮＣ
Ｔ）に準拠しない特徴のために使用されうる。加えて、物理ブロードキャストチャネルに
おけるリザーブされた１ビットは、ＴＤＭおよび／またはＦＤＭ分割が使用されることを
シグナリングするように指定されうる。例えば、ＮＣＴ

ＵＥは、無線リソース管理およ

び／またはネットワークアクセスのために制限されたサブフレームおよび／または制限さ
れた帯域幅を使用することができる。
【０１１９】
[00138] 加えて、上で示された態様は、機械タイプデバイス（ＭＴＣ）のために使用さ
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れうる。例えば、ＭＴＣは、ＬＣＴと結合して動作しうる。
【０１２０】
[00139] 図１３は、異なるキャリアタイプの共存を許容するための方法１３００を例示
している。ブロック１３０２において、ｅノードＢは、キャリア上でリソースを送信する
。キャリアは、第１のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第１のセットおよび第
２のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第２のセットを有する。１つの構成では
、第１のキャリアタイプはＮＣＴであり、第２のキャリアタイプはＬＣＴである。ＮＣＴ
はＮＣＴ

ＵＥをサポートし、ＬＣＴはＬＣＴ

ＵＥをサポートする。

【０１２１】
[00140] ブロック１３０４で、ｅノードＢは、第２のキャリアタイプのＵＥとのシグナ
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リングを維持する間に、少なくとも第１のキャリアタイプのＵＥに第１のキャリアタイプ
のサポートをシグナリングする。１つの構成では、シグナリングは、第１のキャリアタイ
プおよび第２のキャリアタイプに対して同じプライマリ同期信号（ＰＳＳ）ロケーション
、およびセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を定義することを含むことができる。ＳＳＳは、
第１のキャリアタイプのために定義され、第２のキャリアタイプために複製される。この
構成では、ＵＥは、物理セル識別子へのＰＳＳおよびＳＳＳのマッピングに基づいてサポ
ートされたキャリアタイプを決定する。別の構成では、シグナリングすることは、ＮＣＴ
のような指定のキャリアタイプのサポートを示すためにマスタ情報ブロックまたはシステ
ム情報ブロックにおいてリザーブされたビットをシグナリングすることを含む。
40

【０１２２】
[00141] 図１４は、異なるキャリアタイプの共存を許容するための方法１４００を例示
している。ブロック１４０２において、ＵＥは、キャリア上でリソースを受信する。キャ
リアは、第１のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第１のセットおよび第２のキ
ャリアタイプに関連付けられたリソースの第２のセットを有する。１つの構成では、第１
のキャリアタイプはＮＣＴであり、第２のキャリアタイプはＬＣＴである。ＮＣＴはＮＣ
Ｔ

ＵＥをサポートし、ＬＣＴはＬＣＴ

ＵＥをサポートする。

【０１２３】
[00142] ブロック１４０４において、ＵＥは、ｅノードＢが第１のキャリアタイプ、第
２のキャリアタイプ、またはそれらの組み合わせ、のうちの１つまたは複数をサポートす
るかどうかを決定する。１つの構成では、その決定は、物理ブロードキャストチャネルに
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対する候補のブラインド復号に基づく。この構成では、ＵＥは、ｅノードＢが、物理ブロ
ードキャストチャネルに関する共通基準信号（ＣＲＳ）ポートに基づいて、第１のキャリ
アタイプまたは第２のキャリアタイプをサポートすることを決定することができる。別の
構成では、その決定は、ｅノードＢからの割り当てに基づく。その割り当ては、ＵＥによ
って送信される基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）に基づきうる。
【０１２４】
[00143] 図１５は、例示的な装置１５００における異なるモジュール／手段／コンポー
ネント間のデータフローを例示する概略的なデータフロー図である。装置１５００は、送
信モジュール１５０８を含む。装置１５００は、信号１５１２を介してキャリア上でリソ
ースを送信するために送信モジュール１５０８を制御することができる。キャリアは、第
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１のキャリアタイプに関連付けられたリソースの第１のセットおよび第２のキャリアタイ
プに関連付けられたリソースの第２のセットを有する。
【０１２５】
[00144] 装置１５００はまた、第２のキャリアタイプのＵＥとのシグナリングを維持す
る間に、少なくとも第１のキャリアタイプのＵＥに第１のキャリアタイプのサポートをシ
グナリングするシグナリングモジュール１５０４も含む。シグナリングモジュール１５０
４は、信号１５１２を介してシグナリングモジュール１５０４によって生成された信号を
送信するために送信モジュール１５０８を制御することができる。装置は、上述の図１３
のフローチャートにおけるプロセスのステップのそれぞれを行うさらなるモジュールを含
むことができる。このように、上述の図１３のフローチャートにおけるそれぞれのステッ
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プはあらゆるモジュールによって行われることができ、ならびに装置はこれらのモジュー
ルのうちの１または複数を含むことができる。モジュールは、述べられたプロセス／アル
ゴリズムを実行するように特に構成され、述べられたプロセス／アルゴリズムを行うよう
に構成されたプロセッサによってインプリメントされ、プロセッサによるインプリメンテ
ーションのためにコンピュータ可読媒体内に記憶された、あるいはそれらのいくつかの組
み合わせの、１つまたは複数のハードウェアコンポーネントでありうる。
【０１２６】
[00145] 図１６は、例示的な装置１６００における異なるモジュール／手段／コンポー
ネント間のデータフローを例示する概略的なデータフロー図である。装置１６００は、キ
ャリア上でリソースを受信する受信モジュール１６０６を含む。リソースは、受信モジュ
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ール１６０６で受信される信号１６１０を介して受信されうる。キャリアは、第１のキャ
リアタイプに関連付けられたリソースの第１のセットおよび第２のキャリアタイプに関連
付けられたリソースの第２のセットを有する。
【０１２７】
[00146] 装置１６００はまた、ｅノードＢが第１のキャリアタイプ、第２のキャリアタ
イプ、またはそれらの組み合わせ、のうちの１つまたは複数をサポートするかどうかを決
定する決定モジュール１６０２を含む。決定モジュール１６０２は、受信モジュール１６
０６で受信された信号１６１０を介して受信されたシグナリングに基づいてｅノードＢに
よってサポートされるキャリアタイプを決定することができる。装置は、上述の図１４の
フローチャートにおけるプロセスのステップのそれぞれを行うさらなるモジュールを含む
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ことができる。このように、上述の図１４のフローチャートにおけるそれぞれのステップ
はあらゆるモジュールによって行われることができ、ならびに装置はそれらのモジュール
のうちの１または複数を含むことができる。モジュールは、述べられたプロセス／アルゴ
リズムを実行するように特に構成され、述べられたプロセス／アルゴリズムを行うように
構成されたプロセッサによってインプリメントされ、プロセッサによるインプリメンテー
ションのためにコンピュータ可読媒体内に記憶された、あるいはそれらのいくつかの組み
合わせの、１つまたは複数のハードウェアコンポーネントでありうる。
【０１２８】
[00147] 図１７は、処理システム１７１４を用いる装置１７００のためのハードウェア
インプリメンテーションの例を例示する図である。処理システム１７１４は、バス１７２
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４により一般的に表されるバスアーキテクチャでインプリメントされうる。バス１７２４
は、処理システム１７１４の指定のアプリケーションおよび全体的な設計の制約に依存し
て、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含むことができる。バス１７２４は、プロ
セッサ１７２２、モジュール１７０２、１７０４、およびコンピュータ可読媒体１７２６
によって表されている１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュー
ルを含む様々な回路を共にリンクさせる。バス１７２４はまた、タイミングソース、周辺
機器、電圧レギュレータ、電力管理回路のような様々な他の回路をリンクさせることがで
き、これらは、当該技術分野で周知であるので、これ以上説明されない。
【０１２９】
[00148] 装置はトランシーバ１７３０に結合された処理システム１７１４を含む。トラ
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ンシーバ１７３０は、１つまたは複数のアンテナ１７２０に結合される。トランシーバ１
７３０は、送信媒体をわたって様々な他の装置と通信することを可能にする。処理システ
ム１７１４は、コンピュータ可読媒体１７２６に結合されたプロセッサ１７２２を含む。
プロセッサ１７２２は、コンピュータ可読媒体１７２６上に記憶されたソフトウェアの実
行を含む、一般的な処理を担う。このソフトウェアは、プロセッサ１７２２によって実行
されるとき、処理システム１７１４に、あらゆる特定の装置に関して説明された様々な機
能を行わせる。コンピュータ可読媒体１７２６はまた、ソフトウェアを実行するときにプ
ロセッサ１７２２によって操作されるデータを記憶するために使用されることもできる。
【０１３０】
[00149] 処理システム１７１４は、キャリア上でリソースを送信するための送信モジュ
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ール１７０２を含む。処理システム１７１４はまた、第２のキャリアタイプのＵＥとのシ
グナリングを維持する間に、少なくとも第１のキャリアタイプのＵＥに第１のキャリアタ
イプのサポートをシグナリングするためのシグナリングモジュール１７０４も含む。モジ
ュールは、プロセッサ１７２２において稼働し、コンピュータ可読媒体１７２６に内在し
／記憶されたソフトウェアモジュール、プロセッサ１７２２に結合された１つまたは複数
のハードウェアモジュール、またはそれらのいくつかの組み合わせでありうる。処理シス
テム１７１４は、ＵＥ６５０のコンポーネントであり、メモリ６６０および／またはコン
トローラ／プロセッサ６５９を含むことができる。
【０１３１】
[00150] 図１８は、処理システム１８１４を用いる装置１８００のためのハードウェア
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インプリメンテーションの例を例示する図である。処理システム１８１４は、バス１８２
４によって一般的に表されるバスアーキテクチャでインプリメントされうる。バス１８２
４は、処理システム１８１４の指定のアプリケーションおよび全体的な設計の制約に依存
して、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含むことができる。バス１８２４は、プ
ロセッサ１８２２、モジュール１８０２、１８０４、およびコンピュータ可読媒体１８２
６によって表されている１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュ
ールを含む様々な回路を共にリンクさせる。バス１８２４はまた、タイミングソース、周
辺機器、電圧レギュレータ、電力管理回路のような様々な他の回路をリンクさせることが
でき、これらは、当該技術分野で周知であるので、これ以上説明されない。
【０１３２】
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[00151] 装置はトランシーバ１８３０に結合された処理システム１８１４を含む。トラ
ンシーバ１８３０は、１つまたは複数のアンテナ１８２０に結合される。トランシーバ１
８３０は、送信媒体をわたって様々な他の装置と通信することを可能にする。処理システ
ム１８１４は、コンピュータ可読媒体１８２６に結合されたプロセッサ１８２２を含む。
プロセッサ１８２２は、コンピュータ可読媒体１８２６上に記憶されたソフトウェアの実
行を含む、一般的な処理を担う。このソフトウェアは、プロセッサ１８２２によって実行
されるとき、処理システム１８１４に、あらゆる特定の装置に関して記述された様々な機
能を行わせる。コンピュータ可読媒体１８２６はまた、ソフトウェアを実行するときにプ
ロセッサ１８２２によって操作されるデータを記憶するために使用されることもできる。
【０１３３】
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[00152] 処理システム１８１４は、キャリア上でリソースを受信するための受信モジュ
ール１８０２を含む。処理システム１８１４はまた、ｅノードＢが第１のキャリアタイプ
、第２のキャリアタイプ、またはそれらの組み合わせ、のうちの１つまたは複数をサポー
トするかどうかを決定するための決定モジュール１８０４も含む。モジュールは、プロセ
ッサ１８２２において稼働し、コンピュータ可読媒体１８２６に内在し／記憶されたソフ
トウェアモジュール、プロセッサ１８２２に結合された１つまたは複数のハードウェアモ
ジュール、またはそれらのいくつかの組み合わせでありうる。処理システム１８１４は、
ＵＥ６５０のコンポーネントであり、メモリ６６０および／またはコントローラ／プロセ
ッサ６５９を含むことができる。
10

【０１３４】
[00153] １つの構成では、ｅノードＢ６１０は、送信するための手段およびシグナリン
グするための手段を含むワイヤレス通信のために構成される。１つの態様では、送信する
手段およびシグナリングする手段は、送信する手段および／またはシグナリングする手段
によって記載された機能を行うように構成された、コントローラ／プロセッサ６７５、メ
モリ６７６、送信プロセッサ６１６、モジュール６１８、および／またはアンテナ６２０
でありうる。別の構成では、上述された手段は、上述された手段によって記載された機能
を行うように構成されたあらゆるモジュールまたはあらゆる装置でありうる。
【０１３５】
[00154] １つの構成では、ＵＥ６５０は、受信するための手段を含むワイヤレス通信の
ために構成される。１つの態様では、受信する手段は、受信する手段によって記載された

20

機能を行うように構成された、コントローラ／プロセッサ６５９、メモリ６６０、受信プ
ロセッサ６５６、モジュール６５４、および／またはアンテナ６５２でありうる。ＵＥ６
５０はまた、決定するための手段を含むワイヤレス通信のために構成される。１つの態様
では、決定する手段は、決定する手段によって記載された機能を行うように構成された、
コントローラ／プロセッサ６５９、メモリ６６０、および／または受信プロセッサ６５６
でありうる。別の構成では、上述された手段は、上述された手段によって記載された機能
を行うように構成されたあらゆるモジュールまたはあらゆる装置でありうる。
【０１３６】
[00155] 当業者はさらに、ここでの開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロ
ック、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップが、電子ハードウェア、コンピ

30

ュータソフトウェア、または両方の組み合わせとしてインプリメントされうることを認識
するだろう。ハードウェアとソフトウェアとのこの互換性を明確に例示するために、様々
な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの
機能の観点で一般的に上で説明されている。このような機能が、ハードウェアとしてイン
プリメントされるか、あるいはソフトウェアとしてインプリメントされるかは、特定のア
プリケーションおよびシステム全体に課せられる設計制約に依存する。当業者は、それぞ
れの特定のアプリケーションに対して多様な方法で説明された機能をインプリメントする
ことができるが、このようなインプリメンテーションの決定は、本開示の範囲からの逸脱
を引き起こしていると解釈されるべきでない。
40

【０１３７】
[00156] ここでの開示に関連して説明された、様々な例示的な論理ブロック、モジュー
ル、および回路は、ここで説明された機能を行うように設計された、汎用プロセッサ、デ
ジタルシグナルプロセッサ（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）、または他のプログラマブル論理デバイス、デ
ィスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネン
ト、またはそれらのあらゆる組み合わせを用いて、インプリメントされうる、または行わ
れうる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでありうるが、代わりとして、このプロ
セッサは、任意の従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはス
テートマシン（ｓｔａｔｅ

ｍａｃｈｉｎｅ）でありうる。プロセッサはまた、コンピュ

ーティングデバイスの組み合わせとして、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み合
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わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアを備えた１つ以上のマイクロプロセッサ、
あるいは、何らかの他のこのような構成としてインプリメントされうる。
【０１３８】
[00157] ここでの開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハ
ードウェアで直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、また
は両者の組み合わせで、具現化されることができる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ
メモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レ
ジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、あるいは当該技術で周
知の任意の他の形態の記憶媒体内に存在しうる。プロセッサが記憶媒体から情報を読み出
したり、記憶媒体に情報を書き込んだりできるように、例示的な記憶媒体はプロセッサに

10

結合されている。代わりとして、記憶媒体は、プロセッサと一体化されうる。プロセッサ
および記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に存在しうる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末に存在しうる。代
わりとして、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末においてディスクリートコンポーネン
トとして存在しうる。
【０１３９】
[00158] １つまたは複数の例示的な設計において、説明された機能は、ハードウェア、
ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらのあらゆる組み合わせでインプリメントさ
れることができる。ソフトウェアでインプリメントされる場合、機能は、１つまたは複数
の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されうる、あるいは、１つまた
は複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に送信されうる。コンピュータ

20

可読媒体は、１つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするあ
らゆる媒体を含む通信媒体およびコンピュータ記憶媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用
または専用コンピュータによってアクセスされることができるあらゆる可能な媒体である
ことができる。限定ではなく例として、このようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ、または他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶
装置、または他の磁気記憶装置、あるいは命令またはデータ構造の形態で所望のプログラ
ムコード手段を搬送または記憶するために使用でき、汎用または特定用途のコンピュータ
あるいは汎用または特定用途のプロセッサによってアクセスできる他の何らかの媒体を備
えることができる。また、あらゆる接続は、コンピュータ可読媒体と適切に呼ばれている
。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイトから、サーバから、あるいは、同軸ケーブル、

30

光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤外線や、無
線や、マイクロ波のようなワイヤレス技術を使用している他の遠隔ソースから送信された
場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、あるいは、赤外線や
、無線や、マイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使
用されるようなディスク（ｄｉｓｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ）は、コンパクトディス
ク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）、レーザディスク（ｄｉｓｃ）、光学ディスク（ｄｉｓｃ）、デ
ジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ）、フロッピーディスク（ｄｉｓｋ）
およびブルーレイディスク（ｄｉｓｃ）を含む。ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）は通常、
データを磁気的に再生する一方、ディスク（ｄｉｓｃ）は通常、レーザを用いてデータを
光学的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる

40

べきである。
【０１４０】
[00159] 本開示の先の説明は、いずれの当業者も本開示を製造または使用することをで
きるようにするために提供されている。本開示に対する様々な修正は、当業者に容易に明
らかであり、ここで定義された包括的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱せずに
、他のバリエーションに適用されることができる。よって、本開示は、本明細書において
説明される例および設計に限定されるように意図されたものではなく、本明細書において
開示された原理および新規の特徴と一致する最大範囲を与えられるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］ワイヤレス通信の方法であって、
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キャリア上でリソースを送信することと、前記リソースは、第１のキャリアタイプに関
連付けられたリソースの第１のセット、および第２のキャリアタイプに関連付けられたリ
ソースの第２のセットを備える、
第２のキャリアタイプのＵＥとのシグナリングを維持する間に、少なくとも第１のキャ
リアタイプのＵＥに前記第１のキャリアタイプのサポートをシグナリングすることと、
を備える、方法。
［Ｃ２］前記シグナリングすることは、
前記第１のキャリアタイプおよび前記第２のキャリアタイプに対して同じプライマリ同
期信号（ＰＳＳ）ロケーションを定義することと、
前記第１のキャリアタイプに関してセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を定義することと、

10

前記第２のキャリアタイプのために前記ＳＳＳを複製することと、
を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの２つのセットは、同じ物理セル識別子（ＰＣＩ）
にマッピングされる、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］前記第１のキャリアタイプに関する前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの第１のセット
は、第１の物理セル識別子（ＰＣＩ）にマッピングされ、前記第２のキャリアタイプに関
する前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの第２のセットは、第２のＰＣＩにマッピングされる、
Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］前記シグナリングすることは、前記第１のキャリアタイプのサポートを示すため
に、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）またはシステム情報ブロック（ＳＩＢ）においてリザ

20

ーブされたビットをシグナリングすることを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］前記第１のキャリアタイプは、新たなキャリアタイプであり、前記第２のキャリ
アタイプは、レガシキャリアタイプである、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］リソースの前記第１のセットおよびリソースの前記第２のセットは、直交サブフ
レームまたはサブバンドを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］ワイヤレス通信の方法であって、
キャリア上でリソースを受信することと、前記リソースは、第１のキャリアタイプに関
連付けられたリソースの第１のセット、および第２のキャリアタイプに関連付けられたリ
ソースの第２のセットを備える、
ｅノードＢが前記第１のキャリアタイプ、前記第２のキャリアタイプ、またはそれらの

30

組み合わせ、のうちの１つまたは複数をサポートするかどうかを決定することと、
を備える、方法。
［Ｃ９］前記決定することは、前記ｅノードＢが前記第１のキャリアタイプをサポートす
るか、前記第２のキャリアタイプをサポートするかを決定するために、物理ブロードキャ
ストチャネル（ＰＢＣＨ）のための候補をブラインド復号することを備える、Ｃ８に記載
の方法。
［Ｃ１０］前記第１のキャリアタイプは、新たなＰＢＣＨフォーマットから決定される、
Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］前記決定することは、前記ＰＢＣＨのための共通基準信号（ＣＲＳ）ポートに
基づいて、前記ｅノードＢが前記第１のキャリアタイプまたは前記第２のキャリアタイプ

40

をサポートすることを決定することを備える、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１２］前記第１のキャリアタイプ、前記第２のキャリアタイプ、またはそれらの組み
合わせ、のうちの１つまたは複数から基準信号受信電力を報告することをさらに備え、こ
こにおいて、前記決定することは、前記基準信号受信電力が前記第１のキャリアタイプお
よび前記第２のキャリアタイプの両方に関して報告されるとき、前記第１のキャリアタイ
プに関する割り当てを受信することをさらに備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１３］前記第１のキャリアタイプのサポートを示すために、ランダムアクセスチャネ
ル（ＲＡＣＨ）メッセージを送信することをさらに備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１４］前記第１のキャリアタイプは、新たなキャリアタイプであり、前記第２のキャ
リアタイプは、レガシキャリアタイプである、Ｃ８に記載の方法。
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［Ｃ１５］ワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、
を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
キャリア上でリソースを送信し、前記リソースは、第１のキャリアタイプに関連付けら
れたリソースの第１のセット、および第２のキャリアタイプに関連付けられたリソースの
第２のセットを備える、
第２のキャリアタイプのＵＥとのシグナリングを維持する間に、少なくとも第１のキャ
リアタイプのＵＥに前記第１のキャリアタイプのサポートをシグナリングする、
ように構成される、装置。

10

［Ｃ１６］前記少なくとも１つのプロセッサは、
前記第１のキャリアタイプおよび前記第２のキャリアタイプに対して同じプライマリ同
期信号（ＰＳＳ）ロケーションを定義し、
前記第１のキャリアタイプに関してセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を定義し、
前記第２のキャリアタイプのために前記ＳＳＳを複製する、
ようにさらに構成される、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ１７］前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの２つのセットは、同じ物理セル識別子（ＰＣＩ
）にマッピングされる、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１８］前記第１のキャリアタイプに関する前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの第１のセッ
トは、第１の物理セル識別子（ＰＣＩ）にマッピングされ、前記第２のキャリアタイプに

20

関する前記ＰＳＳおよび前記ＳＳＳの第２のセットは、第２のＰＣＩにマッピングされる
、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１９］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のキャリアタイプのサポートを
示すために、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）またはシステム情報ブロック（ＳＩＢ）にお
いてリザーブされたビットをシグナリングするようにさらに構成される、Ｃ１５に記載の
装置。
［Ｃ２０］前記第１のキャリアタイプは、新たなキャリアタイプであり、前記第２のキャ
リアタイプは、レガシキャリアタイプである、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ２１］リソースの前記第１のセットおよびリソースの前記第２のセットは、直交サブ
フレームまたはサブバンドを備える、Ｃ１５に記載の装置。

30

［Ｃ２２］ワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、
を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
キャリア上でリソースを受信し、前記リソースは、第１のキャリアタイプに関連付けら
れたリソースの第１のセット、および第２のキャリアタイプに関連付けられたリソースの
第２のセットを備える、
ｅノードＢが前記第１のキャリアタイプ、前記第２のキャリアタイプ、またはそれらの
組み合わせ、のうちの１つまたは複数をサポートするかどうかを決定する、
ように構成される、装置。

40

［Ｃ２３］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ｅノードＢが前記第１のキャリアタ
イプをサポートするか前記第２のキャリアタイプをサポートするかを決定するために、物
理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）のための候補をブラインド復号するようにさら
に構成される、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］前記第１のキャリアタイプは、新たなＰＢＣＨフォーマットから決定される、
Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＰＢＣＨのための共通基準信号（Ｃ
ＲＳ）ポートに基づいて、前記ｅノードＢが前記第１のキャリアタイプまたは前記第２の
キャリアタイプをサポートすることを決定するようにさらに構成される、Ｃ２３に記載の
装置。
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［Ｃ２６］前記少なくとも１つのプロセッサは、
前記第１のキャリアタイプ、前記第２のキャリアタイプ、またはそれらの組み合わせ、
のうちの１つまたは複数から基準信号受信電力を報告し、
前記基準信号受信電力が前記第１のキャリアタイプおよび前記第２のキャリアタイプの
両方に関して報告されるとき、前記第１のキャリアタイプに関する割り当てを受信する、
ようにさらに構成される、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２７］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のキャリアタイプのサポートを
示すために、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）メッセージを送信するようにさらに
構成される、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２８］前記第１のキャリアタイプは、新たなキャリアタイプであり、前記第２のキャ

10

リアタイプは、レガシキャリアタイプである、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２９］ワイヤレス通信のための装置であって、
キャリア上でリソースを送信するための手段と、前記リソースは、第１のキャリアタイ
プに関連付けられたリソースの第１のセット、および第２のキャリアタイプに関連付けら
れたリソースの第２のセットを備える、
第２のキャリアタイプのＵＥとのシグナリングを維持する間に、少なくとも第１のキャ
リアタイプのＵＥに前記第１のキャリアタイプのサポートをシグナリングするための手段
と、
を備える、装置。
［Ｃ３０］ワイヤレス通信のための装置であって、
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キャリア上でリソースを受信するための手段と、前記リソースは、第１のキャリアタイ
プに関連付けられたリソースの第１のセット、および第２のキャリアタイプに関連付けら
れたリソースの第２のセットを備える、
ｅノードＢが前記第１のキャリアタイプ、前記第２のキャリアタイプ、またはそれらの
組み合わせ、のうちの１つまたは複数をサポートするかどうかを決定するための手段と、
を備える、装置。
［Ｃ３１］ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュ
ータプログラム製品は、
プログラムコードを記録した非トランジトリなコンピュータ可読媒体を備え、前記プロ
グラムコードは、
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キャリア上でリソースを送信するためのプログラムコードと、前記リソースは、第１の
キャリアタイプに関連付けられたリソースの第１のセット、および第２のキャリアタイプ
に関連付けられたリソースの第２のセットを備える、
第２のキャリアタイプのＵＥとのシグナリングを維持する間に、少なくとも第１のキャ
リアタイプのＵＥに前記第１のキャリアタイプのサポートをシグナリングするためのプロ
グラムコードと、
を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ３２］ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュ
ータプログラム製品は、
プログラムコードを記録した非トランジトリなコンピュータ可読媒体を備え、前記プロ
グラムコードは、
キャリア上でリソースを受信するためのプログラムコードと、前記リソースは、第１の
キャリアタイプに関連付けられたリソースの第１のセット、および第２のキャリアタイプ
に関連付けられたリソースの第２のセットを備える、
ｅノードＢが前記第１のキャリアタイプ、前記第２のキャリアタイプ、またはそれらの
組み合わせ、のうちの１つまたは複数をサポートするかどうかを決定するためのプログラ
ムコードと、
を備える、コンピュータプログラム製品。
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