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(57)【要約】
　本開示のいくつかの態様は、デュアルコネクティビテ
ィ動作における電力共有、スケーリング、および電力ヘ
ッドルーム報告のための手順を提供する。いくつかの態
様によれば、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信の方
法が提供される。本方法は、一般に、UEの最大利用可能
送信電力を決定するステップと、第1の基地局に対する
アップリンク送信のために利用可能な第1の最低保証電
力および第2の基地局に対するアップリンク送信のため
に利用可能な第2の最低保証電力を半静的に設定するス
テップと、UEの最大利用可能送信電力、第1の最低保証
電力、および第2の最低保証電力に少なくとも部分的に
基づいて、第1の基地局に対するアップリンク送信のた
めに利用可能な第1の最大送信電力および第2の基地局に
対するアップリンク送信のために利用可能な第2の最大
送信電力を動的に決定するステップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
　前記UEの最大利用可能送信電力を決定するステップと、
　第1の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第1の最低保証電力および第
2の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第2の最低保証電力を半静的に設
定するステップと、
　前記UEの前記利用可能最大送信電力、前記第1の最低保証電力、および前記第2の最低保
証電力に少なくとも部分的に基づいて、前記第1の基地局に対するアップリンク送信のた
めに利用可能な第1の最大送信電力および前記第2の基地局に対するアップリンク送信のた
めに利用可能な第2の最大送信電力を動的に決定するステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記半静的に設定するステップが無線リソース制御(RRC)シグナリングによる、請求項1
に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1の最大送信電力および前記第2の最大送信電力を動的に決定するステップが、
　前記第1の最低保証電力と前記第2の最低保証電力の合計が前記UEの前記最大利用可能送
信電力未満であると決定するステップと、
　前記第1の最大送信電力と前記第2の最大送信電力の前記合計が前記最大利用可能送信電
力以下であるように、前記第1の最低保証電力または前記第2の最低保証電力のうちの少な
くとも1つに、ある量の電力を加えるステップと
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記第1の最大送信電力および前記第2の最大送信電力を動的に決定するステップが、
　前記第1の基地局に対するアップリンク送信のために未使用の前記第1の最低保証電力の
量を決定するステップと、
　前記第2の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な前記第2の最大送信電力
を決定するとき、前記未使用量の少なくとも一部を含めるステップと
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記未使用量が、前記第1の基地局に送信されるべきすべてのアップリンクチャネル上
の前記第1の基地局に対する送信のために未使用の前記第1の最低保証電力量を含む、請求
項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1の基地局および前記第2の基地局が非同期的に動作し、前記第1の最大送信電力
および前記第2の最大送信電力を動的に決定するステップが、
　第1の送信時間間隔(TTI)の間に、前記第1の基地局に対するアップリンク送信のために
未使用の前記第1の最低保証電力の第1の量を決定するステップと、
　前記第1のTTIと重複する第2のTTIの間に、前記第1の基地局に対するアップリンク送信
のために未使用の前記第1の最低保証電力の第2の量を決定するステップと、
　前記第2の最大送信電力を決定するとき、前記第1の未使用量または前記第2の未使用量
のうち小さいほうの少なくとも一部を含めるステップと
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1の基地局が、マスタ発展型ノードB(MeNB)またはセカンダリeNB(SeNB)を含み、
前記第2の基地局がMeNBまたはSeNBのうちのもう一方を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記半静的に設定するステップが優先度付けに基づく、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
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　前記優先度付けが、より高い優先度からより低い優先度の順で、物理アップリンク制御
チャネル(PUCCH)、アップリンク制御情報(UCI)を伴う物理アップリンク共有チャネル(PUS
CH)、およびUCIを伴わないPUSCHに送信電力を割り振るステップを含む、請求項8に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記優先度付けが、より高い優先度で、マスタ発展型ノードB(MeNB)に関するチャネル
に、より低い優先度で、セカンダリeNB(SeNB)に関する対応するチャネルに、送信電力を
割り振るステップを含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１１】
　前記優先度付けが、より高い優先度からより低い優先度の順で、マスタ発展型ノードB(
MeNB)に関する物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、セカンダリeNB(SeNB)に関するPUC
CH、MeNBに関するアップリンク制御情報(UCI)を伴う物理アップリンク共有チャネル(PUSC
H)、SeNbに関するUCIを伴うPUSCH、およびUCIを伴わないPUSCHに送信電力を割り振るステ
ップを含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１２】
　前記優先度付けが、より高い優先度で、より高いサービス等級を有するトラフィックを
搬送する物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に、より低い優先度で、より低いサービ
ス等級を有するトラフィックを搬送するPUSCHに、送信電力を割り振るステップを含む、
請求項8に記載の方法。
【請求項１３】
　前記優先度付けが、前記第1の基地局および前記第2の基地局に対する物理アップリンク
共有チャネル(PUSCH)送信のために電力を均一に分配するステップを含む、請求項8に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記第1の最大送信電力および前記第2の最大送信電力を動的に決定するステップが、
　前記第1の最大送信電力と前記第2の最大送信電力の合計が前記UEの前記最大利用可能送
信電力を超えないように、電力の量を決定するステップ
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第1の最大送信電力または前記第2の最大送信電力のうちの少なくとも1つを示す電
力ヘッドルーム報告(PHR)を前記第1の基地局または前記第2の基地局のうちの少なくとも1
つに送るステップ
　をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　前記装置の最大利用可能送信電力を決定することと、
　　第1の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第1の最低保証電力および
第2の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第2の最低保証電力を半静的に
設定することと、
　　前記装置の前記最大利用可能送信電力、前記第1の最低保証電力、および前記第2の最
低保証電力に少なくとも部分的に基づいて、前記第1の基地局に対するアップリンク送信
のために利用可能な第1の最大送信電力および前記第2の基地局に対するアップリンク送信
のために利用可能な第2の最大送信電力を動的に決定することと
　を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、装置。
【請求項１７】
　前記半静的に設定することが無線リソース制御(RRC)シグナリングによる、請求項16に
記載の装置。
【請求項１８】
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　前記第1の最大送信電力および前記第2の最大送信電力を前記動的に決定することが、
　前記第1の最低保証電力と前記第2の最低保証電力の合計が前記装置の前記最大利用可能
送信電力未満であると決定することと、
　前記第1の最大送信電力と前記第2の最大送信電力の前記合計が前記最大利用可能送信電
力以下であるように、前記第1の最低保証電力または前記第2の最低保証電力のうちの少な
くとも1つに、ある量の電力を加えることと
を含む、請求項16に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第1の最大送信電力および前記第2の最大送信電力を前記動的に決定することが、
　前記第1の基地局に対するアップリンク送信のために未使用の前記第1の最低保証電力の
量を決定することと、
　前記第2の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な前記第2の最大送信電力
を決定するとき、前記未使用量の少なくとも一部を含めることと
を含む、請求項16に記載の装置。
【請求項２０】
　前記未使用量が、前記第1の基地局に送信されるべきすべてのアップリンクチャネル上
の前記第1の基地局に対する送信のために未使用の前記第1の最低保証電力量を含む、請求
項19に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第1の基地局および前記第2の基地局が非同期的に動作し、前記第1の最大送信電力
および前記第2の最大送信電力を前記動的に決定することが、
　第1の送信時間間隔(TTI)の間に、前記第1の基地局に対するアップリンク送信のために
未使用の前記第1の最低保証電力の第1の量を決定することと、
　前記第1のTTIと重複する第2のTTIの間に、前記第1の基地局に対するアップリンク送信
のために未使用の前記第1の最低保証電力の第2の量を決定することと、
　前記第2の最大送信電力を決定するとき、前記第1の未使用量または前記第2の未使用量
のうち小さいほうの少なくとも一部を含めることと
を含む、請求項16に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第1の基地局が、マスタ発展型ノードB(MeNB)またはセカンダリeNB(SeNB)を含み、
前記第2の基地局がMeNBまたはSeNBのうちのもう一方を含む、請求項16に記載の装置。
【請求項２３】
　前記半静的に設定することが優先度付けに基づく、請求項16に記載の装置。
【請求項２４】
　前記優先度付けが、より高い優先度からより低い優先度の順で、物理アップリンク制御
チャネル(PUCCH)、アップリンク制御情報(UCI)を伴う物理アップリンク共有チャネル(PUS
CH)、およびUCIを伴わないPUSCHに送信電力を割り振ることを含む、請求項23に記載の装
置。
【請求項２５】
　前記優先度付けが、より高い優先度で、マスタ発展型ノードB(MeNB)に関するチャネル
に、より低い優先度で、セカンダリeNB(SeNB)に関する対応するチャネルに、送信電力を
割り振ることを含む、請求項23に記載の装置。
【請求項２６】
　前記優先度付けが、より高い優先度からより低い優先度の順で、マスタ発展型ノードB(
MeNB)に関する物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、セカンダリeNB(SeNB)に関するPUC
CH、MeNBに関するアップリンク制御情報(UCI)を伴う物理アップリンク共有チャネル(PUSC
H)、SeNBに関するUCIを伴うPUSCH、UCIを伴わないPUSCHに送信電力を割り振ることを含む
、請求項23に記載の装置。
【請求項２７】
　前記優先度付けが、より高い優先度で、より高いサービス等級を有するトラフィックを
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搬送する物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に、より低い優先度で、より低いサービ
ス等級を有するトラフィックを搬送するPUSCHに、送信電力を割り振ることを含む、請求
項23に記載の装置。
【請求項２８】
　前記優先度付けが、前記第1の基地局および前記第2の基地局に対する物理アップリンク
共有チャネル(PUSCH)送信のために電力を均一に分配することを含む、請求項23に記載の
装置。
【請求項２９】
　前記第1の最大送信電力および前記第2の最大送信電力を前記動的に決定することが、
　前記第1の最大送信電力と前記第2の最大送信電力の合計が前記装置の前記最大利用可能
送信電力を超えないように、電力の量を決定すること
を含む、請求項16に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第1の最大送信電力または前記第2の最大送信電力のうちの少なくとも1つを示す電
力ヘッドルーム報告(PHR)を前記第1の基地局または前記第2の基地局のうちの少なくとも1
つに送ること
　をさらに含む、請求項16に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、それらのいずれも全体が参照により本明細書に組み込まれている、2014年3
月31日に出願した米国仮特許出願第61/973,126号の利益を主張する、2015年3月27日に出
願した米国特許出願第14/671,364号の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本開示の態様は、一般に、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、デュアルコ
ネクティビティ動作における電力共有および電力ヘッドルーム報告に関する。
【背景技術】
【０００３】
　電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、および放送などの様々な電気通信サービ
スを提供するために、ワイヤレス通信システムが広範囲に配備されている。通常のワイヤ
レス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、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技術を利
用することができる。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(CDMA)シ
ステム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波
数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システ
ム、および時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)システムがある。
【０００４】
　ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器(UE)についての通信をサポート
し得るいくつかのeNodeBを含み得る。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介してeN
odeBと通信することができる。ダウンリンク(または順方向リンク)は、eNodeBからUEまで
の通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)は、UEからeNodeBまでの通信リ
ンクを指す。
【０００５】
　これらの複数のアクセス技術は、異なるワイヤレスデバイスが、都市、国家、地域、さ
らには世界レベルで通信することを可能にする共通のプロトコルを提供するために、様々
な電気通信規格に採用されている。台頭しつつある電気通信規格の例は、ロングタームエ
ボリューション(LTE:Long Term Evolution)である。LTEは、第3世代パートナーシッププ
ロジェクト(3GPP:Third Generation Partnership Project)によって公表されたユニバー
サルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunicati
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ons System)のモバイル規格に対する拡張セットである。LTEは、スペクトル効率を改善す
ることによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートする
こと、コストを下げること、サービスを改善すること、新しいスペクトルを利用すること
、および、ダウンリンク(DL)上のOFDMA、アップリンク(UL)上のSC-FDMA、および多入力多
出力(MIMO)アンテナ技術を使用して、他のオープン規格とより良く統合することを行うよ
うに設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増
加し続けるのに伴い、LTE技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善
は、他の多元接続技術と、これらの技術を利用する電気通信規格とに適用可能であるべき
である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical 
Channels and Modulation」と題する3GPP TS 36.211
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示のシステム、方法、およびデバイスは、いくつかの態様をそれぞれ有し、それら
のうちの単一の態様だけが、その望ましい属性を担うわけではない。以下の特許請求の範
囲によって表される本開示の範囲を限定することなく、いくつかの特徴がここで簡単に論
じられる。この議論を考慮した後、また特に「発明を実施するための形態」と題するセク
ションを読んだ後、本開示の特徴が、ワイヤレスネットワーク内のアクセスポイントと局
との間の改善された通信を含む利点をどのようにもたらすかが理解されよう。
【０００８】
　デュアルコネクティビティ動作における電力共有および電力ヘッドルーム報告のための
技法について本明細書で説明する。
【０００９】
　一態様では、ワイヤレス通信のための方法が提供される。方法は、たとえば、ユーザ機
器(UE)によって実行され得る。本方法は、一般に、UEの最大利用可能送信電力を決定する
ステップと、第1の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第1の最低保証電
力および第2の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第2の最低保証電力を
半静的に設定するステップと、UEの最大利用可能送信電力、第1の最低保証電力、および
第2の最低保証電力に少なくとも部分的に基づいて、第1の基地局に対するアップリンク送
信のために利用可能な第1の最大送信電力および第2の基地局に対するアップリンク送信の
ために利用可能な第2の最大送信電力を動的に決定するステップとを含む。
【００１０】
　一態様では、UEによるワイヤレス通信のための装置が提供される。本装置は、一般に、
UEの最大利用可能送信電力を決定することと、第1の基地局に対するアップリンク送信の
ために利用可能な第1の最低保証電力および第1の基地局に対するアップリンク送信のため
の第1の最低保証電力を半静的に設定することと、UEの最大利用可能送信電力、第1の最低
保証電力、および第2の最低保証電力に少なくとも部分的に基づいて、第1の基地局に対す
るアップリンク送信のために利用可能な第1の最大送信電力および第2の基地局に対するア
ップリンク送信のために利用可能な第2の最大送信電力を動的に決定することとを行うよ
うに構成された、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合され
たメモリとを含む。
【００１１】
　一態様では、UEによるワイヤレス通信のための装置が提供される。本装置は、一般に、
UEの最大利用可能送信電力を決定するための手段と、第1の基地局に対するアップリンク
送信のために利用可能な第1の最低保証電力および第2の基地局に対するアップリンク送信
のための第2の最低保証電力を半静的に設定するための手段と、UEの最大利用可能送信電
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力、第1の最低保証電力、および第2の最低保証電力に少なくとも部分的に基づいて、第1
の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第1の最大送信電力および第2の基
地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第2の最大送信電力を動的に決定する
ための手段とを含む。
【００１２】
　一態様では、コンピュータ実行可能コードを記憶しているコンピュータ可読媒体が提供
される。本コンピュータ実行可能コードは、一般に、UEの最大利用可能送信電力を決定す
るためのコードと、第1の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第1の最低
保証電力および第2の基地局に対するアップリンク送信のための第2の最低保証電力を半静
的に設定するためのコードと、UEの最大利用可能送信電力、第1の最低保証電力、および
第2の最低保証電力に少なくとも部分的に基づいて、第1の基地局に対するアップリンク送
信のために利用可能な第1の最大送信電力および第2の基地局に対するアップリンク送信の
ために利用可能な第2の最大送信電力を動的に決定するためのコードとを含む。
【００１３】
　前述の目的および関連する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下に十
分に説明し、特許請求の範囲の中で個々に指摘する特徴を備える。以下の説明および添付
の図面は、1つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。これらの
特徴は、しかしながら、様々な態様の原理が利用され得る様々な方法のいくつかしか示し
ておらず、この説明は、すべてのそのような態様と、それらの等価物とを含むことが意図
されている。
【００１４】
　本開示の上記で具陳した特徴が詳細に理解され得るように、添付の図面にその一部が示
される態様を参照することによって、上記で簡単に要約された内容のより具体的な説明が
得られ得る。ただし、その説明は他の等しく有効な態様に通じ得るので、添付の図面は、
本開示のいくつかの典型的な態様のみを示し、したがって、本開示の範囲を限定するもの
と見なされるべきではないことに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の態様による、例示的な電気通信システムを概念的に示すブロック図であ
る。
【図２】本開示の態様による、電気通信システムにおける例示的なダウンリンクフレーム
構造を概念的に示すブロック図である。
【図３】本開示の態様による、電気通信システムにおける例示的なアップリンクフレーム
構造を示す図である。
【図４】本開示の態様による、例示的なeNodeBおよびユーザ機器(UE)の設計を概念的に示
すブロック図である。
【図５】本開示の態様による、ユーザプレーンおよび制御プレーンのための例示的な無線
プロトコルアーキテクチャを示す図である。
【図６】本開示の態様による、例示的なサブフレームリソース要素マッピングを示す図で
ある。
【図７】本開示の態様による、例示的な連続キャリアアグリゲーションタイプを示す図で
ある。
【図８】本開示の態様による、例示的な非連続キャリアアグリゲーションタイプを示す図
である。
【図９】本開示の態様による、マルチキャリア構成で無線リンクを制御するための例示的
な動作を示すブロック図である。
【図１０】本発明の態様による、同時データストリームを配信するためにマルチフローを
使用する例示的なデュアルコネクティビティシナリオを示す図である。
【図１１】本開示の態様による、例示的な正の電力ヘッドルーム報告を示す図である。
【図１２】本開示の態様による、例示的な負の電力ヘッドルーム報告を示す図である。
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【図１３】本開示の態様による、例示的なデュアルコネクティビティシナリオを示す図で
ある。
【図１４】本開示の態様による、それらが同時であるか否かに基づいて、第1のeNBと第2
のeNBとの間の動的電力共有を有効/無効にするための動作の例示的なコールフローを示す
フローチャートである。
【図１５】本開示の態様による、有線規則による、第1のeNBと第2のeNBとの間の電力共有
のための例示的な動作を示すフローチャートである。
【図１６】本開示の態様による、それらが同時であるか否かに基づく、かつ優先規則によ
る、第1のeNBと第2のeNBとの間の電力共有のための動作の例示的なコールフローを示すフ
ローチャートである。
【図１７】本開示の態様による、UEによるワイヤレス通信のための例示的な動作を示すフ
ローチャートである。
【図１７Ａ】図17に示した動作を実行することが可能な例示的な手段を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　理解を促すために、可能な場合、図面に共通する同一要素を指すために、同一の参照番
号が使用されている。特定の具陳なしに、一実施形態で開示する要素を他の実施形態に関
して有利に利用できることが企図される。
【００１７】
　以下に、本開示の様々な態様について、添付の図面を参照してより十分に説明する。し
かしながら、本開示は、多くの異なる形態で具現化され得るものであり、本開示全体にわ
たって提示される任意の特定の構造または機能に限定されるものと解釈されるべきではな
い。むしろ、これらの態様は、本開示が周到で完全になり、本開示の範囲を当業者に十分
に伝えるために与えられるものである。本明細書の教示に基づいて、本開示の範囲は、本
開示の任意の他の態様とは独立に実装されるにせよ、または本開示の任意の他の態様と組
み合わせて実装されるにせよ、本明細書で開示する本開示のいかなる態様をもカバーする
ものであることを、当業者は諒解されたい。たとえば、本明細書に記載の任意の数の態様
を使用して、装置が実装され得るか、または方法が実施され得る。さらに、本開示の範囲
は、本明細書に記載の本開示の様々な態様に加えてまたはそれらの態様以外に、他の構造
、機能、または構造および機能を使用して実施されるそのような装置またはそのような方
法をカバーするものとする。本明細書で開示する本開示のいずれの態様も請求項の1つま
たは複数の要素によって具体化され得ることを理解されたい。
【００１８】
　本開示の態様は、デュアルコネクティビティ動作における電力共有および電力ヘッドル
ーム報告のための装置、方法、処理システム、およびコンピュータプログラム製品を提供
する。本明細書でさらに詳細に説明するように、ユーザ機器(UE)は、eNB(たとえば、マス
タeNBおよびセカンダリeNB)が電力共有を協調することができるように、すべてのセルに
わたって電力ヘッドルーム報告(PHR)を提供することができる。いくつかの態様によれば
、UEは、UEの総最大利用可能送信電力に基づいて、および別の基地局に対するアップリン
ク送信のために指定された電力に基づいて、第1の基地局に対するアップリンク送信のた
めに利用可能な送信電力を決定することができる。いくつかの態様によれば、UEは、異な
る基地局に対するアップリンク送信のために、ある基地局に対するアップリンク送信のた
めに指定された未使用の電力を借りることができる。いくつかの態様によれば、基地局に
対するアップリンク送信のために指定された電力は優先度付けに基づき得る。
【００１９】
　特定の態様について本明細書で説明するが、これらの態様の数多くの変形および変更が
本開示の範囲内に入る。好ましい態様のいくつかの利益および利点について述べるが、本
開示の範囲は、特定の利益、用途、または目的に限定されることは意図していない。むし
ろ、本開示の態様は、異なるワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および送信
プロトコルに広く適用可能であることを意図しており、それらのうちのいくつかが例とし
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て図および好ましい態様の以下の説明において示される。発明を実施するための形態およ
び図面は、限定的なものではなく、本開示を説明するものにすぎず、本開示の範囲は、添
付の特許請求の範囲およびその均等物によって規定されている。
【００２０】
　本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMAおよび他のネットワー
クのような、種々のワイヤレス通信ネットワークのために使用される場合がある。「ネッ
トワーク」および「システム」という用語は多くの場合に互換的に使用される。CDMAネッ
トワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access
)、cdma2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))および
CDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS-2000規格、IS-95規格、およびIS-856規格をカバ
ーする。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Globa
l System for Mobile Communications)などの無線技術を実装し得る。OFDMAネットワーク
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 Mo
bile Broadband)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDMA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:Long Term Evolution)およびLTEアドバンスト(LTE
-A:LTE-Advanced)は、E-UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E-UTRA、UM
TS、LTE、LTE-A、およびGSM(登録商標)は、「3世代パートナーシッププロジェクト」(3GP
P)という名称の組織からの文書に記載されている。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(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)」という名
称の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネ
ットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術のため
に使用することができる。明確にするために、それらの技法のいくつかの態様がLTEにつ
いて以下に説明され、以下の説明の多くにおいて、LTE用語が用いられる。
【００２１】
　次に、電気通信システムのいくつかの態様が、様々な装置および方法を参照して提示さ
れる。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明で説明され、様々なブロック、モジ
ュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなど(集合的に「要素」と
呼ばれる)によって添付の図面に示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピ
ュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装されてよい。そのよう
な要素をハードウェアとして実装するか、またはソフトウェアとして実装するかは、特定
の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。
【００２２】
　例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せが、1つまたは
複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装されてよい。プロセッサの例には
、本開示全体にわたって説明する様々な機能を実施するように構成された、マイクロプロ
セッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、
ディスクリートのハードウェア回路、および他の適切なハードウェアが含まれる。処理シ
ステム内の1つまたは複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは
、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言
語と呼ばれるか、または他の名称で呼ばれるかどうかにかかわらず、命令、命令セット、
コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウ
ェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッ
ケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手
順、関数などを意味するように広く解釈されるべきである。ソフトウェアは、コンピュー
タ可読媒体上に存在し得る。コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体で
あり得る。非一時的コンピュータ可読媒体は、例として、磁気記憶デバイス(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)、光ディスク(たとえば、コンパ
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クトディスク(CD)、デジタル多用途ディスク(DVD))、スマートカード、フラッシュメモリ
デバイス(たとえば、カード、スティック、キードライブ)、ランダムアクセスメモリ(RAM
)、読取り専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PROM)、消去可能PROM(EPROM)、電気的消
去可能PROM(EEPROM)、レジスタ、リムーバブルディスク、ならびに、コンピュータによっ
てアクセスされ、読み取られ得るソフトウェアおよび/または命令を記憶するための任意
の他の適切な媒体を含む。コンピュータ可読媒体は、処理システム内に存在するか、処理
システムの外部に存在するか、または処理システムを含む複数のエンティティにわたって
分散される場合がある。コンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラム製品において
具現化され得る。例として、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料内のコ
ンピュータ可読媒体を含んでよい。当業者は、具体的な適用例および全体的なシステムに
課された設計制約全体に応じて、本開示全体にわたって提示される、説明した機能を最善
の形で実装する方法を認識するであろう。
【００２３】
　したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、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で実装されてよい。ソフ
トウェアに実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の1つまたは複数の命令ま
たはコードとして、記憶または符号化することができる。コンピュータ可読媒体は、コン
ピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータ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もしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ
もしくは他の磁気記憶デバイス、または、命令またはデータ構造の形態の所望のプログラ
ムコードを搬送または記憶するために使用することができ、コンピュータによってアクセ
スすることができる、任意の他の媒体を含み得る。本明細書では、ディスク(disk)および
ディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)
、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(disk)
、およびブルーレイディスク(disc)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まれるべきである。
【００２４】
例示的なワイヤレス通信システム
　図1は、本開示の態様が実施され得るワイヤレス通信システム100を示す。たとえば、UE
120は、UE120の最大利用可能送信電力を決定することができる。UE120は、2つ以上のeNB1
10に対するデュアルコネクティビティをサポートし得る。UE120は、UE120の最大利用可能
送信電力を決定することができる。UE120は、第1のeNB110および第2のeNB110に対するア
ップリンク送信のために利用可能な保証最低電力を(たとえば、無線リソース制御(RRC)シ
グナリングによって)半静的に設定することができる。UE120は、次いで、UEの最大送信電
力、第1の最低保証電力、および第2の最低保証電力に少なくとも部分的に基づいて、第1
のeNB110および第2のeNB110に対するアップリンク送信のために利用可能な最大送信電力
を決定することができる。UE120は、電力ヘッドルーム報告(PHR)内で、第1のeNB110およ
び第2のeNB110に関して決定された最大送信電力をeNB110に送ることができる。
【００２５】
　図1に示すシステムは、たとえば、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークで
あり得る。ワイヤレスネットワーク100は、いくつかの発展型ノードB(eNodeB)110と他の
ネットワークエンティティとを含み得る。eNodeBは、UEと通信する局であってよく、基地
局、アクセスポイントなどとも呼ばれることがある。ノードBは、UEと通信する局の別の
例である。
【００２６】
　各eNodeB110は、特定の地理的領域に通信有効範囲を提供し得る。3GPPでは、「セル」
という用語は、用語が使用される文脈に応じて、eNodeBのカバレッジエリアおよび/また
はこのカバレッジエリアにサービスするeNodeBサブシステムを指すことがある。
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【００２７】
　eNodeBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルに
通信カバレージを提供し得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半
径数キロメートル)をカバーすることができ、サービスに加入しているUEによる無制限の
アクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーすることがで
き、サービスに加入しているUEによる無制限のアクセスを可能にし得る。フェムトセルは
、比較的小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーすることができ、そのフェムトセ
ルとの関連性を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG:Closed Subscriber Group)
内のUE、自宅内のユーザのUEなど)による制限されたアクセスを可能にし得る。マクロセ
ルのためのeNodeBはマクロeNodeBと呼ばれることがある。ピコセルのためのeNodeBはピコ
eNodeBと呼ばれることがある。フェムトセルのためのeNodeBは、フェムトeNodeBまたはホ
ームeNodeBと呼ばれることがある。図1に示す例では、eNodeB110a、110b、および110cは
、それぞれマクロセル102a、102b、および102cのためのマクロeNodeBであり得る。eNodeB
110xは、ピコセル102xのためのピコeNodeBであり得る。eNodeB110yおよび110zは、それぞ
れ、フェムトセル102yおよび102zのためのフェムトeNodeBであり得る。eNodeBは、1つま
たは複数(たとえば、3つ)のセルをサポートし得る。
【００２８】
　ワイヤレスネットワーク100はまた、中継局を含み得る。中継局は、上流の局(たとえば
、eNodeBまたはUE)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、下流の局(たとえ
ば、UEまたはeNodeB)へデータおよび/または他の情報の送信を送る局である。中継局はま
た、他のUEのための送信を中継するUEであり得る。図1に示す例では、中継局110rは、eNo
deB110aとUE120rとの間の通信を容易にするために、eNodeB110aおよびUE120rと通信し得
る。中継局はまた、中継eNodeB、リレーなどと呼ばれることがある。
【００２９】
　ワイヤレスネットワーク100は、様々なタイプのeNodeB、たとえば、マクロeNodeB、ピ
コeNodeB、フェムトeNodeB、リレーなどを含む異種ネットワークであり得る。これらの様
々なタイプのeNodeBは、様々な送信電力レベル、様々なカバレージエリア、およびワイヤ
レスネットワーク100内の干渉に対する様々な影響を有し得る。たとえば、マクロeNodeB
は高い送信電力レベル(たとえば、20ワット)を有することがあり、一方でピコeNodeB、フ
ェムトeNodeBおよびリレーはより低い送信電力レベル(たとえば、1ワット)を有すること
がある。
【００３０】
　ワイヤレスネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動
作では、複数のeNodeBが同様のフレームタイミングを有してもよく、異なるeNodeBからの
送信は、時間的に適切に整列されてよい。非同期動作では、複数のeNodeBが異なるフレー
ムタイミングを有してもよく、異なるeNodeBからの送信は、時間的に整列されなくてもよ
い。本明細書で説明される技法は、同期動作と非同期動作の両方に対して使用され得る。
【００３１】
　ネットワークコントローラ130は、eNodeBのセットに結合し、これらのeNodeBのための
協調および制御を実現し得る。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してe
NodeB110と通信することができる。eNodeB110はまた、たとえば、直接またはワイヤレス
バックホールまたはワイヤラインバックホールを介して間接的に、互いに通信することが
できる。
【００３２】
　UE120(たとえば、120x、120yなど)は、ワイヤレスネットワーク100の全体にわたって散
在していてもよく、各UEは固定型であってよく、またはモバイルであってもよい。UEはま
た、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。UEは、セルラーフォ
ン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデ
バイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)
局、タブレット、ネットブック、スマートブックなどであり得る。UEは、マクロeNodeB、
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ピコeNodeB、フェムトeNodeB、リレーなどと通信することが可能であり得る。図1では、
両側に矢印がある実線が、UEとサービングeNodeBとの間の所望の送信を示し、サービング
eNodeBは、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でUEにサービスするように指定さ
れるeNodeBである。両側に矢印のある点線は、UEとeNodeBとの間で干渉する送信を示す。
【００３３】
　LTEは、ダウンリンク上で直交周波数分割多重化(OFDM)を利用し、アップリンク上でシ
ングルキャリア周波数分割多重化(SC-FDM)を利用する。OFDMおよびSC-FDMは、システム帯
域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数の(K個の)直交サブキャリアに区分す
る。各サブキャリアは、データで変調することができる。一般に、変調シンボルは、OFDM
では周波数領域において、SC-FDMでは時間領域において送られる。隣接するサブキャリア
間の間隔は固定される場合があり、サブキャリアの総数(K)は、システム帯域幅によって
決まる場合がある。たとえば、サブキャリアの間隔は15kHzであってよく、最小のリソー
ス割り当て(「リソースブロック」と呼ばれる)は12個のサブキャリア(または180kHz)であ
ってよい。その結果、公称FFTサイズは、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)の
システム帯域幅に対して、それぞれ、128、256、512、1024、または2048に等しくなり得
る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区切られ得る。たとえば、サブバンドは1.08MH
z(すなわち、6個のリソースブロック)をカバーすることができ、1.25、2.5、5、10または
20MHzのシステム帯域幅に対して、それぞれ、1、2、4、8または16個のサブバンドが存在
し得る。
【００３４】
　図2は、電気通信システム(たとえば、LTE)内で使用されるダウンリンク(DL)フレーム構
造を示す。ダウンリンクのための送信タイムラインは、無線フレームのユニットに区分さ
れ得る。各無線フレームは、事前に決定された期間(たとえば10ミリ秒(ms))を持つことが
でき、0から9のインデックスを用いる10のサブフレームに区分され得る。各サブフレーム
は、2個のスロットを含むことができる。各無線フレームは、したがって、0から19のイン
デックスを用いる20個のスロットを含むことができる。各スロットは、L個のシンボル期
間を含んでもよく、たとえば、通常のサイクリックプレフィックスに対して7個のシンボ
ル期間を含んでもよく(図2に示すように)、または、拡張されたサイクリックプレフィッ
クスに対して14個のシンボル期間を含んでもよい。各サブフレームの2L個のシンボル期間
は、0から2L-1のインデックスを割り当てられ得る。利用可能な時間周波数リソースは、
リソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、1スロットにN個のサブキャリ
ア(たとえば12個のサブキャリア)をカバーし得る。
【００３５】
　LTEでは、eNodeBは、eNodeBの各セルに対して、プライマリ同期信号(PSS)と、セカンダ
リ同期信号(SSS)とを送ることができる。プライマリ同期信号およびセカンダリ同期信号
は、図2に示すように、通常のサイクリックプレフィックスを有する各無線フレームのサ
ブフレーム0および5の各々において、それぞれ、シンボル期間6および5内で送られ得る。
同期信号は、セルの検出および獲得のためにUEによって使用され得る。eNodeBは、サブフ
レーム0のスロット1において、シンボル期間0から3内で物理ブロードキャストチャネル(P
BCH)を送ることができる。PBCHは、あるシステム情報を搬送することができる。
【００３６】
　図2では第1のシンボル期間全体に描かれているが、eNodeBは、各サブフレームの第1の
シンボル期間の一部のみにおいて物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH:Ph
ysical Control Format Indicator Channel)を送ることができる。PCFICHは、制御チャネ
ルに関して使用されるシンボル期間(M)の数を伝達することができ、Mは1、2、または3に
等しい場合があり、サブフレームによって変更し得る。Mは、また、たとえば、10未満の
リソースブロックなど、小さいシステムの帯域幅について4に等しい場合がある。図2に示
す例では、M=3である。eNodeBは、各サブフレームの最初のM個のシンボル期間内で(図2で
はM=3)、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)と物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)
とを送ることができる。PHICHは、ハイブリッド自動再送信(HARQ:hybrid automatic retr
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ansmission)をサポートするための情報を搬送し得る。PDCCHは、UEに対するアップリンク
およびダウンリンクでのリソースの割り当てに関する情報と、アップリンクチャネルに対
する電力制御情報とを搬送することができる。図2では第1のシンボル期間に示されないが
、PDCCHおよびPHICHもまた第1のシンボル期間に含まれることが、理解されよう。同様に
、図2ではそのように示されないが、PHICHおよびPDCCHはまた、第2のシンボル期間と第3
のシンボル期間の両方にある。eNodeBは、各サブフレームの残りのシンボル期間において
、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送ることができる。PDSCHは、ダウンリンク上
でのデータ送信のためにスケジュールされたUEのためのデータを搬送することができる。
LTEにおける様々な信号およびチャネルは、「Evolved Universal Terrestrial Radio Acc
ess(E-UTRA); Physical Channels and Modulation」と題する3GPP TS 36.211で説明され
、これは公開されている。
【００３７】
　eNodeBは、eNodeBによって使用されるシステム帯域幅の中心1.08MHzにおいて、PSS、SS
SおよびPBCHを送ることができる。eNodeBは、これらのチャネルが送られる各シンボル期
間内の全体のシステム帯域幅にわたって、PCFICHおよびPHICHを送ることができる。eNode
Bは、システム帯域幅のある部分で、UEのグループにPDCCHを送ることができる。eNodeBは
、システム帯域幅の特定の部分で、特定のUEにPDSCHを送ることができる。eNodeBは、ブ
ロードキャスト方式で、PSS、SSS、PBCH、PCFICHおよびPHICHをすべてのUEに送ることが
でき、ユニキャスト方式で、PDCCHを特定のUEに送ることができ、ユニキャスト方式で、P
DSCHを特定のUEに送ることもできる。
【００３８】
　いくつかのリソース要素は、各シンボル期間において利用可能であり得る。各リソース
要素は、1個のシンボル期間において1個のサブキャリアをカバーすることができ、実数値
または複素数値であり得る1個の変調シンボルを送るために使用され得る。各シンボル期
間において参照信号に使用されないリソース要素は、リソース要素グループ(REG)に配列
され得る。各REGは、1個のシンボル期間において4個のリソース要素を含み得る。PCFICH
は、4個のREGを占有してもよく、4個のREGは、シンボル期間0において、周波数にわたっ
てほぼ等しく離間され得る。PHICHは、3個のREGを占有してもよく、3個のREGは、1個また
は複数の設定可能なシンボル期間において、周波数にわたって分散され得る。たとえば、
PHICHのための3個のREGは、シンボル期間0にすべて属し得るか、またはシンボル期間0、1
および2に分散され得る。PDCCHは、9個、18個、32個、または64個のREGを占有してもよく
、これらのREGは、最初のM個のシンボル期間において、利用可能なREGから選択され得る
。REGの特定の組合せだけが、PDCCHに許可され得る。
【００３９】
　UEは、PHICHおよびPCFICHに使用される特定のREGを知っていることがある。UEは、PDCC
HのためのREGの異なる組合せを探索し得る。探索すべき組合せの数は通常、PDCCHに対し
て許可される組合せの数よりも少ない。eNodeBは、UEが探索する組合せのいずれにおいて
も、PDCCHをUEに送ることができる。
【００４０】
　UEは、複数のeNodeBのカバレージ内にあり得る。これらのeNodeBの1つが、UEにサービ
スするために選択され得る。サービングeNodeBは、受信電力、経路損失、信号対雑音比(S
NR)などのような、様々な基準に基づいて選択され得る。
【００４１】
　図3は、電気通信システム(たとえば、LTE)におけるアップリンク(UL)フレーム構造の一
例を示す図300である。ULのために利用可能なリソースブロックは、データセクションお
よび制御セクションに区分化され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッ
ジ部に形成され得、設定可能なサイズを有し得る。制御セクション内のリソースブロック
は、制御情報の送信のためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクショ
ンに含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。ULフレーム構造により、データセ
クションは連続的なサブキャリアを含むことになり、これにより、単一のUEが、データセ



(14) JP 2017-513377 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

クション内の連続するサブキャリアのすべてを割り当てられることが可能になり得る。
【００４２】
　UEは、制御情報をeNBに送信するために、制御セクション内のリソースブロック310a、3
10bを割り当てられてもよい。UEはまた、データをeNBに送信するために、データセクショ
ン内のリソースブロック320a、320bを割り当てられてもよい。UEは、制御セクション内で
割り当てられたリソースブロック上の物理UL制御チャネル(PUCCH)内で、制御情報を送信
し得る。UEは、データセクションの内で割り当てられたリソースブロック上の物理UL共有
チャネル(PUSCH)内で、データのみ、またはデータと制御情報の両方を送信し得る。UL送
信は、サブフレームの両方のスロットにまたがることができ、周波数にわたってホップす
ることができる。
【００４３】
　1組のリソースブロックは、初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチ
ャネル(PRACH)330内でUL同期を実現するために使用される場合がある。PRACH330は、ラン
ダムシーケンスを搬送し、いかなるULデータ/シグナリングも搬送できない。各ランダム
アクセスプリアンブルは、連続する6個のリソースブロックに対応する帯域幅を占有する
。開始周波数は、ネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリア
ンブルの送信は、ある特定の時間リソースおよび周波数リソースに制限される。PRACHの
場合、周波数ホッピングは存在しない。PRACHの試行は、単一のサブフレーム(1ミリ秒)内
で、または少数の連続するサブフレームのシーケンス内で搬送され、UEは、フレーム(10
ミリ秒)ごとに単一のPRACHの試行しか行うことができない。
【００４４】
　図4は、本開示の態様を実装するために使用され得る、図1に示した基地局/eNB110およ
びUE120の例示的な構成要素を示す。AP110およびUE120の1つまたは複数の構成要素は、本
開示の態様を実施するために使用され得る。たとえば、UE120のアンテナ452、プロセッサ
466、458、464、および/もしくはコントローラ/プロセッサ480、ならびに/またはBS110の
アンテナ434、プロセッサ430、420、438、および/もしくはコントローラ/プロセッサ440
は、本明細書で説明し、図9および図14～図17を参照して示す動作を実行するために使用
され得る。
【００４５】
　図4は、基地局/eNodeB110およびUE120の設計のブロック図を示し、これらは、図1の基
地局/eNodeBの1つおよび図1のUEの1つであってよい。制限された接続の状況の場合、基地
局110は図1のマクロeNodeB110cであってよく、UE120はUE120yであってよい。基地局110は
、何らかの他のタイプの基地局でもよい。基地局110は、アンテナ434aから434tを備えて
もよく、UE120は、アンテナ452aから452rを備えてもよい。
【００４６】
　基地局110において、送信プロセッサ420は、データ源412からデータを受信し、コント
ローラ/プロセッサ440から制御情報を受信することができる。制御情報は、PBCH、PCFICH
、PHICH、PDCCHなどのためのものであり得る。データは、PDSCHなどのためのものであり
得る。プロセッサ420は、データと制御情報とを処理(たとえば、符号化およびシンボルマ
ッピング)して、それぞれ、データシンボルと制御シンボルとを取得することができる。
プロセッサ420はまた、たとえば、PSS、SSS、およびセル固有参照信号のための参照シン
ボルを生成することができる。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ430は、適用可能
な場合には、データシンボル、制御シンボル、および/または参照シンボルに対して空間
処理(たとえば、プリコーディング)を実行することができ、出力シンボルストリームを変
調器(MOD)432aから432tに提供することができる。各変調器432は、(たとえば、OFDMなど
のための)それぞれの出力シンボルストリームを処理し、出力サンプルストリームを取得
することができる。各変調器432は、出力サンプルストリームをさらに処理(たとえば、ア
ナログに変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)し、ダウンリンク信号を
取得することができる。変調器432aから432tからのダウンリンク信号を、それぞれアンテ
ナ434aから434tを介して送信することができる。
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【００４７】
　UE120において、アンテナ452aから452rは、基地局110からダウンリンク信号を受信する
ことができ、それぞれ、受信された信号を復調器(DEMOD)454aから454rに提供することが
できる。各復調器454は、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダ
ウンコンバート、およびデジタル化)し、入力サンプルを取得することができる。各復調
器454は、(たとえば、OFDMなどのための)入力サンプルをさらに処理し、受信シンボルを
取得することができる。MIMO検出器456は、すべての復調器454aから454rから、受信シン
ボルを取得することができ、適用可能な場合には、受信シンボルに対してMIMO検出を実行
することができ、被検出シンボルを提供することができる。受信プロセッサ458は、被検
出シンボルを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UE120のための
復号されたデータをデータシンク460に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロ
セッサ480に提供することができる。
【００４８】
　アップリンク上で、UE120において、送信プロセッサ464は、データソース462から(たと
えば、PUSCHについての)データを受信および処理し、コントローラ/プロセッサ480から(
たとえば、PUCCHについての)制御情報を受信および処理し得る。また、送信プロセッサ46
4は、基準信号のための基準シンボルを生成することもできる。送信プロセッサ464からの
シンボルは、TX MIMOプロセッサ466によりプリコーディングされ、適用可能な場合には、
(たとえばSC-FDMなどのために)復調器454aから454rによりさらに処理され、基地局110に
送信され得る。基地局110において、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ434によ
り受信され、変調器432により処理され、可能な場合には、MIMO検出器436により検出され
、受信プロセッサ438によりさらに処理されて、UE120により送られた、復号されたデータ
および制御情報を取得することができる。受信プロセッサ438は、データシンク439に復号
されたデータを提供し、コントローラ/プロセッサ440に復号された制御情報を提供し得る
。
【００４９】
　コントローラ/プロセッサ440および480は、それぞれ基地局110およびUE120における動
作を指示し得る。基地局110におけるプロセッサ440ならびに/または他のプロセッサおよ
びモジュールは、たとえば、本明細書で説明する技法に関する様々なプロセスの実施を実
行または指示することができる。UE120におけるプロセッサ480ならびに/または他のプロ
セッサおよびモジュールは、また、たとえば、図9および図13～図17に示す機能的ブロッ
クの実施および/または本明細書で説明する技法に対する他のプロセスを実行または指示
し得る。メモリ442および482は、それぞれ、基地局110およびUE120のためのデータおよび
プログラムコードを記憶することができる。スケジューラ444は、ダウンリンクおよび/ま
たはアップリンク上でデータを送信するためにUEをスケジュールすることができる。
【００５０】
　一構成では、基地局110は、アップリンク(UL)送信またはダウンリンク(DL)送信の少な
くとも1つについてコンパクトなダウンリンク制御情報(DCI)を生成するための手段であっ
て、特定の標準的なDCI形式と比較したとき、コンパクトなDCIは減らされたビット数を含
む手段と、DCIを送信するための手段とを含む。一態様では、前述の手段は、前述の手段
によって具陳された機能を実行するように構成された、コントローラ/プロセッサ440、メ
モリ442、送信プロセッサ420、変調器432、およびアンテナ434であり得る。別の態様では
、前述の手段は、前述の手段によって具陳された機能を実行するように構成されたモジュ
ールまたは任意の装置であり得る。一構成では、UE120は、アップリンク(UL)送信または
ダウンリンク(DL)送信の少なくとも1つについてコンパクトなダウンリンク制御情報(DCI)
を受信するための手段であって、DCIは、標準的なDCI形式の減らされたビット数を含む手
段と、DCIを処理するための手段とを含む。一態様では、上記の手段は、上記の手段によ
って具陳された機能を実行するように構成された、コントローラ/プロセッサ480、メモリ
482、受信プロセッサ458、MIMO検出器456、復調器454、およびアンテナ452であり得る。
別の態様では、前述の手段は、前述の手段によって具陳された機能を実行するように構成
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されたモジュールまたは任意の装置であり得る。
【００５１】
　図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキ
テクチャの一例を示す図500である。UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャ
は、レイヤ1、レイヤ2、およびレイヤ3という3つのレイヤで示される。レイヤ1(L1レイヤ
)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。本明細書では、L1
レイヤは物理レイヤ506と呼ばれる。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあり
、物理レイヤ506を介したUEとeNBとの間のリンクを担当する。
【００５２】
　ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、媒体アクセス制御(MAC)サブレイヤ510、無線リ
ンク制御(RLC)サブレイヤ512、およびパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:
packet data convergence protocol)サブレイヤ514を含み、これらはネットワーク側のeN
Bで終端される。示されていないが、UEは、L2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有
する場合があり、これらは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118で終端されるネットワ
ークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、遠端UE、サーバなど)で終端
されるアプリケーションレイヤとを含む。
【００５３】
　PDCPサブレイヤ514は、様々な無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化を実現する。P
DCPサブレイヤ514はまた、無線送信のオーバーヘッドを低減する上位レイヤのデータパケ
ット用のヘッダ圧縮、データパケットを暗号化することによるセキュリティ、およびeNB
間のUE用のハンドオーバのサポートを実現する。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤのデー
タパケットのセグメント化および再アセンブリ、紛失したデータパケットの再送信、なら
びに、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)による順序の狂った受信を補償するデータパケッ
トの並べ替えを実現する。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポートチャネル
との間の多重化を実現する。MACサブレイヤ510はまた、1つのセル内の様々な無線リソー
ス(たとえば、リソースブロック)をUEの間で割り振ることを担当する。MACサブレイヤ510
はまた、HARQ動作を担当する。
【００５４】
　制御プレーンでは、UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレ
ーン用のヘッダ圧縮機能がないことを除き、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実
質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)内に無線リソース制御(RRC)
サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を取
得すること、およびeNBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを設定するこ
とを担当する。
【００５５】
　図6は、通常の巡回プレフィックスを有するダウンリンクの場合の2つの例示的なサブフ
レームフォーマット610および620を示す。ダウンリンクに利用可能な時間周波数リソース
はリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、1個のスロット内の12個の
サブキャリアをカバーし得、いくつかのリソース要素を含み得る。各リソース要素は、1
個のシンボル期間において1個のサブキャリアをカバーすることができ、実数値または複
素数値であり得る1個の変調シンボルを送るために使用され得る。
【００５６】
　サブフレームフォーマット610は、2つのアンテナを装備したeNB用に使用され得る。CRS
は、シンボル期間0、4、7および11内にアンテナ0および1から送信され得る。基準信号は
、送信機および受信機によってアプリオリに知られる信号であり、パイロットと呼ばれる
こともある。CRSは、たとえば、セル識別情報(ID)に基づいて生成される、セルに固有の
基準信号である。図6において、ラベルRaをもつ所与のリソース要素について、アンテナa
からそのリソース要素上で変調シンボルが送信されることがあり、他のアンテナからその
リソース要素上で変調シンボルが送信されないことがある。サブフレームフォーマット62
0は、4つのアンテナを装備したeNB用に使用され得る。CRSは、シンボル期間0、4、7およ
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び11内にアンテナ0および1から送信され、シンボル期間1および8内にアンテナ2および3か
ら送信され得る。サブフレームフォーマット610と620の両方の場合、CRSは、セルIDに基
づいて決定され得る等間隔サブキャリア上で送信することができる。異なるeNBが、そのC
RSを、そのセルIDに応じて、同じまたは異なるサブキャリア上で送信し得る。サブフレー
ムフォーマット610と620の両方の場合、CRS用に使われないリソース要素は、データ(たと
えば、トラフィックデータ、制御データ、および/または他のデータ)を送信するために使
用され得る。
【００５７】
　LTEにおけるPSS、SSS、CRSおよびPBCHは、公開されている「Evolved Universal Terres
trial Radio Access(E-UTRA); Physical Channels and Modulation」と題する3GPP TS 36
.211に記載されている。
【００５８】
　インターレース構造は、LTEにおけるFDD用のダウンリンクおよびアップリンクの各々の
ために使用され得る。たとえば、0～Q-1のインデックスをもつQ個のインターレースを定
義することができ、ここで、Qは、4、6、8、10、またはある他の値に等しくてよい。各イ
ンターレースは、Q個のフレームだけ離間したサブフレームを含むことができる。具体的
には、インターレースqは、サブフレームq、q+Q、q+2Qなどを含んでよく、ここで、q∈{0
,...,Q-1}である。
【００５９】
　ワイヤレスネットワークは、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信のため
にハイブリッド自動再送信(HARQ)をサポートし得る。HARQの場合、送信機(たとえば、eNB
)は、パケットが受信機(たとえば、UE)によって正しく復号されるまで、または何らかの
他の終了条件に遭遇するまで、パケットの1つまたは複数の送信を送り得る。同期HARQの
場合、パケットのすべての送信を単一のインターレースのサブフレーム内で送信すること
ができる。非同期HARQの場合、パケットの各送信は、任意のサブフレーム中で送られ得る
。
【００６０】
　UEは、複数のeNBのカバレージエリア内に位置し得る。これらのeNBのうちの1つが、UE
にサービスするために選択され得る。サービングeNBは、受信信号強度、受信信号品質、
経路損失など、様々な基準に基づいて選択され得る。受信信号品質は、信号対雑音干渉比
(SINR:signal-to-noise-and-interference ratio)、もしくは基準信号受信品質(RSRQ:ref
erence signal received quality)、または何らかの他のメトリックによって定量化され
得る。UEは、UEが1個または複数の干渉eNBからの高い干渉を観測し得る支配的干渉シナリ
オにおいて動作し得る。
【００６１】
例示的なキャリアアグリゲーション
　LTE-アドバンストUEは、各方向の送信のために用いられる最大で全体が100MHz(5個のコ
ンポーネントキャリア)のキャリアアグリゲーションで割り振られる、最大で20MHzの帯域
幅のスペクトルを使用し得る。LTEアドバンストモバイルシステムでは、連続CAおよび非
連続CAという、2つのタイプのキャリアアグリゲーション(CA)の方法が提案されている。
これらは、図7および図8に示す。複数の利用可能なコンポーネントキャリアが相互に隣接
しているとき、連続的なCAが発生する(図7)。他方では、複数の利用可能なコンポーネン
トキャリアが周波数帯域に沿って分離されているとき、非連続的なCAが発生する(図8)。
非連続CAと連続CAの両方が、複数のLTE/コンポーネントキャリアを統合し、LTEアドバン
ストUEの単一のユニットにサービスする。様々な実施形態によれば、マルチキャリアシス
テム(キャリアアグリゲーションとも呼ばれる)で動作するUEは、「プライマリキャリア」
と呼ばれることもある同一のキャリア上で、複数のキャリアの特定の機能、たとえば、制
御およびフィードバックの機能を統合するように構成される。サポートをプライマリキャ
リアに依存する残りのキャリアは、関連するセカンダリキャリアと呼ばれる。たとえば、
UEは、任意選択の専用チャネル(DCH)、予定されない許可、物理アップリンク制御チャネ
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ル(PUCCH)、および/または物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)により提供されるよう
な、制御機能を統合することができる。図9は、1つの例による、物理チャネルをグループ
化することによってマルチキャリアワイヤレス通信システムの無線リンクを制御するため
の方法900を示す。示すように、方法は、ブロック905で、少なくとも2つのキャリアから
の制御機能を1つのキャリア上に統合して、プライマリキャリアおよび1個または複数の関
連するセカンダリキャリアを形成するステップを含む。次にブロック910で、通信リンク
が、プライマリキャリアおよび各セカンダリキャリアに対して確立される。次いで、ブロ
ック915で、プライマリキャリアに基づいて通信が制御される。
【００６２】
例示的なマルチフロー
　現在、UEは1個のeNodeBからデータを受信する。しかしながら、セルエッジ上のユーザ
は、データレートを制限し得る高いセル間干渉を受ける場合がある。マルチフローは、ユ
ーザが2個のeNodeBからデータを同時に受信することを可能にする。これは、UEが同時に2
個の隣接するセル内の2個のセルタワーの範囲内にあるとき、2つのまったく別個のストリ
ーム内で2個のeNodeBからデータを送ること、および受信することによって機能する。デ
バイスがどちらかのタワーの到達範囲のエッジ上にあるとき、ユーザは2個のタワーに同
時に話す(図10参照)。2個の異なるNodeBからモバイルデバイスに対して2個の独立したデ
ータをスケジュールすることによって、マルチフローはネットワーク内で不均一な負荷を
活用する。これは、ネットワーク容量が高まる間にセルエッジユーザの経験を改善するの
に役立つ。一例では、セルエッジにおけるユーザに関するスループットデータ速度が2倍
になり得る。「マルチフロー」はデュアルキャリアHSPAと同様であるが、違いが存在する
。たとえば、デュアルキャリアHSPAは、デバイスに同時に接続するために複数のタワーに
対する接続性を可能にしない。
【００６３】
例示的な電力ヘッドルーム
　図11は、正の電力ヘッドルーム報告を示す図1100である。図12は、負の電力ヘッドルー
ム報告(PHR)を示す図1200である。PHRは、UEにおいて利用可能なヘッドルームを報告する
。電力ヘッドルームは、電力増幅器が動作の非線形領域に入る前に、電力増幅器が定格電
力からどれだけ離れて動作するかを示す。PHRは、UEにおける送信電力能力または送信電
力制限についてeNBに知らせるために、UEからeNBに送信される。UEにおいて使用される電
力スペクトル密度に関する情報はPHRによって提供される。一例では、PHRは1dBの増分を
伴い、+40dBから-23dBの報告範囲で6ビットとして符号化される。合計で64個の異なる電
力ヘッドルーム値が6ビットシグナリングによって表される。報告範囲の負の部分は、そ
れが受信したアップリンクリソース許可が現在のUE送信電力1102よりも大きい送信電力を
必要とする範囲をeNodeBにシグナリングするためにUEによって使用される。応答して、eN
odeBは後続の許可のサイズを削減し得る。最大電力低減(MPR)は、電力増幅器が最大送信
電力(MTP)からどのくらいバックオフするかを制御するために関連するワイヤレス通信プ
ロトコル(たとえば、3GPP規格)によって定義され得るか、または対応する波形の送信の間
に使用される修正されたMTPを確立する目的で、MTPを調整するために使用され得る。
【００６４】
例示的なデュアルコネクティビティ
　デュアルコネクティビティはセルラー業界において利益を有し得る。デュアルコネクテ
ィビティ解決策は、UEが、コロケートされておらず、非理想的なバックホール(たとえば
、バックホール1320)を介して接続され得る2個のeNBs、すなわち、マスタeNB(MeNB)およ
びセカンダリeNB(SeNB)に同時に接続することを可能にする。したがって、異なるeNBは異
なるスケジューラなどを使用し得る。図13に示すように、UE120は、マクロセル1302とス
モールセル1304とに二重接続され得、eNBsは、非理想的バックホール1320を介して接続さ
れ得、異なるキャリア周波数で動作し得る。キャリアアグリゲーションでは複数のLTE/コ
ンポーネントキャリアは統合されて、単一ユニットのLTEアドバンストUEにサービスする
。
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【００６５】
　いくつかの態様では、(別個のeNBsが非理想的ブラックホールを介して接続される)この
展開シナリオの分散の性質により、eNBにわたって分散型スケジューリングと独立したMAC
(媒体アクセス制御)動作とをサポートするために、両方のeNB(MeNBおよびSeNB)に関する
別個のアップリンク制御チャネルが使用される。これは、単一のMAC/スケジューリングエ
ンティティがすべてのキャリアにわたって動作し、単一のアップリンク制御チャネルが使
用されるCA(キャリアアグリゲーション)展開とは異なる。
【００６６】
　現在のLTE仕様では、プライマリセル(MeNBのPCell)は、アップリンク制御チャネル、た
とえば、PUCCHを搬送している唯一のセルである。デュアルコネクティビティの場合、SeN
Bに関するアップリンク制御チャネルをサポートするために、SeNB上に特殊セルが導入さ
れる。また、デュアルコネクティビティでは、MeNBとSeNBの両方に関するアップリンク制
御チャネルが、各eNBに関して1つ使用される。SeNBに関するアップリンク制御チャネルの
存在は、SeNB無線リンク監視(S-RLM:SeNB Radio Link Monitoring)手順の使用を動機付け
る。この手順は、SeNB無線リンク障害(S-RLF:SeNB Radio Link Failure)をトリガするた
めにUEによって使用され得る。S-RLFは、特に、UEがSeNBに対するダウンリンク接続を失
ったとき、UEがアップリンク制御チャネルを妨害するのを防ぐ手順をトリガするために有
用である。特殊なRLF手順がSeNBに関して使用されるもう1つの理由は、MeNBがSeNBとは異
なるチャネル状態を受けることが可能であることである。
【００６７】
　いくつかの態様では、レガシーRLF手順とは異なり、MeNBに対する接続が残っているた
め、S-RLFはRRC接続の損失を伴わない。したがって、いくつかのCプレーン手順(RRC接続
再確立など)はS-RLFの下で適用可能でない場合がある。
【００６８】
デュアルコネクティビティシナリオにおける例示的な電力共有、スケーリング、および電
力ヘッドルーム報告
　デュアルコネクティビティでは、ユーザ装置UE(たとえば、UE120)はマスタeNodeB(MeNB
)(たとえば、マクロ1302)およびセカンダリeNB(SeNB)(たとえば、スモールセル1304)に同
時に接続され得る。キャリアアグリゲーション(CA)はMeNBおよびSeNBにおいてサポートさ
れ得る。マスタセルグループ(MCG)はMeNBと関連付けられたサービングセルのグループを
指す場合があり、セカンダリセルグループ(SCG)はSeNBと関連付けられたサービングセル
のグループを指す場合がある。
【００６９】
　MeNBおよびSeNBは、独立して動作し、異なるスケジューラを使用するため、スケジュー
リング判定はサブフレームレベルにおいて協調されなくてよい。したがって、eNBが、他
のeNBのセルグループによる所望の送信電力に関する正確かつ瞬時の情報を取得すること
は実現可能でない場合がある。これは、両方のeNBがUE送信電力を同時に上昇させること
を試み、UEにその最大送信電力能力を超えさせる状況をもたらし得る。
【００７０】
　ロングタームエボリューション(LTE)システム(たとえば、LTEリリース10以降)など、キ
ャリアアグリゲーションを用いたいくつかのシステムでは、スケジューリング判定は、eN
B内のすべてのセルにわたって共同で協調可能であり、これは、UE送信電力を軽減させる
か、またはUE送信電力がその最大送信電力能力を超えるのを回避するのに役立つ可能性が
ある。
【００７１】
　したがって、必要とされるのは、UEがセルにわたる協調を可能にするための電力が制限
されているときの、電力共有、電力ヘッドルーム報告、および電力スケーリングのための
技法および装置である。
【００７２】
　本開示の態様は、デュアルコネクティビティ動作における電力共有および電力ヘッドル
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ーム報告のための装置、方法、処理システム、およびコンピュータプログラム製品を提供
する。本明細書でさらに詳細いに説明するように、UEは、eNB(たとえば、MeNBおよびSeNB
)が電力共有を協調することができるように、すべてのセルにわたって電力ヘッドルーム
報告(PHR)を提供することができる。
【００７３】
　いくつかの態様によれば、UEは、UEの保証最低送信電力に基づいて、および第1の基地
局および第2の基地局に対するアップリンク送信のために指定された半静的に設定された
最低保証電力に基づいて、第1の基地局および第2の基地局に対するアップリンク送信のた
めの(最大)利用可能送信電力を決定することができる。
【００７４】
　いくつかの態様によれば、UEは、異なる基地局に対するアップリンク送信のために、あ
る基地局に対するアップリンク送信のために指定された未使用の電力を借りることができ
る。いくつかの態様によれば、基地局に対するアップリンク送信のために指定された電力
は優先度付けに基づき得る。
【００７５】
例示的な電力ヘッドルーム報告
　最大送信電力は、MCG/MeNBおよびSCG/SeNBの各々に関して画定され得る。したがって、
各eNBに総最大送信電力の共有分(share)を割り振ることができ、割り振られた共有分はそ
のeNBのセルグループに適用可能であり得る。いくつかの態様によれば、eNBは、UEの最大
送信電力を越えないことを確実にするために、半静的な形でその所望の共有分を協調する
ことができる。
【００７６】
　いくつかの態様によれば、eNBがUEの送信電力のその共有分を協調および更新するのを
可能にするために、電力ヘッドルーム報告(PHR)は、UEに関するすべてのアクティブ化さ
れたセルの電力ヘッドルーム情報を含み得る。
【００７７】
　半静的なセルグループ電力設定の潜在的な欠陥は、所与のサブフレーム上でUEに関する
瞬時のスケジューリング状態を反映できないことである。たとえば、UEがセルグループに
関して設定された値に厳密に従う場合、UEはサブフレーム内のその送信電力を不要に制限
する可能性があり、その場合、依然として十分な電力を有しながら、1つのeNBだけがアク
ティブである。すなわち、UEが第1のeNBに送信していないにもかかわらず、または第1のe
NBに関するすべての割り振られた電力を利用していないにもかかわらず、第2のeNBに関し
て第1のeNBから未使用の電力は第1のeNBに半静的にすでに割り振られているため、UEはそ
の電力を借りることができない。
【００７８】
　いくつかの態様によれば、そのようなシナリオにおける性能への影響を回避するために
、UEは他のeNBへの送信の電力要件を満たすために、あるeNBへの送信からの残りの何らか
の未使用の電力を利用することができる。いくつかの態様によれば、PHRは、公称最大電
力値または対応するeNBの設定された最大電力に基づき得る。言い換えれば、MeNBまたはS
eNBのセルに関するPHRは、そのセルに関して設定された最大電力に関して算出され得る。
【００７９】
例示的な電力共有
　例示的な実装形態では、MeNBとSeNBとの間の動的電力共有は、eNBが同期であるか、ま
たは非同期であるかに基づいて、有効化または無効化され得る。たとえば、UEは、2個のe
NBが同期であることを示すことができ、その結果、動的電力共有分を割り振ることができ
る。代替として、UEが2個のeNB間の非同期動作を示す場合、動的電力共有は禁止され(無
効化され)得る。
【００８０】
　図14は、本開示のいくつかの態様による、それらのeNBが同期であるか否かに基づいて
、第1のeNBと第2のeNBとの間の動的電力共有を有効/無効にするための動作の例示的な動
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作を示すフローチャートである。図14に示すように、プロセス1400は1402で開始し得る。
1404において、第1のeNBおよび第2のeNBが同期であるかまたは非同期であるかを決定する
ことができる。
【００８１】
　eNBが同期である場合、1406で、動的電力共有を有効にし、1410で、プロセスは終了す
る。代替として、eNBが非同期である場合、1408で、動的電力共有を無効にし、1410で、
プロセスは終了する。
【００８２】
　いくつかの態様によれば、各eNBに関する電力制限(たとえば、eNBに対するアップリン
クのために利用可能な最大送信電力)およびUEに関する電力制限(たとえば、最大利用可能
送信電力)が存在し得る。いくつかの態様によれば、eNB間の非同期動作の場合、たとえば
、もう1つのeNBに対するアップリンク送信のために割り振られた電力から、あるeNBに対
するアップリンク送信のために割り振られた電力を借りることが望ましい場合がある。他
のeNBに対するアップリンク送信は、第1のeNBに対するアップリンク送信を重複させるこ
とができる(たとえば、eNBに対する送信は2つの重複する送信時間間隔(TTI)内であり得る
)。
【００８３】
　いくつかの態様によれば、UEが第2のeNBに関して指定された電力から借りることができ
るか、およびどの程度の電力を借りることができるかを決定するとき、UEは、第2のeNBに
対するアップリンク送信を重複させることを考慮することができる。たとえば、TTIは1つ
のサブフレーム長であり得る。UL送信は、時間の点で重複し得るが、異なるキャリア周波
数上にあり得る。
【００８４】
　したがって、UEはキャリアを統合することができるため、UEは異なるキャリア周波数上
で第1のeNBと第2のeNBとに同時に(たとえば、重複数TTI上で)通信することができる。い
くつかの態様によれば、2つの重複するサブフレームは、時分割複信(TDD)/周波数分割複
信(FDD)動作に応じて、通常のアップリンクサブフレームであってよく、通常のダウンリ
ンクサブフレームであってよく、または特殊サブフレームであってもよい。
【００８５】
　例示的な実装形態では、周波数f1およびサブフレームn上で第1のeNBに対するアップリ
ンク送信の間、UEは、f1上でサブフレームnと時間の点で部分的に重複する、それぞれ、
周波数f2上で、サブフレームnおよびn+1上で第2のeNBに対する2つのアップリンク送信を
送ることができる。第1のeNBに対するアップリンク送信のために使用する目的で、第2のe
NBに関して指定された電力から借りることができるかどうか、およびどの程度の電力を借
りることができるかを決定するとき、UEは第2のeNBに対する2つの重複するアップリンク
送信に関して所望の電力の最大値を考慮することができる。
【００８６】
　たとえば、UEは、重複しているTTIの間に第2のeNBに対する送信から残った電力の最小
値を超えない、第2のeNBに関して指定された電力量を借りることができる。第2のeNBに対
する重複期間内の送信電力が第2のeNBに対する最大許容送信電力を越えない場合、UEは、
第1のeNBに対するサブフレーム内のアップリンク送信のための電力を第2のeNBから借りる
ことができる。代替として、第2のeNBの2つの重複するサブフレームが何のアップリンク
送信も有さない場合だけ、UEは第1のeNBに対するサブフレーム内のアップリンク送信のた
めの電力を借りることができる。
【００８７】
　いくつかの態様によれば、第1のeNBに対するアップリンク送信のために使用するために
第2のeNBに指定されたプール(すなわち、最大送信電力の共有分)から電力を借りるとき、
借りる電力は、優先度付けに従って(たとえば、LTE Rel-10/11規則に記載された優先度に
従って)、第1のeNBの送信チャネル内で使用するために指定され得る。
【００８８】
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　図15は、本開示の態様による、優先規則による、第1のeNBと第2のeNBとの間の電力共有
を示すフローチャート1500である。たとえば、図15に示すように、より高い優先度の順で
、まず物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)に、次いで、アップリンク制御情報(UCI)を
搬送する物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に電力を割振り、次いでUCI伴わないPUSC
Hに残りの電力を割り振ることによって(1504)、優先度に従って電力を割り振ることがで
きる(1502)。
【００８９】
　いくつかの態様によれば、UEは、第2のeNBに対する送信のために指定された電力から残
りの(すなわち、未使用の)電力が存在する場合だけ、UEは、第1のeNBに対する送信のため
に使用する目的で、第2のeNBに対する送信のために指定された電力を借りることができる
。たとえば、UEによって第2のeNBに送信されるべきすべてのチャネルに関する所望の電力
が満たされた後でだけ、UEは第2のeNBに対するアップリンク送信のために指定された電力
を借りることができる。
【００９０】
　いくつかの態様によれば、UEはeNBチャネルにわたる優先度付けに基づいて、eNBおよび
チャネルにわたって電力を動的に共有することができる。例示的な実装形態では、UEはま
ず、MeNBがすべてのチャネルに関してSeNBから電力を借りることを考慮することができる
。UEによるSeNBに対する対応するアップリンクチャネルの送信に対して、MeNBのアップリ
ンクチャネルに優先度を与えることができる。
【００９１】
　たとえば、MeNBに送信されるべきUCIを伴うPUSCHに関する電力をSeNBに関する電力プー
ルから借りることができるが、SeNBに対するUCIを伴うかまたはUCIを伴わないPUSCH送信
の後、UEは十分な残りの電力を有さない場合がある。代替として、UEはまず、UCIなどの
制御情報を搬送するチャネル(すなわち、PUCCH、またはUCIを伴うPUSCH)に関してだけ、M
eNBに対するアップリンク送信のためにSeNBから電力を借りることを考慮することができ
る。
【００９２】
　いくつかの態様によれば、他のeNBに対するPUSCH送信のための電力要件が満たされた後
に残りの電力が存在する場合だけ、1つのeNBに対する、PUSCH送信など、データを搬送す
るチャネルに関する電力をもう1つのeNBの最大送信電力から借りることが可能である。
【００９３】
　代替として、PUSCH送信のために残っている総電力をUEによってeNBに送信されるすべて
のPUSCHにわたって均一に分配することが可能である。さらに別の代替では、PUSCH送信の
ために残っている総電力はUE実装形態に依存し得る。たとえば、より高いサービス等級を
有する(たとえば、サービス品質(QoS)ベースの)トラフィックを搬送するPUSCHの送信を優
先させることが可能である。どちらがより高い等級のサービスを有するかに応じて、PUSC
Hのアップリンク送信はMeNBに対するもの、またはSeNBに対するものであってよい。
【００９４】
　図16は、本開示のいくつかの態様による、それらが同時であるか否かに基づく、かつ優
先規則による、第1のeNBと第2のeNBとの間の電力共有を示すフローチャートである。図16
に示すように、プロセス1600は1602で開始し得る。1604で、第1のeNBおよび第2のeNBが同
期であるかまたは非同期であるかを決定することができる。
【００９５】
　eNBが非同期である場合、プロセスは1608で停止する。代替として、eNBが同期である場
合、1606で、第2のeNBに関して電力を借りている場合、第1のeNBに関して残りの電力が存
在することになるかどうかを決定することができる。そうでない場合、プロセスはブロッ
ク1608で終了する。残りの電力が存在することになる場合、1610で、動的電力共有を有効
にすることができ、1612で、優先度に従って電力を割り振ることができ、プロセスは1608
で終了する。
【００９６】



(23) JP 2017-513377 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

　図17は、本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信のための例示的な動作1700を
示す。動作1700は、たとえば、UE(たとえば、UE120)によって実行され得る。動作1700は
、1702で、UEの最大利用可能送信電力を決定することによって開始し得る。1704で、UEは
、第1の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第1の最低保証電力および第
2の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第2の最低保証電力を半静的に設
定することができる。
【００９７】
　1706で、UEは、UEの最大利用可能送信電力、第1の最低保証電力、および第2の最低保証
電力に少なくとも部分的に基づいて、第1の基地局に対するアップリンク送信のために利
用可能な第1の最大送信電力および第2の基地局に対するアップリンク送信のために利用可
能な第2の最大送信電力を動的に決定することができる。
【００９８】
　1708で、優先度に従って電力を割り振ることができる。1710で、より高い優先度からよ
り低い優先度の順で、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、アップリンク制御情報(UC
I)を伴う物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、およびUCIを伴わないPUSCHに電力を割
り振ることができる。1712で、より高い優先度でマスタ発展型ノードB(MeNB)に関するチ
ャネルに、より低い優先度でセカンダリeNB(SeNB)に関するチャネルに、電力を割り振る
ことができる。
【００９９】
　1714で、より高い優先度からより低い優先度の順で、MeNB PUCCH、SeNB PUCCH、UCIを
伴うMeNB PUCCH、UCIを伴うSeNB PUCCH、UCIを伴わないすべてのPUSCHに送信電力を割り
振ることができる。1716で、より高い優先度で、より高いサービス等級を有するトラフィ
ックを搬送する物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に、より低い優先度で、より低い
サービス等級を有するトラフィックを搬送するPUSCHに、電力を割り振ることができる。
【０１００】
　いくつかの態様によれば、上で説明したPHRおよび電力共有技法を適用することは、デ
ュアルコネクティビティUEがUE最大送信電力能力を超える送信を送ることを回避し得る。
これらの技法はまた、基地局に送信するために指定された未使用電力を活用することもで
き、これは効率性を高めることができる。
【０１０１】
　本明細書において開示される方法は、説明される方法を達成するための1つまたは複数
のステップまたは動作を含む。方法ステップおよび/または動作は、特許請求の範囲を逸
脱することなく互いと交換され得る。言い換えれば、ステップまたは動作の特定の順序が
明記されていない限り、その順序および/または特定のステップおよび/または動作の使用
は、特許請求の範囲を逸脱することなく修正され得る。
【０１０２】
　本明細書で使用されるとき、項目のリストのうちの「少なくとも1つ」を指す語句は、
単一の部材を含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「a、b、またはc
のうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a-b、a-c、b-c、およびa-b-c、ならびに複数の同
じ要素の任意の組合せ(たとえば、a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-
b、b-b-c、c-c、およびc-c-c、またはa、b、およびcの任意の他の順序)をカバーするもの
とする。
【０１０３】
　本明細書で使用される場合、「決定する」という用語は、多種多様なアクションを包含
する。たとえば、「決定する」ことは、算出すること、計算すること、処理すること、導
出すること、調査すること、ルックアップすること(たとえば、テーブル、データベース
、または別のデータ構造をルックアップすること)、確認することなどを含んでもよい。
さらに、「決定する」ことは、受信すること(たとえば、情報を受信すること)、アクセス
すること(たとえば、メモリ内のデータにアクセスすること)などを含んでもよい。さらに
、「決定する」ことは、解決すること、選択すること、選ぶこと、確立することなど含ん
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でもよい。
【０１０４】
　上記の説明は、本明細書で説明した様々な態様を当業者が実践できるようにするために
与えられている。これらの態様に対する様々な変更形態は、当業者に容易に明らかになり
、本明細書において規定される一般原理は、他の態様に適用される場合がある。したがっ
て、特許請求の範囲は本明細書に示した態様に限定されるものではなく、文言通りの特許
請求の範囲に整合するすべての範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、
そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味することを意図せず、「1つま
たは複数の」を意味する。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という用語は1
つまたは複数の、を指す。当業者に知られているか、または後で当業者に知られることに
なる、本開示全体にわたって説明した種々の態様の要素のすべての構造的および機能的均
等物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されるこ
とを意図している。さらに、本明細書で開示したものは、そのような開示が特許請求の範
囲において明示的に具陳されているか否かにかかわらず、公共用に提供されることは意図
していない。特許請求の範囲のいかなる要素も、「のための手段」という句を使用して要
素が明確に具陳されていない限り、または方法クレームの場合に「のためのステップ」と
いう句を使用して要素が具陳されていない限り、米国特許法第112条第6項の規定の下で解
釈されるべきではない。
【０１０５】
　上記で説明した方法の様々な動作は、対応する機能を実行することができる任意の適切
な手段によって実行され得る。手段は、限定はしないが、回路、特定用途向け集積回路(A
SIC)、またはプロセッサを含む、様々なハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要
素および/またはモジュールを含んでよい。一般に、図に示した動作がある場合、それら
の動作は、同様の番号を有する対応する動作のミーンズプラスファンクション構成要素を
有し得る。たとえば、図17に示す動作1700は、図17Aに示す手段1700Aに対応する。
【０１０６】
　たとえば、受信するための手段および送るための手段は、図4に示したeNB110の復調器4
32および/またはアンテナ434、または図4に示したUE120の復調器454および/またはアンテ
ナ452であり得る。決定するための手段および含めるための手段は、図4に示したeNB110の
TX MIMOプロセッサ430、送信プロセッサ420、受信プロセッサ438および/もしくはコント
ローラ/プロセッサ440、または図4に示したUE120のTX MIMOプロセッサ466、受信プロセッ
サ458、送信プロセッサ464、および/もしくはコントローラ/プロセッサ480など、1つまた
は複数のプロセッサを含み得る処理システムを含むことが可能である。
【０１０７】
　いくつかの態様によれば、そのような手段は、上で説明した、様々なアルゴリズムを(
たとえば、ハードウェア内で、または実行しているソフトウェア命令によって)実装する
ことによって、対応する機能を実行するように構成された処理システムによって実装され
得る。たとえば、UEの最大利用可能送信電力を決定するためのアルゴリズム、第1の基地
局に対するアップリンク送信のために利用可能な第1の最低保証電力および第2の基地局に
対するアップリンク送信のための第2の最低保証電力を半静的に設定するためのアルゴリ
ズム、およびUEの最大利用可能送信電力、第1の最低保証電力、および第2の最低保証電力
に少なくとも部分的に基づいて、第1の基地局に対するアップリンク送信のために利用可
能な第1の最大送信電力および第2の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な
第2の最大送信電力を動的に決定するためのアルゴリズム。
【０１０８】
　本開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、本
明細書に記載の機能を実行するように設計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッ
サ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)
もしくは他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、ディスクリートゲートもしくはトラン
ジスタロジック、ディスクリートハードウェア構成要素、またはそれらの任意の組合せを
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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、任意の市販のプロセッサ、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およびマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、1つま
たは複数のマイクロプロセッサとDSPコア、または任意の他のそのような構成として実装
され得る。
【０１０９】
　ハードウェアで実装される場合、例示的なハードウェア構成は、ワイヤレスノード内の
処理システムを含み得る。処理システムは、バスアーキテクチャを用いて実装され得る。
バスは、処理システムの特定の適用例、および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相
互接続するバスおよびブリッジを含むことができる。バスは、プロセッサ、機械可読媒体
、およびバスインターフェースを含む様々な回路を互いにリンクすることができる。バス
インターフェースは、バスを介して、とりわけ、処理システムにネットワークアダプタを
接続するために使用され得る。ネットワークアダプタは、物理層の信号処理機能を実装す
るために使用され得る。ユーザ端末120(図1参照)の場合において、ユーザインターフェー
ス(たとえば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティック、など)もバスに接
続され得る。バスは、当該技術分野において周知であり、したがって、これ以上説明する
ことはない、タイミング源、周辺装置、電圧調整器、電力管理回路などの様々な他の回路
もリンクすることができる。プロセッサは、1つまたは複数の汎用プロセッサおよび/また
は専用プロセッサを用いて実装され得る。例には、マイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、DSPプロセッサ、およびソフトウェアを実行できる他の回路が含まれる。当業者
は、特定の用途とシステム全体に課せられた全体的な設計制約とに応じて処理システムに
関する説明した機能を最良に実装する方法を認識するであろう。
【０１１０】
　各機能は、ソフトウェアで実装される場合、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上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され
得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード
、ハードウェア記述言語、またはその他の名称で呼ばれるかどうかにかかわらず、命令、
データ、またはそれらの任意の組合せを意味するように広く解釈されるものである。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容易に
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との両方を含む。
プロセッサは、機械可読記憶媒体に記憶されたソフトウェアモジュールの実行を含む、バ
スおよび一般的な処理を管理することを担い得る。コンピュータ可読記憶媒体は、プロセ
ッサがその記憶媒体から情報を読み取ることができ、かつその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
一体化されてもよい。例として、機械可読媒体は、すべてバスインターフェースを介して
プロセッサがアクセスし得る送信線路、データによって変調された搬送波、および/また
はワイヤレスノードとは別個の命令が記憶されたコンピュータ可読記憶媒体を含み得る。
代替的または追加的に、機械可読媒体またはその任意の部分は、キャッシュおよび/また
は汎用レジスタファイルがそうであるようにプロセッサに統合されてよい。機械可読記憶
媒体の例としては、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリ、ROM(読取り専用
メモリ)、PROM(プログラマブル読取り専用メモリ)、EPROM(消去可能プログラマブル読取
り専用メモリ)、EEPROM(電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)、レジスタ、
磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、もしくは他の任意の適切な記憶媒体、また
はそれらの任意の組合せを含み得る。機械可読媒体はコンピュータプログラム製品内で具
現化され得る。
【０１１１】
　ソフトウェアモジュールは、単一の命令、または多数の命令を含んでよく、いくつかの
異なるコードセグメント上で、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体にわたって
分散され得る。コンピュータ可読媒体は、いくつかのソフトウェアモジュールを含み得る
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。ソフトウェアモジュールは、プロセッサなどの装置によって実行されたとき、処理シス
テムに様々な機能を実行させる命令を含む。ソフトウェアモジュールは、送信モジュール
と受信モジュールとを含み得る。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶デバイス内に
常駐することができるか、または複数の記憶デバイスにわたって分散することができる。
例として、トリガイベントが発生したときに、ソフトウェアモジュールをハードドライブ
からRAMにロードすることができる。ソフトウェアモジュールの実行中、プロセッサは、
アクセス速度を高めるために、命令のいくつかがキャッシュにロードされ得る。次いで、
1つまたは複数のキャッシュラインが、プロセッサによる実行のために汎用レジスタファ
イルにロードされ得る。以下でソフトウェアモジュールの機能に言及する場合、そのよう
な機能は、そのソフトウェアモジュールからの命令を実行するとき、プロセッサによって
実装されることが理解されよう。
【０１１２】
　また、任意の接続部も、厳密にはコンピュータ可読媒体と呼ばれる。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
)、または赤外線(IR)、無線、およびマイクロ波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、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワ
イヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびデ
ィスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(dics)、
光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(disk)、
およびBlu-ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、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、レーザを用いて光学的にデータを再生する。
したがって、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は非一時的コンピュータ可読媒
体(たとえば、有形媒体)を含み得る。さらに、他の態様では、コンピュータ可読媒体は、
一時的なコンピュータ可読媒体(たとえば、信号)を含み得る。上記の組合せも、コンピュ
ータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１１３】
　したがって、いくつかの態様は、本明細書で提示した動作を実行するためのコンピュー
タプログラム製品を含むことができる。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製
品は、命令が記憶(および/または符号化)されているコンピュータ可読媒体を含むことが
でき、命令は、本明細書で説明した動作を実行するために1つまたは複数のプロセッサに
よって実行可能である。たとえば、UEの最大利用可能送信電力を決定するための命令、第
1の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な第1の最低保証電力および第2の
基地局に対するアップリンク送信のための第2の最低保証電力を半静的に設定するための
命令、およびUEの最大利用可能送信電力、第1の最低保証電力、および第2の最低保証電力
に少なくとも部分的に基づいて、第1の基地局に対するアップリンク送信のために利用可
能な第1の最大送信電力および第2の基地局に対するアップリンク送信のために利用可能な
第2の最大送信電力を動的に決定するための命令。
【０１１４】
　さらに、本明細書で説明した方法および技法を実行するためのモジュールおよび/また
は他の適切な手段を、適用可能な場合には、ユーザ端末および/または基地局によってダ
ウンロードすることができ、かつ/または別の方法で取得できることを理解されたい。た
とえば、本明細書で説明した方法を実行するための手段の転送を容易にするために、その
ようなデバイスをサーバに結合することができる。代替的として、本明細書で説明した種
々の方法は、デバイスに記憶手段を結合するか、またはデバイスに記憶手段を設けると、
ユーザ端末および/または基地局が種々の方法を取得することができるように、記憶手段(
たとえば、RAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクなどの物理記憶
媒体など)を介して提供することができる。さらに、本明細書で説明した方法および技法
をデバイスに提供するための任意の他の適切な技法を利用することができる。
【０１１５】
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　特許請求の範囲は、上に示した厳密な構成および構成要素に限定されないことを理解さ
れたい。上記説明した方法および装置の配置、動作および詳細には、特許請求の範囲を逸
脱することなく、様々な修正、変更および変形が行われ得る。
【符号の説明】
【０１１６】
　　100　ワイヤレス通信システム
　　102a　マクロセル
　　102b　マクロセル
　　102c　マクロセル
　　102x　ピコセル
　　102y　フェムトセル
　　102z　フェムトセル
　　110　eNB、第1のeNB、第2のeNB、発展型ノードB(eNodeB)、基地局、AP
　　110a　eNodeB
　　110b　eNodeB
　　110c　eNodeB、マクロeNodeB
　　110r　中継局
　　110x　eNodeB
　　110y　eNodeB
　　110z　eNodeB
　　118　PDNゲートウェイ
　　120　UE、ユーザ端末
　　120r　UE
　　120x　UE
　　120y　UE
　　130　ネットワークコントローラ
　　300　図
　　310a　リソースブロック
　　310b　リソースブロック
　　320a　リソースブロック
　　320b　リソースブロック
　　330　物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
　　412　データ源
　　420　プロセッサ、送信プロセッサ
　　430　送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ、プロセッサ
　　432　変調器
　　432a～432t　変調器(MOD)
　　434　アンテナ
　　434a～434t　アンテナ
　　436　MIMO検出器
　　438　プロセッサ、受信プロセッサ
　　439　データシンク
　　440　コントローラ/プロセッサ
　　442　メモリ
　　444　スケジューラ
　　452　アンテナ
　　452a～452r　アンテナ
　　454　復調器
　　454a～454r　復調器(DEMOD)
　　456　TX MIMO検出器
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　　458　プロセッサ、受信プロセッサ
　　460　データシンク
　　462　データソース
　　464　プロセッサ、送信プロセッサ
　　466　プロセッサ、TX MIMOプロセッサ
　　480　コントローラ/プロセッサ、プロセッサ
　　482　メモリ
　　500　図
　　506　物理レイヤ
　　508　レイヤ2(L2レイヤ)
　　510　媒体アクセス制御(MAC)サブレイヤ
　　512　無線リンク制御(RLC)サブレイヤ
　　514　パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)サブレイヤ
　　516　無線リソース制御(RRC)サブレイヤ
　　610　サブフレームフォーマット
　　620　サブフレームフォーマット
　　900　方法
　　1100　図
　　1200　図
　　1400　プロセス
　　1500　フローチャート
　　1600　プロセス
　　1700　動作

【図１】 【図２】
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