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(57)【要約】
　デュアルコネクティビティが設定されていない場合、
端末装置に対する最大送信電力であるＰＣＭＡＸを超え
るか否かに基いて、物理上りリンクチャネルの電力が決
定され、デュアルコネクティビティが設定されている場
合、第１のセルグループに対する最大送信電力であるＰ

ＭＣＧを超えるか否かに基いて、第１のセルグループに
おける物理上りリンクチャネルの電力が決定され、第２
のセルグループに対する最大送信電力であるＰＳＣＧを
超えるか否かに基いて、第２のセルグループにおける物
理上りリンクチャネルの電力が決定され、ＰＭＣＧは少
なくともＰＣＭＡＸとＰＳｅＮＢとを用いた演算により
算出され、ＰＳＣＧは少なくともＰＣＭＡＸとＰＭｅＮ

Ｂとを用いた演算により算出される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置であって、
　第１のセルグループと第２のセルグループとを設定し、前記第１のセルグループにおけ
る保障電力であるＰＭｅＮＢと前記第２のセルグループにおける保障電力であるＰＳｅＮ

Ｂとを設定する上位層処理部と、
　物理上りリンクチャネルを生成する上りリンクサブフレーム生成部と、を備え、
　前記物理上りリンクチャネルに対して、
　　デュアルコネクティビティが設定されていない場合、前記端末装置に対する最大送信
電力であるＰＣＭＡＸを超えるか否かに基いて、前記物理上りリンクチャネルの電力が決
定され、
　　デュアルコネクティビティが設定されている場合、前記第１のセルグループに対する
最大送信電力であるＰＭＣＧを超えるか否かに基いて、前記第１のセルグループにおける
前記物理上りリンクチャネルの電力が決定され、前記第２のセルグループに対する最大送
信電力であるＰＳＣＧを超えるか否かに基いて、前記第２のセルグループにおける前記物
理上りリンクチャネルの電力が決定され、前記ＰＭＣＧは少なくとも前記ＰＣＭＡＸと前
記ＰＳｅＮＢとを用いた演算により算出され、前記ＰＳＣＧは少なくとも前記ＰＣＭＡＸ

と前記ＰＭｅＮＢとを用いた演算により算出される、
　端末装置。
【請求項２】
　前記端末装置が、前記第２のセルグループのサブフレームが前記第１のセルグループの
サブフレームにオーバーラップしないことを認識している場合、前記ＰＭＣＧに前記ＰＣ

ＭＡＸの値が設定される、請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記端末装置が、前記第１のセルグループのサブフレームが前記第２のセルグループの
サブフレームにオーバーラップしないことを認識している場合、前記ＰＳＣＧに前記ＰＣ

ＭＡＸの値が設定される、請求項１に記載の端末装置。
【請求項４】
　端末装置を通信する基地局装置であって、
　第１のセルグループと第２のセルグループとを設定し、前記第１のセルグループにおけ
る保障電力であるＰＭｅＮＢと前記第２のセルグループにおける保障電力であるＰＳｅＮ

Ｂとを設定する上位層処理部と、
　物理上りリンクチャネルを受信する上りリンクサブフレーム受信部と、を備え、
　前記物理上りリンクチャネルに対して、
　　デュアルコネクティビティが設定されていない場合、前記端末装置に対する最大送信
電力であるＰＣＭＡＸを超えるか否かに基いて、前記物理上りリンクチャネルの電力が決
定され、
　　デュアルコネクティビティが設定されている場合、前記第１のセルグループに対する
最大送信電力であるＰＭＣＧを超えるか否かに基いて、前記第１のセルグループにおける
前記物理上りリンクチャネルの電力が決定され、前記第２のセルグループに対する最大送
信電力であるＰＳＣＧを超えるか否かに基いて、前記第２のセルグループにおける前記物
理上りリンクチャネルの電力が決定され、前記ＰＭＣＧは少なくとも前記ＰＣＭＡＸと前
記ＰＳｅＮＢとを用いた演算により算出され、前記ＰＳＣＧは少なくとも前記ＰＣＭＡＸ

と前記ＰＭｅＮＢとを用いた演算により算出される、
　基地局装置。
【請求項５】
　前記端末装置が、前記第２のセルグループのサブフレームが前記第１のセルグループの
サブフレームにオーバーラップしないことを認識している場合、前記ＰＭＣＧに前記ＰＣ

ＭＡＸの値が設定される、請求項４に記載の基地局装置。
【請求項６】



(3) JP WO2015/194662 A1 2015.12.23

10

20

30

40

50

　前記端末装置が、前記第１のセルグループのサブフレームが前記第２のセルグループの
サブフレームにオーバーラップしないことを認識している場合、前記ＰＳＣＧに前記ＰＣ

ＭＡＸの値が設定される、請求項４に記載の基地局装置。
【請求項７】
　端末装置における通信方法であって、
　第１のセルグループと第２のセルグループとを設定するステップと、
　前記第１のセルグループにおける保障電力であるＰＭｅＮＢと前記第２のセルグループ
における保障電力であるＰＳｅＮＢとを設定するステップと、
　物理上りリンクチャネルを生成するステップと、を備え、
　前記物理上りリンクチャネルに対して、
　　デュアルコネクティビティが設定されていない場合、前記端末装置に対する最大送信
電力であるＰＣＭＡＸを超えるか否かに基いて、前記物理上りリンクチャネルの電力が決
定され、
　　デュアルコネクティビティが設定されている場合、前記第１のセルグループに対する
最大送信電力であるＰＭＣＧを超えるか否かに基いて、前記第１のセルグループにおける
前記物理上りリンクチャネルの電力が決定され、前記第２のセルグループに対する最大送
信電力であるＰＳＣＧを超えるか否かに基いて、前記第２のセルグループにおける前記物
理上りリンクチャネルの電力が決定され、前記ＰＭＣＧは少なくとも前記ＰＣＭＡＸと前
記ＰＳｅＮＢとを用いた演算により算出され、前記ＰＳＣＧは少なくとも前記ＰＣＭＡＸ

と前記ＰＭｅＮＢとを用いた演算により算出される、
　通信方法。
【請求項８】
　端末装置を通信する基地局装置における通信方法であって、
　第１のセルグループと第２のセルグループとを設定するステップと、
　前記第１のセルグループにおける保障電力であるＰＭｅＮＢと前記第２のセルグループ
における保障電力であるＰＳｅＮＢとを設定するステップと、
　物理上りリンクチャネルを受信するステップと、を備え、
　前記物理上りリンクチャネルに対して、
　　デュアルコネクティビティが設定されていない場合、前記端末装置に対する最大送信
電力であるＰＣＭＡＸを超えるか否かに基いて、前記物理上りリンクチャネルの電力が決
定され、
　　デュアルコネクティビティが設定されている場合、前記第１のセルグループに対する
最大送信電力であるＰＭＣＧを超えるか否かに基いて、前記第１のセルグループにおける
前記物理上りリンクチャネルの電力が決定され、前記第２のセルグループに対する最大送
信電力であるＰＳＣＧを超えるか否かに基いて、前記第２のセルグループにおける前記物
理上りリンクチャネルの電力が決定され、前記ＰＭＣＧは少なくとも前記ＰＣＭＡＸと前
記ＰＳｅＮＢとを用いた演算により算出され、前記ＰＳＣＧは少なくとも前記ＰＣＭＡＸ

と前記ＰＭｅＮＢとを用いた演算により算出される、
　通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、効率的なチャネル状態情報の共有を実現する端末装置、基地局装
置、および通信方法の技術に関する。
　本願は、２０１４年６月２０日に、日本に出願された特願２０１４－１２６９３５号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）において、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅ
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ｎｃｙ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）通信方式やリソースブロックと
呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信
を実現させたＥｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ（以降ＥＵＴＲＡと称する）の標準化が行なわれた。
【０００３】
　また、３ＧＰＰでは、より高速なデータ伝送を実現し、ＥＵＴＲＡに対して上位互換性
を持つＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡの検討を行っている。ＥＵＴＲＡでは、基地局装置
がほぼ同一のセル構成（セルサイズ）から成るネットワークを前提とした通信システムで
あったが、Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡでは、異なる構成の基地局装置（セル）が同じ
エリアに混在しているネットワーク（異種無線ネットワーク、ヘテロジニアスネットワー
ク（Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ））を前提とした通信システムの検討
が行われている。
【０００４】
　ヘテロジニアスネットワークのように、セル半径の大きいセル（マクロセル）と、セル
半径がマクロセルよりも小さいセル（小セル、スモールセル）とが配置される通信システ
ムにおいて、端末装置が、マクロセルとスモールセルとに同時に接続して通信を行うデュ
アルコネクティビティ（Ｄｕａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）技術（双対接続性技術）
について検討されている（非特許文献１）。
【０００５】
　非特許文献１において、端末装置がセル半径（セルサイズ）の大きいセル（マクロセル
）とセル半径の小さいセル（スモールセル（または、ピコセル））との間でデュアルコネ
クティビティを実現しようとするとき、マクロセルとスモールセル間のバックボーン回線
（Ｂａｃｋｈａｕｌ（バックホール））が低速であり、遅延が発生することを前提とした
ネットワークでの検討が進められている。すなわち、マクロセルとスモールセル間での制
御情報またはユーザ情報のやり取りが遅延することによって、従来では実現できていた機
能が実現できない、または実現が困難となる可能性がある。
【０００６】
　また、非特許文献２では、端末装置が、高速バックホールで連結されている複数のセル
に対して同時に接続する際に、セルにおけるチャネル状態情報をフィードバックする方法
が記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｒ２－１３０４４４，ＮＴＴ　ＤＯＣＯＭＯ，３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡ
Ｎ２＃８１，Ｊａｎｕａｒｙ　２８ｔｈ　－　Ｆｅｂｒｕａｒｙ　１ｓｔ，２０１３．
【非特許文献２】３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ；　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａ
ｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）、２０１３年２月、３ＧＰＰ
　ＴＳ　３６．２１３　Ｖ１１．２．０　（２０１３－２）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　高速バックホールで連結されている複数のセルに対して同時に接続する際に、端末装置
が基地局装置に、各セルにおける送信電力を一括して制御することができる。しかしなが
ら、低速バックホールをサポートするデュアルコネクティビティを用いる場合、セル間で
の情報共有が制限されるため、従来の送信電力制御方法をそのまま用いることができない
。
【０００９】
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　本発明のいくつかの態様は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、バック
ホール速度によらず効率的に送信電力制御を制御することができる端末装置、基地局装置
、および通信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明のいくつかの態様は、以下のような手段を
講じた。すなわち、本発明の一様態による端末装置は端末装置であって、第１のセルグル
ープと第２のセルグループとを設定し、第１のセルグループにおける保障電力であるＰＭ

ｅＮＢと第２のセルグループにおける保障電力であるＰＳｅＮＢとを設定する上位層処理
部と、物理上りリンクチャネルを生成する上りリンクサブフレーム生成部と、を備え、物
理上りリンクチャネルに対して、デュアルコネクティビティが設定されていない場合、端
末装置に対する最大送信電力であるＰＣＭＡＸを超えるか否かに基いて、物理上りリンク
チャネルの電力が決定され、デュアルコネクティビティが設定されている場合、第１のセ
ルグループに対する最大送信電力であるＰＭＣＧを超えるか否かに基いて、第１のセルグ
ループにおける物理上りリンクチャネルの電力が決定され、第２のセルグループに対する
最大送信電力であるＰＳＣＧを超えるか否かに基いて、第２のセルグループにおける物理
上りリンクチャネルの電力が決定され、ＰＭＣＧは少なくともＰＣＭＡＸとＰＳｅＮＢと
を用いた演算により算出され、ＰＳＣＧは少なくともＰＣＭＡＸとＰＭｅＮＢとを用いた
演算により算出される。
【００１１】
　（２）また、本発明の一様態による端末装置は上述の端末装置であって、端末装置が、
第２のセルグループのサブフレームが第１のセルグループのサブフレームにオーバーラッ
プしないことを認識している場合、ＰＭＣＧにＰＣＭＡＸの値が設定される。
【００１２】
　（３）また、本発明の一様態による端末装置は上述の端末装置であって、端末装置が、
第１のセルグループのサブフレームが第２のセルグループのサブフレームにオーバーラッ
プしないことを認識している場合、ＰＳＣＧにＰＣＭＡＸの値が設定される。
【００１３】
　（４）また、本発明の一様態による基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であ
って、第１のセルグループと第２のセルグループとを設定し、第１のセルグループにおけ
る保障電力であるＰＭｅＮＢと第２のセルグループにおける保障電力であるＰＳｅＮＢと
を設定する上位層処理部と、物理上りリンクチャネルを受信する上りリンクサブフレーム
受信部と、を備え、物理上りリンクチャネルに対して、デュアルコネクティビティが設定
されていない場合、端末装置に対する最大送信電力であるＰＣＭＡＸを超えるか否かに基
いて、物理上りリンクチャネルの電力が決定され、デュアルコネクティビティが設定され
ている場合、第１のセルグループに対する最大送信電力であるＰＭＣＧを超えるか否かに
基いて、第１のセルグループにおける物理上りリンクチャネルの電力が決定され、第２の
セルグループに対する最大送信電力であるＰＳＣＧを超えるか否かに基いて、第２のセル
グループにおける物理上りリンクチャネルの電力が決定され、ＰＭＣＧは少なくともＰＣ

ＭＡＸとＰＳｅＮＢとを用いた演算により算出され、ＰＳＣＧは少なくともＰＣＭＡＸと
ＰＭｅＮＢとを用いた演算により算出される。
【００１４】
　（５）また、本発明の一様態による基地局装置は上述の基地局装置であって、端末装置
が、第２のセルグループのサブフレームが第１のセルグループのサブフレームにオーバー
ラップしないことを認識している場合、ＰＭＣＧにＰＣＭＡＸの値が設定される。
【００１５】
　（６）また、本発明の一様態による基地局装置は上述の基地局装置であって、端末装置
が、第１のセルグループのサブフレームが第２のセルグループのサブフレームにオーバー
ラップしないことを認識している場合、ＰＳＣＧにＰＣＭＡＸの値が設定される。
【００１６】
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　（７）また、本発明の一様態による通信方法は、端末装置における通信方法であって、
第１のセルグループと第２のセルグループとを設定するステップと、第１のセルグループ
における保障電力であるＰＭｅＮＢと第２のセルグループにおける保障電力であるＰＳｅ

ＮＢとを設定するステップと、物理上りリンクチャネルを生成するステップと、を備え、
物理上りリンクチャネルに対して、デュアルコネクティビティが設定されていない場合、
端末装置に対する最大送信電力であるＰＣＭＡＸを超えるか否かに基いて、物理上りリン
クチャネルの電力が決定され、デュアルコネクティビティが設定されている場合、第１の
セルグループに対する最大送信電力であるＰＭＣＧを超えるか否かに基いて、第１のセル
グループにおける物理上りリンクチャネルの電力が決定され、第２のセルグループに対す
る最大送信電力であるＰＳＣＧを超えるか否かに基いて、第２のセルグループにおける物
理上りリンクチャネルの電力が決定され、ＰＭＣＧは少なくともＰＣＭＡＸとＰＳｅＮＢ

とを用いた演算により算出され、ＰＳＣＧは少なくともＰＣＭＡＸとＰＭｅＮＢとを用い
た演算により算出される。
【００１７】
　（８）また、本発明の一様態による通信方法は、端末装置と通信する基地局装置におけ
る通信方法であって、第１のセルグループと第２のセルグループとを設定するステップと
、第１のセルグループにおける保障電力であるＰＭｅＮＢと第２のセルグループにおける
保障電力であるＰＳｅＮＢとを設定するステップと、物理上りリンクチャネルを受信する
ステップと、を備え、物理上りリンクチャネルに対して、デュアルコネクティビティが設
定されていない場合、端末装置に対する最大送信電力であるＰＣＭＡＸを超えるか否かに
基いて、物理上りリンクチャネルの電力が決定され、デュアルコネクティビティが設定さ
れている場合、第１のセルグループに対する最大送信電力であるＰＭＣＧを超えるか否か
に基いて、第１のセルグループにおける物理上りリンクチャネルの電力が決定され、第２
のセルグループに対する最大送信電力であるＰＳＣＧを超えるか否かに基いて、第２のセ
ルグループにおける物理上りリンクチャネルの電力が決定され、ＰＭＣＧは少なくともＰ

ＣＭＡＸとＰＳｅＮＢとを用いた演算により算出され、ＰＳＣＧは少なくともＰＣＭＡＸ

とＰＭｅＮＢとを用いた演算により算出される。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明のいくつかの態様によれば、基地局装置と端末装置が通信する無線通信システ
ムにおいて、伝送効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１の実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係るデュアルコネクティビティの基本構造を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係るデュアルコネクティビティの基本構造を示す図である。
【図５】第１の実施形態に係る基地局装置のブロック構成の一例を示す図である。
【図６】第１の実施形態に係る端末装置のブロック構成の一例を示す図である。
【図７】第１の実施形態に係るコネクティビティグループの一例を示す図である。
【図８】第１の実施形態に係るコネクティビティグループにおけるＣＳＩの生成と報告の
一例を示す図である。
【図９】第１の実施形態に係る周期的ＣＳＩ報告の一例を示す図である。
【図１０】第２実施形態に係る端末装置のブロック構成の一例を示す図である。
【図１１】第２の実施形態に係る周期的ＣＳＩ報告の一例を示す図である。
【図１２】デュアルコネクティビティにおける上りリンク送信のサブフレームの一例を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　＜第１の実施形態＞
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　本発明の第１の実施形態について以下に説明する。基地局装置（基地局、ノードＢ、ｅ
ＮＢ（eNodeB））と端末装置（端末、移動局、ユーザ装置、ＵＥ（User equipment））と
が、セルにおいて通信する通信システム（セルラーシステム）を用いて説明する。
【００２１】
　ＥＵＴＲＡおよびＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡで使用される主な物理チャネル、およ
び物理シグナルについて説明を行なう。チャネルとは信号の送信に用いられる媒体を意味
し、物理チャネルとは信号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。本実施形態にお
いて、物理チャネルは、信号と同義的に使用され得る。物理チャネルは、ＥＵＴＲＡ、お
よびＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡにおいて、今後追加、または、その構造やフォーマッ
ト形式が変更または追加される可能性があるが、変更または追加された場合でも本実施形
態の説明には影響しない。
【００２２】
　ＥＵＴＲＡおよびＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡでは、物理チャネルまたは物理シグナ
ルのスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。１無線フレームは１
０ｍｓであり、１無線フレームは１０サブフレームで構成される。さらに、１サブフレー
ムは２スロットで構成される（すなわち、１サブフレームは１ｍｓ、１スロットは０．５
ｍｓである）。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソ
ースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリ
ア（例えば１２サブキャリア）の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間
間隔（１スロット）で構成される領域で定義される。
【００２３】
　図１は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。下り
リンクはＯＦＤＭアクセス方式が用いられる。下りリンクでは、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣ
Ｈ、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）などが割り当てられる。下りリンクの無線フレームは、
下りリンクのリソースブロック（ＲＢ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）ペアから構成さ
れている。この下りリンクのＲＢペアは、下りリンクの無線リソースの割り当てなどの単
位であり、予め決められた幅の周波数帯（ＲＢ帯域幅）及び時間帯（２個のスロット＝１
個のサブフレーム）からなる。１個の下りリンクのＲＢペアは、時間領域で連続する２個
の下りリンクのＲＢ（ＲＢ帯域幅×スロット）から構成される。１個の下りリンクのＲＢ
は、周波数領域において１２個のサブキャリアから構成される。また、時間領域において
は、通常のサイクリックプレフィッスが付加される場合には７個、通常よりも長いサイク
リックプレフィッスが付加される場合には６個のＯＦＤＭシンボルから構成される。周波
数領域において１つのサブキャリア、時間領域において１つのＯＦＤＭシンボルにより規
定される領域をリソースエレメント（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）と称す
る。物理下りリンク制御チャネルは、端末装置識別子、物理下りリンク共用チャネルのス
ケジューリング情報、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、変調方式、
符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報が送信される物理チャネルである。
なお、ここでは一つの要素キャリア（ＣＣ；Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）にお
ける下りリンクサブフレームを記載しているが、ＣＣ毎に下りリンクサブフレームが規定
され、下りリンクサブフレームはＣＣ間でほぼ同期している。
【００２４】
　なお、ここでは図示していないが、下りリンクサブフレームには、同期シグナル（Ｓｙ
ｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌｓ）や物理報知情報チャネルや下りリンク参
照信号（ＲＳ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ、下りリンクリファレンスシグナル）
が配置されてもよい。下りリンク参照信号としては、ＰＤＣＣＨと同じ送信ポートで送信
されるセル固有参照信号（ＣＲＳ：Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）、チャネル状態
情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の測定に用いら
れるチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、一部のＰＤＳＣＨと同じ送信ポートで
送信される端末固有参照信号（ＵＲＳ：ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）、ＥＰＤＣＣＨ
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と同じ送信ポートで送信される復調用参照信号（ＤＭＲＳ：Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　
ＲＳ）などがある。また、ＣＲＳが配置されないキャリアであってもよい。このとき一部
のサブフレーム（例えば、無線フレーム中の１番目と６番目のサブフレーム）に、時間お
よび／または周波数のトラッキング用の信号として、ＣＲＳの一部の送信ポート（例えば
送信ポート０だけ）あるいは全部の送信ポートに対応する信号と同様の信号（拡張同期シ
グナルと呼称する）を挿入することができる。
【００２５】
　図２は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。上り
リンクはＳＣ－ＦＤＭＡ方式が用いられる。上りリンクでは、物理上りリンク共用チャネ
ル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＵＳＣＨ）、
ＰＵＣＣＨなどが割り当てられる。また、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨの一部に、上りリンク
参照信号（上りリンクリファレンスシグナル）が割り当てられる。上りリンクの無線フレ
ームは、上りリンクのＲＢペアから構成されている。この上りリンクのＲＢペアは、上り
リンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯（ＲＢ
帯域幅）及び時間帯（２個のスロット＝１個のサブフレーム）からなる。１個の上りリン
クのＲＢペアは、時間領域で連続する２個の上りリンクのＲＢ（ＲＢ帯域幅×スロット）
から構成される。１個の上りリンクのＲＢは、周波数領域において１２個のサブキャリア
から構成される。時間領域においては、通常のサイクリックプレフィッスが付加される場
合には７個、通常よりも長いサイクリックプレフィッスが付加される場合には６個のＳＣ
－ＦＤＭＡシンボルから構成される。なお、ここでは一つのＣＣにおける上りリンクサブ
フレームを記載しているが、ＣＣ毎に上りリンクサブフレームが規定される。
【００２６】
　同期シグナルは、３種類のプライマリ同期シグナルと、周波数領域で互い違いに配置さ
れる３１種類の符号から構成されるセカンダリ同期シグナルとで構成され、プライマリ同
期シグナルとセカンダリ同期シグナルの信号の組み合わせによって、基地局装置を識別す
る５０４通りのセル識別子（物理セルＩＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙ；　ＰＣＩ））と、無線同期のためのフレームタイミングが示される。端末装置は、
セルサーチによって受信した同期シグナルの物理セルＩＤを特定する。
【００２７】
　物理報知情報チャネル（ＰＢＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）は、セル内の端末装置で共通に用いられる制御パラメータ（報知情報（システ
ム情報）；Ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を通知（設定）する目的で送信され
る。物理下りリンク制御チャネルで報知情報が送信される無線リソースがセル内の端末装
置に対して通知され、物理報知情報チャネルで通知されない報知情報は、通知された無線
リソースにおいて、物理下りリンク共用チャネルによって報知情報を通知するレイヤ３メ
ッセージ（システムインフォメーション）が送信される。
【００２８】
　報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子（ＣＧＩ；　Ｃｅｌｌ
　Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ページングによる待ち受けエリアを管理する
トラッキングエリア識別子（ＴＡＩ；　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｅｒ）、ランダムアクセス設定情報（送信タイミングタイマーなど）、当該セルにおける
共通無線リソース設定情報、周辺セル情報、上りリンクアクセス制限情報などが通知され
る。
【００２９】
　下りリンクリファレンスシグナルは、その用途によって複数のタイプに分類される。例
えば、セル固有ＲＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ
ｓ）は、セル毎に所定の電力で送信されるパイロットシグナルであり、所定の規則に基づ
いて周波数領域および時間領域で周期的に繰り返される下りリンクリファレンスシグナル
である。端末装置は、セル固有ＲＳを受信することでセル毎の受信品質を測定する。また
、端末装置は、セル固有ＲＳと同時に送信される物理下りリンク制御チャネル、または物
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理下りリンク共用チャネルの復調のための参照用の信号としてもセル固有ＲＳを使用する
。セル固有ＲＳに使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。
【００３０】
　また、下りリンクリファレンスシグナルは下りリンクの伝搬路変動の推定にも用いられ
る。伝搬路変動の推定に用いられる下りリンクリファレンスシグナルのことをチャネル状
態情報リファレンスシグナル（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌｓ；ＣＳＩ－ＲＳ）と称する。また、端末装置に対し
て個別に設定される下りリンクリファレンスシグナルは、ＵＥ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌｓ（ＵＲＳ）、Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（ＤＭＲＳ）またはＤｅｄｉｃａｔｅｄ　ＲＳ（ＤＲＳ）と称され
、拡張物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルを復調するとき
のチャネルの伝搬路補償処理のために参照される。
【００３１】
　物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、各サブフレームの先頭からいくつかのＯＦＤＭシ
ンボル（例えば１～４ＯＦＤＭシンボル）で送信される。拡張物理下りリンク制御チャネ
ル（ＥＰＤＣＣＨ；　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、物理下りリンク共用チャネルＰＤＳＣＨが配置されるＯ
ＦＤＭシンボルに配置される物理下りリンク制御チャネルである。ＰＤＣＣＨまたはＥＰ
ＤＣＣＨは、端末装置に対して基地局装置のスケジューリングに従った無線リソース割り
当て情報や、送信電力の増減の調整量を指示する情報を通知する目的で使用される。以降
、単に物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）と記載した場合、特に明記がなければ
、ＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨの両方の物理チャネルを意味する。
【００３２】
　端末装置は、下りリンクデータや上位層制御情報であるレイヤ２メッセージおよびレイ
ヤ３メッセージ（ページング、ハンドオーバーコマンドなど）を送受信する前に、自装置
宛の物理下りリンク制御チャネルを監視（モニタ）し、自装置宛の物理下りリンク制御チ
ャネルを受信することで、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラン
ト（下りリンクアサインメント）と呼ばれる無線リソース割り当て情報を物理下りリンク
制御チャネルから取得する必要がある。なお、物理下りリンク制御チャネルは、上述した
ＯＦＤＭシンボルで送信される以外に、基地局装置から端末装置に対して個別（ｄｅｄｉ
ｃａｔｅｄ）に割り当てられるリソースブロックの領域で送信されるように構成すること
も可能である。
【００３３】
　物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、物理下りリンク共用チャネルで送信された下りリンク
データの受信確認応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ；Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐ
ｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ－ＡｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔあるいはＡＣＫ／ＮＡＣＫ；
Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）や下りリンクの伝搬路（チャネル状態）情報（ＣＳＩ；Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、上りリンクの無線リソース割り当て要求（無線リソース要求
、スケジューリングリクエスト（ＳＲ；Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ））を行
なうために使用される。
【００３４】
　ＣＳＩは、受信品質指標（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ）、プレコーディング行列指標（ＰＭＩ：Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）、プレコーディングタイプ指標（ＰＴＩ：Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｙｐ
ｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ランク指標（ＲＩ：Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含み
、それぞれ、好適な変調方式および符号化率、好適なプレコーディング行列、好適なＰＭ
Ｉのタイプ、好適なランクを指定する（表現する）ために用いられることができる。各Ｉ
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ｎｄｉｃａｔｏｒは、Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎと表記されてもよい。また、ＣＱＩおよびＰ
ＭＩには、１つのセル内のすべてのリソースブロックを用いた送信を想定したワイドバン
ドＣＱＩおよびＰＭＩと、１つのセル内の一部の連続するリソースブロック（サブバンド
）を用いた送信を想定したサブバンドＣＱＩおよびＰＭＩとに分類される。また、ＰＭＩ
は、１つのＰＭＩで１つの好適なプレコーディング行列を表現する通常のタイプのＰＭＩ
の他に、第１ＰＭＩと第２ＰＭＩの２種類のＰＭＩを用いて１つの好適なプレコーディン
グ行列を表現するタイプのＰＭＩが存在する。
【００３５】
　物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、下りリンクデータの他、ページングや物理報知情報
チャネルで通知されない報知情報（システムインフォメーション）をレイヤ３メッセージ
として端末装置に通知するためにも使用される。物理下りリンク共用チャネルの無線リソ
ース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。物理下りリンク共用チャ
ネルは物理下りリンク制御チャネルが送信されるＯＦＤＭシンボル以外のＯＦＤＭシンボ
ルに配置されて送信される。すなわち、物理下りリンク共用チャネルと物理下りリンク制
御チャネルは１サブフレーム内で時分割多重されている。
【００３６】
　物理上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、主に上りリンクデータと上りリンク制御情報を送信し、
ＣＳＩやＡＣＫ／ＮＡＣＫなどの上りリンク制御情報を含めることも可能である。また、
上りリンクデータの他、上位層制御情報であるレイヤ２メッセージおよびレイヤ３メッセ
ージを端末装置から基地局装置に通知するためにも使用される。また、下りリンクと同様
に物理上りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャ
ネルで示される。
【００３７】
　上りリンクリファレンスシグナル（上りリンク参照信号；Ｕｐｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ、上りリンクパイロット信号、上りリンクパイロットチャネルとも
呼称する）は、基地局装置が、物理上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨおよび／または物
理上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨを復調するために使用する復調参照信号（ＤＭＲＳ
；Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）と、基地局装置が、
主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディング参照信号（Ｓ
ＲＳ；Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が含まれる。また、サウ
ンディング参照信号には、周期的に送信される周期的サウンディング参照信号（Ｐｅｒｉ
ｏｄｉｃ　ＳＲＳ）と、基地局装置から指示されたときに送信される非周期的サウンディ
ング参照信号（Ａｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＳＲＳ）とがある。
【００３８】
　物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、プリアンブル系列を通知（設定）するために使用され
るチャネルであり、ガードタイムを有する。プリアンブル系列は、複数のシーケンスによ
って基地局装置へ情報を通知するように構成される。例えば、６４種類のシーケンスが用
意されている場合、６ビットの情報を基地局装置へ示すことができる。物理ランダムアク
セスチャネルは、端末装置の基地局装置へのアクセス手段として用いられる。
【００３９】
　端末装置は、ＳＲに対する物理上りリンク制御チャネル未設定時の上りリンクの無線リ
ソース要求のため、または、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウ
ィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報（タイミングアドバンス（Ｔｉ
ｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ；ＴＡ）コマンドとも呼ばれる）を基地局装置に要求するため
などに物理ランダムアクセスチャネルを用いる。また、基地局装置は、端末装置に対して
物理下りリンク制御チャネルを用いてランダムアクセス手順の開始を要求することもでき
る。
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【００４０】
　レイヤ３メッセージは、端末装置と基地局装置のＲＲＣ（無線リソース制御）層でやり
取りされる制御平面（ＣＰ（Ｃｏｎｔｒｏｌ－ｐｌａｎｅ、Ｃ－Ｐｌａｎｅ））のプロト
コルで取り扱われるメッセージであり、ＲＲＣシグナリングまたはＲＲＣメッセージと同
義的に使用され得る。なお、制御平面に対し、ユーザデータ（上りリンクデータおよび下
りリンクデータ）を取り扱うプロトコルのことをユーザ平面（ＵＰ（Ｕｓｅｒ－ｐｌａｎ
ｅ、Ｕ－Ｐｌａｎｅ））と称する。ここで、物理層における送信データであるトランスポ
ートブロックは、上位層におけるＣ－ＰｌａｎｅのメッセージとＵ－Ｐｌａｎｅのデータ
とを含む。なお、それ以外の物理チャネルは、詳細な説明は省略する。
【００４１】
　基地局装置によって制御される各周波数の通信可能範囲（通信エリア）はセルとしてみ
なされる。このとき、基地局装置がカバーする通信エリアは周波数毎にそれぞれ異なる広
さ、異なる形状であっても良い。また、カバーするエリアが周波数毎に異なっていてもよ
い。基地局装置の種別やセル半径の大きさが異なるセルが、同一の周波数および／または
異なる周波数のエリアに混在して一つの通信システムを形成している無線ネットワークの
ことを、ヘテロジニアスネットワークと称する。
【００４２】
　端末装置は、セルの中を通信エリアとみなして動作する。端末装置が、あるセルから別
のセルへ移動するときは、非無線接続時（非通信中）はセル再選択手順、無線接続時（通
信中）はハンドオーバー手順によって別の適切なセルへ移動する。適切なセルとは、一般
的に端末装置のアクセスが基地局装置から指定される情報に基づいて禁止されていないと
判断したセルであって、かつ、下りリンクの受信品質が所定の条件を満足するセルのこと
を示す。
【００４３】
　また、端末装置と基地局装置は、キャリア・アグリゲーションによって複数の異なる周
波数バンド（周波数帯）の周波数（コンポーネントキャリア、または周波数帯域）を集約
（アグリゲート、ａｇｇｒｅｇａｔｅ）して一つの周波数（周波数帯域）のように扱う技
術を適用してもよい。コンポーネントキャリアには、上りリンクに対応する上りリンクコ
ンポーネントキャリアと、下りリンクに対応する下りリンクコンポーネントキャリアとが
ある。本明細書において、周波数と周波数帯域は同義的に使用され得る。
【００４４】
　例えば、キャリア・アグリゲーションによって周波数帯域幅が２０ＭＨｚのコンポーネ
ントキャリアを５つ集約した場合、キャリア・アグリゲーションを可能な能力を持つ端末
装置はこれらを１００ＭＨｚの周波数帯域幅とみなして送受信を行う。なお、集約するコ
ンポーネントキャリアは連続した周波数であっても、全てまたは一部が不連続となる周波
数であってもよい。例えば、使用可能な周波数バンドが８００ＭＨｚ帯、２ＧＨｚ帯、３
．５ＧＨｚ帯である場合、あるコンポーネントキャリアが８００ＭＨｚ帯、別のコンポー
ネントキャリアが２ＧＨｚ帯、さらに別のコンポーネントキャリアが３．５ＧＨｚ帯で送
信されていてもよい。
【００４５】
　また、同一周波数帯の連続または不連続の複数のコンポーネントキャリアを集約するこ
とも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は端末装置の受信可能周波数
帯域幅（例えば２０ＭＨｚ）よりも狭い周波数帯域幅（例えば５ＭＨｚや１０ＭＨｚ）で
あっても良く、集約する周波数帯域幅が各々異なっていても良い。周波数帯域幅は、後方
互換性を考慮して従来のセルの周波数帯域幅のいずれかと等しいことが望ましいが、従来
のセルの周波数帯域と異なる周波数帯域幅でも構わない。
【００４６】
　また、後方互換性のないコンポーネントキャリア（キャリアタイプ）を集約してもよい
。なお、基地局装置が端末装置に割り当てる（設定する、追加する）上りリンクコンポー
ネントキャリアの数は、下りリンクコンポーネントキャリアの数と同じか少ないことが望
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ましい。
【００４７】
　無線リソース要求のための上りリンク制御チャネルの設定が行われる上りリンクコンポ
ーネントキャリアと、当該上りリンクコンポーネントキャリアとセル固有接続される下り
リンクコンポーネントキャリアから構成されるセルは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ：Ｐ
ｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）と称される。また、プライマリセル以外のコンポーネントキャ
リアから構成されるセルは、セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌ
ｌ）と称される。端末装置は、プライマリセルでページングメッセージの受信、報知情報
の更新の検出、初期アクセス手順、セキュリティ情報の設定などを行う一方、セカンダリ
セルではこれらを行わないでもよい。
【００４８】
　プライマリセルは活性化（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）および不活性化（Ｄｅａｃｔｉｖａ
ｔｉｏｎ）の制御の対象外であるが（つまり必ず活性化しているとみなされる）、セカン
ダリセルは活性化および不活性化という状態（ｓｔａｔｅ）を持ち、これらの状態の変更
は、基地局装置から明示的に指定されるほか、コンポーネントキャリア毎に端末装置に設
定されるタイマーに基づいて状態が変更される。プライマリセルとセカンダリセルとを合
わせてサービングセル（在圏セル）と称する。
【００４９】
　なお、キャリア・アグリゲーションは、複数のコンポーネントキャリア（周波数帯域）
を用いた複数のセルによる通信であり、セル・アグリゲーションとも称される。なお、端
末装置は、周波数毎にリレー局装置（またはリピーター）を介して基地局装置と無線接続
されても良い。すなわち、本実施形態の基地局装置は、リレー局装置に置き換えることが
出来る。
【００５０】
　基地局装置は端末装置が該基地局装置で通信可能なエリアであるセルを周波数毎に管理
する。１つの基地局装置が複数のセルを管理していてもよい。セルは、端末装置と通信可
能なエリアの大きさ（セルサイズ）に応じて複数の種別に分類される。例えば、セルは、
マクロセルとスモールセルに分類される。さらに、スモールセルは、そのエリアの大きさ
に応じて、フェムトセル、ピコセル、ナノセルに分類される。また、端末装置がある基地
局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルのうち、端末装置との通信に使用さ
れるように設定されているセルは在圏セル（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）であり、その他
の通信に使用されないセルは周辺セル（Ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　ｃｅｌｌ）と称される
。
【００５１】
　言い換えると、キャリアアグリゲーション（キャリア・アグリゲーションとも称す）に
おいて、設定された複数のサービングセルは、１つのプライマリセルと１つまたは複数の
セカンダリセルとを含む。
【００５２】
　プライマリセルは、初期コネクション構築プロシージャが行なわれたサービングセル、
コネクション再構築プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロ
シージャにおいてプライマリセルと指示されたセルである。プライマリセルは、プライマ
リ周波数でオペレーションする。コネクションが（再）構築された時点、または、その後
に、セカンダリセルが設定されてもよい。セカンダリセルは、セカンダリ周波数でオペレ
ーションする。なお、コネクションは、ＲＲＣコネクションと称されてもよい。ＣＡをサ
ポートしている端末装置に対して、１つのプライマリセルと１つ以上のセカンダリセルで
集約される。
【００５３】
　図３および図４を用いてデュアルコネクティビティの基本構造（アーキテクチャー）に
ついて説明する。図３および図４は、端末装置１が、複数の基地局装置２（図中では基地
局装置２－１、基地局装置２－２で示す）と同時に接続していることを示している。基地
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局装置２－１はマクロセルを構成する基地局装置であり、基地局装置２－２はスモールセ
ルを構成する基地局装置であるとする。このように、端末装置１が、複数の基地局装置２
に属する複数のセルを用いて同時に接続することをデュアルコネクティビティと称する。
各基地局装置２に属するセルは同じ周波数で運用されていてもよいし、異なる周波数で運
用されていてもよい。
【００５４】
　なお、キャリア・アグリゲーションは、複数のセルを一つの基地局装置２が管理し、各
セルの周波数が異なるという点がデュアルコネクティビティと異なる。換言すると、キャ
リア・アグリゲーションは、一つの端末装置１と一つの基地局装置２とを、周波数が異な
る複数のセルを介して接続させる技術であるのに対し、デュアルコネクティビティは、一
つの端末装置１と複数の基地局装置２とを、周波数が同じまたは異なる複数のセルを介し
て接続させる技術である。
【００５５】
　端末装置１と基地局装置２は、キャリア・アグリゲーションに適用される技術を、デュ
アルコネクティビティに対して適用することができる。例えば、端末装置１と基地局装置
２は、プライマリセルおよびセカンダリセルの割り当て、活性化／不活性化などの技術を
デュアルコネクティビティにより接続されるセルに対して適用してもよい。
【００５６】
　図３および図４において、基地局装置２－１または基地局装置２－２は、ＭＭＥ３００
とＳＧＷ４００とバックボーン回線で接続されている。ＭＭＥ３００は、ＭＭＥ（Ｍｏｂ
ｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）に対応する上位の制御局装置であり
、端末装置１の移動性管理や認証制御（セキュリティ制御）および基地局装置２に対する
ユーザデータの経路を設定する役割などを持つ。ＳＧＷ４００は、Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａ
ｔｅｗａｙ（Ｓ－ＧＷ）に対応する上位の制御局装置であり、ＭＭＥ３００によって設定
された端末装置１へのユーザデータの経路に従ってユーザデータを伝送する役割などを持
つ。
【００５７】
　また、図３および図４において、基地局装置２－１または基地局装置２－２とＳＧＷ４
００の接続経路は、ＳＧＷインターフェースＮ１０と称される。また、基地局装置２－１
または基地局装置２－２とＭＭＥ３００の接続経路は、ＭＭＥインターフェースＮ２０と
称される。また、基地局装置２－１と基地局装置２－２の接続経路は、基地局インターフ
ェースＮ３０と称される。ＳＧＷインターフェースＮ１０は、ＥＵＴＲＡにおいてＳ１－
Ｕインターフェースとも称される。また、ＭＭＥインターフェースＮ２０は、ＥＵＴＲＡ
においてＳ１－ＭＭＥインターフェースとも称される。また、基地局インターフェースＮ
３０は、ＥＵＴＲＡにおいてＸ２インターフェースとも称される。
【００５８】
　デュアルコネクティビティを実現するアーキテクチャーとして、図３のような構成をと
ることができる。図３において、基地局装置２－１とＭＭＥ３００は、ＭＭＥインターフ
ェースＮ２０によって接続されている。また、基地局装置２－１とＳＧＷ４００は、ＳＧ
ＷインターフェースＮ１０によって接続されている。また、基地局装置２－１は、基地局
インターフェースＮ３０を介して、基地局装置２－２へＭＭＥ３００、および／またはＳ
ＧＷ４００との通信経路を提供する。換言すると、基地局装置２－２は、基地局装置２－
１を経由してＭＭＥ３００、および／またはＳＧＷ４００と接続されている。
【００５９】
　また、デュアルコネクティビティを実現する別のアーキテクチャーとして、図４のよう
な構成をとることができる。図４において、基地局装置２－１とＭＭＥ３００は、ＭＭＥ
インターフェースＮ２０によって接続されている。また、基地局装置２－１とＳＧＷ４０
０は、ＳＧＷインターフェースＮ１０によって接続されている。基地局装置２－１は、基
地局インターフェースＮ３０を介して、基地局装置２－２へＭＭＥ３００との通信経路を
提供する。換言すると、基地局装置２－２は、基地局装置２－１を経由してＭＭＥ３００
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と接続されている。また、基地局装置２－２は、ＳＧＷインターフェースＮ１０を介して
ＳＧＷ４００と接続されている。
【００６０】
　なお、基地局装置２－２とＭＭＥ３００が、ＭＭＥインターフェースＮ２０によって直
接接続されるような構成であってもよい。
【００６１】
　別の観点から説明すると、デュアルコネクティビティとは、少なくとも二つの異なるネ
ットワークポイント（マスター基地局装置（ＭｅＮＢ：Ｍａｓｔｅｒ　ｅＮＢ）とセカン
ダリー基地局装置（ＳｅＮＢ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｅＮＢ））から提供される無線リソ
ースを所定の端末装置が消費するオペレーションである。言い換えると、デュアルコネク
ティビティは、端末装置が、少なくとも２つのネットワークポイントでＲＲＣ接続を行な
うことである。デュアルコネクティビティにおいて、端末装置は、ＲＲＣ接続（ＲＲＣ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）状態で、且つ、非理想的バックホール（ｎｏｎ－ｉｄｅａｌ　ｂａ
ｃｋｈａｕｌ）によって接続されてもよい。
【００６２】
　デュアルコネクティビティにおいて、少なくともＳ１－ＭＭＥに接続され、コアネット
ワークのモビリティアンカーの役割を果たす基地局装置をマスター基地局装置と称される
。また、端末装置に対して追加の無線リソースを提供するマスター基地局装置ではない基
地局装置をセカンダリー基地局装置と称される。マスター基地局装置に関連されるサービ
ングセルのグループをマスターセルグループ（ＭＣＧ：Ｍａｓｔｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏ
ｕｐ）、セカンダリー基地局装置に関連されるサービングセルのグループをセカンダリー
セルグループ（ＳＣＧ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐ）と称される場合も
ある。なお、セルグループは、サービングセルグループであってもよい。
【００６３】
　デュアルコネクティビティにおいて、プライマリセルは、ＭＣＧに属する。また、ＳＣ
Ｇにおいて、プライマリセルに相当するセカンダリセルをプライマリーセカンダリーセル
（ｐＳＣｅｌｌ：Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ）と称する。なお、ｐ
ＳＣｅｌｌをスペシャルセルやスペシャルセカンダリーセル（Ｓｐｅｃｉａｌ　ＳＣｅｌ
ｌ：Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ）と称する場合もある。スペシャル
ＳＣｅｌｌ（スペシャルＳＣｅｌｌを構成する基地局装置）には、ＰＣｅｌｌ（ＰＣｅｌ
ｌを構成する基地局装置）の機能の一部（例えば、ＰＵＣＣＨを送受信する機能など）が
サポートされてもよい。また、ｐＳＣｅｌｌには、ＰＣｅｌｌの一部の機能だけがサポー
トされてもよい。例えば、ｐＳＣｅｌｌには、ＰＤＣＣＨを送信する機能がサポートされ
てもよい。また、ｐＳＣｅｌｌには、ＣＳＳまたはＵＳＳとは異なるサーチスペースを用
いて、ＰＤＣＣＨ送信を行なう機能がサポートされてもよい。例えば、ＵＳＳとは異なる
サーチスペースは、仕様で規定された値に基づいて決まるサーチスペース、Ｃ－ＲＮＴＩ
とは異なるＲＮＴＩに基づいて決まるサーチスペース、ＲＮＴＩとは異なる上位レイヤー
で設定される値に基づいて決まるサーチスペースなどである。また、ｐＳＣｅｌｌは、常
に、起動の状態であってもよい。また、ｐＳＣｅｌｌは、ＰＵＣＣＨを受信できるセルで
ある。
【００６４】
　デュアルコネクティビティにおいて、データ無線ベアラ（ＤＲＢ：Ｄａｔｅ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ｂｅａｒｅｒ）は、ＭｅＮＢとＳｅＮＢで個別に割り当てられてもよい。一方、シグ
ナリング無線ベアラ（ＳＲＢ：Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）はＭ
ｅＮＢだけに割り当てられてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、ＭＣＧとＳＣ
ＧまたはＰＣｅｌｌとｐＳＣｅｌｌでは、それぞれ個別にデュプレックスモードが設定さ
れてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、ＭＣＧとＳＣＧまたはＰＣｅｌｌとｐ
ＳＣｅｌｌで、同期されなくてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、ＭＣＧとＳ
ＣＧそれぞれにおいて、複数のタイミング調整のためのパラメータ（ＴＡＧ：Ｔｉｍｉｎ
ｇ　Ａｄｖａｎｃｃｅ　Ｇｒｏｕｐ）が設定されてもよい。つまり、端末装置は、各ＣＧ
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内において、異なる複数のタイミングでの上りリンク送信が可能である。
【００６５】
　デュアルコネクティビティにおいて、端末装置は、ＭＣＧ内のセルに対応するＵＣＩは
、ＭｅＮＢ（ＰＣｅｌｌ）のみに送信し、ＳＣＧ内のセルに対応するＵＣＩは、ＳｅＮＢ
（ｐＳＣｅｌｌ）のみに送信することができる。例えば、ＵＣＩはＳＲ、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ、および／またはＣＳＩである。また、それぞれのＵＣＩの送信において、ＰＵＣＣＨ
および／またはＰＵＳＣＨを用いた送信方法はそれぞれのセルグループで適用される。
【００６６】
　プライマリセルでは、すべての信号が送受信可能であるが、セカンダリセルでは、送受
信できない信号がある。例えば、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、プライマリセルでのみ送信される。また、ＰＲＡＣＨ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、セル間で、複数
のＴＡＧ（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ　Ｇｒｏｕｐ）が設定されない限り、プライマ
リセルでのみ送信される。また、ＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）は、プライマリセルでのみ送信される。また、ＭＩＢ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）は、プライマリセルでのみ送信される。プライマリ
セカンダリセルでは、プライマリセルで送受信可能な信号が送受信される。例えば、ＰＵ
ＣＣＨは、プライマリセカンダリセルで送信されてもよい。また、ＰＲＡＣＨは、複数の
ＴＡＧが設定されているかにかかわらず、プライマリセカンダリセルで送信されてもよい
。また、ＰＢＣＨやＭＩＢがプライマリセカンダリセルで送信されてもよい。
【００６７】
　プライマリセルでは、ＲＬＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ）が検出される
。セカンダリセルでは、ＲＬＦが検出される条件が整ってもＲＬＦが検出されたと認識し
ない。プライマリセカンダリセルでは、条件を満たせば、ＲＬＦが検出される。プライマ
リセカンダリセルにおいて、ＲＬＦが検出された場合、プライマリセカンダリセルの上位
層は、プライマリセルの上位層へＲＬＦが検出されたことを通知する。プライマリセルで
は、ＳＰＳ（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）やＤＲＸ（Ｄｉ
ｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）を行なってもよい。セカンダリセ
ルでは、プライマリセルと同じＤＲＸを行なってもよい。セカンダリセルにおいて、ＭＡ
Ｃの設定に関する情報／パラメータは、基本的に、同じセルグループのプライマリセル／
プライマリセカンダリセルと共有している。一部のパラメータ（例えば、ｓＴＡＧ－Ｉｄ
）は、セカンダリセル毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、プライマリ
セルおよび／またはプライマリセカンダリセルに対してのみ適用されてもよい。セカンダ
リセルに対してのみ、適用されるタイマーやカウンタが設定されてもよい。
【００６８】
　図５は、本実施形態に係る基地局装置２－１および基地局装置２－２のブロック構成の
一例を示す概略図である。基地局装置２－１および基地局装置２－２は、上位層（上位層
制御情報通知部）５０１、制御部（基地局制御部）５０２、コードワード生成部５０３、
下りリンクサブフレーム生成部５０４、ＯＦＤＭ信号送信部（下りリンク送信部）５０６
、送信アンテナ（基地局送信アンテナ）５０７、受信アンテナ（基地局受信アンテナ）５
０８、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号受信部（ＣＳＩ受信部）５０９、上りリンクサブフレーム処理
部５１０を有する。下りリンクサブフレーム生成部５０４は、下りリンク参照信号生成部
５０５を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部５１０は、上りリンク制御情報抽
出部（ＣＳＩ取得部）５１１を有する。
【００６９】
　図６は、本実施形態に係る端末装置１のブロック構成の一例を示す概略図である。端末
装置１は、受信アンテナ（端末受信アンテナ）６０１、ＯＦＤＭ信号受信部（下りリンク
受信部）６０２、下りリンクサブフレーム処理部６０３、トランスポートブロック抽出部
（データ抽出部）６０５、制御部（端末制御部）６０６、上位層（上位層制御情報取得部
）６０７、チャネル状態測定部（ＣＳＩ生成部）６０８、上りリンクサブフレーム生成部
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６０９、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号送信部（ＵＣＩ送信部）６１１および６１２、送信アンテナ
（端末送信アンテナ）６１３および６１４を有する。下りリンクサブフレーム処理部６０
３は、下りリンク参照信号抽出部６０４を有する。また、上りリンクサブフレーム生成部
６０９は、上りリンク制御情報生成部（ＵＣＩ生成部）６１０を有する。
【００７０】
　まず、図５および図６を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。
基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２において、制御部５０２は、下りリンクにお
ける変調方式および符号化率などを示すＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄ
ｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）、データ送信に用いるＲＢを示す下りリンクリソース割り当て、
ＨＡＲＱの制御に用いる情報（リダンダンシーバージョン、ＨＡＲＱプロセス番号、新デ
ータ指標）を保持し、これらに基づいてコードワード生成部５０３や下りリンクサブフレ
ーム生成部５０４を制御する。上位層５０１から送られてくる下りリンクデータ（下りリ
ンクトランスポートブロックとも称す）は、コードワード生成部５０３において、制御部
５０２の制御の下で、誤り訂正符号化やレートマッチング処理などの処理が施され、コー
ドワードが生成される。１つのセルにおける１つのサブフレームにおいて、最大２つのコ
ードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部５０４では、制御部５０
２の指示により、下りリンクサブフレームが生成される。まず、コードワード生成部５０
３において生成されたコードワードは、ＰＳＫ（Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ
）変調やＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）
変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は
、一部のＲＢ内のＲＥにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎
の下りリンクサブフレームが生成される。このとき、上位層５０１から送られてくる送信
データ系列は、上位層における制御情報（例えば専用（個別）ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリング）である上位層制御情報を含む。また、下
りリンク参照信号生成部５０５では、下りリンク参照信号が生成される。下りリンクサブ
フレーム生成部５０４は、制御部５０２の指示により、下りリンク参照信号を下りリンク
サブフレーム内のＲＥにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部５０４で生成さ
れた下りリンクサブフレームは、ＯＦＤＭ信号送信部５０６においてＯＦＤＭ信号に変調
され、送信アンテナ５０７を介して送信される。なお、ここではＯＦＤＭ信号送信部５０
６と送信アンテナ５０７を一つずつ有する構成を例示しているが、複数のアンテナポート
を用いて下りリンクサブフレームを送信する場合は、ＯＦＤＭ信号送信部５０６と送信ア
ンテナ５０７とを複数有する構成であってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部
５０４は、ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨなどの物理層の下りリンク制御チャネルを生成して
下りリンクサブフレーム内のＲＥにマッピングする能力も有することができる。複数の基
地局装置（基地局装置２－１および基地局装置２－２）は、それぞれ個別の下りリンクサ
ブフレームを送信する。
【００７１】
　端末装置１では、受信アンテナ６０１を介して、ＯＦＤＭ信号受信部６０２においてＯ
ＦＤＭ信号が受信され、ＯＦＤＭ復調処理が施される。下りリンクサブフレーム処理部６
０３は、まずＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨなどの物理層の下りリンク制御チャネルを検出す
る。より具体的には、下りリンクサブフレーム処理部６０３は、ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣ
Ｈが割り当てられ得る領域においてＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨが送信されたものとしてデ
コードし、予め付加されているＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃ
ｋ）ビットを確認する（ブラインドデコーディング）。すなわち、下りリンクサブフレー
ム処理部６０３は、ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨをモニタリングする。ＣＲＣビットが予め
基地局装置から割り当てられたＩＤ（Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ＳＰＳ－Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｓｅｍｉ
　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ―Ｃ－ＲＮＴＩ）など１つの端末に対し
て１つ割り当てられる端末固有識別子、あるいはＴｅｍｐｏｒａｌｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ）と
一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部６０３は、ＰＤＣＣＨあるいはＥＰＤＣＣ
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Ｈを検出できたものと認識し、検出したＰＤＣＣＨあるいはＥＰＤＣＣＨに含まれる制御
情報を用いてＰＤＳＣＨを取り出す。制御部６０６は、制御情報に基づく下りリンクにお
ける変調方式および符号化率などを示すＭＣＳ、下りリンクデータ送信に用いるＲＢを示
す下りリンクリソース割り当て、ＨＡＲＱの制御に用いる情報を保持し、これらに基づい
て下りリンクサブフレーム処理部６０３やトランスポートブロック抽出部６０５などを制
御する。より具体的には、制御部６０６は、下りリンクサブフレーム生成部５０４におけ
るＲＥマッピング処理や変調処理に対応するＲＥデマッピング処理や復調処理などを行う
ように制御する。受信した下りリンクサブフレームから取り出されたＰＤＳＣＨは、トラ
ンスポートブロック抽出部６０５に送られる。また、下りリンクサブフレーム処理部６０
３内の下りリンク参照信号抽出部６０４は、下りリンクサブフレームから下りリンク参照
信号を取り出す。トランスポートブロック抽出部６０５では、コードワード生成部５０３
におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り
訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層６０７に送られる
。トランスポートブロックには、上位層制御情報が含まれており、上位層６０７は上位層
制御情報に基づいて制御部６０６に必要な物理層パラメータを知らせる。なお、複数の基
地局装置２（基地局装置２－１および基地局装置２－２）は、それぞれ個別の下りリンク
サブフレームを送信しており、端末装置１ではこれらを受信するため、上述の処理を複数
の基地局装置２毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行うようにしてもよい。
このとき、端末装置１は複数の下りリンクサブフレームが複数の基地局装置２から送信さ
れていると認識してもよいし、認識しなくてもよい。認識しない場合、端末装置１は、単
に複数のセルにおいて複数の下りリンクサブフレームが送信されていると認識するだけで
もよい。また、トランスポートブロック抽出部６０５では、トランスポートブロックが正
しく検出できたか否かを判定し、判定結果は制御部６０６に送られる。
【００７２】
　次に、上りリンク信号の送受信の流れについて説明する。端末装置１では制御部６０６
の指示の下で、下りリンク参照信号抽出部６０４で抽出された下りリンク参照信号がチャ
ネル状態測定部６０８に送られ、チャネル状態測定部６０８においてチャネル状態および
／または干渉が測定され、さらに測定されたチャネル状態および／または干渉に基づいて
、ＣＳＩが算出される。また、制御部６０６は、トランスポートブロックが正しく検出で
きたか否かの判定結果に基づいて、上りリンク制御情報生成部６１０にＨＡＲＱ－ＡＣＫ
（ＤＴＸ（未送信）、ＡＣＫ（検出成功）またはＮＡＣＫ（検出失敗））の生成および下
りリンクサブフレームへのマッピングを指示する。端末装置１は、これらの処理を複数の
セル毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行う。上りリンク制御情報生成部６
１０では、算出されたＣＳＩおよび／またはＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＣＣＨが生成さ
れる。上りリンクサブフレーム生成部６０９では、上位層６０７から送られる上りリンク
データを含むＰＵＳＣＨと、上りリンク制御情報生成部６１０において生成されるＰＵＣ
ＣＨとが上りリンクサブフレーム内のＲＢにマッピングされ、上りリンクサブフレームが
生成される。ここで、ＰＵＣＣＨおよびＰＵＣＣＨを含む上りリンクサブフレームは、コ
ネクティビティグループ（サービングセルグループあるいはセルグループとも称す）毎に
生成される。なお、コネクティビティグループの詳細については後述するが、ここでは２
つのコネクティビティグループを想定し、それぞれ、基地局装置２－１および基地局装置
２－２に対応するものとする。１つのコネクティビティグループにおける上りリンクサブ
フレーム（例えば基地局装置２－１に送信される上りリンクサブフレーム）は、ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ信号送信部６１１において、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調が施されＳＣ－ＦＤＭＡ信号が生
成され、送信アンテナ６１３を介して送信される。他の１つのコネクティビティグループ
における上りリンクサブフレーム（例えば基地局装置２－２に送信される上りリンクサブ
フレーム）は、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号送信部６１２において、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調が施され
ＳＣ－ＦＤＭＡ信号が生成され、送信アンテナ６１４を介して送信される。また、２つ以
上のコネクティビティグループにおける上りリンクサブフレームを、１つのサブフレーム
を用いて同時に送信することもできる。
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【００７３】
　基地局装置２－１および基地局装置２－２では、それぞれ１つのコネクティビティグル
ープにおける上りリンクサブフレームを受信する。具体的には、受信アンテナ５０８を介
して、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号受信部５０９においてＳＣ－ＦＤＭＡ信号が受信され、ＳＣ－
ＦＤＭＡ復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部５１０では、制御部５０２
の指示により、ＰＵＣＣＨがマッピングされたＲＢを抽出し、上りリンク制御情報抽出部
５１１においてＰＵＣＣＨに含まれるＣＳＩを抽出する。抽出されたＣＳＩは制御部５０
２に送られる。ＣＳＩは、制御部５０２による下りリンク送信パラメータ（ＭＣＳ、下り
リンクリソース割り当て、ＨＡＲＱなど）の制御に用いられる。
【００７４】
　図７は、コネクティビティグループ（セルグループ）の一例を示している。基地局装置
２－１および基地局装置２－２と端末装置１とが、複数のサービングセル（セル＃０、セ
ル＃１、セル＃２およびセル＃３）において通信を行っている。セル＃０は、プライマリ
セルであり、それ以外のセルであるセル＃１、セル＃２およびセル＃３はセカンダリセル
である。４つのセルは、実際は異なる２つの基地局装置である基地局装置２－１および基
地局装置２－２によりカバーされている（提供されている）。セル＃０とセル＃１は基地
局装置２－１によってカバーされ、セル＃２とセル＃３は基地局装置２－２によってカバ
ーされている。各サービングセルは、複数のグループに分類され、それぞれのグループを
コネクティビティグループと呼称する。ここで、低速度のバックホールを跨ぐサービング
セルを異なるグループに分類し、高速度のバックホールを用いることができるサービング
セル、あるいは、同一の装置で提供されるためにバックホールを用いる必要がないサービ
ングセルを、同一のグループに分類してもよい。プライマリセルが属すコネクティビティ
グループのサービングセルをマスターセル、他のコネクティビティグループのサービング
セルをアシスタントセルと呼ぶことができる。また、各コネクティビティグループの中の
１つのサービングセル（例えばコネクティビティグループの中でセルインデクスが最小で
あるサービングセル）は、プライマリセカンダリセルあるいは略してＰＳセル（ｐＳＣｅ
ｌｌとも記載される）と呼ぶことができる。なお、コネクティビティ内の各サービングセ
ルは、異なるキャリア周波数のコンポーネントキャリアを有している。一方、異なるコネ
クティビティグループのサービングセルは、互いに異なるキャリア周波数のコンポーネン
トキャリアを有することもできるし、同じキャリア周波数のコンポーネントキャリアを有
することもできる（同一のキャリア周波数を設定可能である）。例えば、セル＃１が有す
る下りリンクコンポーネントキャリアおよび上りリンクコンポーネントキャリアのキャリ
ア周波数は、セル＃０のそれらとは異なる。一方、セル＃２が備える下りリンクコンポー
ネントキャリアおよび上りリンクコンポーネントキャリアのキャリア周波数は、セル＃０
のそれらとは異なってもよいし、同じでもよい。また、ＳＲはコネクティビティグループ
毎に送信されることが好ましい。プライマリセルを含むサービングセルグループをマスタ
ーセルグループ、プライマリセルを含まない（プライマリセカンダリセルを含む）サービ
ングセルグループをセカンダリグループと呼ぶこともできる。
【００７５】
　なお、端末装置１と基地局装置２は、サービングセルをグループ化する方法として、例
えば、下記の（１）から（５）の何れかの方法を用いることができる。尚、（１）から（
５）と別の方法を用いてコネクティビティグループを設定してもよい。
　　（１）各サービングセルには、コネクティビティ識別子の値が設定され、同一のコネ
クティビティ識別子の値が設定されたサービングセルをグループと見なす。尚、プライマ
リセルのコネクティビティ識別子の値は設定されず、所定の値（例えば、０）であるもの
としてもよい。
　　（２）各セカンダリセルには、コネクティビティ識別子の値が設定され、同一のコネ
クティビティ識別子の値が設定されたセカンダリセルをグループと見なす。また、コネク
ティビティ識別子の値が設定されなかったセカンダリセルはプライマリセルと同じグルー
プと見なす。
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　　（３）各セカンダリセルには、ＳＴＡＧ（ＳＣｅｌｌ　Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ　Ｇｒｏｕｐ）識別子の値が設定され、同一のＳＴＡＧ識別子の値が設定されたセカ
ンダリセルをグループと見なす。また、ＳＴＡＧ識別子が設定されなかったセカンダリセ
ルはプライマリセルと同じグループと見なす。なお、このグループは、下りリンク受信に
対する上りリンク送信のタイミング調整を行うためのグループと共用される。
　　（４）各セカンダリセルには、１から７のいずれかの値をセカンダリセルインデクス
（サービングセルインデクス）として設定される。プライマリセルはサービングセルイン
デクスが０であるものとする。これらのサービングセルインデクスに基づいてグループ分
けされる。例えば、セカンダリセルインデクスが１から４の場合プライマリセルと同じグ
ループであると見なす一方、セカンダリセルインデクスが５から７の場合、プライマリセ
ルとは異なるグループであると見なすことができる。
　　（５）各セカンダリセルには、１から７のいずれかの値をセカンダリセルインデクス
（サービングセルインデクス）として設定される。プライマリセルはサービングセルイン
デクスが０であるものとする。また、基地局装置２から各グループに属するセルのサービ
ングセルインデクスが通知される。
ここで、コネクティビティ識別子やＳＴＡＧ識別子やセカンダリセルインデクスは、専用
ＲＲＣシグナリングを用いて、基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２から端末装置
１に設定されてもよい。
【００７６】
　図８は、端末装置１のコネクティビティグループにおけるＣＳＩの生成と報告の一例を
示している。基地局装置２－１および／または基地局装置２－２は、各サービングセルに
おける下りリンク参照信号のパラメータを端末装置１に設定するとともに、提供する各サ
ービングセルおいて下りリンク参照信号を送信する。端末装置１は、各サービングセルに
おける下りリンク参照信号を受信し、チャネル測定および／または干渉測定を行う。なお
、ここで言う下りリンク参照信号は、ＣＲＳと非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳとゼロ電力ＣＳＩ
－ＲＳとを含むことができる。好ましくは、端末装置１は非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳを用い
てチャネル測定を行い、ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳを用いて干渉測定を行う。さらに、チャネ
ル測定結果と干渉測定結果とに基づき、好適なランクを示すＲＩや、好適なプレコーディ
ング行列を示すＰＭＩや、参照リソースにおいて所要品質（例えばトランスポートブロッ
ク誤り率が０．１を超えない）を満たすような変調方式および符号化率に対応する最も大
きいインデクスであるＣＱＩを算出する。
【００７７】
　次に、端末装置１は、ＣＳＩを報告する。このとき、コネクティビティグループに属す
る各サービングセルのＣＳＩは、そのコネクティビティグループのセルにおいて、上りリ
ンクリソース（ＰＵＣＣＨリソースまたはＰＵＳＣＨリソース）を用いて報告される。具
体的には、あるサブフレームにおいて、セル＃０のＣＳＩとセル＃１のＣＳＩは、コネク
ティビティグループ＃０のＰＳセルでありプライマリセルでもあるセル＃０のＰＵＣＣＨ
を用いて送信される。また、あるサブフレームにおいて、セル＃０のＣＳＩとセル＃１の
ＣＳＩは、コネクティビティグループ＃０に属する何れか１つのセルのＰＵＳＣＨを用い
て送信される。また、あるサブフレームにおいて、セル＃２のＣＳＩとセル＃３のＣＳＩ
は、コネクティビティグループ＃１のＰＳセルであるセル＃２のＰＵＣＣＨを用いて送信
される。また、あるサブフレームにおいて、セル＃２のＣＳＩとセル＃３のＣＳＩは、コ
ネクティビティグループ＃１に属する何れか１つのセルのＰＵＳＣＨを用いて送信される
。いわば、各ＰＳセルは、従来のキャリア・アグリゲーションにおけるプライマリセル機
能の一部（例えばＰＵＣＣＨを用いたＣＳＩの送信）を果たすことができる。各コネクテ
ィビティグループ内のサービングセルに対するＣＳＩ報告は、キャリア・アグリゲーショ
ンにおけるサービングセルに対するＣＳＩ報告と同様の振る舞いをする。
【００７８】
　あるコネクティビティグループに属するサービングセルの周期的ＣＳＩに対するＰＵＣ
ＣＨリソースは、同じコネクティビティグループのＰＳセルに設定される。基地局装置１
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は、ＰＳセルにおける周期的ＣＳＩに対するＰＵＣＣＨリソースを設定するための情報を
、端末装置１に送信する。端末装置１は、ＰＳセルにおける周期的ＣＳＩに対するＰＵＣ
ＣＨリソースが設定するための情報を受信した場合は、該ＰＵＣＣＨリソースを用いて周
期的ＣＳＩの報告を行なう。基地局装置１は、ＰＳセル以外のセルにおける周期的ＣＳＩ
に対するＰＵＣＣＨリソースを設定するための情報を、端末装置１に送信しない。端末装
置１は、ＰＳセル以外のセルにおける周期的ＣＳＩに対するＰＵＣＣＨリソースが設定す
るための情報を受信した場合は、エラーハンドリングを行ない、該ＰＵＣＣＨリソースを
用いて周期的ＣＳＩの報告を行なわない。
【００７９】
　図９は、周期的ＣＳＩ報告の一例を示している。周期的ＣＳＩは、専用ＲＲＣシグナリ
ングで設定された周期のサブフレームにおいて、周期的に端末装置１から基地局装置２に
フィードバックされる。また、周期的ＣＳＩは通常、ＰＵＣＣＨを用いて送信される。周
期的ＣＳＩのパラメータ（サブフレームの周期および基準サブフレームから開始サブフレ
ームへのオフセット、報告モード）は、サービングセル毎に個別に設定されることができ
る。周期的ＣＳＩに対するＰＵＣＣＨリソースのインデクスは、コネクティビティグルー
プ毎に設定されることができる。ここでは、セル＃０、＃１、＃２および＃３における周
期が、それぞれＴ１、Ｔ２、Ｔ３およびＴ４と設定されているものとする。端末装置１は
、コネクティビティグループ＃０のＰＳセルでありプライマリセルでもあるセル＃０のＰ
ＵＣＣＨリソースを用いて、セル＃０の周期的ＣＳＩをＴ１周期のサブフレームで上りリ
ンク送信するとともに、セル＃１の周期的ＣＳＩをＴ２周期のサブフレームで上りリンク
送信する。端末装置１は、コネクティビティグループ＃１のＰＳセルであるセル＃２のＰ
ＵＣＣＨリソースを用いて、セル＃２の周期的ＣＳＩをＴ３周期のサブフレームで上りリ
ンク送信するとともに、セル＃３の周期的ＣＳＩをＴ４周期のサブフレームで上りリンク
送信する。１つのコネクティビティグループ内の複数のサービング間で周期的ＣＳＩ報告
が衝突（１つのサブフレームにおいて複数の周期的ＣＳＩ報告が発生）した場合、１つの
周期的ＣＳＩ報告だけを送信し、その他の周期的ＣＳＩ報告はドロップする（送信しない
）。
【００８０】
　また、いずれの上りリンクリソース（ＰＵＣＣＨリソースまたはＰＵＳＣＨリソース）
を用いて、周期的ＣＳＩ報告および／またはＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信するかの決定方法と
して、端末装置１は、次に示す方法を用いることができる。すなわち、端末装置１は、そ
れぞれのコネクティビティグループにおいて、下記の（Ｄ１）から（Ｄ６）の何れかに従
って周期的ＣＳＩ報告および／またはＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する上りリンクリソース（
ＰＵＣＣＨリソースまたはＰＵＳＣＨリソース）を決定する。
　　（Ｄ１）端末装置１に対して１つより多くのサービングセルが設定されており、ＰＵ
ＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されていない場合、サブフレームｎにおいて、もし
あるコネクティビティグループに対する上りリンク制御情報が周期的ＣＳＩのみを含み、
コネクティビティグループ内でＰＵＳＣＨが送信されない場合、そのコネクティビティグ
ループ内のＰＳセルのＰＵＣＣＨで、上りリンク制御情報が送信される。
　　（Ｄ２）端末装置１に対して１つより多くのサービングセルが設定されており、ＰＵ
ＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されていない場合、サブフレームｎにおいて、もし
あるコネクティビティグループに対する上りリンク制御情報が周期的ＣＳＩおよび／また
はＨＡＲＱ－ＡＣＫを含み、コネクティビティグループ内のＰＳセルでＰＵＳＣＨが送信
される場合、そのコネクティビティグループ内のＰＳセルのＰＵＳＣＨで、上りリンク制
御情報が送信される。
　　（Ｄ３）端末装置１に対して１つより多くのサービングセルが設定されており、ＰＵ
ＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されていない場合、サブフレームｎにおいて、もし
あるコネクティビティグループに対する上りリンク制御情報が周期的ＣＳＩおよび／また
はＨＡＲＱ－ＡＣＫを含み、コネクティビティグループ内のＰＳセルでＰＵＳＣＨが送信
されず、かつそのコネクティビティグループ内のＰＳセル以外の少なくとも１つのセカン
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ダリセルでＰＵＳＣＨを送信する場合、そのコネクティビティグループ内で最小のセルイ
ンデクスのセカンダリセルのＰＵＳＣＨで、上りリンク制御情報が送信される。
　　（Ｄ４）端末装置１に対して１つより多くのサービングセルが設定されており、ＰＵ
ＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されている場合、サブフレームｎにおいて、もしあ
るコネクティビティグループに対する上りリンク制御情報が周期的ＣＳＩのみを含む場合
、そのコネクティビティグループ内のＰＳセルのＰＵＣＣＨで上りリンク制御情報が送信
される。
　　（Ｄ５）端末装置１に対して１つより多くのサービングセルが設定されており、ＰＵ
ＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されている場合、サブフレームｎにおいて、もしあ
るコネクティビティグループに対する上りリンク制御情報が周期的ＣＳＩおよびＨＡＲＱ
－ＡＣＫを含み、そのコネクティビティグループ内のＰＳセルでＰＵＳＣＨが送信される
場合、そのコネクティビティグループ内のＰＳセルのＰＵＣＣＨでＨＡＲＱ－ＡＣＫが送
信され、そのコネクティビティグループ内のＰＳセルのＰＵＳＣＨで周期的ＣＳＩが送信
される。
　　（Ｄ６）端末装置１に対して１つより多くのサービングセルが設定されており、ＰＵ
ＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されている場合、サブフレームｎにおいて、もしあ
るコネクティビティグループに対する上りリンク制御情報が周期的ＣＳＩおよびＨＡＲＱ
－ＡＣＫを含み、そのコネクティビティグループ内のＰＳセルでＰＵＳＣＨが送信されず
、同じコネクティビティグループ内の少なくとも１つの他のセカンダリセルでＰＵＳＣＨ
が送信される場合、そのコネクティビティグループ内のＰＳセルのＰＵＣＣＨでＨＡＲＱ
－ＡＣＫが送信され、そのコネクティビティグループ内で最小のセカンダリセルインデク
スのセカンダリセルのＰＵＳＣＨで周期的ＣＳＩが送信される。
【００８１】
　このように、端末装置１とそれぞれ１つ以上のサービングセルを用いて通信する複数の
基地局装置２とを有する通信システムにおいて、端末装置１は、上位層制御情報取得部に
おいて、サービングセル毎のコネクティビティ識別子を設定し、チャネル状態情報生成部
において、サービングセル毎の周期的チャネル状態情報を算出する。１つのサブフレーム
において、コネクティビティ識別子が同じ値を持つサービングセルの周期的チャネル状態
情報の報告が衝突する場合、上りリンク制御情報生成部において、１つ以外の周期的チャ
ネル状態情報をドロップして、上りリンク制御情報を生成し、上りリンク制御情報送信部
において、上りリンク制御情報を含む上りリンクサブフレームを送信する。基地局装置２
－１と基地局装置２－２のうちの少なくともいずれかは、上位層制御情報通知部において
、サービングセル毎のコネクティビティ識別子として、複数の基地局装置のそれぞれに対
応する値（例えば、基地局装置２－１のサービングセルに対しては第１の値、基地局装置
２－２のサービングセルに対しては第２の値など）を設定する。また、基地局装置２－１
と基地局装置２－１の各々は、上りリンク制御情報受信部において、上りリンクサブフレ
ームを受信し、１つの上りリンクサブフレームにおいて、第１の基地局装置に対応するコ
ネクティビティ識別子の値を持つ２つ以上のサービングセルの周期的チャネル状態情報の
報告が衝突する場合、上りリンク制御情報抽出部において、衝突した周期的チャネル状態
情報の中の１つの周期的チャネル状態情報のみを含む上りリンク制御情報を抽出する。好
ましくは、各コネクティビティグループにおけるサービングセルのＣＳＩは、各コネクテ
ィビティグループのＰＳセルにおける上りリンクサブフレームで送受信される。
【００８２】
　ここで、上位層制御情報通知部の機能は、基地局装置２－１と基地局装置２－２の両方
が備えていてもよいし、片方のみが備えていてもよい。なお、片方のみが備えているとは
、デュアルコネクティビティにおいて、基地局装置２－１と基地局装置２－２のいずれか
一方から上位層制御情報が送信されることを意味し、基地局装置２－１または基地局装置
２－２が上位層制御情報通知部そのものを持たない構成をとることを意味しない。基地局
装置２－１および基地局装置２－２はバックホール送受信機構を有しており、基地局装置
２－１が提供するサービングセルに関連する設定（これらのサービングセルのコネクティ
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ビティグループ設定を含む）を、基地局装置２－２が行う場合、基地局装置２－１はその
設定を示す情報をバックホールを介して基地局装置２－２に送信し、基地局装置２－２は
バックホールを介して受信した情報に基づいて、設定（基地局装置２－２内の設定、ある
いは端末装置１へのシグナリング）を行う。逆に、基地局装置２－２が提供するサービン
グセルに関連する設定を、基地局装置２－１が行う場合、基地局装置２－２はその設定を
示す情報をバックホールを介して基地局装置２－１に送信し、基地局装置２－１はバック
ホールを介して受信した情報に基づいて、設定（基地局装置２－１内の設定、あるいは端
末装置１へのシグナリング）を行う。あるいは、上位層制御情報通知部の機能の一部を基
地局装置２－２が担い、その他の機能を基地局装置２－１が担うようにしてもよい。この
場合、基地局装置２－１をマスター基地局装置と呼び、基地局装置２－２をアシスト基地
局装置と呼ぶことができる。アシスト基地局装置は、アシスト基地局装置が提供するサー
ビングセルに関連する設定（これらのサービングセルのコネクティビティグループ設定を
含む）を端末装置１に提供することができる。一方、マスター基地局装置は、マスター基
地局装置が提供するサービングセルに関連する設定（これらのサービングセルのコネクテ
ィビティグループ設定を含む）を端末装置１に提供することができる。
【００８３】
　端末装置１は、基地局装置２－１のみと通信を行っていると認識することができる。す
なわち、上位層制御情報取得部は、基地局装置２－１および基地局装置２－２から通知さ
れる上位層制御情報を基地局装置２－１から通知されているものとして取得することがで
きる。あるいは、端末装置１は，基地局装置２－１および基地局装置２－１という２つの
基地局装置と通信を行っていると認識することもできる。すなわち、上位層制御情報取得
部は、基地局装置２－１から通知される上位層制御情報および基地局装置２－２から通知
される上位層制御情報を取得し、これらを結合（マージ）することができる。
【００８４】
　これにより、各々の基地局装置２は、他の基地局装置２を経由することなく、所望の周
期的ＣＳＩ報告を端末装置１から直接受信することができる。そのため、基地局装置２同
士が低速度のバックホールで互いに接続されているような場合であっても、時宜にかなっ
た周期的ＣＳＩ報告を用いてスケジューリングを行うことができる。
【００８５】
　次に、非周期的ＣＳＩ報告について説明する。非周期的ＣＳＩ報告は、ＰＤＣＣＨやＥ
ＰＤＣＣＨで送られる上りリンクグラントにおけるＣＳＩリクエストフィールドを用いて
指示され、ＰＵＳＣＨを用いて送信される。より具体的には、基地局装置２－１あるいは
基地局装置２－２は、まずｎ種類（ｎは自然数）のサービングセルの組み合わせ（あるい
はＣＳＩプロセスの組み合わせ）を、専用ＲＲＣシグナリングを用いて端末装置１に設定
する。ＣＳＩリクエストフィールドはｎ＋２種類の状態を表現することができる。状態は
、それぞれ非周期的ＣＳＩ報告をフィードバックしない、上りリンクグラントで割り当て
られるサービングセルにおける（あるいは上りリンクグラントで割り当てられるサービン
グセルのＣＳＩプロセスにおける）ＣＳＩ報告をフィードバックする、および予め設定さ
れたｎ種類（ｎは自然数）のサービングセルの組み合わせ（あるいはＣＳＩプロセスの組
み合わせ）におけるＣＳＩ報告をフィードバックすることを示している。基地局装置２－
１あるいは基地局装置２－２は、所望のＣＳＩ報告に基づいてＣＳＩリクエストフィール
ドの値を設定し、端末装置１はＣＳＩリクエストフィールドの値に基づいて、いずれのＣ
ＳＩ報告を行うかを判断し、ＣＳＩ報告を行う。基地局装置２－１あるいは基地局装置２
－２は、所望のＣＳＩ報告を受信する。
【００８６】
　デュアルコネクティビティ時の非周期的ＣＳＩ報告のひとつの例としては、ｎ種類（ｎ
は自然数）のサービングセルの組み合わせ（あるいはＣＳＩプロセスの組み合わせ）を、
コネクティビティグループ毎に設定する。例えば、基地局装置２－１あるいは基地局装置
２－２は、ｎ種類（ｎは自然数）のコネクティビティグループ＃０内のサービングセルの
組み合わせ（あるいはコネクティビティグループ＃０内のＣＳＩプロセスの組み合わせ）
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と、ｎ種類（ｎは自然数）のコネクティビティグループ＃１内のサービングセルの組み合
わせ（あるいはコネクティビティグループ＃０内のＣＳＩプロセスの組み合わせ）とを端
末装置１に設定する。基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、所望のＣＳＩ報告
に基づいてＣＳＩリクエストフィールドの値を設定する。端末装置１は、非周期的ＣＳＩ
報告を要求する上りリンクグラントでＰＵＳＣＨリソースが割り当てられるサービングセ
ルがいずれのコネクティビティグループに属すかを判断し、非周期的ＣＳＩ報告を要求す
る上りリンクグラントでＰＵＳＣＨリソースが割り当てられるサービングセルが属すコネ
クティビティグループに対応するｎ種類（ｎは自然数）のサービングセルの組み合わせ（
あるいはＣＳＩプロセスの組み合わせ）を用いて、いずれのＣＳＩ報告を行うかを判断し
、非周期的ＣＳＩ報告を要求する上りリンクグラントで割り当てられたＰＵＳＣＨで非周
期的ＣＳＩ報告を行う。基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、所望のＣＳＩ報
告を受信する。
【００８７】
　デュアルコネクティビティ時の非周期的ＣＳＩ報告の他の例としては、１つのｎ種類（
ｎは自然数）のサービングセルの組み合わせ（あるいはＣＳＩプロセスの組み合わせ）を
設定する。ｎ種類（ｎは自然数）のサービングセルの組み合わせ（あるいはＣＳＩプロセ
スの組み合わせ）の各々は、いずれかのコネクティビティグループに属すサービングセル
（あるいはコネクティビティグループに属すサービングセルのＣＳＩプロセス）の組み合
わせに限定される。基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、所望の非周期的ＣＳ
Ｉ報告に基づいてＣＳＩリクエストフィールドの値を設定し、端末装置１はＣＳＩリクエ
ストフィールドの値に基づいて、いずれの非周期的ＣＳＩ報告を行うかを判断し、非周期
的ＣＳＩ報告を行う。基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、所望の非周期的Ｃ
ＳＩ報告を受信する。
【００８８】
　これにより、各々の基地局装置２は、他の基地局装置２を経由することなく、所望の非
周期的ＣＳＩ報告を端末装置１から直接受信することができる。また、各ＰＵＳＣＨは、
１つのコネクティビティグループに属すサービングセル（あるいはコネクティビティグル
ープに属すサービングセルのＣＳＩプロセス）の非周期的ＣＳＩ報告のみを含むため、他
の基地局装置２の設定に依存しない非周期的ＣＳＩ報告を端末装置１から受信することが
できる。そのため、基地局装置２同士が低速度のバックホールで互いに接続されているよ
うな場合であっても、時宜にかなった非周期的ＣＳＩ報告を用いてスケジューリングを行
うことができる。
【００８９】
　次に、デュアルコネクティビティにおける端末装置１の上りリンク電力制御について説
明する。ここで、上りリンク電力制御とは、上りリンク送信における電力制御を含む。上
りリンク送信とは、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ、ＳＲＳなど、上りリンク信号
／上りリンク物理チャネルの送信を含む。なお、以下の説明において、ＭｅＮＢが、Ｍｅ
ＮＢとＳｅＮＢの両方に関連するパラメータを一括して通知（設定）してもよい。ＳｅＮ
Ｂが、ＭｅＮＢとＳｅＮＢの両方に関連するパラメータを一括して通知（設定）してもよ
い。ＭｅＮＢとＳｅＮＢが、ＭｅＮＢとＳｅＮＢのそれぞれに関連するパラメータを個別
に通知（設定）してもよい。
【００９０】
　図１２は、デュアルコネクティビティにおける上りリンク送信のサブフレームの一例を
示す図である。この例において、ＭＣＧにおける上りリンク送信のタイミングと、ＭＣＧ
における上りリンク送信のタイミングとは異なっている。例えば、ＭＣＧのサブフレーム
ｉは、ＳＣＧのサブフレームｉ－１と、ＳＣＧのサブフレームｉにオーバーラップしてい
る。ＳＣＧのサブフレームｉは、ＭＣＧのサブフレームｉと、ＭＣＧのサブフレームｉ＋
１にオーバーラップしている。そのため、デュアルコネクティビティにおいて、あるセル
グループにおける上りリンク送信の送信電力制御は、他方のセルグループにおいてオーバ
ーラップしている２つのサブフレームの送信電力を考慮することが好ましい。
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【００９１】
　端末装置１は、プライマリーセルを含むＭＣＧとプライマリーセカンダリーセルを含む
ＳＣＧで、上りリンク電力制御を個別に行なってもよい。なお、上りリンク電力制御は、
上りリンク送信に対する送信電力制御を含む。上りリンク電力制御は、端末装置１の送信
電力制御を含む。
【００９２】
　端末装置１は、上位層の個別シグナリングおよび／または上位層の共通シグナリング（
例えば、ＳＩＢ：　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）を用いて、端
末装置１の最大許可出力電力PEMAXが設定される。なお、この最大許可出力電力は、上位
層の最大出力電力と称されてもよい。例えば、サービングセルｃにおける最大許可出力電
力であるPEMAX,cは、サービングセルｃに対して設定されるＰ－Ｍａｘによって与えられ
る。つまり、サービングセルｃにおいて、PEMAX,cはＰ－Ｍａｘと同じ値である。
【００９３】
　端末装置１は、周波数バンド毎に端末装置１のパワークラスPPowerClassが予め規定さ
れる。パワークラスは、予め規定される許容誤差を考慮しないで規定される最大出力電力
である。例えば、パワークラスは、２３ｄＢｍとして規定される。予め規定されたパワー
クラスに基づいて、最大出力電力がＭＣＧとＳＣＧとで個別に設定されてもよい。なお、
パワークラスは、ＭＣＧとＳＣＧとで独立に規定されてもよい。
【００９４】
　端末装置１に対して、サービングセル毎に設定最大出力電力が設定される。端末装置１
に対して、サービングセルｃに対する設定最大出力電力PCMAX,cが設定される。PCMAXはPC
MAX,cの合計である。なお、設定最大出力電力は、物理層の最大出力電力と称されてもよ
い。
【００９５】
　PCMAX,cは、PCMAX_L,c以上PCMAX_H,c以下の値である。例えば、端末装置１は、その範
囲内でPCMAX,cをセットする。PCMAX_H,cは、PEMAX,cとPPowerClassとの最小値である。PC
MAX_L,cは、PEMAX,cに基づく値とPPowerClassに基づく値との最小値である。PPowerClass
に基づく値は、PPowerClass-からＭＰＲ（Maximum power reduction）に基づく値を減算
した値である。ＭＰＲは、最大出力電力のための最大電力低減であり、送信する上りリン
クチャネルおよび／または上りリンク信号の変調方式および送信帯域幅の設定に基づいて
決まる。それぞれのサブフレームにおいて、ＭＰＲは、スロット毎に評価され、そのスロ
ット内の送信にわたって得られる最大値によって与えられる。サブフレーム内の２つのス
ロットにおける最大のＭＰＲがそのサブフレーム全体のために適用される。すなわち、Ｍ
ＰＲはサブフレーム毎に異なる場合があるため、PCMAX_L,cもサブフレーム毎に異なる可
能性がある。結果として、PCMAX,cもサブフレーム毎に異なる可能性がある。
【００９６】
　端末装置１は、ＭｅＮＢ（ＭＣＧ）とＳｅＮＢ（ＳＣＧ）のそれぞれに対して、PCMAX
を設定または決定できる。すなわち、セルグループ毎に電力割り当ての合計が設定または
決定できる。ＭｅＮＢに対する設定最大出力電力の合計はPCMAX,MeNBと定義され、ＭｅＮ
Ｂに対する電力割り当ての合計はPalloc_MeNBと定義される。ＳｅＮＢに対する設定最大
出力電力の合計はPCMAX,SeNBと定義され、ＳｅＮＢに対する電力割り当ての合計はPalloc
_SeNBと定義される。PCMAX,MeNBとPalloc_MeNBは同じ値にすることができる。PCMAX,SeNB
とPalloc_SeNBは同じ値にすることができる。すなわち、ＭｅＮＢに関連するセルの出力
電力（割り当て電力）の合計がPCMAX,MeNBまたはPalloc_MeNB以下、かつ、ＳｅＮＢに関
連するセルの出力電力（割り当て電力）の合計がPCMAX,SeNBまたはPalloc_SeNB以下にな
るように、端末装置１は送信電力制御を行う。具体的には、端末装置１は、セルグループ
毎に設定された値を超えないように、上りリンク送信の送信電力に対して、セルグループ
毎にスケーリングする。ここで、スケーリングは、各セルグループにおいて、同時に送信
する上りリンク送信に対する優先度と、そのセルグループに対する設定最大出力電力とに
基づいて、優先度の低い上りリンク送信に対する送信の停止または送信電力の低減を行う
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ことである。なお、送信電力制御が上りリンク送信のそれぞれに対して個別に行われる場
合、本実施形態で説明される方法は上りリンク送信のそれぞれに対して個別に適用できる
。
【００９７】
　PCMAX,MeNBおよび／またはPCMAX,SeNBは、上位層のシグナリングを通じて設定される最
小保障電力に基づいて、設定される。以下では、最小保障電力の詳細を説明する。
【００９８】
　最小保障電力は、セルグループ毎に個別に設定される。最小保障電力が上位層のシグナ
リングで設定されない場合、端末装置１は最小保障電力を予め規定された値（例えば、０
）とすることができる。ＭｅＮＢに対する設定最大出力電力は、PMeNBと定義される。Ｓ
ｅＮＢに対する設定最大出力電力は、PSeNBと定義される。例えば、PMeNBおよびPSeNBは
、ＭｅＮＢおよびＳｅＮＢに対する上りリンク送信に対して、最低限の通信品質を保持す
るために保障される最小電力として用いられてもよい。最小保障電力は、保障電力、保持
電力、または所要の電力とも称される。
【００９９】
　なお、保障電力は、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信の送信電力とＳｅＮＢに対する上
りリンク送信の送信電力との合計がPCMAXを超える場合に、予め規定された優先順位など
に基づいて、優先度の高いチャネルまたは信号の送信または送信品質を保持するために用
いられてもよい。なお、PMeNBおよびPSeNBを通信に用いられる最低限必要な電力（つまり
、保障電力）とし、それぞれのＣＧにおける電力割り当てを計算する際に、計算対象のＣ
Ｇ以外のＣＧに対してリザーブしておく電力値として用いることもできる。
【０１００】
　PMeNBおよびPSeNBは絶対電力値（例えばｄＢｍ単位で表記される）として規定できる。
絶対電力値の場合、PMeNBおよびPSeNBが設定される。PMeNBおよびPSeNBの合計値はPCMAX
以下となることが好ましいが、これに限るものではない。PMeNBおよびPSeNBの合計値がPC
MAXより大きい場合は、スケーリングすることにより総電力をPCMAX以下に抑える処理がさ
らに必要となる。例えば、そのスケーリングは、１未満の値の１つの係数をＭＣＧの総電
力値とＳＣＧの総電力値とに乗算する。
【０１０１】
　PMeNBおよびPSeNBはPCMAXに対する比率（割合、相対値）として規定されてもよい。例
えば、PCMAXのデシベル値に対してｄＢ単位で表記されてもよいし、PCMAXの真値に対する
比率で表記されてもよい。PMeNBに関する比率およびPSeNBに関する比率が設定され、それ
らの比率に基づいてPMeNBおよびPSeNBは決定される。比率表記の場合、PMeNBに関する比
率およびPSeNBに関する比率の合計値は１００％以下となることが好ましい。
【０１０２】
　以上を言い換えると、以下の通りである。PMeNBおよび／またはPSeNBは、上位層のシグ
ナリングを通じて、上りリンク送信に対するパラメータとして共通または独立に設定でき
る。PMeNBは、ＭｅＮＢに属するセルにおいて、上りリンク送信のそれぞれまたは全部に
割り当てられる送信電力の合計に対する最低保証電力を示す。PSeNBは、ＳｅＮＢに属す
るセルにおいて、上りリンク送信のそれぞれまたは全部に割り当てられる送信電力の合計
に対する最低保証電力を示す。PMeNBおよびPSeNBは、それぞれ０以上の値である。PMeNB
およびPSeNBの合計は、PCMAXまたは所定の最大送信電力を超えないように設定されてもよ
い。以下の説明において、最低保証電力は、保証電力または保障電力とも呼称される。
【０１０３】
　なお、保障電力は、サービングセル毎に設定されてもよい。また、保障電力は、セルグ
ループ毎に設定されてもよい。また、保障電力は、基地局装置（ＭｅＮＢ、ＳｅＮＢ）毎
に設定されてもよい。また、保障電力は、上りリンク信号毎に設定されてもよい。また、
保障電力は、上位層パラメータに設定されてもよい。また、PMeNBのみをＲＲＣメッセー
ジで設定し、PSeNBをＲＲＣメッセージで設定しないようにしてもよい。このとき、PCMAX
から、設定されたPMeNBを減算して得られる値（残りの電力）を、PSeNBとしてセットする
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ようにしてもよい。
【０１０４】
　保障電力は、上りリンク送信の有無にかかわらず、サブフレーム毎にセットされてもよ
い。また、保障電力は、上りリンク送信が期待されない（上りリンク送信が行われないこ
とを端末装置が認識している）サブフレーム（例えば、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定における
下りリンクサブフレーム）においては、適用されなくてもよい。すなわち、あるＣＧのた
めの送信電力を決定する上で、他方のＣＧのための保障電力をリザーブしなくてもよい。
また、保障電力は、周期的な上りリンク送信（例えば、Ｐ－ＣＳＩ、トリガータイプ０Ｓ
ＲＳ、ＴＴＩバンドリング、ＳＰＳ、上位層シグナリングによるＲＡＣＨ送信など）が生
じるサブフレームにおいて、適用されてもよい。保障電力がすべてのサブフレームにおい
て有効か無効かを示す情報が、上位層を介して、通知されてもよい。
【０１０５】
　保障電力が適用されるサブフレームセットが、上位層パラメータとして通知されてもよ
い。なお、保障電力が適用されるサブフレームセットは、サービングセル毎に設定されて
もよい。また、保障電力が適用されるサブフレームセットは、セルグループ毎に設定され
てもよい。また、保障電力が適用されるサブフレームセットは、上りリンク信号毎に設定
されてもよい。また、保障電力が適用されるサブフレームセットは、基地局装置（ＭｅＮ
Ｂ、ＳｅＮＢ）毎に設定されてもよい。保障電力が適用されるサブフレームセットは、基
地局装置（ＭｅＮＢ、ＳｅＮＢ）で共通であってもよい。その際、ＭｅＮＢとＳｅＮＢは
、同期してもよい。また、ＭｅＮＢとＳｅＮＢが非同期の場合、保障電力が適用されるサ
ブフレームセットは、個別にセットされてもよい。
【０１０６】
　保障電力が、ＭｅＮＢ（ＭＣＧ、ＭＣＧに属するサービングセル）およびＳｅＮＢ（Ｓ
ＣＧ、ＳＣＧに属するサービングセル）それぞれに対して、設定される場合、ＭｅＮＢ（
ＭＣＧ、ＭＣＧに属するサービングセル）およびＳｅＮＢ（ＳＣＧ、ＳＣＧに属するサー
ビングセル）にセットされるフレーム構造タイプに基づいて、すべてのサブフレームにお
いて、常に、保障電力がセットされるかが決定されてもよい。例えば、ＭｅＮＢとＳｅＮ
Ｂのフレーム構造タイプが異なる場合は、すべてのサブフレームにおいて、保障電力がセ
ットされてもよい。その際、ＭｅＮＢとＳｅＮＢは、同期していなくてもよい。ＭｅＮＢ
とＳｅＮＢ（ＭｅＮＢとＳｅＮＢのサブフレームおよび無線フレーム）が同期している場
合には、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定の下りリンクサブフレームと重複するＦＤＤの上りリン
クサブフレーム（上りリンクセルのサブフレーム）においては、保障電力を考慮しなくて
もよい。つまり、その際の、ＦＤＤの上りリンクサブフレームにおける上りリンク送信に
対する上りリンク電力の最大値は、ＰＵＥ＿ＭＡＸまたはＰＵＥ＿ＭＡＸ，ｃであっても
よい。
【０１０７】
　以下では、Palloc,MeNBおよび／またはPalloc,SeNBの設定方法（決定方法）の詳細を説
明する。
【０１０８】
　Palloc,MeNBおよび／またはPalloc,SeNBの決定の一例は、以下のステップで行われる。
第１のステップでは、ＭＣＧおよびＳＣＧにおいて、Ppre_MeNBおよびPpre_SeNBがそれぞ
れ求められる。Ppre_MeNBおよびPpre_SeNBは、それぞれのセルグループにおいて、実際の
上りリンク送信に対して要求される電力の合計と、それぞれのセルグループに設定される
保障電力（すなわち、PMeNBおよびPSeNB）との最小値によって与えられる。第２のステッ
プでは、残余電力が、所定の方法に基づいて、Ppre_MeNBおよび／またはPpre_SeNBに割り
当てられる（加算される）。残余電力は、PCMAXからPpre_MeNBおよびPpre_SeNBを減算し
た電力である。残余電力の一部または全ては、利用できる。これらのステップに基づいて
決定された電力が、Palloc,MeNBおよびPalloc,SeNBとして用いられる。
【０１０９】
　実際の上りリンク送信に対して要求される電力の一例は、実際の上りリンク送信の割り
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当てとその上りリンク送信に対する送信電力制御に基づいて決まる電力である。例えば、
上りリンク送信がＰＵＳＣＨである場合、その電力は、少なくともＰＵＳＣＨが割り当て
られたＲＢ数、端末装置１で計算された下りリンクパスロスの推定、送信電力制御コマン
ドに参照される値、および、上位層のシグナリングで設定されたパラメータに基づいて決
まる。上りリンク送信がＰＵＣＣＨである場合、その電力は、少なくともＰＵＣＣＨフォ
ーマットに依存する値、送信電力制御コマンドに参照される値、および、端末装置１で計
算された下りリンクパスロスの推定に基づいて決まる。上りリンク送信がＳＲＳである場
合、その電力は、少なくともＳＲＳを送信するためのＲＢ数、現在のＰＵＳＣＨの電力制
御のために調整された状態に基づいて決まる。
【０１１０】
　実際の上りリンク送信に対して要求される電力の一例は、実際の上りリンク送信の割り
当てとその上りリンク送信に対する送信電力制御に基づいて決まる電力と、その上りリン
ク送信が割り当てられたセルにおける設定最大出力電力（つまり、PCMAX,c）との最小値
である。具体的には、あるセルグループにおける要求電力（実際の上りリンク送信に対し
て要求される電力）は、Σ（ｍｉｎ（ＰＣＭＡＸ、ｊ、ＰＰＵＣＣＨ＋ＰＰＵＳＣＨ，ｊ

）によって与えられる。ただし、ｊはそのセルグループに関連するサービングセルを示す
。そのサービングセルがＰＣｅｌｌまたはｐＳＣｅｌｌであって、そのサービングセルに
ＰＵＣＣＨ送信が無い場合、ＰＰＵＣＣＨは０とする。そのサービングセルがＳＣｅｌｌ
である場合（つまり、そのサービングセルがＰＣｅｌｌまたはｐＳＣｅｌｌではない場合
）、ＰＰＵＣＣＨは０とする。そのサービングセルにＰＵＳＣＨ送信が無い場合、ＰＰＵ

ＳＣＨ，ｊは０とする。なお、要求電力を計算する方法は、後述のステップ（ｔ１）～（
ｔ９）に記載の方法を用いることができる。
【０１１１】
　Palloc,MeNBおよび／またはPalloc,SeNBの決定の一例は、以下のステップで行われる。
第１のステップでは、ＭＣＧおよびＳＣＧにおいて、Ppre_MeNBおよびPpre_SeNBがそれぞ
れ求められる。Ppre_MeNBおよびPpre_SeNBは、それぞれのセルグループにおいて、それぞ
れのセルグループに設定される保障電力（すなわち、PMeNBおよびPSeNB）によって与えら
れる。第２のステップでは、残余電力が、所定の方法に基づいて、Ppre_MeNBおよび／ま
たはPpre_SeNBに割り当てられる（加算される）。例えば、残余電力は、先に送信される
セルグループの優先度が高いとみなして割り当てられる。例えば、残余電力は、後に送信
される可能性があるセルグループは考慮しないで、先に送信されるセルグループに割り当
てられる。残余電力は、PCMAXからPpre_MeNBおよびPpre_SeNBを減算した電力である。残
余電力の一部または全ては、利用できる。これらのステップに基づいて決定された電力が
、Palloc,MeNBおよびPalloc,SeNBとして用いられる。
【０１１２】
　残余電力は、PMeNBまたはPSeNBを満たさない上りリンクチャネルおよび／または上りリ
ンク信号のために割り当てられることができる。残余電力の割り当ては、上りリンク送信
の種類に対する優先度に基づいて行われる。上りリンク送信の種類は、上りリンクチャネ
ル、上りリンク信号および／またはＵＣＩのタイプである。その優先度は、セルグループ
を超えて与えられる。その優先度は予め規定されてもよいし、上位層のシグナリングで設
定されてもよい。
【０１１３】
　優先度が予め規定される場合の一例は、セルグループおよび上りリンクチャネルに基づ
く。例えば、上りリンク送信の種類に対する優先度は、ＭＣＧにおけるＰＵＣＣＨ、ＳＣ
ＧにおけるＰＵＣＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＵＣＩ
を含むＰＵＳＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＵＣＩ
を含まないＰＵＳＣＨの順で規定される。
【０１１４】
　優先度が予め規定される場合の一例は、セルグループ、上りリンクチャネルおよび／ま
たはＵＣＩのタイプに基づく。例えば、上りリンク送信の種類に対する優先度は、ＭＣＧ
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におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫおよび／またはＳＲを少なくとも含むＵＣＩを含むＰＵＣＣＨ
またはＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＨＡＲＱ－ＡＣＫおよび／またはＳＲを少なくとも含
むＵＣＩを含むＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ、ＭＣＧにおけるＣＳＩのみを含むＵＣＩを
含むＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＣＳＩのみを含むＵＣＩを含むＰＵＣ
ＣＨまたはＰＵＳＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＵ
ＣＩを含まないＰＵＳＣＨの順で規定される。
【０１１５】
　優先度が上位層のシグナリングで設定される場合の一例において、優先度は、セルグル
ープ、上りリンクチャネルおよび／またはＵＣＩのタイプに対して設定される。例えば、
上りリンク送信の種類に対する優先度は、ＭＣＧにおけるＰＵＣＣＨ、ＳＣＧにおけるＰ
ＵＣＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＵＣＩを含むＰＵＳ
ＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＵＣＩを含まないＰ
ＵＳＣＨのそれぞれに設定される。
【０１１６】
　優先度に基づく残余電力の割り当ての一例において、残余電力は、それぞれのセルグル
ープの中で最も優先度の高い上りリンク送信の種類を含むセルグループに割り当てられる
。なお、最も優先度の高い上りリンク送信の種類を含むセルグループに割り当てた後にさ
らに残った電力は、もう一方のセルグループに割り当てられる。具体的な端末装置１の動
作は以下の通りである。
【０１１７】
　優先度に基づく残余電力の割り当ての一例において、残余電力は、優先度に基づくパラ
メータ（点数）の合計が高いセルグループに割り当てられる。
【０１１８】
　優先度に基づく残余電力の割り当ての一例において、残余電力は、優先度に基づくパラ
メータ（点数）の合計に基づいて決まる比率によって、それぞれのセルグループに割り当
てられる。例えば、ＭＣＧおよびＳＣＧにおける優先度に基づくパラメータ（点数）の合
計がそれぞれ１５および５である時、残余電力の７５％はＭＣＧに割り当てられ、残余電
力の２５％はＳＣＧに割り当てられる。優先度に基づくパラメータは、上りリンク送信に
割り当てられるリソースブロックの数にさらに基づいて決定されてもよい。
【０１１９】
　優先度に基づく残余電力の割り当ての一例において、残余電力は、優先度の高い上りリ
ンク送信の種類に対して順に割り当てられる。その割り当ては、上りリンク送信の種類に
対する優先度に応じて、セルグループを超えて行われる。具体的には、残余電力は、優先
度の高い上りリンク送信の種類から順に、その上りリンク送信の種類に対する要求電力を
満たすように割り当てられる。さらに、その割り当ては、Ppre_MeNBおよびPpre_SeNBが、
それぞれのセルグループにおいて、優先度の高い上りリンク送信の種類に割り当てられる
ことを想定して行われる。その想定に基づいて、残余電力は、要求電力に満たない上りリ
ンク送信の種類に対して、優先度の高い上りリンク送信の種類に対して順に割り当てられ
る。
【０１２０】
　優先度に基づく残余電力の割り当ての一例において、残余電力は、優先度の高い上りリ
ンク送信の種類に対して順に割り当てられる。その割り当ては、上りリンク送信の種類に
対する優先度に応じて、セルグループを超えて行われる。具体的には、残余電力は、優先
度の高い上りリンク送信の種類から順に、その上りリンク送信の種類に対する要求電力を
満たすように割り当てられる。さらに、その割り当ては、Ppre_MeNBおよびPpre_SeNBが、
それぞれのセルグループにおいて、優先度の低い上りリンク送信の種類に割り当てられる
ことを想定して行われる。その想定に基づいて、残余電力は、要求電力に満たない上りリ
ンク送信の種類に対して、優先度の高い上りリンク送信の種類に対して順に割り当てられ
る。
【０１２１】
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　優先度に基づく残余電力の割り当ての別の一例は、以下の通りである。第1のセルグル
ープと第２のセルグループとを用いて、基地局装置と通信する端末装置は、あるサブフレ
ームにおける前記第１のセルグループの最大出力電力に基づいてチャネルおよび／または
信号を送信する送信部を備える。前記第２のセルグループにおける上りリンク送信に関す
る情報を認識する場合、残余電力は、上りリンク送信の種類に対する優先度に基づいて割
り当てられる。前記残余電力は、前記端末装置の最大出力電力の合計から、前記第１のセ
ルグループにおける上りリンク送信に基づいて決まる電力と、前記第２のセルグループに
おける上りリンク送信に基づいて決まる電力とを減算することによって与えられる。前記
最大出力電力は、前記第１のセルグループにおける上りリンク送信に基づいて決まる電力
と、前記残余電力のうち前記第１のセルグループに割り当てられた電力との合計である。
【０１２２】
　また、前記残余電力は、前記優先度の高い上りリンク送信の種類を有するセルグループ
から順に割り当てられる。
【０１２３】
　また、前記残余電力は、以下を想定して割り当てられる。前記第１のセルグループにお
ける上りリンク送信に基づいて決まる電力が、前記第１のセルグループ内の優先度の高い
上りリンク送信の種類に割り当てられる。前記第２のセルグループにおける上りリンク送
信に基づいて決まる電力が、前記第２のセルグループ内の優先度の高い上りリンク送信の
種類に割り当てられる。
【０１２４】
　また、前記残余電力は、以下を想定して割り当てられる。前記第１のセルグループにお
ける上りリンク送信に基づいて決まる電力が、前記第１のセルグループ内の優先度の低い
上りリンク送信の種類に割り当てられる。前記第２のセルグループにおける上りリンク送
信に基づいて決まる電力が、前記第２のセルグループ内の優先度の低い上りリンク送信の
種類に割り当てられる。
【０１２５】
　また、前記残余電力は、それぞれのセルグループにおいて、上りリンク送信の種類に対
する優先度に基づいて決まるパラメータの合計に基づいて割り当てられる。
【０１２６】
　セルグループ（ＣＧ）間で保障電力と残余電力（残りの電力）との割り当ての具体的な
方法の一例は以下の通りである。ＣＧ間での電力割り当ては、第１のステップで保障電力
の割り当てを行い、第２のステップで残りの電力の割り当てを行う。第１のステップで割
り当てられる電力は、Ppre_MeNBおよびPpre_SeNBである。第１のステップで割り当てられ
る電力と第２のステップで割り当てられる電力の合計は、Palloc_MeNBおよびPalloc_SeNB
である。なお、保障電力は、第１のリザーブ電力、第１のステップで割り当てられる電力
、または、第１の割り当て電力とも呼称される。残りの電力は、第２のリザーブ電力、第
２のステップで割り当てられる電力、または、第２の割り当て電力とも呼称される。
【０１２７】
　保障電力の割り当ての一例は次のようなルールに従う。
　　（Ｇ１）あるＣＧ（第１のＣＧ）に対して（あるＣＧ（第１のＣＧ）に割り当てる電
力を決定する際に）、もし端末装置が、そのＣＧ（第１のＣＧ）のサブフレームとオーバ
ーラップするサブフレームにおいて、他のＣＧ（第２のＣＧ）における上りリンク送信を
行わないこと（オーバーラップしないこと）を知っている（recognize）なら、そのとき
は、その端末装置は他のＣＧ（第２のＣＧ）の割り当て電力に対して保障電力をリザーブ
しない（割り当てない）。つまり、ＣＧ１の最大送信電力はＰＣＭＡＸとなる。
　　（Ｇ２）それ以外の場合は、その端末装置は、他のＣＧ（第２のＣＧ）の割り当て電
力に対して保障電力をリザーブする（割り当てる）。
【０１２８】
　残りの電力の割り当ての一例は次のようなルールに従う。
　　（Ｒ１）あるＣＧ（第１のＣＧ）に対して（あるＣＧ（第１のＣＧ）に割り当てる電
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力を決定する際に）、もし端末装置が、そのＣＧ（第１のＣＧ）のサブフレームとオーバ
ーラップするサブフレームにおいて、そのＣＧ（第１のＣＧ）における上りリンク送信よ
りも優先度の高い上りリンク送信を、他のＣＧ（第２のＣＧ）において行うことを知って
いるなら、そのときは、その端末装置は他のＣＧ（第２のＣＧ）の割り当て電力に対して
残りの電力をリザーブする。
　　（Ｒ２）それ以外の場合は、その端末装置は、そのＣＧ（第１のＣＧ）に対して残り
の電力を割り当て、他のＣＧ（第２のＣＧ）の割り当て電力に対して残りの電力をリザー
ブしない。
【０１２９】
　保障電力の割り当ての一例は次のようなルールに従う。
　　（Ｇ１）あるＣＧ（第１のＣＧ）に対して（あるＣＧ（第１のＣＧ）に割り当てる電
力を決定する際に）、もし端末装置が、そのＣＧ（第１のＣＧ）のサブフレームとオーバ
ーラップするサブフレームにおいて、他のＣＧ（第２のＣＧ）における上りリンク送信に
関する情報を知らない場合、その端末装置は、以下の動作を行う。その端末装置は、その
ＣＧ（第１のＣＧ）における上りリンク送信に関する情報に基づいて、そのＣＧ（第１の
ＣＧ）の割り当て電力に対して要求される電力（Ppre_MeNBまたはPpre_SeNB）を割り当て
る。その端末装置は、他のＣＧ（第２のＣＧ）の割り当て電力に対して保障電力（PMeNB
またはPSeNB）を割り当てる。
　　（Ｇ２）それ以外の場合、その端末装置は、以下の動作を行う。その端末装置は、そ
のＣＧ（第１のＣＧ）における上りリンク送信に関する情報に基づいて、そのＣＧ（第１
のＣＧ）の割り当て電力に対して要求される電力（Ppre_MeNBまたはPpre_SeNB）を割り当
てる。その端末装置は、他のＣＧ（第２のＣＧ）における上りリンク送信に関する情報と
に基づいて、他のＣＧ（第２のＣＧ）の割り当て電力に対して要求される電力（Ppre_MeN
BまたはPpre_SeNB）を割り当てる。
【０１３０】
　残りの電力の割り当ての一例は次のようなルールに従う。
　　（Ｒ１）あるＣＧ（第１のＣＧ）に対して（あるＣＧ（第１のＣＧ）に割り当てる電
力を決定する際に）、もし端末装置が、そのＣＧ（第１のＣＧ）のサブフレームとオーバ
ーラップするサブフレームにおいて、他のＣＧ（第２のＣＧ）における上りリンク送信に
関する情報を知らない場合、その端末装置は、以下の動作を行う。その端末装置は、その
ＣＧ（第１のＣＧ）の割り当て電力に対して残りの電力を割り当てる。
　　（Ｒ２）それ以外の場合、その端末装置は、そのＣＧ（第１のＣＧ）の割り当て電力
と、他のＣＧ（第２のＣＧ）の割り当て電力とに対して、所定の方法に基づいて残りの電
力を割り当てる。具体的な方法は、本実施形態で説明した方法を用いることができる。
【０１３１】
　残余電力の定義（算出方法）の一例は、以下の通りである。この例では、端末装置１は
、他方のセルグループにおいてオーバーラップするサブフレームに対する上りリンク送信
の割り当てを認識している場合である。
【０１３２】
　図１２で示されるサブフレームｉにおいて、ＭＣＧに対する割り当て電力（Palloc_MeN
B）を演算する場合に算出される残余電力は、PCMAXから、ＭＣＧのサブフレームｉにおけ
る第１のステップで割り当てられた電力（Ppre_MeNB）と、ＭＣＧのサブフレームｉとオ
ーバーラップするＳＣＧのサブフレームに関する電力とを減算することによって与えられ
る。図１２において、そのオーバーラップするＳＣＧのサブフレームは、ＳＣＧのサブフ
レームｉ－１とサブフレームｉである。ＳＣＧのサブフレームに関する電力は、ＳＣＧの
サブフレームｉ－１における実際の上りリンク送信の送信電力と、ＳＣＧのサブフレーム
ｉにおける第１のステップで割り当てられた電力（Ppre_SeNB）との最大値である。
【０１３３】
　図１２で示されるサブフレームｉにおいて、ＳＣＧに対する割り当て電力（Palloc_SeN
B）を演算する場合に算出される残余電力は、PCMAXから、ＳＣＧのサブフレームｉにおけ



(31) JP WO2015/194662 A1 2015.12.23

10

20

30

40

50

る第１のステップで割り当てられた電力（Ppre_SeNB）と、ＳＣＧのサブフレームｉとオ
ーバーラップするＭＣＧのサブフレームに関する電力とを減算することによって与えられ
る。図１２において、そのオーバーラップするＭＣＧのサブフレームは、ＭＣＧのサブフ
レームｉとサブフレームｉ＋１である。ＭＣＧのサブフレームに関する電力は、ＭＣＧの
サブフレームｉにおける実際の上りリンク送信の送信電力と、ＭＣＧのサブフレームｉ＋
１における第１のステップで割り当てられた電力（Ppre_MeNB）との最大値である。
【０１３４】
　残余電力の定義（算出方法）の別の一例は、以下の通りである。この例では、端末装置
１は、他方のセルグループにおいてオーバーラップするサブフレームに対する上りリンク
送信の割り当てを認識していない場合である。
【０１３５】
　図１２で示されるサブフレームｉにおいて、ＭＣＧに対する割り当て電力（Palloc_MeN
B）を演算する場合に算出される残余電力は、PCMAXから、ＭＣＧのサブフレームｉにおけ
る第１のステップで割り当てられた電力（Ppre_MeNB）と、ＭＣＧのサブフレームｉとオ
ーバーラップするＳＣＧのサブフレームに関する電力とを減算することによって与えられ
る。図１２において、そのオーバーラップするＳＣＧのサブフレームは、ＳＣＧのサブフ
レームｉ－１とサブフレームｉである。ＳＣＧのサブフレームに関する電力は、ＳＣＧの
サブフレームｉ－１における実際の上りリンク送信の送信電力と、ＳＣＧのサブフレーム
ｉにおける保障電力（PSeNB）との最大値である。
【０１３６】
　図１２で示されるサブフレームｉにおいて、ＳＣＧに対する割り当て電力（Palloc_SeN
B）を演算する場合に算出される残余電力は、PCMAXから、ＳＣＧのサブフレームｉにおけ
る第１のステップで割り当てられた電力（Ppre_SeNB）と、ＳＣＧのサブフレームｉとオ
ーバーラップするＭＣＧのサブフレームに関する電力とを減算することによって与えられ
る。図１２において、そのオーバーラップするＭＣＧのサブフレームは、ＭＣＧのサブフ
レームｉとサブフレームｉ＋１である。ＭＣＧのサブフレームに関する電力は、ＭＣＧの
サブフレームｉにおける実際の上りリンク送信の送信電力と、ＭＣＧのサブフレームｉ＋
１における保障電力（PMeNB）との最大値である。
【０１３７】
　残余電力の定義（算出方法）の別の一例は、以下の通りである。第１のセルグループと
第２のセルグループとを用いて、基地局装置と通信する端末装置は、あるサブフレームに
おける前記第１のセルグループの最大出力電力に基づいて、チャネルおよび／または信号
を送信する送信部を備える。前記あるサブフレームとオーバーラップする後方のサブフレ
ームにおける前記第２のセルグループの上りリンク送信に関する情報を認識する場合、前
記第１のセルグループの最大出力電力は、前記あるサブフレームにおける前記第１のセル
グループの上りリンク送信に基づいて決まる電力と、残余電力のうち前記第１のセルグル
ープに割り当てられる電力との合計である。前記残余電力は、前記端末装置の最大出力電
力の合計から、前記あるサブフレームにおける前記第１のセルグループの上りリンク送信
に基づいて決まる電力と、前記第２のセルグループに対する電力とを減算することによっ
て与えられる。前記第２のセルグループに対する電力は、前記あるサブフレームとオーバ
ーラップする前方のサブフレームにおける前記第２のセルグループの出力電力と、前記あ
るサブフレームとオーバーラップする後方のサブフレームにおける前記第２のセルグルー
プの上りリンク送信に基づいて決まる電力との最大値である。
【０１３８】
　残余電力の定義（算出方法）の別の一例は、以下の通りである。第１のセルグループと
第２のセルグループとを用いて、基地局装置と通信する端末装置は、あるサブフレームに
おける前記第１のセルグループの最大出力電力に基づいて、チャネルおよび／または信号
を送信する送信部を備える。前記あるサブフレームとオーバーラップする後方のサブフレ
ームにおける前記第２のセルグループの上りリンク送信に関する情報を認識しない場合、
前記第１のセルグループの最大出力電力は、前記あるサブフレームにおける前記第１のセ
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ルグループの上りリンク送信に基づいて決まる電力と、残余電力のうち前記第１のセルグ
ループに割り当てられる電力との合計である。前記残余電力は、前記端末装置の最大出力
電力の合計から、前記あるサブフレームにおける前記第１のセルグループの上りリンク送
信に基づいて決まる電力と、前記第２のセルグループに対する電力とを減算することによ
って与えられる。前記第２のセルグループに対する電力は、前記あるサブフレームとオー
バーラップする前方のサブフレームにおける前記第２のセルグループの出力電力と、前記
あるサブフレームとオーバーラップする後方のサブフレームにおける前記第２のセルグル
ープの保障電力との最大値である。
【０１３９】
　残余電力の定義（算出方法）の別の一例は、以下の通りである。第１のセルグループと
第２のセルグループとを用いて、基地局装置と通信する端末装置は、あるサブフレームに
おける前記第１のセルグループの最大出力電力に基づいて、チャネルおよび／または信号
を送信する送信部を備える。前記あるサブフレームとオーバーラップする後方のサブフレ
ームにおける前記第２のセルグループの上りリンク送信に関する情報を認識しない場合、
前記第１のセルグループの最大出力電力は、前記端末装置の最大出力電力の合計から、前
記第２のセルグループに対する電力を減算することによって与えられる。前記第２のセル
グループに対する電力は、前記あるサブフレームとオーバーラップする前方のサブフレー
ムにおける前記第２のセルグループの出力電力と、前記あるサブフレームとオーバーラッ
プする後方のサブフレームにおける前記第２のセルグループの保障電力との最大値である
。
【０１４０】
　以下では、保障電力および残りの電力割り当ての他の方法について説明する。下記に示
すように、ＰＭＣＧは少なくともＰＣＭＡＸとＰＳｅＮＢとを用いた演算により算出され
、ＰＳＣＧは少なくともＰＣＭＡＸとＰＭｅＮＢとを用いた演算により算出される。
【０１４１】
　まず、ステップ（ｓ１）として、ＭＣＧの電力値とＳＣＧの電力値を初期化し、余剰電
力（未割り当ての余剰電力）を算出する。また、余剰保障電力（未割り当ての保障電力）
を初期化する。より具体的には、ＰＭＣＧ＝０、ＰＳＣＧ＝０、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝
ＰＣＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ－ＰＳｅＮＢとする。また、ＰＭｅＮＢ、Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ＝
ＰＭｅＮＢ、ＰＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＳｅＮＢとする。ここで、ＰＭＣＧお
よびＰＳＣＧはそれぞれＭＣＧの電力値とＳＣＧの電力値であり、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ

は余剰電力値である。ＰＣＭＡＸ、ＰＭｅＮＢおよびＰＳｅＮＢは前述したパラメータで
ある。また、ＰＭｅＮＢ，ＲｅｍａｉｎｉｎｇおよびＰＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇは
それぞれＭＣＧの余剰保障電力値とＳＣＧの余剰保障電力値である。なお、ここでは各電
力値は線形値とする。
【０１４２】
　次に、ＭＣＧにおけるＰＵＣＣＨ、ＳＣＧにおけるＰＵＣＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩ
を含むＰＵＳＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＵＣＩ
を含まないＰＵＳＣＨの順で、順次、余剰電力および余剰保障電力を各ＣＧに割り当てて
いく。このとき、余剰保障電力がある場合は、余剰保障電力を先に割り当て、余剰保障電
力が無くなった後、余剰保障電力を割り当てる。また、順に各ＣＧに割り当てていく電力
量は、基本的には、各チャネルに要求される電力値（ＴＰＣ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コマンドやリソースアサインメントなどに基づく電力値）である
。ただし、余剰電力あるいは余剰保障電力が要求される電力値に満たない場合は、余剰電
力あるいは余剰保障電力のすべてが割り当てられる。ＣＧに電力が割り当てられると、割
り当てられた電力分だけ余剰電力あるいは余剰保障電力が減少する。なお、０の値の余剰
電力あるいは余剰保障電力を割り当てることは、余剰電力あるいは余剰保障電力を割り当
てないことと同じ意味である。以下では、より具体的なＣＧ毎電力値算出ステップとして
、（ｓ２）から（ｓ８）を説明する。
【０１４３】
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　ステップ（ｓ２）として、次の演算が行われる。もし、ＭＣＧにおけるＰＵＣＣＨ送信
があるならば（あるいは、端末装置１がＭＣＧにおけるＰＵＣＣＨ送信があるということ
を知っているならば）、ＰＭＣＧ＝ＰＭＣＧ＋δ１＋δ２、ＰＭｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉ

ｎｇ＝ＰＭｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ－δ１、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎ

ｉｎｇ－δ２の演算を行う。ここで、δ１＝ｍｉｎ（ＰＰＵＣＣＨ，ＭＣＧ，ＰＭｅＮＢ

，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ）およびδ２＝ｍｉｎ（ＰＰＵＣＣＨ，ＭＣＧ－δ１，ＰＲｅｍａ

ｉｎｉｎｇ）である。すなわち、ＰＵＣＣＨ送信に要求される電力値をＭＣＧの余剰保障
電力からＭＣＧに割り当てる。このとき、ＭＣＧの余剰保障電力がＰＵＣＣＨ送信に要求
される電力に対して足りない場合には、余剰保障電力をすべてＭＣＧに割り当てた上で、
不足分を余剰電力からＭＣＧに割り当てる。ここで、さらに、余剰電力が不足分に足りな
い場合には、余剰電力のすべてをＭＣＧに割り当てる。ＭＣＧの電力値には、余剰保障電
力あるいは余剰電力から割り当てられた分の電力値が加算される。ＭＣＧに割り当てた分
の電力値は、余剰保障電力あるいは余剰電力から減算される。なお、ＰＰＵＣＣＨ，ＭＣ

Ｇは、ＭＣＧのＰＵＣＣＨ送信に要求される電力値であり、上位層により設定されるパラ
メータ、下りリンクパスロス、そのＰＵＣＣＨで送信されるＵＣＩによって決まる調整値
、ＰＵＣＣＨフォーマットによって決まる調整値、そのＰＵＣＣＨの送信に用いられるア
ンテナポート数によって決まる調整値、ＴＰＣコマンドに基づく値などに基づいて算出さ
れる。
【０１４４】
　ステップ（ｓ３）として、次の演算が行われる。もし、ＳＣＧにおけるＰＵＣＣＨ送信
があるならば（あるいは、端末装置１がＳＣＧにおけるＰＵＣＣＨ送信があるということ
を知っているならば）、ＰＳＣＧ＝ＰＳＣＧ＋δ１＋δ２、ＰＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉ

ｎｇ＝ＰＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ－δ１、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎ

ｉｎｇ－δ２の演算を行う。ここで、δ１＝ｍｉｎ（ＰＰＵＣＣＨ，ＳＣＧ，ＰＳｅＮＢ

，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ）およびδ２＝ｍｉｎ（ＰＰＵＣＣＨ，ＳＣＧ－δ１，ＰＲｅｍａ

ｉｎｉｎｇ）である。すなわち、ＰＵＣＣＨ送信に要求される電力値をＳＣＧの余剰保障
電力からＳＣＧに割り当てる。このとき、ＳＣＧの余剰保障電力がＰＵＣＣＨ送信に要求
される電力に対して足りない場合には、余剰保障電力をすべてＳＣＧに割り当てた上で、
不足分を余剰電力からＳＣＧに割り当てる。ここで、さらに、余剰電力が不足分に足りな
い場合には、余剰電力のすべてをＳＣＧに割り当てる。ＳＣＧの電力値には、余剰保障電
力あるいは余剰電力から割り当てられた分の電力値が加算される。ＳＣＧに割り当てた分
の電力値は、余剰保障電力あるいは余剰電力から減算される。なお、ＰＰＵＣＣＨ，ＳＣ

Ｇは、ＳＣＧのＰＵＣＣＨ送信に要求される電力値であり、上位層により設定されるパラ
メータ、下りリンクパスロス、そのＰＵＣＣＨで送信されるＵＣＩによって決まる調整値
、ＰＵＣＣＨフォーマットによって決まる調整値、そのＰＵＣＣＨの送信に用いられるア
ンテナポート数によって決まる調整値、ＴＰＣコマンドに基づく値などに基づいて算出さ
れる。
【０１４５】
　ステップ（ｓ４）として、次の演算が行われる。もし、ＭＣＧにおけるＵＣＩを含むＰ
ＵＳＣＨ送信があるならば（あるいは、端末装置１がＭＣＧにおけるＵＣＩを含むＰＵＳ
ＣＨ送信があるということを知っているならば）、ＰＭＣＧ＝ＰＭＣＧ＋δ１＋δ２、Ｐ

ＭｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＭｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ－δ１、ＰＲｅｍａｉ

ｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ－δ２の演算を行う。ここで、δ１＝ｍｉｎ（ＰＰＵＳ

ＣＨ，ｊ，ＭＣＧ，ＰＭｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ）およびδ２＝ｍｉｎ（ＰＰＵＳＣ

Ｈ，ｊ，ＭＣＧ－δ１，ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ）である。すなわち、ＵＣＩを含むＰＵＳ
ＣＨ送信に要求される電力値をＭＣＧの余剰保障電力からＭＣＧに割り当てる。このとき
、ＭＣＧの余剰保障電力がＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信に要求される電力に対して足りな
い場合には、余剰保障電力をすべてＭＣＧに割り当てた上で、不足分を余剰電力からＭＣ
Ｇに割り当てる。ここで、さらに、余剰電力が不足分に足りない場合には、余剰電力のす
べてをＭＣＧに割り当てる。ＭＣＧの電力値には、余剰保障電力あるいは余剰電力から割
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り当てられた分の電力値が加算される。ＭＣＧに割り当てた分の電力値は、余剰保障電力
あるいは余剰電力から減算される。なお、ＰＰＵＳＣＨ，ｊ，ＭＣＧは、ＭＣＧにおける
ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値であり、上位層により設定されるパラメ
ータ、リソースアサインメントによってそのＰＵＳＣＨ送信に割り当てられたＰＲＢ数に
よって決まる調整値、下りリンクパスロスおよびそれに乗算される係数、ＵＣＩに適用さ
れるＭＣＳのオフセットを示すパラメータによって決まる調整値、ＴＰＣコマンドに基づ
く値などに基づいて算出される。
【０１４６】
　ステップ（ｓ５）として、次の演算が行われる。もし、ＳＣＧにおけるＵＣＩを含むＰ
ＵＳＣＨ送信があるならば（あるいは、端末装置１がＳＣＧにおけるＵＣＩを含むＰＵＳ
ＣＨ送信があるということを知っているならば）、ＰＳＣＧ＝ＰＳＣＧ＋δ１＋δ２、Ｐ

ＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ－δ１、ＰＲｅｍａｉ

ｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ－δ２の演算を行う。ここで、δ１＝ｍｉｎ（ＰＰＵＳ

ＣＨ，ｊ，ＳＣＧ，ＰＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ）およびδ２＝ｍｉｎ（ＰＰＵＳＣ

Ｈ，ｊ，ＳＣＧ－δ１，ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ）である。すなわち、ＵＣＩを含むＰＵＳ
ＣＨ送信に要求される電力値をＳＣＧの余剰保障電力からＳＣＧに割り当てる。このとき
、ＳＣＧの余剰保障電力がＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信に要求される電力に対して足りな
い場合には、余剰保障電力をすべてＳＣＧに割り当てた上で、不足分を余剰電力からＳＣ
Ｇに割り当てる。ここで、さらに、余剰電力が不足分に足りない場合には、余剰電力のす
べてをＳＣＧに割り当てる。ＳＣＧの電力値には、余剰保障電力あるいは余剰電力から割
り当てられた分の電力値が加算される。ＳＣＧに割り当てた分の電力値は、余剰保障電力
あるいは余剰電力から減算される。なお、ＰＰＵＳＣＨ，ｊ，ＳＣＧは、ＳＣＧにおける
ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値であり、上位層により設定されるパラメ
ータ、リソースアサインメントによってそのＰＵＳＣＨ送信に割り当てられたＰＲＢ数に
よって決まる調整値、下りリンクパスロスおよびそれに乗算される係数、ＵＣＩに適用さ
れるＭＣＳのオフセットを示すパラメータによって決まる調整値、ＴＰＣコマンドに基づ
く値などに基づいて算出される。
【０１４７】
　ステップ（ｓ６）として、次の演算が行われる。もし、ＭＣＧにおける１つ以上のＰＵ
ＳＣＨ送信（ＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ送信）があるならば（あるいは、端末装置１が
ＭＣＧにおけるＰＵＳＣＨ送信があるということを知っているならば）、ＰＭＣＧ＝ＰＭ

ＣＧ＋δ１＋δ２、ＰＭｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＭｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ

－δ１、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ－δ２の演算を行う。ここで、δ

１＝ｍｉｎ（ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＭＣＧ，ＰＭｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ）およびδ

２＝ｍｉｎ（ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＭＣＧ－δ１，ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ）である。すな
わち、ＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値の合計値をＭＣＧの余剰保障電力からＭＣＧに
割り当てる。このとき、ＭＣＧの余剰保障電力がＰＵＳＣＨ送信に要求される電力の合計
値に対して足りない場合には、余剰保障電力をすべてＭＣＧに割り当てた上で、不足分を
余剰電力からＭＣＧに割り当てる。ここで、さらに、余剰電力が不足分に足りない場合に
は、余剰電力のすべてをＭＣＧに割り当てる。ＭＣＧの電力値には、余剰保障電力あるい
は余剰電力から割り当てられた分の電力値が加算される。ＭＣＧに割り当てた分の電力値
は、余剰保障電力あるいは余剰電力から減算される。なお、ＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＭＣＧは
、ＭＣＧに属すサービングセルｃにおけるＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値であり、上
位層により設定されるパラメータ、リソースアサインメントによってそのＰＵＳＣＨ送信
に割り当てられたＰＲＢ数によって決まる調整値、下りリンクパスロスおよびそれに乗算
される係数、ＴＰＣコマンドに基づく値などに基づいて算出される。また、Σは合計を意
味し、ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＭＣＧは、ｃ≠ｊであるサービングセルｃにおけるＰＰＵＳ

ＣＨ，ｃ，ＭＣＧの合計値を表している。
【０１４８】
　ステップ（ｓ７）として、次の演算が行われる。もし、ＳＣＧにおける１つ以上のＰＵ
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ＳＣＨ送信（ＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ送信）があるならば（あるいは、端末装置１が
ＳＣＧにおけるＰＵＳＣＨ送信があるということを知っているならば）、ＰＳＣＧ＝ＰＳ

ＣＧ＋δ１＋δ２、ＰＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ

－δ１、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ－δ２の演算を行う。ここで、δ

１＝ｍｉｎ（ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＳＣＧ，ＰＳｅＮＢ，Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ）およびδ

２＝ｍｉｎ（ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＳＣＧ－δ１，ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ）である。すな
わち、ＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値の合計値をＳＣＧの余剰保障電力からＳＣＧに
割り当てる。このとき、ＳＣＧの余剰保障電力がＰＵＳＣＨ送信に要求される電力の合計
値に対して足りない場合には、余剰保障電力をすべてＳＣＧに割り当てた上で、不足分を
余剰電力からＳＣＧに割り当てる。ここで、さらに、余剰電力が不足分に足りない場合に
は、余剰電力のすべてをＳＣＧに割り当てる。ＳＣＧの電力値には、余剰保障電力あるい
は余剰電力から割り当てられた分の電力値が加算される。ＳＣＧに割り当てた分の電力値
は、余剰保障電力あるいは余剰電力から減算される。なお、ＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＳＣＧは
、ＳＣＧに属すサービングセルｃにおけるＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値であり、上
位層により設定されるパラメータ、リソースアサインメントによってそのＰＵＳＣＨ送信
に割り当てられたＰＲＢ数によって決まる調整値、下りリンクパスロスおよびそれに乗算
される係数、ＴＰＣコマンドに基づく値などに基づいて算出される。また、Σは合計を意
味し、ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＳＣＧは、ｃ≠ｊであるサービングセルｃにおけるＰＰＵＳ

ＣＨ，ｃ，ＳＣＧの合計値を表している。
【０１４９】
　ステップ（ｓ８）として、次の演算が行われる。もし、電力計算の対象となっているサ
ブフレームがＭＣＧのサブフレームであるなら、対象となるＣＧに対する最大出力電力値
であるＰＣＭＡＸ，ＣＧをＰＣＭＡＸ，ＣＧ＝ＰＭＣＧとセットする。それ以外の場合、
つまり、電力計算の対象となっているサブフレームがＳＣＧのサブフレームであるなら、
対象となるＣＧに対する最大出力電力値であるＰＣＭＡＸ，ＣＧをＰＣＭＡＸ，ＣＧ＝Ｐ

ＳＣＧとセットする。
【０１５０】
　このようにして、保障電力および余剰電力から対象となるＣＧにおける最大出力電力値
を算出することができる。なお、ＭＣＧの電力値、ＳＣＧの電力値、余剰電力、余剰保障
電力の上記の各ステップにおける初期値としては、それぞれ、一つ前のステップにおける
最終値が用いられる。
【０１５１】
　なお、ここでは、電力割り当ての優先順位として、ＭＣＧにおけるＰＵＣＣＨ，ＳＣＧ
におけるＰＵＣＣＨ，ＭＣＧにおけるＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩを
含まないＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨの順を用いたが、これ
に限るものではない。他の優先順位を用いることもできる。例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを
含むＭＣＧにおけるチャネル、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＳＣＧにおけるチャネル、ＭＣＧ
におけるＰＵＳＣＨ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含まない）、ＳＣＧにおけるＰＵＳＣＨ（ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫを含まない）という順であってもよい。また、ＭＣＧとＳＣＧとを区別せず
、ＳＲを含むチャネル、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むチャネル（ＳＲを含まない）、ＣＳＩを
含むチャネル（ＳＲやＨＡＲＱ－ＡＣＫを含まない）、データを含むチャネル（ＵＣＩを
含まない）の順であってもよい。これらの場合、上記ステップｓ２からステップｓ７にお
ける要求電力値を置き換えればよい。１つのステップにおいて複数のチャネルが対象にな
る場合は、ステップｓ６やステップｓ７のようにそれらのチャネルの要求電力の合計値を
用いればよい。あるいは、上記ステップの一部を行わないような方法を用いることもでき
る。また、上記のチャネルに加えて、ＰＲＡＣＨやＳＲＳなどを考慮して優先順位をつけ
てもよい。このとき、ＰＲＡＣＨはＰＵＣＣＨよりも高い優先度とし、ＳＲＳはＰＵＳＣ
Ｈ（ＵＣＩを含まない）より低い優先度としてもよい。
【０１５２】
　以下では、保障電力および残りの電力割り当ての他の方法について説明する。
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【０１５３】
　まず、ステップ（ｔ１）として、ＭＣＧの電力値とＳＣＧの電力値と余剰電力（未割り
当ての余剰電力）とＭＣＧの総要求電力とＳＣＧの総要求電力とを初期化する。より具体
的には、ＰＭＣＧ＝０、ＰＳＣＧ＝０、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＣＭＡＸとする。また
、ＰＭＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ＝０、ＰＳＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ＝０とする。ここで、
ＰＭＣＧおよびＰＳＣＧはそれぞれＭＣＧの電力値とＳＣＧの電力値であり、ＰＲｅｍａ

ｉｎｉｎｇは余剰電力値である。ＰＣＭＡＸ、ＰＭｅＮＢおよびＰＳｅＮＢは前述したパ
ラメータである。また、ＰＭＣＧ，ＲｅｑｕｉｒｅｄおよびＰＳＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ

はそれぞれＭＣＧ内のチャネルを送信するための要求される総要求電力値とＳＣＧ内のチ
ャネルを送信するための要求される総要求電力値である。なお、ここでは各電力値は線形
値とする。
【０１５４】
　次に、ＭＣＧにおけるＰＵＣＣＨ，ＳＣＧにおけるＰＵＣＣＨ，ＭＣＧにおけるＵＣＩ
を含むＰＵＳＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＵＣＩ
を含まないＰＵＳＣＨの順で、順次、余剰電力を各ＣＧに割り当てていく。このとき、順
に各ＣＧに割り当てていく電力量は、基本的には、各チャネルに要求される電力値（ＴＰ
Ｃ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コマンドやリソースアサインメン
トなどに基づく電力値）である。ただし、余剰電力が要求される電力値に満たない場合は
、余剰電力のすべてが割り当てられる。ＣＧに電力が割り当てられると、割り当てられた
電力分だけ余剰電力が減少する。また、チャネルに要求される電力値をそのＣＧの総要求
電力に加算していく。なお、余剰電力が要求される電力値に足りるか否かによらず、要求
される電力値を加算する。以下では、より具体的なＣＧ毎電力値算出ステップとして、（
ｔ２）から（ｔ９）を説明する。
【０１５５】
　ステップ（ｔ２）として、次の演算が行われる。もし、ＭＣＧにおけるＰＵＣＣＨ送信
があるならば、ＰＭＣＧ＝ＰＭＣＧ＋δ、ＰＭＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ＝ＰＭＣＧ，Ｒｅ

ｑｕｉｒｅｄ－ＰＰＵＣＣＨ，ＭＣＧ、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ－
δの演算を行う。ここで、δ＝ｍｉｎ（ＰＰＵＣＣＨ，ＭＣＧ，ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ）
である。すなわち、ＰＵＣＣＨ送信に要求される電力値を余剰電力からＭＣＧに割り当て
る。このとき、余剰電力がＰＵＣＣＨ送信に要求される電力に対して足りない場合には、
余剰電力をすべてＭＣＧに割り当てる。ＭＣＧの総要求電力値には、ＰＵＣＣＨ送信に要
求される電力値が加算される。ＭＣＧに割り当てた分の電力値は、余剰電力から減算され
る。
【０１５６】
　ステップ（ｔ３）として、次の演算が行われる。もし、ＳＣＧにおけるＰＵＣＣＨ送信
があるならば、ＰＳＣＧ＝ＰＳＣＧ＋δ、ＰＳＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ＝ＰＳＣＧ，Ｒｅ

ｑｕｉｒｅｄ－ＰＰＵＣＣＨ，ＳＣＧ、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ－
δの演算を行う。ここで、δ＝ｍｉｎ（ＰＰＵＣＣＨ，ＳＣＧ，ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ）
である。すなわち、ＰＵＣＣＨ送信に要求される電力値を余剰電力からＳＣＧに割り当て
る。このとき、余剰電力がＰＵＣＣＨ送信に要求される電力に対して足りない場合には、
余剰電力をすべてＳＣＧに割り当てる。ＳＣＧの総要求電力値には、ＰＵＣＣＨ送信に要
求される電力値が加算される。ＳＣＧに割り当てた分の電力値は、余剰電力から減算され
る。
【０１５７】
　ステップ（ｔ４）として、次の演算が行われる。もし、ＭＣＧにおけるＵＣＩを含むＰ
ＵＳＣＨ送信があるならば、ＰＭＣＧ＝ＰＭＣＧ＋δ、ＰＭＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ＝Ｐ

ＭＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ－ＰＰＵＳＣＨ，ｊ，ＭＣＧ、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅ

ｍａｉｎｉｎｇ－δの演算を行う。ここで、δ＝ｍｉｎ（ＰＰＵＳＣＨ，ｊ，ＭＣＧ，Ｐ

Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ）である。すなわち、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信に要求される電力
値を余剰電力からＭＣＧに割り当てる。このとき、余剰電力がＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送
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信に要求される電力に対して足りない場合には、余剰電力をすべてＭＣＧに割り当てる。
ＭＣＧの総要求電力値には、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値が加算され
る。ＭＣＧに割り当てた分の電力値は、余剰電力から減算される。
【０１５８】
　ステップ（ｔ５）として、次の演算が行われる。もし、ＳＣＧにおけるＵＣＩを含むＰ
ＵＳＣＨ送信があるならば、ＰＳＣＧ＝ＰＳＣＧ＋δ、ＰＳＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ＝Ｐ

ＳＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ－ＰＰＵＳＣＨ，ｊ，ＳＣＧ、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅ

ｍａｉｎｉｎｇ－δの演算を行う。ここで、δ＝ｍｉｎ（ＰＰＵＳＣＨ，ｊ，ＳＣＧ，Ｐ

Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ）である。すなわち、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信に要求される電力
値を余剰電力からＳＣＧに割り当てる。このとき、余剰電力がＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送
信に要求される電力に対して足りない場合には、余剰電力をすべてＳＣＧに割り当てる。
ＳＣＧの総要求電力値には、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値が加算され
る。ＳＣＧに割り当てた分の電力値は、余剰電力から減算される。
【０１５９】
　ステップ（ｔ６）として、次の演算が行われる。もし、ＭＣＧにおける１つ以上のＰＵ
ＳＣＨ送信（ＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ送信）があるならば、ＰＭＣＧ＝ＰＭＣＧ＋δ
、ＰＭＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ＝ＰＭＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ－ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，Ｍ

ＣＧ、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ－δの演算を行う。ここで、δ＝ｍ
ｉｎ（ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＭＣＧ，ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ）である。すなわち、ＰＵＳ
ＣＨ送信に要求される電力値の合計値を余剰電力からＭＣＧに割り当てる。このとき、余
剰電力がＰＵＳＣＨ送信に要求される電力の合計値に対して足りない場合には、余剰電力
をすべてＭＣＧに割り当てる。ＭＣＧの電力値には、余剰電力から割り当てられた分の電
力値が加算される。ＭＣＧの総要求電力値には、ＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値の合
計値が加算される。ＭＣＧに割り当てた分の電力値は、余剰電力から減算される。
【０１６０】
　ステップ（ｔ７）として、次の演算が行われる。もし、ＳＣＧにおける１つ以上のＰＵ
ＳＣＨ送信（ＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ送信）があるならば、ＰＳＣＧ＝ＰＳＣＧ＋δ
、ＰＳＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ＝ＰＳＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ－ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，Ｓ

ＣＧ、ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ＝ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ－δの演算を行う。ここで、δ＝ｍ
ｉｎ（ΣＰＰＵＳＣＨ，ｃ，ＳＣＧ，ＰＲｅｍａｉｎｉｎｇ）である。すなわち、ＰＵＳ
ＣＨ送信に要求される電力値の合計値を余剰電力からＳＣＧに割り当てる。このとき、余
剰電力がＰＵＳＣＨ送信に要求される電力の合計値に対して足りない場合には、余剰電力
をすべてＳＣＧに割り当てる。ＳＣＧの電力値には、余剰電力から割り当てられた分の電
力値が加算される。ＳＣＧの総要求電力値には、ＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値の合
計値が加算される。ＳＣＧに割り当てた分の電力値は、余剰電力から減算される。
【０１６１】
　ステップ（ｔ８）として、各ＣＧに対する割り当てられた電力値が保障電力以上となっ
ているか（下回っていないか）どうかをチェックする。また、各ＣＧに対する割り当てら
れた電力値が総要求電力値に一致しているか（下回っていないか）どうか（すなわち、Ｃ
Ｇ内のチャネルの内、余剰電力値が要求電力値に満たないチャネルが存在していないかど
うか）をチェックする。あるＣＧ（ＣＧ１）において保障電力以上となっていない（保障
電力を下回っている）場合であって、かつ、総要求電力値に一致していない（総要求電力
値を下回っている）場合、もう一方のＣＧ（ＣＧ２）に割り当てられた電力値から、不足
分だけを不足しているＣＧ（ＣＧ１）に割り当てる。もう一方のＣＧ（ＣＧ２）の最終的
な電力値はその不足分が減算され、結果的にＰＣＭＡＸからＣＧ１の保障電力値を減算し
た値となる。これにより、あるＣＧにおいて、要求電力を満たしている場合は、保障電力
を満たさなくてもよいため、電力を効率的に利用することができる。より具体的な例とし
ては、ステップ（ｔ８－１）およびステップ（ｔ８－２）のような演算が行われる。
　　ステップ（ｔ８－１）として、もしＰＭＣＧ＜ＰＭｅＮＢであって、かつ、ＰＭＣＧ

＜ＰＭＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄであるなら、ＰＭＣＧ＝ＰＭｅＮＢとセットし、ＰＳＣＧ
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＝ＰＣＭＡＸ－ＰＭＣＧ（つまり、ＰＳＣＧ＝ＰＣＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ）とセットする。
　　ステップ（ｔ８－２）として、もしＰＳＣＧ＜ＰＳｅＮＢであって、かつ、ＰＳＣＧ

＜ＰＳＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄであるなら（あるいはステップ（ｔ８－１）の条件を満た
さず、かつ、もしＰＳＣＧ＜ＰＳｅＮＢであって、かつ、ＰＳＣＧ＜ＰＳＣＧ，Ｒｅｑｕ

ｉｒｅｄであるなら）、ＰＳＣＧ＝ＰＳｅＮＢとセットし、ＰＭＣＧ＝ＰＣＭＡＸ－ＰＳ

ＣＧ（つまり、ＰＭＣＧ＝ＰＣＭＡＸ－ＰＳｅＮＢ）とセットする。
【０１６２】
　ステップ（ｔ９）として、次の演算が行われる。もし、電力計算の対象となっているサ
ブフレームがＭＣＧのサブフレームであるなら、対象となるＣＧに対する最大出力電力値
であるＰＣＭＡＸ，ＣＧをＰＣＭＡＸ，ＣＧ＝ＰＭＣＧとセットする。それ以外の場合、
つまり、電力計算の対象となっているサブフレームがＳＣＧのサブフレームであるなら、
対象となるＣＧに対する最大出力電力値であるＰＣＭＡＸ，ＣＧをＰＣＭＡＸ，ＣＧ＝Ｐ

ＳＣＧとセットする。
【０１６３】
　このようにして、保障電力および余剰電力から対象となるＣＧにおける最大出力電力値
（すなわち、最終的に得られるＰＭＣＧあるいはＰＳＣＧ）を算出することができる。な
お、ＭＣＧの電力値、ＳＣＧの電力値、余剰電力、ＭＣＧの総要求電力、ＳＣＧの総要求
電力の上記の各ステップにおける初期値としては、それぞれ、一つ前のステップにおける
最終値が用いられる。
【０１６４】
　また、ステップ（ｔ８）に替えて、次のようなステップ（ステップ（ｔ１０））を実行
してもよい。すなわち、各ＣＧに対する割り当てられた電力値が保障電力以上となってい
るか（下回っていないか）どうかをチェックする。あるＣＧ（ＣＧ１）において保障電力
以上となっていない（保障電力を下回っている）場合は、もう一方のＣＧ（ＣＧ２）に割
り当てられた電力値から、不足分だけを不足しているＣＧ（ＣＧ１）に割り当てる。もう
一方のＣＧ（ＣＧ２）の最終的な電力値は、その不足分が減算され、結果的にＰＣＭＡＸ

からＣＧ１の保障電力値を減算した値とＣＧ２の総要求電力値との間の最小値となる。こ
れにより、各ＣＧにおいて、必ず保障電力を確保ことができるため、安定した通信を行う
ことができる。より具体的な例としては、ステップ（ｔ１０－１）およびステップ（ｔ１
０－２）のような演算が行われる。
　　ステップ（ｔ１０－１）として、もしＰＭＣＧ＜ＰＭｅＮＢであるなら、ＰＭＣＧ＝
ＰＭｅＮＢとセットし、ＰＳＣＧ＝ｍｉｎ（ＰＳＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ，ＰＣＭＡＸ－
ＰＭｅＮＢ）とセットする。
　　ステップ（ｔ１０－２）として、もしＰＳＣＧ＜ＰＳｅＮＢであるなら、ＰＳＣＧ＝
ＰＳｅＮＢとセットし、ＰＭＣＧ＝ｍｉｎ（ＰＭＣＧ，Ｒｅｑｕｉｒｅｄ，ＰＣＭＡＸ－
ＰＳｅＮＢ）とセットする。
【０１６５】
　なお、ここでは、電力割り当ての優先順位として、ＭＣＧにおけるＰＵＣＣＨ，ＳＣＧ
におけるＰＵＣＣＨ，ＭＣＧにおけるＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ、ＭＣＧにおけるＵＣＩを
含まないＰＵＳＣＨ、ＳＣＧにおけるＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨの順を用いたが、これ
に限るものではない。他の優先順位（例えば、前述した優先順位など）を用いることもで
きる。
【０１６６】
　ここまで、ＣＧ毎の最大出力電力値を決定するための保障電力および残りの電力割り当
ての方法について説明した。以下では、ＣＧ毎の最大出力電力値の下でのＣＧ内の電力配
分について説明する。
【０１６７】
　まず、デュアルコネクティビティが設定されていない場合の電力配分について説明する
。下記に示すように、ＰＣＭＡＸを超えるか否かに基いて各物理上りリンクチャネルの電
力が決定される。
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【０１６８】
　もし、端末装置１の総送信電力がＰＣＭＡＸを超えると思われる場合、端末装置１は、
Σ（ｗＰＰＵＳＣＨ，ｃ）≦（ＰＣＭＡＸ―ＰＰＵＣＣＨ）という条件を満たすように、
サービングセルｃにおけるＰＰＵＳＣＨ，ｃをスケーリングする。ここで、ｗはサービン
グセルｃに対するスケーリングファクター（電力値に乗算される係数）であり、０以上か
つ１以下の値を取る。ＰＵＣＣＨ送信が無い場合は、ＰＰＵＣＣＨ＝０とする。
【０１６９】
　もし、端末１があるサービングセルｊでＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信を行い、残りのサ
ービングセルのうちのいずれかでＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ送信を行う場合であって、
かつ、端末装置１の総送信電力がＰＣＭＡＸを超えると思われる場合、端末装置１は、Σ
（ｗＰＰＵＳＣＨ，ｃ）≦（ＰＣＭＡＸ―ＰＰＵＳＣＨ、ｊ）という条件を満たすように
、ＵＣＩを含まないサービングセルｃにおけるＰＰＵＳＣＨ，ｃをスケーリングする。た
だし、左辺は、サービングセルｊ以外のサービングセルｃにおける総和である。ここで、
ｗはＵＣＩを含まないサービングセルｃに対するスケーリングファクターである。ここで
、Σ（ｗＰＰＵＳＣＨ，ｃ）＝０かつ端末装置１の総送信電力が依然としてＰＣＭＡＸを
超える場合でない限り、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨにはパワースケーリングが適用されない
。ただし、ｗは、ｗ＞０のときには各サービングセルに対して共通の値であるが、あるサ
ービングセルに対してはｗは零であってもよい。このとき、そのサービングセルにおける
チャネル送信がドロップされることを意味する。
【０１７０】
　もし、端末１がＰＵＣＣＨとあるサービングセルｊでＵＣＩを含むＰＵＳＣＨとの同時
送信を行い、残りのサービングセルのうちのいずれかでＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨ送信
を行う場合であって、かつ、端末装置１の総送信電力がＰＣＭＡＸを超えると思われる場
合、端末装置１は、ＰＰＵＳＣＨ、ｊ＝ｍｉｎ（ＰＰＵＳＣＨ，ｊ，（ＰＣＭＡＸ―ＰＰ

ＵＣＣＨ））およびΣ（ｗＰＰＵＳＣＨ，ｃ）≦（ＰＣＭＡＸ―ＰＰＵＣＣＨ―ＰＰＵＳ

ＣＨ，ｊ）に基づいて、ＰＰＵＳＣＨ，ｃを得る。すなわち、まずＰＵＣＣＨの電力をリ
ザーブした上で、残りの電力からＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの電力を算出する。このとき、
ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの要求電力（最初の式の右辺のＰＰＵＳＣＨ，ｊ）よりも残りの
電力が多い場合は、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの要求電力をＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの電力
（最初の式の左辺のＰＰＵＳＣＨ，ｊすなわちＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの実際の電力値）
とし、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの要求電力よりも残りの電力が少ない／等しい場合は、残
りの電力の全てをＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの電力とする。ＰＵＣＣＨの電力とＵＣＩを含
むＰＵＳＣＨの電力を差し引いた残りの電力を、ＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨに割り当て
る。このとき、必要に応じてスケーリングを行う。
【０１７１】
　もし、端末装置１に複数のＴＡＧ（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ　Ｇｒｏｕｐ）が設
定されており、かつ、１つのＴＡＧにおけるあるサービングセルに対するサブフレームｉ
におけるその端末装置１のＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信が、他のＴＡＧにおける異なるサ
ービングセルに対するサブフレームｉ＋１のＰＵＳＣＨ送信の最初のシンボルの一部にオ
ーバーラップするなら、その端末装置１は、オーバーラップされたどの部分においてもＰ

ＣＭＡＸを超えないようにその総送信電力を調整する。ここで、ＴＡＧとは、下りリンク
の受信タイミングに対する上りリンクの送信タイミングの調整のためのサービングセルの
グループである。１つのＴＡＧに１つ以上のサービングセルが属し、１つのＴＡＧにおけ
る１つ以上のサービングセルに対して、共通の調整が適用される。
【０１７２】
　もし、端末装置１に複数のＴＡＧが設定されており、かつ、１つのＴＡＧにおけるある
サービングセルに対するサブフレームｉにおけるその端末装置１のＰＵＳＣＨ送信が、他
のＴＡＧにおける異なるサービングセルに対するサブフレームｉ＋１のＰＵＣＣＨ送信の
最初のシンボルの一部にオーバーラップするなら、その端末装置１は、オーバーラップさ
れたどの部分においてもＰＣＭＡＸを超えないようにその総送信電力を調整する。
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【０１７３】
　もし、端末装置１に複数のＴＡＧが設定されており、かつ、１つのＴＡＧにおけるある
サービングセルに対するサブフレームｉの１つのシンボルにおけるその端末装置１のＳＲ
Ｓ送信が、他のＴＡＧにおける異なるサービングセルに対するサブフレームｉまたはサブ
フレームｉ＋１のＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信にオーバーラップするなら、その端末装置
１は、そのシンボルのオーバーラップされたどこかの部分においてその総送信電力がＰＣ

ＭＡＸを超えるならば、そのＳＲＳ送信をドロップする。
【０１７４】
　もし、端末装置１に複数のＴＡＧおよび２つより多いサービングセルが設定されており
、かつ、あるサービングセルに対するサブフレームｉの１つのシンボルにおけるその端末
装置１のＳＲＳ送信が、異なるサービングセルに対するサブフレームｉのＳＲＳ送信およ
び異なるサービングセルに対するサブフレームｉまたはサブフレームｉ＋１のＰＵＣＣＨ
／ＰＵＳＣＨ送信にオーバーラップするなら、その端末装置１は、そのシンボルのオーバ
ーラップされたどこかの部分においてその総送信電力がＰＣＭＡＸを超えるならば、その
ＳＲＳ送信をドロップする。
【０１７５】
　もし、端末装置１に複数のＴＡＧが設定されているなら、上位層によって、セカンダリ
サービングセルにおけるＰＲＡＣＨ送信が、異なるＴＡＧに属する異なるサービングセル
のサブフレームのシンボルにおけるＳＲＳ送信と並行して送信することがリクエストされ
たとき、端末装置１は、そのシンボルのオーバーラップされたどこかの部分においてその
総送信電力がＰＣＭＡＸを超えるならば、そのＳＲＳ送信をドロップする。
【０１７６】
　もし、端末装置１に複数のＴＡＧが設定されているなら、上位層によって、セカンダリ
サービングセルにおけるＰＲＡＣＨ送信が、異なるＴＡＧに属する異なるサービングセル
のサブフレームにおけるＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ送信と並行して送信することがリクエス
トされたとき、端末装置１は、オーバーラップされた部分においてその総送信電力がＰＣ

ＭＡＸを超えないように、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨの送信電力を調整する。
【０１７７】
　次に、デュアルコネクティビティが設定されている場合のＣＧ内の電力配分について説
明する。下記に示すように、それぞれのＣＧにおいて、ＰＣＭＡＸ，ＣＧを超えるか否か
に基いて、ＣＧ内の各物理上りリンクチャネルの電力が決定される。
【０１７８】
　もし、端末装置１のあるＣＧにおける総送信電力がＰＣＭＡＸ，ＣＧを超えると思われ
る場合、端末装置１は、ＰＰＵＣＣＨ＝ｍｉｎ（ＰＰＵＣＣＨ，ＰＣＭＡＸ，ＣＧ）およ
びΣ（ｗＰＰＵＳＣＨ，ｃ）≦（ＰＣＭＡＸ，ＣＧ―ＰＰＵＣＣＨ）という条件を満たす
ように、そのＣＧにおけるサービングセルｃにおけるＰＰＵＳＣＨ，ｃをスケーリングす
る。すなわち、ＰＵＣＣＨの要求電力（最初の式の右辺のＰＰＵＣＣＨ）よりもそのＣＧ
の最大出力電力値が多い場合は、ＰＵＣＣＨの要求電力をＰＵＣＣＨの電力（最初の式の
左辺のＰＰＵＣＣＨすなわちＰＵＣＣＨの実際の電力値）としてセットし、ＰＵＣＣＨの
要求電力よりもそのＣＧの最大出力電力値が少ない／等しい場合は、そのＣＧの最大出力
電力値の全てをＰＵＣＣＨの電力としてセットする。ＰＵＣＣＨの電力をＰＣＭＡＸ，Ｃ

Ｇから差し引いた残りの電力を、ＰＵＳＣＨに割り当てる。このとき、必要に応じてスケ
ーリングを行う。そのＣＧにおけるＰＵＣＣＨ送信が無い場合は、ＰＰＵＣＣＨ＝０とす
る。なお、２番目の式の右辺のＰＰＵＣＣＨは最初の式で算出されたＰＰＵＣＣＨである
。
【０１７９】
　もし、端末１があるＣＧにおけるあるサービングセルｊでＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ送信
を行い、そのＣＧにおける残りのサービングセルのうちのいずれかでＵＣＩを含まないＰ
ＵＳＣＨ送信を行う場合であって、かつ、端末装置１のそのＣＧにおける総送信電力がＰ

ＣＭＡＸ，ＣＧを超えると思われる場合、端末装置１は、ＰＰＵＳＣＨ，ｊ＝ｍｉｎ（Ｐ
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ＰＵＳＣＨ，ｊ，（ＰＣＭＡＸ，ＣＧ―ＰＰＵＣＣＨ））およびΣ（ｗＰＰＵＳＣＨ，ｃ

）≦（ＰＣＭＡＸ，ＣＧ―ＰＰＵＳＣＨ，ｊ）という条件を満たすように、ＵＣＩを含ま
ないサービングセルｃにおけるＰＰＵＳＣＨ，ｃをスケーリングする。ただし、２番目の
式の左辺は、サービングセルｊ以外のサービングセルｃにおける総和である。なお、２番
目の式の右辺のＰＰＵＳＣＨ，ｊは最初の式で算出されたＰＰＵＳＣＨ，ｊである。
【０１８０】
　もし、あるＣＧにおいて、端末１がＰＵＣＣＨとあるサービングセルｊでＵＣＩを含む
ＰＵＳＣＨとの同時送信を行い、残りのサービングセルのうちのいずれかでＵＣＩを含ま
ないＰＵＳＣＨ送信を行う場合であって、かつ、端末装置１のそのＣＧにおける総送信電
力がＰＣＭＡＸ，ＣＧを超えると思われる場合、端末装置１は、ＰＰＵＣＣＨ＝ｍｉｎ（
ＰＰＵＣＣＨ，ＰＣＭＡＸ，ＣＧ）およびＰＰＵＳＣＨ，ｊ＝ｍｉｎ（ＰＰＵＳＣＨ，ｊ

，（ＰＣＭＡＸ，ＣＧ―ＰＰＵＣＣＨ））およびΣ（ｗＰＰＵＳＣＨ，ｃ）≦（ＰＣＭＡ

Ｘ，ＣＧ―ＰＰＵＣＣＨ―ＰＰＵＳＣＨ，ｊ）に基づいて、ＰＰＵＳＣＨ，ｃを得る。す
なわち、まずそのＣＧの最大出力電力からＰＵＣＣＨの電力をリザーブした上で、残りの
電力からＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの電力を算出する。このとき、ＰＵＣＣＨの要求電力よ
りもそのＣＧの最大出力電力が大きい場合は、ＰＵＣＣＨの要求電力をＰＵＣＣＨの送信
電力としてセットし、ＰＵＣＣＨの要求電力よりもそのＣＧの最大出力電力が小さい／等
しい場合は、そのＣＧの最大出力電力のＰＵＣＣＨの送信電力としてセットする。同様に
、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの要求電力よりも残りの電力が多い場合は、ＵＣＩを含むＰＵ
ＳＣＨの要求電力をＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの送信電力としてセットし、ＵＣＩを含むＰ
ＵＳＣＨの要求電力よりも残りの電力が少ない／等しい場合は、残りの電力の全てをＵＣ
Ｉを含むＰＵＳＣＨの送信電力としてセットする。ＰＵＣＣＨの電力とＵＣＩを含むＰＵ
ＳＣＨの電力を差し引いた残りの電力を、ＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨに割り当てる。こ
のとき、必要に応じてスケーリングを行う。
【０１８１】
　複数のＴＡＧが設定される場合の電力調整あるいはＳＲＳのドロップに関しては、デュ
アルコネクティビティが設定されていない場合と同様の処理を行ってもよい。この場合、
ＣＧ内の複数のＴＡＧに対して同様の処理を行うとともに、異なるＣＧにおける複数のＴ
ＡＧに対しても同様の処理を行うことが好ましい。あるいは、下記の処理を行ってもよい
。または、これらの両方を行ってもよい。
【０１８２】
　もし、端末装置１に１つのＣＧ内で複数のＴＡＧが設定されており、かつ、そのＣＧ内
の１つのＴＡＧにおけるあるサービングセルに対するサブフレームｉにおけるその端末装
置１のＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信が、そのＣＧ内の他のＴＡＧにおける異なるサービン
グセルに対するサブフレームｉ＋１のＰＵＳＣＨ送信の最初のシンボルの一部にオーバー
ラップするなら、その端末装置１は、オーバーラップされたどの部分においてもそのＣＧ
のＰＣＭＡＸ，ＣＧを超えないようにその総送信電力を調整する。
【０１８３】
　もし、端末装置１に１つのＣＧ内で複数のＴＡＧが設定されており、かつ、そのＣＧ内
の１つのＴＡＧにおけるあるサービングセルに対するサブフレームｉにおけるその端末装
置１のＰＵＳＣＨ送信が、そのＣＧ内の他のＴＡＧにおける異なるサービングセルに対す
るサブフレームｉ＋１のＰＵＣＣＨ送信の最初のシンボルの一部にオーバーラップするな
ら、その端末装置１は、オーバーラップされたどの部分においてもそのＣＧのＰＣＭＡＸ

，ＣＧを超えないようにその総送信電力を調整する。
【０１８４】
　もし、端末装置１に１つのＣＧ内で複数のＴＡＧが設定されており、かつ、そのＣＧ内
の１つのＴＡＧにおけるあるサービングセルに対するサブフレームｉの１つのシンボルに
おけるその端末装置１のＳＲＳ送信が、そのＣＧ内の他のＴＡＧにおける異なるサービン
グセルに対するサブフレームｉまたはサブフレームｉ＋１のＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信
にオーバーラップするなら、その端末装置１は、そのシンボルのオーバーラップされたど
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こかの部分においてその総送信電力がそのＣＧのＰＣＭＡＸ，ＣＧを超えるならば、その
ＳＲＳ送信をドロップする。
【０１８５】
　もし、端末装置１に１つのＣＧ内で複数のＴＡＧおよび２つより多いサービングセルが
設定されており、かつ、そのＣＧ内のあるサービングセルに対するサブフレームｉの１つ
のシンボルにおけるその端末装置１のＳＲＳ送信が、そのＣＧ内の異なるサービングセル
に対するサブフレームｉのＳＲＳ送信およびそのＣＧ内の異なるサービングセルに対する
サブフレームｉまたはサブフレームｉ＋１のＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信にオーバーラッ
プするなら、その端末装置１は、そのシンボルのオーバーラップされたどこかの部分にお
いてその総送信電力がそのＣＧのＰＣＭＡＸ，ＣＧを超えるならば、そのＳＲＳ送信をド
ロップする。
【０１８６】
　もし、端末装置１に１つのＣＧ内で複数のＴＡＧが設定されているなら、上位層によっ
て、そのＣＧ内のセカンダリサービングセルにおけるＰＲＡＣＨ送信が、そのＣＧ内の異
なるＴＡＧに属する異なるサービングセルのサブフレームのシンボルにおけるＳＲＳ送信
と並行して送信することがリクエストされたとき、端末装置１は、そのシンボルのオーバ
ーラップされたどこかの部分においてその総送信電力がそのＣＧのＰＣＭＡＸ，ＣＧを超
えるならば、そのＳＲＳ送信をドロップする。
【０１８７】
　もし、端末装置１に１つのＣＧ内で複数のＴＡＧが設定されているなら、上位層によっ
て、そのＣＧ内のセカンダリサービングセルにおけるＰＲＡＣＨ送信が、そのＣＧ内の異
なるＴＡＧに属する異なるサービングセルのサブフレームにおけるＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣ
Ｈ送信と並行して送信することがリクエストされたとき、端末装置１は、オーバーラップ
された部分においてその総送信電力がそのＣＧのＰＣＭＡＸ，ＣＧを超えないように、Ｐ
ＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨの送信電力を調整する。
【０１８８】
　このように、デュアルコネクティビティが設定された場合においても、セルグループの
間で、効率的に送信電力の制御を行うことができる。
【０１８９】
　なお、上記実施形態では、各ＰＵＳＣＨ送信に要求される電力値は、上位層により設定
されるパラメータ、リソースアサインメントによってそのＰＵＳＣＨ送信に割り当てられ
たＰＲＢ数によって決まる調整値、下りリンクパスロスおよびそれに乗算される係数、Ｕ
ＣＩに適用されるＭＣＳのオフセットを示すパラメータによって決まる調整値、ＴＰＣコ
マンドに基づく値などに基づいて算出されるものとして説明した。また各ＰＵＣＣＨ送信
に要求される電力値は、上位層により設定されるパラメータ、下りリンクパスロス、その
ＰＵＣＣＨで送信されるＵＣＩによって決まる調整値、ＰＵＣＣＨフォーマットによって
決まる調整値。そのＰＵＣＣＨの送信に用いられるアンテナポート数によって決まる調整
値、ＴＰＣコマンドに基づく値などに基づいて算出されるものとして説明した。しかしな
がら、これに限るものではない。要求される電力値に対して上限値を設け、上記パラメー
タに基づく値と上限値（例えば、サービングセルｃにおける最大出力電力値であるＰＣＭ

ＡＸ，ｃ）との間の最小値を、要求される電力値として用いることもできる。
【０１９０】
　なお、上記実施形態では、サービングセルをコネクティビティグループにグループ化す
る場合について説明したが、これに限るものではない。例えば、複数のサービングセルに
おいて、下りリンク信号のみをグループ化したり、上りリンク信号のみをグループ化した
りすることができる。この場合、コネクティビティ識別子は下りリンク信号あるいは上り
リンク信号に対して設定される。また、下りリンク信号と上りリンク信号とを個別にグル
ープ化することができる。この場合、コネクティビティ識別子は下りリンク信号と上りリ
ンク信号に対してそれぞれ個別に設定される。あるいは、下りリンクコンポーネントキャ
リアをグループ化したり、上りリンクコンポーネントキャリアをグループ化したりするこ
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とができる。この場合、コネクティビティ識別子は各コンポーネントキャリアに対してそ
れぞれ個別に設定される。
【０１９１】
　また、上記各実施形態では、コネクティビティグループを用いて説明したが、必ずしも
同一の基地局装置（送信点）により提供されるサービングセルの集合をコネクティビティ
グループで規定する必要はない。コネクティビティグループに替えて、コネクティビティ
識別子やセルインデクスを用いて規定することもできる。例えば，コネクティビティ識別
子で規定する場合、上記各実施形態におけるコネクティビティグループは、同一のコネク
ティビティ識別子の値を持つサービングセルの集合と言い換えることができる。あるいは
、セルインデクスで規定する場合、上記各実施形態におけるコネクティビティグループは
、セルインデクスの値が所定値（あるいは所定範囲）であるサービングセルの集合と言い
換えることができる。
【０１９２】
　また、上記各実施形態では、プライマリセルやＰＳセルという用語を用いて説明したが
、必ずしもこれらの用語を用いる必要はない。例えば、上記各実施形態におけるプライマ
リセルをマスターセルと呼ぶこともできるし、上記各実施形態におけるＰＳセルをプライ
マリセルと呼ぶこともできる。
【０１９３】
　本発明に関わる基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２、および端末装置１で動作
するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Ｃｅ
ｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等を制御するプログラム（コンピュータ
を機能させるプログラム）であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、
その処理時に一時的にＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）に蓄積され
、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの各種ＲＯＭ
やＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって
読み出し、修正・書き込みが行われる。
【０１９４】
　尚、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置２－１あるいは基地局装置２－
２の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現
するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒
体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって
実現しても良い。
【０１９５】
　尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置１、又は基地局装置２－１あ
るいは基地局装置２－２に内蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等
のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは
、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピ
ュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０１９６】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても
良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０１９７】
　また、上述した実施形態における基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、複数
の装置から構成される集合体（装置グループ）として実現することもできる。装置グルー
プを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置２－１あるいは基地局
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装置２－２の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グ
ループとして、基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２の一通りの各機能または各機
能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置１は、集合体
としての基地局装置と通信することも可能である。
【０１９８】
　また、上述した実施形態における基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、ＥＵ
ＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）であってもよい。また、上述した実施形態における基
地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、ｅＮｏｄｅＢに対する上位ノードの機能の
一部または全部を有してもよい。
【０１９９】
　また、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置２－１あるいは基地局装置２
－２の一部、又は全部を典型的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよいし、チッ
プセットとして実現してもよい。端末装置１、基地局装置２－１あるいは基地局装置２－
２の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化
してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで
実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出
現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
【０２００】
　また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例としてセルラー移動局
装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据
え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、ＡＶ機器、キッチン機器、掃除・洗濯
機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通
信装置にも適用出来る。
【０２０１】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果
を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２０２】
　本発明の一態様は、バックホール速度によらず効率的に通信を行うことが必要な端末装
置、基地局装置、および通信方法などに適用することができる。
【符号の説明】
【０２０３】
５０１　上位層
５０２　制御部
５０３　コードワード生成部
５０４　下りリンクサブフレーム生成部
５０５　下りリンク参照信号生成部
５０６　ＯＦＤＭ信号送信部
５０７　送信アンテナ
５０８　受信アンテナ
５０９　ＳＣ－ＦＤＭＡ信号受信部
５１０　上りリンクサブフレーム処理部
５１１　上りリンク制御情報抽出部
６０１　受信アンテナ
６０２　ＯＦＤＭ信号受信部
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６０３　下りリンクサブフレーム処理部
６０４　下りリンク参照信号抽出部
６０５　トランスポートブロック抽出部
６０６、１００６　制御部
６０７、１００７　上位層
６０８　チャネル状態測定部
６０９、１００９　上りリンクサブフレーム生成部
６１０　上りリンク制御情報生成部
６１１、６１２、１０１１　ＳＣ－ＦＤＭＡ信号送信部
６１３、６１４、１０１３　送信アンテナ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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