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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信のための方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）が、サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・
チャネル・シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用
いてスケールすることと、
　前記ＵＥが、同じサブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信
号（ＳＲＳ）シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを
用いてスケールすることと、ここで、前記スケーリング係数の第１のセットは、前記スケ
ーリング係数の第２のセットとは異なり、前記１または複数のＳＲＳシンボルの前記送信
電力は、複数の成分キャリアにわたって一様にスケールされ、前記１または複数のＳＲＳ
シンボルの前記送信電力と前記１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの前記
送信電力は互いに独立してスケールされる、
　前記ＵＥが、前記スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと
、前記スケールされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を
用いて送信することと、
を備える方法。
【請求項２】
　前記送信することは、前記複数の成分キャリアで送信することを備える、請求項１に記
載の方法。
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【請求項３】
　前記スケーリング係数の第２のセットは、前記スケーリング係数の第１のセットと独立
して決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボル
の送信電力をスケールすることは、共通の成分キャリアで送信されるすべてのアップリン
ク共有チャネル・シンボルのために、同じスケーリング係数を利用することを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　送信電力しきい値に達したかを判定することと、
　達したと判定された場合、前記アップリンク・チャネル・シンボルおよび前記ＳＲＳシ
ンボルの送信を優先付けることと、
をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記優先付けることは、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定するこ
とと、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数を決定す
る場合に、残りの送信電力を割り当てることと、ここで、前記残りの送信電力は、最大送
信電力から、ＳＲＳシンボルの送信のために割り当てられた電力を引くことを備える、
を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記優先付けることは、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数の第１の
セットを決定することと、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定する場
合に、残りの送信電力を割り当てることと、ここで、前記残りの送信電力は、最大送信電
力から、前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のために割り当てられた電力を引
くことを備える、
を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信電力が、しきい値以上であるかを判定す
ることと、
　しきい値以上であると判定された場合、前記ＳＲＳシンボルを最大電力を用いて送信す
ることと、
をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信電力をスケールすることは、
　前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信に割り当てられた合計送信電力を決定するこ
とと、
　前記合計送信電力が、キャリア毎の最大送信電力を超えるのであれば、複数の成分キャ
リアにおけるＳＲＳシンボルの送信のためにスケールされた１または複数の送信電力値の
合計が、予め定められた値以下になるように、前記スケーリング係数の第２のセットを決
定することと、
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力である、請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力から、アップリンク制御チャ
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ネルにおける送信に割り当てられた合計電力を引いたものである、請求項９に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記予め定められた値は、前記複数の成分キャリアについて、前記キャリア毎の最大送
信電力から、アップリンク制御チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力と、アッ
プリンク共有チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力とを引いたものである、請
求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　無線通信のための装置であって、
　サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送
信電力を、１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールする手段と
、
　同じサブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）
シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケー
ルする手段と、ここで、前記スケーリング係数の第１のセットは、前記スケーリング係数
の第２のセットとは異なり、前記１または複数のＳＲＳシンボルの前記送信電力は、複数
の成分キャリアにわたって一様にスケールされ、前記１または複数のＳＲＳシンボルの前
記送信電力と前記１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの前記送信電力は互
いに独立してスケールされる、
　前記スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、前記スケー
ルされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信す
る手段と、
を備える装置。
【請求項１４】
　前記送信する手段は、前記複数の成分キャリアで送信することを備える、請求項１３に
記載の装置。
【請求項１５】
　前記スケーリング係数の第２のセットは、前記スケーリング係数の第１のセットと独立
して決定される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボル
の送信電力をスケールする手段は、共通の成分キャリアで送信されるすべてのアップリン
ク共有チャネル・シンボルのために、同じスケーリング係数を利用する手段を備える、請
求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　送信電力しきい値に達したかを判定する手段と、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルおよび前記ＳＲＳシンボルの送信を優先付ける
手段と、
をさらに備える請求項１３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記優先付ける手段は、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定する手
段と、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数を決定す
る場合に、残りの送信電力を割り当てる手段と、ここで、前記残りの送信電力は、最大送
信電力から、ＳＲＳシンボルの送信のために割り当てられた電力を引くことを備える、
を備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記優先付ける手段は、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数の第１の
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セットを決定する手段と、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定する場
合に、残りの送信電力を割り当てる手段と、ここで、前記残りの送信電力は、最大送信電
力から、前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のために割り当てられた電力を引
くことを備える、
を備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信電力が、しきい値以上であるかを判定す
る手段と、
　前記ＳＲＳシンボルを、最大電力を用いて送信する手段と、
をさらに備える請求項１３に記載の装置。
【請求項２１】
　前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信電力をスケールする手段は、
　前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信に割り当てられた合計送信電力を決定する手
段と、
　前記合計送信電力が、キャリア毎の最大送信電力を超えるのであれば、複数の成分キャ
リアにおけるＳＲＳシンボルの送信のためにスケールされた１または複数の送信電力値の
合計が、予め定められた値以下になるように、前記スケーリング係数の第２のセットを決
定する手段と、
を備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項２２】
　前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力である、請求項２１に記載の
装置。
【請求項２３】
　前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力から、アップリンク制御チャ
ネルにおける送信に割り当てられた合計電力を引いたものである、請求項２１に記載の装
置。
【請求項２４】
　前記予め定められた値は、前記複数の成分キャリアについて、前記キャリア毎の最大送
信電力から、アップリンク制御チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力と、アッ
プリンク共有チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力とを引いたものである、請
求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　無線通信のための装置であって、
　サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送
信電力を、１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールし、
　同じサブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）
シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケー
ルし、ここで、前記スケーリング係数の第１のセットは、前記スケーリング係数の第２の
セットとは異なり、前記１または複数のＳＲＳシンボルの前記送信電力は、複数の成分キ
ャリアにわたって一様にスケールされ、前記１または複数のＳＲＳシンボルの前記送信電
力と前記１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの前記送信電力は互いに独立
してスケールされる、
　前記スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、前記スケー
ルされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信す
る、
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つのプロセッサに接続されたメモリと、
を備える装置。
【請求項２６】
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　前記プロセッサはさらに、前記複数の成分キャリアで送信するように構成された、請求
項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記スケーリング係数の第２のセットは、前記スケーリング係数の第１のセットと独立
して決定される、請求項２５に記載の装置。
【請求項２８】
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信電力をスケールするように構成されたプ
ロセッサはさらに、共通の成分キャリアで送信されるすべてのアップリンク共有チャネル
・シンボルのために、同じスケーリング係数を利用するように構成された、請求項２５に
記載の装置。
【請求項２９】
　前記プロセッサはさらに、送信電力しきい値に達したかを判定し、達したと判定された
場合、前記アップリンク・チャネル・シンボルおよび前記ＳＲＳシンボルの送信を優先付
けるように構成された、請求項２５に記載の装置。
【請求項３０】
　前記優先付けるように構成されたプロセッサはさらに、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定し、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数を決定す
る場合に、残りの送信電力を割り当てる、ここで、前記残りの送信電力は、最大送信電力
から、ＳＲＳシンボルの送信のために割り当てられた電力を引くことを備える、
ように構成された、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記優先付けるように構成されたプロセッサはさらに、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数の第１の
セットを決定し、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定する場
合に、残りの送信電力を割り当てる、ここで、前記残りの送信電力は、最大送信電力から
、前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のために割り当てられた電力を引くこと
を備える、
ように構成された、請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記プロセッサはさらに、前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信電力が、しき
い値以上であるかを判定し、しきい値以上であると判定された場合、前記ＳＲＳシンボル
を、最大電力を用いて送信するように構成された、請求項２５に記載の装置。
【請求項３３】
　前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信電力をスケールするように構成されたプロセ
ッサはさらに、
　前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信に割り当てられた合計送信電力を決定し、
　前記合計送信電力が、キャリア毎の最大送信電力を超えるのであれば、複数の成分キャ
リアにおけるＳＲＳシンボルの送信のためにスケールされた１または複数の送信電力値の
合計が、予め定められた値以下になるように、前記スケーリング係数の第２のセットを決
定する、
ように構成された、請求項２５に記載の装置。
【請求項３４】
　前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力である、請求項３３に記載の
装置。
【請求項３５】
　前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力から、アップリンク制御チャ
ネルにおける送信に割り当てられた合計電力を引いたものである、請求項３３に記載の装
置。
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【請求項３６】
　前記予め定められた値は、前記複数の成分キャリアについて、前記キャリア毎の最大送
信電力から、アップリンク制御チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力と、アッ
プリンク共有チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力とを引いたものである、請
求項３３に記載の装置。
【請求項３７】
　格納された命令群を有するコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、前記命令群は、
１または複数のプロセッサによって実行可能であり、前記命令群は、
　サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送
信電力を、１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールするための
命令群と、
　同じサブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）
シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケー
ルするための命令群と、ここで、前記スケーリング係数の第１のセットは、前記スケーリ
ング係数の第２のセットとは異なり、前記１または複数のＳＲＳシンボルの前記送信電力
は、複数の成分キャリアにわたって一様にスケールされ、前記１または複数のＳＲＳシン
ボルの前記送信電力と前記１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの前記送信
電力は互いに独立してスケールされる、
　前記スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、前記スケー
ルされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信す
るための命令群と
を備える、コンピュータ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本特許発明は、本願の譲受人に譲渡され、本明細書において参照によって明確に組み込
まれている２０１０年５月５日出願の“キャリア・アグリゲーションにおけるＳＲＳ電力
スケーリング”（SRS Power Scaling in Carrier Aggregation）と題された米国仮出願６
１／３３１，７６９号に対する優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示のある態様は、一般に、無線通信に関し、さらに詳しくは、マルチ・キャリア・
システムにおける電力スケーリングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、例えば、音声、データ等のようなさまざまなタイプのコンテンツ
を提供するために広く開発されてきた。これらのシステムは、（例えば、帯域幅、送信電
力等のような）利用可能なシステム・リソースを共有することにより、複数のユーザとの
通信をサポートすることができる多元接続システムでありうる。このような多元接続シス
テムの例は、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、第３世代パートナシップ計画（３ＧＰ
Ｐ）ロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）システム、および直交周波数分割多元
接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　通常、無線多元接続通信システムは、複数の無線端末のための通信を同時にサポートし
うる。端末はおのおのの、順方向リンクおよび逆方向リンクによる送信を介して、１また
は複数の基地局と通信する。順方向リンク（すなわちダウンリンク）は、基地局から端末
への通信リンクを称し、逆方向リンク（すなわちアップリンク）は、端末から基地局への
通信リンクを称する。この通信リンクは、単一入力単一出力システム、複数入力単一出力
システム、あるいは複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）システムによって確立されうる。
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【０００５】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために、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適用する。ＮＴ個の送信アンテナおよびＮＲ個の受信アンテ
ナによって形成されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも称されるＮＳ個の独立チャ
ネルへ分割される。ここでＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ、ＮＲ｝である。ＮＳ個の独立チャネルの
おのおのは、ディメンションに相当する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによっ
て生成される追加のディメンションが利用される場合、ＭＩＭＯシステムは、（例えば、
より高いスループット、および／または、より高い信頼性のような）向上されたパフォー
マンスを与えうる。
【０００６】
　ＭＩＭＯシステムは、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システムおよび周波数分割デュプ
レクス（ＦＤＤ）システムをサポートする。ＴＤＤシステムでは、相互原理によって、逆
方向リンク・チャネルから順方向リンク・チャネルを推定できるように、順方向リンク送
信および逆方向リンク送信が、同じ周波数領域にある。これによって、アクセス・ポイン
トにおいて複数のアンテナが利用可能である場合、アクセス・ポイントは、順方向リンク
で送信ビーム・フォーミング・ゲインを抽出できるようになる。
【発明の概要】
【０００７】
　本開示のある態様は、無線通信のための方法を提供する。この方法は一般に、サブフレ
ームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送信電力を、
１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールすることと；、同じサ
ブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）シンボル
の送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケールするこ
とと、ここで、スケーリング係数の第１のセットは、スケーリング係数の第２のセットと
は異なる；、スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、スケ
ールされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信
することと；、を含む。
【０００８】
　本開示のある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は一般に、サブフレ
ームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送信電力を、
１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールする手段と；、同じサ
ブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）シンボル
の送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケールする手
段と、ここで、スケーリング係数の第１のセットは、スケーリング係数の第２のセットと
は異なる；、スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、スケ
ールされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信
する手段と、を含む。
【０００９】
　本開示のある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は一般に、サブフレ
ームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送信電力を、
１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールし；、同じサブフレー
ムで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）シンボルの送信電
力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケールし、ここで、ス
ケーリング係数の第１のセットは、スケーリング係数の第２のセットとは異なる；、スケ
ールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、スケールされた１また
は複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信する、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つのプロセッサに接続されたメモリ
と、を含む。
【００１０】
　ある態様は、１または複数のプロセッサによって実行可能な、格納された命令群を有す
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るコンピュータ読取可能な媒体を備える、無線通信のためのコンピュータ・プログラム製
品を提供する。これら命令群は一般に、サブフレームで送信されるべき１または複数のア
ップリンク・チャネル・シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第１
のセットを用いてスケールするための命令群と；、同じサブフレームで送信されるべき１
または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）シンボルの送信電力を、１または複数の
スケーリング係数の第２のセットを用いてスケールするための命令群と、ここで、スケー
リング係数の第１のセットは、スケーリング係数の第２のセットとは異なる；、スケール
された１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、スケールされた１または複
数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信するための命令群と、
を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本開示の上述した特徴が、より詳細に理解される方式で、簡潔に要約された上記具体的
な記載が、態様に対する参照によってなされている。そして、それらの幾つかは、添付図
面で例示されている。しかしながら、この記載は、その他の等しく有効な態様に対しても
適合するので、添付図面は、本開示のある典型的な態様のみを示していることや、この範
囲を限定するものとしては考慮されないことが注目されるべきである。
【図１】図１は、本開示のある態様にしたがう多元接続無線通信システムの例を例示する
。
【図２】図２は、本開示の態様にしたがうアクセス・ポイントおよびユーザ端末の例のブ
ロック図を例示する。
【図３】図３は、本開示のある態様にしたがって無線デバイス内で利用されうるさまざま
な構成要素を例示する。
【図４】図４は、テレコミュニケーション・システムにおけるダウンリンク・フレーム構
造の一例を概念的に例示するブロック図である。
【図５Ａ】図５Ａは、連続的なキャリア・アグリゲーション・タイプを開示する。
【図５Ｂ】図５Ｂは、不連続的なキャリア・アグリゲーション・タイプを開示する。
【図６】図６は、ＭＡＣレイヤ・データ・アグリゲーションを開示する。
【図７】図７は、マルチ・キャリア構成においてラジオ・リンクを制御する方法を例示す
るブロック図である。
【図８】図８は、本開示のある態様にしたがってユーザ機器によって実行されうる動作例
を図示する。
【図９】図９は、本開示のある態様にしたがう、ユーザ機器との基地局の動作を概念的に
例示するブロック図を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本開示のさまざまな態様は、添付図面を参照して以下により十分に記載される。しかし
ながら、本開示は、異なる多くの形態で具体化され、本開示を通じて示されたどの具体的
な構成または機能にも限定されるものとは解釈されるべきではない。むしろ、これらの態
様は、本開示が十分で完全であり、本開示の範囲を当業者に十分に伝達できるように提供
される。本明細書における教示に基づいて、当業者は、本開示の範囲は、独立して実施さ
れようが、あるいは、本開示の任意の他の態様と組み合わされようが、本明細書で示され
た開示の態様をカバーすることが意図されていることを認識すべきである。例えば、本明
細書に記載された任意の数の態様を用いて装置が実施され、方法が実現されうる。さらに
、本開示の範囲は、別の構成、機能、または、本明細書に記載された開示のさまざまな態
様またはそれ以外の態様が追加された構成および機能を用いて実現される装置または方法
をカバーすることが意図されている。本明細書で示された開示のあらゆる態様は、特許請
求の範囲の１または複数の要素によって具体化されうる。
【００１３】
　「典型的である」という単語は「例、事例、あるいは実例として役立つ」ことを意味す
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るために本明細書で使用される。本明細書において「典型的」と記載されるいかなる態様
も、他の態様よりも好適であるとか、有利であると必ずしも解釈される必要はない。
【００１４】
　本明細書では、特定の態様が記載されているが、これら態様の多くの変形および置換が
、本開示の範囲内にある。好適な態様のいくつかの利点および長所が述べられているが、
本開示の範囲は、特定の利点、使用、および目的に限定されることは意図されていない。
むしろ、本開示の態様は、このうちのいくつかが図面における例示によって、および、以
下の好適な態様の記載によって例示されている異なる無線技術、システム構成、ネットワ
ーク、および伝送プロトコルに広く適用可能であることが意図されている。詳細な記載お
よび図面は、限定ではない開示の単なる例示であり、本開示の範囲は、特許請求の範囲お
よびその均等物によって定義される。
【００１５】
　（典型的な無線通信システム）　
　本明細書に記載された技術は、例えば符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク
、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングル・キャリアＦＤＭＡ（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワーク等のような様々な無線通信ネットワークのために使用され
る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば置換可能に使用される
。ＣＤＭＡネットワークは、例えば、ユニバーサル地上ラジオ・アクセス（ＵＴＲＡ）、
ＣＤＭＡ２０００等のようなラジオ技術を実現しうる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ
－ＣＤＭＡ）および低チップ・レート（ＬＣＲ）を含む。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２
０００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、例えばグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））のようなラジオ技
術を実現しうる。ＯＦＤＭＡネットワークは、例えば、イボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲ
Ａ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１、ＩＥＥＥ　８０２．１６、ＩＥＥＥ　８０２．２０、フ
ラッシュ－ＯＦＤＭ（登録商標）等のようなラジオ技術を実現しうる。ＵＴＲＡ、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ、およびＧＳＭ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）の一部である。ロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴ
ＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ
、およびＬＴＥは、「第３世代パートナシップ計画」（３ＧＰＰ）と命名された組織から
の文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００は、「第３世代パートナシップ計画２」（３
ＧＰＰ２）と命名された組織からの文書に記載されている。
【００１６】
　シングル・キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、送信機側においてシン
グル・キャリア変調を利用し、受信機側において周波数領域等値化を利用する技術である
。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムと同様の性能および同じ全体複雑さを有する。
しかしながら、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その固有のシングル・キャリア構造のために、よ
り低い平均ピーク対電力比（ＰＡＰＲ）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、送信電力効率の観
点において、低ＰＡＰＲがモバイル端末に大いに有益となるアップリンク通信において、
特に大きな注目を集めた。それは現在、３ＧＰＰ　ＬＴＥおよびイボルブドＵＴＲＡにお
けるアップリンク多元接続スキームのための動作前提である。
【００１７】
　アクセス・ポイント（“ＡＰ”）は、ノードＢ、ラジオ・ネットワーク・コントローラ
（“ＲＮＣ”）、ｅノードＢ、基地局コントローラ（“ＢＳＣ”）、基地トランシーバ局
（“ＢＴＳ”）、基地局（“ＢＳ”）、トランシーバ機能（“ＴＦ”）、ラジオ・ルータ
、ラジオ・トランシーバ、基本サービス・セット（“ＢＳＳ”）、拡張サービス・セット
（“ＥＳＳ”）、ラジオ基地局（“ＲＢＳ”）、または、その他いくつかの用語として知
られているか、備えているか、または実現されうる。
【００１８】
　例えば、アクセス端末（“ＡＴ”）は、アクセス端末、加入者局、加入者ユニット、移
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動局、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザ・エージェント、ユーザ・デバイス、ユー
ザ機器、ユーザ局、またはその他いくつかの用語として知られているか、備えているか、
または実現されうる。いくつかの実施において、アクセス端末は、セルラ電話、コードレ
ス電話、セッション開始プロトコル（“ＳＩＰ”）電話、無線ローカル・ループ（“ＷＬ
Ｌ”）局、携帯情報端末（“ＰＤＡ”）、無線接続機能を有するハンドヘルド・デバイス
、局（“ＳＴＡ”）、あるいは無線モデムに接続されたその他いくつかの適切な処理デバ
イスを備えうる。したがって、本明細書で教示された１または複数の態様は、電話（例え
ば、セルラ電話またはスマート・フォン）、コンピュータ（例えば、ラップトップ）、ポ
ータブル通信デバイス、ポータブル・コンピューティング・デバイス（例えば、情報携帯
端末）、エンタティメント・デバイス（例えば、音楽またはビデオ・デバイス、または衛
星ラジオ）、全地球測位システム・デバイス、あるいは無線媒体または有線媒体によって
通信するように構成されたその他任意の適切なデバイスに組み入れられうる。いくつかの
態様では、ノードは無線ノードである。このような無線ノードは、例えば、有線または無
線による通信リンクによる（例えば、インターネットまたはセルラ・ネットワークのよう
な広域ネットワークのような）ネットワークへの、または、ネットワークのための接続を
提供しうる。
【００１９】
　図１に示すように、１つの態様にしたがった多元接続無線通信システムが例示される。
アクセス・ポイント１００（ＡＰ）は、１つのグループはアンテナ１０４，１０６を含み
、別のグループはアンテナ１０８，１１０を含み、さらに別のグループはアンテナ１１２
，１１４を含む複数のアンテナ・グループを含みうる。図１では、おのおののアンテナ・
グループについて２本のアンテナしか示されていない。しかしながら、おのおののアンテ
ナ・グループについて、２本より多いまたは少ないアンテナが利用されうる。アクセス端
末１１６（ＡＴ）はアンテナ１１２，１１４と通信している。ここで、アンテナ１１２，
１１４は、順方向リンク１２０でアクセス端末１１６へ情報を送信し、逆方向リンク１１
８でアクセス端末１１６から情報を受信する。アクセス端末１２２（ＡＴ）はアンテナ１
０６，１０８と通信している。ここで、アンテナ１０６，１０８は、順方向リンク１２６
でアクセス端末１２２へ情報を送信し、逆方向リンク１２４でアクセス端末１２２から情
報を受信する。ＦＤＤシステムでは、通信リンク１１８，１２０，１２４，１２６は、通
信のために、異なる周波数を使用しうる。例えば、順方向リンク１２０は、逆方向リンク
１１８によって使用されるものとは異なる周波数を使用しうる。
【００２０】
　通信するように設計された領域および／またはアンテナのおのおののグループは、しば
しば、アクセス・ポイントのセクタと称される。本開示の１つの態様では、おのおののア
ンテナ・グループは、アクセス・ポイント１００によってカバーされる領域のセクタ内の
アクセス端末へ通信するように設計される。
【００２１】
　順方向リンク１２０，１２６による通信では、アクセス・ポイント１００の送信アンテ
ナは、別のアクセス端末１１６，１２４のための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ことができる。さらに、有効範囲領域にわたって
ランダムに散在するアクセス端末へ送信するためにビームフォーミングを用いるアクセス
・ポイントは、全てのアクセス端末へ単一のアンテナによって送信するアクセス・ポイン
トよりも、近隣のセル内のアクセス端末に対して少ない干渉しかもたらさない。
【００２２】
　図２は、複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）システム２００における（アクセス・ポイント
としても知られている）送信機システム２１０および（アクセス端末としても知られてい
る）受信機システム２５０の態様のブロック図である。送信機システム２１０では、多く
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に提供される。
【００２３】
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　本開示の１つの態様では、データ・ストリームはおのおのの、それぞれの送信アンテナ
を介して送信されうる。ＴＸデータ・プロセッサ２１４は、おのおののデータ・ストリー
ムのトラフィック・データをフォーマットし、このデータ・ストリームのために選択され
た特定の符号化スキームに基づいて符号化し、インタリーブして、符号化されたデータを
提供する。
【００２４】
　おのおののデータ・ストリームの符号化されたデータは、ＯＦＤＭ技術を用いてパイロ
ット・データと多重化されうる。パイロット・データは一般に、既知の手法で処理される
既知のデータ・パターンであり、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
使用されうる。おのおののデータ・ストリームについて多重化されたパイロットおよび符
号化されたデータは、データ・ストリームのために選択された特定の変調スキーム（例え
ば、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、Ｍ－ＰＳＫ、あるいはＭ－ＱＡＭ等）に基づいて変調（例えば
、シンボル・マップ）され、変調シンボルが提供される。おのおののデータ・ストリーム
のデータ・レート、符号化、および変調は、メモリ２３２に格納され、プロセッサ２３０
によって実行される命令群によって決定されうる。
【００２５】
　すべてのデータ・ストリームの変調シンボルは、（例えば、ＯＦＤＭのために）変調シ
ンボルをさらに処理するＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０に提供される。ＴＸ　ＭＩＭＯ
プロセッサ２２０はその後、ＮＴ個の変調シンボル・ストリームを、ＮＴ個の送信機（Ｔ
ＭＴＲ）２２２ａ乃至２２２ｔへ提供する。本開示のある態様では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロ
セッサ２２０は、データ・ストリームのシンボル、および、そのシンボルが送信されるア
ンテナへ、ビームフォーミング重みを適用する。
【００２６】
　おのおのの送信機２２２は、１または複数のアナログ信号を提供するために、それぞれ
のシンボル・ストリームを受信して処理し、さらには、ＭＩＭＯチャネルを介した送信に
適切な変調信号を提供するために、このアナログ信号を調整（例えば、増幅、フィルタ、
およびアップコンバート）する。送信機２２２ａ乃至２２２ｔからのＮＴ個の変調信号は
、その後、ＮＴ個のアンテナ２２４ａ乃至２２４ｔからそれぞれ送信される。
【００２７】
　受信機システム２５０では、送信された変調信号がＮＲ個のアンテナ２５２ａ乃至２５
２ｒによって受信され、おのおののアンテナ２５２からの受信信号が、それぞれの受信機
（ＲＣＶＲ）２５４ａ乃至２５４ｒへ提供されうる。受信機２５４はおのおの、それぞれ
の受信信号を調整（例えば、フィルタ、増幅、および、ダウンコンバート）し、調整され
た信号をデジタル化して、サンプルを得る。さらに、これらサンプルを処理して、対応す
る「受信」シンボル・ストリームを提供する。
【００２８】
　ＲＸデータ・プロセッサ２６０は、ＮＲ個の受信機２５４からＮＲ個のシンボル・スト
リームを受信し、受信されたこれらシンボル・ストリームを、特定の受信機処理技術に基
づいて処理して、ＮＴ個の「検出された」シンボル・ストリームを提供する。ＲＸデータ
・プロセッサ２６０は、その後、検出されたおのおののシンボル・ストリームを復調し、
デインタリーブし、復号して、このデータ・ストリームのためのトラフィック・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
るものと相補的である。
【００２９】
　プロセッサ２７０は、上述したように、どのプリコーディング行列を使用するのかを定
期的に決定する。プロセッサ２７０は、メモリ２７２に格納された命令群を用いて、行列
インデクス部およびランク値部を備えた逆方向リンク・メッセージを規定する。これら逆
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
さまざまなタイプの情報を備えうる。逆方向リンク・メッセージはその後、多くのデータ
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・ストリームのトラフィック・データをデータ・ソース２３６から受け取る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、送信機２５４ａ乃
至２５４ｒによって調整され、基地局２１０へ送り戻される。
【００３０】
　送信機システム２１０では、受信機システム２５０からの変調信号が、アンテナ２２４
によって受信され、受信機２２２によって調整され、復調器２４０によって復調され、Ｒ
Ｘ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
れた逆方向リンク・メッセージを抽出する。さらに、プロセッサ２３０は、ビームフォー
ミング重みを決定するためにどのプリコーディング行列を使用するかを決定するために、
この抽出されたメッセージを処理する。
【００３１】
　図３は、図１に例示される無線通信システム内で適用されうる無線デバイス３０２内で
利用できるさまざまな構成要素を示す。無線デバイス３０２は、本明細書で説明されるさ
まざまな方法を実施するために構成され得るデバイスの例である。無線デバイス３０２は
、ユーザ端末１１６，１２２のうちの何れか、または基地局１００でありうる。
【００３２】
　無線デバイス３０２は、無線デバイス３０２の動作を制御するプロセッサ３０４を含み
うる。このプロセッサ３０４は、中央制御装置（ＣＰＵ）とも称されうる。読取専用メモ
リ（ＲＯＭ）とランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）との両方を含みうるメモリ３０６
が、プロセッサ３０４に命令およびデータを提供する。メモリ３０６の一部は、不揮発性
ランダム・アクセス・メモリ（ＮＶＲＡＭ）をも含みうる。プロセッサ３０４は、通常、
メモリ３０６に格納されたプログラム命令に基づいて、論理演算および算術演算を実行す
る。本明細書で説明される方法を実施するために、メモリ３０６内の命令が実行可能とさ
れうる。
【００３３】
　無線デバイス３０２は、無線デバイス３０２と遠隔位置との間でのデータの送信および
受信を可能にする送信機２１０および受信機３１２を含みうるハウジング３０８をも含み
うる。送信機３１０および受信機３１２は、トランシーバ３１４に結合されうる。単一あ
るいは複数の送信アンテナ３１６が、ハウジング３０８に取り付けられ、トランシーバ３
１４に電気的に接続されうる。無線デバイス３０２はまた、（図示しない）複数の送信機
、複数の受信機、および複数のトランシーバを含みうる。
【００３４】
　無線デバイス３０２は、トランシーバ３１４によって受信された信号を検出し、そのレ
ベルを定量化する目的で使用される信号検出器３１８をも含みうる。信号検出器３１８は
、合計エネルギ、シンボル毎のサブキャリア毎のエネルギ、電力スペクトル密度、および
その他の信号のような信号を検出しうる。無線デバイス３０２は、信号を処理する際に使
用されるデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）３２０をも含みうる。
【００３５】
　無線デバイス３０２のさまざまな構成要素が、データ・バスに加えて電力バス、制御信
号バス、およびステータス信号バスを含みうるバス・システム３２２によってともに結合
されうる。
【００３６】
　本開示の態様では、論理無線通信チャネルが、制御チャネルおよびトラフィック・チャ
ネルに分類されうる。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（ＤＬ）チャネルであるブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）を
備えうる。ページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）は、ページング情報を転送するＤＬ論理
制御チャネルである。マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）は、１またはいくつかの
マルチキャスト・トラフィック・チャネル（ＭＴＣＨ）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メディア・サービス（ＭＢＭＳ）スケジューリングと、制御情
報とを送信するために使用されるポイント・トゥ・マルチポイントＤＬ論理制御チャネル
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である。一般に、ラジオ・リソース制御（ＲＲＣ）接続を確立した後、ＭＢＭＳを受信し
たユーザ端末によってのみＭＣＣＨが使用されうる。専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）は、
専用制御情報を送信するポイント・トゥ・ポイント双方向論理制御チャネルであり、ＲＲ
Ｃ接続を有するユーザ端末によって使用される。論理トラフィック・チャネルは、ユーザ
情報の転送のために、１つのユーザ端末に特化されたポイント・トゥ・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（ＤＴＣＨ）を備えうる。さらに、論理トラフ
ィック・チャネルは、トラフィック・データを送信するポイント・トゥ・マルチポイント
ＤＬチャネルであるマルチキャスト・トラフィック・チャネル（ＭＴＣＨ）を備えうる。
【００３７】
　伝送チャネルは、ＤＬチャネルとＵＬチャネルとに分類される。ＤＬ伝送チャネルは、
ブロードキャスト・チャネル（ＢＣＨ）、ダウンリンク共有データ・チャネル（ＤＬ－Ｓ
ＤＣＨ）、およびページング・チャネル（ＰＣＨ）を備えうる。ＰＣＨは、ユーザ端末に
おける節電をサポートするために利用され（すなわち、不連続受信（ＤＲＸ）サイクルが
、ネットワークによってユーザ端末へ示されうる）、セル全体にわたってブロードキャス
トされ、他の制御／トラフィック・チャネルのために使用されうる物理レイヤ（ＰＨＹ）
リソースにマップされうる。ＵＬ伝送チャネルは、ランダム・アクセス・チャネル（ＲＡ
ＣＨ）、要求チャネル（ＲＥＱＣＨ）、アップリンク共有データ・チャネル（ＵＬ－ＳＤ
ＣＨ）、および複数のＰＨＹチャネルを備えうる。
【００３８】
　ＰＨＹチャネルは、ＤＬチャネルおよびＵＬチャネルのセットを備えうる。
【００３９】
ＤＬ　ＰＨＹチャネルは以下を備えうる。共通パイロット・チャネル（ＣＰＩＣＨ）、同
期チャネル（ＳＣＨ）、共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）、共有ＤＬ制御チャネル（ＳＤＣ
ＣＨ）、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）、共有ＵＬ割当チャネル（ＳＵＡＣＨ
）、アクノレッジメント・チャネル（ＡＣＫＣＨ）、ＤＬ物理共有チャネル（ＤＬ－ＰＳ
ＤＣＨ）、ＵＬ電力制御チャネル（ＵＰＣＣＨ）、ページング・インジケータ・チャネル
（ＰＩＣＨ）、および負荷インジケータ・チャネル（ＬＩＣＨ）。ＵＬ　ＰＨＹチャネル
は以下を備えうる。物理ランダム・アクセス・チャネル（ＰＲＡＣＨ）、チャネル品質イ
ンジケータ・チャネル（ＣＱＩＣＨ）、アクノレッジメント・チャネル（ＡＣＫＣＨ）、
アンテナ・サブセット・インジケータ・チャネル（ＡＳＩＣＨ）、共有要求チャネル（Ｓ
ＲＥＱＣＨ）、ＵＬ物理共有データ・チャネル（ＵＬ－ＰＳＤＣＨ）、およびブロードバ
ンド・パイロット・チャネル（ＢＰＩＣＨ）。
【００４０】
　ＬＴＥは、ダウンリンクで周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を、アップリンクでシングル・
キャリア周波数分割多重（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、ビン等とも称される複数（Ｋ個）の直交サブキャリア
に分割する。おのおののサブキャリアは、データを用いて変調されうる。一般に、変調シ
ンボルは、ＯＦＤＭを用いて周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭを用いて時間領域で送信される
。隣接するサブキャリア間の間隔は固定され、サブキャリアの総数（Ｋ個）は、システム
帯域幅に依存しうる。例えば、サブキャリアの間隔は、１５ｋＨｚでありうる。そして、
（「リソース・ブロック」と呼ばれる）最小リソース割当は、１２サブキャリア（または
１８０ｋＨｚ）でありうる。その結果、ノミナル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ついてそれぞれ１２８，２
５６，５１２，１０２４，または２０４８に等しくなりうる。システム帯域幅はまた、サ
ブ帯域へ分割されうる。例えば、サブ帯域は、１．０８ＭＨｚ（すなわち、６つのブロッ
ク）をカバーし、１．２５，２．５，５，１０，２０ＭＨｚのシステム帯域幅についてそ
れぞれ１，２，４，８，１６のサブ帯域が存在しうる。
【００４１】
　図４は、ＬＴＥにおいて使用されるダウンリンク・フレーム構造を示す。ダウンリンク
の送信タイムラインは、ラジオ・フレームの単位に区分されうる。おのおののラジオ・フ
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レームは、（例えば１０ミリ秒（ｍｓ）のような）予め定められた持続時間を有し、０乃
至９のインデクスを付された１０個のサブフレームへ区分されうる。おのおののサブフレ
ームは２つのスロットを含みうる。したがって、おのおののラジオ・フレームは、０乃至
１９のインデクスを付された２０のスロットを含みうる。おのおののスロットは、例えば
、（図４に示すように）通常のサイクリック・プレフィクスの場合、７つのシンボル期間
を、拡張されたサイクリック・プレフィクスの場合、１４つのシンボル期間のように、Ｌ
個のシンボル期間を含みうる。おのおののサブフレームでは、２Ｌ個のシンボル期間が、
０乃至２Ｌ－１のインデクスを割り当てられうる。利用可能な時間周波数リソースが、リ
ソース・ブロックへ区分されうる。おのおののリソース・ブロックは、１つのスロットに
おいてＮ個のサブキャリア（例えば、１２のサブキャリア）をカバーしうる。
【００４２】
　ＬＴＥでは、ｅノードＢは、ｅノードＢにおける各セルについて、一次同期信号（ＰＳ
Ｓ）および二次同期信号（ＳＳＳ）を送信しうる。図４に示すように、一次同期信号およ
び二次同期信号は、通常のサイクリック・プレフィクスを持つ各ラジオ・フレームのサブ
フレーム０，５のおのおのにおいて、シンボル期間６およびシンボル期間５でそれぞれ送
信されうる。これら同期信号は、セル検出および獲得のためにＵＥによって使用されうる
。ｅノードＢはまた、サブフレーム０のスロット１におけるシンボル期間０乃至３で、物
理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）を送信しうる。ＰＢＣＨは、あるシステム情
報を伝送しうる。
【００４３】
　図４では、最初のシンボル期間の全体が示されているが、ｅノードＢは、各サブフレー
ムの最初のシンボル期間で、物理制御フォーマット・インジケータ・チャネル（ＰＣＦＩ
ＣＨ）を送信しうる。ＰＣＦＩＣＨは、制御チャネルのために使用されるシンボル期間の
数（Ｍ）を伝えうる。ここで、Ｍは、１，２または３に等しく、サブフレーム毎に変化し
うる。Ｍはまた、例えば、１０未満のリソース・ブロックのように、少ない数のシステム
帯域幅に対して４に等しくなりうる。図４に示す例では、Ｍ＝３である。ｅノードＢは、
おのおののサブフレームの最初のＭ個のシンボル期間（図４では、Ｍ＝３）において、物
理ＨＡＲＱインジケータ・チャネル（ＰＨＩＣＨ）および物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）を送信しうる。ＰＨＩＣＨは、ハイブリッド自動再送信（ＨＡＲＱ）をサ
ポートするための情報を伝送しうる。ＰＤＣＣＨは、ＵＥのためのアップリンクおよびダ
ウンリンクのリソース割当に関する情報と、アップリンク・チャネルのための電力制御情
報とを伝送しうる。図４における第１のシンボル期間には図示されていないが、ＰＤＣＣ
ＨとＰＨＩＣＨも第１のシンボル期間に含まれることが理解される。同様に、ＰＨＩＣＨ
とＰＤＣＣＨは、図４には図示されていないが、第２のシンボル期間と第３のシンボル期
間との両方にも存在する。ｅノードＢはまた、おのおののサブフレームの残りのシンボル
期間で、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を送信しうる。ＰＤＳＣＨは、ダ
ウンリンクで、データ送信のためにスケジュールされたＵＥのためのデータを伝送しうる
。ＬＴＥにおけるさまざまな信号およびチャネルは、公的に利用可能な「イボルブド・ユ
ニバーサル地上ラジオ・アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理チャネルおよび変調」（Evolve
d Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation
）と題された３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。
【００４４】
　ｅノードＢは、ｅノードＢによって使用されるシステム帯域幅の中央の１．０８ＭＨｚ
でＰＳＳ、ＳＳＳ、およびＰＢＣＨを送信しうる。ｅノードＢは、これらのチャネルが送
信される各シンボル期間におけるシステム帯域幅全体でＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを
送信しうる。ｅノードＢは、システム帯域幅のある部分で、ＵＥのグループにＰＤＣＣＨ
を送信しうる。ｅノードＢは、システム帯域幅の特定の部分で、特定のＵＥに、ＰＤＳＣ
Ｈを送信しうる。ｅノードＢは、すべてのＵＥへブロードキャスト方式でＰＳＳ、ＳＳＳ
、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、およびＰＨＩＣＨを送信し、ＰＤＣＣＨを、ユニキャスト方
式で、特定のＵＥへ送信しうる。さらに、特定のＵＥへユニキャスト方式でＰＤＳＣＨを
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も送信しうる。
【００４５】
　各シンボル期間において、多くのリソース要素が利用可能でありうる。おのおののリソ
ース要素は、１つのシンボル期間において１つのサブキャリアをカバーし、実数値または
複素数値である１つの変調シンボルを送信するために使用されうる。おのおののシンボル
期間において、基準信号のため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）へ構成されうる。おのおののＲＥＧは、１つのシンボル期間内に、４つのリソー
ス要素を含みうる。ＰＣＦＩＣＨは、シンボル期間０において、４つのＲＥＧを占有しう
る。これらは、周波数にわたってほぼ等間隔に配置されうる。ＰＨＩＣＨは、１または複
数の設定可能なシンボル期間内に３つのＲＥＧを占有しうる。これらは、周波数にわたっ
て分散されうる。例えば、ＰＨＩＣＨのための３つのＲＥＧはすべて、シンボル期間０に
属しうる。あるいは、シンボル期間０，１，２に分散されうる。ＰＤＣＣＨは、最初のＭ
個のシンボル期間内に、９，１８，３２，または６４のＲＥＧを占有しうる。これらは、
利用可能なＲＥＧから選択されうる。複数のＲＥＧのある組み合わせのみが、ＰＤＣＣＨ
のために許可されうる。
【００４６】
　ＵＥは、ＰＨＩＣＨとＰＣＦＩＣＨとのために使用された特定のＲＥＧを認識しうる。
ＵＥは、ＰＤＣＣＨを求めて、ＲＥＧの異なる組み合わせを探索しうる。探索する組み合
わせの数は、一般に、ＰＤＣＣＨのために許可された組み合わせ数よりも少ない。ｅノー
ドＢは、ＵＥが探索する組み合わせのうちの何れかのＵＥにＰＤＣＣＨを送信しうる。
【００４７】
　ＵＥは、複数のｅノードＢの有効通信範囲内に存在しうる。これらのｅノードＢのうち
の１つは、ＵＥにサービス提供するために選択されうる。サービス提供するｅノードＢは
、例えば受信電力、経路喪失、信号対雑音比（ＳＮＲ）等のようなさまざまな基準に基づ
いて選択されうる。
【００４８】
　（キャリア・アグリゲーション）　
　ＬＴＥアドバンストは、各方向における送信のために使用される、最大で合計１００Ｍ
Ｈｚのキャリア・アグリゲーション（５成分のキャリア）に割り当てられた最大２０ＭＨ
ｚ帯域幅のスペクトルを用いる。一般に、アップリンクではダウンリンクよりも少ないト
ラフィックしか送信されないので、アップリンク・スペクトル割当は、ダウンリンク・ス
ペクトル割当よりも小さくなりうる。例えば、２０ＭＨｚがアップリンクに割り当てられ
た場合、ダウンリンクは１００ＭＨｚを割り当てられうる。これらの非対称のＦＤＤ割当
は、スペクトルを節約し、ブロードバンド加入者による一般的に非対称の帯域幅利用のた
めに良く適合する。
【００４９】
　（キャリア・アグリゲーション・タイプ）　
　ＬＴＥアドバンスト・モバイル・システムについては、２つのタイプのキャリア・アグ
リゲーション（ＣＡ）方法、すなわち連続的なＣＡと不連続的なＣＡとが提案されている
。これらは図５Ａおよび図５Ｂに例示されている。利用可能な複数の成分キャリアが、周
波数帯域に沿って分離されている場合、不連続的なＣＡが生じる。一方、利用可能な複数
の成分キャリアが、互いに隣接している場合、連続的なＣＡが生じる。ＬＴＥアドバンス
トＵＥの１つのユニットにサービス提供するために、不連続的なＣＡと連続的なＣＡとの
両方が、複数のＬＴＥ／成分キャリアをアグリゲートする。
【００５０】
　ＬＴＥアドバンストＵＥでは、不連続的なＣＡを用いて、複数のＲＦ受信ユニットおよ
び複数のＦＦＴが配置されうる。なぜなら、これらキャリアは、周波数帯域に沿って分離
されるからである。不連続的なＣＡは、分離された複数のキャリアによるデータ送信を、
広い周波数範囲にわたってサポートするので、伝搬経路喪失、ドップラ・シフト、および
その他のラジオ・チャネル特性は、異なる周波数帯域において大きく変動しうる。
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【００５１】
　したがって、不連続的なＣＡアプローチの下におけるブロードバンド・データ送信をサ
ポートするために、異なる成分キャリアのための符号化、変調、および送信電力を適応的
に調節する方法が使用されうる。例えば、エンハンスト・ノードＢ（ｅノードＢ）が、各
成分キャリアにおいて固定された送信電力を有するＬＴＥアドバンスト・システムでは、
各成分キャリアの有効な通信範囲またはサポート可能な変調および符号化は異なりうる。
【００５２】
　（データ・アグリゲーション・スキーム）　
　図６は、ＩＭＴアドバンスト・システムのため、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤに
おける異なる成分キャリアからの送信ブロック（ＴＢ）（図６）をアグリゲートすること
を例示する。各成分キャリアは、ＭＡＣレイヤ・データ・アグリゲーションを用いて、Ｍ
ＡＣレイヤに、自身の独立したハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）エンティティと、
物理レイヤに、自身の送信構成パラメータ（例えば、送信電力、変調および符号化スキー
ム、および複数のアンテナ設定）とを有する。同様に、物理レイヤには、各成分キャリア
のために、１つのＨＡＲＱエンティティが提供される。
【００５３】
　（制御シグナリング）　
　一般に、複数の成分キャリアのための制御チャネル・シグナリングを展開するために、
３つの異なるアプローチが存在する。第１番目は、ＬＴＥシステムにおける制御構造を若
干修正することを含む。ここでは、各成分キャリアは、自身の符号化制御チャネルを与え
られる。
【００５４】
　第２の方法は、異なる成分キャリアの制御チャネルを統合的に符号化することと、これ
ら制御チャネルを、専用の成分キャリア内に配置することと、を含む。複数の成分キャリ
アのための制御情報は、この専用の制御チャネルにおけるシグナリング・コンテンツとし
て統合されるだろう。この結果、ＣＡにおけるシグナリング・オーバヘッドが低減されな
がら、ＬＴＥシステムにおける制御チャネル構造との後方互換性が維持される。
【００５５】
　異なる成分キャリアのための複数の制御チャネルは、統合的に符号化され、その後、第
３のＣＡ方法によって生成された周波数帯域全体にわたって送信される。このアプローチ
は、ＵＥ側における高い電力消費を犠牲にして、制御チャネルにおける高い符号化パフォ
ーマンスおよび低いシグナリング・オーバヘッドを提供する。しかしながら、この方法は
、ＬＴＥシステムと互換性をもたない。
【００５６】
　（ハンドオーバ制御）
　ＣＡがＩＭＴアドバンストＵＥのために使用される場合、複数のセルにわたるハンドオ
ーバ手順中に、送信連続性をサポートすることが望ましい。しかしながら、到来するＵＥ
のため、特定のＣＡ構成要件およびサービス品質（ＱｏＳ）要件を持つ十分なシステム・
リソース（すなわち、良好な送信品質を持つ成分キャリア）を確保することは、次のｅノ
ードＢのために魅力的でありうる。この理由は、２つ（またはそれ以上）の隣接するセル
（ｅノードＢ）のチャネル条件が、特定のＵＥについて異なりうるからである。１つのア
プローチでは、ＵＥは、各隣接セルにおいて、１つ成分キャリアのパフォーマンスしか測
定しない。これは、ＬＴＥシステムにおけるものと同様の測定遅れ、複雑さ、およびエネ
ルギ使用量を与える。対応するセルにおけるその他の成分キャリアのパフォーマンスの推
定値は、１つの成分キャリアの測定結果に基づきうる。この推定値に基づいて、ハンドオ
ーバ決定および送信構成が決定されうる。
【００５７】
　さまざまな実施形態によれば、（キャリア・アグリゲーションとも称される）マルチ・
キャリア・システムにおいて動作しているＵＥは、「一次キャリア」と称されるものと同
じキャリアにおける制御機能およびフィードバック機能のような、複数のキャリアのある
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りのキャリアは、関連付けられた二次キャリアと称される。例えば、ＵＥは、例えば、オ
プションの専用チャネル（ＤＣＨ）、非スケジュール許可、物理アップリンク制御チャネ
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
って提供されるような制御機能をアグリゲートしうる。シグナリングおよびペイロードは
、ｅノードＢによるＵＥへのダウンリンクと、ＵＥによるｅノードＢへのアップリンクと
の両方で送信されうる。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、複数の一次キャリアが存在しうる。さらに、二次キャリアは
、例えば、ＬＴＥ　ＲＲＣプロトコルのための３ＧＰＰ技術仕様３６．３３１のような、
レイヤ２手順である物理チャネル確立およびＲＦＬ手順を含むＵＥの基本動作に悪影響を
与えることなく、追加または削除されうる。
【００５９】
　図７は、一例にしたがって、物理チャネルをグループ化することによって、マルチ・キ
ャリア無線通信システムにおいてラジオ・リンクを制御するための方法７００を例示する
。図示するように、この方法は、７０５において、少なくとも２つのキャリアからの制御
機能を、１つのキャリアにアグリゲートして、一次キャリアと、１または複数の関連付け
られた二次キャリアとを生成することを含む。次に、ブロック７１０において、一次キャ
リアと、各二次キャリアとのための通信リンクが確立される。その後、通信は、ブロック
７１５において、一次キャリアに基づいて制御される。
【００６０】
　（キャリア・アグリゲーションにおけるＳＲＳ電力スケーリング）　
　ＬＴＥアドバンストでは、ユーザ機器（ＵＥ）は、複数の成分キャリア（ＣＣ）を用い
て設定される。１つのＣＣが、ＵＥに対する一次成分キャリア（ＰＣＣ）として指定され
、他のＣＣが、ＵＥに対する二次成分キャリア（ＳＣＣ）と呼ばれる。ＰＣＣは、各ＵＥ
の高次レイヤによって、準静的に設定されうる。より具体的には、アクノレッジメント／
否定的アクノレッジメント（ＡＣＫ／ＮＡＫ）信号、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ
）、およびスケジューリング要求（ＳＲ）情報が、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）を介してＰＣＣで送信されうる。ＳＣＣは、所与のＵＥのためのＰＵＣＣＨを伝
送しないことがありうる。ＬＴＥ－Ａはさらに、並列的なＰＵＣＣＨと、物理アップリン
ク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）とをサポートしうる。
【００６１】
　ＵＥは、ＵＥによる最大電力消費量を制限するために、各チャネルの電力をスケールし
うる。チャネルのうちのいくつかは、異なるチャネルの電力をスケールしながら、高い優
先度を与えられうる。例えば、アップリンク制御情報（ＵＣＩ）を備えたＰＵＳＣＨは、
ＵＣＩを備えていないＰＵＳＣＨよりも優先付けられうる（例えば、ＵＣＩを備えていな
いＰＵＳＣＨの電力は、最初に（例えば、ゼロへ）スケール・ダウンされうる）。したが
って、優先順位の例は、以下の通りでありうる。　
　ＰＵＣＣＨ＞ＵＣＩを備えたＰＵＳＣＨ＞ＵＣＩを備えていないＰＵＳＣＨ
　優先付けはまた、同じ成分キャリアが利用されているか、異なる成分キャリアが利用さ
れているかに関わらず実行されうる。
【００６２】
　本実施では、合計送信電力が、ＵＥのキャリア毎の許容された最大送信電力（ＰＣＭＡ

Ｘ）を超える場合、各ＰＵＳＣＨの送信電力をスケール・ダウンさせうる。例えば、各Ｐ
ＵＳＣＨの電力をスケールするために、以下の電力不等式が使用されうる。　
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【数１】

【００６３】
ここで、ｗｃは、キャリアｃにおけるＰＵＳＣＨのためのスケーリング係数であり、ＰＰ

ＵＳＣＨは、キャリアｃにおいてＰＵＳＣＨのために使用される電力を表し、ＰＰＵＣＣ

Ｈは、ＰＵＣＣＨ送信のために使用される電力を表し、ｉは、サブフレーム・インデクス
を表す。
【００６４】
　ＬＴＥ時分割デュプレクス（ＴＤＤ）では、ＵＥのサウンディング基準信号（ＳＲＳ）
が、ＬＴＥ　ＴＤＤにおけるように、アップリンク（ＵＬ）サブフレームの最後のシンボ
ルで、あるいは、アップリンク・パイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ）の１つのシンボ
ルの何れかで送信されうるか、あるいはこれら両方のシンボルで送信されうる。サウンデ
ィング基準信号（ＳＲＳ）がフレームの最後のシンボルで送信された場合、ＰＵＳＣＨが
、ＳＲＳ送信と同じ成分キャリアにあるのであれば、最後のシンボルは、ＰＵＳＣＨのた
めに使用されないことがありうる。同様に、ＰＵＣＣＨが、最後のシンボルを用いないフ
ォーマット１／１ａ／１ｂの短縮バージョンを使用する場合、ＳＲＳは、ＰＵＣＣＨと同
じ成分キャリアで送信されうる。しかしながら、ＰＵＣＣＨが、通常のバージョンのフォ
ーマット１／１ａ／１ｂ等や、または、フォーマット２／２ａ／２ｂのようなその他のフ
ォーマットを用いるのであれば、ＳＲＳは落とされうる。
【００６５】
　本開示のある態様は、例えば、ＴＤＤにおいてＵｐＰＴＳにおけるＳＲＳシンボルまた
は最後のシンボルの何れかのようなＳＲＳシンボルを送信しながら、送信電力を決定およ
びスケールするための技術を提供する。図８は、本開示のある態様にしたがって、ＵＥに
よって実行されうる送信電力割当のための典型的な動作８００を例示する。
【００６６】
　この動作は、動作８０２において、ＵＥが、サブフレームで送信されるべき１または複
数のアップリンク・チャネル・シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数
の第１のセットを用いてスケールすることで始まる。８０４では、ＵＥが、同じサブフレ
ームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）シンボルの送信
電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケールする。スケー
リング係数の第１のセットは、スケーリング係数の第２のセットとは異なる。８０６では
、ＵＥが、スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、スケー
ルされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、サブフレームで送信しうる。
【００６７】
　さまざまな態様によれば、例えば、ＴＤＤにおけるＵｐＰＴＳにおけるＳＲＳシンボル
または最後のシンボルの何れかでＳＲＳシンボルを送信しながら、送信電力を決定し、送
信電力をスケールするための別のシナリオが提供される。第１のシナリオは、すべての成
分キャリアによるＳＲＳ送信のみの電力をスケールすることを含む。第２のシナリオは、
すべての成分キャリアにわたってＰＵＣＣＨと関係しているＳＲＳ送信の電力をスケール
することを含む。第３のシナリオは、すべての成分キャリアにわたってＰＵＳＣＨと関係
しているＳＲＳ送信の電力をスケールすることを含む。第４のシナリオは、すべての成分
キャリアにわたってＳＲＳ、ＰＵＣＣＨ、およびＰＵＳＣＨ送信の電力をスケールするこ
とを含む。
【００６８】
　上記のシナリオでは、サブフレームの最後のシンボル（または、ＴＤＤにおけるＵｐＰ
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ＴＳにおけるＳＲＳシンボル）が着目されうることが注目されるべきである。したがって
、ＰＵＣＣＨのないシナリオでは、ＰＵＣＣＨ送信が存在しないか、あるいは、サブフレ
ームの最後のシンボルで送信しない短縮ＰＵＣＣＨフォーマットが使用されうるかの何れ
かである。同様に、ＰＵＳＣＨのないシナリオは、ＰＵＳＣＨ送信がないこと、または、
最後のシンボルを用いたＰＵＳＣＨ送信がないことに起因しうる。
【００６９】
　本開示のある態様については、ＳＲＳシンボルの電力は、サブフレーム内の他のシンボ
ルの電力と独立する方式でスケールされうる。したがって、許容可能な最大電力に達しな
い限り、電力制御方程式が、すべての物理チャネルについて維持されうる。各成分キャリ
アについて、同じサブフレーム内のＳＲＳシンボルのために使用されるものと同じ電力ス
ケーリング係数が、ＰＵＳＣＨを伝送するすべてのシンボルに対して適用されうる。この
ような場合、ＵＥのために許容された最大電力に達した場合、ＳＲＳ電力送信は、ＰＵＣ
ＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨにおける送信よりも優先度を与えられうる。
【００７０】
　本開示のある態様の場合、他のシンボルの最大送信電力に達した場合、ＳＲＳシンボル
の送信電力は、サブフレーム内の他のシンボルの送信電力と同じでありうる。この結果、
同じサブフレーム内の他のシンボルもまた最大電力で送信されているのであれば、ＳＲＳ
は最大電力で送信されうる。
【００７１】
　すべての成分キャリアにおいてＳＲＳチャネルのみが送信されうる（例えば、ＰＵＣＣ
ＨまたはＰＵＳＣＨにおいて送信がない、または、サブフレームの最後のシンボルにおい
て送信がない）ことを考慮すると、ＳＲＳシンボルの合計送信電力が、各キャリアについ
て、ＵＥの最大送信電力（ＰＣＭＡＸ）を超えた場合、ＵＥは、以下の電力不等式が満足
されるように、成分キャリアのおのおのにおける各ＳＲＳ送信の送信電力をスケール・ダ
ウンしうる。　
【数２】

【００７２】
ここで、ＰＳＲＳｃは、キャリアｃにおけるＳＲＳ送信の電力を表し、Ｖｃは、キャリア
ｃにおけるＳＲＳ送信の電力のためのスケーリング係数を表す。このスケーリング係数は
また、ＰＵＳＣＨ送信のために使用されるスケーリング係数とは異なりうる。
【００７３】
　すべての成分のキャリアにわたってＰＵＣＣＨと関係しているＳＲＳ送信を含んでいる
第２のシナリオに関して、最後のシンボルの合計送信電力が、ＵＥの最大送信電力ＰＣＭ

ＡＸ（例えば、電力しきい値）を超える場合、ＵＥは、以下の電力不等式が満足されるよ
うに、各ＳＲＳの送信電力をスケール・ダウンしうる。　
【数３】

【００７４】
　前述したように、第３および第４のシナリオは、すべての成分キャリアにわたってＰＵ
ＳＣＨと関係しているＳＲＳ送信を含むか、または、すべての成分キャリアにわたるＳＲ
Ｓ送信、ＰＵＣＣＨ送信、またはＰＵＳＣＨ送信を含む。これらのシナリオについては、
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ＵＥは、ＰＵＳＣＨおよび／またはＰＵＣＣＨにおける送信に優先度を与え、ＰＵＳＣＨ
送信および／またはＰＵＣＣＨ送信に十分な電力が割り当てられた後、残りの電力を用い
て、ＳＲＳ送信のための電力スケーリングを実行しうる。したがって、以下の電力不等式
が満足されうる。　
【数４】

【００７５】
ここで、ＰＰＵＳＣＨｃ（ｉ）は、最後のシンボルによるＰＵＳＣＨ送信を持つ成分キャ
リアを表す。上記式では、最後のシンボルを使用しているＰＵＳＣＨ送信のみが考慮され
うることが注目されるべきである。
【００７６】
　ある態様については、ＳＲＳ送信電力割当は、ＰＵＳＣＨ電力割当よりも優先付けられ
うる。例えば、ＰＵＳＣＨ電力は、例えば、直交フェーズ・シフト・キーイング（ＱＰＳ
Ｋ）変調の場合、最後のシンボルについてスケールされうる。
【００７７】
　第３および第４のシナリオのための別の代案は、ＳＲＳ送信を落とすことでありうる。
しかしながら、ＳＲＳ送信の余裕がまだある場合、これは必要ではない場合がありうる。
【００７８】
　上記式において記載されたようなＳＲＳのための電力スケーリング係数（Ｖｃ）は、Ｐ
ＵＳＣＨのための電力スケーリング係数（ｗｃ）を決定するのと同様に決定されうる。例
えば、すべての成分キャリアにわたって一様であるスケーリング、すべての成分キャリア
にわたって非一様であるスケーリング（例えば、より高い優先度を一次成分キャリアに与
える等）、および、ｄＢまたは線形領域におけるスケーリングが考慮されうる。優先度ル
ールは、ＰＵＳＣＨに対しても同様でありうる。そして、標準的な用途において指定され
うるか、あるいは、ＵＥ実施に任せされうる。
【００７９】
　図９は、本開示のある態様にしたがう電力スケーリング技術を実行することが可能な、
基地局９１０およびユーザ機器９２０を備えたシステム９００の例を例示する。例示され
るように、基地局９１０は、制御メッセージおよびチャネル設定メッセージをＵＥ９２０
へ送信するための送信機モジュール９１２を含みうる。
【００８０】
　ＵＥ９２０は、受信機モジュール９２６を用いてチャネル設定を受信し、アップリンク
電力決定モジュール９２４を用いて、複数の成分キャリアによる送信のために使用される
べき電力量を決定しうる。アップリンク電力決定モジュール９２４は、各成分キャリアに
おけるＰＵＳＣＨ送信およびＰＵＣＣＨ送信のために使用される送信電力をスケールする
ためのスケーリング係数を決定するために、上述した何れかの技術、または、これら技術
の組み合わせを利用しうる。
【００８１】
　アップリンク電力決定モジュール９２４はまた、各成分キャリアにおけるＳＲＳ送信の
ためのスケーリング係数を決定することによって、ＴＤＤにおけるＵｐＰＴＳにおけるＳ
ＲＳシンボルまたはサブフレームの最後のシンボルによるＳＲＳ送信のための送信電力を
決定しうる。ＵＥは、ＳＲＳシンボルまたはＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨシンボルの何れかの
ための送信電力を決定することに優先度を与えうる。送信機モジュール９２２は、決定さ
れた／スケールされた電力値を用いて、ＳＲＳシンボルおよびＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨシ
ンボルを送信する。基地局９１０は、受信機モジュール９１６を用いてこれらシンボルを
受信し、受信したシンボルを、処理モジュール９１４を用いて処理する。処理モジュール
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９１４はまた、ＵＥからのアップリンク送信のためのチャネル設定信号を決定しうる。
【００８２】
　上述した方法のさまざまな動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の適切な
手段によって実行されうる。これら手段は、限定される訳ではないが、回路、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを含むさまざまなハードウェア構成要素およ
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みうる。
【００８３】
　本開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回
路を、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（Ａ
ＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）もしくはその他
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、または本明細書で説明される機
能を実行するように設計されたその任意の組み合わせを用いて実施または実行することが
できる。汎用プロセッサは、マイクロ・プロセッサでありうるが、代替案では、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、または順序回路
でありうる。プロセッサは、例えばＤＳＰとマイクロ・プロセッサとの組み合わせ、複数
のマイクロ・プロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１または複数のマイクロ・プロセッサ、
またはその他任意のこのような構成であるコンピューティング・デバイスの組み合わせと
して実現されうる。
【００８４】
　本開示に関連して記載された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアによ
って直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールによって、ある
いは、これら２つの組み合わせによって具現化されうる。ソフトウェア・モジュールは、
当該技術分野において周知のすべての形式の記憶媒体に常駐しうる。使用されうる記憶媒
体のいくつかの例は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ
）、フラッシュメモリ、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などを含む。ソフトウェア・モジュールは
、単一の命令または複数の命令を備えることができ、複数の異なるコード・セグメント上
で、異なるプログラムの間で、および複数の記憶媒体にわたって分散されうる。記憶媒体
は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込めるように、プ
ロセッサに結合されうる。あるいは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。
【００８５】
　本明細書で開示された方法は、説明された方法を達成するための１または複数のステッ
プまたは動作を備える。方法ステップおよび／または動作は、特許請求の範囲のスコープ
から逸脱せずに相互に置換されうる。言い換えると、ステップまたは動作の特定の順序が
指定されていない限り、特定のステップおよび／または動作の順序および／または使用は
、特許請求の範囲のスコープから逸脱せずに変更されうる。
【００８６】
　１または複数の典型的な実施形態では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、あるいはそれらの任意の組み合わせによって実現されうる。ソフト
ウェアで実現される場合、これら機能は、コンピュータ読取可能な媒体上に格納されるか
、あるいは、コンピュータ読取可能な媒体上の１または複数の命令群またはコードとして
送信されうる。コンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両
方を含む。これらは、コンピュータ・プログラムのある場所から別の場所への転送を容易
にする任意の媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされうる利用可能
な任意の媒体である。例として、限定することなく、このようなコンピュータ読取可能な
媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の光ディスク記憶装
置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、あるいは、所望のプログラ
ム・コード手段を命令群またはデータ構造の形式で搬送または格納するために使用され、
しかも、コンピュータによってアクセスされうるその他任意の媒体を備えうる。さらに、
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いかなる接続も、コンピュータ読取可能な媒体として適切に称される。同軸ケーブル、光
ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、あるいは、例えば
赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、あ
るいはその他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイ
バ・ケーブル、ツイスト・ペア、ＤＳＬ、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ
波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク（ｄｉｓ
ｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパクト・ディスク（ｄｉｓｃ）（ＣＤ）、レーザ・ディスク
（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（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）、およびブルー・レイ・ディスク（ｄ
ｉｓｃ）を含む。これらｄｉｓｃは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。それに
対して、ｄｉｓｋは、通常、データを磁気的に再生する。上記の組み合わせもまた、コン
ピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００８７】
　したがって、ある態様は、本明細書に記載された動作を実行するためのコンピュータ・
プログラム製品を備えうる。例えば、このようなコンピュータ・プログラム製品は、格納
された（および／またはエンコードされた）命令群を有するコンピュータ読取可能な媒体
を備える。これら命令群は、本明細書において記載された動作を実行するために、１また
は複数のプロセッサによって実行されることが可能である。ある態様の場合、コンピュー
タ・プログラム製品は、パッケージング・マテリアルを含みうる。
【００８８】
　ソフトウェアまたは命令群は、送信媒体を介しても送信される。例えば、同軸ケーブル
、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、あるいは、例
えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ
、あるいはその他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光フ
ァイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、ＤＳＬ、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイ
クロ波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。
【００８９】
　さらに、本明細書で説明され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、適宜、ユーザ端末および／または基地局によってダウンロードし
、かつ／または他の形式で入手することができることを了解されたい。例えば、このよう
なデバイスは、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
サーバに結合されうる。代替案では、本明細書に記載されたさまざまな方法は、記憶手段
（例えば、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）を介して提供され、ユーザ端末および／または基地局は、記憶
手段をデバイスに結合するか提供するときにさまざまな方法を取得しうる。さらに、本明
細書で説明された方法および技法をデバイスに提供するために、その他任意の適切な技法
が利用されうる。
【００９０】
　特許請求の範囲が、上述した正確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。さまざまな修正、変更、および変形が、特許請求の範囲の範囲から逸脱せずに、前
述した方法および装置の構成、動作、および詳細において実施されうる。
【００９１】
　前述したものは、本開示の態様に向けられているが、これら開示のその他およびさらな
る態様が、本願の基本的な範囲から逸脱することなく考案され、この範囲は、以下に示す
特許請求の範囲によって決定される。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］無線通信のための方法であって、
　サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送
信電力を、１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールすることと
、
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　同じサブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）
シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケー
ルすることと、ここで、前記スケーリング係数の第１のセットは、前記スケーリング係数
の第２のセットとは異なる、
　前記スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、前記スケー
ルされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信す
ることと、
を備える方法。
［２］前記送信することは、複数の成分キャリアで送信することを備える、［１］に記載
の方法。
［３］前記スケーリング係数の第２のセットは、前記スケーリング係数の第１のセットと
独立して決定される、［１］に記載の方法。
［４］前記サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シン
ボルの送信電力をスケールすることは、共通の成分キャリアで送信されるすべてのアップ
リンク共有チャネル・シンボルのために、同じスケーリング係数を利用することを備える
、［１］に記載の方法。
［５］送信電力しきい値に達したかを判定することと、
　達したと判定された場合、前記アップリンク・チャネル・シンボルおよび前記ＳＲＳシ
ンボルの送信を優先付けることと、
をさらに備える［１］に記載の方法。
［６］前記優先付けることは、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定するこ
とと、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数を決定す
る場合に、残りの送信電力を割り当てることと、ここで、前記残りの送信電力は、最大送
信電力から、ＳＲＳシンボルの送信のために割り当てられた電力を引くことを備える、
を備える、［５］に記載の方法。
［７］前記優先付けることは、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数の第１の
セットを決定することと、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定する場
合に、残りの送信電力を割り当てることと、ここで、前記残りの送信電力は、最大送信電
力から、前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のために割り当てられた電力を引
くことを備える、
を備える、［５］に記載の方法。
［８］前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信電力が、しきい値以上であるかを判
定することと、
　しきい値以上であると判定された場合、前記ＳＲＳシンボルを最大電力を用いて送信す
ることと、
をさらに備える［１］に記載の方法。
［９］前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信電力をスケールすることは、
　前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信に割り当てられた合計送信電力を決定するこ
とと、
　前記合計送信電力が、キャリア毎の最大送信電力を超えるのであれば、複数の成分キャ
リアにおけるＳＲＳシンボルの送信のためにスケールされた１または複数の送信電力値の
合計が、予め定められた値以下になるように、前記スケーリング係数の第２のセットを決
定することと、
を備える、［１］に記載の方法。
［１０］前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力である、［９］に記載
の方法。



(24) JP 5792289 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

［１１］前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力から、アップリンク制
御チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力を引いたものである、［９］に記載の
方法。
［１２］前記予め定められた値は、前記複数の成分キャリアについて、前記キャリア毎の
最大送信電力から、アップリンク制御チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力と
、アップリンク共有チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力とを引いたものであ
る、［９］に記載の方法。
［１３］無線通信のための装置であって、
　サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送
信電力を、１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールする手段と
、
　同じサブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）
シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケー
ルする手段と、ここで、前記スケーリング係数の第１のセットは、前記スケーリング係数
の第２のセットとは異なる、
　前記スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、前記スケー
ルされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信す
る手段と、
を備える装置。
［１４］前記送信する手段は、複数の成分キャリアで送信することを備える、［１３］に
記載の装置。
［１５］前記スケーリング係数の第２のセットは、前記スケーリング係数の第１のセット
と独立して決定される、［１３］に記載の装置。
［１６］前記サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シ
ンボルの送信電力をスケールする手段は、共通の成分キャリアで送信されるすべてのアッ
プリンク共有チャネル・シンボルのために、同じスケーリング係数を利用する手段を備え
る、［１３］に記載の装置。
［１７］送信電力しきい値に達したかを判定する手段と、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルおよび前記ＳＲＳシンボルの送信を優先付ける
手段と、
をさらに備える［１３］に記載の装置。
［１８］前記優先付ける手段は、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定する手
段と、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数を決定す
る場合に、残りの送信電力を割り当てる手段と、ここで、前記残りの送信電力は、最大送
信電力から、ＳＲＳシンボルの送信のために割り当てられた電力を引くことを備える、
を備える、［１７］に記載の装置。
［１９］前記優先付ける手段は、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数の第１の
セットを決定する手段と、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定する場
合に、残りの送信電力を割り当てる手段と、ここで、前記残りの送信電力は、最大送信電
力から、前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のために割り当てられた電力を引
くことを備える、
を備える、［１７］に記載の装置。
［２０］前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信電力が、しきい値以上であるかを
判定する手段と、
　前記ＳＲＳシンボルを、最大電力を用いて送信する手段と、
をさらに備える［１３］に記載の装置。
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［２１］前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信電力をスケールする手段は、
　前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信に割り当てられた合計送信電力を決定する手
段と、
　前記合計送信電力が、キャリア毎の最大送信電力を超えるのであれば、複数の成分キャ
リアにおけるＳＲＳシンボルの送信のためにスケールされた１または複数の送信電力値の
合計が、予め定められた値以下になるように、前記スケーリング係数の第２のセットを決
定する手段と、
を備える、［１３］に記載の装置。
［２２］前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力である、［２１］に記
載の装置。
［２３］前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力から、アップリンク制
御チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力を引いたものである、［２１］に記載
の装置。
［２４］前記予め定められた値は、前記複数の成分キャリアについて、前記キャリア毎の
最大送信電力から、アップリンク制御チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力と
、アップリンク共有チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力とを引いたものであ
る、［２１］に記載の装置。
［２５］無線通信のための装置であって、
　サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送
信電力を、１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールし、
　同じサブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）
シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケー
ルし、ここで、前記スケーリング係数の第１のセットは、前記スケーリング係数の第２の
セットとは異なる、
　前記スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、前記スケー
ルされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信す
る、
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つのプロセッサに接続されたメモリと、
を備える装置。
［２６］前記プロセッサはさらに、複数の成分キャリアで送信するように構成された、［
２５］に記載の装置。
［２７］前記スケーリング係数の第２のセットは、前記スケーリング係数の第１のセット
と独立して決定される、［２５］に記載の装置。
［２８］前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信電力をスケールするように構成さ
れたプロセッサはさらに、共通の成分キャリアで送信されるすべてのアップリンク共有チ
ャネル・シンボルのために、同じスケーリング係数を利用するように構成された、［２５
］に記載の装置。
［２９］前記プロセッサはさらに、送信電力しきい値に達したかを判定し、達したと判定
された場合、前記アップリンク・チャネル・シンボルおよび前記ＳＲＳシンボルの送信を
優先付けるように構成された、［２５］に記載の装置。
［３０］前記優先付けるように構成されたプロセッサはさらに、
　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定し、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数を決定す
る場合に、残りの送信電力を割り当てる、ここで、前記残りの送信電力は、最大送信電力
から、ＳＲＳシンボルの送信のために割り当てられた電力を引くことを備える、
ように構成された、［２９］に記載の装置。
［３１］前記優先付けるように構成されたプロセッサはさらに、
　前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のための電力スケーリング係数の第１の
セットを決定し、
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　前記ＳＲＳシンボルの送信のための電力スケーリング係数の第２のセットを決定する場
合に、残りの送信電力を割り当てる、ここで、前記残りの送信電力は、最大送信電力から
、前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信のために割り当てられた電力を引くこと
を備える、
ように構成された、［２９］に記載の装置。
［３２］前記プロセッサはさらに、前記アップリンク・チャネル・シンボルの送信電力が
、しきい値以上であるかを判定し、しきい値以上であると判定された場合、前記ＳＲＳシ
ンボルを、最大電力を用いて送信するように構成された、［２５］に記載の装置。
［３３］前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信電力をスケールするように構成された
プロセッサはさらに、
　前記１または複数のＳＲＳシンボルの送信に割り当てられた合計送信電力を決定し、
　前記合計送信電力が、キャリア毎の最大送信電力を超えるのであれば、複数の成分キャ
リアにおけるＳＲＳシンボルの送信のためにスケールされた１または複数の送信電力値の
合計が、予め定められた値以下になるように、前記スケーリング係数の第２のセットを決
定する、
ように構成された、［２５］に記載の装置。
［３４］前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力である、［３３］に記
載の装置。
［３５］前記予め定められた値は、前記キャリア毎の最大送信電力から、アップリンク制
御チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力を引いたものである、［３３］に記載
の装置。
［３６］前記予め定められた値は、前記複数の成分キャリアについて、前記キャリア毎の
最大送信電力から、アップリンク制御チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力と
、アップリンク共有チャネルにおける送信に割り当てられた合計電力とを引いたものであ
る、［３３］に記載の装置。
［３７］無線通信のためのコンピュータ・プログラム製品であって、
　格納された命令群を有するコンピュータ読取可能な媒体を備え、前記命令群は、１また
は複数のプロセッサによって実行可能であり、前記命令群は、
　サブフレームで送信されるべき１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルの送
信電力を、１または複数のスケーリング係数の第１のセットを用いてスケールするための
命令群と、
　同じサブフレームで送信されるべき１または複数のサウンディング基準信号（ＳＲＳ）
シンボルの送信電力を、１または複数のスケーリング係数の第２のセットを用いてスケー
ルするための命令群と、ここで、前記スケーリング係数の第１のセットは、前記スケーリ
ング係数の第２のセットとは異なる、
　前記スケールされた１または複数のアップリンク・チャネル・シンボルと、前記スケー
ルされた１または複数のＳＲＳシンボルとを、スケールされた送信電力値を用いて送信す
るための命令群と
を備える、コンピュータ・プログラム製品。
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