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(57)【要約】
【課題】マルチポイントキャリアアグリゲーション設定
とデータ転送の方法を提供する。【解決手段】マルチポ
イントキャリアアグリゲーション設定とデータ転送の方
法が開示される。本実施形態では第１接続が、ＵＥと第
１ＵＥ-ＩＤを有するプライマリーセル中のプライマリ
ー基地局間に構築される。第２接続は、セカンダリーセ
ル中、第２ＵＥ-ＩＤと、ＵＥと第２基地局間に設定さ
れる。第１と第２接続からのコンポーネントキャリアが
設定、および、アグリゲートされる。移動性管理機能が
第１接続で実行される。他の実施形態では、第１ＵＥデ
ータが、第１基地局に接続されるＵＥにより、第１接続
から受信される。第２ＵＥデータが第２基地局から受信
される。第１ＵＥデータと第２ＵＥデータが結合される
。ネットワークエンティティからの第三ＵＥデータが第
１および第２基地局に分配される。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１ＵＥ-ＩＤを有した第１基地局に属し、かつ、ダウンリンクコンポーネントキャリア 
(ＣＣ)とアップリンクコンポーネントキャリアを含む第１セル中のＵＥと、第１接続を構
築する工程と、
第２基地局に属し、かつ、ダウンリンクＣＣと任意のアップリンクＣＣを含む第２セルに
おいて、前記ＵＥと、第２接続を設定する工程と、 
前記第１セルと前記第２セルのコンポーネントキャリアを、前記第１接続と前記第２接続
に設置し、かつ、アグリゲートする工程と、
前記第１接続により移動性管理機能を実行する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
前記第２接続は、前記第１接続により設定される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
無線リソース制御 (ＲＲＣ)の制御シグナリングメッセージが設定されて、前記第１接続
と前記第２接続両方を実行する
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
無線リソース制御（ＲＲＣ）の制御シグナリングメッセージ（以下、ＲＲＣメッセージと
称す）は、前記第１接続だけに運ばれるように設定される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記第２基地局は、前記第１基地局で実行できるように、バックホール接続により前記Ｒ
ＲＣメッセージを前記第１基地局に伝送する
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。  
【請求項６】
前記バックホール接続は、前記第１基地局と前記第２基地局との間のＸ２インターフェー
スによる接続である
ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
ＲＲＣ再設定メッセージにより、第２ＵＥ-ＩＤを前記第２接続に割り当てる工程を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記第２基地局から、ＲＡＣＨ応答メッセージから得られる第２ＵＥ-ＩＤを割り当てる
工程を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記第１接続の前記アップリンクＣＣを、前記第２接続の前記ダウンリンクＣＣに対する
フィードバックチャネルとして設定する工程と、 
前記第１接続で、無線リンク監視 (ＲＬＭ)機能を実行する工程と、
前記第１接続の無線リンク障害が発生した場合に、セル再選択を実行する工程と
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記第２接続の前記アップリンクＣＣを、第２接続の前記ダウンリンクＣＣに対するフィ
ードバックチャネルとして設定する工程と; 
前記第１接続と前記第２接続で、ＲＬＭ機能を実行する工程と、
前記第１接続の無線リンク障害が発生した場合に、セル再選択を実行する工程と、
前記第２接続の無線リンク障害が発生した場合に、前記第２接続のアップリンク送信を一
時停止する工程と
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を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
第１基地局に属し、かつ、ダウンリンクコンポーネントキャリア (ＣＣ)とアップリンク
ＣＣを備える第１セルにおいて、第１ＵＥ-ＩＤと第１接続を構築する工程と、
第２基地局に属し、かつ、ダウンリンクＣＣと任意のアップリンクＣＣを備える第２セル
において、第２ＵＥ-ＩＤと第２接続を構築する工程と; 
前記第１ＵＥ-ＩＤと前記第２ＵＥ-ＩＤに基づいて、コンポーネントキャリアをアグリゲ
ートする工程と、 
前記第１接続で、移動性管理機能を実行する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
前記第２接続は、前記第１接続により設定される
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
無線リソース制御 (ＲＲＣ)の制御シグナリングメッセージは、前記第１接続と前記第２
接続に運ばれるように設定される
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
無線リソース制御 (ＲＲＣ)の制御シグナリングメッセージが前記第１接続だけで運ばれ
るように設定される
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
前記第２接続の前記ダウンリンクＣＣのために、前記第１接続の前記アップリンクＣＣを
フィードバックチャネルとする設定を受信する工程と、
前記第１接続で、無線リンク監視 (ＲＬＭ)機能を実行する工程と、
前記第１接続の無線リンク障害が発生した場合に、セル再選択を実行する工程と
を含む
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。 
【請求項１６】
前記第２接続の前記ダウンリンクＣＣのために、フ前記第２接続のアップリンクＣＣをフ
ィードバックチャネルとする設定を受信する工程と、
前記第１接続と前記第２接続で、ＲＬＭ機能を実行する工程と、
前記第１接続の無線リンク障害が発生した場合に、セル再選択を実行する工程と、
前記第２接続の無線リンク障害が発生した場合に、前記第２接続のアップリンク送信を一
時停止する工程とを含む
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
前記第１基地局から第１ＵＥデータを受信し、かつ、前記第２基地局から第２ＵＥデータ
を受信する工程と、 
前記第１ＵＥデータと前記第２ＵＥデータを独立して復号する工程と、
復号された前記第１ＵＥデータと第２ＵＥデータを結合することにより、データストリー
ムを再度組み合わる工程とを含む
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
前記第１基地局から第１ＵＥデータを受信し、かつ、前記第２基地局から第２ＵＥデータ
を受信する工程と、 
前記第１ＵＥデータと前記第２ＵＥデータをソフト合成することにより、ビットストリー
ムを生成する工程と、
前記ビットストリームを復号することにより、データストリームを度組み立る工程とを含
む
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ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２０１２年３月２３日に出願された“Multi-Point Carrier Aggregation
”と題された米国仮出願番号６１/６１５０６２号から、合衆国法典第３５編第１１９条
の下、優先権を主張するものであり、その内容は引用によって本願に援用される。
【０００２】
　本発明は、移動通信ネットワークに関するものであって、特に、ＬＴＥマルチポイント
キャリアアグリゲーション設定とデータ転送に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　携帯電話機の契約者とスマホアプリの急激な成長は、無線バンド幅を実質的に増加する
ことが要求される。ロングタームエボリューション(ＬＴＥ)システムは、高データレート
、低レイテンシー、および、改善されたシステム容量を提供する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)である。ＬＴＥシステムにおいて、次世代ユ
ニバーサル地上無線アクセスネットワークは、進化型 Node-Bs (ｅＮＢ)と称される複数
の基地局を含み、ユーザー装置(ＵＥ)と称される複数の移動局と通信する。ＵＥは、ダウ
ンリンクおよびアップリンクにより、基地局、または、ｅＮＢと通信する。ダウンリンク
 (ＤＬ)は、基地局からＵＥへの通信である。アップリンク (ＵＬ)は、ＵＥから基地局へ
の通信である。高いピーク速度を提供するために、ＬＴＥはキャリアアグリゲーション (
ＣＡ)を導入して、高いデータレートをサポート可能な高いバンド幅を提供する。 
【０００４】
　キャリアアグリゲーションシステムにおいて、複数のコンポーネントキャリア (CCs)が
アグリゲートされ、単一デバイスとの通信に一緒に用いられる。アグリゲーションを配置
する簡単な方法は、同一の周波数バンド内の隣接するコンポーネントキャリアを用いる。
この方法は、バンド内隣接キャリアアグリゲーションと称される。また、バンド内キャリ
アアグリゲーションは、同一周波数バンドで、非-隣接ＣＣをアグリゲートする。バンド
間キャリアアグリゲーションは、異なる周波数バンドから、コンポーネントキャリアをア
グリゲートすることを許可する。ＬＴＥ Ｒｅｌ-１０において、キャリアアグリゲーショ
ン操作は、各コンポーネントキャリアに対し、幾つかのサービングセルを定義する。サー
ビングセルのサービスエリアは異なる。無線リソース制御 (ＲＲＣ)接続の機能は、１つ
のセルで処理され、この１つのセルは、プライマリーコンポーネントキャリア (ＰＣＣ) 
(ＤＬ ＰＣＣとＵＬ ＰＣＣ)により供されるプライマリーサービングセル (ＰＣｅｌｌ)
として定義される。ひとつ以上のセカンダリーサービングセル (ＳＣｅｌｌ)はさらにバ
ンド幅を増大するように設計される。高いバンド幅に求められることは、して、単一ＵＥ
に供するために、異なる基地局からセルをアグリゲートし、ＣＡ操作を利用することが要
求される。このようなアグリゲーションは、インターｅＮＢキャリアアグリゲーション (
インターｅＮＢ ＣＡ)と称される。  
【０００５】
　異なる機種の環境ネットワークにおいて、インターｅＮＢ ＣＡは、増強スループット
を提供することができるだけでなく、別の利得として、たとえば、空間的多様性 (または
、マルチサイトダイバーシティと称される)ゲインと移動性管理オーバーヘッドの減少を
提供できる。ワイヤレスシステムにおいて、空間的多様性は、フェーディングと同一チャ
ネル干渉に対抗する効果的な方法である。インターｅＮＢキャリアアグリゲーションは、
空間的多様性ゲインを提供する。たとえば、スモールピコセル付近範囲で移動するＵＥは
、インターｅＮＢアグリゲーションによって接続されるマクロセルとののＲＲＣ接続を維
持することができる。ＵＥは、二個以上のデータ送信パスから受信でき、空間的多様性を
達成する。同様に、セル端で移動するＵＥは、ＵＥが接続できる二個の隣接セルから、コ
ンポーネントキャリアをアグリゲートすることにより、空間的多様性を獲得することがで
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きる。さらに、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションは、潜在的に、不必要な移動性
管理を減少することができる。たとえば、ＵＥは、スモールセル付近、たとえば、ピコセ
ルで移動し、現在のマクロセルとのＲＲＣ接続の維持は、キャリアアグリゲーションを用
いて、頻繁なハンドオーバを回避する。マクロセルとピコセルは異なる周波数バンドで操
作して、ＵＥに高いスループットを提供する。同時に、ＵＥは、大きなセル間の前後のハ
ンドオーバを回避する。 
【０００６】
　インターｅＮＢキャリアアグリゲーションは、別の利得と一緒に増加するバンド幅に対
し、更なるフレキシブル性を提供するが、現在のＬＴＥシステムは、取り組まなければな
らない幾つかの制限がある。現在のＬＴＥの問題点は、ＵＥ識別処理、制御プレーン機能
処理、ユーザープレーンデータ送信と物理層シグナリングに関する。  
【０００７】
　第１の問題点はＵＥ識別（identification）である。現在のＬＴＥキャリアアグリゲー
ション設計は、全セル、プライマリーセル、及びセカンダリーが、同一基地局に接続され
るワーキングアザンプション（working assumption）を有する。無線で、全情報の交換中
、ｅＮＢは、ＵＥを、セル無線ネットワーク一時識別子 (Ｃ-ＲＮＴＩ：Ｃｅｌｌ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ)に割り当て、Ｕ
Ｅを明確に識別する。Ｃ-ＲＮＴＩは、ＲＲＣ接続のセットアップ期間で割り当てられ、
そのＲＲＣ接続だけに有効である。一旦、ＵＥがｅＮＢのサービスエリアを離れると、Ｒ
ＲＣ接続が新しいｅＮＢに移動して、 "新しい" ｅＮＢは、"新しい" Ｃ-ＲＮＴＩをＵＥ
に割り当てる。よって、Ｌ２スケジューリングのたった一つのＣ-ＲＮＴＩ、および、イ
ントラ-ｅＮＢ ＣＡのＲＲＭ管理を有することが妥当である。しかし、インターｅＮＢ 
ＣＡにおいて、第２（２番目の）ｅＮＢは、別の通信セッションに含まれる。現在、各ｅ
ＮＢは、Ｃ-ＲＮＴＩを独立して割り当てる。第１（最初の）基地局でＵＥに用いられて
いるＣ-ＲＮＴＩは、すでに、インターｅＮＢ ＣＣが存在する第２基地局と接続している
別のＵＥに、割り当てられている。そのため、Ｃ-ＲＮＴＩのＵＥ識別は、ｅＮＢ間で混
乱を生じる。よって、ＵＥ識別の新しいスキームが、インターｅＮＢキャリアアグリゲー
ションに必要とされる。
【０００８】
　第２の問題点は、ＲＲＣ接続メンテナンスとＲＲＣ接続管理を含む制御プレーン機能処
理である。ＵＥがアイドル状態から接続状態に遷移するとき、ＲＲＣ接続が構築される。
“ＯｎｅＲＲＣ” 原理が現在のシステムに適用されて、通信セッションにおいて、ＰＣ
ｅｌｌにより維持されるＯｎｅＲＲＣ接続だけがある。インターｅＮＢキャリアアグリゲ
ーションにおいて、同じ原理を適用することは、ＳＣｅｌｌ設定処理と移動性管理機能処
理の問題点をそれぞれ発生させることになる。
【０００９】
　第三の問題点はユーザープレーンデータパス処理である。ｅＮＢは、パケットデータネ
ットワークを、Ｓ１接続により、移動性管理エンティティ (ＭＭＥ)に、および、Ｓ１-Ｕ
接続により、サービングゲートウェイ(ＳＧＷ)に接続する。インターｅＮＢキャリアアグ
リゲーションにおいて、二個の別々のデータパスは、通信セッションにデータを運ぶ。ア
ドレスされる必要がある複数のｅＮＢから／へ、信号情報をアグリゲート、および、分配
するのをサポートする。
【００１０】
　第四の問題点は、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションをサポートする物理層に関
する問題であり、このインターｅＮＢキャリアアグリゲーションはフィードバック情報の
フィードバックチャネル設定を含んでおり、フィードバックチャネル設定は、ダウンリン
クスケジューリング、アップリンクグラント、ハイブリッド自動再送要求 (ＨＡＲＱ)、
及びチャネル状態情報 (ＣＳＩ)を含んでいる。。現在のキャリアアグリゲーションは、
二種のスケジューリング: クロスキャリアスケジューリング、または、非-クロスキャリ
アスケジューリングを使用する。クロスキャリアスケジューリングの許可が、各ＵＥのＲ
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ＲＣシグナリングにより個々に達成される。クロスキャリアスケジューリングがアレンジ
されない時、ダウンリンクスケジューリング割り当てが、データを搭載するコンポーネン
トキャリアに与えられる。アップリンクにおいて、接続が、１つのダウンリンクＣＣと１
つのアップリンクＣＣ間で生成される。よって、ＤＬ ＣＣからのアップリンクグラント
は、接続されたアップリンクＣＣを、ＵＬコンポーネントキャリアと呼ぶ。クロスキャリ
アスケジューリングが起動される時、ＣＣは、異なるＣＣをスケジュールして、データを
搭載することができる。インターｅＮＢキャリアアグリゲーションにおいて、異なるｅＮ
Ｂの向かい側にあるＣＣスケジューリングの調整がアドレスされる必要がある。さらに、
ＨＡＲＱとＣＳＩは、ＵＥから基地局に送信されるフィードバック情報で、データストリ
ームが確実に、通信チャネルで送信されるように確保する。現在のキャリアアグリゲーシ
ョン設計において、フィードバックチャネルを設定するために２つの方法がある。ひとつ
は、各コンポーネントキャリアのアップリンクフィードバックチャネルを有することであ
る。もうひとつは、全ＤＤ ＣＣのフィードバック情報を搭載するプライマリーアップリ
ンクコンポーネントキャリアを有することである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　インターｅＮＢキャリアアグリゲーションをサポートするためには、現行のスキームが
アップデートされて、クロス-ｅＮＢキャリアアグリゲーションをサポートしなければな
らない。また、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションをサポートするためには設定の
新しい方法が導入されて、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションの要求に適合させな
ければならない。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　マルチポイントキャリアアグリゲーションとデータ転送の方法が開示される。本発明の
一態様において、ｅＮＢは、第１ＵＥ-ＩＤを有するプライマリー基地局に属するプライ
マリーセル中のＵＥと、第１接続を構築する。プライマリーセルは、ダウンリンクコンポ
ーネントキャリア (ＣＣ)とアップリンクコンポーネントキャリアを備える。ｅＮＢは、
さらに、第２基地局に属する第２セル中のＵＥと、第２接続を設定する。第２セルは、ダ
ウンリンクＣＣと任意のアップリンクＣＣを備える。ｅＮＢは、第１基地局および第２基
地局から、コンポーネントキャリアをアグリゲートする。ｅＮＢは、第１接続により、移
動性管理 (ＭＭ)機能を実行する。本発明の別の態様において、ＵＥは、第１ＵＥ-ＩＤを
有する第１基地局と、第１接続を構築し、および、第２ＵＥ-ＩＤを有する第２基地局と
、第２接続を構築する。ＵＥは、第１および第２ＵＥ-ＩＤに基づいて、第１および第２
基地局から、コンポーネントキャリアをアグリゲートする。ＵＥは、第１接続で、ＭＭ機
能を実行する。
【００１３】
　本発明の別の態様において、ｅＮＢは、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシス
テムにおいて、ネットワークと接続する責任を負うアンカーｅＮＢとして設定される。ア
ンカーｅＮＢは、ＵＥと第１接続を構築し、第１接続からデータ信号を受信する。ＵＥは
、また、第２ｅＮＢと第２接続を構築する。第２ｅＮＢは、第２接続から、ＵＥと、デー
タ信号をアンカーｅＮＢに転送する。アンカーｅＮＢはデータ信号を結合する。アンカー
ｅＮＢは、また、ネットワークエンティティ、たとえば、ＭＭＥからデータ信号を受信す
る。ネットワークエンティティから、データ信号を第２ｅＮＢに分配する。本発明の一態
様において、アンカーｅＮＢはデータ信号の多重化を実行する。本発明の別の態様におい
て、アンカーｅＮＢは、データ信号のソフト合成を実行する。 
【００１４】
　物理層マルチポイントキャリアアグリゲーションとマルチポイントフィードバック設定
の方法が開示される。本発明の一態様において、ＵＥは、インターｅＮＢキャリアアグリ
ゲーションの上層設定を受信する。設定は、第１群のダウンリンクおよびアップリンクコ
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ンポーネントキャリアに関連する第１ＵＥ-ＩＤ、および、第２群のダウンリンクおよび
アップリンクコンポーネントキャリアに関連する第２ＵＥ-ＩＤを備える。ＵＥは、ひと
つ以上のダウンリンクコンポーネントキャリアで、ひとつ以上のダウンリンク制御チャネ
ルにより、ダウンリンク制御情報を受信する。ＵＥは、第１ＵＥ-ＩＤおよび第２ＵＥ-Ｉ
Ｄを用いて、ダウンリンク制御情報を復号する。本発明の一態様において、第１群のダウ
ンリンクおよびアップリンクコンポーネントキャリアは第１基地局に接続され、第２群の
ダウンリンクおよびアップリンクコンポーネントキャリアは第２基地局に接続される。本
発明の一態様において、第１基地局に接続されるダウンリンクコンポーネントキャリアは
、第２基地局に接続される別のコンポーネントキャリアをスケジュールすることができる
。
【００１５】
　本発明の別の態様において、ＵＥは、アップリンクフィードバック情報の上層設定を受
信する。第１アップリンクフィードバックコンポーネントキャリアは第１群ダウンリンク
コンポーネントキャリアに関連し、第２アップリンクフィードバックコンポーネントキャ
リアは第２群ダウンリンクコンポーネントキャリアに関連する。ＵＥは、第１アップリン
クフィードバックコンポーネントキャリアと第２アップリンクフィードバックコンポーネ
ントキャリアに関連するダウンリンクコンポーネントキャリアに、フィードバック情報の
集合をアグリゲートする。ＵＥは、フィードバックチャネルを生成して、第１および第２
アップリンクフィードバックコンポーネントキャリアのアグリゲートされたフィードバッ
ク情報を搭載する。本発明の一態様において、第１群のダウンリンクコンポーネントキャ
リアは第１基地局に関連し、第２群のダウンリンクコンポーネントキャリアは第２基地局
に関連する。
【００１６】
　他の実施の形態および利点が以下の詳細な説明に述べられる。この概要は、本発明を定
めるものではない。本発明は請求項によって定められる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
添付の図面は、本発明の実施の形態を説明しており、同様の番号は同様の構成要素を示し
ている。
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信システムとＵＥ、ｅＮＢおよびＭＭＥのブロッ
ク図である。
【図２Ａ】アップリンクとダウンリンクキャリアアグリゲーションが、マクロセル対マク
ロセルに適用される時の状況を示す図であって、両マクロセルがＦ１とＦ２で信号を送信
するときの概要図である
【図２Ｂ】アップリンクとダウンリンクキャリアアグリゲーションが、マクロセル対マク
ロセルに適用される時の状況を示す図であって、一セルはＦ１で信号を送信し、別のセル
は、Ｆ２で信号を送信するシステムの概要図である。
【図３Ａ】ダウンリンクキャリアアグリゲーションが、マクロ－ピコセルに適用される時
の状況を示す図であって、マクロセルはセルｉｄ０のＦ１で信号を送信し、ピコセルはセ
ルｉｄ１のＦ２で信号を伝送するシステムの概要図である。
【図３Ｂ】ダウンリンクキャリアアグリゲーションが、マクロ－ピコセルに適用される時
の状況を示す図であって、マクロセルは、セルｉｄ０のＦ１でだけ信号を送信し、ピコセ
ルはそれぞれ、セルｉｄ１とセルｉｄ２のＦ１とＦ２で信号を送信するシステムの概要図
である。
【図３Ｃ】ダウンリンクキャリアアグリゲーションが、マクロ－ピコセルに適用される時
の状況を示す図であって、マクロセルはセルｉｄ０のＦ１で信号を送信し、ピコセルは、
セルｉｄ１のＦ２と同一セルｉｄ０のＦ１で信号を送信するシステムの概要図である。
【図４】アップリンクキャリアアグリゲーションが、マクロ-ピコセルに適用される時の
状況を示す図であって、マクロセルはＦ１で信号を送信し、ピコセルは、それぞれ、セル
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ｉｄ０とセルｉｄ１のＦ２で信号を伝送するシステムの概要図である。
【図５】インターｅＮＢ ＳＣｅｌｌ設定を示す図である。
【図６Ａ】ＲＲＣメッセージの設定が両ｅＮＢに伝えられるＰｅＮＢとＳｅＮＢのプロト
コルスタックを示す図である
【図６Ｂ】ＲＲＣメッセージの設定がＰｅＮＢだけに伝えられるＰｅＮＢとＳｅＮＢのプ
ロトコルスタックを示す図である。
【図７】本実施形態において、第２ＵＥ-ＩＤが、ＰＣｅｌｌから、ＲＲＣシグナリング
により割り当てられるときのフローチャートである。
【図８】本実施形態において、第２ＵＥ-ＩＤが、ＳＣｅｌｌ ＲＡＣＨ工程期間中、ＭＡ
Ｃシグナリングにより割り当てられるときのフローチャートである。
【図９】本実施形態において、制御プレーンパラメータが、インターｅＮＢキャリアアグ
リゲーションに割り当てられるときのフローチャートである。
【図１０Ａ】本実施形態において、ＭＭＥが、エンティティをアグリゲートするように設
定されるときの概要図である。
【図１０Ｂ】本実施形態において、ｅＮＢが、エンティティをアグリゲートするように設
定されるときの概要図である。
【図１１】本実施形態において、二個のＭＭＥ-ｅＮＢ接続がインターｅＮＢ キャリアア
グリゲーションに構築されるときのフローチャートである。
【図１２】本実施形態において、１つのＭＭＥ-ｅＮＢ接続だけがプライマリーｅＮＢに
より構築されるときのフローチャートである。
【図１３】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて
、ｅＮＢが、アンカーエンティティに設定されて、複数のデータストリームを処理すると
きのフローチャートである。
【図１４】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて
、ＵＥが複数のデータストリームを受信するときのフローチャートである。
【図１５】本実施形態に係るインターｅＮＢ キャリアアグリゲーションシステムにおい
て、非-クロスキャリアスケジューリングがダウンリンクＣＣ スケジューリングに用いら
れるシステムの概要図である。
【図１６】本実施形態に係るインターｅＮＢ キャリアアグリゲーションシステムにおい
て、クロスキャリアスケジューリングが、ダウンリンクＣＣ スケジューリングのイント
ラ-ｅＮＢキャリアコンポーネンツだけに用いられるシステムの概要図である。
【図１７】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて
、クロスキャリアスケジューリングが、ダウンリンクＣＣスケジューリングのインターｅ
ＮＢキャリアコンポーネンツに用いられるシステムの概要図である。
【図１８】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて
、非-クロスキャリアスケジューリングがアップリンクＣＣグラントに用いられるシステ
ムの概要図である。
【図１９】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて
、クロスキャリアスケジューリングがイントラ-ｅＮＢアップリンクＣＣグラントだけに
用いられるシステムの概要図である。
【図２０】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて
、クロスキャリアスケジューリングが、インターｅＮＢアップリンクＣＣグラントに用い
られるシステムの概要図である。
【図２１】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて
、アップリンクとダウンリンクコンポーネントキャリアがスケジュールされるときのフロ
ーチャートである。
【図２２】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて
、アップリンクコンポーネントキャリアが、アップリンクフィードバック情報を運ぶよう
に設定されるときのフローチャートである。
【図２３Ａ】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおい
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て、全ダウンリンクコンポーネントキャリアに対し、一アップリンクコンポーネントキャ
リアがあるシステムの概要図である。
【図２３Ｂ】本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおい
て、同一ｅＮＢ中の全ダウンリンクコンポーネントキャリアに対し、一アップリンクコン
ポーネントキャリアがあるシステムの概要図である。
【図２３Ｃ】インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて、その関連する
各ダウンリンクコンポーネントキャリアに対し、一アップリンクコンポーネントキャリア
があるシステムの概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明の実施形態に係るワイヤレスコミュニケーションシステムとＵＥ、ｅＮ
ＢとＭＭＥのブロック図である。マクロセル１３１とマクロセル１３２は、それぞれ、ｅ
ＮＢ１１１とｅＮＢ１１２により供される隣接セルである。ｅＮＢ１１１とｅＮＢ１１２
は、Ｘ２リンクで互いに接続される。ピコセル１３３はマクロセル１３２内にあり、ｅＮ
Ｂ１１３により供される。ｅＮＢ１１２とｅＮＢ１１３はＸ２リンクで互いに接続される
。ｅＮＢ、ｅＮＢ１１１、ｅＮＢ１１２とｅＮＢ１１３は、それぞれ、Ｓ１リンクにより
、移動性管理エンティティ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）
ＭＭＥ１２１と接続される。ＵＥ１０１は、セル１３１とセル１３２のセル端にある。Ｕ
Ｅ１０１は、Ｌ１により、ＥＮＢ１１１から信号を受信することができ、Ｌ２により、Ｅ
ＮＢ１１２から信号を受信することができることが期待される。別のセルへのハンドオー
バに代わって、ＵＥ１０１は、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションを用いて、ｅＮ
Ｂ１１１とｅＮＢ１１２と、Ｌ１とＬ２の二個の接続を維持することができる。Ｌ１とＬ
２をアグリゲートする初期設定は初期サービングセルにより実施され、インターｅＮＢキ
ャリアコンポーネンツの間接的設定は、１つのセル、または、各セルにより実施される。
インターｅＮＢ設定、および／または、データ送信を統合するために、ｅＮＢ１１１とｅ
ＮＢ１１２との間にＸ２インターフェースが設定されて、追加の制御信号、または、デー
タを転送し、Ｌ１とＬ２の接続で、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションをサポート
する。ＵＥ１０２は、リンクＬ４により、ピコセル１３３中のｅＮＢ１１３と接続し、Ｌ
３により、マクロセル１３２中のｅＮＢ１１２との接続を維持する。インターｅＮＢ ア
グリゲーションは、Ｌ３及びＬ４からの信号を用いて、ＵＥ１０２に供する。インターｅ
ＮＢ設定、および／または、データ送信を統合するために、ｅＮＢ１１２とｅＮＢ１１３
間にＸ２インターフェースが設定されて、追加の制御信号、または、データを転送し、Ｌ
３とＬ４との接続上で、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションをサポートする。
【００２０】
　図１は、さらに、ＵＥ１４１、ｅＮｏｄｅ１４２およびＭＭＥ１４３のプロトコルスタ
ックも示す。ＵＥ１４１は、物理層スタック (ＰＨＹ：physical layer stack)、Ｍａｃ
層(ＭＡＣ：Mac layer)、無線リンク制御(ＲＬＣ：Radio Link Control)、パケットデー
タ制御プロトコル (ＰＤＣＰ：Packet Data Control Protocol)、無線リソース制御 (Ｒ
ＲＣ：Radio Resource Control)とノンアクセスストラタム (ＮＡＳ：Non Access Stratu
m)層を含む。ｅＮｏｄｅ１４２は、対応するプロトコルスタックを有する。対応するプロ
トコルスタックは、ＰＨＹ、ＭＡＣ、 ＲＬＣ、ＰＤＣＰとＲＲＣを含むＵＥ１４１と通
信する。ＮＡＳプロトコルスタックはｅＮｏｄｅ１４２に透過的である。対応するＮＡＳ
プロトコルスタックはＭＭＥ１４３上にある。図１は、さらに、本発明の他の実施態様を
サポートするＵＥ１４１とｅＮｏｄｅ１４２を示す図でもある。
【００２１】
　ＵＥ１４１は、アンテナ１７１に結合されるＲＦトランシーバモジュール１５０を有し
、アンテナ１７１はＲＦ信号を受信し、ベースバンド信号に転換し、それらをプロセッサ
１５１に伝送する。ＲＦトランシーバ１５０は、また、プロセッサ１５１から、受信した
ベースバンド信号をＲＦ信号に転換し、アンテナ１７１に伝送する。プロセッサ１５１は
、ＵＥ１４１中の機能を実行するために、受信したベースバンド信号を処理し、異なる機
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能モジュールを起動させる。メモリ１５２は、プログラム命令とデータを保存し、ＵＥ１
４１の操作を制御する。図１はさらに、本発明の態様を実行する７個の機能モジュール１
５３と１５９を説明する。リンク接続モジュール１５３は、複数のポイント、または、複
数のｅＮＢとのリンクを構築し、マルチポイントキャリアアグリゲーションをサポートす
る。アグリゲーションモジュール１５４は、異なるｅＮＢから、複数のコンポーネントキ
ャリアをアグリゲートする。ＭＭ機能モジュール１５５は移動性管理機能を実行する。設
定モジュール１５６は、複数のＵＥ-ＩＤの設定を含むインターｅＮＢキャリアアグリゲ
ーションに、必要な設定を実行する。復号モジュール１５７は受信したデータストリーム
を復号する。フィードバックモジュール１５８は、フィードバック情報とフィードバック
チャネルを生成する。インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて、結合
モジュール１５９は、複数のデータパスから、複数のデータストリームの結合を実行する
。
【００２２】
　ｅＮｏｄｅ１４２は、アンテナ１７２に結合されるＲＦトランシーバモジュール１６０
を有し、アンテナ１７２はＲＦ信号を受信し、ベースバンド信号に転換して、プロセッサ
１６１に伝送する。ＲＦトランシーバ１６０は、また、プロセッサ１６１から受信したベ
ースバンド信号をＲＦ信号に転換して、アンテナ１７２に伝送する。プロセッサ１６１は
、ｅＮｏｄｅ１４２中の機能を実行するために、受信したベースバンド信号を処理し、異
なる機能モジュールを呼び出す。メモリ１６２はプログラム命令とデータを保存して、ｅ
Ｎｏｄｅ１４２の操作を制御する。図１はさらに、本実施態様において、ｅＮｏｄｅ１４
２における６個の機能モジュール１６３～１６８を示す。インターｅＮＢキャリアアグリ
ゲーションシステムにおいて、リンク接続モジュール１６３は、異なるｅＮＢから複数の
接続を管理する。設定モジュール１６４は、コンポーネントキャリア設定とＵＥ-ＩＤ設
定を含むマルチポイントキャリアアグリゲーションの設定を実行する。アグリゲーション
モジュール１６５は複数のデータストリームをアグリゲートする。ＭＭ機能モジュール１
６６は移動性管理機能を実行する。本実施態様において、結合モジュール１６７は複数の
データストリームを結合する。インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおい
て、分配モジュール１６８は、データストリームを別のｅＮＢに分配する。 
【００２３】
　図１に示されるように、多くの状況で、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションが適
用される。たとえば、ＵＥが二個の隣接するマクロセルの端にある時、または、ＵＥが、
マクロセルとの接触を維持する間、ピコセル中にある時である。以下の図は、上述の場合
の状況を示す。図２Ａと図２Ｂは、マクロセル対マクロセルアップリンクとダウンリンク
の状況を示す図である。図３Ａから図３Ｃは、ダウンリンクキャリアアグリゲーションの
ピコセルの状況を示し、図４は、アップリンクキャリアアグリゲーションのマクロ－ピコ
を示す図である。
【００２４】
　図２Ａは、アップリンクとダウンリンクキャリアアグリゲーションが、マクロセル対マ
クロセルに適用される時の状況を示し、両マクロセルは、Ｆ１とＦ２上で信号を伝送する
。ｅＮＢ２０２により供されるセル２０６は、Ｆ１とＦ２で送信する。ｅＮＢ２０３によ
り供される隣接セル２０７もＦ１とＦ２で送信する。セル２０６中に配置されるＵＥ２０
４はＦ１とＦ２両方を検出することができる。セル２０７中のＵＥ２０５は、Ｆ１とＦ２
両方を検出することができる。セル２０６とセル２０７のセル端にあるＵＥ２０１は、セ
ル２０６中のｅＮＢ２０２からのＦ１、および、セル２０７中のｅＮＢ２０３からのＦ２
のうちよい方の信号を受信する。ＵＥ２０１が、セル２０６で、Ｆ１により供されると仮
定すると、セル２０６からのＦ１、および、セル２０７からのＦ２で、ＣＣをアグリゲー
トすることにより、ＵＥ２０１に、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションを用いるこ
とが有用である。ＵＥ２０１は、セル２０６からのＦ１、および、セル２０７からのＦ２
で、アップリンクとダウンリンクＣＣの両方、または、どちらかひとつをアグリゲートす
る。図２Ａより周波数層が少ない同様のバリエーションは、同一原理を適用することがで
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きる。たとえば、セル２０６（ＵＥ２０１の現在のサービングセル）は、Ｆ１とＦ２で伝
送し、セル２０７（隣接セル）はＦ２で伝送する。セル２０６中のｅＮＢ２０２と接続し
、セル端のＵＥ２０１は、セル２０６中のＦ１、および、セル２０７中のＦ２のうち、よ
い方の信号を受信する。セル２０６中のＦ１、および、セル２０７中のＦ２上で、アップ
リンク、および／または、ダウンリンクＣＣをアグリゲートするのは、ＵＥ２０１にとっ
て有用である。 
【００２５】
　図２Ｂは、アップリンクとダウンリンクキャリアアグリゲーションが、マクロセル対マ
クロセルに適用される時の状況を示し、一方のセルはＦ１で信号を送信し、他方のセルは
Ｆ２で信号を送信する。ｅＮＢ２１２によりされるセル２１６はＦ１で送信する。ｅＮＢ
２１３により供される隣接セル２１７はＦ２で送信する。セル２１６中に配置されるＵＥ
２１４はＦ１を検出する。セル２１７中のＵＥ２１５はＦ２を検出する。セル２１６とセ
ル２１７のセル端にあるＵＥ２１１は、セル２１６中のｅＮＢ２１２からのＦ１、および
、セル２１７中のｅＮＢ２１３からのＦ２のうち、よい方の信号を受信する。ＵＥ２１１
が、セル２１６中、Ｆ１により供されると仮定すると、セル２１６からのＦ１、および、
セル２１７からのＦ２で、ＣＣをアグリゲートすることにより、インターｅＮＢキャリア
アグリゲーションを、ＵＥ２１１に用いることが有用である。ＵＥ２１１は、セル２１６
からのＦ１、および、セル２１７からのＦ２で、アップリンクとダウンリンクＣＣの両方
、または、どちらかひとつをアグリゲートすることができる。 
【００２６】
　異なるマクロセル設定における同様の状況は、インターｅＮＢキャリアアグリゲーショ
ンから恩恵を受けることができる。ＵＥがセル端にあり、二個の異なる基地局からよい方
の信号を受信する時、異なる基地局からコンポーネントキャリアをアグリゲートするのは
、ＵＥに対しバンド幅を拡張するだけでなく、ＵＥにとって頻繁なハンドオーバも回避す
る。さらに、二個の異なるパスからのデータを結合することにより、ダイバーシティゲイ
ンが達成され、スループットが改善される。インターｅＮＢキャリアアグリゲーションは
、マクロセル端でＵＥに有用であるだけでなく、別の場合、たとえば、以下に示されるマ
クロ-ピコセルの場合にも有用である。図３Ａから図３Ｃは、マクロ-ピコセルダウンリン
クキャリアアグリゲーションを示す図である。図４は、マクロ-ピコセルアップリンクキ
ャリアアグリゲーションを示す図ある。
【００２７】
　図３Ａは、ダウンリンクキャリアアグリゲーションがマクロ－ピコセルに適用される時
の状況を示し、マクロセルは、セルｉｄ０のＦ１で信号を送信し、ピコセルは、セルｉｄ
１のＦ２で信号を送信する。ＵＥ３０１は、マクロセル３０４内にあるピコセル３０５の
範囲内にある。マクロセル３０４のｅＮＢ３０２は、セルｉｄ０のＦ１のみで送信する。
ピコセル３０５のｅＮＢ３０３は、セルｉｄ１のＦ２のみで送信する。この設定において
、セル３０４中のＦ１とセル３０５中のＦ２両方からよい信号を受信するので、ＵＥ３０
１は、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションからの恩恵を受ける。本実施形態におけ
る設置は、Ｆ１をモビリティ層とし、Ｆ２をスループット/容量強化層とすることができ
る。移動性管理機能はＦ１でだけ実行されて、頻繁なハンドオーバが回避され、Ｆ２上で
アグリゲートされたコンポーネントキャリアは、ＵＥ３０１のスループットを改善するこ
とができる。マクロ-ピコセル状況の別の類似する設定が同じ様に適用される。
【００２８】
　図３Ｂは、ダウンリンクキャリアアグリゲーションがマクロ－ピコセルに適用される時
の状況を示し、マクロセルは、セルｉｄ０のＦ１のみで信号を送信する。ピコセルは、そ
れぞれ、セルｉｄ１とセルｉｄ２のＦ１とＦ２で信号を送信する。ＵＥ３１１は、マクロ
セル３１４内にあるピコセル３１５の範囲内にある。マクロセル３１４のｅＮＢ３１２は
、セルｉｄ０のＦ１のみで送信する。ピコセル３１５のｅＮＢ３１３は、それぞれ、セル
ｉｄ１とセルｉｄ２のＦ１とＦ２で送信する。この設定において、セル３１４中のＦ１、
および、セル３１５中のＦ２両方からよい信号を受信するので、ＵＥ３１１はインターｅ
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ＮＢキャリアアグリゲーションから恩恵を受ける。本実施形態における設置は、マクロセ
ル３１４からのＦ１をモビリティ層、ピコセル３１５からのＦ２をスループット/容量強
化層とする。移動性管理機能はＦ１のみで実行されて、頻繁なハンドオーバが回避され、
Ｆ２上でアグリゲートされたコンポーネントキャリアが、ＵＥ３１１のスループットを改
善する。マクロセル３１４とピコセル３１５両方がＦ１で送信するので、協調マルチポイ
ント (CoMP：coordinated multipoint)がＦ１に適用されて、マクロセル３１４とピコセ
ル３１５間の干渉問題を解決する。マクロ-ピコセル状況の別の同様の設定が同様に適用
される。
【００２９】
　図３Ｃは、ダウンリンクキャリアアグリゲーションがマクロ－ピコセルに適用される時
の状況を示し、マクロセルは、セルｉｄ０のＦ１で信号を送信し、ピコセルは、セルｉｄ
１のＦ２と同一のセルｉｄ０のＦ１で信号を送信する。ＵＥ３２１は、マクロセル３２４
内にあるピコセル３２５の範囲内にある。マクロセル３２４のｅＮＢ３２２は、セルｉｄ
０のＦ１のみで送信する。ピコセル３２５のｅＮＢ３２３は、それぞれ、セルｉｄ０ と
セルｉｄ 1のＦ１とＦ２で送信する。この設定において、セル３２４中のＦ１とセル３２
５中のＦ２両方からよい信号を受信するので、ＵＥ３２１はインターｅＮＢキャリアアグ
リゲーションから恩恵を受ける。本実施形態における設置は、マクロセル３２４からのＦ
１をモビリティ層として、ピコセル３２５からのＦ２をスループット/容量強化層として
用いる。移動性管理機能はＦ１でだけ実行されて、頻繁なハンドオーバが回避され、Ｆ２
でアグリゲートされたコンポーネントキャリアは、ＵＥ３２１のスループットを改善する
。マクロセル３２４とピコセル３２５両方がＦ１で伝送されるので、協調マルチポイント
 (CoMP)がＦ１に適用されて、マクロセル３２４とピコセル３２５間の干渉問題を解決す
る。マクロ-ピコセル状況の別の同様の設定が同様に適用される。
【００３０】
　アップリンクコンポーネントキャリアのインターｅＮＢキャリアアグリゲーションは同
様の状況を有する。図４は、アップリンクキャリアアグリゲーションがマクロ-ピコセル
に適用される時の状況を示し、マクロセルは、セルｉｄ０のＦ１で信号を送信し、ピコセ
ルは、セルｉｄ１のＦ２で信号を送信する。マクロセル４０４のｅＮＢ４０２は、セルｉ
ｄ０のＦ１で送信する。ピコセル４０５のｅＮＢ４０３は、セルｉｄ１のＦ２のみで送信
する。この設定において、セル４０４中のＦ１とセル４０５中のＦ２両方からよい信号を
受信するので、ＵＥ４０１は、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションから恩恵を受け
る。本実施形態における設定は、Ｆ１をモビリティ層とし、Ｆ２をスループット/容量強
化層とすることができる。
【００３１】
「制御プレーン操作」
　インターｅＮＢキャリアアグリゲーションは多くの利点を提供する。しかし、現在のＬ
ＴＥシステムはそれを十分にサポートしない。第１の問題点は制御プレーン操作について
ある。現在のＬＴＥシステムにおいて、プライマリーセル (ＰＣｅｌｌ)により供される
１つのＲＲＣ接続だけがある。ＰＣｅｌｌは、ＵＥがＲＲＣ接続を構築する第１（１番目
の）セルである。その後、ひとつ以上のセカンダリーセル(ＳＣｅｌｌ)が設定される。イ
ンターｅＮＢキャリアアグリゲーションにおいて、ＳＣｅｌｌは、ＰＣｅｌｌと同一ｅＮ
Ｂから、または、異なるｅＮＢからである。インターｅＮＢ ＣＡ状況のＳＣｅｌｌ設定
がアドレスされなければならない。
【００３２】
　図５は、インターｅＮＢ ＳＣｅｌｌ設定を示す図である。ＵＥ５０１はセル５２１と
セル５２２のセル端にある。ｅＮＢ５０２はセル５２１を供し、ｅＮＢ５０３はセル５２
２を供する。ＵＥ５０１は、ｅＮＢ５０２によりセル５２１から、および、ｅＮＢ５０３
により、セル５２２から、それぞれよい信号を受信する。ＵＥ５０１は、ｅＮＢ５０２に
より、セル５２１との接続を構築する。ＲＲＣ接続がＵＥ５０１とセル５２１間で構築さ
れる。ステップ５１１において、ｅＮＢ５０２と接続されるリンク中のコンポーネントキ
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ャリア #1 は、ｅＮＢ５０２により設定される。一つのＲＲＣ接続しかないので、ｅＮＢ
５０３に接続されるリンク中のコンポーネントキャリア #2 は、Ｘ２情報変化を必要する
。よって、ステップ５１２において、ｅＮＢ５０３はコンポーネントキャリア #2を設定
する。ステップ５１３において、ｅＮＢ５０３は、Ｘ２インターフェースにより、CC #2
の情報をｅＮＢ５０２に伝送する。ステップ５１４において、ｅＮＢ５０２は、設定メッ
セージをＵＥ５０１に送信し、コンポーネントキャリア #2に初期設定を実行する。設定
の初期設定後、ｅＮＢ５０２（プライマリーｅＮＢ (ＰｅＮＢ)）および、ｅＮＢ５０３
（セカンダリーｅＮＢ (ＳｅＮＢ)）は、さらに、そのＳＣｅｌｌを独立して設定する。
インターｅＮＢ ＣＣを設定するため、複数の-タイミングアドバンス(ＴＡ)の概念が適用
される。たとえば、１つのＴＡ群として、同一ｅＮＢに属するセルが設定される。あるい
は、異なるｅＮＢからのセルを１つＴＡ群にグループ化することを避けるように、ネット
ワークが設定される。
【００３３】
　ＵＥはインターｅＮＢ ＣＡが設定される時、ＲＲＣ接続管理メッセージのＰｅＮＢと
ＳｅＮＢから信号を受信することができる。ＵＥにＲＲＣ接続しかないので、インターｅ
ＮＢ ＣＡには二種類の設定がある。  
【００３４】
　図６Ａは、ＲＲＣメッセージが両ｅＮＢに伝えられる設定のＰｅＮＢとＳｅＮＢのプロ
トコルスタックを示す図である。ＵＥ６０１は、リンク６０４により、ｅＮＢ６０２と接
続する。ＵＥ６０１は、また、リンク６０５により、ｅＮＢ６０３と接続する。ｅＮＢ６
０２はＰｅＮＢであり、ｅＮＢ６０３はＳｅＮＢである。ｅＮＢ６０２とｅＮＢ６０３は
Ｘ２インターフェースで接続される。ＵＥ６０１にたった一つのＲＲＣ接続しかない。Ｕ
Ｅ６０１は、リンク６０４とリンク６０５上で、ＰｅＮＢとＳｅＮＢ両方からＲＲＣメッ
セージを受信する。ＰｅＮＢとＳｅＮＢの両方は、この接続にスタックされるＰＨＹ、Ｍ
ＡＣ、ＲＬＣ、ＰＤＣＰとＲＲＣを処理する。ｅＮＢ６０２とｅＮＢ６０３の両方はＲＲ
Ｃメッセージを搭載するが、ＵＥが、ＰＣｅｌｌからＮＡＳコンテキストだけを維持する
ので、移動性管理機能はＰｅＮＢのみで実行される。よって、ＰｅＮＢは、全移動性管理
関連メッセージを処理する最適なｅＮＢとなる。よって、リンク６０４は、測定報告（me
asurement reporting）とハンドオーバ命令を含むＭＭメッセージを含んだ最適なリンク
である。たとえ、ｅＮＢ６０３、ＵＥ６０１によるＲＲＣ接続を有するＳｅＮＢが、直接
、ＲＲＣ命令をＵＥ６０１に送信することができても、移動度関連メッセージを送信する
ことができない。ＳｅＮＢに接続されるＳＣｅｌｌの１つが悪いチャネル条件に直面する
場合には、ＲＲＣ再構築が必要とされない。一般に、これらの場合、自動的ＵＬ送信は許
可されない。代わりに、ＳＣｅｌｌ上の軽量の無線リンク監視機能が適用される。つまり
、ＳＣｅｌｌ上に悪い接続の場合、ＵＥは、ＵＬ送信を一時停止することができる。ＰＣ
ｅｌｌ接続が維持される限り、ＳＣｅｌｌ失敗時のセル再選択が不要である。一般に、プ
ライマリーリンク上のアップリンクＣＣが、両ｅＮＢ中の両ダウンリンクＣＣのフィード
バックチャネルとして設定される。フィードバック情報は、プライマリーアップリンクＣ
Ｃだけに含まれる。ＲＬＭ機能が第１接続で実行される。第１接続で、無線リンク失敗時
、セル再選択だけが実行される。あるいは、アップリンクＣＣは、それらの各々のダウン
リンクＣＣのフィードバック情報を搭載する各ｅＮＢに設定される。ＲＬＭ機能は、第１
接続と第２接続の両方で実行される。しかし、プライマリー無線リンク失敗時、セル再選
択機能は、第１接続だけで実行される。
【００３５】
　図６Ｂは、ＲＲＣメッセージがＰｅＮＢだけに伝送される設定のＰｅＮＢとＳｅＮＢの
プロトコルスタックを示す図である。ＵＥ６１１は、リンク６１４によりｅＮＢ６１２と
接続する。また。ＵＥ６１１は、リンク６１５によりｅＮＢ６１３と接続する。ｅＮＢ６
１２はＰｅＮＢであり、ｅＮＢ６１３はＳｅＮＢである。ｅＮＢ６１２とｅＮＢ６１３は
Ｘ２インターフェースで接続する。リンク６１４上のＵＥ６１１にはひとつのＲＲＣ接続
しかない。ＵＥ６１１は、ＰｅＮＢだけからＲＲＣメッセージを受信する。ＰｅＮＢは、
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この接続のためにスタックされるＰＨＹ、ＭＡＣ、ＲＬＣ、ＰＤＣＰとＲＲＣを処理する
。ＳｅＮＢは、この接続のために、ＰＨＹ、ＭＡＣ、および、ＲＬＣ層だけを処理する。
この設定において、追加のＸ２交換が必要である。ＲＲＣ接続は、リンク６１４中でだけ
、ＰｅＮＢに運ばれるので、移動性管理メッセージと別のＲＲＣメッセージも、リンク６
１４でだけ運ばれる。 
【００３６】
　制御プレーンにおいて、インターｅＮＢ ＣＡの別の問題点は、ＵＥ識別（identificat
ion） (ＵＥ-ＩＤ)設定についてである。現在、ＵＥがそのサービングセル (すなわち、
ＰＣｅｌｌ)にキャンプ（camp）される時、Ｃ-ＲＮＴＩは、割り当てられるＵＥ-ＩＤで
ある。ＰＣｅｌｌと複数のＳＣｅｌｌに対し、たった１つのＣ-ＲＮＴＩしかない。全コ
ンポーネントキャリアが同一ｅＮＢに接続されるとき、このような設定が作用する。しか
し、コンポーネントキャリアが異なるｅＮＢからアグリゲートされる時、ＰＣｅｌｌ中で
割り当てられるＣ-ＲＮＴＩが、ＳＣｅｌｌ中の別のＵＥにより既に用いられているので
、複数のＣ-ＲＮＴＩが必要とされる。よって、ＵＥに対する異なるＵＥ-ＩＤの割り当て
が必要とされる。
【００３７】
　図７は、本実施形態において、第２ＵＥ-ＩＤは、ＰＣｅｌｌから、ＲＲＣシグナリン
グにより割り当てられるときのフローチャートである。ＵＥ７０１は、プライマリーｅＮ
Ｂ７０２とセカンダリーｅＮＢ７０３を接続する。ＵＥ７０１がインターｅＮＢキャリア
アグリゲーションに設定される。プライマリーｅＮＢ７０２とセカンダリーｅＮＢ７０３
は、Ｓ１リンクにより、ＭＭＥ７０４と接続する。ステップ７１１において、ＵＥ７０１
は、ＲＡＣＨプロセスにより、プライマリーｅＮＢ７０２との接続を構築する。プライマ
リーｅＮＢ７０２は、第１Ｃ-ＲＮＴＩをＵＥ７０１に割り当てる。ステップ７１２にお
いて、ＵＥは、ＲＲＣ接続要求メッセージをプライマリーｅＮＢ７０２に送信する。ステ
ップ７１３において、プライマリーｅＮＢ７０２はＲＲＣ接続セットアップメッセージで
答える。ＵＥ７０１とｅＮＢ７０２間のＲＲＣ接続が構築される。ステップ７１４におい
て、プライマリーｅＮＢ７０２は、Ｓ１データパス要求をＭＭＥ７０４に送信することに
より、ＭＭＥ７０４とデータパスの設定を開始する。ステップ７１５において、要求受信
時、ＭＭＥ７０４は、Ｓ１パススイッチＡＣＫメッセージで答える。ステップ７１６にお
いて、プライマリーｅＮＢ７０２は、Ｘ２インターフェースにより、セカンダリーｅＮＢ
７０３と通信し、インターｅＮＢ設定を実行する。セカンダリーｅＮＢ７０３に接続され
るＵＥ７０１にとって、通信は、ネゴシエーションプロセスを含み、第２Ｃ-ＲＮＴＩ番
号を調和させる。各種別のネゴシエーションと設定は、このネゴシエーション期間で実行
され、プライマリーｅＮＢ７０２とセカンダリーｅＮＢ７０３間でＣＡを設定する。ステ
ップ７１７において、インターｅＮＢ ＣＡ設定のために、プライマリーｅＮＢ７０２は
、ＲＲＣ再設定メッセージをＵＥ７０１に伝送する。ステップ７１８において、ＵＥ７０
１は、ＲＡＣＨプロセスにより、セカンダリーｅＮＢ７０３と接続する。
【００３８】
　図８は、本実施形態において、第２ＵＥ-ＩＤは、ＳＣｅｌｌ ＲＡＣＨ工程期間中、Ｍ
ＡＣシグナリングにより割り当てられるときのフローチャートである。ＵＥ８０１は、プ
ライマリーｅＮＢ８０２とセカンダリーｅＮＢ８０３と接続し、ＵＥ８０１が、インター
ｅＮＢ キャリアアグリゲーションに設定される。プライマリーｅＮＢ８０２とセカンダ
リーｅＮＢ８０３は、Ｓ１リンクにより、ＭＭＥ８０４と接続する。ステップ８１１にお
いて、ＵＥ８０１は、ＲＡＣＨプロセスにより、プライマリーｅＮＢ８０２との接続を構
築する。プライマリーｅＮＢ８０２は、第１Ｃ-ＲＮＴＩをＵＥ８０１に割り当てる。ス
テップ８１２において、ＵＥは、ＲＲＣ接続要求メッセージをプライマリーｅＮＢ８０２
に送信する。ステップ８１３において、プライマリーｅＮＢ８０２は、ＲＲＣ接続セット
アップメッセージで答える。ＵＥ８０１とｅＮＢ８０２間のＲＲＣ接続が構築される。ス
テップ８１４において、Ｓ１データパス要求をＭＭＥ８０４に伝送することにより、プラ
イマリーｅＮＢ８０２は、ＭＭＥ８０４と、データパスのセットアップを開始する。要求
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を受信時、ステップ８１５において、ＭＭＥ８０４は、Ｓ１パススイッチＡＣＫメッセー
ジで答える。ステップ８１６において、インターｅＮＢ ＣＡ設定のため、プライマリー
ｅＮＢ８０２は、ＲＲＣ再設定メッセージをＵＥ８０１に伝送する。ステップ８１７にお
いて、ＵＥ８０１は、ＲＡＣＨプロセスにより、セカンダリーｅＮＢ８０３と接続される
。セカンダリーｅＮＢ８０３は、タイミング情報と共に、第２Ｃ-ＲＮＴＩと、ＵＥ８０
１を設定する。ステップ８１８において、プライマリーｅＮＢ８０２とセカンダリーｅＮ
Ｂ８０３は、設定されたＲＲＣパラメータを交換して、インターｅＮＢ ＵＥ識別設定を
完成する。
【００３９】
　図９は、制御プレーンパラメータを、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションに設定
する本発明の一新規態様によるフローチャートである。ステップ９０１において、ｅＮＢ
は、第１ＵＥ-ＩＤを有するプライマリー基地局に属するプライマリーセル中のＵＥと、
第１接続を構築し、プライマリーセルは、ダウンリンクコンポーネントキャリア (ＣＣ)
とアップリンクコンポーネントキャリアを備える。ステップ９０２で、ｅＮＢは、第２基
地局に属する第２セル中のＵＥと、第２接続を設定し、セカンダリーセルは、ダウンリン
クＣＣと任意のアップリンクＣＣを備える。ステップ９０３において、ｅＮＢは、第１接
続と第２接続に、プライマリーセルとセカンダリーセルのコンポーネントキャリア (ＣＣ
)を設定、および、アグリゲートする。ステップ９０４において、移動性管理機能は、第
１接続により実行される。
【００４０】
「Ｕ-プレーン操作」
　インターｅＮＢ ＣＡを有する第２の問題点はＵ-プレーン設定についてである。インタ
ーｅＮＢ ＣＡにおいて、ＵＥ、または、ネットワークは、複数の周波数層からデータを
受信する時、または、信号を複数の周波数層に送信する時には、設定と信号結合、または
、多重化問題に対処する必要がある。二個の主な問題点のカテゴリーがある。ひとつは、
どのエンティティがデータパスを終了するかである。もうひとつは、どのように、これら
の受信したデータをアグリゲートするかである。 
【００４１】
　図１０Ａは、本発明の実施形態において、ＭＭＥが、アグリゲートされた、アンカーエ
ンティティとも称されるエンティティに設定されるときの概要図である。データは、ＰＣ
ｅｌｌ接続とＳＣｅｌｌ接続との両方で送信されるので、アンカーエンティティが必要と
される。ＵＥ１００１は、それぞれ、接続１００５と接続１００６により、ｅＮＢ１００
２とｅＮＢ１００３とを接続する。キャリアアグリゲーションは、Ｆ１上の接続１００５
、および、Ｆ２上の接続１００６上で設定される。ｅＮＢ１００２とｅＮＢ１００３は、
Ｘ２インターフェースにより互いに接続される。ＭＭＥ１００４は、Ｓ１リンクにより、
ｅＮＢ１００２とｅＮＢ１００３とを接続する。この設定において、ＭＭＥは、二個の専
用のＳ１リンク１００７とＳ１リンク１００８を構築する。ｅＮＢ１００２とｅＮＢ１０
０３は、調整なしで、データパケットを別々に処理する。この第１設定において、ＭＭＥ
１００４のようなネットワークエンティティが、アンカーエンティティになるように設定
されて、ｅＮＢ１００２とｅＮＢ１００３から、データパケットのアグリゲーションを処
理する。アンカーエンティティとしてのＭＭＥ１００４は、余分なシグナリングオーバー
ヘッドを処理し、ＵＥ１００１の二個以上のデータパスを処理する必要がある。更なる影
響とオーバーヘッドがＭＭＥ１００４とＳ１リンク１００７と１００８に加えられる。た
とえば、ＳＣｅｌｌの変化時、ＭＭＥ１００４は、新しいＳＣｅｌｌと、新しいデータパ
スを再構築する必要がある。しかし、このような操作はｅＮＢに透過的で、且つ、ｅＮＢ
操作に対する影響が少ない。
【００４２】
　図１０Ｂは、本実施形態において、ｅＮＢが、アグリゲートされた、アンカーエンティ
ティとも称される、エンティティに設定されるときの概要図である。ＵＥ１０１１は、そ
れぞれ、接続１０１５と接続１０１６により、ｅＮＢ１０１２とｅＮＢ１０１３と接続す
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る。キャリアアグリゲーションは、Ｆ１上の接続１０１５、および、Ｆ２上の接続１０１
６上に設定される。ｅＮＢ１０１２とｅＮＢ１０１３は、Ｘ２インターフェースにより互
いに接続される。ＭＭＥ１０１４のようなネットワークエンティティは、Ｓ１リンクによ
り、ｅＮＢ１０１２とｅＮＢ１０１３を接続する。ｅＮＢ１０１２は、アンカーエンティ
ティとして設定される。注意すべきことは、この例において、ｅＮＢ１０１２は、ＵＥ１
０１１のＰｅＮＢである。この設定において、ＭＭＥは、ｅＮＢ１０１２と接続される一
専用のＳ１リンク１０１７だけを構築する。ｅＮＢ１０１３は、Ｘ２インターフェースを
用いて、データストリームをアンカーｅＮＢ１０１２に伝送する。この操作はＭＭＥ１０
１４に透過的である。アンカーｅＮＢ、ｅＮＢ１０１２は、Ｘ２インターフェースにより
、データ転送機能を処理する必要がある。Ｓ１干渉への影響が少なく、ＭＭＥへの影響が
少ない。しかし、追加データ転送と処理がＸ２インターフェースに必要である。スモール
セル配置状況を考慮して、Ｓ１接続セットアップは、さらなるシグナリング オーバーヘ
ッドを招くので、ｅＮＢアンカリングは望ましいソリューションである。
【００４３】
　図１１は、本実施形態において、二個のＭＭＥ-ｅＮＢ接続がインターｅＮＢキャリア
アグリゲーションに構築されるときのフローチャートである。ＵＥ１１０１は、インター
ｅＮＢキャリアアグリゲーションのプライマリーｅＮＢ１１０２とセカンダリーｅＮＢ１
１０３とを接続する。プライマリーｅＮＢ１１０２とセカンダリーｅＮＢ１１０３は、Ｓ
１リンクにより、ネットワークエンティティ、たとえば、ＭＭＥ１１０４に接続される。
この設定において、ネットワークエンティティがアンカーエンティティになるように設定
されるので、二個のＳ１データリンクが構築される。ステップ１１１１において、ＵＥ１
１０１は、プライマリーセルで、プライマリーｅＮＢ１１０２との接続を構築する。ステ
ップ１１１２において、ＵＥ１１０１は、セカンダリーセルで、セカンダリーｅＮＢ１１
０３との接続を構築する。ＲＲＣ接続は、また、ＵＥ１１０１に構築される。ステップ１
１１３において、プライマリーｅＮＢ１１０２はＳＩデータパス要求をＭＭＥ１１０４に
送信する。ステップ１１１４において、ＭＭＥ１１０４はＳ１データパスＡＣＫで答える
。プライマリーｅＮＢ１１０２とＭＭＥ１１０４間のデータパスがＵＥ１１０１に構築さ
れる。ステップ１１１５において、ＵＥ１１０１は、プライマリーｅＮＢ１１０２へのデ
ータ送信を開始する。ステップ１１１６において、セカンダリーｅＮＢ１１０３は、Ｓ１
データパス要求をＭＭＥ１１０４に伝送する。ステップ１１１７において、ＭＭＥ１１０
４は、Ｓ１データパスＡＣＫをセカンダリーｅＮＢ１１０３に送信する。セカンダリーｅ
ＮＢ１１０３とＭＭＥ１１０４との間のデータパスがＵＥ１１０１に構築される。ステッ
プ１１１８において、ＵＥ１１０１は、セカンダリーｅＮＢ１１０３へのデータ送信を開
始する。
【００４４】
　図１２は、本実施形態において、一個のＭＭＥ-ｅＮＢ接続だけが、プライマリーｅＮ
Ｂにより構築されるときのフローチャートである。ＵＥ１２０１は、インターｅＮＢキャ
リアアグリゲーションのプライマリーｅＮＢ１２０２とセカンダリーｅＮＢ１２０３とを
接続する。プライマリーｅＮＢ１２０２とセカンダリーｅＮＢ１２０３は、Ｓ１リンクに
より、ＭＭＥ１２０４のようなネットワークエンティティに接続される。この設定におい
て、プライマリーｅＮＢ１２０２がアンカーエンティティになるように設定されるので、
１つのＳ１データリンクだけが構築される。ステップ１２１１において、ＵＥ１２０１は
、プライマリーセルでで、プライマリーｅＮＢ１２０２との接続を構築する。ステップ１
２１２において、ＵＥ１２０１は、セカンダリーセルで、セカンダリーｅＮＢ１２０３と
の接続を構築する。ステップ１２１３において、プライマリーｅＮＢ１２０２は、Ｓ１デ
ータパス要求をＭＭＥ１２０４に送信する。ステップ１２１４において、ＭＭＥ１２０４
はＳ１データパスＡＣＫで答える。プライマリーｅＮＢ１２０２とＭＭＥ１２０４との間
のデータパスがＵＥ１２０１に構築される。ステップ１２１５において、Ｘ２データパス
が、Ｘ２インターフェースにより、プライマリーｅＮＢ１２０２とセカンダリーｅＮＢ１
２０３間に構築される。ステップ１２１６において、データ送信がＵＥ１２０１間で開始
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され、プライマリーｅＮＢ１２０２が開始する。ステップ１２１７において、データ送信
がＵＥ１２０１間で開始され、セカンダリーｅＮＢ１２０３が開始する。この設定におい
て、プライマリーｅＮＢ１２０２は、それ自身からのデータとセカンダリーｅＮＢ１２０
３からのデータを結合し、ＭＭＥ１２０４のようなネットワークエンティティに伝送され
る。注意すべきことは、データ結合は、リンク層 (たとえば、無線リンク制御(ＲＬＣ) 
層、または、パケットデータ収束プロトコル (ＰＤＣＰ)層)で生じる。ＭＭＥ１２０４か
らデータを受信後、プライマリーｅＮＢ１２０２は、それらを、セカンダリーｅＮＢ１２
０３とそれ自身に分配する。 
【００４５】
　本発明において、データ送信/受信スキームの２つのカテゴリが用いられて、インター
ｅＮＢキャリアアグリゲーションに設定される。スキームのこれらの２つのカテゴリーは
、ＰｅＮＢの設定をアンカーエンティティとして適用し、および、ネットワークエンティ
ティの設定をアンカーエンティティとして適用する。
【００４６】
　ビットレベル中の異なるデータコンテンツが、異なるセルから又は異なるセルにあると
き、方法の第１カテゴリーは多重化方式である。ダウンリンク送信において、ＵＥが第２
接続からデータパケットを受信後、リンク制御層中で、データ結合を実行せず、元のデー
タストリームを再組み立てする。このようなスキームにおいて、元のデータストリーム(
たとえば、アプリケーションから生成されるパケット)が分割され、ＰｅＮＢとＳｅＮＢ
間で分配される。ＰｅＮＢがアンカーエンティティとして設定され、ＰｅＮＢとＳｅＮＢ
から受信したアップリンクデータが異なる時、多重化方式を用いる。このような設定にお
いて、ＰＤＣＰ機能がＰｅＮＢで処理される。ＰｅＮＢとＳｅＮＢのＲＬＣは、各々の接
続に対し、独立して、データ組み立て機能を処理する。ＰｅＮＢ ＲＬＣは、ｅＮＢから
異なるデータストリームを組み立て、ネットワークエンティティに伝送する。同様に、ネ
ットワークエンティティから、ダウンリンクデータストリームを受信する時、ＰｅＮＢ 
ＲＬＣ、または、ＰＤＣＰは、パケットセグメンテーションを処理する。ＰｅＮＢは、分
割されたデータストリームをセカンダリーｅＮＢに伝送する。ＭＭＥがアンカーエンティ
ティとして設定される時、組み立てとセグメンテーションはＭＭＥで実施される。 
【００４７】
　スキームの第２カテゴリーはソフト合成である。データコンテンツが、異なる接続への
ビットレベル又は異なる接続からのビットレベルで同じである時、このようなスキームが
適用される。このようなスキームにおいて、ビットレベルでのソフト合成が適用される。
ダウンリンク送信において、ＵＥが、二個の接続からデータビットを受信した後、ソフト
結合を実行して、データパケットを復号する。データビットは異なる周波数層から受信さ
れるが、ビットレベル結合を適用して、受信した信号ノイズ比 (ＳＩＲ)を改善すること
ができる。アップリンク送信において、プライマリーｅＮＢが、アンカーエンティティと
して設定される時、ｅＮＢから、複数のデータビットストリームを結合して、ビットレベ
ルソフト合成を実行する。その後、ＰｅＮＢは、データを、ネットワークエンティティ、
たとえば、ＭＥに送信する。ＭＭＥがアンカーエンティティに設定される時、ｅＮＢと接
続する、異なるデータパスから複数のビットストリームを受信し、ソフト合成を実行する
。一般に、このようなスキームの使用は、結合ゲインを有することができる。選択的結合
が適用される場合、ダイバーシティゲインが達成される。     
【００４８】
　ＵＥは、同様の方法で、データ受信/送信スキームの上述の２つのカテゴリのどちらか
を用いるように設定される。ＵＥが、異なるｅＮＢから、ビットレベルで、異なるデータ
コンテンツを受信するように設定される時には、上述のように、多重化方式を適用する。
ＵＥが、異なるｅＮＢから、ビットレベルで同一データコンテンツを受信するように設定
される時には、上述のように、ソフト合成スキームを適用する。一例として、まず、ＵＥ
は、異なるデータパスから、複数のビットストリームをソフト合成することにより、ビッ
トストリームを生成し、ソフト結合されたビットストリームを復号することにより、デー
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タストリームを再組み立てする。 
【００４９】
　図１３は、本実施形態における、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムに
おいて、ｅＮＢがアンカーエンティティに設定されて、複数のデータストリームを処理す
るときのフローチャートである。ステップ１３０１において、第１基地局に属する第１セ
ルにおいて、アンカーｅＮＢは、ＵＥにより、第１接続からネットワークエンティティに
送られる第１ＵＥデータを受信し、第１基地局がアンカーエンティティになるように設定
される。ステップ１３０２において、アンカーｅＮＢは、第２基地局と第２接続からネッ
トワークエンティティに送られる第２ＵＥデータを受信し、第２基地局は、第２セルで、
ＵＥと接続され、第１セルおよび第２セル中のコンポーネントキャリアがアグリゲートさ
れて、ＵＥに供する。その後、第１ＵＥデータと第２ＵＥデータを結合する。アンカーｅ
ＮＢは、ネットワークエンティティから受信される第三ＵＥデータを第１基地局および第
２基地局に分配し、第三データはＵＥに送られる。
【００５０】
　図１４は、本実施形態における、ＵＥは、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシ
ステムにおいて、複数のデータストリームを受信するときのフローチャートである。ＵＥ
は、ステップ１４０１において、プライマリー基地局に属するプライマリーセルにおいて
、第１ＵＥ-ＩＤと、第１接続を構築する。プライマリーセルは、ダウンリンクコンポー
ネントキャリア (ＣＣ)とアップリンクＣＣを備える。ステップ１４０２において、第２
基地局に属する第２セルにおいて、ＵＥは、第２ＵＥ-ＩＤと、第２接続を構築する。セ
カンダリーセルは、ダウンリンクＣＣと任意のアップリンクＣＣを備える。ステップ１４
０３において、ＵＥは、第１ＵＥ-ＩＤと第２ＵＥ-ＩＤに基づいて、コンポーネントキャ
リア (ＣＣ)をアグリゲートする。ステップ１４０４において、ＵＥは、第１接続で、移
動性管理機能を実行する。
アップリンクとダウンリンク コンポーネントキャリア スケジューリング
【００５１】
「アップリンクとダウンリンク コンポーネントキャリア スケジューリング」
　インターｅＮＢキャリアアグリゲーションの第三の問題点は、ダウンリンクおよびアッ
プリンクコンポーネントキャリアスケジューリングである。現在のシステムにおいて、キ
ャリアアグリゲーション操作に対し、ＵＥ-ＩＤ(たとえば、Ｃ-ＲＮＴＩ)がひとつしかな
く、１つのＵＥ-ＩＤは全ＣＣスケジューリングに用いられる。インターｅＮＢキャリア
アグリゲーションシステムにおいて、異なるＣＣは異なる基地局からアグリゲートされ、
異なるＵＥ-ＩＤは、異なるＣＣと異なるスケジューラーに適用される。異なる基地局に
接続されるダウンリンクＣＣに対し、ＵＥが、複数のセル特定ＵＥ-ＩＤを維持すること
、または、異なるＣ-ＲＮＴＩを維持することが許可される場合に、ダウンリンクスキー
ムは、対応する修正を必要とする。ＵＥは、複数のＵＥ-ＩＤを維持して、ダウンリンク
スケジューラーとダウンリンクＣＣを検索する必要がある。複数のＵＥ-ＩＤ設定におい
て、２つのオプションがある。ひとつは、同一ＵＥ-ＩＤを、同一基地局に接続される全
ＣＣに割り当てることである。このオプションにおいて、同一基地局に属するＣＣ集合は
ＵＥに透過的である。ネットワークは、ＵＥだけを配置することができ、ＵＥのＣＣ集合
は、高層シグナリングにより、同一のＵＥ-ＩＤ、または、Ｃ-ＲＮＴＩを用い、且つ、ダ
ウンリンク制御情報検出とデータ送受信に対し、ＵＥは高層設定だけに従う。２つ目は、
異なるＵＥ-ＩＤを異なるＣＣに割り当てることである。任意のスキームにおいて、改善
は、物理層の現在のシステム中で行われて、インターｅＮＢ ＣＡを実行する必要がある
。以下のセッションで、ダウンリンクおよびアップリンクＣＣスケジューリングの設定の
例を記述する。
【００５２】
　図１５は、本実施形態に係るインターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおい
て、非-クロスキャリアスケジューリングがダウンリンクＣＣスケジューリングに用いら
れるときのシステムの概要図である。ＵＥ１５０１がインターｅＮＢキャリアアグリゲー
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ションに設定される。２つのＵＥ-ＩＤがＲＮＴＩ-０とＲＮＴＩ-１に設定される。ＵＥ
は、これらの設定されたＵＥ-ＩＤを保存する必要がある。ＵＥ１５０１は、ｅＮＢ１５
０２とｅＮＢ１５０３を接続する。ｅＮＢ１５０２からのダウンリンクコンポーネントキ
ャリアはＦ１で送信する。ＲＮＴＩ-０は、Ｆ１上で、ＤＤ ＣＣのデータ領域に割り当て
られる。ｅＮＢ１５０３からのダウンリンク コンポーネントキャリアはＦ２で伝送する
。ＲＮＴＩ-１は、Ｆ２上のＤＤ ＣＣのデータ領域に割り当てられる。この例の設定にお
いて、各ＤＤ ＣＣの制御領域は、データ領域ＤＤ ＣＣをスケジュールする。Ｆ１におい
て、制御領域ＲＮＴＩ-０スケジューラーは、同一ＲＮＴＩ-０を有する同一のＤＤ ＣＣ
のデータ領域で、データ領域を指し示す。Ｆ２において、制御領域ＲＮＴＩ-１スケジュ
ーラーは、同一ＲＮＴＩ-１を有する同一ＤＤ ＣＣのデータ領域で、データ領域を指し示
す。この場合、クロスキャリアスケジューリングがない。ＵＥ１５０２は、ＲＮＴＩとコ
ンポーネントキャリアのようなセル特定ＵＥ-ＩＤ間の結合だけを知る必要がある。各基
地局は、任意に、異なるＵＥ-ＩＤをそのＤＤ ＣＣに割り当てる。ＵＥ１５０１は、Ｆ１
とＦ２で、アグリゲートされたＤＤ ＣＣを受信する。ＵＥ１５０１は、全ＤＤ ＣＣに適
用されるＵＥ-ＩＤが同じであることを、仮定することができない。ＵＥ１５０１は、対
応する設定ＵＥ-ＩＤを有する各ＤＤ ＣＣでで、ＤＬスケジューラーを検索する。
【００５３】
　図１６は、本実施形態において、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムに
おけるクロスキャリアスケジューリングが、ダウンリンクＣＣスケジューリングのイント
ラ-ｅＮＢキャリアコンポーネンツにだけ用いられるときのシステムの概要図である。Ｕ
Ｅ１６０１がインターｅＮＢキャリアアグリゲーションに設定される。２つのＵＥ-ＩＤ
、ＲＮＴＩ-０とＲＮＴＩ-１が設定される。ＵＥは、これらの設定されたＵＥ-ＩＤを保
存する。ＵＥ１６０１は、ｅＮＢ１６０２とｅＮＢ１６０３を接続する。ｅＮＢ１６０２
からのダウンリンクコンポーネントキャリアは、Ｆ１とＦ３で伝送する。ＲＮＴＩ-０は
、Ｆ１とＦ３で、ＤＤ ＣＣのデータ領域に割り当てられる。ｅＮＢ１６０３からのダウ
ンリンクコンポーネントキャリアは、Ｆ２で伝送する。ＲＮＴＩ-１は、Ｆ２上のＤＤ Ｃ
Ｃのデータ領域に割り当てられる。この場合、クロスキャリアスケジューリングはイント
ラ-ｅＮＢにだけ用いられる。Ｆ１において、制御領域ＲＮＴＩ-０ スケジューラーは、
ＲＮＴＩ-０を有するＦ１で、ＤＤ ＣＣをスケジュールし、かつ、ＲＮＴＩ-０を有する
Ｆ３で、別のＣＣをスケジュールする。Ｆ１の ＤＤ ＣＣは、同一ＤＤ ＣＣとＦ３で送
信される別のＤＤ ＣＣで、ＣＣをスケジュールする。クロスキャリアスケジューリング
は、同一ｅＮＢに接続されるＤＤ ＣＣにだけ適用される。ｅＮＢ１６０３で、ＲＮＴＩ-
１を有するＦ２上のＤＤ ＣＣの制御領域は、同一ＲＮＴＩ-１を有する同一ＤＤ ＣＣを
スケジュールする。この場合、クロスキャリアスケジューリングは、イントラ-ｅＮＢ Ｄ
Ｄ ＣＣに制限される。ｅＮＢは、任意に、異なるＵＥ-ＩＤを異なるＣＣに割り当てるこ
とができる。この例において、ｅＮＢ１６０２は、ＲＮＴＩ-０をＦ１上のＤＤ ＣＣに割
り当て、ＲＮＴＩ-２をＦ３上のＤＤ ＣＣに割り当てることができる。イントラ-ｅＮＢ
クロスキャリアスケジューリングが適用される場合、ＲＮＴＩ-０を有するＦ１上のＤＤ 
ＣＣの制御領域は、ＲＮＴＩ-２を有するＦ２で、ＤＤ ＣＣをスケジュールする。ＵＥは
、設定された全ＵＥ-ＩＤを保存する必要がある。後の任意の設定において、ＵＥ１６０
１は、ＲＮＴＩ-０、ＲＮＴＩ-１およびＲＮＴＩ-２を保存する。ＵＥは、Ｆ１、Ｆ２と
Ｆ３で、アグリゲートされたＣＣを受信する。ＵＥ１６０１は、全ＤＤ ＣＣに適用され
るＵＥ-ＩＤが同じであることを仮定することができない。ＵＥ１６０１は、各ダウンリ
ンクＣＣ上で、割り当てられたＵＥ-ＩＤに基づいて、ＤＬスケジューラーを検索、およ
び、検出する。
【００５４】
　図１７は、本実施形態において、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムに
おけるクロスキャリアスケジューリングが、ダウンリンクＣＣスケジューリングのインタ
ーｅＮＢキャリアコンポーネンツに用いられるときのシステムの概要図である。ＵＥ１７
０１が、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションに設定される。２つのＵＥ-ＩＤ、Ｒ
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ＮＴＩ-０とＲＮＴＩ-１が設定される。ＵＥは、これらの設定されたＵＥ-ＩＤを保存す
る必要がある。ＵＥ１７０１は、ｅＮＢ１７０２とｅＮＢ１７０３を接続する。ｅＮＢ１
７０２からのダウンリンクコンポーネントキャリアはＦ１で伝送する。ＲＮＴＩ-０は、
Ｆ１で、ＤＤ ＣＣのデータ領域に割り当てられる。ｅＮＢ１７０３からのダウンリンク
コンポーネントキャリアはＦ２で伝送する。ＲＮＴＩ-１は、Ｆ２で、ＤＤ ＣＣのデータ
領域に割り当てられる。この場合、クロスキャリアスケジューリングがインターｅＮＢに
用いられる。Ｆ１において、制御領域 ＲＮＴＩ-０スケジューラーは、ＲＮＴＩ-０を有
するＦ１上で、異なるｅＮＢと接続されるＤＤ ＣＣをスケジュールし、かつ、ＲＮＴＩ-
１を有するＦ３上で、ＤＤ ＣＣをスケジュールする。Ｆ１の ＤＤ ＣＣは、異なるｅＮ
Ｂと接続される同一ＤＤ ＣＣと別のＤＤ ＣＣ上で、ＣＣをスケジュールする。クロスキ
ャリアスケジューリングが、インターｅＮＢ ＤＤ ＣＣに適用される。この場合、クロス
キャリアスケジューリングがインターｅＮＢ ＤＤ ＣＣに適用される。ｅＮＢは、任意に
、異なるＵＥ-ＩＤを異なるＣＣに割り当てることができる。ＵＥは、設定された全ての
ＵＥ-ＩＤを保存する必要がある。ＵＥ１７０１は、全ＤＤ ＣＣに適用されるＵＥ-ＩＤ
が同じであることを仮定することができない。ＵＥ１７０１は、各ダウンリンクＣＣで、
割り当てられたＵＥ-ＩＤに基づいて、ＤＬスケジューラーを検索、および、検出する。
このような設定において、ＵＥ-ＩＤ割り当て上のインターｅＮＢ調整は、ＵＥ-ＩＤ混乱
を回避する必要がない。
【００５５】
　ダウンリンクスケジューリングに加え、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションにお
けるアップリンクグラントは修正を必要とする。アップリンクグラントは、ＤＬコンポー
ネントキャリアの制御領域に搭載される。アップリンクＣＣがダウンリンクＣＣと連結さ
れる場合がある。インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムにおいて、アップリ
ンクグラントが存在するＤＤ ＣＣのＵＥ-ＩＤは、アップリンクＣＣのＵＥ-ＩＤと異な
る。異なる設定を用いることができる。以下のセッションは、インターｅＮＢキャリアア
グリゲーションシステムにおけるアップリンクグラント幾つかの例の設定を説明する。
【００５６】
　図１８は、本実施形態において、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムに
おける非-クロスキャリアスケジューリングが、アップリンクＣＣグラントに用いられる
ときの概要図である。ＵＥ１８０１がインターｅＮＢキャリアアグリゲーションに設定さ
れる。２つのＵＥ-ＩＤ、ＲＮＴＩ-０とＲＮＴＩ-１が設定される。 ＵＥ１８０１は、こ
れらの設定されたＵＥ-ＩＤを保存する必要がある。ＵＥ１８０１は、ｅＮＢ１８０２と
ｅＮＢ１８０３を接続する。ｅＮＢ１８０２は、Ｆ１上でダウンリンクを送信し、かつ、
Ｆ３上でアップリンクを送信する。Ｆ１上のＤＤ ＣＣは、ＵＬ-ＤＬ連結により、Ｆ３上
のＵＬ ＣＣと連結される。Ｆ１上のＤＤ ＣＣとＦ３のＵＬ ＣＣは、割り当てられたＲ
ＮＴＩ-０のＵＥ-ＩＤである。ｅＮＢ１８０３は、Ｆ２でダウンリンクを送信し、かつ、
Ｆ４でアップリンクを送信する。Ｆ２において、ＤＤ ＣＣは、ＵＬ-ＤＬ連結により、Ｆ
４上のＵＬ ＣＣと連結される。Ｆ２上のＤＤ ＣＣとＦ４上のＵＬ ＣＣは、割り当てら
れたＲＮＴＩ-１のＵＥ-ＩＤである。この設定において、アップリンクグラントが存在す
るダウンリンクコンポーネントキャリアは、接続されたアップリンクコンポーネントキャ
リアとして、同一基地局に接続される。接続されたアップリンクコンポーネントキャリア
には、許可されたアップリンクデータトラフィックが存在する。各アップリンクＣＣは、
その連結されたダウンリンクＣＣにより許可される。図１８に示されるように、ｅＮＢ１
８０２において、Ｆ３上のアップリンクＣＣのアップリンクグラントは、Ｆ１上のその連
結されたＤＤ ＣＣに存在する。２つの連結するコンポーネントキャリアは、同一ＵＥ-Ｉ
Ｄ、ＲＮＴＩ-０で割り当てられる。同様に、ｅＮＢ１８０３において、Ｆ４上のアップ
リンクＣＣのアップリンクグラントは、Ｆ３上のその連結されたＤＤ ＣＣに存在する。
２つの連結したコンポーネントキャリアは、同一ＵＥ-ＩＤ、ＲＮＴＩ-１で割り当てられ
る。この設定に、クロスキャリアスケジューリングはない。ＵＥ１８０１は、設定された
ＵＥ-ＩＤ、ＲＮＴＩ-０とＲＮＴＩ-１を保存する。ＵＥ１８０１は、各ダウンリンクコ
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ンポーネントキャリア上で割り当てられたＵＥ-ＩＤに基づいて、アップリンクグラント
を検索、および、検出する。ＵＥ１８０１は、Ｆ３とＦ４で搭載されるアップリンクＣＣ
で送信する。
【００５７】
　図１９は、本実施形態において、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムに
おいて、クロスキャリアスケジューリングが、イントラ-ｅＮＢアップリンクＣＣグラン
トだけに用いられるときのシステムの概要図である。ＵＥ１９０１が、インターｅＮＢキ
ャリアアグリゲーションに設定される。２つのＵＥ-ＩＤ、ＲＮＴＩ-１とＲＮＴＩ-２が
設定される。ＵＥ１９０１は、これらの設定された ＵＥ-ＩＤを保存する必要がある。Ｕ
Ｅ１９０１は、ｅＮＢ１９０２とｅＮＢ１９０３を接続する。ｅＮＢ１９０２は、Ｆ１上
でダウンリンク、および、Ｆ３上でアップリンクを送信する。Ｆ１上のＤＤ ＣＣは、Ｕ
Ｌ-ＤＬ連結により、Ｆ３上のＵＬ ＣＣと連結する。Ｆ１上のＤＤ ＣＣとＦ３上のＵＬ 
ＣＣは、割り当てられたＲＮＴＩ-０のＵＥ-ＩＤである。ｅＮＢ１９０３は、Ｆ１上でダ
ウンリンクを送信し、Ｆ３上でアップリンクを送信する。Ｆ１上のＤＤ ＣＣは、ＵＬ-Ｄ
Ｌ 連結により、Ｆ３上のＵＬ ＣＣと連結される。Ｆ１上のＤＤ ＣＣとＦ３上のＵＬ Ｃ
Ｃは、割り当てられたＲＮＴＩ－１のＵＥ－ＩＤである。ｅＮＢ１９０３は、また、Ｆ２
上でダウンリンク、および、Ｆ４上でアップリンクを送信する。Ｆ２上のＤＤ ＣＣは、
ＵＬ-ＤＬ 連結により、Ｆ４上のＵＬ ＣＣと連結される。Ｆ２上のＤＤ ＣＣとＦ４上の
ＵＬ ＣＣは、割り当てられたＲＮＴＩ-２のＵＥ-ＩＤである。この設定において、アッ
プリンクグラントが存在するダウンリンクコンポーネントキャリアは、許可されたアップ
リンクデータトラフィックが存在するアップリンクコンポーネントキャリアとして、同一
の基地局に接続される。アップリンクグラントが存在するダウンリンクＣＣは、アップリ
ンクデータを搭載するアップリンクＣＣと連結されない。図１９に示されるように、ｅＮ
Ｂ１９０３において、ＲＮＴＩ-１を有するＦ１上のダウンリンクＣＣは、ＲＮＴＩ-１を
有するＦ３上のその連結されたＵＬ ＣＣのアップリンクグラントを有する。このダウン
リンクＣＣは、また、ＲＮＴＩ-２を有するＦ４上で、アップリンクＣＣのアップリンク
グラントを搭載し、このダウンリンクＣＣに連結されない。この設定において、クロスキ
ャリアスケジューリングは、同一ｅＮＢ内で制限される。ＵＥ１９０１は、アップリンク
グラントに、設定されたＵＥ-ＩＤ、ＲＮＴＩ-１とＲＮＴＩ-２を保存する。ＵＥ１９０
１は、各ダウンリンクコンポーネントキャリアで、割り当てられたＵＥ-ＩＤに基づいて
、アップリンクグラントを検索、および、検出する。ＵＥ１９０１は、Ｆ３とＦ４で搭載
されるアップリンクＣＣで送信する。この例において、同一ｅＮＢ、ｅＮＢ１９０３は、
二個の異なるＵＥ-ＩＤをそのコンポーネントキャリアに割り当てる。さらに、ＵＥ１９
０１がインターｅＮＢ ＣＡに設定され、且つ、ｅＮＢ１９０２とｅＮＢ１９０３両方と
接続されるが、ｅＮＢ１９０３だけに送信される。ＵＥ１９０１は、ダウンリンクＣＣの
ｅＮＢ１９０２とｅＮＢ１９０３両方から、ＣＣをアグリゲートし、一ｅＮＢ中のセルで
のみ送信する。このような設定は、マクロ-ピコセル設定のような場合に有用である。Ｒ
ＮＴＩ-１とＲＮＴＩ-２だけがアップリンクキャリアアグリゲーションに用いられるが、
ダウンリンクＣＣと同じように、ＵＥ１９０１はＲＮＴＩ-０を保存する。
【００５８】
　図２０は、本実施形態において、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムに
おけるクロスキャリアスケジューリングがインターｅＮＢ アップリンクＣＣグラントに
用いられるときの概要図である。ＵＥ２００１が、インターｅＮＢキャリアアグリゲーシ
ョンに設定される。２つのＵＥ-ＩＤ、ＲＮＴＩ-０とＲＮＴＩ-１が設定される。ＵＥ２
００１は、これらの設定されたＵＥ-ＩＤを保存する必要がある。ＵＥ２００１は、ｅＮ
Ｂ２００２とｅＮＢ２００３を接続する。ｅＮＢ２００２は、Ｆ１上でダウンリンクを送
信し、および、Ｆ３上でアップリンクを送信する。Ｆ１上のＤＤ ＣＣは、ＵＬ-ＤＬ連結
により、Ｆ３上のＵＬ ＣＣと連結される。Ｆ１上のＤＤ ＣＣ、および、Ｆ３上のＵＬ 
ＣＣは、割り当てられたＲＮＴＩ-０のＵＥ-ＩＤである。ｅＮＢ２００３は、Ｆ２上でダ
ウンリンクを送信し、および、Ｆ４上でアップリンクを送信する。Ｆ２上のＤＤ ＣＣは
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、ＵＬ-ＤＬ連結により、Ｕ４上でＵＬ ＣＣと連結される。Ｆ２上のＤＤ ＣＣとＦ４上
のＵＬ ＣＣは、割り当てられたＲＮＴＩ－１のＵＥ－ＩＤである。この設定において、
アップリンクグラントが存在するダウンリンクコンポーネントキャリアは、許可されたア
ップリンクデータトラフィックが存在するアップリンクコンポーネントキャリアから、異
なる基地局に接続される。アップリンクグラントが存在するダウンリンクＣＣは、アップ
リンクデータを搭載するアップリンクＣＣに連結されない。図２０に示されるように、ｅ
ＮＢ２００２において、ＲＮＴＩ-０を有するＦ１のダウンリンクＣＣは、ＲＮＴＩ-０を
有するＦ３上のその連結されたＵＬ ＣＣのアップリンクグラントを有する。このダウン
リンクＣＣは、また、別のｅＮＢ、ｅＮＢ２００３と接続されるＲＮＴＩ-１と、アップ
リンクグラントを、Ｆ４上のアップリンクＣＣに運ぶ。 この設定において、クロスキャ
リアスケジューリングが異なるｅＮＢに適用される。ＵＥ２００１は、設定されたＵＥ-
ＩＤ、ＲＮＴＩ-０とＲＮＴＩ-１をアップリンクグラントに保存する。ＵＥ２００１は、
各ダウンリンクコンポーネントキャリア上で割り当てられた ＵＥ-ＩＤに基づいて、アッ
プリンクグラントを検索、および、検出する。ＵＥ２００１は、Ｆ３とＦ４で搭載される
アップリンクＣＣで送信する。
【００５９】
　図２１は、本実施形態において、アップリンクとダウンリンクコンポーネントキャリア
が、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステムでスケジュールされるときのフロ
ーチャートである。ＵＥは、ステップ２１０１において、上層設定を受信する。第１ＵＥ
-ＩＤは、第１群のダウンリンク (ＤＬ)とアップリンク (ＵＬ)コンポーネントキャリア
に関連し、第２ＵＥ-ＩＤは、第２群のＤＬとＵＬコンポーネントキャリアに関連する。
ステップ２１０２において、ＵＥは、ひとつ以上のＤＬコンポーネントキャリア上のひと
つ以上のダウンリンク制御チャネルにより、ダウンリンク制御情報を受信する。ステップ
２１０３において、ＵＥは、第１ＵＥ-ＩＤと第２ＵＥ-ＩＤを用いて、ダウンリンク制御
情報を復号する。
【００６０】
「アップリンク フィードバック情報」
　第４の問題点は、フィードバック情報、たとえば、ＨＡＲＱとＣＳＩのアップリンクフ
ィードバックＣＣの設定である。インターｅＮＢキャリアアグリゲーションがサポートさ
れる場合、ＵＥは、ダウンリンクおよびアップリンクコンポーネントキャリアに対し、複
数のＵＥ-ＩＤを維持する必要がある。ＨＡＲＱとＣＳＩフィードバックスキームは対応
する変化を必要とする。一般に、フィードバックチャネルがいくつかの異なる方法で送信
されて、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションを実行する。一つ目は、全フィードバ
ックチャネルの１つのアップリンクコンポーネントキャリアを有する。通常、全フィード
バックチャネルを搭載するアップリンクＣＣは、プライマリーアップリンクＣＣである。
インターｅＮＢ ＣＡが有効である時、このようなスキームは、Ｘ２インターフェースに
より、インターｅＮＢデータ転送を必要とする。Ｘ２インターフェースのレイテンシーが
問題である。第２オプションは、フィードバックチャネルの基地局毎に、１つのアップリ
ンクコンポーネントキャリアを有する。このアプローチにおいて、基地局からのフィード
バックチャネルは、同一の基地局に関連するひとつ以上のアップリンクコンポーネントキ
ャリアで運ばれる。このアプローチを用いると、Ｘ２インターフェース上に余分なデータ
転送がない。しかし、ＵＥの観点から、ＵＥがＵＬコンポーネントキャリアと基地局間の
正確な接続を知る必要がない。ＵＥは、どのアップリンクコンポーネントキャリアが、高
層シグナリングにより、アップリンクフィードバックチャネルに設定されるか、だけを知
る必要がある。第３オプションは、ひとつ以上の関連するダウンリンクコンポーネントキ
ャリアに対し、１つのアップリンクコンポーネントキャリアを有する。接続は、高層シグ
ナリングにより、ＵＥにシグナリングされる。このアプローチは、インターｅＮＢデータ
転送を必要とせず、フィードバックアグリゲーションの複雑さがない。しかし、ＯＦＤＭ
/ＯＦＤＭＡシステムにおいて、単一ＲＦモジュールが、複数のアップリンクコンポーネ
ントキャリアで、同時に、信号送信に用いられる場合、導入された高ピーク対平均電力比



(23) JP 2015-511095 A 2015.4.13

10

20

30

40

50

 (ＰＡＰＲ：peak-to-average power ratio)のため、アップリンクフィードバックの多く
のアップリンクコンポーネントキャリアにより、アップリンク送信電力効率が非常に劣化
する。以下のセッションは、上述の異なるオプションの設定を説明する。
【００６１】
　図２２は、本実施形態におけるインターｅＮＢ キャリアアグリゲーションシステムに
おいて、アップリンクコンポーネントキャリアが設定されて、アップリンクフィードバッ
ク情報を運ぶときのフローチャートである。ＵＥは、ステップ２２０１において、上層設
定を受信し、第１アップリンクフィードバックコンポーネントキャリアは、第１群のダウ
ンリンクコンポーネントキャリアに関連し、第２アップリンクフィードバックコンポーネ
ントキャリアは、第２群のダウンリンクコンポーネントキャリアに関連する。ステップ２
２０２において、ＵＥは、それぞれ、第１と第２アップリンクフィードバックコンポーネ
ントキャリアに関連するダウンリンクコンポーネントキャリアのフィードバック情報の集
合をアグリゲートする。ステップ２２０３において、ＵＥは、アップリンクフィードバッ
クチャネルを生成して、アグリゲートされたフィードバック情報を、第１アップリンクフ
ィードバックコンポーネントキャリアにおよび第２アップリンクフィードバックコンポー
ネントキャリアに運ぶ。
【００６２】
　図２３Ａは、本実施形態において、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステム
における全ダウンリンクコンポーネントキャリアの１つのアップリンクコンポーネントキ
ャリアがあるときの概要図である。ＵＥ２３０１は、ｅＮＢ２３０２とｅＮＢ２３０３と
を接続する。ｅＮＢ２３０２とｅＮＢ２３０３は、Ｘ２インターフェースにより互いに接
続する。ＵＥ２３０１は、ｅＮＢ２３０２とｅＮＢ２３０３に関連する２つのＵＥ-ＩＤs
 ＲＮＴＩ-０及びＲＮＴＩ-１を有するインターｅＮＢキャリアアグリゲーションに設定
される。ｅＮＢ２３０２、ＲＮＴＩ-０を有するＤＬ-ＰＣＣ、および、ＲＮＴＩ-０を有
するＤＬ-ＣＣ-１で設定される２つのダウンリンクコンポーネントキャリアがある。ＤＬ
-ＰＣＣは、ＲＮＴＩ-０を有するアップリンクプライマリーコンポーネントキャリアＵＬ
-ＰＣＣと接続されるプライマリーダウンリンクコンポーネントキャリアである。１つの
ダウンリンクコンポーネントキャリアが、ｅＮＢ２３０３、ＲＮＴＩ-１を有するＤＬ-Ｃ
Ｃ-２に設定される。アップリンクコンポーネントキャリアＵＬ-ＣＣ-２は、ＲＮＴＩ-１
を有するｅＮＢ２３０３で設定される。第１オプションにおいて、物理アップリンク制御
チャネル (ＰＵＣＣＨ：Physical Uplink Control Channel)を運ぶたった１つのＵＬ-Ｐ
ＣＣは、ＤＬ-ＰＣＣ、ＤＬ-ＣＣ１とＤＬ-ＣＣ-２を含む全ダウンリンクＣＣに用いるフ
ィードバック情報を有するフィードバックチャネルを運ぶ。フィードバック情報を搭載す
る１つのアップリンクＣＣだけがあるので、Ｘ２インターフェースデータ転送が必要とさ
れる。
【００６３】
　図２３Ｂは、本実施形態において、インターｅＮＢキャリアアグリゲーションシステム
における同一ｅＮＢ中の全ダウンリンクコンポーネントキャリアに対し、１つのアップリ
ンクコンポーネントキャリアがあるときの概要図である。ＵＥ２３１１は、ｅＮＢ２３１
２とｅＮＢ２３１３を接続する。ｅＮＢ２３１２とｅＮＢ２３１３は、Ｘ２インターフェ
ースにより、互いに接続する。ＵＥ２３１１は、それぞれ、ｅＮＢ２３１２とｅＮＢ２３
１３に関連する２つのＵＥ-ＩＤs ＲＮＴＩ-０とＲＮＴＩ-１と、インターｅＮＢキャリ
アアグリゲーションが設定される。ｅＮＢ２３１２、ＲＮＴＩ-０を有するＤＬ-ＰＣＣ、
および、ＲＮＴＩ-０を有するＤＬ-ＣＣ-１に設定される２つのダウンリンクコンポーネ
ントキャリアがある。ＤＬ-ＰＣＣは、ＲＮＴＩ-０を有するアップリンクプライマリーコ
ンポーネントキャリアＵＬ-ＰＣＣと接続されるプライマリーダウンリンクコンポーネン
トキャリアである。１つのダウンリンクコンポーネントキャリアは、ｅＮＢ２３１３、 
ＲＮＴＩ-１を有するＤＬ-ＣＣ-２に設定される。アップリンクコンポーネントキャリア
ＵＬ-ＣＣ-２は、ＲＮＴＩ-１を有するｅＮＢ２３１３上に設定される。このオプション
において、１つのアップリンクＣＣが設定されて、フィードバック情報を、同一ｅＮＢと
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を、ｅＮＢ２３１２中のＤＬ-ＰＣＣとＤＬ-ＣＣ-１に運ぶ。ｅＮＢ２３１３中のＵＬ-Ｃ
Ｃ-２は、フィードバック情報に、ｅＮＢ２３１３中のＤＬ-ＣＣ-２を運ぶ。両ＵＬ-ＰＣ
ＣとＵＬ-ＣＣ-２は、それらの各々のｅＮＢで、フィードバックチャネルをコンポーネン
トキャリアに運ぶＰＵＣＣＨと設定される。
【００６４】
　図２３Ｃは、本実施形態において、インターｅＮＢ キャリアアグリゲーションシステ
ムにおける関連する各ダウンリンクコンポーネントキャリアに対し、１つのアップリンク
コンポーネントキャリアがあるときの概要図である。ＵＥ２３２１は、ｅＮＢ２３２２と
ｅＮＢ２３２３を接続する。ｅＮＢ２３２２とｅＮＢ２３２３は、Ｘ２インターフェース
により互いに接続される。ＵＥ２３２１は、それぞれ、ｅＮＢ２３２２とｅＮＢ２３２３
と関連する２つのＵＥ-ＩＤs ＲＮＴＩ-０とＲＮＴＩ-１を有するインターｅＮＢ キャリ
アアグリゲーションと設定される。ｅＮＢ２３２２、ＲＮＴＩ-０を有するＤＬ-ＣＣ-０
、および、ＲＮＴＩ-０を有するＤＬ-ＣＣ-１で設定される２つのダウンリンクコンポー
ネントキャリアがある。２つのダウンリンクコンポーネントキャリアが、ｅＮＢ２３２３
、 ＲＮＴＩ-１を有するＤＬ-ＣＣ-２、および、ＲＮＴＩ-１を有するＤＬ-ＣＣ-３に設
定される。アップリンクコンポーネントキャリアＵＬ-ＣＣ-２が、ＲＮＴＩ-１を有する
ｅＮＢ２３１３上に設定される。このオプションにおいて、１つのアップリンクＣＣが、
フィードバック情報を、同一ｅＮＢと接続するひとつ以上の関連するＤＤ ＣＣに運ぶよ
うに設定される。ｅＮＢ２３２２中のＵＬ-ＣＣ-０はＤＬ-ＣＣ-０と関連する。ＵＬ-Ｃ
Ｃ-０は、フィードバック情報に用いるｅＮＢ２３２２中、ＤＬ-ＣＣ-０に用いるフィー
ドバック情報を運ぶ。ｅＮＢ２３２２中のＵＬ-ＣＣ-１はＤＬ-ＣＣ-１に関連する。ＵＬ
-ＣＣ-１は、フィードバック情報に用いるｅＮＢ２３２２中、ＤＬ-ＣＣ-１に用いるフィ
ードバック情報を運ぶ。ｅＮＢ２３２３中のＵＬ-ＣＣ-２は、ＤＬ-ＣＣ-２とＤＬ-ＣＣ-
３に関連する。ＵＬ-ＣＣ-２は、ｅＮＢ２３１３で、フィードバック情報を、ＤＬ-ＣＣ-
２とＤＬ-ＣＣ-３に運ぶ。ＵＬ-ＣＣ-０、ＵＬ-ＣＣ-１とＵＬ-ＣＣ２は、それらの各々
のｅＮＢで、フィードバックチャネルをコンポーネントキャリアに運ぶＰＵＣＣＨと設定
される。
【００６５】
　本発明では実施形態を前述の通り開示したが、これらは決して本発明に限定するもので
はなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本発明の思想を脱しない範囲内で各種の変形
を加えることができる。
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