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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライマリセル及びセコンダリーセルが集成される搬送波集成システムにおいてＡＣＫ
／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄ
ｇｅｍｅｎｔ）を送信する方法であって、前記方法は、端末により実行され、前記方法は
、
　前記セコンダリーセルのサブフレームｎ－ｋにおいてデータを受信することと、
　前記プライマリセルのサブフレームｎにおいて前記データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号を送信することと
　を含み、
　前記プライマリセルは、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）フレー
ムを使用し、
　前記セコンダリーセルは、ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌ
ｅｘ）フレームを使用し、
　前記プライマリセルに対するＵＬ－ＤＬ構成が以下の＜表１＞に含まれたＵＬ－ＤＬ構
成のうちの１つである場合に、前記サブフレームｎ及び前記ｋは、以下の＜表２＞に従っ
て構成され、Ｄは、ダウンリンクサブフレームを示し、Ｓは、特殊サブフレームを示し、
Ｕは、アップリンクサブフレームを示し、
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【表１】

【表２】

　前記ｋは、前記＜表２＞に従って前記サブフレームｎに対して定義された集合のいずれ
か１つの要素である、方法。
【請求項２】
　前記プライマリセルに対するＵＬ－ＤＬ構成は、以下の表に含まれたＵＬ－ＤＬ構成の
うちの１つであり、

【表３】

　Ｄは、ダウンリンクサブフレームを示し、Ｓは、特殊サブフレームを示し、Ｕは、アッ
プリンクサブフレームを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記プライマリセルは、基地局との初期連結確立過程または連結再確立過程を遂行する
セルである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　プライマリセル及びセコンダリーセルが集成される搬送波集成システムにおいてＡＣＫ
／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄ
ｇｅｍｅｎｔ）を送信する装置であって、前記装置は、
　無線信号を送信及び受信する無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットと動作可能に連結されたプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　前記セコンダリーセルのサブフレームｎ－ｋにおいてデータを受信することと、
　前記プライマリセルのサブフレームｎにおいて前記データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号を送信することと
　を実行し、
　前記プライマリセルは、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）フレー
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ムを使用し、
　前記セコンダリーセルは、ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌ
ｅｘ）フレームを使用し、
　前記プライマリセルに対するＵＬ－ＤＬ構成が以下の＜表１＞に含まれたＵＬ－ＤＬ構
成のうちの１つである場合に、前記サブフレームｎ及び前記ｋは、以下の＜表２＞に従っ
て構成され、Ｄは、ダウンリンクサブフレームを示し、Ｓは、特殊サブフレームを示し、
Ｕは、アップリンクサブフレームを示し、
【表４】

【表５】

　前記ｋは、前記＜表２＞に従って前記サブフレームｎに対して定義された集合のいずれ
か１つの要素である、装置。
【請求項５】
　前記プライマリセルに対するＵＬ－ＤＬ構成は、以下の表に含まれたＵＬ－ＤＬ構成の
うちの１つであり、

【表６】

　Ｄは、ダウンリンクサブフレームを示し、Ｓは、特殊サブフレームを示し、Ｕは、アッ
プリンクサブフレームを示す、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記プライマリセルは、基地局との初期連結確立過程または連結再確立過程を遂行する
セルである、請求項４に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおける互いに異なる周波
数帯域の搬送波を集成する方法及び装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　最近、搬送波集成システム（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ
）が注目されている。搬送波集成システムは、無線通信システムが広帯域をサポートしよ
うとする時に目標とする広帯域より小さい帯域幅を有する１つ以上の要素搬送波（ｃｏｍ
ｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ：ＣＣ）を集めて広帯域を構成するシステムを意味する。
搬送波集成システムにおいて、要素搬送波という用語の代わりにサービングセル（ｓｅｒ
ｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）という用語を使用することもある。ここで、サービングセルはダウ
ンリンク要素搬送波（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ：ＤＬ　
ＣＣ）及びアップリンク要素搬送波（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅ
ｒ：ＵＬ　ＣＣ）のような２つの要素搬送波の対（ｐａｉｒ）で構成されるか、またはＤ
Ｌ　ＣＣだけで構成される。搬送波集成システムは複数のサービングセルが１つの端末に
設定されるシステムである。
【０００３】
　従来、搬送波集成システムでは同一な方式の要素搬送波のみを集成することを考慮した
。即ち、ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）方式により動
作する要素搬送波を集成するか、またはＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌ
ｅｘ）方式により動作する要素搬送波を集成することを考慮した。特に、ＴＤＤの場合、
集成される要素搬送波は同一なＵＬ－ＤＬ設定（ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を使用することを仮定した。ＵＬ－ＤＬ設定は複数のサブフレ
ームで構成されるフレーム内で各サブフレームがＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）サブフレーム、Ｄ
Ｌ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）サブフレームのうち、どれに使われるかを知らせるものである。
【０００４】
　ところで、将来の無線通信システムでは上記の考慮事項を制限する必要がないことがあ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が達成しようとする技術的課題は、無線通信システムにおける搬送波集成方法及
び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、無線通信システムにおける搬送波を集成する方法は、第１搬
送波を設定し、及び上記第１搬送波に追加して第２搬送波を設定し、かつ上記第１搬送波
はフレーム内にアップリンクサブフレーム及びダウンリンクサブフレームが互いに異なる
時間に位置するＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）搬送波であり、上
記第２搬送波はダウンリンクサブフレームのみで構成されるダウンリンク専用搬送波であ
ることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の他の態様によれば、無線通信システムにおける搬送波を集成する装置は、無線
信号を送信及び受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部、及び上記ＲＦ部と
連結されるプロセッサを含み、かつ上記プロセッサは第１搬送波を設定し、及び上記第１
搬送波に追加して第２搬送波を設定し、かつ上記第１搬送波はフレーム内にアップリンク
サブフレーム及びダウンリンクサブフレームが互いに異なる時間に位置するＴＤＤ（ｔｉ
ｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）搬送波であり、上記第２搬送波はダウンリンク
サブフレームのみで構成されるダウンリンク専用搬送波であることを特徴とする。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおける搬送波を集成する方法であって、
　第１搬送波を設定し、及び、
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　前記第１搬送波に追加して第２搬送波を設定し、かつ、
　前記第１搬送波はフレーム内にアップリンクサブフレーム及びダウンリンクサブフレー
ムが互いに異なる時間に位置するＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）
搬送波であり、
　前記第２搬送波はダウンリンクサブフレームのみで構成されるダウンリンク専用搬送波
であることを特徴とする、方法。
（項目２）
　前記第１搬送波及び前記第２搬送波の各々に対するアップリンク－ダウンリンク設定（
ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ：ＵＬ－ＤＬ設定）を受
信し、かつ前記ＵＬ－ＤＬ設定はフレーム内に含まれるサブフレームの各々がダウンリン
クサブフレームか、アップリンクサブフレームかを指示することを特徴とする、項目１に
記載の方法。
（項目３）
　前記第２搬送波に対するＵＬ－ＤＬ設定はフレーム内の全てのサブフレームがダウンリ
ンクサブフレームであることを指示することを特徴とする、項目２に記載の方法。
（項目４）
　前記第２搬送波に対するアップリンク－ダウンリンク設定（ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ：ＵＬ－ＤＬ設定）及び切換情報を受信し、かつ前
記ＵＬ－ＤＬ設定は前記第２搬送波のフレーム内に含まれるサブフレームの各々がダウン
リンクサブフレームか、アップリンクサブフレームかを指示し、前記切換情報は前記フレ
ーム内のアップリンクサブフレームをダウンリンクサブフレームに切り替えることを指示
する情報であることを特徴とする、項目１に記載の方法。
（項目５）
　前記第２搬送波は、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）フォーマッ
トまたはＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）フォーマット
のうち、いずれか１つを使用することを特徴とする、項目１に記載の方法。
（項目６）
　前記ＴＤＤフォーマットは、前記ＴＤＤ搬送波と同一な位置で同期化信号及びブロード
キャスト（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）チャンネルを転送するフォーマットであることを特徴と
する、項目５に記載の方法。
（項目７）
　前記ＦＤＤフォーマットは、ダウンリンクサブフレームとアップリンクサブフレームが
互いに異なる周波数帯域に位置するＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄ
ｕｐｌｅｘ）搬送波と同一な位置で同期化信号及びブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔ）チャンネルを転送するフォーマットであることを特徴とする、項目５に記載の方法。
（項目８）
　フレーム構造指示情報を受信し、かつ、
　前記フレーム構造指示情報は、前記第２搬送波がＴＤＤフォーマット及びＦＤＤフォー
マットのうち、どのフォーマットを使用するかを知らせることを特徴とする、項目５に記
載の方法。
（項目９）
　前記第２搬送波のダウンリンクサブフレームで受信したデータユニットに対するＡＣＫ
／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｏｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎ
ｔ）は、前記第１搬送波のアップリンクサブフレームで転送されることを特徴とする、項
目１に記載の方法。
（項目１０）
　前記第２搬送波のダウンリンクサブフレームｎで受信したデータユニットに対するＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫは、前記第１搬送波のダウンリンクサブフレームｎで受信したデータユニッ
トに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが転送されるアップリンクサブフレームで転送されることを
特徴とする、項目９に記載の方法。
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（項目１１）
　前記第２搬送波のダウンリンクサブフレームのうち、前記第１搬送波のアップリンクサ
ブフレームと重なる第１ダウンリンクサブフレームで受信したデータユニットに対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫは、前記第１ダウンリンクサブフレームで４サブフレームの以後に位置す
る第１搬送波のアップリンクサブフレームのうち、最も先に位置する第１アップリンクサ
ブフレームまたはその次に位置する第２アップリンクサブフレームで転送されることを特
徴とする、項目９に記載の方法。
（項目１２）
　前記第１アップリンクサブフレームで転送されるＡＣＫ／ＮＡＣＫのビット数が許容さ
れる最大値より大きい場合、前記第２アップリンクサブフレームで転送されることを特徴
とする、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　前記自分の１搬送波は、基地局との最初連結確立過程または連結再確立過程を遂行する
プライマリセル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）に含まれることを特徴とする、項目１に記
載の方法。
（項目１４）
　前記第２搬送波は、前記プライマリセルに追加されるセコンダリーセル（ｓｅｃｏｎｄ
ａｒｙ　ｃｅｌｌ）であることを特徴とする、項目１３に記載の方法。
（項目１５）
　前記第２搬送波の周波数帯域は、前記第１搬送波の周波数帯域に使われない周波数帯域
であることを特徴とする、項目１に記載の方法。
（項目１６）
　無線通信システムにおける搬送波を集成する装置であって、
　無線信号を送信及び受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部、及び、
　前記ＲＦ部と連結されるプロセッサを含み、かつ、
　前記プロセッサは第１搬送波を設定し、及び前記第１搬送波に追加して第２搬送波を設
定し、かつ前記第１搬送波はフレーム内にアップリンクサブフレーム及びダウンリンクサ
ブフレームが互いに異なる時間に位置するＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐ
ｌｅｘ）搬送波であり、
　前記第２搬送波はダウンリンクサブフレームのみで構成されるダウンリンク専用搬送波
であることを特徴とする、装置。
【発明の効果】
【０００８】
　無線通信システムにおいて、既存に定義された搬送波と逆互換性を有しない新たなタイ
プの搬送波を導入する場合にも搬送波集成を効率よく遂行することができる。また、搬送
波集成に従うＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ＦＤＤ無線フレームの構造を示す。
【図２】ＴＤＤ無線フレームの構造を示す。
【図３】１つのダウンリンクスロットに対する資源グリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉ
ｄ）の一例を示す。
【図４】ダウンリンク（ＤＬ）サブフレーム構造を示す。
【図５】アップリンクサブフレームの構造を示す。
【図６】従来のＦＤＤフレーム内で同期化信号転送のためのフレーム構造を示す。
【図７】論理領域における２つのシーケンスが物理領域でインターリービングされてマッ
ピングされることを示す。
【図８】従来のＴＤＤフレームで同期化信号を転送するフレーム構造の例を示す。
【図９】単一搬送波システムと搬送波集成システムとの比較例である。
【図１０】ＤＬ専用搬送波を例示する。
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【図１１】ＤＬ専用搬送波を設定する他の例である。
【図１２】ＵＬ専用搬送波を例示する。
【図１３】方法１及び方法４を結合した場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングを示す。
【図１４】本発明の実施形態が具現される無線機器を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）は固定されるか、または移動性を有する
ことができ、ＭＳ（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉ
ｎａｌ）、ＵＴ（ｕｓｅｒ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａ
ｔｉｏｎ）、無線機器（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ
　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線モデム（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｍｏｄｅｍ
）、携帯機器（ｈａｎｄｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ）など、他の用語と呼ばれることができ
る。
【００１１】
　基地局は一般的に端末と通信する固定された地点（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）をい
い、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅ
ｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）など、他の用語と
呼ばれることができる。
【００１２】
　基地局から端末への通信をダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ：ＤＬ）、端末から基地局
への通信をアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）と称する。基地局及び端末を含む無線通
信システムは、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）システムまたはＦ
ＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）システムでありうる。Ｔ
ＤＤシステムは、同一周波数帯域で互いに異なる時間を使用してアップリンク及びダウン
リンク送受信を遂行する無線通信システムである。ＦＤＤシステムは、互いに異なる周波
数帯域を使用して同時にアップリンク及びダウンリンク送受信可能な無線通信システムで
ある。無線通信システムは、無線フレームを使用して通信を遂行することができる。
【００１３】
　図１は、ＦＤＤ無線フレームの構造を示す。
【００１４】
　ＦＤＤ無線フレーム（ＦＤＤ　ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ：以下、ＦＤＤフレームと略称
）は１０個のサブフレームを含み、１つのサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）は２つの連
続的なスロット（ｓｌｏｔ）を含む。ＦＤＤフレーム内に含まれるスロットは０～１９の
インデックスが付けられる。１つのサブフレームの転送にかかる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）といい、ＴＴＩは最小スケジューリン
グ単位（ｍｉｎｉｍｕｍ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｕｎｉｔ）でありうる。例えば、１つ
のサブフレームの長さは１ｍｓであり、１つのスロットの長さは０．５ｍｓでありうる。
無線フレームの長さをＴｆとすれば、Ｔｆ＝３０７２００Ｔｓ＝１０ｍｓ（ｍｉｌｉ－ｓ
ｅｃｏｎｄ）でありうる。
【００１５】
　図２は、ＴＤＤ無線フレームの構造を示す。
【００１６】
　図２を参照すると、ＴＤＤ無線フレーム（以下、ＴＤＤフレーム）も１０個のサブフレ
ームを含む。ＴＤＤフレームは、ＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）サブフレーム、ＤＬ（ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ）サブフレーム、及び特殊サブフレーム（ｓｐｅｃｉａｌ　ｓｕｂｆｒａｍｅ：Ｓ
サブフレーム）を含む。ＴＤＤフレームのサブフレームに対してインデックスが０から付
けられるとする時、インデックス＃１とインデックス＃６を有するサブフレームは特殊サ
ブフレームでありうるが、特殊サブフレームはダウンリンクパイロット時間スロット（Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ：ＤｗＰＴＳ）、保護区間（Ｇｕａｒ
ｄ　Ｐｅｒｉｏｄ：ＧＰ）及びアップリンクパイロット時間スロット（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐ
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ｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ：ＵｐＰＴＳ）を含む。ＤｗＰＴＳは、端末での初期セル
探索、同期化、またはチャンネル推定に使われる。ＵｐＰＴＳは、基地局でのチャンネル
推定と端末の上向き転送同期を合せることに使われる。ＧＰは、アップリンクとダウンリ
ンクとの間にダウンリンク信号の多重経路遅延によりアップリンクで生じる干渉を除去す
るための区間である。ＧＰ及びＵｐＰＴＳは、時間ギャップ（ｔｉｍｅ　ｇａｐ）役割を
遂行する。
【００１７】
　前述したように、ＴＤＤフレームにはＤＬ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）サブフレームとＵＬ（
Ｕｐｌｉｎｋ）サブフレームとが共存する。＜表１＞はＴＤＤフレームのＵＬ－ＤＬ設定
（ＵＬ－ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）の一例を示す。
【００１８】
【表１】

【００１９】
　＜表１＞で、‘Ｄ’はＤＬサブフレーム、‘Ｕ’はＵＬサブフレーム、‘Ｓ’は特殊サ
ブフレームを示す。基地局からＵＬ－ＤＬ設定を受信すれば、端末はＴＤＤフレームで各
サブフレームがＤＬサブフレーム（または、Ｓサブフレーム）またはＵＬサブフレームで
あるかが分かる。
【００２０】
　図３は、１つのダウンリンクスロットに対する資源グリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒ
ｉｄ）の一例を示す。
【００２１】
　図３を参照すると、ダウンリンクスロットは時間領域で複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇ
ｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボ
ルを含み、周波数領域でＮＲＢ個の資源ブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ
）を含む。資源ブロックは、資源割当単位で時間領域で１つのスロット、周波数領域で複
数の連続する副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）を含む。ダウンリンクスロットに含まれ
る資源ブロックの数ＮＲＢはセルで設定されるダウンリンク転送帯域幅（ｂａｎｄｗｉｄ
ｔｈ）に従属する。例えば、ＬＴＥシステムでＮＲＢは６から１１０のうち、いずれか１
つでありうる。アップリンクスロットの構造も上記ダウンリンクスロットの構造と同一で
ありうる。
【００２２】
　資源グリッド上の各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）を資源要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍ
ｅｎｔ：ＲＥ）という。資源グリッド上の資源要素は、スロット内のインデックス対（ｐ
ａｉｒ）（ｋ、ｌ）により識別できる。ここで、ｋ（ｋ＝０，．．．，ＮＲＢ×１２－１
）は周波数領域内の副搬送波インデックスであり、ｌ（ｌ＝０，．．．，６）は時間領域
内のＯＦＤＭシンボルインデックスである。
【００２３】
　図３では、１つの資源ブロックが時間領域で７ＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２副
搬送波で構成されて７×１２資源要素を含むことを例示的に記述するが、資源ブロック内
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のＯＦＤＭシンボルの数と副搬送波の数はこれに制限されるものではない。ＯＦＤＭシン
ボルの数と副搬送波の数は、ＣＰの長さ、周波数間隔（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｐａｃｉ
ｎｇ）などによって多様に変更できる。例えば、ＣＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）の
長さが拡張ＣＰ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ）の場合、資源ブロックは６ＯＦＤＭシンボル
を含む。１つのＯＦＤＭシンボルで副搬送波の数は１２８、２５６、５１２、１０２４、
１５３６、及び２０４８のうちの１つを選定して使用することができる。
【００２４】
　図４は、ダウンリンク（ＤＬ）サブフレーム構造を示す。
【００２５】
　図４を参照すると、ＤＬ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）サブフレームは、時間領域で制御領域（
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ）とデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ）とに分けられ
る。制御領域は、サブフレーム内の最初のスロットの先の最大３個（場合によって最大４
個）のＯＦＤＭシンボルを含むが、制御領域に含まれるＯＦＤＭシンボルの個数は変わる
ことができる。制御領域にはＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）及び他の制御チャンネルが割り当てられ、データ領域にはＰ
ＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）、Ｐ
ＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割当できる。
【００２６】
　サブフレームの最初のＯＦＤＭシンボルで転送されるＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、サブフレ
ーム内で制御チャンネルの転送に使われるＯＦＤＭシンボルの数（即ち、制御領域のサイ
ズ）に関するＣＦＩ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を運ぶ。端
末は先にＰＣＦＩＣＨ上にＣＦＩを受信した後、ＰＤＣＣＨをモニターリングする。ＰＤ
ＣＣＨとは異なり、ＰＣＦＩＣＨはブラインドデコーディングを使用せず、サブフレーム
の固定されたＰＣＦＩＣＨ資源を通じて転送される。
【００２７】
　ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）は制御領域で転送され、アップリンクＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）のためのＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅ
ｎｔ）／ＮＡＣＫ（ｎｏｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を運ぶ。端末により
転送されるＰＵＳＣＨ上のＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は
ＰＨＩＣＨ上に転送される。
【００２８】
　ＰＤＣＣＨを介して転送される制御情報をダウンリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：ＤＣＩ）という。ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨの資
源割当（これをＤＬグラント（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、ＰＵＳＣＨ
の資源割当（これをＵＬグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、任意のＵＥ
グループ内の個別ＵＥに対する転送パワー制御命令の集合及び／又はＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃ
ｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の活性化を含むことができる。
【００２９】
　基地局は、端末に送ろうとするＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定した後、
ＤＣＩにＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）を付けて、ＰＤＣ
ＣＨの所有者（ｏｗｎｅｒ）や用途によって固有な識別子（これをＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）という）をＣＲＣにマ
スキングする。
【００３０】
　特定の端末のためのＰＤＣＣＨであれば、端末の固有識別子、例えばＣ－ＲＮＴＩ（Ｃ
ｅｌｌ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングできる。または、ページングメッセージのため
のＰＤＣＣＨであれば、ページング指示識別子、例えばＰ－ＲＮＴＩ（Ｐａｇｉｎｇ－Ｒ
ＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングできる。システム情報のためのＰＤＣＣＨであれば、シス
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テム情報識別子、ＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ＲＮＴＩ）
がＣＲＣにマスキングできる。端末のランダムアクセスプリアンブルの転送に対する応答
であるランダムアクセス応答を指示するためにＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅ
ｓｓ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングできる。Ｃ－ＲＮＴＩが使われればＰＤＣＣＨは
該当する特定端末のための制御情報（これを端末特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）制御情
報という）を運び、他のＲＮＴＩが使われればＰＤＣＣＨはセル内の全ての、または複数
の端末が受信する公用（ｃｏｍｍｏｎ）制御情報を運ぶ。
【００３１】
　基地局は、ＣＲＣが付加されたＤＣＩをエンコーディングして符号化されたデータ（ｃ
ｏｄｅｄ　ｄａｔａ）を生成する。上記エンコーディングは、チャンネルエンコーディン
グとレートマッチング（ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ）を含む。その後、基地局は符号化
されたデータを変調して変調シンボルを生成し、変調シンボルを物理的なＲＥ（ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）にマッピングして転送する。
【００３２】
　データ領域で転送されるＰＤＳＣＨはダウンリンクデータチャンネルである。ＰＤＳＣ
Ｈを介してシステム情報、データなどが転送できる。そして、ＰＢＣＨは端末が基地局と
通信することに必須なシステム情報を運び、ＰＢＣＨを介して転送されるシステム情報を
ＭＩＢ（ｍａｓｔｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）という。これと比較して
、ＰＤＣＣＨにより指示されるＰＤＳＣＨ上に転送されるシステム情報をＳＩＢ（ｓｙｓ
ｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）という。
【００３３】
　図５は、アップリンクサブフレームの構造を示す。
【００３４】
　図５を参照すると、アップリンクサブフレームは周波数領域でアップリンク制御情報を
運ぶＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
が割り当てられる制御領域（ｒｅｇｉｏｎ）とユーザデータ及び／又は制御情報を運ぶＰ
ＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当
てられるデータ領域とに分けられる。
【００３５】
　ＰＵＣＣＨは、サブフレームでＲＢ対（ｐａｉｒ）で割り当てられる。ＲＢ対に属する
ＲＢは第１スロットと第２スロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。
【００３６】
　図６は、従来のＦＤＤフレーム内で同期化信号転送のためのフレーム構造を示す。スロ
ット番号及びサブフレーム番号は０から始まる。
【００３７】
　同期化信号（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）は、セル探索を遂行す
る時に使われる信号であって、ＰＳＳ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏ
ｎ　ｓｉｇｎａｌ）とＳＳＳ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　
ｓｉｇｎａｌ）がある。
【００３８】
　同期化信号は、ＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）間の測定
（ｉｎｔｅｒ－ＲＡＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）の容易性のためにＧＳＭ（登録商標）
（ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）
フレーム長さである４．６ｍｓを考慮してサブフレーム０番とサブフレーム５番で各々転
送されることができ、フレームに対する境界はＳＳＳを通じて検出可能である。より詳し
くは、ＦＤＤシステムではＰＳＳは０番目スロット、１０番目スロットの最後のＯＦＤＭ
シンボルで転送され、ＳＳＳはＰＳＳ直前のＯＦＤＭシンボルで転送される。同期化信号
は３個のＰＳＳと１６８個のＳＳＳとの組合により総５０４個の物理階層セル識別子（ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）のうち、いずれか１つを転送することができる。ＰＢ
ＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、１番目スロットの
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最初４個のＯＦＤＭシンボルで転送される。同期化信号及びＰＢＣＨはシステム帯域幅内
の中の６ＲＢ内で転送されて、転送帯域幅に関わらず端末が検出あるいは復号できるよう
にする。ＰＳＳが転送される物理チャンネルをＰ－ＳＣＨ、ＳＳＳが転送される物理チャ
ンネルをＳ－ＳＣＨと称する。
【００３９】
　同期化信号の転送ダイバーシティ方式は単一アンテナポート（ｓｉｎｇｌｅ　ａｎｔｅ
ｎｎａ　ｐｏｒｔ）のみを使用し、標準では別に定義しない。即ち、単一アンテナ転送あ
るいは端末に透明な（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ）転送方式（例えば、ＰＶＳ（ｐｒｅｃｏ
ｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）、ＴＳＴＤ（ｔｉｍｅ　ｓｗｉｔｃｈｅ
ｄ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、ＣＤＤ（ｃｙｃｌｉｃ　ｄｅｌａｙ　ｄ
ｉｖｅｒｓｉｔｙ））を使用することができる。
【００４０】
　ＰＳＳにおいて、長さ６３のＺＣ（Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ）シーケンスを周波数領域で
定義してＰＳＳのシーケンスに使用する。ＺＣシーケンスは、＜式１＞により定義され、
ＤＣ副搬送波に該当するシーケンス要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）、即ちｎ＝３１は穿孔（ｐｕ
ｎｃｔｕｒｉｎｇ）する。＜式１＞で、Ｎｚｃ＝６３である。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　６ＲＢ（＝７２副搬送波）のうち、９（＝７２－６３）個の残る副搬送波は常に０の値
で転送し、同期遂行のためのフィルタ設計に容易性をもたらす。総３個のＰＳＳを定義す
るために、＜式１＞で、ｕ＝２５、２９、そして３４の値を使用する。この際、２９と３
４は共役対称（ｃｏｎｊｕｇａｔｅ　ｓｙｍｍｅｔｒｙ）関係を有しているので、２つの
相関（ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）を同時に遂行することができる。ここで、共役対称は次
の＜式２＞の関係を意味し、この特性を用いてｕ＝２９と３４に対するワンショット相関
器（ｏｎｅ－ｓｈｏｔ　ｃｏｒｒｅｌａｔｏｒ）の具現が可能であるので、全体的な演算
量を約３３．３％減少させることができる。
【００４３】
【数２】

【００４４】
　ＳＳＳのために使われるシーケンスは長さ３１の２つのｍ－シーケンスをインターリー
ビングして使用する。ＳＳＳは、２つのシーケンスを組み合わせて総１６８セルグループ
識別子（ｃｅｌｌ　ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）のうち、いずれか１つを転送することができる。
ＳＳＳのシーケンスとして使われるｍ－シーケンスは、周波数選択的環境で剛健であり、
高速アダマール変換（Ｆａｓｔ　Ｈａｄａｍａｒｄ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を用いた高速
ｍ－シーケンス変換により演算量を減らすことができる。また、２つの短い符号（ｓｈｏ
ｒｔ　ｃｏｄｅ）、即ち２つのｍ－シーケンスでＳＳＳを構成することは端末の演算量を
減らすために提案された。
【００４５】
　図７は、論理領域での２つのシーケンスが物理領域でインターリービングされてマッピ
ングされることを示す。
【００４６】
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　図７を参照すると、ＳＳＳ符号の生成のために使われる２つのｍ－シーケンスを各々Ｓ
１、Ｓ２と定義する時、サブフレーム０のＳＳＳが（Ｓ１、Ｓ２）２組合でセルグループ
識別子を転送すれば、サブフレーム５のＳＳＳは（Ｓ２、Ｓ１）に交換（ｓｗａｐｐｉｎ
ｇ）して転送することによって、１０ｍｓフレーム境界を区分できるようになる。この際
、使われるＳＳＳ符号はｘ５＋ｘ２＋１の生成多項式を使用し、互いに異なる循環遷移（
ｃｉｒｃｕｌａｒ　ｓｈｉｆｔ）により総３１個の符号を生成することができる。
【００４７】
　受信性能を向上させるために、ＰＳＳ基盤（ＰＳＳ－ｂａｓｅｄ）の互いに異なる２つ
のシーケンスを定義して、ＳＳＳにスクランブリングし、かつＳ１とＳ２に互いに異なる
シーケンスでスクランブリングする。その後、Ｓ１基盤（Ｓ１－ｂａｓｅｄ）のスクラン
ブリング符号を定義して、Ｓ２にスクランブリングを遂行する。この際、ＳＳＳの符号は
５ｍｓ単位で交換されるが、ＰＳＳ基盤のスクランブリング符号は交換されない。ＰＳＳ
基盤のスクランブリング符号はｘ５＋ｘ３＋１の生成多項式から生成されたｍ－シーケン
スでＰＳＳインデックスによって６個の循環遷移バージョンで定義し、Ｓ１基盤のスクラ
ンブリング符号はｘ５＋ｘ４＋ｘ２＋ｘ１＋１の多項式から生成されたｍ－シーケンスで
Ｓ１のインデックスによって８個の循環遷移バージョンで定義することができる。
【００４８】
　図８は、従来のＴＤＤフレームで同期化信号を転送するフレーム構造の例を示す。
【００４９】
　ＴＤＤフレームでは、ＰＳＳが３番目スロット及び１３番目スロットの３番目ＯＦＤＭ
シンボルで転送される。ＳＳＳはＰＳＳが転送されるＯＦＤＭシンボルで３個のＯＦＤＭ
シンボルの前に転送される。ＰＢＣＨは最初サブフレームの２番目スロットの最初４ＯＦ
ＤＭシンボルで転送される。
【００５０】
　ここで、搬送波集成システムについて説明する。
【００５１】
　図９は、単一搬送波システムと搬送波集成システムとの比較例である。
【００５２】
　図９を参照すると、単一搬送波システムではアップリンクとダウンリンクに１つの搬送
波のみを端末にサポートする。搬送波の帯域幅は多様であるが、端末に割り当てられる搬
送波は１つである。一方、搬送波集成（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：ＣＡ
）システムでは、端末に複数の要素搬送波（ＤＬ　ＣＣ　ＡからＣ、ＵＬ　ＣＣ　Ａから
Ｃ）が割り当てられる。例えば、端末に６０ＭＨｚの帯域幅を割り当てるために３個の２
０ＭＨｚの要素搬送波が割り当てられる。
【００５３】
　搬送波集成システムは、各搬送波が連続した連続（ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）搬送波集成
システムと各搬送波が互いに離れている不連続（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）搬送波
集成システムとに区分できる。以下、単純に搬送波集成システムという時、これは要素搬
送波が連続の場合と不連続の場合を全て含むことと理解されなければならない。
【００５４】
　１つ以上の要素搬送波を集成する時、対象となる要素搬送波は既存システムとの下位互
換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）のために既存システムで使用す
る帯域幅をそのまま使用することができる。例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは１．
４ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、及び２０ＭＨｚの帯域幅をサ
ポートし、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステムでは上記３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの帯域幅の
みを用いて２０ＭＨｚ以上の広帯域を構成することができる。または、既存システムの帯
域幅をそのまま使用せず、新たな帯域幅を定義して広帯域を構成することもできる。
【００５５】
　無線通信システムのシステム周波数帯域は、複数の搬送波周波数（Ｃａｒｒｉｅｒ－ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ）に区分される。ここで、搬送波周波数はセルの中心周波数（Ｃｅｎｔ
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ｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｏｆ　ａ　ｃｅｌｌ）を意味する。以下、セル（ｃｅｌｌ）
はダウンリンク周波数資源とアップリンク周波数資源を意味することができる。または、
セルはダウンリンク周波数資源と選択的な（ｏｐｔｉｏｎａｌ）アップリンク周波数資源
との組合（ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）を意味することができる。また、一般的に搬送波集
成（ＣＡ）を考慮しない場合、１つのセル（ｃｅｌｌ）はアップリンク及びダウンリンク
周波数資源が常に対で存在することができる。
【００５６】
　特定セルを通じてパケットデータの送受信がなされるためには、まず端末は特定セルに
対して設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を完了しなければならない。ここで、設定（
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）とは、該当セルに対するデータ送受信に必要なシステム情
報受信を完了した状態を意味する。例えば、設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）はデー
タ送受信に必要な共通物理階層パラメータ、またはＭＡＣ階層パラメータ、またはＲＲＣ
階層で特定動作に必要とするパラメータを受信する全般の過程を含むことができる。設定
完了したセルは、パケットデータが転送できるという情報を受信するだけで、直ちにパケ
ットの送受信が可能になる状態である。
【００５７】
　設定完了状態のセルは、活性化（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）あるいは不活性化（Ｄｅａｃ
ｔｉｖａｔｉｏｎ）状態で存在することができる。ここで、活性化はデータの送信または
受信が行なわれるか、または準備状態（ｒｅａｄｙ　ｓｔａｔｅ）にあることをいう。端
末は自身に割り当てられた資源（周波数、時間など）を確認するために活性化したセルの
制御チャンネル（ＰＤＣＣＨ）及びデータチャンネル（ＰＤＳＣＨ）をモニターリングあ
るいは受信することができる。
【００５８】
　不活性化は、トラフィックデータの送信または受信が不可能であり、測定や最小情報の
送信／受信が可能であることをいう。端末は、不活性化セルからパケット受信のために必
要なシステム情報（ＳＩ）を受信することができる。一方、端末は自身に割り当てられた
資源（周波数、時間などのこともある）を確認するために不活性化したセルの制御チャン
ネル（ＰＤＣＣＨ）及びデータチャンネル（ＰＤＳＣＨ）をモニターリングあるいは受信
しない。
【００５９】
　セルは、プライマリセル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）、セコンダリーセル（ｓｅｃｏ
ｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）、及びサービングセル（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）に区分でき
る。
【００６０】
　搬送波集成が設定されれば、端末はネットワークと１つのＲＲＣ連結のみを有する。Ｒ
ＲＣ連結確立／再確立／ハンドオーバー過程で１つのセルがＮＡＳ（ｎｏｎ－ａｃｃｅｓ
ｓ　ｓｔｒａｔｕｍ）移動（ｍｏｂｉｌｉｔｙ）情報及び保安入力（ｓｅｃｕｒｉｔｙ　
ｉｎｐｕｔ）を提供する。このようなセルをプライマリセルと称する。言い換えると、プ
ライマリセルは端末が基地局との最初連結確立過程（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）または連結再確立過程を遂行
するセル、またはハンドオーバー過程でプライマリセルとして指示されたセルを意味する
。
【００６１】
　セコンダリーセルは、一旦プライマリセルを通じてのＲＲＣ連結が確立された後、追加
的な無線資源を提供するために設定されるセルを意味する。
【００６２】
　サービングセルは、搬送波集成が設定されなかったり搬送波集成を提供できない端末の
場合には、プライマリセルで構成される。搬送波集成が設定された場合、サービングセル
という用語は端末に設定されたセルを表し、複数で構成できる。複数のサービングセルは
プライマリセル及び全てのセコンダリーセルのうち、１つまたは複数で構成された集合で
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構成できる。
【００６３】
　ＰＣＣ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）は、プライマリセル
に対応するＣＣを意味する。ＰＣＣは、端末が多数のＣＣのうち、初期に基地局と接続（
ＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎあるいはＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）をなすようになるＣＣで
ある。ＰＣＣは、多数のＣＣに関するシグナリングのための連結（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
あるいはＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）を担い、端末と関連した連結情報である端末文
脈情報（ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ）を管理する特別なＣＣである。また、ＰＣＣは端末と接
続をなすようになってＲＲＣ連結状態（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　Ｍｏｄｅ）の場合
には常に活性化状態で存在する。プライマリセルに対応するダウンリンク要素搬送波をダ
ウンリンク主要素搬送波（Ｄｏｗｎ　Ｌｉｎｋ　Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　
Ｃａｒｒｉｅｒ：ＤＬ　ＰＣＣ）といい、プライマリセルに対応するアップリンク要素搬
送波をアップリンク主要素搬送波（ＵＬ　ＰＣＣ）という。
【００６４】
　ＳＣＣ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）は、セコンダリ
ーセルに対応するＣＣを意味する。即ち、ＳＣＣはＰＣＣの以外に端末に割り当てられた
ＣＣであって、ＳＣＣは端末がＰＣＣの以外に追加的な資源割当などのために拡張された
搬送波（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｃａｒｒｉｅｒ）であり、活性化あるいは不活性化状態に分
けられる。セコンダリーセルに対応するダウンリンク要素搬送波をダウンリンク副要素搬
送波（ＤＬ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ：ＤＬ　ＳＣＣ）といい、セコンダリーセルに対
応するアップリンク要素搬送波をアップリンク副要素搬送波（ＵＬ　ＳＣＣ）という。
【００６５】
　各端末の観点からプライマリセルとセコンダリーセルは、次のような特徴を有する。
【００６６】
　第１に、プライマリセルはＰＵＣＣＨの転送のために使われる。第２に、プライマリセ
ルは常に活性化されている一方、セコンダリーセルは特定条件によって活性化／不活性化
する搬送波である。第３に、プライマリセルが無線リンク失敗（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　
Ｆａｉｌｕｒｅ：以下、ＲＬＦ）を経験する時、ＲＲＣ再連結がトリガーリング（ｔｒｉ
ｇｇｅｒｉｎｇ）される。第４に、プライマリセルは保安キー（ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｋｅ
ｙ）変更やＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅｌ）手続と伴うハンド
オーバー手続により変更できる。第５に、ＮＡＳ（ｎｏｎ－ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕ
ｍ）情報はプライマリセルを通じて受信する。第６に、ＦＤＤシステムの場合、いつもプ
ライマリセルはＤＬ　ＰＣＣとＵＬ　ＰＣＣが対（ｐａｉｒ）で構成される。第７に、各
端末毎に異なる要素搬送波（ＣＣ）がプライマリセルに設定できる。第８に、プライマリ
セルはハンドオーバー、セル選択／セル再選択過程を通じてのみ取替できる。新規セコン
ダリーセルの追加において、専用（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）セコンダリーセルのシステム情
報を転送することにＲＲＣシグナリングが使用できる。
【００６７】
　サービングセルを構成する要素搬送波は、ダウンリンク要素搬送波が１つのサービング
セルを構成することもでき、ダウンリンク要素搬送波とアップリンク要素搬送波が連結設
定されて１つのサービングセルを構成することができる。しかしながら、１つのアップリ
ンク要素搬送波だけではサービングセルが構成されない。
【００６８】
　要素搬送波の活性化／不活性化は、即ちサービングセルの活性化／不活性化の概念と同
等である。例えば、サービングセル１がＤＬ　ＣＣ１で構成されていると仮定する時、サ
ービングセル１の活性化はＤＬ　ＣＣ１の活性化を意味する。仮に、サービングセル２が
ＤＬ　ＣＣ２とＵＬ　ＣＣ２が連結設定されて構成されていると仮定する時、サービング
セル２の活性化はＤＬ　ＣＣ２とＵＬ　ＣＣ２の活性化を意味する。このような意味で、
各要素搬送波はセル（ｃｅｌｌ）に対応できる。
【００６９】
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　ダウンリンクとアップリンクとの間に集成される要素搬送波の数は異に設定できる。ダ
ウンリンクＣＣ数とアップリンクＣＣ数とが同一な場合を対称的（ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ）
集成といい、その数が異なる場合を非対称的（ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ）集成という。また
、ＣＣのサイズ（即ち、帯域幅）は互いに異なることがある。例えば、７０ＭＨｚ帯域の
構成のために５個のＣＣが使われるとする時、５ＭＨｚ　ＣＣ（ｃａｒｒｉｅｒ　＃０）
＋２０ＭＨｚ　ＣＣ（ｃａｒｒｉｅｒ　＃１）＋２０ＭＨｚ　ＣＣ（ｃａｒｒｉｅｒ　＃
２）＋２０ＭＨｚ　ＣＣ（ｃａｒｒｉｅｒ　＃３）＋５ＭＨｚ　ＣＣ（ｃａｒｒｉｅｒ　
＃４）のように構成されることもできる。
【００７０】
　前述したように、搬送波集成システムでは単一搬送波システムとは異なり、複数のサー
ビングセル、即ち複数の要素搬送波（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ：ＣＣ）をサ
ポートすることができる。
【００７１】
　ここに、本発明について説明する。
【００７２】
　搬送波集成システムでは１つの端末が複数のセルを用いてデータ／制御情報を送受信す
ることができる。端末は初期接続した１つのセルをプライマリセルに使用し、プライマリ
セルを通じて追加で設定されるセルをセコンダリーセルに使用する。
【００７３】
　前述したように、プライマリセルは基地局と端末との間の連結を維持するための動作に
使われる。例えば、プライマリセルではＲＬＭ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ）、ＲＲＭ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）、システム
情報の受信、ＰＲＡＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎ
ｅｌ）転送、アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）転送などの動作が遂行できる。
一方、セコンダリーセルは主にデータチャンネルに対するスケジューリング情報またはデ
ータチャンネルの転送のために使われる。
【００７４】
　プライマリセルとセコンダリーセルは端末特定的（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）である。
システム上に複数のセルがある時、各セルはプライマリセルまたはセコンダリーセルに使
われることができ、各端末は複数のセルのうちの１つをプライマリセルに使用するように
なる。即ち、任意のセルがプライマリセルまたはセコンダリーセルに使用できる。したが
って、全てのセルはプライマリセルの動作を遂行することができるように構成される。
【００７５】
　言い換えると、全てのセルは同期化信号の転送、ブロードキャストチャンネルの転送、
ＣＲＳの転送、ＰＤＣＣＨ領域の設定などを全て具現するようになる。このようなセルを
逆互換セル（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｃｅｌｌ）または搬送波の面で
ＬＣＴ（Ｌｅｇａｃｙ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｙｐｅ）と称することができる。
【００７６】
　一方、将来の無線通信システムではセコンダリーセルに使われれば不要な情報の一部ま
たは全部を除去したセルの導入を考慮している。このようなセルは逆互換性を有しないと
表現することができ、ＬＣＴに対比してＮＣＴ（ｎｅｗ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｙｐｅ　ｏ
ｒ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　ｃａｒｒｉｅｒ）と称することができる。
【００７７】
　例えば、ＮＣＴではＣＲＳを毎サブフレームに転送せず、一部の時区間、周波数区間の
みで転送したり、既存のＰＤＣＣＨのようなＤＬ制御チャンネル領域をなくしたり、一部
の時区間、周波数区間に減らし、端末別に特化させたＤＬ制御チャンネル領域を新しく設
定することができる。
【００７８】
　このようなＮＣＴは、ダウンリンク転送のみ可能な搬送波でありうる。以下、ダウンリ
ンク転送のみ可能な搬送波を便宜上、ＤＬ専用搬送波と略称する。
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【００７９】
　図１０は、ＤＬ専用搬送波を例示する。
【００８０】
　ＤＬ専用搬送波は多様な方法により構成できる。例えば、ＦＤＤでＤＬ専用搬送波はＤ
Ｌ　ＣＣのみ存在するセルでありうる。即ち、図１０（ａ）のように、ＦＤＤでＤＬ専用
搬送波は対応するＵＬ　ＣＣが存在しないＤＬ　ＣＣでありうる。または、ＳＩＢ（ｓｙ
ｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）によりリンクされたＵＬ　ＣＣが存在
するＤＬ　ＣＣでもそのＵＬ　ＣＣを使用せず、ＤＬ　ＣＣのみ使用するように設定して
ＤＬ専用搬送波を構成することもできる。
【００８１】
　ＴＤＤでＤＬ専用搬送波は＜表１＞のＵＬ－ＤＬ設定を適用し、かつ該当ＵＬ－ＤＬ設
定に従うＤＬサブフレームのみを使用するように設定して生成することができる。ＬＣＴ
は＜表１＞に定義されたＵＬ－ＤＬ設定によって１つのフレームにＵＬサブフレーム／Ｄ
Ｌサブフレームが時分割されて含まれるが、ＤＬ専用搬送波は図１０（ｂ）に示すように
、ＤＬサブフレームのみ含まれる差がある。しかしながら、このような方法はＵＬ－ＤＬ
設定によれば、ＵＬサブフレームに設定されるサブフレームを使用しないことになって資
源浪費が発生する。
【００８２】
　したがって、ＴＤＤでＤＬ専用搬送波を使用する場合、フレーム内の全てのサブフレー
ムがＤＬサブフレームのみで構成されるようにすることが好ましい。
【００８３】
　このために、＜表１＞のような既存ＵＬ－ＤＬ設定に追加的なＵＬ－ＤＬ設定を追加す
ることができる。次の表は本発明に従うＵＬ－ＤＬ設定の例を示す。
【００８４】
【表２】

【００８５】
　＜表２＞で、ＵＬ－ＤＬ設定０～６は既存のＵＬ－ＤＬ設定と同一であり、追加的にＵ
Ｌ－ＤＬ設定７を追加したものである。ＵＬ－ＤＬ設定７はフレーム内の全てのサブフレ
ームがＤＬサブフレームに設定されることを示す。ＵＬ－ＤＬ設定７はプライマリセルに
は使われず、セコンダリーセルのみに使われることに制限できる。言い換えると、ＤＬ専
用搬送波は周波数帯域の間の干渉を避けることができるように既存のＴＤＤプライマリセ
ルと互いに異なる周波数帯域（セコンダリーセル）に限って使われることに制限できる。
【００８６】
　上記の方法はＤＬ専用搬送波を設定するためにＵＬ－ＤＬ設定７を定義し、これを直接
端末に知らせる方法ということができる。
【００８７】
　図１１は、ＤＬ専用搬送波を設定する他の例である。
【００８８】
　図１１を参照すると、基地局はＵＬ－ＤＬ設定及び切換情報を転送する（Ｓ１０１）。
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【００８９】
　ＵＬ－ＤＬ設定は、＜表１＞の既存のＵＬ－ＤＬ設定０～６のうちのいずれか１つであ
りうる。
【００９０】
　切換情報は、該当ＵＬ－ＤＬ設定でＵＬサブフレーム、特殊サブフレームのＤＬサブフ
レームに切換するか否かを示す情報でありうる。切換情報によってフレーム内の全てのＵ
Ｌサブフレーム（または、Ｓサブフレーム）がＤＬサブフレームに変換されることもでき
、または一部ＵＬサブフレーム（または、Ｓサブフレーム）のみＤＬサブフレームに変換
されることもできる。切換情報は多様な方法により具現できる。例えば、切換情報はＵＬ
サブフレーム（または、Ｓサブフレーム）を使用するか否かを示し、かつＵＬサブフレー
ム（または、Ｓサブフレーム）の非使用はそのＵＬサブフレーム（または、Ｓサブフレー
ム）をＤＬサブフレームに使用することを示すことができる。
【００９１】
　ＤＬ専用搬送波の構成は、ＵＬサブフレームの使用中止（例えば、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣ
ＣＨなど、ＵＬサブフレームで最初のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから転送されるチャンネル
のみ使用中止し、ＳＲＳのようにＵＬサブフレームの最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルでの
転送は使用することができる）する方法、またはＵＬサブフレームの設定をＤＬサブフレ
ームに切り換えて使用する方法を適用することができる。
【００９２】
　ここで、ＳサブフレームをＤＬサブフレームに切り換えることは、ＵＬサブフレームを
使用しないので可能である。ＵＬサブフレームをＤＬサブフレームに切換せず、Ｓサブフ
レームのみＧＰとＵｐＰＴＳのないＤＬサブフレームに切り換えて使用する場合、不要な
ＧＰ、ＵｐＰＴＳをダウンリンクに使用することができ、既存のＵＬ－ＤＬ設定でのＤＬ
／ＵＬ　ＨＡＲＱプロセスの制御チャンネル転送、データチャンネル転送、ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫの転送などの時間関係を既存のＵＬ－ＤＬ設定に定義されたものを変化無しでそのま
ま適用することができる長所がある。また、ＤＬサブフレームのみ残してＵＬサブフレー
ムの使用をしないながら既存のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定を活用する場合、ＵＬサブフレー
ム数が最も少ないＵＬ－ＤＬ設定５のみを使用するように指定することができる。
【００９３】
　端末は、切換情報が検出されれば、ＵＬ－ＤＬ設定でのＵＬサブフレーム（または、Ｓ
サブフレーム）をＤＬサブフレームに切り換える（Ｓ１０２）。切換情報は、該当セル特
定的シグナリング（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）または端末特定
的シグナリング（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｉｆｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）に転送できる。
【００９４】
　ＤＬ専用搬送波が搬送波集成に使われれば、ＦＤＤ端末とＴＤＤ端末とが共通に上記Ｄ
Ｌ専用搬送波をセコンダリーセルに共有することができる長所がある。
【００９５】
　ＤＬ専用搬送波で構成されて集成可能な搬送波はＮＣＴに限定されず、ＬＣＴにも適用
できる。
【００９６】
　一方、ＤＬ専用搬送波は２つのフォーマットを有することができる。即ち、ＦＤＤフォ
ーマットとＴＤＤフォーマットを有することができる。ＦＤＤフォーマットによるＤＬ専
用搬送波（以下、ＦＤＤ　ＤＬ専用搬送波と略称）は同期化信号、ＰＢＣＨ、ＵＲＳ（ｕ
ｓｅｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）などがＦＤＤ方式（図
６参照）により転送されるＤＬ専用搬送波である。ＴＤＤフォーマットによるＤＬ専用搬
送波（以下、ＴＤＤ　ＤＬ専用搬送波と略称）は同期化信号、ＰＢＣＨ、ＵＲＳなどがＴ
ＤＤ方式（図８参照）により転送されるＤＬ専用搬送波である。ＵＲＳは端末特定的参照
信号であって、データ／制御信号の復調のために使われる参照でありうる。２つのフォー
マットのＤＬ専用搬送波は全てフレーム内の全てのサブフレームがＤＬサブフレームとい
う点では共通するが、同期化信号及びＰＢＣＨなどの構造が相異するという点で区分され
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る。
【００９７】
　プライマリセルにセコンダリーセルを追加する場合、プライマリセルはＴＤＤとして動
作するセル、またはＦＤＤで動作するセルのことがあり、セコンダリーセルがＤＬ専用搬
送波の時、上記ＤＬ専用搬送波はＴＤＤ　ＤＬ専用搬送波またはＦＤＤ　ＤＬ専用搬送波
でありうる。したがって、総４種類の組合が可能である。
【００９８】
　基地局は端末にＤＬ専用搬送波をセコンダリーセルに追加設定する時、追加されるＤＬ
専用搬送波がＴＤＤ　ＤＬ専用搬送波、またはＦＤＤ　ＤＬ専用搬送波のうち、どれなの
かを知らせることができる。または、基地局は端末に特定搬送波の測定を命令する時、前
述したＴＤＤ　ＤＬ専用搬送波またはＦＤＤ　ＤＬ専用搬送波のうち、どれなのかを知ら
せることができる。このように搬送波のフォーマットを知らせる情報をフレーム構造指示
情報と称する。フレーム構造指示情報は、セコンダリーセルのＰＳＳ／ＳＳＳ検出及びセ
ルＩＤ検出を容易にすることができる。
【００９９】
　または、フレーム構造指示情報のような基地局の明示的なシグナリング無しで、端末が
追加されるセコンダリーセルのＰＳＳ／ＳＳＳを検出する過程を通じてセコンダリーセル
のフォーマットを認知することもできる。
【０１００】
　プライマリセルとセコンダリーセルのフレーム境界を一致させる場合、ＰＳＳの検出位
置（即ち、ＰＳＳが検出されるサブフレーム番号及びＯＦＤＭシンボル）だけでフレーム
構造が分かる。したがって、基地局はフレーム構造指示情報をプライマリセルとセコンダ
リーセルのフレーム境界を一致させない場合のみに転送するか、またはセコンダリーセル
の測定指示をする時のみに端末に転送することもできる。これはＤＬ専用搬送波だけでな
く、ＴＤＤプライマリセルとＦＤＤセコンダリーセルの集成、ＦＤＤプライマリセルとＴ
ＤＤセコンダリーセルの集成状況でも同一に適用できる。
【０１０１】
　一方、ＦＤＤで動作するプライマリセル（ＦＤＤプライマリセル）がＴＤＤで動作する
セコンダリーセル（ＴＤＤセコンダリーセル）を集成する場合、上記ＴＤＤセコンダリー
セルにＤＬ専用搬送波を適用することができる。この場合、ＴＤＤセコンダリーセルでＣ
ＳＩ検出対象になるＤＬサブフレームはＵＬ－ＤＬ設定上でのＤＬサブフレームに限定し
なければならない場合がある。これは、該当端末がＵＬ－ＤＬ設定上のＵＬサブフレーム
を使用しなくても、他の端末が該当ＵＬサブフレームをアップリンク転送に使用するよう
に設定できるためである。
【０１０２】
　ＴＤＤで動作するプライマリセル（ＴＤＤプライマリセル）がＦＤＤで動作するセコン
ダリーセル（ＦＤＤセコンダリーセル）を集成する場合、上記ＦＤＤセコンダリーセルで
ＤＬ専用搬送波に適用することができる。この場合、ＣＳＩ検出対象になるＤＬサブフレ
ームはＵＬ－ＤＬ設定上でのＤＬサブフレームに限定することができる。既存のＵＬ－Ｄ
Ｌ設定をセコンダリーセルに適用して該当ＤＬサブフレームのみ使用する時、即ち該当Ｕ
Ｌ－ＤＬ設定上でのＵＬサブフレームは使用しない方式によりセコンダリーセルがダウン
リンクのみに使用する場合に有用である。
【０１０３】
　または、ＮＣＴはアップリンク転送のみ可能な搬送波でありうる。以下、アップリンク
転送のみ可能な搬送波を便宜上、ＵＬ専用搬送波と略称する。
【０１０４】
　図１２は、ＵＬ専用搬送波を例示する。
【０１０５】
　ＵＬ専用搬送波は多様な方法により構成できる。例えば、ＦＤＤでＵＬ専用搬送波はＵ
Ｌ　ＣＣのみ存在するセルでありうる。即ち、図１２（ａ）のようにＦＤＤでＵＬ専用搬
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送波は対応するＤＬ　ＣＣが存在しないＵＬ　ＣＣでありうる。または、ＦＤＤでＳＩＢ
（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）によりリンクされたＤＬ　ＣＣ
が存在するＵＬ　ＣＣでもそのＤＬ　ＣＣを使用せず、ＵＬ　ＣＣのみ使用するように設
定してＵＬ専用搬送波を構成することもできる。
【０１０６】
　ＴＤＤでＵＬ専用搬送波は＜表１＞のＵＬ－ＤＬ設定を適用し、かつ該当ＵＬ－ＤＬ設
定に従うＤＬサブフレームは使用せず、ＵＬサブフレームのみを使用するように設定して
生成することができる。ＬＣＴは＜表１＞に定義されたＵＬ－ＤＬ設定によって１つのフ
レームにＵＬサブフレーム／ＤＬサブフレームが時分割されて含まれるが、ＵＬ専用搬送
波は図１２（ｂ）に示すようにＵＬサブフレームのみ含まれる差がある。しかしながら、
このような方法はＵＬ－ＤＬ設定によればＤＬサブフレームに設定されるサブフレーム（
例えば、１０１、１０２）を使用しないことになって資源浪費が発生する。
【０１０７】
　したがって、ＴＤＤでＵＬ専用搬送波を搬送波集成に使用する場合、フレーム内の全て
のサブフレームがＵＬサブフレームのみで構成されるようにすることが好ましい。
【０１０８】
　このために、＜表１＞のような既存のＵＬ－ＤＬ設定に追加的なＵＬ－ＤＬ設定を追加
することができる。次の表は本発明に従うＵＬ－ＤＬ設定の例を示す。
【０１０９】
【表３】

【０１１０】
　＜表３＞で、ＵＬ－ＤＬ設定０～６は既存のＵＬ－ＤＬ設定と同一であり、追加的にＵ
Ｌ－ＤＬ設定７を追加したものである。ＵＬ－ＤＬ設定７は、フレーム内の全てのサブフ
レームがＵＬサブフレームに設定されることを示す。ＵＬ－ＤＬ設定７は、プライマリセ
ルには使われず、セコンダリーセルのみに使用できる。言い換えると、ＵＬ専用搬送波は
周波数帯域間の干渉を避けることができるように既存のＴＤＤプライマリセルと互いに異
なる周波数帯域でセコンダリーセルに使用できる。上記方法はＵＬ専用搬送波を設定する
ためにＵＬ－ＤＬ設定７を定義し、これを直接端末に知らせる方法ということができる。
【０１１１】
　一方、基地局がＤＬ専用搬送波とＵＬ専用搬送波のうちから１つを選択してセコンダリ
ーセルに集成する場合、上記＜表３＞に＜表２＞のＵＬ－ＤＬ設定７を追加することがで
きる。即ち、＜表３＞に総９個のＵＬ－ＤＬ設定が含まれることができ、＜表２＞のＵＬ
－ＤＬ設定７が＜表３＞にＵＬ－ＤＬ設定８に追加されることもできる。
【０１１２】
　または、基地局は既存のＵＬ－ＤＬ設定０－６のみを使用し、かつ追加的にＤＬ専用搬
送波またはＵＬ専用搬送波を指示する情報を転送する方式を使用することもできる。
【０１１３】
　以下、ＤＬ専用搬送波は図１０（ａ）のようにフレーム内の全てのサブフレームがＤＬ
サブフレームで構成されると仮定し、ＤＬ専用搬送波がセコンダリーセルに集成される場
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合、ＤＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（以下、ＨＡＲＱ－ＡＣＫと略称）タイミングについて説明
する。
【０１１４】
　従来のＦＤＤでは端末がサブフレームｎ－４で受信したデータユニット（例えば、転送
ブロック、コードワードなど）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫをサブフレームｎで転送するＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫタイミングを有する。ＴＤＤでは、次の表のようなＨＡＲＱ－ＡＣＫタイ
ミングを有する。＜表４＞で、各値を集合Ｋと表示することができ、Ｋ＝｛ｋ０，ｋ１，
．．．，ｋＭ－１｝の要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）を有する。例えば、ＵＬ－ＤＬ設定１でサ
ブフレーム２に対するＫ＝｛７，６｝であり、Ｍ＝２である。ｋ０，ｋ１，．．．，ｋＭ

－１はｋｍ（ｍ＝０，１，．．．，またはＭ－１）と表示することができる。
【０１１５】
【表４】

【０１１６】
　上記＜表４＞は各ＵＬ－ＤＬ設定でＵＬサブフレームｎに対応するＤＬサブフレームｎ
－ｋｍの対応関係をｋｍ値として表示したものである。即ち、サブフレームｎ－ｋｍで転
送されるＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがＵＬサブフレームｎで転送されることを
意味する。
【０１１７】
　ところで、ＴＤＤ　ＤＬ専用搬送波をセコンダリーセルに使用する場合、セコンダリー
セルのＤＬ　ＨＡＲＱタイミングの設定が問題になることがある。即ち、セコンダリーセ
ルで受信したＰＤＳＣＨに対するプライマリセルを通じてのＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答タイミ
ングの設定が必要である。
【０１１８】
　方法１．
【０１１９】
　方法１はセコンダリーセルに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングはプライマリセルに設
定されたＵＬ－ＤＬ設定によって構成されたＤＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングに従う方
法である。例えば、プライマリセルがＴＤＤセルであり、ＵＬ－ＤＬ設定１を使用し、セ
コンダリーセルがＤＬ専用搬送波の場合、セコンダリーセルのサブフレーム０で受信した
データユニットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫはプライマリセルのサブフレーム７で転送され
るが、この際、サブフレーム７はプライマリセルのサブフレーム０で受信したデータユニ
ットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを転送するように設定されたサブフレームである。
【０１２０】
　方法２．
【０１２１】
　ＵＬ－ＤＬ設定中にはフレーム内にＵＬサブフレームよりＤＬサブフレームが多い設定
がある。例えば、ＵＬ－ＤＬ設定２、４、５などはＵＬサブフレームよりＤＬサブフレー
ムがより多い。このように、ＤＬサブフレームがより多いＵＬ－ＤＬ設定に従うＤＬ　Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫタイミングをセコンダリーセルのＨＡＲＱ－ＡＣＫ基準タイミングに使用
することができる。但し、セコンダリーセルのＵＬ－ＤＬ設定に従うＵＬサブフレームは
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プライマリセルのＵＬ－ＤＬ設定に従うＵＬサブフレームの部分集合にならなければなら
ない。
【０１２２】
　例えば、プライマリセルのＵＬ－ＤＬ設定が０、１、２の場合、ＵＬ－ＤＬ設定２、５
に従うＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングをセコンダリーセルのＨＡＲＱ－ＡＣＫ基準タイミン
グに使用することができる。プライマリセルのＵＬ－ＤＬ設定が３、４、５、６の場合、
ＵＬ－ＤＬ設定５に従うＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングをセコンダリーセルのＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ基準タイミングに使用することができる。
【０１２３】
　上記方法１または２による時、プライマリセルのＤＬサブフレームと重なるセコンダリ
ーセルのＤＬサブフレームに対してはＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングが決定される。しかし
ながら、プライマリセルのＵＬサブフレームと重なるセコンダリーセルのＤＬサブフレー
ムに対してはＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングが決定されない。プライマリセルのＵＬサブフ
レームと重なるセコンダリーセルのＤＬサブフレームに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミン
グは次のような方法のうちの１つを使用することができる。即ち、方法１、２と後述する
方法３から７は結合されて使用できる。
【０１２４】
　方法３．
【０１２５】
　セコンダリーセルのサブフレームでデータユニットを受信した後、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを
転送することができる最小必要時間（例えば、ｋｍ＝４）を満たす最も速いプライマリセ
ルのサブフレームを選択する方法である。
【０１２６】
　方法４．
【０１２７】
　方法４は、プライマリセルの各ＵＬサブフレームに対応するセコンダリーセルのＤＬサ
ブフレームの個数をできる限り均等にして、各ＵＬサブフレームで転送されるＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ数が特定ＵＬサブフレームに偏らず、複数のＵＬサブフレームにできる限り均等に
配置されるようにする方法である。
【０１２８】
　方法４は、先に、セコンダリーセルの各サブフレームでデータユニットを受信した後、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを転送することができる最小必要時間（例えば、ｋｍ＝４）を満たす最
も速いプライマリセルのサブフレームを選択する。上記各サブフレームで決定された最も
大きいｋｍ値を基準タイミングにして、セコンダリーセルの各サブフレームで受信したデ
ータユニットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを転送するプライマリセルのＵＬサブフレームを
決定する。一例に、１つのＵＬサブフレームで転送できる最大ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを
定めて、最大ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットを超過する場合、超過するＡＣＫ／ＮＡＣＫビット
を転送するＵＬサブフレームを次のＵＬサブフレーム、または以前のＵＬサブフレームに
変更することができる。この際、先行ＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが後行ＰＤＳ
ＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫより遅く転送されないようにＵＬサブフレームを変更する
。
【０１２９】
　最大ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは、ＵＬ－ＤＬ設定によって変わることができる。
【０１３０】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫを転送するプライマリセルのＵＬサブフレームを均等分配する時、既
存のＵＬ－ＤＬ設定でのタイミングを含んで均等分配をするか、または新たなタイミング
、即ちセコンダリーセルをＤＬ専用搬送波に使用する場合に追加されるタイミングのみを
対象に均等分配する方法を考慮することができる。
【０１３１】
　既存のＵＬ－ＤＬ設定でのタイミングを考慮した均等分配を遂行する場合、次の表のよ
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うなＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングが導出できる。＜表５＞は＜表４＞に追加できる。
【０１３２】
【表５】

【０１３３】
　新たなタイミングのみを対象に均等分配する方法によれば、次の＜表６＞を＜表４＞に
追加することができる。
【０１３４】

【表６】

【０１３５】
　図１３は、方法１及び方法４を結合した場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングを示す。
【０１３６】
　図１３を参照すると、プライマリセルはＵＬ－ＤＬ設定１に従うＴＤＤセルであり、セ
コンダリーセルはＤＬ専用搬送波を使用する。この場合、セコンダリーセルは全てＤＬサ
ブフレームのみで構成される。セコンダリーセルのＤＬサブフレームで受信したＰＤＳＣ
Ｈ（または、転送ブロック）に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫはプライマリセルのＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫタイミングに従う。
【０１３７】
　例えば、セコンダリーセルのＤＬサブフレーム１４１で受信したＰＤＳＣＨに対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫは、上記ＤＬサブフレーム１４１に対応するプライマリセルのＤＬサブフ
レーム１４２で受信したＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ転送タイミングと同一であ
る。したがって、プライマリセルのＵＬサブフレーム１４３で転送される。図１３で実線
で表示された矢印はプライマリセルのＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングに従うセコンダリーセ
ルのＡＣＫ／ＮＡＣＫ転送を示す。
【０１３８】
　一方、プライマリセルのＵＬサブフレームと重なるセコンダリーセルのＤＬサブフレー
ムのＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングは方法４によるが、図１３で点線で表示された矢印に従
うＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングになる。例えば、サブフレーム１４４で受信したデータユ
ニットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫは４サブフレームの以後に位置しながら最も速いＵＬサ
ブフレーム１４３で転送される。サブフレーム１４６で受信したデータユニットに対する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは４サブフレームの以後に位置しながら最も速いＵＬサブフレーム１４
３でなく、その次のＵＬサブフレーム１４７で転送される。均等分配のためである。この
場合、１つのＵＬサブフレームで転送できる最大ＡＣＫ／ＮＡＣＫビットは３ビットであ
りうる。
【０１３９】
　このような方法によれば、１つのＵＬサブフレームで転送しなければならないＡＣＫ／
ＮＡＣＫビット数を均一にすることができるので、負荷を分散する効果がある。
【０１４０】
　方法５．
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【０１４１】
　セコンダリーセルの特定ＤＬサブフレームに対するＰＤＳＣＨスケジューリングを制限
する方法である。例えば、プライマリセルのＵＬサブフレームと重なるセコンダリーセル
のＤＬサブフレームに対するＰＤＳＣＨスケジューリングを制限するものである。
【０１４２】
　例外的に、セコンダリーセルのＤＬサブフレームでＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を必要としな
いＰＤＳＣＨ転送は許容することができる。例えば、ＰＤＳＣＨに転送されるＳＩＢの転
送などがありうる。
【０１４３】
　方法５は、ＵＬ－ＤＬ設定に＜表２＞のＵＬ－ＤＬ設定７のようにＤＬサブフレームの
みで構成されたＵＬ－ＤＬ設定を導入しなくても構成が可能である。例えば、ＤＬ専用搬
送波に既存のＵＬ－ＤＬ設定０－６を割り当てて、かつ、特殊サブフレーム全体を他のＤ
Ｌサブフレームと同一な構造で使用するようにすることができる。ＵＬサブフレームが使
われないので、特殊サブフレームにＤｗＰＴＳ、保護区間（ＧＰ）、ＵｗＰＴＳの設定を
必要としないためである。この場合、ＤＬ専用搬送波をセコンダリーセルに集成する時、
ＵＬ－ＤＬ設定情報（０～６）と共にＤＬ専用搬送波であることを知らせるシグナリング
が必要でありうる。例えば、該当ＵＬ－ＤＬ設定でＵＬサブフレームを使用するか否か、
または特殊サブフレームを完全なＤＬサブフレームに使用するかを知らせる情報をシグナ
リングすることができる。
【０１４４】
　方法６．
【０１４５】
　方法６は、セコンダリーセルでＰＤＳＣＨが転送されるＤＬサブフレームと、これに対
するＡＣＫ／ＮＡＣＫが転送されるプライマリセルのＵＬサブフレームの間の関係をＲＲ
Ｃ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）でシグナリングする方法である。
方法６は、プライマリセルのＵＬサブフレームと重なるセコンダリーセルのＤＬサブフレ
ームだけでなく、セコンダリーセルの全体ＤＬサブフレームにも適用されることができ、
互いに異なるＵＬ－ＤＬ設定を有する搬送波の間の集成の場合にも共通的に、または一部
に適用可能である。
【０１４６】
　方法７．
【０１４７】
　セコンダリーセルのＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングのための基準設定にＵＬ－ＤＬ設定０
～６のうち、ＵＬ－ＤＬ設定５が使われる場合、プライマリセルのサブフレーム２で全て
のＡＣＫ／ＮＡＣＫを転送する方法である。
【０１４８】
　これは、セコンダリーセルで受信したデータユニットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを転送
するプライマリセルのサブフレームをＵＬ－ＤＬ設定の全てで共通的にＵＬサブフレーム
であるサブフレームに制限するものということができる。例えば、ＵＬ－ＤＬ設定０～６
を参照すると、サブフレーム２は全てのＵＬ－ＤＬ設定でＵＬサブフレームであることが
分かる。
【０１４９】
　方法３から６で、全てのＵＬ－ＤＬ設定でＵＬサブフレームに固定されるサブフレーム
２はＰＤＳＣＨ転送のためのタイミング設定から除外されることもできる。
【０１５０】
　一方、ＴＤＤでセコンダリーセルにＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングのための基準ＵＬ－Ｄ
Ｌ設定が適用された時、上記基準ＵＬ－ＤＬ設定での集合ＫＳｃｅｌｌがプライマリセル
のＵＬ－ＤＬ設定での集合ＫＰｃｅｌｌと異なることがある。
【０１５１】
　この際、スケジューリング情報とスケジューリングを受けるＰＤＳＣＨとが互いに異な
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る搬送波で転送される交差搬送波スケジューリングが適用されれば、プライマリセルがセ
コンダリーセルをスケジューリングすることができる。セコンダリーセルのＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫタイミングは集合ＫＳｃｅｌｌに従って適用するようになるが、プライマリセルとセ
コンダリーセルの同一なＵＬサブフレームでＫＰｃｅｌｌの要素（ｋＰｃｅｌｌ

ｍ）と同
一な値を有するＫＳｃｅｌｌの要素（ｋＳｃｅｌｌ

ｎ）に対してはプライマリセルの暗黙
的ＰＵＣＣＨ資源マッピング時（例えば、基本アンテナポートの場合、ｎ（１，ｐ）

ＰＵ

ＣＣＨ＝（Ｍｍ－１）・Ｎｃ＋ｍ・Ｎｃ＋１＋ｎＣＣＥ，ｍ＋Ｎ（１）
ＰＵＣＣＨ）、ｋ

Ｐｃｅｌｌ
ｍのｍを適用する。

【０１５２】
　一例に、プライマリセルがＵＬ－ＤＬ設定２を使用し、セコンダリーセルの基準ＵＬ－
ＤＬ設定がＵＬ－ＤＬ設定１の場合、ＵＬサブフレーム２でｋＳｃｅｌｌ

０＝７、ｋＰｃ

ｅｌｌ
１＝７となって、ｍ＝１が適用される。

【０１５３】
　＜表４＞の集合Ｋ内の要素ｋｍにおいて、ＤＬスケジューリングの可能性が少ないか、
またはＤＬスケジューリングが制限できる特殊サブフレームを称するｋｍ（例えば、ＵＬ
－ＤＬ設定３、４、５でサブフレーム２または７に対応する集合Ｋでｋｍ＝１１、６また
はサブフレーム３に対応する集合Ｋでｋｍ＝７）、例外的にＫの最後の要素として配置さ
れている。これは他のＵＬ－ＤＬ設定との統一性のためである。
【０１５４】
　これは、サブフレームｎ－ｋｍに対応する暗黙的ＰＵＣＣＨ資源（即ち、ＰＤＣＣＨが
占有するＣＣＥに対応するＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂ資源）活用の効率性のため
のものであって、システム帯域の両端から順次にＰＵＣＣＨ資源をマッピングしてＰＵＳ
ＣＨに使われる中央部分との領域衝突を減らすためである。
【０１５５】
　したがって、既存のＫＰｃｅｌｌに追加的に使われるｋｍ’値（例えば、＜表５＞に表
示された値）に対応するＰＵＣＣＨ資源選択は、次のような方法を適用することができる
。
【０１５６】
　方法８．
【０１５７】
　方法８は、既存のｋＰｃｅｌｌと別途のＫ’を構成し、新しく追加されるＫ’のｋｍ’
が指示するＤＬサブフレームｎ－ｋｍ’に対応するＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂの
場合、暗黙的ＰＵＣＣＨ資源でない、明示的ＰＵＣＣＨ資源（ＲＲＣに直接指示される資
源、追加的にＡＲＩに複数のＲＲＣ資源のうちの１つを選択することができる）を使用す
るようにする方法である。即ち、既存ＭＰｃｅｌｌ値に変化を与えず、別途のＫ’を追加
するものである。この方法は、既存に使われる暗黙的資源の規則の変化無しで新たなＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫタイミングをサポートすることができる。
【０１５８】
　一方、＜表５＞でのＵＬ－ＤＬ設定０の場合、１つのＵＬサブフレームに２つのＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫタイミングが生じる場合がある。このように、複数のタイミングのために２つ
以上の明示的ＰＵＣＣＨ資源を割り当てることができる。しかしながら、このような方法
はＰＵＣＣＨ資源効用性において非効率的でありうる。したがって、１つの明示的ＰＵＣ
ＣＨ資源のみを割り当てて、対応する２つのＤＬサブフレームのうち、１つのＤＬサブフ
レームのみをスケジューリングする方法も適用することができる。
【０１５９】
　方法９．
【０１６０】
　方法９は、既存のＫＰｃｅｌｌと別途のＫ’を構成して、新しく追加されるＫ’のｋｍ

が指示するＤＬサブフレームｎ－ｋｍ’に対応するＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂの
場合、既存の集合ｋＰｃｅｌｌが対応する暗黙的ＰＵＣＣＨ資源の次から（帯域の中心側
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に）暗黙的マッピングが対応するように構成する方法である。即ち、ｍ値の対応を既存値
の以後に設定することができる。この方法も既存のＭＰｃｅｌｌ値に変化を与えない。
【０１６１】
　方法１０．
【０１６２】
　既存のＫＰｃｅｌｌと別途のＫ’を構成して、新しく追加されるＫ’のｋｍ’が指示す
るＤＬサブフレームｎ－ｋｍ’に対応するＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂの場合、既
存の集合Ｋで特殊サブフレームに対応する暗黙的ＰＵＣＣＨ資源のマッピングが対応する
ようにする方法である。これは、特殊サブフレームに対するスケジューリングは頻繁でな
くて該当資源を共有するためである。この方法も既存ＭＰｃｅｌｌ値に変化を与えない。
【０１６３】
　方法９及び１０は、状況によって選択的に適用できる。例えば、特殊サブフレームがＤ
Ｌサブフレームスケジューリングに使用できる状況では方法９を適用し、そうでない場合
は方法１０を適用することができる。
【０１６４】
　一方、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ転送のためにチャンネル選択を使用することができる。チャン
ネル選択は複数のＰＵＣＣＨ資源を割り当てた後、１つのＰＵＣＣＨ資源を選択し、その
選択された資源で変調シンボルを転送する。ＡＣＫ／ＮＡＣＫの具体的な内容は選択され
たＰＵＣＣＨ資源と変調シンボルにより区分される。チャンネル選択は最大４個のＡＣＫ
／ＮＡＣＫビットを転送することができる。
【０１６５】
　チャンネル選択が使われて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを転送する１つのＵＬサブフレームに対
応するＤＬサブフレームの個数（Ｍ）が４より大きい場合、プライマリセルのＵＬサブフ
レームと重なるセコンダリーセルのＤＬサブフレームの一部または全体を優先的にスケジ
ューリング時に制限することができる。一部が制限される時、これに対する情報はシグナ
リングされることができ、ＩＣＩＣ（ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ
　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）を考慮してＡＢＳ（ａｌｍｏｓｔ　ｂｌａｎｋ　ｓｕｂｆ
ｒａｍｅ）に設定されたサブフレームを制限する方法のように間接的な情報を活用するこ
ともできる。または、予め定まった規則（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答時間が長い順序
または短い順序）によって制限順序が決定できる。
【０１６６】
　本発明は、データユニットがＰＤＣＣＨによりスケジューリングされる場合を例示する
が、Ｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ－ＰＤＣＣＨ）でスケジューリングされる場合に
も適用できる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ－ＰＤＣＣＨ）は、ＰＤＣＣＨと別個
に従来のＰＤＳＣＨ領域内で端末に転送される制御チャンネルである。Ｅ－ＰＤＣＣＨは
ＣＲＳでなく、ＵＲＳによりデコーディングされる制御チャンネルでありうる。
【０１６７】
　一方、ＴＤＤまたはＦＤＤで動作するプライマリセルにＤＬ専用搬送波またはＵＬ専用
搬送波をセコンダリーセルに集成する場合、上記ＤＬ専用搬送波またはＵＬ専用搬送波は
ＵＬ搬送波とＤＬ搬送波との対として定義されたセルから選択されたＤＬ搬送波またはＵ
Ｌ搬送波でありうる。
【０１６８】
　基地局はＵＬ搬送波とＤＬ搬送波との対として定義されたセルのセルＩＤをセコンダリ
ーセルのセルＩＤで端末に知らせ、かつ上記ＵＬ搬送波とＤＬ搬送波との対として定義さ
れたセルでＵＬ搬送波とＤＬ搬送波が同時に集成されるか、でなければいずれか１つのみ
集成されるかを知らせる情報を端末にシグナリングすることができる。上記情報は、例え
ば２ビットのビットマップで構成されることができ、ビットマップの各ビットは上記ＵＬ
搬送波とＤＬ搬送波との対として定義されたセルのＵＬ搬送波、ＤＬ搬送波に各々対応で
きる。ビットマップの各ビット値によって上記ＵＬ搬送波、ＤＬ搬送波のうち、どれがセ
コンダリーセルに集成されるかを知らせることができる。
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【０１６９】
　上記情報は、Ｌ２／Ｌ１シグナリングで動的に遂行されることもできる。Ｌ２シグナリ
ングの例には、ＭＡＣメッセージに上記ＤＬ搬送波、ＵＬ搬送波を指示する情報を含んで
直接指示することができる。または、間接的な方法に、例えば既存にセル単位でＤＬ搬送
波／ＵＬ搬送波に共通適用される活性化／不活性化をＤＬ搬送波／ＵＬ搬送波別に分離し
て知らせる方法もありうる。
【０１７０】
　Ｌ１シグナリングには、搬送波を設定する専用制御チャンネルを使用するか、またはＤ
Ｌ／ＵＬスケジューリング制御チャンネルを使用して知らせることができる。ＤＬ／ＵＬ
スケジューリング制御チャンネルを使用する場合、ＤＬ／ＵＬスケジューリングは無視す
るように設定することができる。
【０１７１】
　また、ＴＤＤまたはＦＤＤで動作するプライマリセルにＤＬ専用搬送波またはＵＬ専用
搬送波を集成する場合、ＴＤＤ用に定義されたセル（即ち、ＤＬ／ＵＬサブフレームが混
在する搬送波で構成されたセル）のセルＩＤを知らせて上記セルＩＤに該当するセルをセ
コンダリーセルに集成することができる。この場合、上記ＴＤＤ用に定義されたセルでＤ
Ｌサブフレームのみを使用するか、でなければＵＬサブフレームのみを使用するかを指示
する情報を追加的に端末にシグナリングすることができる。
【０１７２】
　図１４は、本発明の実施形態が具現される無線機器を示すブロック図である。
【０１７３】
　基地局１００は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１１０、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）
１２０、及びＲＦ部（ＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）ｕｎｉｔ）１３０を含む
。プロセッサ１１０は提案された機能、過程、及び／又は方法を具現する。例えば、プロ
セッサ１１０は端末に複数の搬送波（サービングセル）を設定し、データユニットを転送
し、ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングによってデータユニットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを受
信する。セコンダリーセルにＤＬ専用搬送波を設定する場合、＜表２＞のようなＵＬ－Ｄ
Ｌ設定を通じてのみ設定することもでき、ＵＬ－ＤＬ設定と切換情報を通じて設定するこ
ともできる。メモリ１２０はプロセッサ１１０と連結されて、プロセッサ１１０を駆動す
るための多様な情報を格納する。ＲＦ部１３０はプロセッサ１１０と連結されて、無線信
号を転送及び／又は受信する。
【０１７４】
　端末２００は、プロセッサ２１０、メモリ２２０、及びＲＦ部２３０を含む。プロセッ
サ２１０は提案された機能、過程及び／又は方法を具現する。例えば、プロセッサ２１０
はＵＬ－ＤＬ設定及び／又は切換情報を用いてＤＬ専用搬送波をセコンダリーセルに設定
することができる。セコンダリーセルを通じて受信したデータユニットに対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫはプライマリセルを通じて転送し、そのＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミング及び資源に
対しては前述した方法１から９を参照することができる。メモリ２２０はプロセッサ２１
０と連結されて、プロセッサ２１０を駆動するための多様な情報を格納する。ＲＦ部２３
０はプロセッサ２１０と連結されて、無線信号を転送及び／又は受信する。
【０１７５】
　プロセッサ１１０、２１０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路、データ処理
装置及び／又はベースバンド信号、及び無線信号を相互変換する変換機を含むことができ
る。メモリ１２０、２２０はＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒ
ａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒
体及び／又は他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部１３０、２３０は、無線信号を転
送及び／又は受信する１つ以上のアンテナを含むことができる。実施形態がソフトウェア
で具現される時、前述した技法は前述した機能を遂行するモジュール（過程、機能など）
で具現できる。モジュールは、メモリ１２０、２２０に格納され、プロセッサ１１０、２
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１０により実行できる。メモリ１２０、２２０は、プロセッサ１１０、２１０の内部また
は外部にあることができ、よく知られた多様な手段によりプロセッサ１１０、２１０と連
結できる。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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