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(57)【要約】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいてランダムアクセ
ス手順を可能にするためのユーザ機器、システム、装置
、方法および／またはコンピュータプログラム製品が提
供される。ユーザ機器が複数のアップリンクコンポーネ
ントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアと
で構成された複数コンポーネントキャリアシステムにお
いて、競合なしランダムアクセス手順と競合ベースラン
ダムアクセス手順とを行うためのアップリンクコンポー
ネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリア
とを選択し、利用することが可能にされる。本要約は、
読者が開示された主題を迅速に確認できるようにする要
約要件ルールに準拠するという唯一の目的のために与え
たものである。したがって、本要約は、特許請求の範囲
またはその意味を解釈または限定するために使用される
べきでないことを理解されたい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器においてランダムアクセス手順についての
要求を受信することであって、前記ユーザ機器が、前記ワイヤレス通信ネットワークのア
ップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備える複
数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように構成され、前記要求が前記複数のコ
ンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で受信される、受
信することと、
　前記アップリンクコンポーネントキャリアと前記ダウンリンクコンポーネントキャリア
との間の関連付けに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアの中から、ランダムア
クセスメッセージを送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択すること
と、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ランダムアクセスメッセ
ージを送信することと、
　前記送信されたランダムアクセスメッセージに対する応答を受信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　システム情報ブロック２（ＳＩＢ２）シグナリングによって指定された、前記選択され
たアップリンクコンポーネントキャリアと前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリ
アとの間の関連付けに基づいて前記アップリンクコンポーネントキャリアを選択すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアを前記選択されたアップリンクコンポ
ーネントキャリアにリンクするユーザ機器固有シグナリングに基づいて前記アップリンク
コンポーネントキャリアを選択すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次アップリンクコンポーネントキャリアと
１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアとを備え、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポーネン
トキャリアに関連付けられた、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次アップリンクコンポーネントキャリアと
１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが２次アップリンクコンポーネン
トキャリアである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたアップリンクタイミン
グアドバンス値と実質的に同じであるアップリンクタイミングアドバンス値をもつ２次ア
ップリンクコンポーネントキャリアを選択すること
をさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記１次アップリンクコンポーネントキャリアのアップリンクタイミングアドバンス値
とは異なるアップリンクタイミングアドバンス値をもつ２次アップリンクコンポーネント
キャリアを選択することと、
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　アップリンク制御情報の適切な送信を可能にするために、前記１次アップリンクコンポ
ーネントキャリアのためのアップリンク同期を取得することと
をさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記要求が、前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアと示されたアップリンク
コンポーネントキャリアとの間の前記関連付けに対応する情報を備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが、前記示されたアップリンクコ
ンポーネントキャリアである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記応答を受信することが、
　システム情報ブロック２（ＳＩＢ２）シグナリングに従って前記示されたアップリンク
コンポーネントキャリアにリンクされた第２のダウンリンクコンポーネントキャリア上で
、前記送信されたランダムアクセスメッセージに対する前記応答を受信すること
を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記応答を受信することが、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で、前記送信されたランダムアクセ
スメッセージに対する前記応答を受信すること
を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記受信された応答が、スクランブルされた応答であり、前記方法が、
　特定のアップリンクコンポーネントキャリアを確認するために、特殊シグナチャシーケ
ンス番号または予約済みランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子（ＲＡ－ＲＮＴＩ
）に従って前記応答をデスクランブルすること
をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコンポーネントキ
ャリアを構成することであって、前記複数のコンポーネントキャリアがアップリンクコン
ポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え、各アップリンクコ
ンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキャリアに関連付
けられた、構成することと、
　ダウンリンクコンポーネントキャリアを選択し、前記選択されたダウンリンクコンポー
ネントキャリア上でランダムアクセス手順についての要求を前記ユーザ機器に送信するこ
とと、
　前記複数のコンポーネントキャリアのアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ユ
ーザ機器からランダムアクセスメッセージを受信することであって、前記アップリンクコ
ンポーネントキャリアが前記ユーザ機器によって識別される、受信することと、
　前記ユーザ機器に応答を送信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項１４】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたダウンリンクコンポーネントキャリアが前記１次ダウンリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記ランダムアクセスメッセージが前記１次アップリンクコンポーネントキャリア上で
受信される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　プロセッサ実行可能コードを備えるメモリと
を備える、ユーザ機器であって、前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセッサによ
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って実行されたとき、
　　ワイヤレス通信ネットワーク中の前記ユーザ機器においてランダムアクセス手順につ
いての要求を受信することであって、前記ユーザ機器が、前記ワイヤレス通信ネットワー
クのアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備
える複数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように構成され、前記要求が前記複
数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で受信され
る、受信することと、
　　前記アップリンクコンポーネントキャリアと前記ダウンリンクコンポーネントキャリ
アとの間の関連付けに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアの中から、ランダム
アクセスメッセージを送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択するこ
とと、
　　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ランダムアクセスメッ
セージを送信することと、
　　前記送信されたランダムアクセスメッセージに対する応答を受信することと
を行うように前記ユーザ機器を構成する、ユーザ機器。
【請求項１６】
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが、システム情報ブロック２（Ｓ
ＩＢ２）シグナリングに従って前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアに関連付
けられた、請求項１５に記載のユーザ機器。
【請求項１７】
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが、前記第１の選択されたアップ
リンクコンポーネントキャリアを前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアに
リンクするユーザ機器固有シグナリングに従って、前記第１のダウンリンクコンポーネン
トキャリアに関連付けられた、請求項１５に記載のユーザ機器。
【請求項１８】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアである、請求項１５に記載のユーザ機器。
【請求項１９】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次アップリンクコンポーネントキャリアと
１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが２次アップリンクコンポーネン
トキャリアである、請求項１５に記載のユーザ機器。
【請求項２０】
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、前記１次
アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたアップリンクタイミングアドバン
ス値と実質的に同じであるアップリンクタイミングアドバンス値をもつ２次アップリンク
コンポーネントキャリアを選択するように前記ユーザ機器を構成する、請求項１９に記載
のユーザ機器。
【請求項２１】
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、
　前記１次アップリンクコンポーネントキャリアのアップリンクタイミングアドバンス値
とは異なるアップリンクタイミングアドバンス値をもつ２次アップリンクコンポーネント
キャリアを選択することと、
　アップリンク制御情報の適切な送信を可能にするために、前記１次アップリンクコンポ
ーネントキャリアのためのアップリンク同期を取得することと
を行うように前記ユーザ機器を構成する、請求項１９に記載のユーザ機器。
【請求項２２】
　前記要求が、前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアと示されたアップリンク
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コンポーネントキャリアとの間の前記関連付けに対応する情報を備え、
前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが、前記示されたアップリンクコン
ポーネントキャリアである、請求項１５に記載のユーザ機器。
【請求項２３】
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、システム
情報ブロック２（ＳＩＢ２）シグナリングに従って前記示されたアップリンクコンポーネ
ントキャリアにリンクされた第２のダウンリンクコンポーネントキャリア上で、前記送信
されたランダムアクセスメッセージに対する前記応答を受信するように前記ユーザ機器を
構成する、請求項２２に記載のユーザ機器。
【請求項２４】
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、前記第１
のダウンリンクコンポーネントキャリア上で、前記送信されたランダムアクセスメッセー
ジに対する前記応答を受信するように前記ユーザ機器を構成する、請求項２２に記載のユ
ーザ機器。
【請求項２５】
　前記受信された応答が、スクランブルされた応答であり、
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、特定のア
ップリンクコンポーネントキャリアを確認するために、特殊シグナチャシーケンス番号ま
たは予約済みランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子（ＲＡ－ＲＮＴＩ）に従って
前記応答をデスクランブルするように前記ユーザ機器を構成する、請求項２２に記載のユ
ーザ機器。
【請求項２６】
　プロセッサと、
　プロセッサ実行可能コードを備えるメモリと
を備える、ワイヤレス通信デバイスであって、前記プロセッサ実行可能コードは、前記プ
ロセッサによって実行されたとき、
　　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコンポーネント
キャリアを構成することであって、前記複数のコンポーネントキャリアがアップリンクコ
ンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え、各アップリンク
コンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキャリアに関連
付けられた、構成することと、
　　ダウンリンクコンポーネントキャリアを選択し、前記選択されたダウンリンクコンポ
ーネントキャリア上でランダムアクセス手順についての要求を前記ユーザ機器に送信する
ことと、
　　前記複数のコンポーネントキャリアのアップリンクコンポーネントキャリア上で前記
ユーザ機器からランダムアクセスメッセージを受信することであって、前記アップリンク
コンポーネントキャリアが前記ユーザ機器によって識別される、受信することと、
　　前記ユーザ機器に応答を送信することと
を行うように前記ワイヤレス通信デバイスを構成する、ワイヤレス通信デバイス。
【請求項２７】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたダウンリンクコンポーネントキャリアが前記１次ダウンリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記ランダムアクセスメッセージが前記１次アップリンクコンポーネントキャリア上で
受信される、請求項２６に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項２８】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器においてランダムアクセス手順についての
要求を受信するための手段であって、前記ユーザ機器が、前記ワイヤレス通信ネットワー
クのアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備
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える複数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように構成され、前記要求が前記複
数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で受信され
る、受信するための手段と、
　前記アップリンクコンポーネントキャリアと前記ダウンリンクコンポーネントキャリア
との間の関連付けに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアの中から、ランダムア
クセスメッセージを送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択するため
の手段と、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ランダムアクセスメッセ
ージを送信するための手段と、
　前記送信されたランダムアクセスメッセージに対する応答を受信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信デバイス。
【請求項２９】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコンポーネントキ
ャリアを構成するための手段であって、前記複数のコンポーネントキャリアがアップリン
クコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え、各アップリ
ンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキャリアに
関連付けられた、構成するための手段と、
　ダウンリンクコンポーネントキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたダウンリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセス手順につい
ての要求を前記ユーザ機器に送信するための手段と、
　前記複数のコンポーネントキャリアのアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ユ
ーザ機器からランダムアクセスメッセージを受信するための手段であって、前記アップリ
ンクコンポーネントキャリアが前記ユーザ機器によって識別される、受信するための手段
と、
　前記ユーザ機器に応答を送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信デバイス。
【請求項３０】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器においてランダムアクセス手順についての
要求を受信するためのプログラムコードであって、前記ユーザ機器が、前記ワイヤレス通
信ネットワークのアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキ
ャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように構成され、前記
要求が前記複数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア
上で受信される、受信するためのプログラムコードと、
　前記アップリンクコンポーネントキャリアと前記ダウンリンクコンポーネントキャリア
との間の関連付けに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアの中から、ランダムア
クセスメッセージを送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択するため
のプログラムコードと、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ランダムアクセスメッセ
ージを送信するためのプログラムコードと、
　前記送信されたランダムアクセスメッセージに対する応答を受信するためのプログラム
コードと
を備える、非一時的コンピュータ可読媒体上で実施される、コンピュータプログラム製品
。
【請求項３１】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコンポーネントキ
ャリアを構成するためのプログラムコードであって、前記複数のコンポーネントキャリア
がアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え
、各アップリンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネン
トキャリアに関連付けられた、構成するためのプログラムコードと、
　ダウンリンクコンポーネントキャリアを選択するためのプログラムコードと、
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　前記選択されたダウンリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセス手順につい
ての要求を前記ユーザ機器に送信するためのプログラムコードと、
　前記複数のコンポーネントキャリアのアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ユ
ーザ機器からランダムアクセスメッセージを受信するためのプログラムコードであって、
前記アップリンクコンポーネントキャリアが前記ユーザ機器によって識別される、受信す
るためのプログラムコードと、
　前記ユーザ機器に応答を送信するためのプログラムコードと
を備える、非一時的コンピュータ可読媒体上で実施される、コンピュータプログラム製品
。
【請求項３２】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器によってランダムアクセス要求を送信する
ためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択することであって、前記ユーザ機器が
、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え
る複数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように構成された、選択することと、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ランダムアクセス要求を
送信することと、
　前記複数のコンポーネントキャリア中の第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上
で前記ランダムアクセス要求に対する応答を受信することであって、前記第１のダウンリ
ンクコンポーネントキャリアが、前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアと
リンクされた、受信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項３３】
　前記ユーザ機器が、前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上でランダム
アクセスチャネルを使用するように構成された、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記アップリンクコンポーネントキャリアを選択することは、前記ユーザ機器が使用す
るために構成された前記複数のコンポーネントキャリアのアクティブなサブセット中の前
記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアを識別することを備える、請求項３２に記
載の方法。
【請求項３５】
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、システム情報ブロック２（ＳＩＢ
２）シグナリングに従って前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアにリンク
された、請求項３２に記載の方法。
【請求項３６】
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、ユーザ機器固有シグナリングに従
って前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた、請求項３２に
記載の方法。
【請求項３７】
　前記ユーザ機器は、
　時間リソースと、
　周波数リソースと、
　シグナチャ空間リソースと
からなるグループから選択されたランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）リソースに従っ
て、前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアを識別する、請求項３６に記載の方
法。
【請求項３８】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアであり、
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　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが前記１次ダウンリンクコンポーネン
トキャリアである、請求項３２に記載の方法。
【請求項３９】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが２次ダウンリンクコンポーネントキ
ャリアである、請求項３２に記載の方法。
【請求項４０】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記アップリンクコンポーネントキャリアを選択することが、前記１次アップリンクコ
ンポーネントキャリアと実質的に同じアップリンクタイミングアドバンス値をもつ２次ア
ップリンクコンポーネントキャリアを選択することを備える、請求項３２に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ユーザ機器が使用するために構成された前記複数のコンポーネントキャリアのアク
ティブなサブセット内の各２次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたア
ップリンクタイミングアドバンス値が、前記１次アップリンクコンポーネントキャリアに
関連付けられたアップリンクタイミングアドバンス値とは異なるとき、前記各２次アップ
リンクコンポーネントキャリアについてのアップリンク同期を取得すること
をさらに備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　前記ユーザ機器が使用するために構成された前記複数のコンポーネントキャリアのアク
ティブなサブセット内の１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアに関
連付けられたアップリンクタイミングアドバンス値が、前記１次アップリンクコンポーネ
ントキャリアに関連付けられた前記アップリンクタイミングアドバンス値とは異なるとき
、前記１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアについてのアップリン
ク同期を取得すること
をさらに備え、
　前記１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアが、前記ユーザ機器以
外の前記ワイヤレスネットワーク中のエンティティによって識別される、請求項３９に記
載の方法。
【請求項４３】
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが１次アップリンクコンポーネン
トキャリアであり、前記方法は、
　前記第１のダウンリンクキャリアが信頼できないと判断することと、
　前記ランダムアクセス要求の前記送信のための前記１次アップリンクコンポーネントキ
ャリアと実質的に同じアップリンクタイミングアドバンス値をもつ２次アップリンクコン
ポーネントキャリアを選択することと
をさらに備える、請求項３２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記第１のダウンリンクキャリアが信頼できず、
　信頼できるダウンリンクコンポーネントキャリアに関連付けられた新しい１次アップリ
ンクコンポーネントキャリアの指示を受信することをさらに備える、請求項３２に記載の
方法。
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【請求項４５】
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが１次アップリンクコンポーネン
トキャリアであり、前記方法は、
　前記第１のダウンリンクキャリアが信頼できないと判断することと、
　信頼できるダウンリンクコンポーネントキャリア上で競合なしランダムアクセス要求を
受信することであって、前記競合なしランダムアクセス要求が、前記１次アップリンクコ
ンポーネントキャリアと前記信頼できるダウンリンクコンポーネントキャリアとの間の関
連付けに関する指示を備える、受信することと
をさらに備える、請求項３２に記載の方法。
【請求項４６】
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが１次アップリンクコンポーネン
トキャリアであり、前記方法は、
　前記１次アップリンクコンポーネントキャリアが信頼できないものとして検出されたと
き、無線リンク障害を宣言すること
をさらに備える、請求項３２に記載の方法。
【請求項４７】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、前記方法は、
　前記ランダムアクセス要求を送信するための２次アップリンクコンポーネントキャリア
を選択すること
をさらに備える、請求項３２に記載の方法。
【請求項４８】
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが信頼できないと判断することと
、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが信頼できると判断することと、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアにリンクされたアップリンクコンポー
ネントキャリアについてのアップリンク同期を取得することと
をさらに備える、請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが信頼できないと判断することと
、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが信頼できると判断することと、
　少なくとも１つのアップリンクコンポーネントキャリアについてのアップリンク同期を
達成することに成功するまで、反復的方法で、前記ユーザ機器が使用するために構成され
た前記複数のコンポーネントキャリアのアクティブなサブセット内の各アップリンクコン
ポーネントキャリアについてのアップリンク同期を取得しようと試みることと
をさらに備える、請求項４７に記載の方法。
【請求項５０】
　アップリンク同期を取得しようとする前記試みのいずれも成功しない場合、無線リンク
障害を宣言することをさらに備える、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコンポーネントキ
ャリアを構成することであって、前記複数のコンポーネントキャリアがアップリンクコン
ポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え、各アップリンクコ
ンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキャリアに関連付
けられた、構成することと、
　前記複数のコンポーネントキャリアの第１のアップリンクコンポーネントキャリア上で
前記ユーザ機器からランダムアクセス要求を受信することであって、前記第１のアップリ
ンクコンポーネントキャリアが前記ユーザ機器によって識別される、受信することと、
　前記複数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で
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応答を送信することであって、前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが前記第
１のアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた、送信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項５２】
　プロセッサと、
　プロセッサ実行可能コードを備えるメモリと
を備える、ユーザ機器であって、前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセッサによ
って実行されたとき、
　　アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備
える複数のコンポーネントキャリアから、前記ユーザ機器によってランダムアクセス要求
を送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択することと、
　　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ランダムアクセス要求
を送信することと、
　　前記複数のコンポーネントキャリア中の第１のダウンリンクコンポーネントキャリア
上で前記ランダムアクセス要求に対する応答を受信することであって、前記第１のダウン
リンクコンポーネントキャリアが、前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア
とリンクされた、受信することと
を行うように前記ユーザ機器を構成する、ユーザ機器。
【請求項５３】
　前記ユーザ機器が、前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上でランダム
アクセスチャネルを使用するように構成された、請求項５２に記載のユーザ機器。
【請求項５４】
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、前記ユー
ザ機器が使用するために構成された前記複数のコンポーネントキャリアのアクティブなサ
ブセットから前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアを識別することによって前
記アップリンクコンポーネントキャリアを選択するように前記ユーザ機器を構成する、請
求項５２に記載のユーザ機器。
【請求項５５】
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、システム情報ブロック２（ＳＩＢ
２）シグナリングに従って前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアにリンク
された、請求項５２に記載のユーザ機器。
【請求項５６】
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、ユーザ機器固有シグナリングに従
って前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた、請求項５２に
記載のユーザ機器。
【請求項５７】
　前記プロセッサ実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、
　時間リソースと、
　周波数リソースと、
　シグナチャ空間リソースと
からなるグループから選択されたランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）リソースに従っ
て、前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアを識別するように前記ユーザ機器を
構成する、請求項５６に記載のユーザ機器。
【請求項５８】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが前記１次ダウンリンクコンポーネン
トキャリアである、請求項５２に記載のユーザ機器。
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【請求項５９】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが２次ダウンリンクコンポーネントキ
ャリアである、請求項５２に記載のユーザ機器。
【請求項６０】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記プロセッサ実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、前記１次アッ
プリンクコンポーネントキャリアと実質的に同じアップリンクタイミングアドバンス値を
もつ２次アップリンクコンポーネントキャリアを選択するように前記ユーザ機器を構成す
る、請求項５２に記載のユーザ機器。
【請求項６１】
　前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセッサによって実行されたとき、
　前記ユーザ機器が使用するために構成された前記複数のコンポーネントキャリアのアク
ティブなサブセット内の各２次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられた前
記アップリンクタイミングアドバンス値が、前記１次アップリンクコンポーネントキャリ
アに関連付けられた前記アップリンクタイミングアドバンス値とは異なるとき、各２次ア
ップリンクコンポーネントキャリアについてのアップリンク同期を取得する
ように前記ユーザ機器をさらに構成する、請求項５９に記載のユーザ機器。
【請求項６２】
　前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセッサによって実行されたとき、
　前記ユーザ機器が使用するために構成された前記複数のコンポーネントキャリアのアク
ティブなサブセット内の１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアに関
連付けられた前記アップリンクタイミングアドバンス値が、前記１次アップリンクコンポ
ーネントキャリアに関連付けられた前記アップリンクタイミングアドバンス値とは異なる
とき、前記１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアについてのアップ
リンク同期を取得する
ように前記ユーザ機器をさらに構成し、
　前記１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアが、前記ユーザ機器以
外の前記ワイヤレスネットワーク中のエンティティによって識別される、請求項５９に記
載のユーザ機器。
【請求項６３】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記第１のダウンリンクキャリアが信頼できず、
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、前記ラン
ダムアクセス要求を送信することに関して実質的に同じアップリンクタイミングアドバン
ス値をもつ２次アップリンクコンポーネントキャリアを新たに選択するように前記ユーザ
機器を構成する、請求項５２に記載のユーザ機器。
【請求項６４】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記第１のダウンリンクキャリアが信頼できず、
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　信頼できるダウンリンクコンポーネントキャリアに関連付けられた、新しい１次アップ
リンクコンポーネントキャリアが、前記ユーザ機器のために構成された、請求項５２に記
載のユーザ機器。
【請求項６５】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記第１のダウンリンクキャリアが信頼できず、
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、信頼でき
るダウンリンクコンポーネントキャリア上で競合なしランダムアクセス要求を受信するこ
とであって、前記要求が、前記１次アップリンクコンポーネントキャリアと前記信頼でき
るダウンリンクコンポーネントキャリアとの間の関連付けに関する指示を備える、受信す
ることを行うように前記ユーザ機器を構成する、請求項５２に記載のユーザ機器。
【請求項６６】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが前記１次アップリンクコンポー
ネントキャリアであり、
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、前記１次
アップリンクコンポーネントキャリアが信頼できないときに無線リンク障害を宣言するよ
うに前記ユーザ機器を構成する、請求項５２に記載のユーザ機器。
【請求項６７】
　前記複数の前記コンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つまたは複
数の２次コンポーネントキャリアとを備え、
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、前記ラン
ダムアクセス要求を送信するための２次アップリンクコンポーネントキャリアを選択する
ように前記ユーザ機器を構成する、請求項５２に記載のユーザ機器。
【請求項６８】
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが、信頼できないと判断され、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、信頼できると判断され、
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、前記第１
のダウンリンクコンポーネントキャリアにリンクされたアップリンクコンポーネントキャ
リアについてのアップリンク同期を取得するように前記ユーザ機器をさらに構成する、請
求項６７に記載のユーザ機器。
【請求項６９】
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが、信頼できないと判断され、
　前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、信頼できると判断され、
前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、少なくとも
１つのアップリンクコンポーネントキャリアについてのアップリンク同期を達成すること
に成功するまで、前記ユーザ機器が使用するために構成された前記複数のコンポーネント
キャリアのアクティブなサブセット内の各アップリンクコンポーネントキャリアについて
のアップリンク同期を取得するように前記ユーザ機器を構成する、請求項６６に記載のユ
ーザ機器。
【請求項７０】
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、前記同期
取得の試みのいずれも成功しない場合、無線リンク障害を宣言するように前記ユーザ機器
を構成する、請求項６９に記載のユーザ機器。
【請求項７１】
　プロセッサと、



(13) JP 2013-523025 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

　プロセッサ実行可能コードを備えるメモリと
を備える、デバイスであって、前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセッサによっ
て実行されたとき、
　　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコンポーネント
キャリアを構成することであって、前記複数のコンポーネントキャリアがアップリンクコ
ンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え、各アップリンク
コンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキャリアに関連
付けられた、構成することと、
　　前記複数のコンポーネントキャリアの第１のアップリンクコンポーネントキャリア上
で前記ユーザ機器からランダムアクセス要求を受信することであって、前記第１のアップ
リンクコンポーネントキャリアが前記ユーザ機器によって識別される、受信することと、
　　前記複数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上
で応答を送信することであって、前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが前記
第１のアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた、送信することと
を行うように前記デバイスを構成する、デバイス。
【請求項７２】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器によってランダムアクセス要求を送信する
ためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択するための手段であって、前記ユーザ
機器が、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアと
を備える複数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように構成された、選択するた
めの手段と、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ランダムアクセス要求を
送信するための手段と、
　前記複数のコンポーネントキャリア中の第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上
で前記ランダムアクセス要求に対する応答を受信するための手段であって、前記第１のダ
ウンリンクコンポーネントキャリアが、前記選択されたアップリンクコンポーネントキャ
リアとリンクされた、受信するための手段と
を備える、デバイス。
【請求項７３】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコンポーネントキ
ャリアを構成するための手段であって、前記複数のコンポーネントキャリアがアップリン
クコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え、各アップリ
ンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキャリアに
関連付けられた、構成するための手段と、
　前記複数のコンポーネントキャリアの第１のアップリンクコンポーネントキャリア上で
前記ユーザ機器からランダムアクセス要求を受信するための手段であって、前記第１のア
ップリンクコンポーネントキャリアが前記ユーザ機器によって識別される、受信するため
の手段と、
　前記複数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で
応答を送信するための手段であって、前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが
前記第１のアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた、送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信デバイス。
【請求項７４】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器によってランダムアクセス要求を送信する
ためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択するためのプログラムコードであって
、前記ユーザ機器が、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネン
トキャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように構成された
、選択するためのプログラムコードと、
　前記選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上で前記ランダムアクセス要求を
送信するためのプログラムコードと、
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　前記複数のコンポーネントキャリア中の第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上
で前記ランダムアクセス要求に対する応答を受信するためのプログラムコードであって、
前記第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、前記選択されたアップリンクコンポ
ーネントキャリアとリンクされた、受信するためのプログラムコードと
を備える、非一時的コンピュータ可読媒体上で実施される、コンピュータプログラム製品
。
【請求項７５】
　ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコンポーネントキ
ャリアを構成するためのプログラムコードであって、前記複数のコンポーネントキャリア
がアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え
、各アップリンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネン
トキャリアに関連付けられた、構成するためのプログラムコードと、
　前記複数のコンポーネントキャリアの第１のアップリンクコンポーネントキャリア上で
前記ユーザ機器からランダムアクセス要求を受信するためのプログラムコードであって、
前記第１のアップリンクコンポーネントキャリアが前記ユーザ機器によって識別される、
受信するためのプログラムコードと、
　前記複数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で
応答を送信するためのプログラムコードであって、前記第１のダウンリンクコンポーネン
トキャリアが前記第１のアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた、送信する
ためのプログラムコードと
を備える、非一時的コンピュータ可読媒体上で実施される、コンピュータプログラム製品
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１０年３月１８日に出
願された「Random Access Design For Carrier Aggregation」と題する米国仮特許出願第
６１／３１５，３７２号の利益および優先権を主張する。
【０００２】
　本出願は、一般にワイヤレス通信の分野に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システ
ムにおいてランダムアクセス手順を可能にすることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　このセクションは、開示する実施形態の背景またはコンテキストを与えるものである。
本明細書の説明には、追求され得る概念が含まれ得るが、必ずしも以前に想到または追求
された概念ではない。したがって、本明細書に別段に規定されていない限り、このセクシ
ョンで説明することは、本出願の明細書および特許請求の範囲に対する従来技術ではなく
、このセクションに包含することによって従来技術であるとは認められない。
【０００４】
　ワイヤレス通信システムは、ボイス、データ、および他のコンテンツなど、様々なタイ
プの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可
能なシステムリソース（たとえば、帯域幅および送信電力）を共有することによって複数
のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続通信システムであり得る。そのよ
うな多元接続通信システムの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ：code division mult
iple access）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ：time division multiple access）
システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ：frequency division multiple access）シス
テム、（３ＧＰＰシステムを含む）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ：Long Term 
Evolution）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ：orthogonal freque
ncy division multiple access）システムがある。
【０００５】
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　概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同
時にサポートすることができる。各端末またはユーザ機器（ＵＥ：user equipment）は、
順方向および逆方向リンク上の送信を介して１つまたは複数の基地局と通信する。順方向
リンク（またはダウンリンク）は基地局からユーザ機器への通信リンクを指し、逆方向リ
ンク（またはアップリンク）はユーザ機器から基地局への通信リンクを指す。この通信リ
ンクは、単入力単出力、多入力単出力、または多入力多出力（ＭＩＭＯ：multiple-in-mu
ltiple-out）システムを介して確立され得る。ＬＴＥシステムなど、いくつかのワイヤレ
ス通信システムでは、ユーザ機器と基地局（またはｅノードＢ）との間の接続を確立また
は再確立するために、ランダムアクセス手順が利用される。ランダムアクセス手順は、無
線リンクを確立する（たとえば、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥからＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態
に移行する）ときにアクセスを可能にするため、無線リンク障害時に無線リンクを再確立
するため、アップリンク同期を失ったかまたは取得しなかったユーザ機器のためのアップ
リンク同期を確立するため、新しいセルとの新しい同期を確立する必要があるときにハン
ドオーバ動作を可能にするためなど、いくつかの目的に役立ち得る。
【発明の概要】
【０００６】
　このセクションは、いくつかの例示的な実施形態の概要を与えるものであり、開示する
実施形態の範囲を限定するものではない。
【０００７】
　本開示は、複数コンポーネントキャリアワイヤレス通信ネットワークにおいて競合なし
ランダムアクセス手順と競合ベースランダムアクセス手順とを可能にするシステム、方法
、装置およびコンピュータプログラム製品に関する。例示的な一態様は、ユーザ機器にお
いてランダムアクセス手順についての要求を受信することを備える、ワイヤレス通信のた
めの方法に関する。ユーザ機器は、ワイヤレス通信ネットワークにおいてアップリンクコ
ンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを含む複数のコンポーネ
ントキャリアを用いて動作するように構成され得る。ユーザ機器によって競合なしランダ
ムアクセス手順の一部として使用され得るこの例示的な方法によれば、要求は、複数のコ
ンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で受信される。本
方法は、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアと
の間の関連付けに基づいて、複数のコンポーネントキャリアの中から、ランダムアクセス
メッセージを送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択することをさら
に含む。本方法はまた、選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上でランダムア
クセスメッセージを送信することと、送信されたランダムアクセスメッセージに対する応
答を受信することとを含むことができる。
【０００８】
　本開示の一態様では、選択されたアップリンクコンポーネントキャリアは、システム情
報ブロック２（ＳＩＢ２：system information block 2）シグナリングに従って第１のダ
ウンリンクコンポーネントキャリアに関連付けられる。別の態様では、選択されたアップ
リンクコンポーネントキャリアは、第１の選択されたアップリンクコンポーネントキャリ
アを選択されたアップリンクコンポーネントキャリアにリンクするユーザ機器固有シグナ
リングに従って、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアに関連付けられる。複数の
コンポーネントキャリアは１次コンポーネントキャリアと１つまたは複数の２次コンポー
ネントキャリアとを含み得、選択されたアップリンクコンポーネントキャリアは１次アッ
プリンクコンポーネントキャリアとすることができる。
【０００９】
　一態様では、複数のコンポーネントキャリアは１次アップリンクコンポーネントキャリ
アと１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアとを含み、第１のダウン
リンクコンポーネントキャリアは１次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けら
れる。別の態様では、複数のコンポーネントキャリアは１次アップリンクコンポーネント
キャリアと１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアとを含み、選択さ
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れたアップリンクコンポーネントキャリアは２次アップリンクコンポーネントキャリアで
ある。ユーザ機器は、１次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたアップ
リンクタイミングアドバンス値と実質的に同じであるアップリンクタイミングアドバンス
値をもつ２次アップリンクコンポーネントキャリアを選択することができる。別の例では
、ユーザ機器は、１次アップリンクコンポーネントキャリアのアップリンクタイミングア
ドバンス値とは異なるアップリンクタイミングアドバンス値をもつ２次アップリンクコン
ポーネントキャリアを選択し、アップリンク制御情報の適切な送信を可能にするために、
１次アップリンクコンポーネントキャリアのためのアップリンク同期を取得することがで
きる。
【００１０】
　一態様によれば、ユーザ機器において受信された要求は、第１のダウンリンクコンポー
ネントキャリアと、示されたアップリンクコンポーネントキャリアとの間の関連付けに関
係する情報を含み、示されたアップリンクコンポーネントキャリアはアップリンクコンポ
ーネントキャリアとして選択される。一例では、送信されたランダムアクセスメッセージ
に対する応答は、システム情報ブロック２（ＳＩＢ２）シグナリングに従って示されたア
ップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた第２のダウンリンクコンポーネントキ
ャリア上で受信される。別の例では、送信されたランダムアクセスメッセージに対する応
答が、第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で受信される。さらに別の例では、
受信された応答はスクランブルされた応答であり、ユーザ機器は、特定のアップリンクコ
ンポーネントキャリアを確認するために、特殊シグナチャシーケンス番号または予約済み
ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子（ＲＡ－ＲＮＴＩ：random access radio 
network temporary identifier）に従って応答をデスクランブルする。
【００１１】
　別の態様は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用する複数のコンポーネ
ントキャリアを構成することを含む、ワイヤレス通信のための方法に関する。複数のコン
ポーネントキャリアは、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネ
ントキャリアとを含み得る。本方法は、各アップリンクコンポーネントキャリアが、少な
くとも１つのダウンリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたワイヤレス通信ネッ
トワークのｅノードＢによって、競合なしランダムアクセス手順の一部として使用され得
る。本方法は、ダウンリンクコンポーネントキャリアを選択し、選択されたダウンリンク
コンポーネントキャリア上でランダムアクセス手順についての要求をユーザ機器に送信す
ることと、複数のコンポーネントキャリアのアップリンクコンポーネントキャリア上でユ
ーザ機器からランダムアクセスメッセージを受信することであって、アップリンクコンポ
ーネントキャリアがユーザ機器によって識別される、受信することと、ユーザ機器に応答
を送信することとをさらに含む。
【００１２】
　別の態様では、複数のコンポーネントキャリアは１次コンポーネントキャリアと１つま
たは複数の２次コンポーネントキャリアとを含み、選択されたダウンリンクコンポーネン
トキャリアは１次ダウンリンクコンポーネントキャリアであり、ランダムアクセスメッセ
ージは１次アップリンクコンポーネントキャリア上で受信される。
【００１３】
　別の態様は、プロセッサと、プロセッサ実行可能コードを記憶するメモリとを備えるユ
ーザ機器に関する。プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行されたとき、
本ユーザ機器が、ワイヤレス通信ネットワークのアップリンクコンポーネントキャリアと
ダウンリンクコンポーネントキャリアとを含む複数のコンポーネントキャリアを用いて動
作するように構成されたときにランダムアクセス手順についての要求を受信するように本
ユーザ機器を構成する。要求は、複数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコ
ンポーネントキャリア上で受信され得る。プロセッサ実行可能コードはまた、アップリン
クコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとの間の関連付けに基
づいて、複数のコンポーネントキャリアの中から、ランダムアクセスメッセージを送信す
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るためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択することと、選択されたアップリン
クコンポーネントキャリア上でランダムアクセスメッセージを送信することと、送信され
たランダムアクセスメッセージに対する応答を受信することとを行うように本ユーザ機器
を構成し得る。
【００１４】
　別の態様は、プロセッサと、プロセッサ実行可能コードを記憶するメモリとを備えるデ
バイスに関する。プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行されたとき、本
デバイスに、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用する複数のコンポーネン
トキャリアを構成させる。複数のコンポーネントキャリアは、各アップリンクコンポーネ
ントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキャリアに関連付けられた
、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを含み
得る。プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行されたとき、ダウンリンク
コンポーネントキャリアを選択し、選択されたダウンリンクコンポーネントキャリア上で
ランダムアクセス手順についての要求をユーザ機器に送信するように本デバイスを構成す
る。プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行されたとき、本デバイスが、
複数のコンポーネントキャリアのアップリンクコンポーネントキャリア上でユーザ機器か
らランダムアクセスメッセージを受信することであって、アップリンクコンポーネントキ
ャリアがユーザ機器によって識別される、受信することと、ユーザ機器に応答を送信する
こととを可能にする。
【００１５】
　別の態様は、ユーザ機器においてランダムアクセス手順についての要求を受信するため
の手段であって、ユーザ機器が、ワイヤレス通信ネットワークのアップリンクコンポーネ
ントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備える複数のコンポーネントキ
ャリアを用いて動作するように構成され、要求が複数のコンポーネントキャリアの第１の
ダウンリンクコンポーネントキャリア上で受信される、受信するための手段を含むデバイ
スに関する。本デバイスはまた、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコ
ンポーネントキャリアとの間の関連付けに基づいて、ランダムアクセスメッセージを送信
するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択するための手段を含む。本デバイ
スはまた、選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセスメッセ
ージを送信するための手段と、送信されたランダムアクセスメッセージに対する応答を受
信するための手段とを含む。
【００１６】
　別の態様は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコン
ポーネントキャリアを構成するための手段であって、複数のコンポーネントキャリアがア
ップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを含み、各
アップリンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキ
ャリアに関連付けられた、構成するための手段を含むデバイスに関する。本デバイスはま
た、ダウンリンクコンポーネントキャリアを選択するための手段と、選択されたダウンリ
ンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセス手順についての要求をユーザ機器に送
信するための手段とを含む。本デバイスは、複数のコンポーネントキャリアのアップリン
クコンポーネントキャリア上でユーザ機器からランダムアクセスメッセージを受信するた
めの手段であって、アップリンクコンポーネントキャリアがユーザ機器によって識別され
る、受信するための手段を含み、ユーザ機器に応答を送信するための手段をも含むことが
できる。
【００１７】
　別の態様は、ユーザ機器においてランダムアクセス手順についての要求を受信するため
のプログラムコードであって、ユーザ機器が、ワイヤレス通信ネットワークのアップリン
クコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを含む複数のコンポ
ーネントキャリアを用いて動作するように構成され、要求が複数のコンポーネントキャリ
アの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で受信される、受信するためのプログ
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ラムコードを含む、非一時的コンピュータ可読媒体上で実施される、コンピュータプログ
ラム製品に関する。本コンピュータプログラム製品はまた、アップリンクコンポーネント
キャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとの間の関連付けに基づいて、複数のコ
ンポーネントキャリアの中から、ランダムアクセスメッセージを送信するためのアップリ
ンクコンポーネントキャリアを選択するためのプログラムコードと、選択されたアップリ
ンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセスメッセージを送信するためのプログラ
ムコードとを含む。本コンピュータプログラム製品は、送信されたランダムアクセスメッ
セージに対する応答を受信するためのプログラムコードをさらに含む。
【００１８】
　別の態様は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコン
ポーネントキャリアを構成するためのプログラムコードであって、複数のコンポーネント
キャリアがアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリア
とを備え、各アップリンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコン
ポーネントキャリアに関連付けられた、構成するためのプログラムコードを含む、非一時
的コンピュータ可読媒体上で実施される、コンピュータプログラム製品に関する。本コン
ピュータプログラム製品はまた、ダウンリンクコンポーネントキャリアを選択するための
プログラムコードと、選択されたダウンリンクコンポーネントキャリア上でランダムアク
セス手順についての要求をユーザ機器に送信するためのプログラムコードとを含む。本コ
ンピュータプログラム製品は、複数のコンポーネントキャリアのアップリンクコンポーネ
ントキャリア上でユーザ機器からランダムアクセスメッセージを受信するためのプログラ
ムコードであって、アップリンクコンポーネントキャリアがユーザ機器によって識別され
る、受信するためのプログラムコードと、ユーザ機器に応答を送信するためのプログラム
コードとをさらに含む。
【００１９】
　別の態様は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器によってランダムアクセス要
求を送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択することであって、ユー
ザ機器が、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリア
とを備える複数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように構成された、選択する
ことを含む、ワイヤレス通信のための方法に関する。本方法は、ユーザ機器によって競合
ベースランダムアクセス手順の一部として使用され得、選択されたアップリンクコンポー
ネントキャリア上でランダムアクセス要求を送信することと、複数のコンポーネントキャ
リア中の第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセス要求に対する
応答を受信することであって、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、選択され
たアップリンクコンポーネントキャリアとリンクされた、受信することとをさらに含む。
【００２０】
　一態様では、ユーザ機器は、選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上でラン
ダムアクセスチャネルを使用するように構成される。別の態様では、アップリンクコンポ
ーネントキャリアを選択することの一部として、ユーザ機器は、ユーザ機器が使用するた
めに構成された複数のコンポーネントキャリアのアクティブなサブセットから第１のダウ
ンリンクコンポーネントキャリアを識別する。第１のダウンリンクコンポーネントキャリ
アは、システム情報ブロック２（ＳＩＢ２）シグナリングに従って選択されたアップリン
クコンポーネントキャリアにリンクされ得るか、または第１のダウンリンクコンポーネン
トキャリアは、ユーザ機器固有シグナリングに従って選択されたアップリンクコンポーネ
ントキャリアにリンクされ得る。ユーザ機器固有シグナリングが使用されるシナリオにお
いて、ユーザ機器は、時間リソースと、周波数リソースと、シグナチャ空間リソースとを
含むグループから選択されたランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ：random access chan
nel）リソースに従って、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアを識別することが
できる。
【００２１】
　一態様によれば、複数のコンポーネントキャリアは１次コンポーネントキャリアと１つ
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または複数の２次コンポーネントキャリアとを含むことができ、選択されたアップリンク
コンポーネントキャリアは１次アップリンクコンポーネントキャリアであり、第１のダウ
ンリンクコンポーネントキャリアは１次ダウンリンクコンポーネントキャリアである。別
の実施形態では、複数のコンポーネントキャリアは１次コンポーネントキャリアと１つま
たは複数の２次コンポーネントキャリアとを含み、選択されたアップリンクコンポーネン
トキャリアは１次アップリンクコンポーネントキャリアであり、第１のダウンリンクコン
ポーネントキャリアは２次ダウンリンクコンポーネントキャリアである。
【００２２】
　別の態様では、複数のコンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１つま
たは複数の２次コンポーネントキャリアとを含むことができ、ユーザ機器は、１次アップ
リンクコンポーネントキャリアと実質的に同じアップリンクタイミングアドバンス値をも
つ２次アップリンクコンポーネントキャリアを選択する。第１のダウンリンクコンポーネ
ントキャリアが２次ダウンリンクコンポーネントキャリアであるシナリオでは、ユーザ機
器は、ユーザ機器が使用するために構成された複数のコンポーネントキャリアのアクティ
ブなサブセット内の各２次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたアップ
リンクタイミングアドバンス値が、１次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付け
られたアップリンクタイミングアドバンス値とは異なるとき、各２次アップリンクコンポ
ーネントキャリアについてのアップリンク同期を取得することができる。ユーザ機器はま
た、アクティブなサブセット内の１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャ
リアに関連付けられたアップリンクタイミングアドバンス値が、１次アップリンクコンポ
ーネントキャリアに関連付けられたアップリンクタイミングアドバンス値とは異なるとき
、１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアについてのアップリンク同
期を取得することができ、１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアが
ユーザ機器以外のワイヤレスネットワーク中のエンティティによって識別される。
【００２３】
　別の態様では、複数のコンポーネントキャリアは１次コンポーネントキャリアと１つま
たは複数の２次コンポーネントキャリアとを含むことができ、選択されたアップリンクコ
ンポーネントキャリアは１次アップリンクコンポーネントキャリアであり、第１のダウン
リンクキャリアは信頼できないと判断される。ユーザ機器は、ランダムアクセス要求の送
信のための１次アップリンクコンポーネントキャリアと実質的に同じアップリンクタイミ
ングアドバンス値をもつ２次アップリンクコンポーネントキャリアを新たに選択する。複
数のコンポーネントキャリアは１次コンポーネントキャリアと１つまたは複数の２次コン
ポーネントキャリアとを含むことができ、選択されたアップリンクコンポーネントキャリ
アは１次アップリンクコンポーネントキャリアであり、第１のアップリンクコンポーネン
トキャリアは信頼できないと判断され、信頼できるダウンリンクコンポーネントキャリア
に関連付けられた新しい１次アップリンクコンポーネントキャリアが、ユーザ機器のため
に構成される。
【００２４】
　別の態様によれば、複数のコンポーネントキャリアが１次コンポーネントキャリアと１
つまたは複数の２次コンポーネントキャリアとを含むことができ、選択されたアップリン
クコンポーネントキャリアは１次アップリンクコンポーネントキャリアとすることができ
、第１のアップリンクコンポーネントキャリアが信頼できないと判断され、ユーザ機器は
、信頼できるダウンリンクコンポーネントキャリア上で競合なしランダムアクセス要求を
受信する。要求は、１次アップリンクコンポーネントキャリアと信頼できるダウンリンク
コンポーネントキャリアとの間の関連付けに関する指示を含むことができる。一態様では
、複数のコンポーネントキャリアは１次アップリンクコンポーネントキャリアと１つまた
は複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアとを含み、選択されたアップリンクコ
ンポーネントキャリアが１次アップリンクコンポーネントキャリアであり、ユーザ機器は
、１次アップリンクコンポーネントキャリアが信頼できないと判断されたとき、無線リン
ク障害を宣言する。
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【００２５】
　別の態様では、複数のコンポーネントキャリアは１次アップリンクコンポーネントキャ
リアと１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアとを含み、ユーザ機器
は、ランダムアクセス要求を送信するための２次アップリンクコンポーネントキャリアを
選択する。選択されたアップリンクコンポーネントキャリアは信頼できないものとして検
出され得、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアは信頼できるものとして検出され
得、ユーザ機器は、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアにリンクされたアップリ
ンクコンポーネントキャリアについてのアップリンク同期を収集することができる。別の
例示的な例では、選択されたアップリンクコンポーネントキャリアは、信頼できないもの
として検出され得、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアは、信頼できるものとし
て検出され得、ユーザ機器は、少なくとも１つのアップリンクコンポーネントキャリアに
ついてのアップリンク同期を達成することに成功するまで、複数のコンポーネントキャリ
アのアクティブなサブセット内の各アップリンクコンポーネントキャリアについてのアッ
プリンク同期を取得しようと反復的に試みることができる。ユーザ機器は、同期取得の試
みのいずれも成功しない場合、無線リンク障害を宣言するかまたは与えることができる。
【００２６】
　別の態様は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコン
ポーネントキャリアを構成することであって、複数のコンポーネントキャリアがアップリ
ンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを含み、各アップ
リンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキャリア
に関連付けられた、構成することを含む、ワイヤレス通信のための方法に関する。ｅノー
ドＢによって競合ベースランダムアクセス手順の一部として使用され得るこの例示的な方
法は、複数のコンポーネントキャリアの第１のアップリンクコンポーネントキャリア上で
ユーザ機器からランダムアクセス要求を受信することであって、第１のアップリンクコン
ポーネントキャリアがユーザ機器によって識別される、受信することをさらに含む。本方
法はまた、複数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア
上で応答を送信することであって、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが第１の
アップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた、送信することを含む。
【００２７】
　別の態様は、プロセッサと、プロセッサ実行可能コードを記憶するメモリとを備えるユ
ーザ機器に関する。プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行されたとき、
ランダムアクセス要求を送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択する
ことであって、本ユーザ機器が、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコ
ンポーネントキャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように
構成された、選択することを行うように本ユーザ機器を構成する。プロセッサ実行可能コ
ードはまた、プロセッサによって実行されたとき、選択されたアップリンクコンポーネン
トキャリア上でランダムアクセス要求を送信することと、複数のコンポーネントキャリア
中の第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセス要求に対する応答
を受信することであって、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、選択されたア
ップリンクコンポーネントキャリアとリンクされた、受信することとを行うように本ユー
ザ機器を構成する。
【００２８】
　一態様では、プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行されたとき、本ユ
ーザ機器が使用するために構成された複数のコンポーネントキャリアのアクティブなサブ
セット内の各２次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたアップリンクタ
イミングアドバンス値が、１次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたア
ップリンクタイミングアドバンス値とは異なるとき、各２次アップリンクコンポーネント
キャリアについてのアップリンク同期を取得するように本ユーザ機器を構成する。別の態
様では、プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行されたとき、本ユーザ機
器が使用するために構成された複数のコンポーネントキャリアのアクティブなサブセット
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内の１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたアップ
リンクタイミングアドバンス値が、１次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付け
られたアップリンクタイミングアドバンス値とは異なるとき、１つまたは複数の２次アッ
プリンクコンポーネントキャリアについてのアップリンク同期を取得するように本ユーザ
機器を構成し、１つまたは複数の２次アップリンクコンポーネントキャリアは、本ユーザ
機器以外のワイヤレスネットワーク中のエンティティによって識別される。
【００２９】
　別の態様は、プロセッサと、プロセッサ実行可能コードを記憶するメモリとを備えるユ
ーザ機器に関する。プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行されたとき、
複数のコンポーネントキャリアを利用することであって、複数のコンポーネントキャリア
がアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを含み
、各アップリンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネン
トキャリアに関連付けられた、利用することを行うように本ユーザ機器を構成する。プロ
セッサ実行可能コードはまた、プロセッサによって実行されたとき、複数のコンポーネン
トキャリアの第１のアップリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセス要求を受
信することであって、第１のアップリンクコンポーネントキャリアが本ユーザ機器によっ
て識別される、受信することを行うように本ユーザ機器を構成する。プロセッサ実行可能
コードは、プロセッサによって実行されたとき、複数のコンポーネントキャリアの第１の
ダウンリンクコンポーネントキャリア上で応答を送信することであって、第１のダウンリ
ンクコンポーネントキャリアが第１のアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされ
た、送信することを行うように本ユーザ機器をさらに構成する。
【００３０】
　別の態様は、ユーザ機器によってランダムアクセス要求を送信するためのアップリンク
コンポーネントキャリアを選択するための手段であって、ユーザ機器が、アップリンクコ
ンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備える複数のコンポー
ネントキャリアを用いて動作するように構成された、選択するための手段を含むワイヤレ
ス通信デバイスに関する。本ワイヤレス通信デバイスはまた、選択されたアップリンクコ
ンポーネントキャリア上でランダムアクセス要求を送信するための手段と、複数のコンポ
ーネントキャリア中の第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセス
要求に対する応答を受信するための手段であって、第１のダウンリンクコンポーネントキ
ャリアが、選択されたアップリンクコンポーネントキャリアとリンクされた、受信するた
めの手段とを含む。
【００３１】
　別の態様は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコン
ポーネントキャリアを構成するための手段であって、複数のコンポーネントキャリアがア
ップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを備え、各
アップリンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネントキ
ャリアに関連付けられた、構成するための手段を含むワイヤレス通信デバイスに関する。
本ワイヤレス通信デバイスはまた、複数のコンポーネントキャリアの第１のアップリンク
コンポーネントキャリア上でユーザ機器からランダムアクセス要求を受信するための手段
であって、第１のアップリンクコンポーネントキャリアがユーザ機器によって識別される
、受信するための手段を含む。本ワイヤレス通信デバイスは、複数のコンポーネントキャ
リアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で応答を送信するための手段であっ
て、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが第１のアップリンクコンポーネントキ
ャリアにリンクされた、送信するための手段をさらに含む。
【００３２】
　別の態様は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器によってランダムアクセス要
求を送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択するためのプログラムコ
ードであって、ユーザ機器が、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコン
ポーネントキャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアを用いて動作するように構
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成された、選択するためのプログラムコードを含む、非一時的コンピュータ可読媒体上で
実施される、コンピュータプログラム製品に関する。本コンピュータプログラム製品は、
選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセス要求を送信するた
めのプログラムコードと、複数のコンポーネントキャリア中の第１のダウンリンクコンポ
ーネントキャリア上でランダムアクセス要求に対する応答を受信するためのプログラムコ
ードであって、第１のダウンリンクコンポーネントキャリアが、選択されたアップリンク
コンポーネントキャリアとリンクされた、受信するためのプログラムコードとをさらに含
む。
【００３３】
　別の態様は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器が使用するための複数のコン
ポーネントキャリアを構成するためのプログラムコードであって、複数のコンポーネント
キャリアがアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリア
とを含み、各アップリンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコン
ポーネントキャリアに関連付けられた、構成するためのプログラムコードを含む、非一時
的コンピュータ可読媒体上で実施される、コンピュータプログラム製品に関する。本コン
ピュータプログラム製品は、複数のコンポーネントキャリアの第１のアップリンクコンポ
ーネントキャリア上でユーザ機器からランダムアクセス要求を受信するためのプログラム
コードであって、第１のアップリンクコンポーネントキャリアがユーザ機器によって識別
される、受信するためのプログラムコードをさらに含む。本コンピュータプログラム製品
は、複数のコンポーネントキャリアの第１のダウンリンクコンポーネントキャリア上で応
答を送信するためのプログラムコードであって、第１のダウンリンクコンポーネントキャ
リアが第１のアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた、送信するためのプロ
グラムコードをさらに含む。
【００３４】
　様々な実施形態のこれらおよび他の特徴は、その動作の構成および様式とともに、添付
の図面とともに以下の発明を実施するための形態を読めば明らかになろう。図面全体にわ
たって、同様の部分を指すのに同様の参照符号を使用する。
【００３５】
　添付の図面を参照することによって、様々な開示する実施形態について、限定ではなく
例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】ワイヤレス通信システムを示す図。
【図２】通信システムのブロック図。
【図３】例示的なワイヤレスネットワークを示す図。
【図４】通信のための複数コンポーネントキャリアを利用するワイヤレスシステムを示す
図。
【図５】ワイヤレス通信システムにおける例示的なアップリンク無線フレームタイミング
同期を示す図。
【図６】競合ベースランダムアクセス手順でのユーザ機器とｅノードＢとの間の通信を示
す図。
【図７】競合なしランダムアクセス手順でのユーザ機器とｅノードＢとの間の通信を示す
図。
【図８】ランダムアクセス動作を実行する例示的な異種ネットワーク（ｈｅｔＮｅｔ）を
示す図。
【図９】ユーザ機器によって競合なしランダムアクセス手順を可能にするための例示的な
動作のセットを示す図。
【図１０】ワイヤレスネットワークエンティティによって競合なしランダムアクセス手順
を可能にするための例示的な動作のセットを示す図。
【図１１】ユーザ機器によって競合ベースランダムアクセス手順を可能にするための例示
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的な動作のセットを示す図。
【図１２】ワイヤレスネットワークエンティティによって競合ベースランダムアクセス手
順を可能にするための例示的な動作のセットを示す図。
【図１３】アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリア
との間の関連付けを示す図。
【図１４】本開示による様々な実施形態が実装され得るシステムを示す図。
【図１５】本開示による様々な実施形態が実装され得る装置を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下の記述では、限定ではなく説明の目的で、様々な開示する実施形態の使用に関する
理解を与えるために詳細および説明を記載する。ただし、様々な実施形態は、これらの詳
細および説明から逸脱する他の実施形態において実施され得ることが当業者には明らかで
あろう。
【００３８】
　本明細書で使用する「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの用語は、ハー
ドウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフトウェア、また
は実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連のエンティティを指すものとする。たと
えば、構成要素は、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実
行ファイル、実行スレッド、プログラムおよび／またはコンピュータであり得るが、これ
らに限定されない。例として、コンピューティングデバイス上で実行されるアプリケーシ
ョンと、そのコンピューティングデバイスの両方を構成要素とすることができる。１つま
たは複数の構成要素がプロセスおよび／または実行スレッド内に常駐することができ、１
つの構成要素が１つのコンピュータ上に配置され得、および／または２つ以上のコンピュ
ータ間に分散され得る。さらに、これらの構成要素は、様々なデータ構造を記憶している
様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。これらの構成要素は、１つまた
は複数のデータパケット（たとえば、ローカルシステム、分散システム内の別の構成要素
と対話する、および／またはインターネットなどのネットワーク上で信号を介して他のシ
ステムと対話する、１つの構成要素からのデータ）を有する信号によるなど、ローカルプ
ロセスおよび／またはリモートプロセスを介して通信し得る。
【００３９】
　さらに、本明細書では、いくつかの実施形態について、ユーザ機器に関して説明する。
ユーザ機器は、ユーザ端末とも呼ばれ、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、
モバイルワイヤレス端末、モバイルデバイス、ノード、デバイス、遠隔局、リモート端末
、端末、ワイヤレス通信デバイス、ワイヤレス通信装置またはユーザエージェントの機能
の一部または全部を含み得る。ユーザ機器は、セルラー電話、コードレス電話、セッショ
ン開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、スマートフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ
）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘル
ドコンピューティングデバイス、衛星無線、ワイヤレスモデムカード、および／またはワ
イヤレスシステムを介して通信するための別の処理デバイスとすることができる。さらに
、本明細書では基地局に関する様々な態様について説明する。基地局は、１つまたは複数
のワイヤレス端末と通信するために利用され得、アクセスポイント、ノード、ワイヤレス
ノード、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅノードＢまたはｅＮＢ）または何らかの他のネッ
トワークエンティティと呼ばれることもあり、それらの機能の一部または全部を含み得る
。基地局は、エアインターフェースを介してワイヤレス端末と通信する。通信は、１つま
たは複数のセクタを通して行われ得る。基地局は、受信したエアインターフェースフレー
ムをインターネットプロトコル（ＩＰ）パケットに変換することによって、ワイヤレス端
末と、ＩＰネットワークを含むことができるアクセスネットワークの残部との間のルータ
として働くことができる。基地局はまた、エアインターフェースの属性の管理を調整する
ことができ、また、ワイヤードネットワークとワイヤレスネットワークとの間のゲートウ
ェイであり得る。
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【００４０】
　様々な態様、実施形態または特徴は、いくつかのデバイス、構成要素、モジュールなど
を含み得るシステムに関して提示される。様々なシステムは、追加のデバイス、構成要素
、モジュールなどを含んでもよく、および／または各図に関連して論じるデバイス、構成
要素、モジュールなどのすべてを含まなくてもよいことを理解および諒解されたい。これ
らの手法の組合せも使用され得る。
【００４１】
　さらに、「例示的」という単語は、本明細書では、例、事例または例示の働きをするこ
とを意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる実施形態ま
たは設計も、必ずしも他の実施形態または設計よりも好ましいまたは有利なものと解釈す
べきではない。むしろ、例示的という単語の使用は、概念を具体的な方法で提示するもの
である。
【００４２】
　様々な開示する実施形態は、通信システムに組み込まれ得る。一例では、そのような通
信システムは、全システム帯域幅を、周波数サブチャネル、トーンまたは周波数ビンと呼
ばれることもある複数（ＮF）個のサブキャリアに効果的に区分する直交周波数分割多重
（ＯＦＤＭ）を利用する。ＯＦＤＭシステムでは、まず、送信すべきデータ（すなわち、
情報ビット）を特定の符号化方式を用いて符号化して符号化ビットを発生し、符号化ビッ
トをさらにマルチビットシンボルにグループ化し、次いで、これらのマルチビットシンボ
ルを変調シンボルにマッピングする。各変調シンボルは、データ送信のために使用される
特定の変調方式（たとえば、Ｍ－ＰＳＫまたはＭ－ＱＡＭ）によって定義された信号コン
スタレーション中のポイントに対応する。各周波数サブキャリアの帯域幅に依存し得る各
時間間隔において、変調シンボルは、ＮF個の周波数サブキャリアの各々上で送信され得
る。したがって、システム帯域幅にわたって異なる減衰量によって特徴づけられる、周波
数選択性フェージングによって引き起こされたシンボル間干渉（ＩＳＩ）をなくすために
、ＯＦＤＭが使用され得る。
【００４３】
　先に説明したように、基地局とユーザ機器との間のアップリンクおよびダウンリンクに
おける通信は、単入力単出力（ＳＩＳＯ）、多入力単出力（ＭＩＳＯ）、単入力多出力（
ＳＩＭＯ）または多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを通して確立され得る。ＭＩＭＯシ
ステムは、データ伝送のために複数（ＮT）個の送信アンテナと複数（ＮR）個の受信アン
テナとを採用する。ＮT個の送信アンテナとＮR個の受信アンテナとによって形成されたＭ
ＩＭＯチャネルは、空間チャネル（またはレイヤ）とも呼ばれるＮS個の独立チャネルに
分解され得、ここで、ＮS≦ｍｉｎ｛ＮT，ＮR｝である。ＮS個の独立チャネルの各々は１
つの次元に対応する。ＭＩＭＯシステムは、複数の送信アンテナと受信アンテナとによっ
て生成された追加の次元数が利用された場合、改善されたパフォーマンス（たとえば、よ
り高いスループットおよび／またはより大きい信頼性）を与えることができる。ＭＩＭＯ
システムはまた、時分割複信（ＴＤＤ）システムと周波数分割複信（ＦＤＤ）システムと
をサポートする。ＴＤＤシステムでは、順方向リンク送信と逆方向リンク送信とが同じ周
波数領域上で行われるので、相反定理により逆方向リンクチャネルからの順方向リンクチ
ャネルの推定が可能である。これにより、複数のアンテナが基地局で利用可能なとき、基
地局は順方向リンク上で送信ビームフォーミング利得を取り出すことが可能になる。
【００４４】
　図１に、本明細書で開示する様々な態様が実施され得るワイヤレス通信システムを示す
。図示のように、基地局１００が、複数のアンテナグループを含み得、各アンテナグルー
プは、１つまたは複数のアンテナを備え得る。たとえば、基地局１００が６つのアンテナ
を備える場合、あるアンテナグループが、第１のアンテナ１０４と第２のアンテナ１０６
とを備え得、別のアンテナグループが、第３のアンテナ１０８と第４のアンテナ１１０と
を備え得、第３のグループが、第５のアンテナ１１２と第６のアンテナ１１４とを備え得
る。上記のアンテナグループの各々が２つのアンテナを有するとして特定されたが、各ア
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ンテナグループ中でより多いまたはより少ないアンテナが利用され得、各アンテナおよび
各アンテナグループに関して様々な配向に配設され得ることに留意されたい。
【００４５】
　第１のユーザ機器１１６は、第１の順方向リンク１２０を介した第１のユーザ機器１１
６への情報の送信と、第１の逆方向リンク１１８を介した第１のユーザ機器１１６からの
情報の受信とを可能にするために、たとえば、第５のアンテナ１１２と第６のアンテナ１
１４と通信するものとして示されている。また、図１に、第２の順方向リンク１２６を介
した第２のユーザ機器１２２への情報の送信と第２の逆方向リンク１２４を介した第２の
ユーザ機器１２２からの情報の受信とを可能にするために、たとえば、第３のアンテナ１
０８と第４のアンテナ１１０と通信する第２のユーザ機器１２２を示す。周波数分割複信
（ＦＤＤ）システムでは、図１に示す通信リンク１１８、１２０、１２４、１２６は、通
信のための異なる周波数を使用し得る。たとえば、第１の順方向リンク１２０は、第１の
逆方向リンク１１８によって使用される周波数とは異なる周波数を使用し得る。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、アンテナの各グループ、および／またはアンテナが通信する
ように設計されたエリアは、しばしば、基地局のセクタと呼ばれる。たとえば、図１に示
す異なるアンテナグループが、基地局１００のセクタ中のユーザ機器に通信するように設
計され得る。順方向リンク１２０および１２６を介した通信では、基地局１００の送信ア
ンテナは、異なるユーザ機器１１６および１２２に対して順方向リンクの信号対雑音比を
改善するためにビームフォーミングを利用する。また、そのカバレージエリア全体にわた
ってランダムに散在するユーザ機器に送信するためにビームフォーミングを使用する基地
局は、単一のアンテナを介してそのすべてのユーザ機器にオムニ指向的に送信する基地局
よりも、近隣セル中のユーザ機器への干渉が小さくなる。
【００４７】
　様々な開示する実施形態のいくつかに適応し得る通信ネットワークは、制御チャネルと
トラフィックチャネルとに分類される論理チャネルを含み得る。論理制御チャネルは、シ
ステム制御情報をブロードキャストするためのダウンリンクチャネルであるブロードキャ
スト制御チャネル（ＢＣＣＨ：broadcast control channel）、ページング情報を転送す
るダウンリンクチャネルであるページング制御チャネル（ＰＣＣＨ：paging control cha
nnel）、１つまたは複数のマルチキャストトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ：multicast 
traffic channel）のためのマルチメディアブロードキャストおよびマルチキャストサー
ビス（ＭＢＭＳ：multimedia broadcast and multicast service）スケジューリングおよ
び制御情報を送信するために使用されるポイントツーマルチポイントダウンリンクチャネ
ルであるマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ：multicast control channel）を含み
得る。概して、無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource control）接続を確立した後
、ＭＣＣＨは、ＭＢＭＳを受信するユーザ機器によってのみ使用され得る。専用制御チャ
ネル（ＤＣＣＨ：dedicated control channel）は、ＲＲＣ接続を有するユーザ機器によ
って使用されるユーザ固有の制御情報などの専用制御情報を送信するポイントツーポイン
ト双方向チャネルである別の論理制御チャネルである。また、共通制御チャネル（ＣＣＣ
Ｈ：common control channel）は、ランダムアクセス情報のために使用され得る論理制御
チャネルである。論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の転送のための１つのユーザ
機器に専用のポイントツーポイント双方向チャネルである専用トラフィックチャネル（Ｄ
ＴＣＨ：dedicated traffic channel）を備え得る。また、マルチキャストトラフィック
チャネル（ＭＴＣＨ）は、トラフィックデータのポイントツーマルチポイントダウンリン
ク送信のために使用され得る。
【００４８】
　様々な実施形態のいくつかに適応する通信ネットワークは、さらに、ダウンリンク（Ｄ
Ｌ）とアップリンク（ＵＬ）とに分類される論理トランスポートチャネルを含み得る。Ｄ
Ｌトランスポートチャネルは、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ：broadcast channel
）、ダウンリンク共有データチャネル（ＤＬ－ＳＤＣＨ：downlink shared data channel
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）、マルチキャストチャネル（ＭＣＨ：multicast channel）、およびページングチャネ
ル（ＰＣＨ：Paging Channel）を含み得る。ＵＬトランスポートチャネルは、ランダムア
クセスチャネル（ＲＡＣＨ：random access channel）、要求チャネル（ＲＥＱＣＨ：req
uest channel）、アップリンク共有データチャネル（ＵＬ－ＳＤＣＨ：uplink shared da
ta channel）、および複数の物理チャネルを含み得る。物理チャネルはまた、ダウンリン
クチャネルおよびアップリンクチャネルのセットを含み得る。
【００４９】
　いくつかの開示する実施形態では、ダウンリンク物理チャネルは、共通パイロットチャ
ネル（ＣＰＩＣＨ：common pilot channel）、同期チャネル（ＳＣＨ：synchronization 
channel）、共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）、共有ダウンリンク制御チャネル（ＳＤＣＣ
Ｈ：shared downlink control channel）、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）、
共有アップリンク割当てチャネル（ＳＵＡＣＨ：shared uplink assignment channel）、
肯定応答チャネル（ＡＣＫＣＨ：acknowledgement channel）、ダウンリンク物理共有デ
ータチャネル（ＤＬ－ＰＳＤＣＨ：downlink physical shared data channel）、アップ
リンク電力制御チャネル（ＵＰＣＣＨ：uplink power control channel）、ページングイ
ンジケータチャネル（ＰＩＣＨ：paging indicator channel）、負荷インジケータチャネ
ル（ＬＩＣＨ：load indicator channel）、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：
physical broadcast channel）、物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩ
ＣＨ：physical control format indicator channel）、物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ：physical downlink control channel）、物理ハイブリッドＡＲＱインジ
ケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：physical hybrid ARQ indicator channel）、物理ダウン
リンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical downlink shared channel）および物理マル
チキャストチャネル（ＰＭＣＨ：physical multicast channel）のうちの少なくとも１つ
を含み得る。アップリンク物理チャネルは、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ
：physical random access channel）、チャネル品質インジケータチャネル（ＣＱＩＣＨ
：channel quality indicator channel）、肯定応答チャネル（ＡＣＫＣＨ：acknowledge
ment channel）、アンテナサブセットインジケータチャネル（ＡＳＩＣＨ：antenna subs
et indicator channel）、共有要求チャネル（ＳＲＥＱＣＨ：shared request channel）
、アップリンク物理共有データチャネル（ＵＬ－ＰＳＤＣＨ：uplink physical shared d
ata channel）、ブロードバンドパイロットチャネル（ＢＰＩＣＨ：broadband pilot cha
nnel）、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：physical uplink control channe
l）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：physical uplink shared channe
l）のうちの少なくとも１つを含み得る。
【００５０】
　さらに、様々な開示する実施形態について説明する際に以下の用語および特徴が使用さ
れ得る。
【００５１】
　　３Ｇ　　　　　　　　　第３世代（3rd Generation）
　　３ＧＰＰ　　　　　　　第３世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation P
artnership Project）
　　ＡＣＬＲ　　　　　　　隣接チャネル漏洩比（adjacent channel leakage ratio）
　　ＡＣＰＲ　　　　　　　隣接チャネル電力比（adjacent channel power ratio）
　　ＡＣＳ　　　　　　　　隣接チャネル選択度（adjacent channel selectivity）
　　ＡＤＳ　　　　　　　　高度設計システム（Advanced Design System）
　　ＡＭＣ　　　　　　　　適応変調コーディング（adaptive modulation and coding）
　　Ａ－ＭＰＲ　　　　　　追加最大電力低減（additional maximum power reduction）
　　ＡＲＱ　　　　　　　　自動再送要求（automatic repeat request）
　　ＢＣＣＨ　　　　　　　ブロードキャスト制御チャネル（broadcast control channe
l）
　　ＢＴＳ　　　　　　　　送受信基地局（base transceiver station）
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　　ＣＤＤ　　　　　　　　巡回遅延ダイバーシティ（cyclic delay diversity）
　　ＣＣＤＦ　　　　　　　相補累積分布関数（complementary cumulative distributio
n function）
　　ＣＤＭＡ　　　　　　　符号分割多元接続（code division multiple access）
　　ＣＦＩ　　　　　　　　制御フォーマットインジケータ（control format indicator
）
　　Ｃｏ－ＭＩＭＯ　　　　協調ＭＩＭＯ（cooperative MIMO）
　　ＣＰ　　　　　　　　　サイクリックプレフィックス（cyclic prefix）
　　ＣＰＩＣＨ　　　　　　共通パイロットチャネル（common pilot channel）
　　ＣＰＲＩ　　　　　　　共通公衆無線インターフェース（common public radio inte
rface）
　　ＣＱＩ　　　　　　　　チャネル品質インジケータ（channel quality indicator）
　　ＣＲＣ　　　　　　　　巡回冗長検査（cyclic redundancy check）
　　ＤＣＩ　　　　　　　　ダウンリンク制御インジケータ（downlink control indicat
or）
　　ＤＦＴ　　　　　　　　離散フーリエ変換（discrete Fourier transform）
　　ＤＦＴ－ＳＯＦＤＭ　　離散フーリエ変換拡散ＯＦＤＭ（discrete Fourier transfo
rm spread OFDM）
　　ＤＬ　　　　　　　　　ダウンリンク（downlink、基地局から加入者への送信）
　　ＤＬ－ＳＣＨ　　　　　ダウンリンク共有チャネル（downlink shared channel）
　　ＤＳＰ　　　　　　　　デジタル信号処理（digital signal processing）
　　ＤＴ　　　　　　　　　開発ツールセット（development toolset）
　　ＤＶＳＡ　　　　　　　デジタルベクトル信号分析（digital vector signal analys
is）
　　ＥＤＡ　　　　　　　　電子設計オートメーション（electronic design automation
）
　　Ｅ－ＤＣＨ　　　　　　拡張専用チャネル（enhanced dedicated channel）
　　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　　　　発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（evolved 
UMTS terrestrial radio access network）
　　ｅＭＢＭＳ　　　　　　発展型マルチメディアブロードキャストマルチキャストサー
ビス（evolved multimedia broadcast multicast service）
　　ｅＮＢ　　　　　　　　発展型ノードＢ（evolved Node B）
　　ＥＰＣ　　　　　　　　発展型パケットコア（evolved packet core）
　　ＥＰＲＥ　　　　　　　リソース要素当たりのエネルギー（energy per resource el
ement）
　　ＥＴＳＩ　　　　　　　欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications St
andards Institute）
　　Ｅ－ＵＴＲＡ　　　　　発展型ＵＴＲＡ（evolved UTRA）
　　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　　　　発展型ＵＴＲＡＮ（evolved UTRAN）
　　ＥＶＭ　　　　　　　　エラーベクトル振幅（error vector magnitude）
　　ＦＤＤ　　　　　　　　周波数分割複信（frequency division duplex）
　　ＦＦＴ　　　　　　　　高速フーリエ変換（fast Fourier transform）
　　ＦＲＣ　　　　　　　　固定基準チャネル（fixed reference channel）
　　ＦＳ１　　　　　　　　フレーム構造タイプ１（frame structure type 1）
　　ＦＳ２　　　　　　　　フレーム構造タイプ２（frame structure type 2）
　　ＧＳＭ（登録商標）　　モバイル通信のためのグローバルシステム（global system 
for mobile communication）
　　ＨＡＲＱ　　　　　　　ハイブリッド自動再送要求（hybrid automatic repeat requ
est）
　　ＨＤＬ　　　　　　　　ハードウェア記述言語（hardware description language）
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　　ＨＩ　　　　　　　　　ＨＡＲＱインジケータ（HARQ indicator）
　　ＨＳＤＰＡ　　　　　　高速ダウンリンクパケットアクセス（high speed downlink 
packet access）
　　ＨＳＰＡ　　　　　　　高速パケットアクセス（high speed packet access）
　　ＨＳＵＰＡ　　　　　　高速アップリンクパケットアクセス（high speed uplink pa
cket access）
　　ＩＦＦＴ　　　　　　　逆ＦＦＴ（inverse FFT）
　　ＩＯＴ　　　　　　　　相互運用性テスト（interoperability test）
　　ＩＰ　　　　　　　　　インターネットプロトコル（internet protocol）
　　ＬＯ　　　　　　　　　局部発振器（local oscillator）
　　ＬＴＥ　　　　　　　　ロングタームエボリューション（Long term evolution）
　　ＭＡＣ　　　　　　　　媒体アクセス制御（medium access control）
　　ＭＢＭＳ　　　　　　　マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（
multimedia broadcast multicast service）
　　ＭＢＳＦＮ　　　　　　マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク
（multicast/broadcast over single-frequency network）
　　ＭＣＨ　　　　　　　　マルチキャストチャネル（multicast channel）
　　ＭＩＭＯ　　　　　　　多入力多出力（multiple input multiple output）
　　ＭＩＳＯ　　　　　　　多入力単出力（multiple input single output）
　　ＭＭＥ　　　　　　　　モビリティ管理エンティティ（mobility management entity
）
　　ＭＯＰ　　　　　　　　最大出力電力（maximum output power）
　　ＭＰＲ　　　　　　　　最大電力低減（maximum power reduction）
　　ＭＵ－ＭＩＭＯ　　　　マルチユーザＭＩＭＯ（multiple user MIMO）
　　ＮＡＳ　　　　　　　　非アクセス層（non-access stratum）
　　ＯＢＳＡＩ　　　　　　オープン基地局アーキテクチャインターフェース（open bas
e station architecture interface）
　　ＯＦＤＭ　　　　　　　直交周波数分割多重（orthogonal frequency division mult
iplexing）
　　ＯＦＤＭＡ　　　　　　直交周波数分割多元接続（orthogonal frequency division 
multiple access）
　　ＰＡＰＲ　　　　　　　ピーク対平均電力比（peak-to-average power ratio）
　　ＰＡＲ　　　　　　　　ピーク対平均値比（peak-to-average ratio）
　　ＰＢＣＨ　　　　　　　物理ブロードキャストチャネル（physical broadcast chann
el）
　　Ｐ－ＣＣＰＣＨ　　　　１次共通制御物理チャネル（primary common control physi
cal channel）
　　ＰＣＦＩＣＨ　　　　　物理制御フォーマットインジケータチャネル（physical con
trol format indicator channel）
　　ＰＣＨ　　　　　　　　ページングチャネル（paging channel）
　　ＰＤＣＣＨ　　　　　　物理ダウンリンク制御チャネル（physical downlink contro
l channel）
　　ＰＤＣＰ　　　　　　　パケットデータコンバージェンスプロトコル（packet data 
convergence protocol）
　　ＰＤＳＣＨ　　　　　　物理ダウンリンク共有チャネル（physical downlink shared
 channel）
　　ＰＨＩＣＨ　　　　　　物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（physical h
ybrid ARQ indicator channel）
　　ＰＨＹ　　　　　　　　物理層（physical layer）
　　ＰＲＡＣＨ　　　　　　物理ランダムアクセスチャネル（physical random access c
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hannel）
　　ＰＭＣＨ　　　　　　　物理マルチキャストチャネル（physical multicast channel
）
　　ＰＭＩ　　　　　　　　プリコーディング行列インジケータ（pre-coding matrix in
dicator）
　　Ｐ－ＳＣＨ　　　　　　１次同期信号（primary synchronization signal）
　　ＰＵＣＣＨ　　　　　　物理アップリンク制御チャネル（physical uplink control 
channel）
　　ＰＵＳＣＨ　　　　　　物理アップリンク共有チャネル（physical uplink shared c
hannel）。
【００５２】
　　ＲＡＣＨ　　　　　　　ランダムアクセスチャネル（random access channel）
　　ＴＤＤ　　　　　　　　時分割複信（Time division duplex）
　図２に、本開示による様々な実施形態に適応し得る例示的な通信システムのブロック図
を示す。通信システム２００は、図２に例示的に示すＭＩＭＯシステムであり得、送信機
システム２１０（たとえば、基地局またはアクセスポイント）と受信機システム２５０（
たとえば、アクセス端末またはユーザ機器）とを備えるＭＩＭＯシステムであり得る。基
地局が送信機システム２１０と呼ばれ、ユーザ機器が受信機システム２５０と呼ばれるが
、図示のように、これらのシステムの実施形態は双方向通信が可能であることを当業者は
諒解されよう。その点について、「送信機システム２１０」および「受信機システム２５
０」という用語は、いずれかのシステムからの単一の指向性通信を暗示するために使用さ
れるべきでない。また、図２の送信機システム２１０および受信機システム２５０は、各
々、図２に明示的に示されていない複数の他の受信機システムおよび送信機システムと通
信することが可能であることに留意されたい。送信機システム２１０において、いくつか
のデータストリームのトラフィックデータがデータソース２１２から送信（ＴＸ）データ
プロセッサ２１４に供給される。各データストリームは、それぞれの送信機システムを介
して送信され得る。ＴＸデータプロセッサ２１４は、コード化データを与えるために、各
データストリームのトラフィックデータを、そのデータストリーム用に選択された特定の
コーディング方式に基づいてフォーマットし、コーディングし、インターリーブする。
【００５３】
　各データストリームのコード化データは、たとえば、ＯＦＤＭ技法を使用してパイロッ
トデータで多重化され得る。パイロットデータは、典型的には、知られている方法で処理
され、チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用され得て知られている
データパターンである。次いで、各データストリームの多重化されたパイロットデータお
よびコード化データは、変調シンボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択さ
れた特定の変調方式（たとえば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ）
に基づいて変調（シンボルマッピング）される。各データストリームのデータレート、コ
ーディング、および変調は、送信機システム２１０のプロセッサ２３０によって実行され
る命令によって判断され得る。
【００５４】
　図２の例示的なブロック図では、すべてのデータストリームの変調シンボルはＴＸ　Ｍ
ＩＭＯプロセッサ２２０に供給され得、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、（たとえば
、ＯＦＤＭ用に）変調シンボルをさらに処理することができる。次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯ
プロセッサ２２０は、ＮT個の変調シンボルストリームを、ＮT個の送信機システムトラン
シーバ（ＴＭＴＲ：transmitter system transceiver）２２２ａ～２２２ｔに供給する。
一実施形態では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、さらに、データストリームのシン
ボルと、シンボルが送信されているアンテナとにビームフォーミング重みを適用し得る。
【００５５】
　各送信機システムトランシーバ２２２ａ～２２２ｔは、それぞれのシンボルストリーム
を受信し、処理して、１つまたは複数のアナログ信号を与え、さらに、それらのアナログ
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信号を調整して、ＭＩＭＯチャネルを介して送信するのに適した被変調信号を与える。い
くつかの実施形態では、調整は、限定はしないが、増幅、フィルタ処理、アップコンバー
ジョンなどの動作を含み得る。次いで、送信機システムトランシーバ２２２ａ～２２２ｔ
によって生成された被変調信号は、図２に示す送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４
ｔから送信される。
【００５６】
　受信機システム２５０では、送信された被変調信号は受信機システムアンテナ２５２ａ
～２５２ｒによって受信され得、受信機システムアンテナ２５２ａ～２５２ｒの各々から
の受信信号は、それぞれの受信機システムトランシーバ（ＲＣＶＲ：receiver system tr
ansceiver）２５４ａ～２５４ｒに供給される。各受信機システムトランシーバ２５４ａ
～２５４ｒは、それぞれの受信信号を調整し、調整された信号をデジタル化して、サンプ
ルを与え、さらにそれらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを
与え得る。いくつかの実施形態では、調整は、限定はしないが、増幅、フィルタ処理、ダ
ウンコンバージョンなどの動作を含み得る。
【００５７】
　次いで、ＲＸデータプロセッサ２６０は、受信機システムトランシーバ２５４ａ～２５
４ｒからシンボルストリームを受信し、特定の受信機処理技法に基づいて処理して、複数
の「検出」シンボルストリームを与える。一例では、各検出シンボルストリームは、対応
するデータストリームに関して送信されるシンボルの推定値であるシンボルを含むことが
できる。次いで、ＲＸデータプロセッサ２６０は、少なくとも部分的に、各検出シンボル
ストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、対応するデータストリームのトラ
フィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ２６０による処理は、送信機システム
２１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０およびＴＸデータプロセッサ２１４によ
って実行される処理を補足するものであり得る。ＲＸデータプロセッサ２６０は、さらに
、処理されたシンボルストリームをデータシンク２６４に供給することができる。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、チャネル応答推定が、ＲＸデータプロセッサ２６０によって
発生され、受信機システム２５０において空間／時間処理を実行し、電力レベルを調整し
、変調レートまたは方式を変更し、および／または他の適切なアクションを実行するため
に使用され得る。さらに、ＲＸデータプロセッサ２６０は、検出シンボルストリームの信
号対雑音比（ＳＮＲ：signal-to-noise ratio）および信号対干渉比（ＳＩＲ：signal-to
-interference ratio）などのチャネル特性をさらに推定することができる。次いで、Ｒ
Ｘデータプロセッサ２６０は、推定されたチャネル特性をプロセッサ２７０に供給するこ
とができる。一例では、受信機システム２５０のＲＸデータプロセッサ２６０および／ま
たはプロセッサ２７０は、システムに関する「動作」ＳＮＲの推定値をさらに導出するこ
とができる。受信機システム２５０のプロセッサ２７０はまた、通信リンクおよび／また
は受信データストリームに関する情報を含み得るチャネル状態情報（ＣＳＩ：channel st
ate information）（いくつかの実施形態ではチャネルステータス情報とも呼ばれる）を
与えることができる。たとえば、動作ＳＮＲおよび他のチャネル情報を含み得るこの情報
は、たとえば、ユーザ機器のスケジューリング、ＭＩＭＯの設定、変調およびコーディン
グの選択などに関して適切な決定を行うために、送信機システム２１０（たとえば、基地
局またはｅノードＢ）によって使用され得る。受信機システム２５０において、プロセッ
サ２７０によって生成されたＣＳＩは、ＴＸデータプロセッサ２３８によって処理され、
変調器２８０によって変調され、受信機システムトランシーバ２５４ａ～２５４ｒによっ
て調整され、送信機システム２１０に返信される。さらに、受信機システム２５０にある
データソース２３６は、ＴＸデータプロセッサ２３８によって処理される追加のデータを
与えることができる。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、受信機システム２５０にあるプロセッサ２７０はまた、どの
プリコーディング行列を使用すべきかを周期的に判断し得る。プロセッサ２７０は、行列
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インデックス部とランク値部とを備える逆方向リンクメッセージを作成する。逆方向リン
クメッセージは、通信リンクおよび／または受信データストリームに関する様々なタイプ
の情報を備え得る。次いで、逆方向リンクメッセージは、データソース２３６からいくつ
かのデータストリームのトラフィックデータをも受信し得る、受信機システム２５０にあ
るＴＸデータプロセッサ２３８によって処理される。処理された情報は、次いで、変調器
２８０によって変調され、受信機システムトランシーバ２５４ａ～２５４ｒのうちの１つ
または複数によって調整され、送信機システム２１０に返信される。
【００６０】
　ＭＩＭＯ通信システム２００のいくつかの実施形態では、受信機システム２５０は、空
間多重化信号を受信し、処理することが可能である。これらのシステムでは、空間多重化
は、送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔ上で異なるデータストリームを多重化し
、送信することによって、送信機システム２１０において発生する。これは、複数の送信
機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔから同じデータストリームが送られる送信ダイバ
ーシティ方式の使用とは対照的である。空間多重化された信号を受信し処理することが可
能なＭＩＭＯ通信システム２００では、プリコード行列は、送信機システムアンテナ２２
４ａ～２２４ｔの各々から送信される信号が互いから十分に無相関化されることを確実に
するために、典型的には、送信機システム２１０において使用される。この無相関化は、
特定の受信機システムアンテナ２５２ａ～２５２ｒに到着するコンポジット信号が受信さ
れ得、個々のデータストリームが、他の送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔから
の他のデータストリームを搬送する信号の存在下で判断され得ることを確実にする。
【００６１】
　ストリーム間の相互相関の量は環境によって影響を受け得るので、受信機システム２５
０が、受信信号に関する情報を送信機システム２１０にフィードバックすることが有利で
ある。これらのシステムでは、送信機システム２１０と受信機システム２５０の両方は、
いくつかのプリコーディング行列をもつコードブックを含んでいる。これらのプリコーデ
ィング行列の各々は、いくつかの例では、受信信号中で受ける相互相関の量に関係し得る
。行列中で値ではなく特定の行列のインデックスを送ることが有利であるので、受信機シ
ステム２５０から送信機システム２１０に送られるフィードバック制御信号は、典型的に
は、特定のプリコーディング行列のインデックスを含んでいる（すなわち、プリコーディ
ング行列インジケータ（ＰＭＩ：precoding matrix indicator））。いくつかの事例にお
いて、フィードバック制御信号はまた、空間多重化において何個の独立データストリーム
を使用すべきかを送信機システム２１０に示すランクインジケータ（ＲＩ：rank indicat
or）を含む。
【００６２】
　ＭＩＭＯ通信システム２００の他の実施形態は、上記で説明した空間多重化方式の代わ
りに送信ダイバーシティ方式を利用するように構成される。これらの実施形態では、同じ
データストリームが、送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔ上で送信される。これ
らの実施形態では、受信機システム２５０に与えられるデータレートは、典型的には、空
間多重化ＭＩＭＯ通信システム２００よりも低くなる。これらの実施形態は、通信チャネ
ルのロバストネスおよび信頼性を与える。送信ダイバーシティシステムでは、送信機シス
テムアンテナ２２４ａ～２２４ｔから送信される信号の各々は、異なる干渉環境（たとえ
ば、フェージング、反射、マルチパス位相シフト）を受けることになる。これらの実施形
態では、受信機システムアンテナ２５２ａ～２５４ｒにおいて受信される異なる信号特性
は、適切なデータストリームを判断するのに有用である。これらの実施形態では、ランク
インジケータは、典型的には１に設定され、送信機システム２１０に空間多重化を使用し
ないように伝える。
【００６３】
　他の実施形態は、空間多重化と送信ダイバーシティの組合せを利用し得る。たとえば、
４つの送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔを利用するＭＩＭＯ通信システム２０
０では、第１のデータストリームが、送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔのうち
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の２つの上で送信され、第２のデータストリームが、残りの２つの送信機システムアンテ
ナ２２４ａ～２２４ｔ上で送信され得る。これらの実施形態では、ランクインデックスは
、プリコード行列の全ランクよりも小さい整数に設定され、空間多重化と送信ダイバーシ
ティの組合せを採用することを送信機システム２１０に示す。
【００６４】
　送信機システム２１０において、受信機システム２５０からの被変調信号は、送信機シ
ステムアンテナ２２４ａ～２２４ｔによって受信され、送信機システムトランシーバ２２
２ａ～２２２ｔによって調整され、送信機システム復調器２４０によって復調され、ＲＸ
データプロセッサ２４２によって処理されて、受信機システム２５０によって送信された
予備リンクメッセージを抽出する。いくつかの実施形態では、送信機システム２１０のプ
ロセッサ２３０は、次いで、将来の順方向リンク送信にどのプリコーディング行列を使用
すべきかを判断し、次いで、抽出されたメッセージを処理する。他の実施形態では、プロ
セッサ２３０は、将来の順方向リンク送信のためのビームフォーミング重みを調整するた
めに受信信号を使用する。
【００６５】
　他の実施形態では、報告されたＣＳＩは、たとえば、１つまたは複数のデータストリー
ムのために使用されるべきデータレートならびにコーディングおよび変調方式を判断する
ために、送信機システム２１０のプロセッサ２３０に供給され、使用され得る。判断され
たコーディングおよび変調方式は、次いで、受信機システム２５０への後の送信における
量子化および／または使用のために、送信機システム２１０にある１つまたは複数の送信
機システムトランシーバ２２２ａ～２２２ｔに供給され得る。追加および／または代替と
して、報告されたＣＳＩは、ＴＸデータプロセッサ２１４およびＴＸ　ＭＩＭＯプロセッ
サ２２０のための様々な制御を発生するために送信機システム２１０のプロセッサ２３０
によって使用され得る。一例では、送信機システム２１０のＲＸデータプロセッサ２４２
によって処理されるＣＳＩおよび／または他の情報は、データシンク２４４に供給され得
る。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、送信機システム２１０にあるプロセッサ２３０および受信機
システム２５０にあるプロセッサ２７０は、それらのそれぞれのシステムにおいて動作を
指示し得る。さらに、送信機システム２１０にあるメモリ２３２および受信機システム２
５０にあるメモリ２７２は、それぞれ送信機システムプロセッサ２３０および受信機シス
テムプロセッサ２７０によって使用されるプログラムコードおよびデータの記憶域を与え
ることができる。さらに、受信機システム２５０において、ＮＲ個の受信信号を処理して
、ＮT個の送信シンボルストリームを検出するために、様々な処理技法が使用され得る。
これらの受信機処理技法は、等化技法を含むことができる空間および時空間受信機処理技
法、「逐次ヌル化／等化および干渉消去」受信機処理技法、および／または「逐次干渉消
去」もしくは「逐次消去」受信機処理技法を含むことができる。
【００６７】
　開示する実施形態は、周波数分割複信（ＦＤＤ：frequency division duplex）モード
または時分割複信（ＴＤＤ：time division duplex）モードにおいて動作するシステムと
ともに使用され得る。ＦＤＤシステムでは、アップリンク送信用とダウンリンク送信用と
に異なるキャリア周波数が構成される。時分割複信（ＴＤＤ）システムでは、アップリン
ク送信とダウンリンク送信とが同じキャリア周波数上で行われるので、フレーム内のアッ
プリンク送信とダウンリンク送信とが時間的に分離される。さらに、ＴＤＤフレーム内の
アップリンクリソースとダウンリンクリソースとは、必ずしも対称的に割り振られるとは
限らない。
【００６８】
　図３に、本開示に関連して使用され得るＬＴＥネットワークアーキテクチャにおける例
示的なアクセスネットワークを示す。この例では、アクセスネットワーク３００は、いく
つかのセルラー領域（セル）３０２に分割される。ｅノードＢ３０４は、セル３０２に割
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り当てられ、セル３０２中のすべてのユーザ機器（ＵＥ）３０６にコアネットワークへの
アクセスポイントを与えるように構成される。各ユーザ機器３０６は、たとえば、ユーザ
機器３０６がアクティブであるかどうか、およびそれがソフトハンドオフ中であるかどう
かに応じて、特定の時間に順方向リンクおよび／または逆方向リンク上で１つまたは複数
のｅノードＢ３０４と通信し得る。アクセスネットワーク３００は、大きい地理的領域に
わたってサービスを与え得、たとえば、図示のセル３０２は、近傍にある数個のブロック
をカバーし得る。
【００６９】
　図３の例示的なアクセスネットワーク３００には集中コントローラはないが、代替構成
および代替実施形態では集中コントローラが使用され得る。他の構成では、１つのｅノー
ドＢ３０４が、複数のセル３０２の動作を制御し得る。ｅノードＢ３０４は、コアネット
ワーク中の無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリテ
ィ、およびサービングゲートウェイへの接続性を含む、無線に関係するすべての機能を担
当することができる。図３のネットワークはまた、多地点協調（ＣｏＭＰ：coordinated 
multipoint）送信および／または受信を可能にするために利用され得る。そのような例示
的なシステムでは、システムパフォーマンスを改善するために、異なるセル３０２にある
複数のアンテナからの協調送信が使用され得る。協調送信および／または受信は、セル３
０２内のアンテナサイトから遠くに位置するユーザ機器３０６のために特に有益である。
たとえば、異なるサイトにある複数のアンテナから同じ信号を送信することによって、ユ
ーザ機器３０６における受信信号の信号対雑音比が改善され得る。
【００７０】
　図３ならびに関連する他の図の様々なエンティティについて説明する際、説明の目的で
、３ＧＰＰ　ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａワイヤレスネットワークに関連する名称が使用され
る。ただし、システム４００は、限定はしないが、ＯＦＤＭＡワイヤレスネットワーク、
ＣＤＭＡネットワーク、３ＧＰＰ２　ＣＤＭＡ２０００ネットワークなどの他のネットワ
ークにおいて動作するように適応され得ることを諒解されたい。
【００７１】
　ＬＴＥ－Ａベースのシステムでは、より広い全送信帯域幅を可能にするために、ユーザ
機器がｅノードＢによって利用される複数のコンポーネントキャリアで構成され得る。そ
のような構成は、レイヤ３（すなわち、無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource con
trol））動作による影響を受け得る。その上、ｅノードＢとユーザ機器との間の通信を可
能にするために、構成されたコンポーネントキャリアの一部または全部がアクティブにさ
れなければならない。アクティブ化は、レイヤ２シグナリングによって行われ得る。図４
に、Ｎを１以上の整数として、ユーザ機器４１０が「コンポーネントキャリア１」４３０
～「コンポーネントキャリアＮ」４４０で構成され得る例示的な複数コンポーネントキャ
リアシステムを示す。図４に、２つ以上のコンポーネントキャリアを示す。ユーザ機器４
１０は、任意の好適な数のコンポーネントキャリアで構成され得、したがって、本明細書
で開示され、主張される主題は、２つまたは特定の数のコンポーネントキャリアに限定さ
れないことを諒解されたい。一例では、複数コンポーネントキャリア４３０～４４０のい
くつかは、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８キャリアとすることができる。したがって、コンポーネン
トキャリア４３０～４４０のいくつかは、レガシー（たとえば、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８ベー
スの）ユーザ機器にはＬＴＥキャリアとして見えることができる。
【００７２】
　図４の各コンポーネントキャリア４３０～４４０は、それぞれのダウンリンク４３２お
よび４４２、ならびにそれぞれのアップリンク４３４および４４４を含むことができる。
以下のセクションでは、順方向リンク４３２～４４２の各々はダウンリンクコンポーネン
トキャリアと呼ばれることがあり、逆方向リンク４３４～４４４の各々はアップリンクコ
ンポーネントキャリアと呼ばれることがある。図４の例示的な図では、等しい数のアップ
リンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとを示しているこ
とに留意されたい。ただし、いくつかのシステムでは、アップリンクコンポーネントキャ
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リアの数はダウンリンクコンポーネントキャリアの数とは異なり得る。追加または代替と
して、アグリゲートアップリンクコンポーネントキャリアの帯域幅はアグリゲートダウン
リンクコンポーネントキャリアの帯域幅とは異なり得る。
【００７３】
　いくつかの複数コンポーネントキャリアシステムでは、ユーザ機器は、ただ１つの１次
コンポーネントキャリア（ＰＣＣ：primary component carrier）と１つまたは複数の２
次コンポーネントキャリア（ＳＣＣ：secondary component carrier）とで構成され得る
。いくつかのシナリオでは、ユーザ機器とｅノードＢとの間の適切な通信を可能にするた
めに、アップリンクコンポーネントキャリアがダウンリンクコンポーネントキャリアに関
連付けられる。そのような関連付けまたはリンク付け（linking）は、システム情報ブロ
ック（ＳＩＢ）の一部として、ユーザ機器にシグナリングされ得る。一例では、ＳＩＢ２
は、アップリンクとダウンリンクとの関連付けをユーザ機器に搬送するために使用される
。
【００７４】
　ユーザ機器とｅノードＢとの間の適切な通信は、アップリンク同期の取得および維持を
必要とし得る。そのような同期は、同じ情報単位（たとえば、通信システムのサブフレー
ム）中に送信されるようにスケジュールされたアップリンクデータをもつ複数のユーザ機
器間の干渉を回避することができる。ユーザ機器がＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあ
るとき、ｅノードＢは、ユーザ機器がそれのアップリンク送信のタイミングを調整するこ
とを可能にするためにタイミング制御情報の一部としてタイミングアドバンス値を与える
ことができる。
【００７５】
　一実施形態によるアップリンク同期のコンテキストにおけるタイミングアドバンス値に
ついて、図５を参照しながら説明する。ｅノードＢによってユーザ機器に与えられる例示
的なタイミングアドバンス（ＴＡ：timing advance）コマンドは、アップリンク送信無線
フレームのタイミングが、そのユーザ機器に関連付けられたダウンリンク無線フレームの
現在のタイミングに対してどのように調整されるべきかについての情報を含む。図５に、
通信システムの所与のユーザ機器についてのアップリンク無線フレームとダウンリンク無
線フレームとの間の例示的なタイミング関係を示す。図５の例示的な図に示すように、ア
ップリンク無線フレームｉ５０４の送信は、ダウンリンク無線フレームｉ５０２の送信の
（ＮTA＋ＮTA offset）×ＴＳ秒前に開始し、ただし、ＴＳは基本時間単位であり、ＬＴ
Ｅシステムの場合は１／（１５，０００×２，０４８）秒に等しい。ＮＴＡ　ｏｆｆｓｅ

ｔは、ＬＴＥフレーム構造タイプ１の場合は０であり、ＬＴＥフレーム構造タイプ２の場
合は６２４である（ランダムアクセス応答以外では上記のとおりであり、ランダムアクセ
ス応答では、ＮＴＡ　ｏｆｆｓｅｔは、両方のフレーム構造タイプの場合０である）。ア
ップリンク同期にとって必要なタイミング調整を実施するために、タイミングアドバンス
コマンドは、ユーザ機器が、タイミングアドバンス値ＮＴＡを確認することを可能にする
。
【００７６】
　アップリンク送信とダウンリンク送信との間の同期は、（たとえば、アップリンク送信
が長い間行われない場合、および／またはユーザ機器が依然として前のタイミング制御コ
マンドを実施するプロセスにある間に新しいタイミング制御情報が発行されたとき）シス
テムおよびトラッキング許容誤差により、歪むかまたは失われることがある。アップリン
クが同期されないと宣言された場合、アップリンク同期を再取得するためにランダムアク
セス手順が開始され得る。また、ユーザ機器がＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態からＲＲＣ＿ＣＯＮ
ＮＥＣＴＥＤ状態に移動しているとき、新しい無線リンクが無線リンク障害後に確立され
たとき、新しいセルへのハンドオーバ中にアップリンク同期が必要とされるとき、一意の
ユーザ機器識別情報（たとえば、セル無線ネットワーク一時識別情報（Ｃ－ＲＮＴＩ：Ce
ll Radio Network Temporary Identity））のアップリンク同期および／または割当てが
必要とされる他のシナリオにおいて、ランダムアクセス手順が開始され、アップリンク同



(35) JP 2013-523025 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

期が取得される。ＬＴＥシステムにおけるランダムアクセス手順は、競合ベースおよび競
合なしの２つの形態のうちの１つで行われ得る。
【００７７】
　図６の例示的な図に示す競合ベースランダムアクセス手順では、ユーザ機器６０２は、
物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）上でランダムアクセス要求６０６をｅノー
ドＢ６０４に送信することによって、ランダムアクセス手順を開始する。要求６０６は、
セルに関連付けられたプリアンブルシーケンスの特定のグループから選択されたプリアン
ブルを備える。たとえば、セルは、６４個のプリアンブルのセット、競合ベースランダム
アクセス手順を開始するためにユーザ機器６０２によって使用され得るサブセットを有し
得る。残りのプリアンブルは、競合なし手順のために予約される。ランダムアクセス要求
６０６を受信することに応答して、ｅノードＢ６０４は、ユーザ機器６０２に応答６０８
を送信する。そのような応答は、タイミング情報、Ｃ－ＲＮＴＩまたはランダムアクセス
無線ネットワーク一時識別子（ＲＡ－ＲＮＴＩ）、アップリンク送信などのためのスケジ
ューリング許可などの情報を含む。応答６０８は、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤ
ＳＣＨ）上で送られる。
【００７８】
　競合ベース手順の次のステップでは、ユーザ機器６０２は、ＲＲＣ接続要求、スケジュ
ーリング要求および他の情報を含むメッセージ６１０を送ることによってｅノードＢ６０
４に応答する。メッセージ６１０は、競合解消機構の一部としてｅノードＢ６０４によっ
て使用されるユーザ機器６０２識別情報をも含み得る。競合ベース手順では、２つ以上の
ユーザ機器６０２が、同時に同じプリアンブルを使用してランダムアクセス手順を開始し
得る。したがって、競合ベースランダムアクセス手順の最後のステップとして、ｅノード
Ｂ６０４は、後続の通信のための特定のユーザ機器の選択をシグナリングするために、競
合解消メッセージ６１２をすべてのそのようなユーザ機器６０２に送信する。
【００７９】
　図７の例示的な図に示す競合なしランダムアクセス手順では、ｅノードＢ７０４は、要
求７０６をユーザ機器７０２に送信することによってプロセスを開始する。そのような要
求７０６は、ユーザ機器７０２が競合なしランダムアクセス手順を行うことを可能にする
予約済みプリアンブルインデックスを備える。競合なしランダムアクセス手順の次のステ
ップは、ｅノードＢ７０４へのユーザ機器７０２による予約済みプリアンブル７０８の送
信を含み、それにより、後続の通信のために必要なパラメータおよびスケジューリング情
報を含む応答７１０を送信するようにｅノードＢ７０４をトリガする。
【００８０】
　競合ベースランダムアクセス手順に参加するために、ユーザ機器は、ランダムアクセス
プリアンブルを通信するために使用されるアップリンクコンポーネントキャリアで構成さ
れる。ユーザ機器はまた、そのアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされたダウ
ンリンクコンポーネントキャリアで構成され得る。リンク付けは、たとえば、ＳＩＢ２セ
ル固有リンケージによって実施され得る。ベースラインシナリオでは、ＲＡＣＨパラメー
タと、システム情報ブロック、および／または１つまたは複数のユーザ機器をターゲット
にする専用シグナリングから取得されたパラメータを使用するシングルコンポーネントキ
ャリアペアとに基づいて、無線リソース制御（ＲＲＣ）確立／再確立のためのランダムア
クセス手順が行われ得る。
【００８１】
　上記のように、複数コンポーネントキャリアシステムでは、ユーザ機器は、１つの１次
コンポーネントキャリアと、１つまたは複数の２次コンポーネントキャリアとで構成され
得る。そのような構成は、１次アップリンク／ダウンリンクコンポーネントキャリアペア
のみを使用してランダムアクセス手順が行われることを可能にする。そのようなシナリオ
では、１次コンポーネントキャリアに関連付けられたランダムアクセスチャネル（ＲＡＣ
Ｈ）は、競合ベースランダムアクセス手順においてランダムアクセスプリアンブルの送信
のために使用される。ユーザ機器はまた、１次コンポーネントキャリアを含むことも含ま
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ないこともあるアップリンク／ダウンリンクコンポーネントキャリアの特定のペア上でラ
ンダムアクセス手順を行うことを可能にされ得る。したがって、ユーザ機器は、２次コン
ポーネントキャリアに対応するランダムアクセスチャネルで構成され得る。そのような構
成では、競合ベースアクセスを用いたアップリンクデータ到着および／またはダウンリン
クデータ到着によってランダムアクセス手順が必要とされるとき、ユーザ機器は、構成さ
れたＲＡＣＨのセットから特定のＲＡＣＨを選択し得る。一例では、選択されたＲＡＣＨ
は、アクティブにされたダウンリンクコンポーネントキャリアに関連付けられる。
【００８２】
　複数コンポーネントキャリアシステムの場合、ｅノードＢは、競合なしランダムアクセ
ス手順を行うために、ユーザ機器に固有のリソースを与えることができる。この目的で、
ランダムアクセス要求は、第１のダウンリンクコンポーネントキャリア（たとえば、１次
ダウンリンクコンポーネントキャリア）上で送信される。ただし、一般に、どのアップリ
ンクコンポーネントキャリアがランダムアクセス手順のために使用されるべきかについて
の、ＰＤＣＣＨ上のｅノードＢの通信における指示はない。一例では、ユーザ機器は、第
１のダウンリンクコンポーネントキャリア（すなわち、要求を開始するために使用された
ダウンリンクコンポーネントキャリア）に関連付けられたアップリンクコンポーネントキ
ャリアを選択し得る。別の例では、第１のアップリンクと選択されたダウンリンクとの間
の関連付けまたはリンケージは、ＳＩＢ２情報から確認される。
【００８３】
　代替または追加として、１つまたは複数のユーザ機器をターゲットにする専用シグナリ
ングによって、そのような関連付けが確立され得る。一例では、選択されたアップリンク
コンポーネントキャリアは１次アップリンクコンポーネントキャリアである。１次アップ
リンクコンポーネントキャリアが、アップリンク制御情報（たとえば、肯定応答（ＡＣＫ
）、スケジューリング要求（ＳＲ）およびチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ））を搬送
するように構成された唯一のコンポーネントキャリアであり得るので、１次アップリンク
コンポーネントキャリアの選択により、同じ（すなわち、１次）コンポーネントキャリア
上のアップリンク制御情報ならびにランダムアクセス情報の送信が可能になり、それによ
り新しいデータのダウンリンク送信が可能になる。
【００８４】
　ダウンリンクコンポーネントキャリアは、２次アップリンクコンポーネントキャリアに
関連付けられるか、またはリンクされ得る。２次アップリンクコンポーネントキャリアが
使用されるとき、アップリンク同期問題はさらなる考慮を必要とする。上記のように、ユ
ーザ機器とｅノードＢとの間の信頼できる通信を保証するために、適切なアップリンク同
期が維持される。ユーザ機器が複数コンポーネントキャリアで構成されたとき、各アップ
リンクコンポーネントキャリアは、アップリンク同期のための異なるタイミングアドバン
ス値を必要とし得る。たとえば、１次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けら
れたタイミングアドバンス値は、２次アップリンクコンポーネントキャリアに関連付けら
れたタイミングアドバンス値とは異なり得る。そのようなシナリオでは、１次アップリン
クコンポーネントキャリア上のアップリンク制御情報（たとえば、ＡＣＫ、ＳＲ、ＣＱＩ
など）の送信は、２次アップリンクコンポーネントキャリア上のメッセージの送信とは異
なるタイミングアドバンス値を必要とし、それはｅノードＢにおける混乱につながること
がある。本開示によれば、１次アップリンクコンポーネントキャリアと実質的に同じタイ
ミングアドバンス値を有する２次アップリンクコンポーネントキャリアを選択することに
よって、異なるコンポーネントキャリアにわたるアップリンク同期問題が緩和され得る。
たとえば、ランダムアクセス手順中に得られた２次アップリンクコンポーネントキャリア
のタイミングアドバンス値と、１次アップリンクキャリアのタイミングアドバンス値との
間の差は、たとえば、ＬＴＥ仕様で規定されている特定の同期許容差内にあり得る。選択
された１次アップリンクコンポーネントキャリアのうちで実質的に同様のタイミングアド
バンス値を有することにより、アップリンク制御情報を１次アップリンクキャリアコンポ
ーネントキャリア上で容易に送信することが可能になる。
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【００８５】
　選択された２次アップリンクコンポーネントキャリアは、１次アップリンクコンポーネ
ントキャリアとは異なるタイミングアドバンス値を有することができる。そのようなシナ
リオでは、アップリンク同期がないために、ユーザ機器は、受信したダウンリンクデータ
に関連付けられた制御情報を確実に通信することができないことがある。一例では、ユー
ザ機器は、必要とされる同期を取得するために、連続する競合ベースランダムアクセス手
順を実行する。
【００８６】
　競合なしランダムアクセス手順について要求の一部として、ＰＤＣＣＨは、どのアップ
リンクコンポーネントキャリアがユーザ機器によって使用されなければならないかについ
ての指示をさらに含むことができる。したがって、ユーザ機器は、ｅノードＢによって与
えられた指示に基づいて、アップリンク通信のために「示された」アップリンクコンポー
ネントキャリアを容易に使用することができる。ただし、このシナリオでは、応答（たと
えば、図７の応答７１０）を送信するための特定のダウンリンクコンポーネントキャリア
がｅノードＢによって選択される。一例では、示されたアップリンクコンポーネントキャ
リアにリンクされたダウンリンクコンポーネントキャリアが選択される。上記のように、
そのようなリンク付けはＳＩＢ２シグナリングによって実施され得る。別の例では、初期
要求（すなわち、図７の要求７０６）の送信のためにｅノードＢによって使用されたダウ
ンリンクコンポーネントキャリアは、応答の送信のために選択される。後者の例では、ラ
ンダムアクセス手順は、示されたアップリンクコンポーネントキャリアが１次アップリン
クキャリアであるが、それのリンクされたダウンロードコンポーネントキャリアが信頼で
きない状況において可能にされる。
【００８７】
　図８に、初期競合なしランダムアクセス要求のために使用されるダウンリンクコンポー
ネントキャリアが信頼できなくなり、それにより、後続のダウンリンク送信のための異な
るダウンリンクコンポーネントキャリアの使用が可能になる、例示的なシナリオを示す。
図８の例示的な図は、システム容量を協働的に改善し、ネットワークカバレージを拡張す
るために利用される低電力ピコセルと高電力マクロセルとを含み得る異種ネットワーク（
ＨｅｔＮｅｔ）に対応する。
【００８８】
　図８の例では、ピコセルによってサービスされるユーザ機器のために競合なしランダム
アクセス手順が開始される。ユーザ機器は初めに位置１にあり、そこでは、ピコセルに関
連付けられた第１の（たとえば、１次）コンポーネントキャリア（ＣＣ１）のカバレージ
は小さい。ユーザ機器が範囲拡大領域（すなわち、位置２）に移動すると、範囲拡大コン
ポーネントキャリアでないリンクされたダウンリンクコンポーネントキャリア（すなわち
、ＤＬ　ＣＣ１）は、信頼できないと判断され得る。したがって、ユーザ機器へのダウン
リンク送信は、第２のダウンリンクコンポーネントキャリア（すなわち、ＤＬ　ＣＣ２）
上で行われる必要があり得る。そのようなシナリオでは、第１のアップリンクコンポーネ
ントキャリア（ＵＬ　ＣＣ１）は依然として信頼でき得る。ｅノードＢはダウンリンクチ
ャネルの品質を知らないことがあるので、ｅノードＢは、最初に、１次コンポーネントキ
ャリアにリンクされたダウンリンクコンポーネントキャリア上で（すなわち、ＵＬ　ＣＣ
１にリンクされたＤＬ　ＣＣ１上で）ランダムアクセス要求を送り得る。たとえば、ユー
ザ機器の移動により、ユーザ機器からの応答がない場合、ｅノードＢは、別のダウンリン
クコンポーネントキャリア上で（たとえば、ＤＬ　ＣＣ２上で）第１のアップリンクコン
ポーネントキャリア（すなわち、ＵＬ　ＣＣ１）がアップリンク送信のために使用されな
ければならないという指示とともに、ランダムアクセス要求を送信することができる。図
８に関して説明したシナリオは、ランダムアクセス手順のためのクロスキャリア制御の例
を与える。上記のシナリオはまた、ランダムアクセス手順を行うための最も信頼できるコ
ンポーネントキャリア（たとえば、図８の例示的な構成における範囲拡大コンポーネント
キャリア）を選択することが有益であることを示している。
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【００８９】
　特定のアップリンクコンポーネントキャリアに対する、ダウンリンクコンポーネントキ
ャリア上でユーザ機器によって受信されたランダムアクセス応答の対応を区別するために
特殊シグナチャおよび／またはＲＡ－ＲＮＴＩを利用することによって、競合なしランダ
ムアクセス手順におけるクロスキャリア制御が可能にされ得る。特に、所与のダウンリン
クコンポーネントキャリア上のｅノードＢの応答は、それのリンクされたアップリンクキ
ャリア、またはクロスキャリア制御シグナリングを介した別のアップリンクキャリアのい
ずれかに対応することができる。このあいまいさを解決するために、一実施形態では、ｅ
ノードＢによって送信されたランダムアクセス応答は固有シグナチャシーケンスによって
スクランブルされ、各固有シグナチャシーケンスは特定のアップリンクコンポーネントキ
ャリアを識別する。別の実施形態では、固有アップリンクコンポーネントキャリアを識別
するために特殊コンポーネントキャリアＲＡ－ＲＮＴＩが予約され得る。次いで、ランダ
ムアクセス応答は、特定のアップリンクコンポーネントキャリアをシグナリングするため
にコンポーネントキャリア固有ＲＮＴＩによってスクランブルされ得る。コンポーネント
キャリア固有スクランブルのための上記の機構は、クロスキャリア制御をシグナリングす
るために（たとえば、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ：downlink control information 
）の一部として）追加のビットの送信の必要をなくすことができる。事実上、そのような
追加のビットは、現在のＬＴＥ仕様では許されない。したがって、ユーザ機器は、スクラ
ンブルされた応答を受信し、特定のアップリンクコンポーネントキャリアを確認するため
に特殊シグナチャシーケンス番号または予約済みＲＡ－ＲＮＴＩに従って応答をデスクラ
ンブルすることができる。
【００９０】
　図９に、競合なしランダムアクセス手順を可能にするために行われ得る例示的な動作の
セット９００を示す。図９の動作９００は、たとえば、ワイヤレス通信ネットワーク中の
ユーザ機器によって実行され得る。上記のように、そのようなユーザ機器は、いくつかの
アップリンクコンポーネントキャリアおよび／またはダウンリンクコンポーネントキャリ
アを用いて動作するように構成され得る。９０２において、ｅノードＢから競合なしラン
ダムアクセス手順についての要求を受信する。９０４において、受信した要求に応答して
ランダムアクセスメッセージを送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選
択する。９０４におけるアップリンクコンポーネントキャリアの選択は、アップリンクコ
ンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとの間の関連付けに基づく
。たとえば、そのような関連付けは、ＳＩＢ２シグナリングによって確立され得るか、ま
たは上位レイヤシグナリングによってそのユーザ機器について指定され得る。再び図９を
参照すると、９０６において、選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上でラン
ダムアクセスメッセージを送信し、９０８において、送信されたランダムアクセスメッセ
ージに対する応答を受信する。
【００９１】
　図１０に、競合なしランダムアクセス手順を可能にするために行われ得る例示的な動作
のセット１０００を示す。図１０の動作１０００は、たとえば、ワイヤレス通信ネットワ
ーク中のｅノードＢによって実行され得る。ｅノードＢは、ワイヤレス通信ネットワーク
における１つまたは複数のユーザ機器と通信することができる。１００２において、ユー
ザ機器が使用する複数のコンポーネントキャリアを構成する。そのようなコンポーネント
キャリアはアップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリア
とを備え、各アップリンクコンポーネントキャリアは少なくとも１つのダウンリンクコン
ポーネントキャリアに関連付けられる。１００４において、ダウンリンクコンポーネント
キャリアを選択し、選択されたダウンリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセ
ス手順についての要求をユーザ機器に送信する。１００６において、ユーザ機器からラン
ダムアクセスメッセージを受信する。そのようなメッセージは、ユーザ機器によって識別
されたアップリンクコンポーネントキャリア上で受信される。１００８において、ユーザ
機器に応答を送信する。
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【００９２】
　開示する実施形態は、競合ベースランダムアクセス手順をさらに可能にする。図６の例
示的な図に示したように、ユーザ機器は、ｅノードＢにランダムアクセス要求を送信する
ことによって、競合ベースランダムアクセス手順を開始することができる。そのような要
求は、たとえば、ユーザ機器が同期されないときにアップリンクまたはダウンリンクデー
タ到着時に送られ得る。この目的で、ユーザ機器は、ランダムアクセスチャネル上で要求
を送信するためのアップリンクコンポーネントキャリア（以下、「選択されたアップリン
クコンポーネントキャリア」）を選択する。
【００９３】
　次に、ｅノードＢは、ランダムアクセス要求に対する応答を送信する。その応答は、Ｓ
ＩＢ２シグナリングを介して選択されたアップリンクコンポーネントキャリアにリンクさ
れたダウンリンクコンポーネントキャリア上で送信され得る。ユーザ機器がｅノードＢか
ら応答を受信するために、選択されたアップリンクに関連付けられたダウンリンクコンポ
ーネントキャリアは、アクティブにされなければならない。したがって、要求を送信する
ためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択するときに、ユーザ機器は、選択され
たアップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたダウンリンクコンポーネントキ
ャリアが、ダウンリンクコンポーネントキャリアのアクティブセットのうちにあるかどう
かを確認する必要があり得る。
【００９４】
　上記のように、ユーザ機器は、１次アップリンク／ダウンリンクコンポーネントキャリ
アと１つまたは複数の２次アップリンク／ダウンリンクコンポーネントキャリアとで構成
され得る。そのような複数コンポーネントキャリアシステムでは、ユーザ機器は、２つ以
上のコンポーネントキャリアについてのアップリンク同期を確立する必要があり得る。ユ
ーザ機器は、競合ベースランダムアクセス手順を送信するための１次アップリンクコンポ
ーネントキャリアを選択することによって、開始することができる。代替的に、ユーザ機
器は、１次アップリンクコンポーネントキャリアと実質的に同じタイミングアドバンス値
を有する２次アップリンクコンポーネントキャリアを選択することができる。競合なしラ
ンダムアクセス手順に関して示したように、１次アップリンクコンポーネントキャリアと
実質的に同じタイミングアドバンス値をもつ２次アップリンクコンポーネントキャリアの
選択は、さらなる遅延を招くことなしに１次アップリンク送信（たとえば、制御情報送信
）のアップリンク同期を保証する。
【００９５】
　１次アップリンクコンポーネントキャリア（または実質的に同様のタイミングアドバン
ス値をもつ２次コンポーネントキャリア）を選択した後に、ユーザ機器は、残りのアップ
リンクコンポーネントキャリアに関連付けられたタイミングアドバンス値が、選択された
アップリンクコンポーネントキャリアのタイミングアドバンス値とは異なるとき、アップ
リンク同期を取得するために、構成されアクティブにされた残りの各アップリンクコンポ
ーネントキャリアについてランダムアクセス手順をさらに実行し得る。残りのアップリン
クコンポーネントキャリアの数に応じて、この動作はユーザ機器の処理負荷を増加させる
ことがある。したがって、いくつかの実施形態では、ｅノードＢなどのネットワークエン
ティティは、同期されるべきアップリンクコンポーネントキャリアの特定のセットを指定
する。アップリンクコンポーネントキャリアの数および／または識別情報は、必要に応じ
てユーザ機器に搬送され得る。一例では、ｅノードＢは、バッファステータス報告（ＢＳ
Ｒ）と送信されるべきアップリンクデータの量とに基づいてコンポーネントキャリアの特
定のセットを識別する。残りのアップリンクコンポーネントキャリア（またはそれのサブ
セット）の同期は、アップリンクコンポーネントキャリアをデータ送信のために利用可能
にする際にさらなる遅延をもたらすことがある。ただし、そのような遅延は、ユーザ機器
動作の総合効率に対して著しい影響を及ぼす可能性が低い。さらなる同期化動作の影響を
低減するために、一例では、スケジューラは、残りのアップリンクコンポーネントキャリ
アが同期されるまで第１の同期されたアップリンクコンポーネントキャリア（たとえば、
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１次アップリンクコンポーネントキャリア）上に大きいアップリンク割当てを行う。
【００９６】
　競合ベースランダムアクセス手順に関連付けられた１つのシナリオでは、ユーザ機器は
、選択されたアップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたダウンリンクコンポ
ーネントキャリアが信頼できないと判断し得る。たとえば、ユーザ機器によって行われる
測定により、ダウンリンクコンポーネントキャリアが信頼できないことが明らかになり得
る。一実施形態では、ユーザ機器は、選択された（たとえば、１次）コンポーネントキャ
リアと実質的に同じタイミングアドバンス値をもつ別のアップリンクコンポーネントキャ
リア上でランダムアクセス手順を再開することができる。そのような新たに選択されたア
ップリンクコンポーネントキャリアはアップリンク同期され、異なるダウンリンクコンポ
ーネントキャリアに関連付けられ、それにより、信頼できないダウンリンクコンポーネン
トキャリアの使用を回避する。
【００９７】
　信頼できないダウンリンクコンポーネントキャリアが検出されたとき、１次アップリン
クコンポーネントキャリアと実質的に同じタイミングアドバンスをもつアップリンクコン
ポーネントキャリアが利用可能でないことがある。その上、１次アップリンクコンポーネ
ントキャリアと実質的に同じタイミングアドバンス値をもつアップリンクコンポーネント
キャリアが利用可能である場合でも、新たに選択されたアップリンクコンポーネントキャ
リアのダウンリンクが信頼できないとわかることがある。そのような状況では、ｅノード
Ｂは、新しい１次アップリンクコンポーネントキャリアを信頼できるダウンリンクに指定
するようにコンポーネントキャリアを再構成することができる。代替的に、ｅノードＢは
、信頼できるダウンリンクコンポーネントキャリア上で競合なしランダムアクセス手順を
開始し、信頼できるコンポーネントキャリア上のダウンリンク応答を用いて特定のアップ
リンクコンポーネントキャリアを示すことができる。
【００９８】
　競合ベースランダムアクセス手順に関連付けられた１つのシナリオでは、ユーザ機器は
、選択されたアップリンクコンポーネントキャリアは信頼できないことがあるが、関連す
るダウンリンクコンポーネントキャリアは信頼できると判断し得る。そのような状態の下
で、選択されたアップリンクコンポーネントキャリアが１次アップリンクコンポーネント
キャリアである場合、ユーザ機器は、１次コンポーネントキャリア上のアップリンク同期
を取得するそれの障害時に無線リンク障害（ＲＬＦ：radio link failure）を宣言し得る
。ＲＬＦは、アップリンク制御情報が送信され得ないとき、適切であり得る。選択された
アップリンクコンポーネントキャリアが１次アップリンクコンポーネントキャリアでない
場合、選択されたコンポーネントキャリア上のアップリンク同期を取得するそれの障害時
に、ユーザ機器は、残りのアップリンクコンポーネントキャリアの一部または全部の上で
ランダムアクセス手順を試み得る。一例では、ユーザ機器は、信頼できるダウンリンクコ
ンポーネントキャリアに関連付けられたアップリンクコンポーネントキャリア上でランダ
ムアクセス手順を開始するにすぎない。別の例では、ユーザ機器はさらに、（１次アップ
リンクコンポーネントキャリアを含む）すべての構成されたコンポーネントキャリア上で
ランダムアクセス手順を開始する。すべてのコンポーネントキャリアがアップリンク同期
を取得することなしに使い果たされた場合、無線リンク障害が宣言され得る。
【００９９】
　図１１に、競合ベースランダムアクセス手順を可能にするために行われ得る例示的な動
作のセット１１００を示す。図１１の動作１１００は、たとえば、ワイヤレス通信ネット
ワーク中のユーザ機器によって実行され得る。そのようなユーザ機器は、いくつかのアッ
プリンクコンポーネントキャリアおよび／またはダウンリンクコンポーネントキャリアを
用いて動作するように構成され得る。１１０２において、ユーザ機器によって、ランダム
アクセス要求を送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択する。１１０
４において、選択されたアップリンクコンポーネントキャリア上でランダムアクセス要求
を送信する。そのような要求は、ｅノードＢなどのネットワークエンティティによって受
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信される。１１０６において、ユーザ機器によって、ランダムアクセス要求に対する応答
を受信する。選択されたアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされた第１のダウ
ンリンクコンポーネントキャリア上で、そのような応答を受信する。
【０１００】
　図１２に、競合ベースランダムアクセス手順を可能にするために行われ得る例示的な動
作のセット１２００を示す。図１２の動作１２００は、たとえば、ワイヤレス通信ネット
ワーク中のｅノードＢによって実行され得る。ｅノードＢは、ワイヤレス通信における１
つまたは複数のユーザ機器と通信することができる。１２０２において、ユーザ機器が使
用する複数のコンポーネントキャリアを構成する。そのようなコンポーネントキャリアは
、各アップリンクコンポーネントキャリアが少なくとも１つのダウンリンクコンポーネン
トキャリアに関連付けられた、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコン
ポーネントキャリアとを含むことができる。１２０４において、第１のアップリンクコン
ポーネントキャリア上でユーザ機器からランダムアクセス要求を受信し、第１のアップリ
ンクコンポーネントキャリアはユーザ機器によって識別される。１２０６において、第１
のダウンリンクコンポーネントキャリア上でユーザ機器に応答を送信する。第１のダウン
リンクコンポーネントキャリアは、第１のアップリンクコンポーネントキャリアにリンク
され得る。
【０１０１】
　一例では、１次ダウンリンクキャリアおよび関連するアップリンク１次コンポーネント
キャリアは、ランダムアクセス動作のために選択される。そのようなリンク付けは、たと
えば、ＳＩＢ２シグナリングによって実施され得る。この場合、ユーザ機器は、ダウンリ
ンクコンポーネントキャリアが信頼できないと判断したときに無線リンク障害を宣言する
ことができるにすぎないので、信頼できないダウンリンクコンポーネントキャリアを扱う
ための手順は簡略化される。その上、競合なしランダムアクセス手順では、特定のアップ
リンクコンポーネントキャリアを識別するための追加のインジケータを含む必要性は減じ
られる。
【０１０２】
　一方、１次ダウンリンクコンポーネントキャリアおよびそれの関連する１次アップリン
クコンポーネントキャリアの選択は、たとえば、異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）展開
において利用されるとき、さらなる検討を保証し得る。図８に関して示したように、Ｈｅ
ｔＮｅｔ展開では、ネットワークカバレージを改善し、ネットワーク容量を増加させるた
めに、低電力セルが、より高い電力セルと結合され得る。そのような展開では、ダウンリ
ンクコンポーネントキャリアは各セルの観点から同等でないことがあるが、アップリンク
コンポーネントキャリアは同等であり得る。たとえば、マクロセルに関連付けられた送信
電力レベルは、１つのダウンリンクコンポーネントキャリア上でより低くなることがある
。そのような状況の下で、シングルダウンリンクコンポーネントキャリア、すなわち、範
囲拡大コンポーネントキャリアは、１次ダウンリンクコンポーネントキャリアとしていく
つかのユーザ機器によって使用され得る。シングルダウンリンクコンポーネントキャリア
の使用は、特定のダウンリンクコンポーネントキャリアの優れた品質により補われ得るが
、同様の品質の異なるアップリンクコンポーネントキャリアの間でアップリンク送信を分
散させることが望ましいことがある。ただし、（たとえば、ＳＩＢ２を介して）１次ダウ
ンリンクコンポーネントキャリアにリンクされたアップリンクコンポーネントキャリアが
１つしかない場合、すべてのユーザ機器は、同じアップリンクコンポーネントキャリアを
使用するように要求され、データ輻輳および負荷不平衡につながる。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、ダウンリンクコンポーネントキャリアとアップリンクコンポ
ーネントキャリアとのユーザ機器固有リンク付けを実装することによって、上記の問題は
緩和され得る。ＳＩＢ２リンク付けをオーバーライドすることができるＵＥ固有リンク付
けにより、異なるユーザ機器（またはユーザ機器のグループ）によって複数のアップリン
クコンポーネントキャリアが使用されることが可能になる。１つの例示的なシナリオでは
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、ユーザ機器が最初にネットワークに接続されたとき、ユーザ機器は、ダウンリンクコン
ポーネントキャリアとアップリンクコンポーネントキャリアとの間のＳＩＢ２リンク付け
を得る。ただし、後続の動作において、ｅノードＢはコンポーネントキャリアを再構成し
、各ユーザ機器にＵＥ固有リンク付けを与えることができる。
【０１０４】
　図１３に、例示的なＵＥ固有リンク付けを示す。図１３に示すように、１次ダウンリン
クコンポーネントキャリア（すなわち、ＤＬ　ＣＣ２）は、ユーザ機器の第１のグループ
（ＵＥ１～Ｍ）のための第１のアップリンクコンポーネントキャリア（すなわち、ＵＬ　
ＣＣ１）にリンクされ得るが、第２のアップリンクコンポーネントキャリア（すなわち、
ＵＬ　ＣＣ２）は、ＳＩＢ２リンク付けによってＵＥの第２のグループ（ＵＥ１～Ｋ）に
リンクされる。一例では、図８の異種ネットワークのコンテキストでは、図１３に示す１
次ダウンリンクコンポーネントキャリアは範囲拡大コンポーネントキャリアである。
【０１０５】
　ＵＥ固有リンク付けは、ユーザ機器の一部についてＳＩＢ２リンク付けをオーバーライ
ドすることができる。ただし、そのような新しいリンケージは、ｅノードＢが、どの特定
のユーザ機器がランダムアクセスプロセスを開始したかを知らないことがあるので、競合
ベースランダムアクセス手順にあいまいさを生じることがある。したがって、ランダムア
クセス要求に対する応答を送るために、どのダウンリンクキャリアが使用されるべきかに
ついてのあいまいさがあり得る。コンポーネントキャリア固有ＲＡＣＨリソースは、この
あいまいさを解決するために定義され得る。ＲＡＣＨリソースは、限定はしないが、時間
、周波数およびシグナチャ値を含むことができる。この場合、ユーザ機器による特定のＲ
ＡＣＨリソースの使用は、応答の送信のための特定のダウンリンクコンポーネントキャリ
アをシグナリングすることができる。たとえば、１つのアップリンクコンポーネントキャ
リアは、ＳＩＢ２リンクされたダウンリンクコンポーネントキャリアに対応するＲＡＣＨ
リソース、ならびに範囲拡大ダウンリンクコンポーネントキャリアに対応するＲＡＣＨリ
ソースを有し得る。コンポーネントキャリア固有ＲＡＣＨリソースは、専用ＲＲＣシグナ
リングによってユーザ機器に搬送され得る。
【０１０６】
　図１４に、上記で説明した様々な動作をサポートすることが可能な例示的なシステム１
４００を示す。図４と同様に、システム１４００は、情報、信号、データ、命令、コマン
ド、ビット、シンボルなどを送信および／または受信することができるｅノードＢ（ｅＮ
Ｂ）１４５０を含む。図１４に、「コンポーネントキャリア１」１４３０～「コンポーネ
ントキャリアＮ」１４４０を使用してｅＮＢ１４５０と通信しているユーザ機器１４１０
をも示す。ユーザ機器１４１０は、情報、信号、データ、命令、コマンド、ビット、シン
ボルなどを送信および／または受信することができる。さらに、図示されていないが、シ
ステム１４００は追加の基地局および／またはユーザ機器を含むことができる。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、ｅＮＢ１４５０は、１つまたは複数のユーザ機器が使用する
１つまたは複数のコンポーネントキャリアを構成し、アクティブにすることを可能にする
コンポーネントキャリア構成／アクティブ化構成要素１４５２を含むことができる。ｅＮ
Ｂ１４５０は、ダウンリンクコンポーネントキャリア選択構成要素１４５４と、ランダム
アクセスメッセージ受信構成要素１４５６と、ランダムアクセス応答生成構成要素１４５
８と、ランダムアクセス応答受信構成要素１４６０とをさらに含む。ｅＮＢ１４５０は、
ｅＮＢ１４５０がダウンリンク１４３２、１４４２コンポーネントキャリア上で信号を送
信し、アップリンク１４３４、１４４４コンポーネントキャリア上で信号を受信すること
を可能にする受信および送信構成要素（図示せず）をさらに含む。
【０１０８】
　図１４のユーザ機器１４１０は、アップリンクコンポーネントキャリア選択構成要素１
４１２を含み、アップリンクコンポーネントキャリア選択構成要素１４１２は、ユーザ機
器１４１０が、アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャ
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リアとの間の関連付けに基づいて、複数のコンポーネントキャリアの中から、ランダムア
クセスメッセージを送信するためのアップリンクコンポーネントキャリアを選択すること
を可能にする。ユーザ機器１４１０は、ユーザ機器１４１０が、競合なしランダムアクセ
ス手順でランダムアクセス要求を受信することに応答してランダムアクセスメッセージを
生成することを可能にするランダムアクセスメッセージ生成構成要素１４１４をさらに含
む。さらに、ユーザ機器１４１０は、ユーザ機器１４１０が競合ベースランダムアクセス
手順でランダムアクセス要求を生成することを可能にするランダムアクセス要求生成構成
要素１４１６を含む。図１４に示すランダムアクセス応答受信構成要素１４１８は、ユー
ザ機器１４１０がランダムアクセス応答を受信することを可能にする。ランダムアクセス
応答受信構成要素１４１８は、競合ベースランダムアクセス手順で、および／または競合
ベースランダムアクセス手順で応答を受信するように構成され得る。
【０１０９】
　図１５に、様々な開示する実施形態が実装され得る装置１５００を示す。特に、図１５
に示す装置１５００は、（図１４に示すｅＮＢ１４５０およびユーザ機器１４１０など）
基地局の少なくとも一部分またはユーザ機器の少なくとも一部分および／または（図２に
示す送信機システム２１０および受信機システム２５０など）送信機システムまたは受信
機システムの少なくとも一部分を備え得る。図１５に示す装置１５００は、ワイヤレスネ
ットワーク内に常駐し、たとえば、１つまたは複数の受信機および／または適切な受信お
よび復号回路（たとえば、アンテナ、トランシーバ、復調器など）を介して着信データを
受信することができる。図１５に示す装置１５００はまた、たとえば、１つまたは複数の
送信機および／または適切な符号化および送信回路（たとえば、アンテナ、トランシーバ
、変調器など）を介して発信データを送信することができる。追加または代替として、図
１５に示す装置１５００は、ワイヤードネットワーク内に常駐し得る。
【０１１０】
　さらに、図１５に、装置１５００が、信号調整、分析など、１つまたは複数の動作を実
行するための命令を保持することができるメモリ１５０２を含むことができることを示す
。さらに、図１５の装置１５００は、メモリ１５０２に記憶された命令および／または別
のデバイスから受信した命令を実行することができるプロセッサ１５０４を含み得る。命
令は、たとえば、装置１５００または関係する通信装置を構成するまたは動作させること
に関係することができる。図１５に示すメモリ１５０２は単一のブロックとして示されて
いるが、別個の物理および／または論理ユニットを構成する２つ以上の別個のメモリを備
え得ることに留意されたい。さらに、メモリは、プロセッサ１５０４に通信可能に接続さ
れているものとして示されているが、完全にまたは部分的に、図１５に示す装置１５００
の外部に常駐し得る。また、図１４に示したｅノードＢ１４５０およびユーザ機器１４１
０に関連する様々な構成要素など、１つまたは複数の構成要素がメモリ１５０２などのメ
モリ内に存在することができることを理解されたい。
【０１１１】
　説明を簡単にするために、図９～図１２中の動作を一連の行為として図示し説明するこ
とに留意されたい。ただし、いくつかの行為は、１つまたは複数の実施形態によれば、本
明細書で図示し説明する順序とは異なる順序で、および／または他の行為と同時に行われ
得るので、方法は行為の順序によって限定されないことを理解し、諒解されたい。たとえ
ば、方法は、状態図など、一連の相互に関連する状態または事象として代替的に表現でき
ることを当業者ならば理解し、諒解するであろう。さらに、開示する実施形態による方法
を実装するために、図示のすべての行為が必要とされるとは限らない。
【０１１２】
　開示する実施形態に関連して説明したメモリは、揮発性メモリもしくは不揮発性メモリ
であり得、または揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含むことができることを諒解さ
れたい。限定ではなく例として、不揮発性メモリは、読取り専用メモリ（ＲＯＭ：read o
nly memory）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ：programmable ROM）、電気的プログラ
マブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ：electrically programmable ROM）、電気的消去可能ＰＲＯ
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Ｍ（ＥＥＰＲＯＭ：electrically erasable ROM）、またはフラッシュメモリを含むこと
ができる。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして動作するランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ：random access memory）を含むことができる。限定ではなく例として、ＲＡ
Ｍは、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ：synchronous RAM）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ：dyn
amic RAM）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ：synchronous DRAM）、ダブルデータレートＳＤ
ＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ：double data rate SDRAM）、拡張ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡ
Ｍ：enhanced SDRAM）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ：Synchlink DRAM）、およ
びダイレクトランバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ（登録商標）：direct Rambus RAM）など、多
くの形態が利用可能である。
【０１１３】
　また、図１５の装置１５００は、ユーザ機器またはモバイルデバイスとともに採用され
得、たとえば、ＳＤカード、ネットワークカード、ワイヤレスネットワークカード、（ラ
ップトップ、デスクトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ：personal digital assistant）を含
む）コンピュータ、モバイルフォン、スマートフォン、またはネットワークにアクセスす
るために利用され得る任意の他の好適な端末などのモジュールであり得ることに留意され
たい。ユーザ機器は、アクセス構成要素（図示せず）を介してネットワークにアクセスす
る。一例では、ユーザ機器とアクセス構成要素との間の接続は本質的にワイヤレスであり
得、アクセス構成要素は基地局であり得、ユーザ機器はワイヤレス端末である。たとえば
、端末と基地局とは、限定はしないが、時間分割多元接続（ＴＤＭＡ）、符号分割多元接
続（ＣＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、
フラッシュ（ＦＬＡＳＨ）ＯＦＤＭ、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）、または任
意の他の好適なプロトコルを含む、任意の好適なワイヤレスプロトコルを介して通信し得
る。
【０１１４】
　アクセス構成要素は、ワイヤードネットワークまたはワイヤレスネットワークに関連付
けられたアクセスノードとすることができる。そのために、アクセス構成要素は、たとえ
ば、ルータ、スイッチなどとすることができる。アクセス構成要素は、他のネットワーク
ノードと通信するための１つまたは複数のインターフェース、たとえば、通信モジュール
を含むことができる。さらに、アクセス構成要素はセルラータイプのネットワーク中の基
地局（またはワイヤレスアクセスポイント）とすることができ、基地局（またはワイヤレ
スアクセスポイント）は複数の加入者にワイヤレスカバレージエリアを与えるために利用
される。そのような基地局（またはワイヤレスアクセスポイント）は、１つまたは複数の
セルラー電話および／または他のワイヤレス端末にカバレージの連続するエリアを与える
ように構成され得る。
【０１１５】
　本明細書で説明する実施形態および特徴は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウ
ェア、またはそれらの任意の組合せによって実装され得ることを理解されたい。本明細書
で説明する様々な実施形態は、ネットワーク化された環境においてコンピュータによって
実行される、プログラムコードなどのコンピュータ実行可能命令を含むコンピュータ可読
媒体において実施されるコンピュータプログラム製品によって一実施形態では実装され得
る、方法またはプロセスの概略的なコンテキストで説明する。上記のように、メモリおよ
び／またはコンピュータ可読媒体は、限定はしないが、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、コンパクトディスク（ＣＤ:compact disc）、デジタ
ル多用途ディスク（ＤＶＤ：digital versatile disc）などを含む、取外し可能および取
外し不可能なストレージデバイスを含み得る。したがって、開示する実施形態は非一時的
コンピュータ可読媒体上に実装され得る。ソフトウェアで実装されるとき、機能は、１つ
または複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体に記憶されるか、あるいはコ
ンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の
場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記
憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータ
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によってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そ
のようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、また
は他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイ
ス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記
憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセ
ッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。
【０１１６】
　また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェ
アが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ
）などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソース
から送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、またはＤＳＬ
などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（ｄｉｓ
ｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザディスク、光
ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスクおよび
ブルーレイ（登録商標）ディスクを含み、ディスク（ｄｉｓｋ）は、通常、データを磁気
的に再生し、ディスク（ｄｉｓｃ）は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合
せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【０１１７】
　概して、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行するか、または特定の抽象デー
タ型を実装する、ルーチン、プログラム、オブジェクト、構成要素、データ構造などを含
み得る。コンピュータ実行可能命令、関連するデータ構造およびプログラムモジュールは
、本明細書で開示する方法のステップを実行するためのプログラムコードの例を表す。そ
のような実行可能命令または関連するデータ構造の特定のシーケンスは、そのようなステ
ップまたはプロセスで説明する機能を実装するための対応する行為の例を表す。
【０１１８】
　本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック、モジュ
ール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：digital sign
al processor）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：application specific integrated 
circuit）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ：field programmable ga
te array device）または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジ
スタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するよう
に設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサは
マイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、
コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、
コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合
せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセ
ッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。さらに、少なくとも１つ
のプロセッサは、上述のステップおよび／またはアクションの１つまたは複数を実行する
ように動作可能な１つまたは複数のモジュールを備え得る。
【０１１９】
　ソフトウェア実装の場合、本明細書で説明する技法は、本明細書で説明する機能を実行
するモジュール（たとえば、プロシージャ、関数など）を用いて実装され得る。ソフトウ
ェアコードは、メモリユニットに記憶され、プロセッサによって実行され得る。メモリユ
ニットは、プロセッサの内部および／またはプロセッサの外部に実装され得、その場合、
当技術分野で知られているように様々な手段を介してプロセッサに通信可能に結合され得
る。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、本明細書で説明した機能を実行するように
動作可能な１つまたは複数のモジュールを含み得る。
【０１２０】
　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「システ
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ム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡシス
テムは、ユニバーサル・テレスティリアル・ラジオ・アクセスＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅ
ｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ：Universal Terrestrial Ra
dio Access）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤ
ＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ：wideband-CDMA）およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。さらに、ｃ
ｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。
ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））
などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：
Evolved UTRA）、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadba
nd）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、Ｉ
ＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装し得る。
ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・シ
ステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunication System）の一部である。３Ｇ
ＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを採用
し、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを採用するＥ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリ
リースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭ（登録商標）は
、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する組織からの文書に記
載されている。さらに、ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ
プロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称する組織からの文書に記載されている。さらに、そ
のようなワイヤレス通信システムは、不対無資格スペクトル、８０２．ｘｘワイヤレスＬ
ＡＮ、ブルーツース（ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標））および任意の他の短距離または
長距離ワイヤレス通信技法をしばしば使用するピアツーピア（たとえば、ユーザ機器ツー
ユーザ機器）アドホックネットワークシステムをさらに含み得る。また、開示する実施形
態は、複数コンポーネントキャリアを使用するシステムと連携して使用され得る。たとえ
ば、開示する実施形態は、ＬＴＥ－Ａシステムと連携して使用され得る。
【０１２１】
　シングルキャリア変調および周波数領域等化を利用するシングルキャリア周波数分割多
元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ：single carrier frequency division multiple access）は、
開示する実施形態とともに利用され得る技法である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシス
テムと同様のパフォーマンスおよび本質的に同じ全体的な複雑さを有する。ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ信号は、それの固有のシングルキャリア構造のために、より低いピーク対平均電力比（
ＰＡＰＲ：peak-to-average power ratio）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、より低いＰＡ
ＰＲが送信電力効率の点でユーザ機器に利益を与えることができるアップリンク通信にお
いて利用され得る。
【０１２２】
　さらに、本明細書で説明する様々な態様または特徴は、標準のプログラミングおよび／
またはエンジニアリング技法を使用した方法、装置または製造品として実装され得る。本
明細書で使用する「製造品」という用語は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア
、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するものとする。たとえ
ば、コンピュータ可読媒体は、磁気ストレージデバイス（たとえば、ハードディスク、フ
ロッピーディスク、磁気ストリップなど）、光ディスク（たとえば、コンパクトディスク
（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）など）、スマートカード、およびフラッシ
ュメモリデバイス（たとえば、ＥＰＲＯＭ、カード、スティック、キードライブなど）を
含むことができるが、これらに限定されない。さらに、本明細書で説明する様々な記憶媒
体は、情報を記憶するための１つまたは複数のデバイスおよび／または他の機械可読媒体
を表すことができる。「機械可読媒体」という用語は、ワイヤレスチャネル、ならびに（
１つまたは複数の）命令および／またはデータを記憶、含有、および／または搬送するこ
とが可能な様々な他の媒体を含むことができるが、これらに限定されない。さらに、コン
ピュータプログラム製品は、本明細書で説明した機能をコンピュータに実行させるように
動作可能な１つまたは複数の命令またはコードを有するコンピュータ可読媒体を含み得る
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【０１２３】
　さらに、本明細書で開示する態様に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップ
および／またはアクションは、直接ハードウェアで実施され得るか、プロセッサによって
実行されるソフトウェアモジュールで実施され得るか、またはその２つの組合せで実施さ
れ得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、
ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体中に常駐し得
る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読むことができ、記憶媒体に
情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体は
プロセッサに一体化され得る。さらに、いくつかの実施形態では、プロセッサおよび記憶
媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。さらに、ＡＳＩＣはユーザ機器中に常駐し得る（たとえ
ば、図１４の１４１０）。代替として、プロセッサおよび記憶媒体はユーザ機器中の個別
構成要素として常駐し得る（たとえば、図１４の１４１０）。さらに、いくつかの実施形
態では、方法またはアルゴリズムのステップおよび／またはアクションは、コンピュータ
プログラム製品に組み込まれ得る、機械可読媒体および／またはコンピュータ可読媒体上
のコードおよび／または命令の１つまたは任意の組合せ、あるいはそのセットとして常駐
し得る。
【０１２４】
　上記の開示は、例示的な実施形態について論じたが、添付の特許請求の範囲によって定
義された記載の実施形態の範囲から逸脱することなく、様々な変更および改変を本明細書
で行うことができることに留意されたい。したがって、説明した実施形態は、添付の特許
請求の範囲内に入るすべてのそのような改変形態、変更形態および変形形態を包含するも
のとする。さらに、説明した実施形態の要素は、単数形で説明または請求されていること
があるが、単数形に限定されることが明示的に述べられていない限り、複数形が企図され
る。さらに、任意の実施形態の全部または一部は、別段に記載されていない限り、任意の
他の実施形態の全部または一部とともに利用され得る。
【０１２５】
　「含む（include）」という用語は、発明を実施するための形態または特許請求の範囲
のいずれかで使用される限り、「備える（comprising）」という用語が使用時に請求項に
おける移行語と解釈されるので「備える（comprising）」と同様に包括的なものとする。
さらに、発明を実施するための形態または特許請求の範囲のいずれかで使用される「また
は」という用語は、排他的な「または」でなく包括的な「または」を意味するものとする
。すなわち、別段の規定がない限り、または文脈から明白でない限り、「ＸはＡまたはＢ
を使用する」という句は、自然な包括的置換のいずれかを意味するものとする。すなわち
、「ＸはＡまたはＢを使用する」という句は、ＸがＡを使用する場合、ＸがＢを使用する
場合、またはＸがＡとＢの両方を使用する場合のいずれによっても満たされる。さらに、
本出願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「ａ」および「ａｎ」は、別段の規定
がない限り、または単数形を示すことが文脈から明白でない限り、概して「１つまたは複
数」を意味するものと解釈すべきである。
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