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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次セル構成情報が１つ又はそれ以上のランダムアクセスチャンネルパラメータ及びタ
イミング前進グループ情報を含むことがあるキャリアアグリゲーションにおいて、ランダ
ムアクセスプリアンブルメッセージを前記二次セルのためのランダムアクセス手順の一部
として送信する前に、一次セルタイミング前進値を、構成情報が二次セルのためのタイミ
ング前進グループを含まず、前記二次セルのためのランダムアクセスチャンネルパラメー
タを含まないような二次セルに適用する段階、
を含む方法。
【請求項２】
　ランダムアクセスプリアンブルメッセージを通信装置からランダムアクセス手順の一部
として送信する前に受信される前記構成情報は無線リソースコントロールシグナリングの
一部として受信される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ランダムアクセスプリアンブルメッセージを送信する段階と、
　その後に前記二次セルのためのタイミング前進グループ情報を特定するグループ情報を
受信する段階と、
　前記タイミング前進グループ情報で指定された前記タイミング前進グループのためのタ
イミング前進値を使用して前記二次セル上でさらなるアップリンク送信を行う段階と、を
さらに含む請求項１又は２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記タイミング前進グループ情報をランダムアクセス応答メッセージで受信する段階を
含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ランダムアクセスプリアンブルメッセージをアクセスノードからの指令に応答して
送信する段階を含む請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　プロセッサと、コンピュータプログラムコードを含むメモリとを備えた装置において、
そのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、その装置が、二次セ
ル構成情報が１つ又はそれ以上のランダムアクセスチャンネルパラメータ及びタイミング
前進グループ情報を含むことがあるキャリアアグリゲーションにおいて、ランダムアクセ
スプリアンブルメッセージを前記二次セルのためのランダムアクセス手順の一部として送
信する前に、一次セルタイミング前進値を、構成情報が二次セルのためのタイミング前進
グループを含まず、前記二次セルのためのランダムアクセスチャンネルパラメータを含ま
ないような二次セルに適用する；
ようにさせるよう構成された装置。
【請求項７】
　ランダムアクセスプリアンブルメッセージを通信装置からランダムアクセス手順の一部
として送信する前に受信される前記構成情報は無線リソースコントロールシグナリングの
一部として受信される請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記プロセッサとで、前記装置に、
さらに、
　前記ランダムアクセスプリアンブルメッセージを送信し、
　その後に前記二次セルのためのタイミング前進グループ情報を特定するグループ情報を
受信し、
　前記タイミング前進グループ情報で指定された前記タイミング前進グループのためのタ
イミング前進値を使用して前記二次セル上でさらなるアップリンク送信を行う、ようにさ
せる請求項６又は７に記載の装置。
【請求項９】
　前記タイミング前進グループ情報はランダムアクセス応答メッセージに含まれる請求項
８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ランダムアクセスプリアンブルメッセージはアクセスノードからの指令に応答して
送信される請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　コンピュータにロードされたときに、二次セル構成情報が１つ又はそれ以上のランダム
アクセスチャンネルパラメータ及びタイミング前進グループ情報を含むことがあるキャリ
アアグリゲーションにおいて、ランダムアクセスプリアンブルメッセージを前記二次セル
のためのランダムアクセス手順の一部として送信する前に、一次セルタイミング前進値を
、構成情報が二次セルのためのタイミング前進グループを含まず、前記二次セルのための
ランダムアクセスチャンネルパラメータを含まないような二次セルに適用するコンピュー
タをコントロールするプログラムコードを備えたコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイミング前進グループを決定することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信装置がタイムスロット内でアップリンク送信を行う時間をコントロールすることは



(3) JP 5890020 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

、伝播遅延を補償しそして隣接タイムスロットにおいて送信との干渉を減少する上で助け
となり、従って、サービスのクオリティを改善する上で助けとなる。
【０００３】
　通信装置とは、他の当事者との通信に使用できる適当な通信及びコントロール能力が設
けられた装置として理解することができる。通信は、例えば、音声、電子メール（ｅ－メ
ール）、テキストメッセージ、データ、マルチメディア、等の通信を含む。通信装置は、
典型的に、装置のユーザが通信システムを経て通信を受信及び送信できるようにし、従っ
て、種々のサービスアプリケーションにアクセスするのに使用することができる。
【０００４】
　通信システムとは、通信装置、ネットワークエンティティ及び他のノードのような２つ
以上のエンティティ間の通信を促進するファシリティである。通信システムは、１つ以上
の相互接続ネットワークによって形成される。システムの種々のネットワークを相互接続
するために１つ以上のゲートウェイノードが設けられる。例えば、アクセスネットワーク
と、他の通信ネットワーク、例えば、コアネットワーク及び／又はデータネットワークと
の間には、典型的に、ゲートウェイノードが設けられる。
【０００５】
　適当なアクセスシステムは、通信装置が、より広い通信システムにアクセスできるよう
にする。より広い通信システムへのアクセスは、固定ライン又はワイヤレス通信インター
フェイス、或いはそれらの組み合わせによって与えられる。ワイヤレスアクセスを与える
通信システムは、典型的に、ユーザに対して少なくてもある程度の移動を可能にする。そ
れらは、例えば、セルラーアクセスネットワークの構成によりアクセスが与えられるワイ
ヤレス通信システムを含む。ワイヤレスアクセス技術の他の例は、異なるワイヤレスロー
カルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）及び衛星ベースの通信システムを含む。
【０００６】
　ワイヤレスアクセスシステムは、典型的に、ワイヤレス規格と、システムの種々の要素
が何を行うことが許され及びそれをどのように達成すべきか規定した１組の仕様に基づい
て動作する。
【０００７】
　無線アクセスネットワークは、例えば、それらの進化の順に、ＧＳＭ（登録商標）（グ
ローバルシステム・フォア・モバイル）ＥＤＧＥ（エンハンストデータ・フォア・ＧＳＭ
（登録商標）エボリューション）無線アクセスシステム（ＧＥＲＡＮ）、ユニバーサル地
上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）及び進化型ＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）を
含む。
【０００８】
　長期進化（ＬＴＥ）システムでは、ダウンリンク送信は、直交周波数分割多重アクセス
（ＯＦＤＭＡ）技術に基づいて行われ、そしてアップリンク送信は、単一キャリア周波数
分割多重アクセス（ＳＣＦＤＭＡ）技術に基づいて行われる。各送信は、直交サブキャリ
アのグループを使用して行われる。サブキャリアは、リソースブロックと称される単位へ
とグループ分けされ、そして通信装置は、コンポーネントキャリアと称される所定の周波
数ブロック内で所定最大数のリソースブロックまでの範囲のリソースブロックのグループ
を使用して送信を発信又は受信することができる。
【０００９】
　更に別のＬＴＥ開発は、単一のコンポーネントキャリアにより画成されるものより広い
送信帯域巾をサポートするために２つ以上のコンポーネントキャリアを統合するキャリア
アグリゲーションを与える。ケイパブル通信装置は、複数のコンポーネントキャリアにお
いて同時に受信又は送信することができる。
【００１０】
　通信装置によって使用するように構成された複数のコンポーネントキャリアの１つは、
セキュリティ、非アクセス層（ＮＡＳ）移動及び物理的アップリンクコントロールチャン
ネル（ＰＵＣＣＨ）の送信のために選択的に使用され、一次セル又はＰＣｅｌｌとして知
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られている。通信装置により使用するように構成された他のコンポーネントキャリアは、
二次セル又はＳＣｅｌｌとして知られている。
【００１１】
　又、通信装置からのアップリンク送信のために１つ以上のＳＣｅｌｌを、それら１つ以
上のＳＣｅｌｌが必要となるまでデアクチベートする可能性も提案されている。ＳＣｅｌ
ｌをデアクチベートすると、ＳＣｅｌｌがデアクチベートされる期間中、通信装置の電力
消費が減少する。通信装置の監視活動が減少されて、通信装置は、ＰＤＣＣＨ監視も行わ
ないし、デアクチベートされたＳＣｅｌｌに対するチャンネルクオリティ情報（ＣＱＩ）
測定も行わない。デアクチベートされたＳＣｅｌｌのアップリンク活動も停止され、通信
装置は、デアクチベートされたＳＣｅｌｌの音声基準信号（ＳＲＳ）を送信しない。
【００１２】
　伝播遅延を補償する目的でタイムスロット内のアップリンク送信のタイミングをコント
ロールするためにタイミング前進（ＴＡ）値／コマンドが使用される。ＬＴＥアップリン
クキャリアアグリゲーションの場合に複数のＴＡ値の使用をサポートすることが提案され
ていると共に、通信装置（サービングセル）からのアップリンク送信に対して構成された
複数のコンポーネントキャリアを、同じ各ＴＡ値を共有するコンポーネントキャリアのグ
ループへ分割することも提案されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　アクセスネットワークにおいて特定のコンポーネントキャリアをコンポーネントキャリ
アの適当なグループに指定するのを促進し、そしてその指定の結果を、その特定のコンポ
ーネントキャリアが構成された通信装置へ通信するという課題が認識されている。
【００１４】
　この課題を満足することが目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　従って、アクセスノードに関連した複数のコンポーネントキャリアのうちの１つのコン
ポーネントキャリア上に通信装置からアップリンク送信をなすことによってアクセス手順
を開始し；その後、アップリンク送信タイミング情報を共有する前記複数のコンポーネン
トキャリアのグループを、前記１つのコンポーネントキャリアが属するグループとして指
定するグループ情報を前記通信装置において受信し；そして前記グループ情報で指定され
る前記グループのためのアップリンク送信タイミング情報を使用して前記１つのコンポー
ネントキャリア上に前記通信装置から更に別のアップリンク送信をなす；ことを含む方法
が提供される。
【００１６】
　１つの実施形態において、前記アクセス手順は、ランダムアクセス手順である。
【００１７】
　１つの実施形態において、前記アップリンク送信は、アクセス要求メッセージを含み、
そして前記方法は、前記アクセス要求メッセージに応答して前記グループ情報を受信する
ことを含む。
【００１８】
　１つの実施形態において、前記応答は、前記グループ情報で指定された前記グループの
アップリンクタイミング情報も指定する。
【００１９】
　１つの実施形態において、前記アクセス要求メッセージは、ランダムアクセスプリアン
ブルメッセージであり、前記応答は、ランダムアクセス応答メッセージである。
【００２０】
　１つの実施形態において、前記方法は、更に、前記アクセスノードからのオーダーに応
答して前記アクセス手順を開始することを含む。
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【００２１】
　１つの実施形態において、前記方法は、更に、前記アクセス手順を開始する前に前記ア
クセスノードからの１つ以上の送信から検出された構成情報に基づいて前記アップリンク
送信を構成することを含む。
【００２２】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、前記１つのコンポーネントキャリアが属す
るアップリンク送信タイミング情報を共有する前記複数のコンポーネントキャリアのグル
ープを指定しない。
【００２３】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、共通のアップリンク送信タイミング情報を
共有する前記複数のコンポーネントキャリアのグループを、前記１つのコンポーネントキ
ャリアが属するグループとして指定し、前記方法は、前記構成情報で指定されたグループ
が、前記グループ情報で指定されたグループとは異なる場合に、前記グループ情報で指定
された前記グループに対してアップリンク送信タイミング情報を使用して前記１つのコン
ポーネントキャリアにおいて前記更に別のアップリンク送信を優先的に行うことを含む。
【００２４】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、無線リソースコントロール再構成メッセー
ジにおいて受信される。
【００２５】
　１つの実施形態において、前記方法は、更に、無線リソースコントロール再構成メッセ
ージにおいて前記グループ情報を受信することを含む。
【００２６】
　１つの実施形態において、アップリンク送信タイミング情報は、タイミング前進情報で
ある。
【００２７】
　１つの実施形態において、前記１つのコンポーネントキャリアは、通信装置の二次セル
であり、前記アクセスノードに関連した複数のコンポーネントキャリアは、通信装置によ
り一次セルとして使用するように構成された少なくとも１つの他のコンポーネントキャリ
アを含む。
【００２８】
　又、アクセスノードに関連した複数のコンポーネントキャリアのうちの１つのコンポー
ネントキャリアにおいてアクセス手順を開始する通信装置からのアップリンク送信をアク
セスノードで受信し；前記アップリンク送信のパラメータの測定に少なくとも一部分基づ
いて、アップリンク送信タイミング情報を共有する前記複数のコンポーネントキャリアの
どのグループが、前記アップリンク送信が受信されたところの前記１つのコンポーネント
キャリアを含むべきか決定し；そして前記決定の結果を前記アクセスノードから前記通信
装置へ送信する；ことを含む方法も提供される。
【００２９】
　１つの実施形態において、前記アクセス手順は、ランダムアクセス手順である。
【００３０】
　１つの実施形態において、前記通信装置からの前記アップリンク送信は、アクセス要求
メッセージを含み、前記方法は、更に、前記決定の結果を、前記アクセス要求に対する応
答の一部分として前記アクセスノードから前記通信装置へ送信することを含む。
【００３１】
　１つの実施形態において、前記応答は、前記決定されたグループに対してアップリンク
タイミング情報も指定する。
【００３２】
　１つの実施形態において、前記アクセス要求メッセージは、ランダムアクセスプリアン
ブルメッセージであり、前記応答は、ランダムアクセス応答メッセージである。
【００３３】
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　１つの実施形態において、前記方法は、更に、前記アクセス手順を開始するオーダーを
前記アクセスノードから前記通信装置へ送信することを含む。
【００３４】
　１つの実施形態において、前記方法は、更に、前記アップリンク送信を構成するための
構成情報を前記アクセスノードから送信することを含む。
【００３５】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、アップリンク送信タイミング情報を共有す
る前記複数のコンポーネントキャリアのグループを、前記１つのコンポーネントキャリア
が属するグループとして指定しない。
【００３６】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、共通のアップリンク送信タイミング情報を
共有する前記複数のコンポーネントキャリアのグループを、前記１つのコンポーネントキ
ャリアが属するグループとして指定し、前記決定されたグループは、前記構成情報で指定
されたグループとは異なる。
【００３７】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、無線リソースコントロール再構成メッセー
ジにおいて送信される。
【００３８】
　１つの実施形態において、前記方法は、更に、前記決定の結果を無線リソースコントロ
ール再構成メッセージにおいて前記アクセスノードから前記通信装置へ送信することを含
む。
【００３９】
　１つの実施形態において、アップリンク送信タイミング情報は、タイミング前進情報で
ある。
【００４０】
　１つの実施形態において、前記１つのコンポーネントキャリアは、通信装置の二次セル
であり、前記アクセスノードに関連した複数のコンポーネントキャリアは、通信装置によ
り一次セルとして使用するように構成された少なくとも１つの他のコンポーネントキャリ
アを含む。
【００４１】
　プロセッサと、コンピュータプログラムコードを含むメモリとを備えた装置において、
そのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、その装置が、アクセ
スノードに関連した複数のコンポーネントキャリアのうちの１つのコンポーネントキャリ
ア上に通信装置からアップリンク送信をなすことによりアクセス手順を開始し；その後、
アップリンク送信タイミング情報を共有する前記複数のコンポーネントキャリアのグルー
プを、前記１つのコンポーネントキャリアが属するグループとして指定するグループ情報
を前記通信装置において受信し；そして前記グループ情報で指定される前記グループのた
めのアップリンク送信タイミング情報を使用して前記１つのコンポーネントキャリア上に
前記通信装置から更に別のアップリンク送信をなす；ようにさせるよう構成された装置が
提供される。
【００４２】
　１つの実施形態において、前記アクセス手順は、ランダムアクセス手順である。
【００４３】
　１つの実施形態において、前記アップリンク送信は、アクセス要求メッセージを含み、
そして前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、前記装置が、
前記アクセス要求メッセージに応答して前記グループ情報を受信するようにさせるよう構
成される。
【００４４】
　１つの実施形態において、前記応答は、前記グループ情報で指定された前記グループの
アップリンクタイミング情報も指定する。
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【００４５】
　１つの実施形態において、前記アクセス要求メッセージは、ランダムアクセスプリアン
ブルメッセージであり、前記応答は、ランダムアクセス応答メッセージである。
【００４６】
　１つの実施形態において、前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッ
サとで、前記装置が、前記アクセスノードからのオーダーに応答して前記アクセス手順を
開始するようにさせるよう構成される。
【００４７】
　１つの実施形態において、前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッ
サとで、前記装置が、前記アクセス手順を開始する前に前記アクセスノードからの１つ以
上の送信から検出された構成情報に基づいて前記アップリンク送信を構成するようにさせ
るよう構成される。
【００４８】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、前記１つのコンポーネントキャリアが属す
るアップリンク送信タイミング情報を共有する前記複数のコンポーネントキャリアのグル
ープを指定しない。
【００４９】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、共通のアップリンク送信タイミング情報を
共有する前記複数のコンポーネントキャリアのグループを、前記１つのコンポーネントキ
ャリアが属するグループとして指定し、前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは
、プロセッサとで、前記装置が、前記構成情報で指定されたグループが、前記グループ情
報で指定されたグループとは異なる場合に、前記グループ情報で指定された前記グループ
に対してアップリンク送信タイミング情報を使用して前記１つのコンポーネントキャリア
において前記更に別のアップリンク送信を優先的に行うようにさせるよう構成される。
【００５０】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、無線リソースコントロール再構成メッセー
ジにおいて受信される。
【００５１】
　１つの実施形態において、前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッ
サとで、前記装置が、無線リソースコントロール再構成メッセージにおいて前記グループ
情報を受信するようにさせるよう構成される。
【００５２】
　１つの実施形態において、アップリンク送信タイミング情報は、タイミング前進情報で
ある。
【００５３】
　１つの実施形態において、前記１つのコンポーネントキャリアは、通信装置の二次セル
であり、前記アクセスノードに関連した複数のコンポーネントキャリアは、通信装置によ
り一次セルとして使用するように構成された少なくとも１つの他のコンポーネントキャリ
アを含む。
【００５４】
　又、上述した装置を備えたユーザ装置も提供される。
【００５５】
　プロセッサと、コンピュータプログラムコードを含むメモリとを備えた装置において、
そのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、その装置が、アクセ
スノードに関連した複数のコンポーネントキャリアのうちの１つのコンポーネントキャリ
アにおいてアクセス手順を開始する通信装置からのアップリンク送信をアクセスノードで
受信し；前記アップリンク送信のパラメータの測定に少なくとも一部分基づいて、アップ
リンク送信タイミング情報を共有する前記複数のコンポーネントキャリアのどのグループ
が、前記アップリンク送信が受信されたところの前記１つのコンポーネントキャリアを含
むべきか決定し；そして前記決定の結果を前記アクセスノードから前記通信装置へ送信す
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る；ようにさせるよう構成された装置が提供される。
【００５６】
　１つの実施形態において、前記アクセス手順は、ランダムアクセス手順である。
【００５７】
　１つの実施形態において、前記通信装置からの前記アップリンク送信は、アクセス要求
メッセージを含み、前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、
前記装置が、前記決定の結果を、前記アクセス要求に対する応答の一部分として前記アク
セスノードから前記通信装置へ送信するようにさせるよう構成される。
【００５８】
　１つの実施形態において、前記応答は、前記決定されたグループに対してアップリンク
タイミング情報も指定する。
【００５９】
　１つの実施形態において、前記アクセス要求メッセージは、ランダムアクセスプリアン
ブルメッセージであり、前記応答は、ランダムアクセス応答メッセージである。
【００６０】
　１つの実施形態において、前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッ
サとで、前記装置が、前記アクセス手順を開始するオーダーを前記アクセスノードから前
記通信装置へ送信するようにさせるよう構成される。
【００６１】
　１つの実施形態において、前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッ
サとで、前記装置が、前記アップリンク送信を構成するための構成情報を前記アクセスノ
ードから送信するようにさせるよう構成される。
【００６２】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、アップリンク送信タイミング情報を共有す
る前記複数のコンポーネントキャリアのグループを、前記１つのコンポーネントキャリア
が属するグループとして指定しない。
【００６３】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、共通のアップリンク送信タイミング情報を
共有する前記複数のコンポーネントキャリアのグループを、前記１つのコンポーネントキ
ャリアが属するグループとして指定し、前記決定されたグループは、前記構成情報で指定
されたグループとは異なる。
【００６４】
　１つの実施形態において、前記構成情報は、無線リソースコントロール再構成メッセー
ジにおいて送信される。
【００６５】
　１つの実施形態において、前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッ
サとで、前記装置が、前記決定の結果を無線リソースコントロール再構成メッセージにお
いて前記アクセスノードから前記通信装置へ送信するようにさせるよう構成される。
【００６６】
　１つの実施形態において、アップリンク送信タイミング情報は、タイミング前進情報で
ある。
【００６７】
　１つの実施形態において、前記１つのコンポーネントキャリアは、通信装置の二次セル
であり、前記アクセスノードに関連した複数のコンポーネントキャリアは、通信装置によ
り一次セルとして使用するように構成された少なくとも１つの他のコンポーネントキャリ
アを含む。
【００６８】
　上述した装置を備えたアクセスノードも提供される。
【００６９】
　１つの実施形態において、アクセスノードは、複数の併置された受信器を有するマクロ
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ｅＮｏｄｅＢを備えている。
【００７０】
　コンピュータにロードされたときに、アクセスノードに関連した複数のコンポーネント
キャリアのうちの１つのコンポーネントキャリア上に通信装置からアップリンク送信をな
すことによってアクセス手順を開始し；その後、アップリンク送信タイミング情報を共有
する前記複数のコンポーネントキャリアのグループを、前記１つのコンポーネントキャリ
アが属するグループとして指定するグループ情報を前記通信装置において受信し；そして
前記グループ情報で指定される前記グループのためのアップリンク送信タイミング情報を
使用して前記１つのコンポーネントキャリア上に前記通信装置から更に別のアップリンク
送信をなす；ようにコンピュータをコントロールするプログラムコード手段を備えたコン
ピュータプログラム製品が提供される。
【００７１】
　コンピュータにロードされたときに、アクセスノードに関連した複数のコンポーネント
キャリアのうちの１つのコンポーネントキャリアにおいてアクセス手順を開始する通信装
置からのアップリンク送信をアクセスノードで受信し；前記アップリンク送信のパラメー
タの測定に少なくとも一部分基づいて、アップリンク送信タイミング情報を共有する前記
複数のコンポーネントキャリアのどのグループが、前記アップリンク送信が受信されたと
ころの前記１つのコンポーネントキャリアを含むべきか決定し；そして前記決定の結果を
前記アクセスノードから前記通信装置へ送信する；ようにコンピュータをコントロールす
るプログラムコード手段を備えたコンピュータプログラム製品が提供される。
【００７２】
　以下、添付図面を参照し、通信装置へのＴＡグループ情報の配信に関連した技術を一例
として詳細に述べる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】リモート無線ヘッド及び周波数選択性リピータを非併置受信器として使用するセ
ルラー無線アクセスネットワークにおける単一マクロｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）のカバレー
ジを示す。
【図２】図１に示すユーザ装置の一例の幾つかのコンポーネントを示す。
【図３】図１に示すマクロｅＮＢ、リモート無線ヘッド、及び周波数選択性リピータに適
した装置の一例の幾つかのコンポーネントを示す。
【図４】本発明の一実施形態による図１のユーザ装置で実施される動作の一例を示す。
【図５】本発明の一実施形態による図１のマクロｅＮＢで実施される動作の一例を示す。
【図６】本発明の実施形態においてランダムアクセス応答メッセージに使用するための情
報エレメントの一例を示す。
【図７】本発明の実施形態においてランダムアクセス応答メッセージに使用するための情
報エレメントの一例を示す。
【図８】本発明の実施形態においてランダムアクセス応答メッセージに使用するための情
報エレメントの一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　以下の説明は、長期進化（ＬＴＥ）リリース１０以降に基づき動作する無線アクセスネ
ットワークを含む通信システムの一例に関するものである。
【００７５】
　図１は、例えば、リモート無線ヘッド（ＲＲＨ）４及び周波数選択性リピータ６のよう
な非併置受信器を配備する（セルラーＥ－ＵＴＲＡＮの）単一マクロｅＮＢ２のカバレー
ジの一例を示す。
【００７６】
　大きなセルラー無線アクセスネットワークは、数万個のマクロｅＮＢ２を使用すること
ができる。
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【００７７】
　図２は、図１に示すユーザ装置８の一例の幾つかのコンポーネントを示す。ユーザ装置
（ＵＥ）８は、電話コールを発信及び受信し、データネットワークとのデータの受信及び
送信を行い、そして例えば、マルチメディア又は他のコンテンツを経験する、等の種々の
タスクに使用される。
【００７８】
　ＵＥ８は、少なくとも無線信号を送信又は受信することのできる任意の装置である。例
えば、これに限定されないが、移動ステーション（ＭＳ）、ワイヤレスインターフェイス
カード又は他のワイヤレスインターフェイスファシリティが設けられたポータブルコンピ
ュータ、ワイヤレス通信能力が設けられたパーソナルデータアシスタント（ＰＤＡ）、又
はそれらの組み合わせ、等が含まれる。ＵＥ８は、ＵＥ８の適当な無線インターフェイス
構成体を経て通信する。そのインターフェイス構成体は、例えば、無線部７及び関連アン
テナ構成体により形成される。アンテナ構成体は、ＵＥ８の内部に配置されても、外部に
配置されてもよい。
【００７９】
　ＵＥ８には、それが遂行するように設計されたタスクに使用するために少なくとも１つ
のデータ処理エンティティ３及び少なくとも１つのメモリ又はデータ記憶エンティティ７
が設けられる。データプロセッサ３及びメモリ７は、適当な回路板９及び／又はチップセ
ットに設けられる。
【００８０】
　ユーザは、キーパッド１、音声コマンド、タッチ感知スクリーン又はパッド、その組み
合わせ、等の適当なユーザインターフェイスにより、ＵＥ８の動作をコントロールする。
ディスプレイ５、スピーカ及びマイクロホンも設けられる。更に、ＵＥ８は、他の装置へ
の適当なコネクタ（ワイヤード又はワイヤレス）、及び／又は例えば、ハンズフリー装置
のような外部アクセサリを接続するためのコネクタも備えている。
【００８１】
　図３は、図１に示すマクロｅＮＢ２、リモート無線ヘッド４及び周波数選択性リピータ
６に適した装置の一例の幾つかのコンポーネントを示す。この装置は、高周波信号を受信
及び送信するように構成された高周波アンテナ３０１と、このアンテナ３０１により受信
及び送信される高周波信号をインターフェイスするように構成された高周波インターフェ
イス回路３０３を備えている。高周波インターフェイス回路は、トランシーバとしても知
られている。又、この装置は、高周波インターフェイス回路３０３からの信号を処理し、
適当なＲＦ信号を発生するように高周波インターフェイス回路３０３をコントロールする
よう構成されたデータプロセッサ３０６も備えている。アクセスノードは、更に、データ
プロセッサ３０６により使用されるデータ、パラメータ及びインストラクションを記憶す
るためのメモリ３０７も備えている。
【００８２】
　図２及び３に各々示して上述した装置は、以下に述べる実施形態に直接関与しない更に
別の要素も含むことが理解される。
【００８３】
　リモート無線ヘッド４及び周波数選択性リピータは、マクロｅＮＢ２の延長部として考
えられる。アップリンク送信のために、それらの受信器、及びマクロｅＮＢ２に位置する
受信器は、マクロｅＮＢ２に属する非併置受信器のセットとして一緒に機能し、そしてＵ
Ｅ８は、これらのリモート無線ヘッド及び周波数選択性リピータの１つからのダウンリン
ク送信を、マクロｅＮＢ２からのダウンリンク送信として見る。本発明の実施形態の以下
の説明上、マクロｅＮＢ２への或いはそこからの送信とは、特に指示のない限り、マクロ
ｅＮＢ２に関連した周波数選択性リピータのリモート無線ヘッド４を経ての送信を含む。
【００８４】
　リモート無線ヘッド４は、固定ラインを経てマクロｅＮＢ２へ接続され、そして周波数
選択性リピータは、ワイヤレスインターフェイスを経てマクロｅＮＢへ接続される。
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【００８５】
　リモート無線ヘッド４及び周波数選択性リピータ６は、ホットスポットにおけるスルー
プットを改善し、及び／又はマクロｅＮＢ２のカバレージを、マクロｅＮＢ２の直接到達
域の外側のエリアへと拡張するのに使用される。
【００８６】
　マクロｅＮＢ２に関連した非併置受信器のこのセットにおいてＵＥ８からのアップリン
ク送信を受信することは、上述した種類のコンポーネントキャリアのアグリゲーションを
伴う。ＵＥ８からのアップリンク送信について構成されたコンポーネントキャリアの各々
を、各共通のＴＡ値を各々共有する複数のコンポーネントキャリアグループの１つに指定
し、そして前記コンポーネントキャリアが属するコンポーネントキャリアグループに対し
てＴＡ値に基づきコンポーネントキャリアにおいてアップリンク送信を行うことで、サー
ビスのクオリティを改善することができる。
【００８７】
　図４及び５を参照して、特定のコンポーネントキャリアがどのコンポーネントキャリア
グループに属するかに関する情報をＵＥ８に与えるための本発明の実施形態による技術の
一例について説明する。この例は、ＵＥ８からのアップリンク送信に対して構成されたコ
ンポーネントキャリアのセットにコンポーネントキャリア（ＳＣｅｌｌ）が追加されたと
の状況において述べる。
【００８８】
　専用ＲＲＣシグナリングの一部分として、マクロｅＮＢ２は、ＵＥ８からのアップリン
ク送信に対して構成されたコンポーネントキャリアのセットに追加されるコンポーネント
キャリアの構成情報を送信する（「追加ＳＣｅｌｌ」）。この構成情報は、追加ＳＣｅｌ
ｌのためのランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣＨ）に関する情報（即ち、追加ＳＣｅｌ
ｌを経てランダムアクセス要求をなすことのできるリソースに関する情報）を含んでも、
含まなくてもよく、そして追加ＳＣｅｌｌのための暫定ＴＡグループを指定しても、しな
くてもよい。
【００８９】
　マクロｅＮＢ２は、ＵＥ８が追加ＳＣｅｌｌを経て３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１で指
定された種類のランダムアクセス手順を開始するためのオーダーを、物理的ダウンロード
コントロールチャンネル（ＰＤＣＣＨ）を経て送信する（図５のステップ５０２）。ＵＥ
８は、ＰＤＣＣＨからのこのオーダーを検出する（図５のステップ５０２）。マクロｅＮ
Ｂ２からのこのオーダーの検出に応答して、ＵＥ８は、追加ＳＣｅｌｌに対してＲＡＣＨ
を経てランダムアクセスプリアンブルメッセージを送信する（図４のステップ４０４）。
ランダムアクセスプリアンブルメッセージは、ＵＥ８のランダム識別子（ランダムアクセ
スプリアンブル識別子（ＲＡＰＩＤ））を指示するヘッダを含む。マクロｅＮＢ２は、こ
のプリアンブルメッセージを正しく受信すると（図５のステップ５０４）、ランダムアク
セスプリアンブルメッセージが送信された時間及び位置からＵＥ８により計算できるラン
ダムアクセス－無線ネットワーク一時的識別子（ＲＡ－ＲＮＴＩ）にアドレスされるＰＤ
ＣＣＨによりスケジュールされた時間及び物理的ダウンリンク共有チャンネル（ＰＤＳＣ
Ｈ）上の位置においてランダムアクセス応答メッセージをＵＥ８へ送信する（図５のステ
ップ５０８）。マクロｅＮＢ２は、ランダムアクセスプリアンブルメッセージの受信時間
の測定から、ＴＡ値に関して追加ＳＣｅｌｌがどのコンポーネントキャリアグループに属
するか（このグループを、以下、ＴＡグループと称する）決定することができ（図５のス
テップ５０６）、そしてマクロｅＮＢ２は、選択されたＴＡグループの指示をランダムア
クセス応答メッセージに含む。又、ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）メッセージは、その
ヘッダにおいて、ランダムアクセスプリアンブルメッセージ（ＲＡＰＩＤ）に指示された
ランダム識別子も明記する。又、ＲＡＲメッセージは、そのペイロードにおいて、（ｉ）
追加ＳＣｅｌｌを経ての更に別のアップリンク送信に使用されるセル無線ネットワーク一
時的ＩＤ（一時的Ｃ－ＲＮＴＩ）、及び（ii）ＵＥ８から追加ＳＣｅｌｌを経ての次のア
ップリンク送信についてスケジュールされたアップリンクリソースの指示（ＵＬグラント
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）も指示する。ＵＥ８は、予想される時間にＲＡＲメッセージを受信し（図４のステップ
４０６）、その後、ＲＡＲメッセージで指定されたＴＡグループのためのＴＡ値を使用し
て更に別のアップリンク送信を行う。
【００９０】
　ランダムアクセス手順が、二次セル（ＳＣｅｌｌ）に対するものであって（上述した例
のように）、一次セル（ＰＣｅｌｌ）に対するものではない場合には、（ｉ）ＵＥがＣ－
ＲＮＴＩを既に知っているので、ＲＡＲメッセージは、ＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを指示
する必要がなく（以下に述べるように、そうではなく、一次的Ｃ－ＲＮＴＩを指示するの
に使用されるＲＡＲメッセージのビットが、ＳＣｅｌｌのＴＡグループ情報を指示するの
に使用され）、そして（ii）ＲＡＲメッセージに応答してＵＥ８からのｍｓｇ３の送信が
必要とされないので、ＵＬグラントをＲＡＲメッセージから省略することができる。
【００９１】
　又、ＲＡＲメッセージのヘッダにおけるＲＡＰＩＤは、ＵＥから送信されるプリアンブ
ル、即ち専用のプリアンブルが与えられる場合にはマクロｅＮＢ２からの前記ＰＤＣＣＨ
に指示されるプリアンブル、に対応するＩＤである。
【００９２】
　それに代わる１つの考えられる形態は、ランダムアクセス手順の完了後にできるだけ早
くマクロｅＮＢ２からＵＥ８へ送られるＲＲＣ確認メッセージにＴＡグループ情報を含ま
せることである。
【００９３】
　上述したように、ＵＥ８がランダムアクセスプリアンブルメッセージを送信する前にマ
クロｅＮＢ２により送信された追加ＳＣｅｌｌの構成情報は、追加ＳＣｅｌｌのためのＲ
ＡＣＨパラメータを含んでも、含まなくてもよく、そして追加ＳＣｅｌｌのためのＴＡグ
ループに関する情報を含んでも、含まなくてもよい。
【００９４】
　マクロｅＮＢにより送信されるＳＣｅｌｌ（再）構成情報は、ＴＡグループ情報を決し
て含まない。ＲＲＣシグナリングの一部分としてマクロｅＮＢ２によって送信された構成
情報が追加ＳＣｅｌｌのＲＡＣＨパラメータを含まない場合には、ＵＥ８は、ＰＣｅｌｌ
を経てのアップリンク送信にそれが使用するＴＡ値を適用するというデフォールト構成を
採用する。ＲＲＣシグナリングの一部分としてマクロｅＮＢ２により送信された構成情報
が追加ＳＣｅｌｌのＲＡＣＨパラメータを含む場合には、ＵＥ８は、追加ＳＣｅｌｌに対
してＴＡグループがまだ構成されないと決定し、そして既存のＴＡグループのＴＡを追加
ＳＣｅｌｌに適用できないと決定し、又、ＵＥ８は、ランダムアクセスプリアンブルメッ
セージに対するこのデフォールト構成を採用せず、むしろ、プリアンブル送信のためのア
ップリンクタイミングをダウンリンクタイミングと整列させる。
【００９５】
　或いは又、追加ＳＣｅｌｌが属するＴＡグループをマクロｅＮＢ２が識別できない場合
には、ＲＲＣシグナリングとしてマクロｅＮＢ２により送信される構成情報がＴＡグルー
プ情報を任意に含むこともできる。ＲＲＣシグナリングが追加ＳＣｅｌｌに対するＴＡグ
ループを指示する場合には、ＵＥ８は、指示されたＴＡグループのＴＡ値をランダムアク
セスプリアンブルメッセージの送信に適用する。追加ＳＣｅｌｌが属するＴＡグループを
マクロｅＮＢ２が識別できないために、追加ＳＣｅｌｌのＴＡグループ情報が含まれない
場合には、ＵＥ８は、追加ＳＣｅｌｌに対してＴＡグループがまだ構成されないと決定し
、そして既存のＴＡグループに対するＴＡを追加ＳＣｅｌｌに適用できないと決定する。
むしろ、ＵＥ８は、プリアンブル送信のためのアップリンクタイミングをダウンリンクタ
イミングと整列させる。
【００９６】
　別の態様によれば、追加ＳＣｅｌｌに対してマクロｅＮＢによって送信される構成情報
は、追加ＳＣｅｌｌに対するＴＡグループ情報を含まねばならない。マクロｅＮＢ２が追
加ＳＣｅｌｌに適したＴＡグループを識別できない場合には、マクロｅＮＢ２は、それが
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この暫定指示を無効化できることを知って、上述したように、追加ＳＣｅｌｌを経てＵＥ
８からランダムアクセスプリアンブルメッセージを正しく受信する際に、それがＵＥ８へ
送信するＲＡＲメッセージにおいて異なるＴＡグループを指定することにより、例えば、
ＰＣｅｌｌのＴＡグループ又は新規グループをＲＲＣシグナリングに指定することができ
る。
【００９７】
　上述したように、マクロｅＮＢ２により送られたＲＲＣシグナリングがＲＡＣＨパラメ
ータも追加ＳＣｅｌｌに対するＴＡグループ情報も含まない場合には、ＵＥ８は、ＰＣｅ
ｌｌと同じＴＡを適用し、そして１つのＴＡグループだけがある（又はむしろＴＡグルー
プがない）と仮定する。これは、以前のＬＴＥリリースのｅＮＢとの上位互換性を保証す
る。
【００９８】
　追加ＳＣｅｌｌに対してＲＡＲメッセージに指定されたＴＡグループは、必ずしも、Ｕ
Ｅ８からのアップリンク送信に対して構成された別のコンポーネントキャリアを含むＴＡ
グループではない。この場合に、ＲＡＲメッセージは、追加ＳＣｅｌｌに対するＴＡグル
ープのＴＡ値も指定する。追加ＳＣｅｌｌのＴＡグループがＵＥ８に対する別のアクチベ
ートされたコンポーネントキャリアを含む場合には、ＲＡＲメッセージは、ＴＡグループ
のＴＡ値を指定しても、しなくてもよく、ＵＥ８は、ＵＥに対して構成され且つ同じＴＡ
グループに属する１つ以上の他のコンポーネントキャリアに関連してこのＴＡグループの
ＴＡ値を既に知っている。
【００９９】
　図６から９は、上述した技術におけるＲＡＲメッセージのペイロードに対する情報エレ
メントの例を示す。
【０１００】
　図６の例では、Ｘフィールド（１ビット）は、ＴＡグループが２つ以下の場合に追加Ｓ
ＣｅｌｌのＴＡグループを指示する。ＴＡグループが合計で２つを越える場合には、Ｘフ
ィールドは、情報エレメントが追加ＳＣｅｌｌに対してＴＡグループインデックスを指定
することを示すために“１”にセットされ、そしてグループインデックスフィールドは、
追加ＳＣｅｌｌに対するＴＡグループを指定する。又、情報エレメントは、グループイン
デックスフィールドに指定されたＴＡグループのＴＡ値（タイミング前進）も指定する。
【０１０１】
　図７及び８は、ＵＬグラントのないＲＡＲメッセージのペイロードの情報エレメントに
対する新たなフォーマットの例を示す。新たな情報エレメントは、その情報エレメントが
新たなフォーマットに従うことを示すためにＸフィールドが“１”にセットされる（図７
）か、或いはＲＡＣＨ構成パラメータを指定する専用のＲＲＣシグナリングにＴＡグルー
プ情報が存在しないことを検出すると、ＵＥ８がこの新たなフォーマットを暗示的に予想
する場合には、そのような明確な指示を省略することができる（図８）。
【０１０２】
　図６ないし８の全ての例において、情報エレメントは、ＵＥ８に対する一時的なＣ－Ｒ
ＮＴＩの指示を省略する。上述したように、ＲＡＲメッセージにおける一時的なＣ－ＲＮ
ＴＩの指示は、ランダムアクセス手順がＳＣｅｌｌに対するものであって、ＰＣｅｌｌに
対するものではない上述した技術の例では、必要でない。むしろ、ＵＥ８に対するＣ－Ｒ
ＮＴＩを指示するのに使用されるビット／リソースは、ＴＡグループ情報（グループイン
デックス）、及び指定のＴＡグループのＴＡ値（タイミング前進）を指示するのに使用さ
れる。
【０１０３】
　早期のＬＴＥリリースのｅＮＢとの上位互換性を保証することは、ＲＡＲメッセージの
メディアアクセスコントロールプロトコルデータユニット（ＭＡＣ　ＰＤＵ）に最後にエ
ントリーするときの新たな情報エレメントを含めて、この新たな種類の情報エレメントを
採用する個々のＲＡＲメッセージに対して達成することができる。
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【０１０４】
　上述した技術は、特に、例えば、マクロｅＮＢのもとで動作する周波数選択性リピータ
の存在及び位置を知ることが困難なシステムに使用される。通信装置からのアップリンク
送信に対して構成されたコンポーネントキャリアのセットにＳＣｅｌｌを追加するとき、
マクロｅＮＢは、追加ＳＣｅｌｌが既存のＴＡグループに属するかどうか常に分かるので
はない。上述した技術では、構成されたコンポーネントキャリアのセットにＳＣｅｌｌを
追加するとき、その追加ＳＣｅｌｌが既存のＴＡグループに属するかどうかマクロｅＮＢ
が知らない場合でも、アクセス手順の初期段階に正確なＴＡグループ情報が通信装置に与
えられる。
【０１０５】
　上述した動作は、種々のエンティティにおけるデータ処理を要求する。このデータ処理
は、１つ以上のデータプロセッサにより行われる。同様に、前記実施形態で述べた種々の
エンティティは、単一又は複数のデータ処理エンティティ及び／又はデータプロセッサ内
で実施される。コンピュータにロードしたときに前記実施形態を具現化するための適切に
適応されたコンピュータプログラムコード製品が使用される。動作をするためのプログラ
ムコード製品は、キャリアディスク、カード又はテープのようなキャリア媒体に記憶され
そしてそれにより形成される。このプログラムコード製品は、データネットワークを経て
ダウンロードすることができる。サーバーの適当なソフトウェアで具現化がなされる。
【０１０６】
　例えば、前記実施形態は、チップセットとして具現化され、換言すれば、互いに通信す
る一連の集積回路として具現化される。チップセットは、前記動作を遂行するためのコー
ド、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、又はプログラム可能なデジタル信号プロセッサ
をランするように構成されたマイクロプロセッサを含む。
【０１０７】
　前記実施形態は、集積回路モジュールのような種々のコンポーネントにおいて具現化さ
れる。集積回路の設計は、全般的に、高度な自動化プロセスである。論理レベル設計を、
半導体基板上にエッチングし且つ成形する準備のできた半導体回路設計へと変換するため
の複雑で且つパワフルなソフトウェアツールを入手することができる。カリフォルニア州
マウンテンビューのシノプシス・インク及びカリフォルニア州サンノセのカデンス・デザ
インにより提供されるもののようなプログラムは、適切に確立された設計ルール及び事前
に記憶された設計モジュールのライブラリを使用して、自動的に半導体チップ上に導体を
引き回しそしてコンポーネントを配置する。半導体回路の設計が完了すると、それにより
得られる標準電子フォーマット（例えば、Ｏｐｕｓ、ＧＤＳＩＩ、等）の設計は、製造の
ために半導体製造ファシリティ又は“ｆａｂ”へ送信される。
【０１０８】
　前記で明確に述べた変更に加えて、当業者であれば、上述した技術の種々の他の変更が
なされ得ること、及び上述した技術が他の通信システムにも適用できることが明らかであ
ろう。
【符号の説明】
【０１０９】
　２：ｅＮＢ
　３：データプロセッサ
　４：リモート無線ヘッド
　６：周波数選択性リピータ
　７：メモリ
　８：ユーザ装置
　９：回路板
　３０１：高周波アンテナ
　３０３：高周波インターフェイス回路
　３０６：データプロセッサ
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　３０７：メモリ
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