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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重搬送波システムにおいてチャネル状態を報告する方法であって、前記方法は、
　ユーザ機器が、基地局からメッセージを受信することであって、前記メッセージは、前
記ユーザ機器と前記基地局との間で複数のダウンリンク要素搬送波を集成するために少な
くとも一つのダウンリンク要素搬送波の活性化を示し、前記ダウンリンク要素搬送波の集
成は、隣接ダウンリンク要素搬送波および非隣接ダウンリンク要素搬送波に対してサポー
トされる、ことと、
　ユーザ機器が、基地局から報告構成を受信することであって、前記報告構成は少なくと
も一つの報告リストと少なくとも一つ以上の報告モードとを含み、報告リストは、少なく
とも一つのダウンリンク要素搬送波を示し、前記少なくとも一つのダウンリンク要素搬送
波のチャネル状態は、前記複数のダウンリンク要素搬送波において報告される、ことと、
　前記ユーザ機器が、前記基地局からアップリンクグラントを受信することであって、前
記アップリンクグラントは、アップリンクリソース割当とチャネル品質インジケータ（Ｃ
ＱＩ）要求とを含み、前記ＣＱＩ要求は、非周期性ＣＱＩ報告が前記報告リストによって
示される前記少なくとも一つのダウンリンク要素に対してトリガされるか否かを示す、こ
とと、
　前記非周期性ＣＱＩ報告がトリガされた場合、前記ユーザ機器が、前記基地局に、前記
アップリンクリソース割当を用いてアップリンクデータチャネル上でチャネル状態を送信
することであって、前記チャネル状態は前記複数の報告モードを用いる前記少なくとも一
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つのダウンリンク要素に対するＣＱＩを含む、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　各ダウンリンク要素搬送波は中心周波数によって定義される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記報告構成は、第１の報告リストと第２の報告リストとを含み、前記第１の報告リス
トは、第１のセットの要素搬送波を示し、前記第１のセットの要素搬送波のチャネル状態
は、前記複数のダウンリンク要素搬送波において報告され、前記第２の報告リストは、第
２のセットの要素搬送波を示し、前記第２のセットの要素搬送波のチャネル状態は、前記
複数のダウンリンク要素搬送波において報告される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＣＱＩ要求は、前記第１の報告リストおよび前記第２の報告リストのうちの一つを
示す、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記アップリンクデータチャネルは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）で
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記報告構成は、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージにおいて受信され、前記アッ
プリンクグラントは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で受信される、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　多重搬送波システムにおいてチャネル状態を報告するユーザ機器であって、前記ユーザ
機器は、
　無線信号を送信および受信するように構成された無線周波数ユニットと、
　前記無線周波数ユニットに動作可能に結合されたプロセッサと
　を備え、前記プロセッサは、
　ユーザ機器が、基地局からメッセージを受信することであって、前記メッセージは、前
記ユーザ機器と前記基地局との間で複数のダウンリンク要素搬送波を集成するために少な
くとも一つのダウンリンク要素搬送波の活性化を示し、前記ダウンリンク要素搬送波の集
成は、隣接ダウンリンク要素搬送波および非隣接ダウンリンク要素搬送波に対してサポー
トされる、ことと、
　基地局から報告構成を受信することであって、前記報告構成は少なくとも一つの報告リ
ストと少なくとも一つ以上の報告モードとを含み、報告リストは、少なくとも一つのダウ
ンリンク要素搬送波を示し、前記少なくとも一つのダウンリンク要素搬送波のチャネル状
態は、前記複数のダウンリンク要素搬送波において報告される、ことと、
　前記基地局からアップリンクグラントを受信することであって、前記アップリンクグラ
ントは、アップリンクリソース割当とチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）要求とを含み
、前記ＣＱＩ要求は、非周期性ＣＱＩ報告が前記報告リストによって示される前記少なく
とも一つのダウンリンク要素に対してトリガされるか否かを示す、ことと、
　前記非周期性ＣＱＩ報告がトリガされた場合、前記基地局に、前記アップリンクリソー
ス割当を用いてアップリンクデータチャネル上でチャネル状態を送信することであって、
前記チャネル状態は前記複数の報告モードを用いる前記少なくとも一つのダウンリンク要
素に対するＣＱＩを含む、ことと
　を行うように構成されている、ユーザ機器。
【請求項８】
　各ダウンリンク要素搬送波は中心周波数によって定義される、請求項７に記載のユーザ
機器。
【請求項９】
　前記報告構成は、第１の報告リストと第２の報告リストとを含み、前記第１の報告リス
トは、第１のセットの要素搬送波を示し、前記第１のセットの要素搬送波のチャネル状態
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は、前記複数のダウンリンク要素搬送波において報告され、前記第２の報告リストは、第
２のセットの要素搬送波を示し、前記第２のセットの要素搬送波のチャネル状態は、前記
複数のダウンリンク要素搬送波において報告される、請求項７に記載のユーザ機器。
【請求項１０】
　前記ＣＱＩ要求は、前記第１の報告リストおよび前記第２の報告リストのうちの一つを
示す、請求項９に記載のユーザ機器。
【請求項１１】
　前記アップリンクデータチャネルは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）で
ある、請求項７に記載のユーザ機器。
【請求項１２】
　前記報告構成は、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージにおいて受信され、前記アッ
プリンクグラントは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で受信される、請
求項７に記載のユーザ機器。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つ以上の報告モードの各々は、前記複数のダウンリンク要素搬送波の
各々に対する報告モードを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ダウンリンク要素搬送波の集成は、１００ＭＨｚまでサポートされる、請求項１に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記ダウンリンク要素搬送波の各々は、ダウンリンク共有チャネルを提供する、請求項
１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つ以上の報告モードの各々は、前記複数のダウンリンク要素搬送波の
各々に対する報告モードを示す、請求項７に記載のユーザ機器。
【請求項１７】
　前記ダウンリンク要素搬送波の集成は、１００ＭＨｚまでサポートされる、請求項７に
記載のユーザ機器。
【請求項１８】
　前記ダウンリンク要素搬送波の各々は、ダウンリンク共有チャネルを提供する、請求項
７に記載のユーザ機器。
【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、多重搬送波をサポートする無線通信システ
ムにおけるチャネル状態を報告する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムが音声やデータなどのような多様な種類の通信サービスを提供するた
めに広範囲に展開されている。一般的に、無線通信システムは、可用なシステムリソース
（帯域幅、送信パワー等）を共有して多重ユーザとの通信をサポートすることができる多
重接続（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムである。多重接続システムの例には
、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム
、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ
）システム、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ
）システム、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａ
ｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ
）システムなどがある。
【０００３】
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　一般的な無線通信システムでは、アップリンクとダウンリンクとの間の帯域幅は、互い
に異に設定されても主に一つの搬送波（ｃａｒｒｉｅｒ）のみを考慮している。搬送波は
、中心周波数（ｃｅｎｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）と帯域幅で定義される。多重搬送波
システムは、全体帯域幅より小さい帯域幅を有する複数の搬送波を使用するものである。
【０００４】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）ＴＳ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）リリース（Ｒｅｌｅａｓｅ
）８に基づくＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は有力な次世代移動通
信標準である。
【０００５】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ８．５．０（２００８－１２）“Ｅｖｏｌｖｅｄ　
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲ
Ａ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　（Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　８）”に開示されているように、ＬＴＥにおける物理チャネルは、データチャ
ネルであるＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）とＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）、及び制御チャネルであるＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆ
ｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に分けられる。
【０００６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムは、｛１．４，３，５，１０，１５，２０｝ＭＨｚのうち一
つの帯域幅（即ち、一つの搬送波）のみをサポートする。多重搬送波システムは、４０Ｍ
Ｈｚの全体帯域幅をサポートするために、２０ＭＨｚ帯域幅を有する２個の搬送波を使用
したり、或いは、各々、２０ＭＨｚ帯域幅、１５ＭＨｚ帯域幅、５ＭＨｚ帯域幅を有する
３個の搬送波を使用するものである。
【０００７】
　多重搬送波システムは、既存システムとの後方互換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａ
ｔｉｂｉｌｉｔｙ）をサポートすることができ、また、多重搬送波を介してデータレート
を大きく高めることができるという利点がある。
【０００８】
　単一搬送波システムでは、単一搬送波を基準に制御チャネルとデータチャネルが設計さ
れた。然しながら、多重搬送波システムで単一搬送波システムのチャネル構造をそのまま
使用する場合非効率的である。
【０００９】
　ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）はチャネル状態（ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）を示す。基地局がセル内の端末をスケジューリング
するためにＣＱＩが使われる。多重搬送波システムで各搬送波別スケジューリングのため
には各搬送波別ＣＱＩが必要である。然しながら、全ての搬送波に対するＣＱＩを報告す
る場合、無線リソースが非効率的に使われることができる。
【００１０】
　多重搬送波システムにおけるＣＱＩを報告することができる方法及び装置が必要である
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、多重搬送波をサポートする方法及び装置を提
供することである。
【００１２】
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　本発明が解決しようとする技術的課題は、多重搬送波システムにおける制御チャネルを
モニタリングする方法及び装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　一態様において、多重搬送波システムにおけるチャネル状態報告方法が提供される。前
記方法は、端末がアップリンクリソース割当とＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ
　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）要求を含むアップリンクグラントを複数のダウンリンク搬送波の
うち一つのダウンリンク搬送波を介して受信し、及び前記端末が前記ＣＱＩ要求によって
、前記複数のダウンリンク搬送波に対するＣＱＩを複数のサブフレームにわたって報告す
ることを含む。
【００１４】
　前記複数のダウンリンク搬送波の各々に対するＣＱＩは、前記複数のサブフレームの各
々で報告される。
【００１５】
　前記複数のサブフレームは、オフセット間隔に離れている。
【００１６】
　他の態様において、多重搬送波システムにおけるチャネル状態を報告する端末は、無線
信号を送信及び受信するＲＦ部、及び前記ＲＦ部と連結されるプロセッサを含み、前記プ
ロセッサは、アップリンクリソース割当とＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）要求を含むアップリンクグラントを複数のダウンリンク搬送波のうち
一つのダウンリンク搬送波を介して受信し、及び前記ＣＱＩ要求によって、前記複数のダ
ウンリンク搬送波に対するＣＱＩを複数のサブフレームにわたって報告する。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
多重搬送波システムにおけるチャネル状態報告方法において、
端末がアップリンクリソース割当とＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ）要求を含むアップリンクグラントを複数のダウンリンク搬送波のうち一つの
ダウンリンク搬送波を介して受信し、及び
上記端末が上記ＣＱＩ要求によって、上記複数のダウンリンク搬送波に対するＣＱＩを複
数のサブフレームにわたって報告することを含む方法。
（項目２）
上記複数のダウンリンク搬送波の各々に対するＣＱＩは、上記複数のサブフレームの各々
で報告される項目１に記載の方法。
（項目３）
上記複数のサブフレームは、オフセット間隔に離れている項目２に記載の方法。
（項目４）
上記複数のダウンリンク搬送波の各々に対するＣＱＩは、上記複数のサブフレームの各々
で上記アップリンクリソース割当を用いて報告される項目３に記載の方法。
（項目５）
上記複数のダウンリンク搬送波の各々にＣＱＩを報告するための報告モードが設定される
ことをさらに含む項目２に記載の方法。
（項目６）
ダウンリンク搬送波の活性化または非活性化によって上記報告モードは、異に設定される
項目５に記載の方法。
（項目７）
ＣＱＩが報告される上記複数のダウンリンク搬送波の各々に対する順序は、予め指定され
る項目２に記載の方法。
（項目８）
上記複数のダウンリンク搬送波に対するＣＱＩは、上記アップリンクリソース割当を用い
て設定されるアップリンクデータチャネル上に報告される項目１に記載の方法。
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（項目９）
上記アップリンクデータチャネルが送信されるアップリンク搬送波は、アップリンク基準
搬送波である項目８に記載の方法。
（項目１０）
多重搬送波をサポートする端末において、
無線信号を送信及び受信するＲＦ部；及び、
上記ＲＦ部と連結されるプロセッサ；を含み、上記プロセッサは、
アップリンクリソース割当とＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ）要求を含むアップリンクグラントを複数のダウンリンク搬送波のうち一つのダウン
リンク搬送波を介して受信し、及び
上記ＣＱＩ要求によって、上記複数のダウンリンク搬送波に対するＣＱＩを複数のサブフ
レームにわたって報告する端末。
（項目１１）
上記プロセッサは、上記複数のダウンリンク搬送波の各々に対するＣＱＩを上記複数のサ
ブフレームの各々で報告する項目１０に記載の端末。
（項目１２）
上記複数のサブフレームは、オフセット間隔に離れている項目１１に記載の端末。
【発明の効果】
【００１７】
　既存の３ＧＰＰ　ＬＴＥの構造を維持しつつ、複数の搬送波に対するチャネル状態を報
告することができる。追加的なアップリンクグラント無しに複数の搬送波に対するチャネ
ル状態を報告することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】無線通信システムを示す。
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおける無線フレームの構造を示す。
【図３】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおけるアップリンクサブフレームの一例を示す。
【図４】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおける非周期的ＣＱＩを報告する方法を示す流れ図である。
【図５】ＰＵＳＣＨ上でＣＱＩ送信を示す。
【図６】多重搬送波を運営する一例を示す。
【図７】多重搬送波における動作の一例を示す。
【図８】本発明の一実施例に係るＣＱＩ報告方法を示す流れ図である。
【図９】ジョイントコーディングされたＰＤＣＣＨの一例を示す。
【図１０】本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、無線通信システムを示す。無線通信システム１０は、少なくとも一つの基地局
（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ）１１を含む。各基地局１１は、特定の地理的領域（
一般的にセルという）１５ａ、１５ｂ、１５ｃに対して通信サービスを提供する。また、
セルは、複数の領域（セクターという）に分けられる。
【００２０】
　端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）１２は、固定されたり移動性を有するこ
とができ、ＭＳ（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎ
ａｌ）、ＵＴ（ｕｓｅｒ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔ
ｉｏｎ）、無線機器（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　
ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線モデム（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｍｏｄｅｍ）
、携帯機器（ｈａｎｄｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ）等、他の用語で呼ばれることができる。
【００２１】
　基地局１１は、一般的に端末１２と通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）を
意味し、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉ
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ｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）等、他の用語
で呼ばれることができる。
【００２２】
　以下、ダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ；ＤＬ）は基地局から端末への通信を意味し、
アップリンク（ｕｐｌｉｎｋ；ＵＬ）は端末から基地局への通信を意味する。ダウンリン
クで、送信機は基地局の一部分であり、受信機は端末の一部分である。アップリンクで、
送信機は端末の一部分であり、受信機は基地局の一部分である。
【００２３】
　図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおける無線フレームの構造を示す。これは３ＧＰＰ　ＴＳ
　３６．２１１　Ｖ８．５．０（２００８－１２）“Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）”
の６節を参照することができる。無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）は、０～９の
インデックスが付けられている１０個のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）で構成され、
一つのサブフレームは２個のスロット（ｓｌｏｔ）で構成される。一つのサブフレームの
送信にかかる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）
といい、例えば、一つのサブフレームの長さは１ｍｓであり、一つのスロットの長さは０
．５ｍｓである。
【００２４】
　一つのスロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含むことができる。
ＯＦＤＭシンボルは、３ＧＰＰ　ＬＴＥがダウンリンクでＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）を使
用するため、時間領域で一つのシンボル区間（ｓｙｍｂｏｌ　ｐｅｒｉｏｄ）を表現する
ためのものに過ぎず、多重接続方式や名称に制限されるものではない。例えば、ＯＦＤＭ
シンボルは、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）シンボル、シンボル区間等、他の名
称で呼ばれることができる。
【００２５】
　一つのスロットは、７ＯＦＤＭシンボルを含むことを例示的に記述するが、ＣＰ（Ｃｙ
ｌｃｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）の長さによって、一つのスロットに含まれるＯＦＤＭシンボル
の数は変わることができる。３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ８．５．０（２００８－
１２）によると、ノーマルＣＰで、１サブフレームは７ＯＦＤＭシンボルを含み、拡張（
ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰで、１サブフレームは６ＯＦＤＭシンボルを含む。
【００２６】
　リソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）は、リソース割当単位に一
つのスロットで複数の副搬送波を含む。例えば、一つのスロットは時間領域で７ＯＦＤＭ
シンボルを含み、リソースブロックは周波数領域で１２副搬送波を含む場合、一つのリソ
ースブロックは７×１２個のリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ；ＲＥ）
を含むことができる。
【００２７】
　ＰＳＳ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）は、１番
目のスロット（１番目のサブフレーム（インデックス０であるサブフレーム）の１番目の
スロット）と１１番目のスロット（６番目のサブフレーム（インデックス５であるサブフ
レーム）の１番目のスロット）の最後のＯＦＤＭシンボルに送信される。ＰＳＳは、ＯＦ
ＤＭシンボル同期またはスロット同期を得るために使われ、物理的セルＩＤ（ｉｄｅｎｔ
ｉｔｙ）と関連されている。ＰＳＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ
　ｃｏｄｅ）は、ＰＳＳに使われるシーケンスであり、３ＧＰＰ　ＬＴＥは３個のＰＳＣ
がある。セルＩＤによって、３個のＰＳＣのうち一つをＰＳＳに送信する。１番目のスロ
ットと１１番目のスロットの最後のＯＦＤＭシンボルの各々には同じＰＳＣを使用する。
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【００２８】
　ＳＳＳ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）は、
第１のＳＳＳと第２のＳＳＳを含む。第１のＳＳＳと第２のＳＳＳは、ＰＳＳが送信され
るＯＦＤＭシンボルに隣接したＯＦＤＭシンボルで送信される。ＳＳＳはフレーム同期を
得るために使われる。ＳＳＳはＰＳＳと共にセルＩＤの獲得に使われる。第１のＳＳＳと
第２のＳＳＳは、互いに異なるＳＳＣ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔ
ｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を使用する。第１のＳＳＳと第２のＳＳＳが各々３１個の副搬送波を
含むとする時、長さ３１である２個のＳＳＣシーケンスの各々が第１のＳＳＳと第２のＳ
ＳＳに使われる。
【００２９】
　ＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、１番目のサ
ブフレームの２番目のスロットの前方部である４個のＯＦＤＭシンボルで送信される。Ｐ
ＢＣＨは、端末が基地局との通信に必須的なシステム情報を運び、ＰＢＣＨを介して送信
されるシステム情報をＭＩＢ（ｍａｓｔｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）と
いう。これに対し、ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信されるシステム情報をＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）という。
【００３０】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ８．５．０（２００８－１２）に開示されているよ
うに、ＬＴＥは、物理チャネルをデータチャネルであるＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、及び制御チャネルであるＰＤＣＣＨ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とＰＵＣＣＨ
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に分けられる。
また、ダウンリンク制御チャネルには、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）がある。
【００３１】
　ＰＤＣＣＨを介して送信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のリ
ソース割当（これをダウンリンクグラントとも呼ぶ）、ＰＵＳＣＨのリソース割当（これ
をアップリンクグラントとも呼ぶ）、任意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する送信パワ
ー制御命令の集合及び／またはＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）の活性化を含むことができる。
【００３２】
　図３は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおけるアップリンクサブフレームの一例を示す。アップリ
ンクサブフレームは、アップリンク制御情報を運ぶＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられる制御領域とアップリンク
データを運ぶＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）が割り当てられるデータ領域とに分けられる。
【００３３】
　一つの端末に対するＰＵＣＣＨは、サブフレームでリソースブロック対（ｐａｉｒ）で
割当される。リソースブロック対に属するリソースブロックは、第１のスロットと第２の
スロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。ｍは、サブフレーム内でＰＵＣＣＨに
割り当てられたリソースブロック対の論理的な周波数領域位置を示す位置インデックスで
ある。同一なｍ値を有するリソースブロックが２個のスロットで互いに異なる副搬送波を
占めていることを示す。
【００３４】
　図４は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおける非周期的（ａｐｅｒｉｏｄｉｃ）ＣＱＩを報告する
方法を示す流れ図である。非周期的ＣＱＩは、基地局の要求によって、端末が報告するＣ
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ＱＩであり、周期的ＣＱＩは、基地局の要求無しに予め設定された周期に報告されるＣＱ
Ｉである。
【００３５】
　基地局は、端末にＰＤＣＣＨ上にＣＱＩ要求（ｒｅｑｕｅｓｔ）を送る（Ｓ１１０）。
３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２　Ｖ８．５．０（２００８－１２）の５．３．３．１．１
節に開示されているように、ＣＱＩ要求は、ＰＵＳＣＨスケジューリングのためのアップ
リンクグラントであるＤＣＩフォーマット０内に含まれる１ビットのフィールドである。
次の表１は、ＤＣＩフォーマット０に含まれるフィールドの一例である。
【００３６】
【表１】

　ｎ番目のサブフレームでＣＱＩ要求のビット値が‘１’に設定されると、端末はｎ＋ｋ
番目のサブフレームで、ＰＵＳＣＨ上にＣＱＩを報告する（Ｓ１２０）。ＦＤＤ（Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）でｋ＝４である。ＰＵＳＣＨは、ＣＱ
Ｉ要求が含まれたアップリンクグラントを介して設定されることができる。即ち、端末は
、アップリンクリソース割当とＣＱＩ要求を受け、前記アップリンクリソース割当を用い
てＣＱＩをアップリンクデータに多重化して送る。
【００３７】
　図５は、ＰＵＳＣＨ上でＣＱＩ送信を示す。スロットのうち、ＯＦＤＭシンボルに割り
当てられる‘ＲＳ’は基準信号を意味する。ＣＱＩは、データ領域の上方部で時間順（ｔ
ｉｍｅ－ｆｉｒｓｔ）マッピングされる。ＨＡＲＱのためのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号である
‘ＡＮ’とＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）も共にＰＵＳＣＨ上に送信されること
ができる。
【００３８】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３　Ｖ８．５．０（２００８－１２）の７．２．１節に開
示されているように、ＣＱＩ報告のために次の表の６のモードのうち一つが報告モード（
ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｍｏｄｅ）に設定される。報告モードはＲＲＣメッセージにより設
定される。
【００３９】
【表２】

　ワイドバンド（ｗｉｄｅｂａｎｄ）ＣＱＩは、全体帯域に対するＣＱＩを意味し、サブ
バンド（ｓｕｂｂａｎｄ）ＣＱＩは、全体帯域のうち一部帯域に対するＣＱＩを意味する
。
【００４０】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥにおけるＣＱＩ報告は、ＣＱＩ要求が送信されるダウンリンク搬送波
とＣＱＩが送信されるアップリンク搬送波が１：１にマッピングされる単一搬送波システ
ムに基づく。
【００４１】
　以下、ＣＱＩはチャネル状態を示す指標である。ＣＱＩは、ＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉ
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ｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ）テーブルのインデックスで表現されるが、干渉レベルや信
号強度など多様な方式で表すことができる。また、ＣＱＩはプリコーディング行列のイン
デックスを示すＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）及び
／またはランクを示すＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）をより含むこともできる。
【００４２】
　以下、多重搬送波システムに対して記述する。
【００４３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムは、ダウンリンク帯域幅とアップリンク帯域幅が異に設定さ
れる場合をサポートするが、これは一つの要素搬送波（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉ
ｅｒ；ＣＣ）を前提とする。これは、３ＧＰＰ　ＬＴＥがダウンリンクとアップリンクに
対して各々一つの要素搬送波が定義されている状況で、ダウンリンクの帯域幅とアップリ
ンクの帯域幅が同じ、或いは異なる場合に対してのみサポートされることを意味する。例
えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムは、最大２０ＭＨｚをサポートし、アップリンク帯域幅
とダウンリンク帯域幅が異なるが、アップリンクとダウンリンクに一つの要素搬送波のみ
をサポートする。
【００４４】
　スペクトラム集成（または、帯域幅集成（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎ）、搬送波集成とも呼ぶ）は、複数の要素搬送波をサポートするものである。スペクト
ラム集成は、増加されるスループット（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）をサポートし、広帯域Ｒ
Ｆ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）素子の導入による費用増加を防止し、既存システ
ムとの互換性を保障するために導入されるものである。例えば、２０ＭＨｚ帯域幅を有す
る搬送波単位のグラニュラリティ（ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）として５個の要素搬送波が
割り当てられる場合、最大１００Ｍｈｚの帯域幅をサポートすることができる。
【００４５】
　スペクトラム集成は、周波数領域で、連続的な搬送波間で行われる隣接（ｃｏｎｔｉｇ
ｕｏｕｓ）スペクトラム集成と不連続的な搬送波間に行われる非隣接（ｎｏｎ－ｃｏｎｔ
ｉｇｕｏｕｓ）スペクトラム集成とに分けられる。ダウンリンクとアップリンクとの間に
集成される搬送波の数は異に設定されることができる。ダウンリンク搬送波数とアップリ
ンク搬送波数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。
【００４６】
　要素搬送波の大きさ（即ち、帯域幅）は互いに異なってもよい。例えば、７０ＭＨｚ帯
域の構成のために、５個の要素搬送波が使われるとする時、５ＭＨｚ　ｃａｒｒｉｅｒ（
ｃａｒｒｉｅｒ＃０）＋２０ＭＨｚ　ｃａｒｒｉｅｒ（ｃａｒｒｉｅｒ＃１）＋２０ＭＨ
ｚ　ｃａｒｒｉｅｒ（ｃａｒｒｉｅｒ＃２）＋２０ＭＨｚ　ｃａｒｒｉｅｒ（ｃａｒｒｉ
ｅｒ＃３）＋５ＭＨｚ　ｃａｒｒｉｅｒ（ｃａｒｒｉｅｒ＃４）のように構成されること
もできる。
【００４７】
　以下、多重搬送波（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ）システムとは、スペクトラム
集成に基づいて多重搬送波をサポートするシステムを意味する。多重搬送波システムで隣
接スペクトラム集成及び／または非隣接スペクトラム集成が使われることができ、また、
対称的集成または非対称的集成のいずれも使われることができる。
【００４８】
　図６は、多重搬送波を運営する一例を示す。４個のＤＬ　ＣＣ（ＤＬ　ＣＣ＃１、ＤＬ
　ＣＣ＃２、ＤＬ　ＣＣ＃３、ＤＬ　ＣＣ＃４）と３個のＵＬ　ＣＣ（ＵＬ　ＣＣ＃１、
ＵＬ　ＣＣ＃２、ＵＬ　ＣＣ＃３）があるが、ＣＣの個数に制限があるものてはない。
【００４９】
　４個のＤＬ　ＣＣのうちＤＬ　ＣＣ＃１、ＤＬ　ＣＣ＃２は活性化され、これらを活性
（ａｃｔｉｖａｔｅｄ）搬送波といい、ＤＬ　ＣＣ＃３、ＤＬ　ＣＣ＃４は非活性化され
、これらを非活性（ｄｅａｃｔｉｖａｔｅｄ）搬送波という。また、３個のＵＬ　ＣＣの
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うちＵＬ　ＣＣ＃１、ＵＬ　ＣＣ＃２は活性搬送波であり、ＵＬ　ＣＣ＃３は非活性搬送
波である。
【００５０】
　活性搬送波は、制御情報やデータパケットの送信または受信が可能な搬送波である。非
活性搬送波は、データパケットの送信または受信が可能でなく、ただし、信号測定など最
小限の動作は可能である。
【００５１】
　活性搬送波と非活性搬送波は固定されるものではなく、各ＣＣは基地局と端末との交渉
により非活性化または活性化されることができる。非活性搬送波は、活性化されることが
できるという点で、候補（ｃａｎｄｉｄａｔｅ）搬送波とも呼ぶ。
【００５２】
　活性搬送波のうち少なくとも一つは基準搬送波（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｃａｒｒｉｅｒ
）で設定されることができる。基準搬送波は、アンカ搬送波（ａｎｃｈｏｒ　ｃａｒｒｉ
ｅｒ）または１次搬送波（ｐｒｉｍａｒｙｃａｒｒｉｅｒ）という。基準搬送波でない活
性搬送波を２次搬送波（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃａｒｒｉｅｒ）という。基準搬送波は、
ダウンリンク制御チャネル（例、ＰＤＣＣＨ）上に制御情報が送信されたり、或いは多重
搬送波のための共用制御情報が送信される搬送波である。
【００５３】
　基準搬送波を介して移動性管理（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）や搬送波
活性化／非活性化メッセージが伝達されることができる。
【００５４】
　基準搬送波は、ダウンリンクだけでなく、アップリンクに対しても定義されることがで
きる。アップリンク基準搬送波は、アップリンク制御情報（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；ＵＣＩ）、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号、非周期的（
ａｐｅｒｉｏｄｉｃ）ＣＱＩ及び周期的ＣＱＩのうち、少なくともいずれか一つの送信に
使われることができる。また、アップリンク基準搬送波は、ハンドオーバを実行したり、
或いはランダムアクセスプリアンブルの送信のように初期接続の実行に使われることがで
きる。
【００５５】
　図７は、多重搬送波における動作の一例を示す。
【００５６】
　基地局は、ＤＬ　ＣＣの第１のＰＤＣＣＨ２１０上に第１のアップリンクグラントを端
末に送る。第１のアップリンクグラントは、ＵＬ　ＣＣ＃２の第１のＰＵＳＣＨ２１５の
リソース割当に関する情報を含む。
【００５７】
　基地局は、ＤＬ　ＣＣの第２のＰＤＣＣＨ２２０上に第２のアップリンクグラントを端
末に送る。第２のアップリンクグラントは、ＵＬ　ＣＣ＃１の第１のＰＵＳＣＨ２２５の
リソース割当に関する情報を含む。
【００５８】
　アップリンクグラントは、どのＵＬ　ＣＣに対するアップリンクグラントであるかを表
示するためのＣＩＦ（ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｆｉｅｌｄ）を含むことが
できる。または、端末は、アップリンクグラントが送信されるＰＤＣＣＨのリソースを介
して黙示的に（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）ＵＬ　ＣＣを知ることができる。
【００５９】
　図８は、本発明の一実施例に係るＣＱＩ報告方法を示す流れ図である。
【００６０】
　基地局は、端末にＣＱＩ要求を送る（Ｓ２１０）。ＣＱＩ要求は、ＤＣＩの一部であり
、ＰＤＣＣＨを介して送信されることができるが、ＲＲＣメッセージを介して送信される
こともできる。ＣＱＩ要求と共にアップリンクリソース割当が送信されることができる。
【００６１】
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　端末は、ＤＬ　ＣＣ＃１に対する１番目のＣＱＩをＰＵＳＣＨ上に送る（Ｓ２２０）。
ｎ番目のサブフレームでＣＱＩ要求を受ける場合、ｎ＋ｋ１番目のサブフレームで１番目
のＣＱＩを送ることができる。ｋ１＞０であり、ここではｋ１＝４であることを例示的に
示している。
【００６２】
　また、端末は、ＤＬ　ＣＣ＃２に対する２番目のＣＱＩを送る（Ｓ２３０）。ｎ＋ｋ１
番目のサブフレームで１番目のＣＱＩを送る場合、ｎ＋ｋ１＋ｋ２番目のサブフレームで
２番目のＣＱＩを送ることができる。ｋ２＞０であり、ここではｋ２＝４であることを例
示的に示している。
【００６３】
　各ＣＣに対してアップリンクグラントを送りつつＣＱＩ要求をトリガ（ｔｒｉｇｇｅｒ
）すると、アップリンクグラントが不必要なＣＣにもＣＱＩ報告要求のためにアップリン
クグラントが送信される浪費が発生することができる。従って、一つのＣＱＩ要求がトリ
ガされると、別途のアップリンクグラント無しに複数のサブフレームにわたって他のＣＣ
に対するＣＱＩを送ることができるようにする。
【００６４】
　ＤＬ　ＣＣが非活性搬送波である場合、アップリンクグラントを送ることができないた
め、ＣＱＩの報告を受けることができないこともある。従って、アップリンクグラントの
不必要な送信に基づいたオーバーヘッドを防止し、多重搬送波のスケジューリング（搬送
波の活性化／非活性化）のために一つのアップリンクグラントを介して複数のＤＬ　ＣＣ
に対するＣＱＩを送ることができるようにする。
【００６５】
　ＣＱＩが送信されるサブフレームのオフセット（または、周期）ｋ１及び／またはｋ２
は予め指定されることができるが、基地局が端末にＲＲＣメッセージやＰＤＣＣＨ上のＤ
ＣＩを介して知らせることができる。
【００６６】
　端末へのＣＱＩ要求は各ＣＣ別に独立的にトリガリングされることができる。または、
複数のＣＣに対して一つのＣＱＩ要求によりトリガリングされることができる。端末は、
ＣＱＩ要求を含むアップリンクグラントを一つまたはその以上のＤＬ　ＣＣを介して受信
することができる。
【００６７】
　ここでは、２個サブフレーム（ｎ＋ｋ１番目のサブフレーム、ｎ＋ｋ２番目のサブフレ
ーム）を介してＣＱＩを送信しているが、サブフレームの個数に制限があるものてはない
。Ｐ個のサブフレームまたはＰの倍数個のサブフレームを介してＣＱＩを送信することが
できる。ＣＱＩが報告されるサブフレームの個数Ｐや周期は予め指定されることができる
が、基地局が端末にＲＲＣメッセージやＰＤＣＣＨ上のＤＣＩを介して知らせることがで
きる。各サブフレームは、一定のオフセット間隔に離れたり、互いに異なるオフセット間
隔に離れる。
【００６８】
　ここでは、一つのサブフレームで一つのＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩが送信されているが
、複数のＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩが送信されることができる。例えば、ｎ＋ｋ１番目の
サブフレームの前記１番目のＣＱＩは、ＤＬ　ＣＣ＃１及びＤＬ　ＣＣ＃３に対するＣＱ
Ｉを含み、ｎ＋ｋ１＋ｋ２番目のサブフレームの前記２番目のＣＱＩは、ＤＬ　ＣＣ＃２
及びＤＬ　ＣＣ＃４に対するＣＱＩを含む。
【００６９】
　ＣＱＩが報告されるＤＬ　ＣＣの順序は予め指定されることもでき、または基地局が端
末にＣＱＩを報告するためのＤＬ　ＣＣの順序を送ることもできる。例えば、端末は、Ｃ
ＱＩ要求が送信されるＤＬ　ＣＣに基づいて複数のＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩを送信する
ことができる。または、端末は、ＣＱＩ要求が送信されるＤＬ　ＣＣに関係無しに予め指
定された報告順序によってＣＱＩを送信することができる。
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【００７０】
　ＣＱＩ報告モードは、各ＣＣ毎に同じ、或いは各ＣＣ毎に異なる。例えば、ＤＬ　ＣＣ
＃１は、各サブバンド別に端末に動的スケジューリングを実行する活性搬送波であり、Ｄ
Ｌ　ＣＣ＃２は、非活性搬送波と仮定する。ＤＬ　ＣＣ＃１に対してはサブバンドＣＱＩ
を報告し、ＤＬ　ＣＣ＃２に対してはワイドバンドＣＱＩを報告する。
【００７１】
　基地局は、各ＣＣに対するＣＱＩ報告モードをＣＱＩ要求と共に、または上位階層シグ
ナリングを介して設定することができる。
【００７２】
　端末は、基地局により設定されたＣＱＩ報告モードをオーバーライド（ｏｖｅｒｒｉｄ
ｅ）することができる。例えば、ＤＬ　ＣＣ＃２に対してサブバンドＣＱＩを報告するよ
うに報告モードが設定されているが、現在、前記ＤＬ　ＣＣ＃２が非活性化されている場
合、端末はワイドバンドＣＱＩを報告する。
【００７３】
　従来、３ＧＰＰ　ＬＴＥのように、ＣＱＩ要求は、１ビットを有し、ＣＱＩ報告をトリ
ガするフィールドである。ＣＱＩ要求が受信されると、端末は、活性搬送波及び／または
非活性搬送波に対するＣＱＩを報告する。この時、アップリンクグラントは、一つのみで
あるため、どのＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩを報告するかが曖昧である。
【００７４】
　ＣＱＩが報告されるＤＬ　ＣＣは、次のような多様な方式に決定されることができる。
【００７５】
　第１の実施例として、アップリンクグラントが送信されるＤＬ　ＣＣに対してＣＱＩを
報告する。これを基準ＤＬ　ＣＣと仮定する。この時、基準ＤＬ　ＣＣとリンクされたＵ
Ｌ　ＣＣが存在する。リンクされたＵＬ　ＣＣは、前記アップリンクグラントを用いてＰ
ＵＳＣＨが送信されるＵＬ　ＣＣである。前記リンクされたＵＬ　ＣＣとリンクされた複
数のＤＬ　ＣＣがある。端末は、前記複数のＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩを報告する。
【００７６】
　例えば、ＤＬ　ＣＣ＃１、ＤＬ　ＣＣ＃２、ＤＬ　ＣＣ＃３、ＤＬ　ＣＣ＃４、ＤＬ　
ＣＣ＃５とＵＬ　ＣＣ＃１、ＵＬ　ＣＣ＃２があると仮定する。また、ＵＬ　ＣＣ＃１は
、ＤＬ　ＣＣ＃１、ＤＬ　ＣＣ＃２、ＤＬ　ＣＣ＃３とリンクされており、ＵＬ　ＣＣ＃
２はＤＬ　ＣＣ＃４、ＤＬ　ＣＣ＃５とリンクされていると仮定する。ここで、‘リンク
’とは、ＤＬ　ＣＣ＃１、ＤＬ　ＣＣ＃２、またはＤＬ　ＣＣ＃３を介して受信されるア
ップリンクグラントをリンクされたＵＬ　ＣＣ＃１が用いることを意味する。もし、ＤＬ
　ＣＣ＃１を介してＣＱＩ要求が含まれたアップリンクグラントを受信する場合、端末は
ＤＬ　ＣＣ＃１だけでなくＤＬ　ＣＣ＃２、ＤＬ　ＣＣ＃３に対するＣＱＩを送信する。
【００７７】
　ＣＱＩの報告は、ＤＬ　ＣＣの物理的／論理的インデックスの順序によって実行するこ
とができる。例えば、前記例でＤＬ　ＣＣ＃１に対するＣＱＩがｎ＋ｋ１番目のサブフレ
ームの１番目のＣＱＩになり、ＤＬ　ＣＣ＃２に対するＣＱＩがｎ＋ｋ１＋ｋ２番目のサ
ブフレームの２番目のＣＱＩになり、ＤＬ　ＣＣ＃３に対するＣＱＩがｎ＋ｋ１＋ｋ２＋
ｋ３番目のサブフレームの３番目のＣＱＩになる。
【００７８】
　第２の実施例として、基地局は端末にＣＱＩを報告するＤＬ　ＣＣに関する報告リスト
を知らせることができる。前記報告リストは、システム情報の一部またはＲＲＣメッセー
ジのような上位階層シグナリングを介して送信されることができる。
【００７９】
　第３の実施例として、ＣＱＩ要求は、ＣＱＩを報告するＤＬ　ＣＣに対する情報を含む
ことができる。例えば、アップリンクグラントは、次の表３のように構成されることがで
きる。
【００８０】
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【表３】

　ＣＱＩが報告されるＤＬ　ＣＣのインデックスは、物理的インデックスであってもよく
、または論理的インデックスであってもよい。ＣＱＩインデックス２は、ＣＱＩインデッ
クス１に対して相対的な値である。
【００８１】
　または、ＣＱＩ要求は、ＣＱＩを報告するＤＬ　ＣＣのビットマップ（ｂｉｔｍａｐ）
を含むことができる。例えば、アップリンクグラントは、次の表４のように構成されるこ
とができる。
【００８２】

【表４】

　非周期的ＣＱＩのためのＰＵＳＣＨが送信されるＵＬ　ＣＣは、アップリンクグラント
が送信されるＤＬ　ＣＣとリンク（ｌｉｎｋ）されたＵＬ　ＣＣであり、或いは非周期的
ＣＱＩのためのＰＵＳＣＨが送信されるＵＬ　ＣＣは、単一なＵＬ基準搬送波や基地局が
端末にＣＱＩ送信のために別途に割り当てたＵＬ　ＣＣである。
【００８３】
　非周期的ＣＱＩのためのＰＵＳＣＨの送信に使われるＵＬ　ＣＣがＵＬ基準搬送波であ
る場合、この基準搬送波は、端末－特定的に（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）設定される単一
な基準搬送波であり、或いはこの基準搬送波は、ＰＵＣＣＨ上にＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号の送信に使われる搬送波と同一である。
【００８４】
　図９は、ジョイントコーディングされたＰＤＣＣＨの一例を示す。ジョイントコーディ
ングは、ＰＤＣＣＨ上のＤＣＩが複数の搬送波に対する複数のアップリンクグラントを含
むものである。これに対し、図７のようにＰＤＣＣＨ上に一つのアップリンクグラントが
送信されることを分割コーディング（ｓｅｐａｒａｔｅ　ｃｏｄｉｎｇ）という。
【００８５】
　基地局は、ＤＬ　ＣＣのＰＤＣＣＨ５１０上にＵＬ　ＣＣ＃１の第１のＰＵＳＣＨ５１
５のための第１のアップリンクグラント及びＵＬ　ＣＣ＃２の第２のＰＵＳＣＨ５１８の
ための第２のアップリンクグラントを端末に送る。
【００８６】
　第１のアップリンクグラント及び／または第２のアップリンクグラントに含まれるＣＱ
Ｉ要求を受信した端末は、複数のＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩを送信する。複数のＤＬ　Ｃ
Ｃに対するＣＱＩは、前述した図８の実施例に開示されているように、複数のアップリン
クサブフレームにわたって送信されることができる。
【００８７】
　ＣＱＩは、Ｐ個のサブフレームまたはＰの倍数個のサブフレームを介してＣＱＩを送信
することができる。ＣＱＩが報告されるサブフレームの個数や周期は、予め指定されるこ
とができるが、基地局が端末にＲＲＣメッセージやＰＤＣＣＨ上のＤＣＩを介して知らせ
ることができる。
【００８８】
　一つのＰＵＳＣＨを介して一つのＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩまたは複数のＤＬ　ＣＣに
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対するＣＱＩが送信されることができる。
【００８９】
　ＣＱＩが報告されるＤＬ　ＣＣの順序は、予め指定されることもでき、または基地局が
端末にＣＱＩを報告するためのＤＬ　ＣＣの順序を送ることもできる。例えば、端末は、
ＣＱＩ要求が送信されるＤＬ　ＣＣを基準に複数のＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩを送信する
ことができる。または、端末は、ＣＱＩ要求が送信されるＤＬ　ＣＣに関係無しに予め指
定された報告順序によってＣＱＩを送信することができる。
【００９０】
　ＣＱＩ報告モードは、各ＣＣ毎に同じ、或いは各ＣＣ毎に異なる。例えば、ＤＬ　ＣＣ
＃１は各サブバンド別に端末に動的スケジューリングを実行する活性搬送波であり、ＤＬ
　ＣＣ＃２は非活性搬送波と仮定する。ＤＬ　ＣＣ＃１に対してはサブバンドＣＱＩを報
告し、ＤＬ　ＣＣ＃２に対してはワイドバンドＣＱＩを報告する。
【００９１】
　基地局は、各ＣＣに対するＣＱＩ報告モードをＣＱＩ要求と共に、または上位階層シグ
ナリングを介して設定することができる。
【００９２】
　端末は、基地局により設定されたＣＱＩ報告モードをオーバーライド（ｏｖｅｒｒｉｄ
ｅ）することができる。例えば、基地局がＤＬ　ＣＣ＃２に対してサブバンドＣＱＩを報
告するように報告モードを設定したが、現在、前記ＤＬ　ＣＣ＃２が非活性化されている
場合、端末はワイドバンドＣＱＩを報告する。
【００９３】
　ＰＤＣＣＨ５１０上に複数のアップリンクグラントが送信されるとしても、１ビットの
ＣＱＩ要求のみ送信されることができる。この時は、ＰＤＣＣＨ５１０がジョイントコー
ディングされる複数のＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩを報告することができる。
【００９４】
　複数のアップリンクグラントがあるとしても、ＣＱＩ要求が１ビットである場合、どの
ＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩを報告するかが曖昧である。ＣＱＩが報告されるＤＬ　ＣＣは
、ＤＬ　ＣＣを決定するために次のような多様な方式が可能である。
【００９５】
　第１の実施例として、複数のアップリンクグラントが送信される一つまたは複数のＤＬ
　ＣＣに対してＣＱＩを報告する。また、複数のＤＬ　ＣＣとリンクされたＵＬ　ＣＣが
存在すると、リンクされたＵＬ　ＣＣにリンクされた他のＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩで報
告することができる。ＣＱＩの報告は、ＤＬ　ＣＣの物理的／論理的インデックスの順序
によって実行することができる。
【００９６】
　第２の実施例として、基地局は、端末にＣＱＩを報告するＤＬ　ＣＣに関する報告リス
トを知らせることができる。前記報告リストは、システム情報の一部またはＲＲＣメッセ
ージのような上位階層シグナリングを介して送信されることができる。
【００９７】
　第３の実施例として、ＣＱＩ要求は、ＣＱＩを報告するＤＬ　ＣＣに対する情報を含む
ことができる。例えば、ＰＤＣＣＨ上に複数のアップリンクグラントと共に、ＣＱＩが報
告されるＤＬ　ＣＣのインデックスやビットマップが共に送信されることができる。
【００９８】
　多重搬送波システムで、基地局は多様な方法でチャネル状態を評価することができ、こ
れによってＣＱＩの報告モードも変わることができる。例えば、搬送波内のスケジューリ
ングのためのＣＱＩは、搬送波内で周波数／時間領域での測定結果から得られる。複数の
搬送波間のスケジューリングのためのＣＱＩは、各搬送波に対する測定結果から得られる
。セル間スケジューリングのためのＣＱＩは、複数のセルに対する測定結果から得られる
。
【００９９】
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　報告モードとして前述した３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３　Ｖ８．５．０（２００８－
１２）に開示された六つのモードのうち少なくとも一つを使用することができるが、新た
な報告モードが定義されることができる。
【０１００】
　搬送波内のスケジューリングのためのＣＱＩを報告するための報告モードは、サブバン
ドＣＱＩ及び周波数選択性（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｉｔｙ）を活用する
ためのｂｅｓｔ－Ｍ選択情報が含むように設定される。
【０１０１】
　複数の搬送波間のスケジューリングのためのＣＱＩを報告するための報告モードは、搬
送波選択的スケジューリングのためのものであるため、各搬送波のチャネル状態を示す最
小限の情報、例えば、ワイドバンドＣＱＩ、ワイドバンドＰＭＩ、及び／またはワイドバ
ンドＲＩを含むように設定されることができる。複数の搬送波間のスケジューリングのた
めのＣＱＩは、非周期的に報告されることができるが、周期的に報告されることができる
。周期的報告において、複数の搬送波間のスケジューリングが頻繁に実行されるものでは
ないため、比較的長い報告周期が設定されることができる。周期は予め指定されたり、上
位階層シグナリングで伝達されることができる。周期的ＣＱＩが送信される時、ＰＵＳＣ
Ｈを使用することができ、可用なリソースがある場合、ＰＵＣＣＨを使用することもでき
る。
【０１０２】
　セル間スケジューリングのためのＣＱＩのための報告モードは、ＣｏＭＰ（Ｃｏｏｒｄ
ｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）のような動作を実行
するために周辺セルに対する測定結果が含まれるように設定される。周辺セルの信号強度
、特定基準（ｃｒｉｔｅｒｉｏｎ）による測定結果、及び／または周辺セルの信号が有す
る電波遅延（ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｄｅｌａｙ）関連情報などが報告モードに含まれ
ることができる。セル間スケジューリングのためのＣＱＩは、非周期的に報告されること
ができるが、周期的に報告されることができる。周期的報告において、複数の搬送波間の
スケジューリングが頻繁に実行されるものではないため、比較的長い報告周期が設定され
ることができる。周期は予め指定されたり、上位階層シグナリングで伝達されることがで
きる。周期的ＣＱＩが送信される時、ＰＵＳＣＨを使用することができ、可用なリソース
がある場合、ＰＵＣＣＨを使用することもできる。
【０１０３】
　多重搬送波システムで、ＣＱＩのための報告モードはＲＲＣメッセージを介して設定さ
れ、ＣＱＩ要求をＰＤＣＣＨの１ビットフィールドを介してトリガすることによってＣＱ
Ｉ報告が実行されることができる。または、ＰＤＣＣＨ上に報告モードを動的に設定する
ことができる。
【０１０４】
　ＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマットによって報告モードが黙示的に設定されることができ
る。例えば、ＤＣＩフォーマットがＣｏＭＰと関連したものである場合、セル間スケジュ
ーリングのための報告モードに設定される。ＤＣＩフォーマットが多重搬送波と関連した
ものである場合、複数の搬送波間のスケジューリングのための報告モードに設定される。
【０１０５】
　以下、ＣＱＩに含まれる項目（ｃｏｎｔｅｎｔ）に対して記述する。
【０１０６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥではＣＱＩとしてワイドバンドＣＱＩとサブバンドＣＱＩが使われて
いる。然しながら、多重搬送波またはＣｏＭＰをサポートするために新たなＣＱＩが定義
される必要がある。
【０１０７】
　多重搬送波のためのＣＱＩ報告の際、ＣＱＩには次のうち少なくともいずれか一つが含
まれることができる。
【０１０８】
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　（１）多重搬送波ワイドバンドＣＱＩ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｗｉｄｅ
ｂａｎｄ　ＣＱＩ）：全体ＤＬ　ＣＣまたは複数のＤＬ　ＣＣに対する平均的なＣＱＩ値
。
【０１０９】
　（２）多重搬送波ワイドバンドＰＭＩ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｗｉｄｅ
ｂａｎｄ　ＰＭＩ）：全体ＤＬ　ＣＣまたは複数のＤＬ　ＣＣに対する平均的なＰＭＩ値
。
【０１１０】
　（３）多重搬送波ワイドバンドＣＱＩ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｗｉｄｅ
ｂａｎｄ　ＲＩ）：全体ＤＬ　ＣＣまたは複数のＤＬ　ＣＣに対する平均的なＲＩ値。
【０１１１】
　（４）搬送波選択的ＣＱＩ（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ＣＱＩ）：複数の
ＤＬ　ＣＣのうち端末により選択された一つまたはその以上のＤＬ　ＣＣに対するＣＱＩ
。選択されたＤＬ　ＣＣを指示するためのインデックス（例、ＣＩＦ）やビットマップを
含むことができる。選択されたＤＬ　ＣＣが複数である場合、搬送波選択的ＣＱＩは平均
ＣＱＩであり、または、　搬送波選択的ＣＱＩは、ベストＣＱＩ値とこれを基準にした差
分値で表すこともできる。
【０１１２】
　（５）搬送波選択的ＰＭＩ（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ＰＭＩ）：複数の
ＤＬ　ＣＣのうち端末により選択された一つまたはその以上のＤＬ　ＣＣに対するＰＭＩ
。選択されたＤＬ　ＣＣを指示するためのインデックスやビットマップを含むことができ
る。選択されたＤＬ　ＣＣが複数である場合、搬送波選択的ＰＭＩは平均ＰＭＩであり、
または、搬送波選択的ＰＭＩは、ベストＰＭＩ値とこれを基準にした差分値で表すことも
できる。
【０１１３】
　ＣｏＭＰのためのＣＱＩ報告の際、ＣＱＩには次のうち少なくともいずれか一つが含ま
れることができる。以下、多重セルは、基地局と端末との間に共有されるセルリストによ
り定義される。
【０１１４】
　（１）多重セルＣＱＩ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃｅｌｌ　ＣＱＩ）：多重セルに対する平
均ＣＱＩ。平均ＣＱＩはワイドバンドＣＱＩ及び／またはサブバンドＣＱＩを含むことが
できる。
【０１１５】
　（２）多重セルＰＭＩ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃｅｌｌ　ＰＭＩ）：多重セルに対する平
均ＰＭＩ。平均ＰＭＩはワイドバンドＰＭＩ及び／またはサブバンドＰＭＩを含むことが
できる。
【０１１６】
　（３）多重セルＲＩ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃｅｌｌ　ＣＱＩ）：多重セルに対するＲＩ
。
【０１１７】
　（４）セル選択的ＣＱＩ（ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ＣＱＩ）：多重セルのうち
端末により選択された一つまたはその以上のセルに対するＣＱＩ。選択されたセルを指示
するためのインデックスやビットマップを含むことができる。選択されたセルが複数であ
る場合、セル選択的ＣＱＩは平均ＣＱＩであり、または、セル選択的ＣＱＩは、ベストＣ
ＱＩ値とこれを基準にした差分値で表すこともできる。
【０１１８】
　（５）セル選択的ＰＭＩ（ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ＰＭＩ）：多重セルのうち
端末により選択された一つまたはその以上のセルに対するＰＭＩ。選択されたセルを指示
するためのインデックスやビットマップを含むことができる。選択されたセルが複数であ
る場合、セル選択的ＰＭＩは平均ＰＭＩであり、または、セル選択的ＰＭＩは、ベストＰ
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【０１１９】
　図１０は、本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
【０１２０】
　基地局１０は、プロセッサ１１、メモリ１２、及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｕｎｉｔ）１３を含む。
【０１２１】
　プロセッサ１１は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。前述した基地
局１０の動作はプロセッサ１１により具現されることができる。プロセッサ１１は、多重
搬送波のための動作をサポートし、ＣＱＩを要求する。報告されたＣＱＩに基づいて搬送
波／セルに対するスケジューリングを実行することができる。
【０１２２】
　メモリ１２は、プロセッサ１１と連結され、多重搬送波動作のためのプロトコルやパラ
メータを格納する。ＲＦ部１３は、プロセッサ１１と連結され、無線信号を送信及び／ま
たは受信する。
【０１２３】
　端末２０は、プロセッサ２１、メモリ２２、及びＲＦ部２３を含む。
【０１２４】
　プロセッサ２１は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。前述した端末
２０の動作はプロセッサ２１により具現されることができる。プロセッサ２１は、多重搬
送波動作をサポートし、ＣＱＩ要求によって多重搬送波に対するＣＱＩを報告する。
【０１２５】
　メモリ２２は、プロセッサ２１と連結され、多重搬送波動作のためのプロトコルやパラ
メータを格納する。ＲＦ部２３は、プロセッサ２１と連結され、無線信号を送信及び／ま
たは受信する。
【０１２６】
　プロセッサ１１、２１は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／またはデー
タ処理装置を含むことができる。メモリ１２、２２は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍ
ｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモ
リ、メモリカード、格納媒体及び／または他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部１３
、２３は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソ
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）で具現されることができる。モジュールは、メモリ１２、２２に格納され、
プロセッサ１１、２１により実行されることができる。メモリ１２、２２は、プロセッサ
１１、２１の内部または外部にあり、よく知られた多様な手段でプロセッサ１１、２１と
連結されることができる。
【０１２７】
　前述した例示的なシステムで、方法は一連の段階またはブロックで順序図に基づいて説
明しているが、本発明は、段階の順序に限定されるものではなく、ある段階は前述と異な
る段階と異なる順序にまたは同時に発生することができる。また、当業者であれば、順序
図に示す段階が排他的でなく、他の段階が含まれたり、順序図の一つまたはその以上の段
階が本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。
【０１２８】
　前述した実施例は、多様な態様の例示を含む。多様な態様を示すための全ての可能な組
合せを記述することはできないが、該当技術分野の通常の知識を有する者は、異なる組合
せが可能であることを認識することができる。従って、本発明は、特許請求の範囲に属す
る全ての交替、修正及び変更を含む。
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