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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンポーネント・キャリア・アグリゲーションを使用するモバイル通信システム内で下
りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化する方法であって、モバイル
端末によって実行される以下のステップ、すなわち、
　下りリンク・コンポーネント・キャリア上で、前記モバイル端末に上りリンク・リソー
スまたは下りリンク・リソースを割り当てるためのリソース割当情報を受信し、前記リソ
ース割当情報は複数のビットを含み、複数の構成された下りリンク・コンポーネント・キ
ャリアの各々は前記複数のビットに含まれる一つのビットと対応しており、前記一つのビ
ットは対応する下りリンク・コンポーネント・キャリアがアクティブ化されるべきかまた
は非アクティブ化されるべきかのいずれかを示し、前記複数のビットに含まれるいずれか
のビットが、対応する下りリンク・コンポーネント・キャリアがアクティブ化されるべき
ことを示す場合は、前記複数のビットは、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）の送信を要
求するＳＲＳ送信要求をさらに示す、
　前記リソース割当情報に従って、前記複数の構成された下りリンク・コンポーネント・
キャリアをアクティブ化し、または、非アクティブ化し、
　前記アクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリアに対応する上りリンク
・コンポーネント・キャリアを用いて、前記ＳＲＳを送信する、
　前記方法。
【請求項２】
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　前記リソース割当情報によって新たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント
・キャリアごとにチャネル品質測定を実行し、
　前記アクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリアの前記チャネル品質測
定を前記リソース割当情報によって割り当てられた上りリンク・リソース上で送信する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記リソース割当情報によって割り当てられた上りリンク・リソース上で、上りリンク
・スケジューリングに関するスケジューリング関連情報をさらに送信する、請求項１また
は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記割り当てられた上りリンク・リソース上での上りリンク送信は、前記リソース割当
情報の受信または前記下りリンク・コンポーネント・キャリアの成功の（非）アクティブ
化を肯定応答する、請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記リソース割当情報のサイズは、前記モバイル通信システム内で定義される少なくと
も１つのさらなるＤＣＩフォーマットのサイズと等しい、請求項１から４のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記リソース割当情報は、下りリンク・コンポーネント・キャリアの前記アクティブ化
および非アクティブ化のために前記モバイル端末に割り当てられた無線ネットワーク一時
識別子（ＲＮＴＩ）を用いてマスクされたＣＲＣフィールドを含む、請求項１から５のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記リソース割当情報は、上りリンク・リソース割当を示し、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣ
Ｉフォーマット０を再利用しており、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣＩフォーマット０の新デー
タ・インジケータ（ＮＤＩ）のビット、ＴＰＣコマンド・フィールド、およびＣＱＩ要求
フラグは、ビットマスクを示すために再利用される、請求項１から６のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項８】
　前記リソース割当情報は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣＩフォーマット０を再利用しており
、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣＩフォーマット０の新データ・インジケータ（ＮＤＩ）のビッ
ト、ＴＰＣコマンド・フィールド、ＣＱＩ要求フラグ、ならびに変調および符号化方式フ
ィールドの１ビットは、ビットマスクと、前記モバイル端末が新たにアクティブ化された
下りリンク・コンポーネント・キャリアのチャネル品質測定値を送信するのかどうかの表
示とを示すために再利用される、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記リソース割当情報は、ＦＤＤ動作の下りリンク制御情報（ＤＣＩ）であり、
　－同一のビット数／サイズを有するように定義されるＤＣＩフォーマットを区別するフ
ォーマット・フラグ、
　－モバイル端末が上りリンク・リソース・ホッピングを使用すべきか否かを示すホッピ
ング・フラグ、
　－ＰＵＳＣＨ上で上りリンク・リソースをモバイル端末に割り当てるリソース・ブロッ
ク割当フィールド、
　－ＰＵＳＣＨ上の割り当てられたリソース上での送信に関する変調方式、符号化レート
、および冗長性バージョンを示す変調および符号化方式フィールド、
　－基準シンボル・シーケンスに適用される循環シフトを構成するＤＭＲＳフィールド、
　－複数の下りリンク・コンポーネント・キャリアのそれぞれについて、それぞれの下り
リンク・コンポーネント・キャリアがアクティブ化されまたは非アクティブ化されるのか
どうかをビットマスクによって示しているコンポーネント・キャリア（非）アクティブ化
フィールド、および
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　－必要な場合に（すなわち、オプションで）専用制御情報のサイズを所定のビット数に
整列させるための１つまたは複数のパディング・ビット
　からなる、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記リソース割当情報は、さらに、
　－前記上りリンク・リソースが複数の上りリンク・コンポーネント・キャリアのどれの
上で割り当てられるのかを示すキャリア・インジケータ・フィールド
　からなる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記リソース割当情報は、さらに、
　－前記モバイル端末が新たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリ
アのチャネル品質測定値を送信するのかどうかを示すＣＱＩフラグ
　からなる、請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　変調および符号化方式フィールド内で表すことが可能な少なくとも１つのコードポイン
トは、前記モバイル端末が新たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャ
リアのチャネル品質測定値を送信するのかどうかを示すのに使用される、請求項９または
１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記リソース割当情報は、下りリンク・リソース割当を示し、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣ
Ｉフォーマット１Ａを再利用しており、ＰＵＣＣＨフィールド用のＴＰＣコマンドおよび
新データ・インジケータ（ＮＤＩ）のビットまたは前記ＮＤＩのビットは、複数の構成さ
れた下りリンク・コンポーネント・キャリアのどれがそれぞれアクティブ化されまたは非
アクティブ化されるのかを示すために再利用される、請求項１から６のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記リソース割当情報は、前記モバイル端末へのリソース割当のために前記モバイル端
末に割り当てられた無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を用いてマスクされたＣＲ
Ｃフィールドを含み、前記リソース割当のキャリア・インジケータ・フィールド（ＣＩＦ
）のコードポイントのうちの少なくとも１つは、前記リソース割当情報が前記構成された
下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するためのビットマスクを
示しているかどうか、または前記リソース割当情報が前記構成された下りリンク・コンポ
ーネント・キャリアの（非）アクティブ化に使用されず、それぞれ上りリンク・リソース
または下りリンク・リソースを割り当てるのみであるのかどうか、を示している、請求項
１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　コンポーネント・キャリア・アグリゲーションを使用するモバイル通信システム内で使
用されるモバイル端末であって、
　下りリンク・コンポーネント・キャリア上で、前記モバイル端末に上りリンク・リソー
スまたは下りリンク・リソースを割り当てるためのリソース割当情報を受信する受信器で
あって、前記リソース割当情報は複数のビットを含み、複数の構成された下りリンク・コ
ンポーネント・キャリアの各々は前記複数のビットに含まれる一つのビットと対応してお
り、前記一つのビットは対応する下りリンク・コンポーネント・キャリアがアクティブ化
されるべきかまたは非アクティブ化されるべきかを示し、前記複数のビットに含まれるい
ずれかのビットが、対応する下りリンク・コンポーネント・キャリアがアクティブ化され
るべきことを示す場合は、前記複数のビットは、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）の送
信を要求するＳＲＳ送信要求をさらに示す、受信部と、
　前記リソース割当情報に従って、前記複数の構成された下りリンク・コンポーネント・
キャリアをアクティブ化し、または、非アクティブ化するプロセッサと、
　前記アクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリアに対応する上りリンク
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・コンポーネント・キャリアを用いて、前記ＳＲＳを送信する送信部と、
　を含むモバイル端末。
【請求項１６】
　前記リソース割当情報は、サブフレームの制御シグナリング領域内で受信され、前記受
信部は、前記サブフレームの前記制御シグナリング領域内で前記リソース割当情報のブラ
インド検出を実行するように構成される、請求項１５に記載のモバイル端末。
【請求項１７】
　前記リソース割当情報によって新たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント
・キャリアごとにチャネル品質測定を実行するチャネル品質測定部をさらに備え、
　前記送信部は、前記アクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリアの前記
チャネル品質測定を前記リソース割当情報によって割り当てられた上りリンク・リソース
上で送信する送信器を含む、
　請求項１５または１６に記載のモバイル端末。
【請求項１８】
　前記受信部は、前記サブフレーム内の前記リソース割当情報によって割り当てられた下
りリンク・リソース上で下りリンク・データを受信するようにさらに構成される、請求項
１６に記載のモバイル端末。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、前記リソース割当情報のＣＲＣフィールドからマスクされたＣＲＣ
符号を得、ＣＲＣ符号を得るために、下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティ
ブ化および非アクティブ化のために前記モバイル端末に割り当てられた無線ネットワーク
一時識別子（ＲＮＴＩ）を用いて前記マスクされたＣＲＣ符号をマスク解除し、前記ＣＲ
Ｃ符号に基づいて前記リソース割当の成功のブラインド検出を検証するように構成される
、請求項１５から１８のいずれか一項に記載のモバイル端末。
【請求項２０】
　前記複数の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのどれがそれぞれアクテ
ィブ化されまたは非アクティブ化されるのかの表示は、前記複数のビットからなるビット
マスクによって提供される、請求項１５から１９のいずれか一項に記載のモバイル端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル端末のために構成された個々の下りリンク・コンポーネント・キャ
リアのアクティブ化／非アクティブ化を可能にする新しい上りリンク・リソース割当フォ
ーマットおよび新しい下りリンク・リソース割当フォーマットの提案に関する。さらに、
本発明は、モバイル端末のために構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア（１
つまたは複数）の（非）アクティブ化の方法、基地局、およびモバイル端末での新しい上
りリンク／下りリンク・リソース割当の使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
＜ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）＞
　ＷＣＤＭＡ無線アクセス技術に基づく第３世代モバイル・システム（３Ｇ）が、全世界
で大規模に展開されている。この技術を強化しまたは進歩させる第１ステップは、高速下
りリンク・パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）と、高速上りリンク・パケット・アクセス
（ＨＳＵＰＡ）とも称する機能強化された上りリンクを導入し、非常に競争力のある無線
アクセス技術を与えることである。
【０００３】
　さらに増加するユーザ需要に備え、新しい無線アクセス技術に対して競争力を持つため
に、３ＧＰＰは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）と呼ばれる新しいモバイ
ル通信システムを導入した。ＬＴＥは、次の１０年間の高速のデータ・トランスポートお
よび媒体トランスポートならびに大容量の音声サポートに関するキャリアの必要を満足す
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るために設計されている。高いビット・レートを提供する能力が、ＬＴＥの主要な手段で
ある。
【０００４】
　拡張ＵＭＴＳ地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）およびＵＭＴＳ地上無線アクセス・ネッ
トワーク（ＵＴＲＡＮ）と呼ばれるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）のワー
ク・アイテム（ＷＩ）仕様は、リリース８（ＬＴＥ）として最終化される予定である。Ｌ
ＴＥシステムは、短待ち時間および低コストと共にフルＩＰベース機能性を提供する、効
率的なパケットベースの無線アクセスおよび無線アクセス・ネットワークを表す。詳細な
システム要件を与える。ＬＴＥでは、所与のスペクトルを使用する柔軟なシステム展開を
達成するために、１．４ＭＨｚ、３．０ＭＨｚ、５．０ＭＨｚ、１０．０ＭＨｚ、１５．
０ＭＨｚ、および２０．０ＭＨｚなどのスケーラブルな複数の送信帯域幅が指定される。
下りリンクでは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）ベースの無線アクセスが、低シンボル
・レートに起因する多経路干渉（ＭＰＩ）に対するその固有のイミュニティ、サイクリッ
ク・プレフィックスの使用、および異なる送信帯域幅配置に対するその親和性のゆえに、
採用された。上りリンクでは、大面積カバレージのプロビジョニングが、ユーザ機器（Ｕ
Ｅ）の制限された送信電力を考慮して、ピーク・データ・レートの改善より優先されたの
で、シングル・キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ベースの無線アクセスが
採用された。多重入力・多重出力（ＭＩＭＯ）チャネル伝送技法を含む多数の主要なパケ
ット無線アクセス技術が使用され、非常に効率的な制御シグナリング構造が、ＬＴＥ（リ
リース８）で達成される。
【０００５】
＜ＬＴＥアーキテクチャ＞
　全体的なアーキテクチャを図１に示し、Ｅ－ＵＴＲＡＮアーキテクチャのより詳細な表
現を、図２に示す。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、Ｅ－ＵＴＲＡユーザ・プレーン（ＰＤＣＰ／ＲＬ
Ｃ／ＭＡＣ／ＰＨＹ）とユーザ機器（ＵＥ）に向かう制御プレーン（ＲＲＣ）プロトコル
終端とを提供するｅノードＢからなる。ｅノードＢ（ｅＮＢ）は、物理（ＰＨＹ）レイヤ
、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤ、無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤ、ならびにユー
ザプレーン・ヘッダ圧縮および暗号化の機能性を含むパケット・データ制御プロトコル（
ＰＤＣＰ）レイヤをホスティングする。ｅノードＢ（ｅＮＢ）は、制御プレーンに対応す
る無線リソース制御（ＲＲＣ）機能性をも提供する。ｅノードＢ（ｅＮＢ）は、無線リソ
ース管理、アドミッション制御、スケジューリング、ネゴシエートされた上りリンク・サ
ービス品質（ＱｏＳ）の実施、セル情報ブロードキャスト、ユーザ・プレーン・データお
よび制御プレーン・データの暗号化／暗号化解除、ならびに上りリンク／下りリンク・ユ
ーザ・プレーン・パケット・ヘッダの圧縮／圧縮解除を含む多数の機能を実行する。ｅノ
ードＢは、Ｘ２インターフェースによってお互いに相互接続される。
【０００６】
　ｅノードＢは、Ｓ１インターフェースによってＥＰＣ（発展型パケット・コア）に、よ
り具体的にはＳ１－ＭＭＥによってＭＭＥ（無線通信移動管理装置）に、およびＳ１－Ｕ
によってサービング・ゲートウェイ（ＳＧＷ）にも接続される。Ｓ１インターフェースは
、ＭＭＥ／サービング・ゲートウェイとｅノードＢとの間の多対多関係をサポートする。
ＳＧＷは、ｅノードＢ間ハンドオーバ中にユーザ・プレーンのモビリティ・アンカとして
、およびＬＴＥと他の３ＧＰＰ技術との間のモビリティのアンカとしても働き（Ｓ４イン
ターフェースを終端し、２Ｇ／３ＧシステムとＰＤＮ　ＧＷとの間のトラフィックを中継
し）ながら、ユーザ・データ・パケットをルーティングし、転送する。アイドル状態のユ
ーザ機器について、ＳＧＷは、下りリンク・データ経路を終端し、ユーザ機器に関して下
りリンク・データが到着する時にページングをトリガする。ＳＧＷは、ユーザ機器コンテ
キスト、たとえばＩＰベアラ・サービスのパラメータ、ネットワーク内部ルーティング情
報を管理し、格納する。ＳＧＷは、合法的傍受（ｌａｗｆｕｌ　ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｉｏ
ｎ）の場合にユーザ・トラフィックの複製をも実行する。
【０００７】
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　ＭＭＥは、ＬＴＥアクセス・ネットワークの主要な制御ノードである。ＭＭＥは、再送
信を含む、アイドル・モード・ユーザ機器の追跡およびページング手順の責任を負う。Ｍ
ＭＥは、ベアラ・アクティブ化／非アクティブ化プロセスに用いられ、初期アタッチ時お
よびコア・ネットワーク（ＣＮ）ノード・リロケーションを伴うＬＴＥ内ハンドオーバの
時に、ユーザ機器のＳＧＷを選択する責任をも負う。ＭＭＥは、ユーザを認証する（ＨＳ
Ｓと相互作用することによって）責任を負う。非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングは、
ＭＭＥで終端し、ＭＭＥは、一時アイデンティティを生成し、ユーザ機器に割り当てる責
任をも負う。ＭＭＥは、サービス・プロバイダの公衆陸上移動ネットワーク（ＰＬＭＮ）
にキャンプするためのユーザ機器の許可をチェックし、ユーザ機器ローミング制限を実施
する。ＭＭＥは、ＮＡＳシグナリングに関する暗号化／完全性保護のネットワーク内の終
端点であり、セキュリティ鍵管理を処理する。シグナリングの合法的傍受も、ＭＭＥによ
ってサポートされる。ＭＭＥは、ＬＴＥアクセス・ネットワークと２Ｇ／３Ｇアクセス・
ネットワークとの間のモビリティの制御プレーン機能をも提供し、ＳＧＳＮからのＳ３イ
ンターフェースは、ＭＭＥで終端する。ＭＭＥは、ローミング・ユーザ機器のホームＨＳ
Ｓに向かうＳ６ａインターフェースをも終端する。
【０００８】
＜ＬＴＥ（リリース８）のコンポーネント・キャリア構造＞
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）の下りリンク・コンポーネント・キャリアは、時間周
波数領域でいわゆるサブフレームに副分割される。３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）では
、各サブフレームは、図３に示されている２つの下りリンク・スロットに分割され、第１
の下りリンク・スロットは、第１のＯＦＤＭシンボル内に制御チャネル領域（ＰＤＣＣＨ
領域）を含む。各サブフレームは、時間領域で所与の個数のＯＦＤＭシンボルからなり（
３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）では１２個または１４個のＯＦＤＭシンボル）、ＯＦＤ
Ｍシンボルのそれぞれは、コンポーネント・キャリアの全帯域幅にまたがる。したがって
、ＯＦＤＭシンボルは、それぞれ、図４にも示されているように、
【数１】

個のサブキャリア上で送信される複数の変調シンボルからなる。
【０００９】
　たとえば３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）で使用されているよう
に、複数キャリア通信システム、たとえばＯＦＤＭを使用すると仮定すると、スケジュー
ラによって割り当てることのできるリソースの最小単位は、１「リソース・ブロック」で
ある。物理リソース・ブロックは、図４に例示されているように、時間領域では
【数２】

個の連続するＯＦＤＭシンボル、周波数領域では
【数３】

個の連続するサブキャリアとして定義される。したがって、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース
８）では、物理リソース・ブロックは、時間領域の１スロット、周波数領域の１８０ｋＨ
ｚに対応する
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【数４】

個のリソース要素からなる（下りリンク・リソース・グリッドに関するさらなる詳細につ
いては、たとえば、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇから入手可能であり、参照
によって本明細書に組み込まれている３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ
　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴ
ＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　８）」、ｖｅｒｓｉｏｎ　８．９．０または９．０．０、セクション６．２を
参照されたい）。
【００１０】
＜レイヤ１／レイヤ２（Ｌ１／Ｌ２）制御シグナリング＞
　スケジューリングされたユーザにその割当状況、トランスポート・フォーマット、およ
び他のデータ関連情報（たとえば、ＨＡＲＱ情報、ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌ（ＴＰＣ）コマンド）について知らせるために、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリング
が、データと一緒に下りリンク上で送信される。Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングは、ユーザ
割当がサブフレームごとに変化する可能性があると仮定して、サブフレーム内で下りリン
ク・データと多重化される。ユーザ割当をＴＴＩ（送信時間間隔）を基礎として実行する
こともでき、ＴＴＩ長がサブフレームの倍数であることに留意されたい。ＴＴＩ長は、あ
るサービス・エリア内ですべてのユーザについて固定される場合があり、異なるユーザに
ついて異なる場合があり、あるいは、ユーザごとに動的である場合さえある。一般に、Ｌ
１／２制御シグナリングは、ＴＴＩごとに１回送信されることだけを必要とする。Ｌ１／
Ｌ２制御シグナリングは、物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信される。
３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、上りリンク・スケジューリング許可または上りリンク・リソース
割当とも称する上りリンク・データ送信の割当も、ＰＤＣＣＨ上で送信されることに留意
されたい。
【００１１】
　スケジューリング許可に関して、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリング上で送信される情報を、
次の２つのカテゴリに分離することができる。
【００１２】
Ｃａｔ　１情報を搬送する共用制御情報（ＳＣＩ）
　Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングの共用制御情報部分は、リソース割当（表示）に関連する
情報を含む。共用制御情報は、通常は次の情報を含む。
　－リソースに割り当てられるユーザ（１つまたは複数）を示すユーザ・アイデンティテ
ィ。
　－ユーザ（１つまたは複数）が割り当てられるリソース（リソース・ブロック（ＲＢ）
）を示すＲＢ割当情報。割り当てられるリソース・ブロックの個数を、動的とすることが
できる。
　－複数のサブフレーム（またはＴＴＩ）にまたがる割当が可能である場合には、割当の
持続時間（任意選択）。
【００１３】
　他のチャネルのセットアップおよび下りリンク制御情報（ＤＣＩ）（下を参照されたい
）のセットアップに依存して、共用制御情報は、さらに、上りリンク送信のＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ、上りリンク・スケジューリング情報、ＤＣＩに関する情報（リソース、ＭＣＳなど
）などの情報を含むことができる。
【００１４】
Ｃａｔ　２／３情報を搬送する下りリンク制御情報（ＤＣＩ）
　Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングの下りリンク制御情報部分は、Ｃａｔ　１情報によって示
されるスケジューリングされたユーザに送信されるデータの送信フォーマットに関連する
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情報（Ｃａｔ　２情報）を含む。さらに、再送信プロトコルとして（ハイブリッド）ＡＲ
Ｑを使用する場合には、Ｃａｔ　２情報は、ＨＡＲＱ（Ｃａｔ　３）情報を搬送する。下
りリンク制御情報は、Ｃａｔ　１に従ってスケジューリングされたユーザによって復号さ
れることだけを必要とする。下りリンク制御情報は、通常は次に関する情報を含む。
　－Ｃａｔ　２情報：　変調方式、トランスポート・ブロック（ペイロード）サイズまた
は符号化レート、ＭＩＭＯ（多重入力・多重出力）関連情報など。トランスポート・ブロ
ック（またはペイロード・サイズ）または符号レートのいずれかをシグナリングすること
ができる。どの場合でも、これらのパラメータを、変調方式情報およびリソース情報（割
り当てられたリソース・ブロックの個数）を使用することによって、お互いから計算する
ことができる。
　－Ｃａｔ　３情報：　ＨＡＲＱ関連情報、たとえば、ハイブリッドＡＲＱプロセス番号
、冗長性バージョン、再送信シーケンス番号
【００１５】
　下りリンク制御情報は、全体的なサイズおよびそのフィールドに含まれる情報において
異なる複数のフォーマットで現れる。ＬＴＥ　リリース８／９（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）に関
して現在定義されている異なるＤＣＩフォーマットは、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２、
「Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ（Ｒｅｌｅａｓｅ
　９）」、ｖｅｒｓｉｏｎ　８．８．０または９．０．０、セクション５．３．３．１（
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇから入手可能であり、参照によって本明細書に
組み込まれている）に詳細に記載されている。
【００１６】
下りリンクおよび上りリンクのデータ送信
　下りリンク・データ送信に関して、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングは、下りリンク・パケ
ット・データ送信と一緒に、別々の物理チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信される。このＬ
１／Ｌ２制御シグナリングは、通常は次に関する情報を含む。
【００１７】
　－データが送信される物理リソース（１つまたは複数）（たとえば、ＯＦＤＭの場合に
はサブキャリアまたはサブキャリアブロック、ＣＤＭＡの場合には符号）。この情報は、
ＵＥ（受信器）が、データが送信されるリソースを識別することを可能にする。
【００１８】
　－ユーザ機器が、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリング内にキャリア指示フィールド（ＣＩＦ）
を有するように構成される時には、この情報は、特定の制御シグナリング情報が対象とし
ているコンポーネント・キャリアを特定する。これは、別のコンポーネント・キャリアを
対象とした割当を、ある１つのコンポーネント・キャリアで送信することを可能にする（
「クロスキャリア・スケジューリング」）。この他方のクロススケジューリングされるコ
ンポーネント・キャリアは、たとえば、ＰＤＣＣＨのないコンポーネント・キャリアであ
り得る。すなわち、クロススケジューリングされるコンポーネント・キャリアは、Ｌ１／
Ｌ２制御シグナリングを全く搬送しない。
【００１９】
　－送信に使用されるトランスポート・フォーマット。これは、データのトランスポート
・ブロック・サイズ（ペイロード・サイズ、情報ビット・サイズ）、ＭＣＳ（変調および
符号化スキーム）レベル、スペクトル効率、符号レートなどであり得る。この情報は（通
常は、リソース割当（たとえば、ユーザ機器に割り当てられたリソース・ブロックの個数
）と一緒に）、ユーザ機器（受信器）が、復調、デレートマッチング、および復号プロセ
スを開始するために、情報ビット・サイズ、変調方式、および符号レートを識別すること
を可能にする。変調方式を、明示的にシグナリングすることができる。
【００２０】
　－ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）情報
　　・ＨＡＲＱプロセス番号：　ユーザ機器が、データがマッピングされるハイブリッド
ＡＲＱプロセスを識別することを可能にする。
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　　・シーケンス番号または新データ・インジケータ（ＮＤＩ）：　ユーザ機器が、送信
が新しいパケットまたは再送信されたパケットであるかどうかを識別することを可能にす
る。ソフト合成がＨＡＲＱプロトコル内で実施される場合には、シーケンス番号または新
データ・インジケータは、ＨＡＲＱプロセス番号と一緒に、復号の前のＰＤＵの送信のソ
フト合成を可能にする。
　　・冗長性および／またはコンステレーション・バージョン：　どのハイブリッドＡＲ
Ｑ冗長性バージョンが使用されるのか（デレートマッチングに必要）および／またはどの
変調コンステレーション・バージョンが使用されるのか（復調に必要）をユーザ機器に知
らせる。
【００２１】
　－ＵＥアイデンティティ（ＵＥ　ＩＤ）：　Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングがどのユーザ
機器に向けたものであるのかを知らせる。通常の実施態様では、この情報は、他のユーザ
機器がこの情報を読み取るのを防ぐために、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングのＣＲＣをマス
クするのに使用される。
【００２２】
　上りリンク・パケット・データ送信を可能にするために、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリング
は、下りリンク（ＰＤＣＣＨ）で送信され、送信詳細についてユーザ機器に知らせる。こ
のＬ１／Ｌ２制御シグナリングは、通常、次に関する情報を含む。
【００２３】
　－ユーザ機器がデータを送信しなければならない物理リソース（１つまたは複数）（た
とえば、ＯＦＤＭの場合にはサブキャリアまたはサブキャリアブロック、ＣＤＭＡの場合
にはコード）。
【００２４】
　－ユーザ機器が、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリング内にキャリア指示フィールド（ＣＩＦ）
を有するように構成される時には、この情報は、特定の制御シグナリング情報が対象とし
ているコンポーネント・キャリアを特定する。これは、別のコンポーネント・キャリアを
対象とした割当を、ある１つのコンポーネント・キャリアで送信することを可能にする。
この他方のクロススケジューリングされるコンポーネント・キャリアは、たとえば、ＰＤ
ＣＣＨのないコンポーネント・キャリアであり得る。すなわち、クロススケジューリング
されるコンポーネント・キャリアは、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングを全く搬送しない。
【００２５】
　－上りリンク許可のためのＬ１／Ｌ２制御シグナリングは、上りリンク・コンポーネン
ト・キャリアにリンクされたＤＬコンポーネント・キャリアで、または、複数のＤＬコン
ポーネント・キャリアが同一のＵＬコンポーネント・キャリアにリンクされる場合には複
数のＤＬコンポーネント・キャリアのうちの１つで、送信される。
【００２６】
　－ユーザ機器が送信に使用しなければならないトランスポート・フォーマット。これは
、データのトランスポート・ブロック・サイズ（ペイロード・サイズ、情報ビット・サイ
ズ）、ＭＣＳ（変調および符号化スキーム）レベル、スペクトル効率、符号レートなどと
することができる。この情報は（通常は、リソース割当（たとえば、ユーザ機器に割り当
てられたリソース・ブロックの個数）と一緒に）、ユーザ機器（送信器）が、変調、レー
トマッチング、および符号化プロセスを開始するために、情報ビット・サイズ、変調方式
、および符号レートを選ぶことを可能にする。いくつかの場合に、変調方式を、明示的に
シグナリングすることができる。
【００２７】
　－ハイブリッドＡＲＱ情報
　　・ＨＡＲＱプロセス番号：　ユーザ機器がどのハイブリッドＡＲＱプロセスからデー
タを選択しなければならないのかをユーザ機器に知らせる。
　　・シーケンス番号または新データ・インジケータ（ＮＤＩ）：　新しいパケットを送
信しまたはパケットを再送信するようにユーザ機器に命ずる。ソフト合成がＨＡＲＱプロ



(10) JP 5750120 B2 2015.7.15

10

20

30

40

50

トコル内で実施される場合には、シーケンス番号または新データ・インジケータは、ＨＡ
ＲＱプロセス番号と一緒になって、復号の前にプロトコル・データ・ユニット（ＰＤＵ）
のための送信のソフト合成を可能にする。
　　・冗長性および／またはコンステレーション・バージョン：　どのハイブリッドＡＲ
Ｑ冗長性バージョンを使用すべきなのか（レートマッチングに必要）および／またはどの
変調コンステレーション・バージョンを使用すべきなのか（変調に必要）をユーザ機器に
知らせる。
【００２８】
　－ＵＥアイデンティティ（ＵＥ　ＩＤ）：　どのユーザ機器がデータを送信しなければ
ならないのかを知らせる。通常の実施態様では、この情報は、他のユーザ機器がこの情報
を読み取るのを防ぐために、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングのＣＲＣをマスクするのに使用
される。
【００２９】
　上で言及した情報を上りリンク・データ送信および下りリンク・データ送信で正確にど
のように送信すべきかに関する複数の異なる特色がある。さらに、上りリンクおよび下り
リンクでは、Ｌ１／Ｌ２制御情報は、追加情報をも含むことができ、あるいは、情報の一
部を省略することができる。たとえば、
　－同期ＨＡＲＱプロトコルの場合に、ＨＡＲＱプロセス番号は、必要ではない場合があ
る、すなわち、シグナリングされない。
　－チェース・コンバイニング（Ｃｈａｓｅ　Ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ）が使用される（必ず
同一の冗長性および／またはコンステレーション・バージョン）場合あるいは冗長性およ
び／またはコンステレーション・バージョンのシーケンスが事前に定義される場合には、
冗長性および／またはコンステレーション・バージョンが、必要ではなく、したがってシ
グナリングされない場合がある。
　－電力制御情報が、さらに、制御シグナリングに含まれる場合がある。
　－たとえばプリコーディングなど、ＭＩＭＯ関連制御情報が、さらに、制御シグナリン
グに含まれる場合がある。
　－マルチコードＭＩＭＯ送信の場合に、マルチコードのトランスポート・フォーマット
および／またはＨＡＲＱ情報が含まれる場合がある。
【００３０】
　ＬＴＥにおいてＰＤＣＣＨでシグナリングされる上りリンク・リソース割当（物理上り
リンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ））については、ＬＴＥ上りリンクには同期ＨＡＲＱプ
ロトコルが使用されるので、Ｌ１／Ｌ２制御情報は、ＨＡＲＱプロセス番号を含まない。
上りリンク送信に使用されるＨＡＲＱプロセスは、タイミングによって与えられる。さら
に、冗長性バージョン（ＲＶ）情報が、トランスポート・フォーマット情報と共に合同で
符号化される、すなわち、ＲＶ情報が、トランスポート・フォーマット（ＴＦ）フィール
ドに組み込まれることに留意されたい。トランスポート・フォーマット（ＴＦ）すなわち
変調および符号化スキーム（ＭＣＳ）フィールドそれぞれは、たとえば、３２個のエント
リに対応する５ビットのサイズを有する。３つのＴＦ／ＭＣＳテーブル・エントリが、冗
長性バージョン（ＲＶ）１、２、または３を示すために予約される。残りのＭＳＣテーブ
ル・エントリは、暗黙のうちにＲＶ０を示すＭＣＳレベル（ＴＢＳ）をシグナリングする
のに使用される。ＰＤＣＣＨのＣＲＣフィールドのサイズは、１６ビットである。
【００３１】
　ＬＴＥではＰＤＣＣＨでシグナリングされる下りリンク割当（ＰＤＳＣＨ）については
、冗長バージョン（ＲＶ）は、別々に２ビット・フィールド内でシグナリングされる。さ
らに、変調オーダー情報が、トランスポート・フォーマット情報と共に合同で符号化され
る。上りリンクの場合に似て、ＰＤＣＣＨでシグナリングされる５ビットＭＳＣフィール
ドがある。エントリのうちの３つは、トランスポート・フォーマット（トランスポート・
ブロック）情報を提供せずに明示的な変調オーダーをシグナリングするために予約される
。残りの２９のエントリについて、変調オーダーおよびトランスポート・ブロック・サイ
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ズ情報がシグナリングされる。
【００３２】
物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
　物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリング、すなわ
ち送信電力制御コマンドと、下りリンク・データ送信または上りリンク・データ送信のリ
ソースを割り当てるスケジューリング許可とを搬送する。より正確には、下りリンク制御
チャネル情報（すなわち、それぞれ、ＤＣＩ内容またはＬ１／Ｌ２制御シグナリング情報
）は、それに対応する物理チャネルであるＰＤＣＣＨにマッピングされる。この「マッピ
ング」は、下でより詳細に説明するように、ＲＮＴＩを用いてマスクされる下りリンク制
御チャネル情報に基づいて計算されるＣＲＣである下りリンク制御チャネル情報のＣＲＣ
アタッチメントの決定を含む。下りリンク制御チャネル情報およびそのＣＲＣアタッチメ
ントは、その後、ＰＤＣＣＨで送信される（３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２、セクション
４．２および５．３．３を参照されたい）。
【００３３】
　各スケジューリング許可は、制御チャネル要素（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅ
ｌｅｍｅｎｔ（ＣＣＥ））に基づいて定義される。各ＣＣＥは、１組のリソース要素（Ｒ
Ｅ）に対応する。３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、１つのＣＣＥは、９個のリソース要素グループ
（ＲＥＧ）からなり、１つのＲＥＧは、４つのＲＥからなる。
【００３４】
　ＰＤＣＣＨは、あるサブフレーム内の最初の１つから３つまでのＯＦＤＭシンボルで送
信される。下りリンク共有物理チャネル（ＰＤＳＣＨ）の下りリンク許可については、Ｐ
ＤＣＣＨは、同一サブフレーム内の（ユーザ）データのためにＰＤＳＣＨリソースを割り
当てる。あるサブフレーム内のＰＤＣＣＨ制御チャネル領域は、１組のＣＣＥからなり、
サブフレームの制御領域内のＣＣＥの総数は、時間および周波数制御リソース全体に分散
される。複数のＣＣＥを組み合わせて、制御チャネルの符号化レートを効果的に下げるこ
とができる。ＣＣＥは、異なる符号化レートを達成するために木構造を使用する所定の形
で組み合わされる。
【００３５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）では、ＰＤＣＣＨは、１つ、２つ、４つ、または
８つのＣＣＥをアグリゲートすることができる。制御チャネル割当に使用可能なＣＣＥの
数は、キャリア帯域幅、送信アンテナの個数、制御に使用されるＯＦＤＭシンボルの個数
、およびＣＣＥサイズなどを含む複数の因子からなる関数である。複数のＰＤＣＣＨを１
つのサブフレーム内で送信することができる。
【００３６】
　ＤＣＩの形の下りリンク制御チャネル情報は、あるＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）のための下りリンク・スケジューリン
グ情報または上りリンク・スケジューリング情報、非周期的ＣＱＩ報告の要求、または上
りリンク電力制御コマンドをトランスポートする。ＲＮＴＩは、データまたは情報を特定
のユーザ機器に向けるために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）などの３ＧＰＰシス
テムで一般的に使用される一意識別子である。ＲＮＴＩは、ＤＣＩを用いて計算されたＣ
ＲＣをＲＮＴＩでマスクすることによって、ＰＤＣＣＨ内に暗黙のうちに含められる。こ
の動作の結果が、上で言及したＣＲＣアタッチメントである。ユーザ機器の側では、デー
タのペイロード・サイズの復号が成功した場合に、ユーザ機器は、そのユーザ機器宛のＤ
ＣＩを検出する。このＤＣＩの検出は、「マスクされない」ＣＲＣ（すなわち、ＲＮＴＩ
を用いたマスキングを除去した後のＣＲＣ）を用いている、復号されたペイロード・デー
タのＣＲＣが成功であるかどうかをチェックすることによって行う。ＣＲＣ符号のマスキ
ングは、たとえば、ＲＮＴＩを用いてＣＲＣをスクランブルすることによって実行される
。
【００３７】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）では、次の異なるＤＣＩフォーマットが定義されてい
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【００３８】
　－上りリンクＤＣＩフォーマット：
　　・フォーマット０は、ＵＬ　ＳＣＨ割当の送信に使用される
　　・フォーマット３は、２ビット電力調整と共にＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨのＴＰＣ
コマンドの送信に使用される（複数のＵＥがアドレッシングされる）
　　・フォーマット３Ａは、単一ビット電力調整と共にＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨのＴ
ＰＣコマンドの送信に使用される（複数のＵＥがアドレッシングされる）
【００３９】
　－下りリンクＤＣＩフォーマット：
　　・フォーマット１は、ＳＩＭＯ動作のＤＬ　ＳＣＨ割当の送信に使用される
　　・フォーマット１Ａは、ＳＩＭＯ動作のＤＬ　ＳＣＨ割当のコンパクト送信に使用さ
れる
　　・フォーマット１Ｂは、連続的なリソース割当の可能性のある、閉ループ単一ランク
送信をサポートするのに使用される
　　・フォーマット１Ｃは、ページング、ＲＡＣＨ応答、および動的ＢＣＣＨスケジュー
リングの、下りリンク送信のためのものである
　　・フォーマット１Ｄは、プリコーディングおよび電力オフセット情報を伴う１つのＰ
ＤＳＣＨ符号語のコンパクト・スケジューリングに使用される
　　・フォーマット２は、閉ループＭＩＭＯ動作のＤＬ－ＳＣＨ割当の送信に使用される
　　・フォーマット２Ａは、開ループＭＩＭＯ動作のＤＬ－ＳＣＨ割当の送信に使用され
る
【００４０】
　下りリンクでのＬＴＥ物理チャネル構造、ＰＤＳＣＨフォーマット、およびＰＤＣＣＨ
フォーマットに関するさらなる情報については、Ｓｔｅｆａｎｉａ　Ｓｅｓｉａ他、「Ｌ
ＴＥ　－　Ｔｈｅ　ＵＭＴＳ　ロング・ターム・エボリューション」、Ｗｉｌｅｙ　＆　
Ｓｏｎｓ　Ｌｔｄ．、ＩＳＢＮ　９７８－０－４７０６９７１６－０、２００９年４月、
セクション６および９を参照されたい。
【００４１】
＜ユーザ機器でのＰＤＣＣＨのブラインド復号＞
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）では、ユーザ機器は、いわゆる「ブラインド復号
」を使用してＰＤＣＣＨ内のＤＣＩを検出することを試みる。これは、下りリンクでシグ
ナリングされるＰＤＣＣＨのＣＣＥアグリゲーションサイズまたは変調・符号化方式を示
す関連する制御シグナリングがないことを意味するが、ユーザ機器は、ＣＣＥアグリゲー
ションサイズと変調・符号化方式とのすべての可能な組合せについてテストし、ＲＮＴＩ
に基づくＰＤＣＣＨの成功の復号を確認する。複雑さをさらに制限するために、ＬＴＥコ
ンポーネント・キャリアの制御シグナリング領域内に、ユーザ機器がＰＤＣＣＨを検索す
るための共通および専用の検索空間が、定義されている。
【００４２】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）では、ＰＤＣＣＨペイロード・サイズは、１つの
ブラインド復号の試みで検出される。ユーザ機器は、下の表１で強調されているように、
すべての構成された送信モードについて２つの異なるペイロード・サイズを復号すること
を試みる。表１は、ＤＣＩフォーマット０、１Ａ、３、および３Ａのペイロード・サイズ
Ｘが、送信モード構成にかかわりなく同一であることを示す。他のＤＣＩフォーマットの
ペイロード・サイズは、送信モードに依存する。
【００４３】
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【表１】

【００４４】
　したがって、ユーザ機器は、第１のブラインド復号の試みでＤＣＩのペイロード・サイ
ズをチェックすることができる。さらに、ユーザ機器は、処理量の増加を抑制するために
、ＤＣＩフォーマットの所与のサブセットのみを検索するようにさらに構成される。
【００４５】
＜Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ＬＴＥ（ＬＴＥ－Ａ）＞
　ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄの周波数スペクトルは、Ｗｏｒｌｄ　Ｒａｄｉｏｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　２００７（ＷＲＣ－０７）で決定された。Ｉ
ＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄの全体的な周波数スペクトルが決定されたが、実際の使用可能周
波数帯域幅は、各地域または国によって異なる。しかし、使用可能周波数スペクトル概要
が決定された後に、無線インターフェースの標準化が、３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　
Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）で開始された。３ＧＰＰ　ＴＳＧ
　ＲＡＮ　＃３９会議では、「Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅ
－ＵＴＲＡ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）」に関するスタディ・アイテム（Ｓｔｕｄｙ　
Ｉｔｅｍ）記述が、３ＧＰＰで承認された。このスタディ・アイテムは、たとえばＩＭＴ
－Ａｄｖａｎｃｅｄでの要件を満たし、Ｅ－ＵＴＲＡの進歩のために考慮すべき技術要素
をカバーするものである。ＬＴＥ－Ａについて現在考慮されている２つの主要な技術要素
を、次で説明する。
【００４６】
＜より広い帯域幅をサポートするためのＬＴＥ－Ａでのキャリア・アグリゲーション＞
　キャリア・アグリゲーション（ＣＡ）では、複数のコンポーネント・キャリア（ＣＣ）
が、１００ＭＨｚまでのより広い送信帯域幅をサポートするためにアグリゲートされる。
少なくとも上りリンクおよび下りリンクでアグリゲートされるコンポーネント・キャリア
の個数が同一である時に、すべてのコンポーネント・キャリアを、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　リ
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リース８／９互換になるように構成することができる。これは、必ずしも、すべてのコン
ポーネント・キャリアが３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）互換である必要があること
を意味するのではない。
【００４７】
　ユーザ機器は、１つまたは複数のコンポーネント・キャリア上で同時に受信しまたは送
信することができる。何個のコンポーネント・キャリア上で同時受信／送信が可能である
のかは、ユーザ機器の能力に依存する。
【００４８】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）互換ユーザ機器は、ＣＣの構造が３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅ（リリース８／９）仕様に従うならば、単一のＣＣ上でのみ受信し、送信することがで
きるが、キャリア・アグリゲーションのための受信能力および／または送信能力を有する
３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）互換ユーザ機器は、複数のコンポーネント・キャ
リア上で同時に受信し、かつ／または送信することができる。
【００４９】
　キャリア・アグリゲーションは、連続するコンポーネント・キャリアと連続しないコン
ポーネント・キャリアとの両方についてサポートされ、各コンポーネント・キャリアは、
３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）数秘術（ｎｕｍｅｒｏｌｏｇｙ）を使用すると、周
波数領域で最大１１０個のリソース・ブロックに制限される。
【００５０】
　同一のｅノードＢ（基地局）から発する、おそらくは上りリンクおよび下りリンクで異
なる帯域幅を有する異なる個数のコンポーネント・キャリアをアグリゲートするように、
３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）互換ユーザ機器を構成することが可能である。通
常のＴＤＤの配置では、上りリンクおよび下りリンクのコンポーネント・キャリアの個数
および各コンポーネント・キャリアの帯域幅は、同一である。同一のｅノードＢから発す
るコンポーネント・キャリアが、同一のカバレージを提供する必要はない。
【００５１】
　連続してアグリゲートされるコンポーネント・キャリアの中心周波数の間の間隔は、３
００ｋＨｚの倍数でなければならない。これは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）の
１００ｋＨｚ周波数ラスタと互換にするためであり、かつ、１５ｋＨｚ間隔を有するサブ
キャリアの直交性を維持するためである。アグリゲーション・シナリオに依存して、ｎ×
３００ｋＨｚ間隔は、連続するコンポーネント・キャリアの間に少数の未使用サブキャリ
アを挿入することによって容易に実現できる。
【００５２】
　複数キャリアのアグリゲーションの性質は、ＭＡＣレイヤまでしか及ばない。上りリン
クと下りリンクとの両方について、アグリゲートされるコンポーネント・キャリアごとに
ＭＡＣで要求される１つのＨＡＲＱエンティティがある。（上りリンクのＳＵ－ＭＩＭＯ
の不在の下で）コンポーネント・キャリアあたり多くとも１つのトランスポート・ブロッ
クがある。トランスポート・ブロックおよびその潜在的ＨＡＲＱ再送信は、同一のコンポ
ーネント・キャリアにマッピングされる必要がある。
【００５３】
　アクティブ化されたキャリア・アグリゲーションを有するレイヤ２構造を、それぞれ下
りリンクおよび上りリンクについて図５および図６に示す。
【００５４】
　キャリア・アグリゲーションが構成される時に、ユーザ機器は、ネットワークと１つの
無線リソース制御（ＲＲＣ）接続をもつだけである。１つのセル（「特殊なセル」）が、
セキュリティ入力および非アクセス層（ＮＡＳ）モビリティ情報（たとえば、ＴＡＩ）を
提供する。接続モードのユーザ機器あたり１つの特殊なセルだけがある。
【００５５】
　特殊なセルへのＲＲＣ接続確立の後に、コンポーネント・キャリアの再構成、追加、お
よび除去をＲＲＣによって実行することができる。ＬＴＥ内ハンドオーバ時に、ＲＲＣは
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、ターゲット・セル内での使用のためにコンポーネント・キャリアを追加し、除去し、ま
たは再構成することもできる。新しいコンポーネント・キャリアを追加する時に、専用Ｒ
ＲＣシグナリングが、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）でのハンドオーバと同様に、
コンポーネント・キャリア送信／受信に必要なコンポーネント・キャリアのシステム情報
を送信するのに使用される。
【００５６】
　ユーザ機器が、キャリア・アグリゲーションを用いて構成される時には、常にアクティ
ブである上りリンク・コンポーネント・キャリアおよび下りリンク・コンポーネント・キ
ャリアの１つの対がある。その対の下りリンク・コンポーネント・キャリアを、「ＤＬア
ンカ・キャリア（ａｎｃｈｏｒ　ｃａｒｒｉｅｒ）」とも称する場合がある。同一のこと
が、上りリンクにもあてはまる。
【００５７】
　キャリア・アグリゲーションが構成される時に、ユーザ機器は、複数のコンポーネント
・キャリアにまたがって同時にスケジューリングされ得るが、どの時にもせいぜい１つの
ランダム・アクセス手順が進行中でなければならない。クロスキャリア・スケジューリン
グは、コンポーネント・キャリアのＰＤＣＣＨが別のコンポーネント・キャリア上でリソ
ースをスケジューリングすることを可能にする。こうするために、コンポーネント・キャ
リア識別フィールドが、それぞれのＤＣＩフォーマットに導入される。
【００５８】
　上りリンク・コンポーネント・キャリアと下りリンク・コンポーネント・キャリアとの
間でリンクすることは、クロスキャリア・スケジューリングがない時に、許可が適用され
る上りリンク・コンポーネント・キャリアを識別することを可能にする。
【００５９】
　上りリンク・コンポーネント・キャリアへの下りリンク・コンポーネント・キャリアの
リンケージは、必ずしも１対１である必要がない。言い替えると、複数の下りリンク・コ
ンポーネント・キャリアが、同一の上りリンク・コンポーネント・キャリアにリンクする
ことができる。下りリンク・コンポーネント・キャリアは、同時に１つの上りリンク・コ
ンポーネント・キャリアだけにリンクすることができる。図７に、下りリンク・コンポー
ネント・キャリアと上りリンク・コンポーネント・キャリアとの間の可能なリンケージを
例示的に示す。左側では、すべての下りリンク・コンポーネント・キャリアが、同一の上
りリンク・コンポーネント・キャリアにリンクされているが、右側では、下りリンク・コ
ンポーネント・キャリア１および２が、上りリンク・コンポーネント・キャリア１にリン
クされ、下りリンク・コンポーネント・キャリア３が、上りリンク・コンポーネント・キ
ャリア２にリンクされている。
【００６０】
＜ＤＲＸおよびキャリア・アグリゲーション＞
　ユーザ機器の適度なバッテリ消費を提供するために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／
９）ならびに３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）は、不連続受信（ＤＲＸ）の概念を
提供する。
【００６１】
　この概念について、次の用語が、ＤＲＸに関するユーザ機器の状態を記述する。
【００６２】
　－オン持続時間：　ＤＲＸからウェイク・アップした後に、ユーザ機器がＰＤＣＣＨを
受信するために待つ、下りリンク・サブフレーム単位での持続時間。ユーザ機器がＰＤＣ
ＣＨを成功して復号する場合には、ユーザ機器は、アウェイクしたままになり、インアク
ティビティ・タイマを始動する。
【００６３】
　－インアクティビティ・タイマ：　ＰＤＣＣＨの最後の成功の復号（これに失敗する場
合にはＤＲＸに再入する）からの、ユーザ機器がＰＤＣＣＨを成功して復号するために待
つ、下りリンク・サブフレーム単位の持続時間。ユーザ機器は、最初の送信の間に限って
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ＰＤＣＣＨの単一の成功の復号の後にインアクティビティ・タイマを再始動しなければな
らない（すなわち、再送信の間には再始動しない）。
【００６４】
　－アクティブ時間：　ユーザ機器がアウェイクしている総持続時間。これは、ＤＲＸサ
イクルの「オン持続時間」、インアクティビティ・タイマが満了していない間にユーザ機
器が連続受信を実行している時間、およびユーザ機器が１つのＨＡＲＱ　ＲＴＴ（ラウン
ド・トリップ時間）の後に下りリンク再送信を待っている間に連続受信を実行している時
間を含む。上記に基づいて、最小アクティブ時間はオン持続時間と等しい長さを有し、最
大アクティブ時間は未定義（無限）である。
【００６５】
　ユーザ機器あたり１つのＤＲＸサイクルだけが存在する。すべてのアグリゲートされた
コンポーネント・キャリアは、このＤＲＸパターンに従う。
【００６６】
　さらなるバッテリ節約最適化を可能にするために、コンポーネント・キャリアのアクテ
ィブ化／非アクティブ化のさらなるステップが導入される。本質的に、下りリンク・コン
ポーネント・キャリアは、３つの状態のうちの一つをとることができる。すなわち、非構
成の状態、構成されたが非アクティブ化の状態、およびアクティブの状態うちの１つであ
る。下りリンク・コンポーネント・キャリアが構成されたが非アクティブ化された時には
、ユーザ機器は、対応するＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨを受信する必要がなく、ＣＱＩ測
定を実行することを要求されない。逆に、下りリンク・コンポーネント・キャリアがアク
ティブである時には、ユーザ機器は、ＰＤＳＣＨおよびＰＤＣＣＨを受信しなければなら
ず（存在する場合に）、ＣＱＩ測定を実行できると期待される。上で説明したように、下
りリンク・コンポーネントでＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨを受信させるために、コンポー
ネント・キャリアを構成した後に、下りリンク・コンポーネント・キャリアは、構成され
ているが非アクティブ状態から、アクティブ状態に遷移される必要がある。
【００６７】
　しかし、上りリンクでは、ユーザ機器は、対応するＰＤＣＣＨ上でスケジューリングさ
れる（すなわち、上りリンク・コンポーネント・キャリアの明示的なアクティブ化がない
）時に、任意の構成された上りリンク・コンポーネント・キャリア上のＰＵＳＣＨ上で送
信できることを必ず要求される。
【００６８】
　ユーザ機器電力節約のために、追加のコンポーネント・キャリアを効率的で高速な形で
非アクティブ化でき、アクティブ化できることが非常に重要である。バースト的データ送
信を用いる場合、高ビット・レートの利益を利用でき、かつバッテリ保護をサポートでき
るように、追加のコンポーネント・キャリアをすばやくアクティブ化でき、非アクティブ
化できることが、必須である。前に説明したように、ユーザ機器は、構成されたが非アク
ティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリアに対してＣＱＩ測定を実行せず、
報告せず、ＲＳＲＰ（基準信号受信電力）測定およびＲＳＲＱ（基準信号受信品質）測定
などの無線リソース管理関連測定だけを実行し、報告する。したがって、下りリンク・コ
ンポーネント・キャリアをアクティブ化する時には、ｅノードＢが、効率的な下りリンク
・スケジューリングのために適当なＭＣＳを選択できるようになるために、新たにアクテ
ィブ化されたコンポーネント・キャリア（１つまたは複数）のＣＱＩ情報をすばやく獲得
することが重要である。ＣＱＩ情報がなければ、ｅノードＢは、ユーザ機器の下りリンク
・チャネル状態に関する知識を持たず、下りリンク・データ送信についてどちらかといえ
ば保守的なＭＣＳを選択するのみである可能性があり、これは、リソース利用の非効率性
につながる。
【００６９】
　ＣＱＩ情報をすばやく獲得するために、ｅノードＢは、上りリンク・スケジューリング
許可によって非周期的ＣＱＩをスケジューリングすることができる。非周期的ＣＱＩは、
物理上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）上で送信される。したがって、構成された下
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りリンク・コンポーネント・キャリアをアクティブ化するために、ｅＮｏｄｅＢは、本質
的に、下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化を示すための１つの下りリ
ンクＰＤＣＣＨおよび非周期的ＣＱＩの送信のために上りリンク・リソースをスケジュー
リングする１つの上りリンクＰＤＣＣＨという２つの許可（ＰＤＣＣＨ）をＵＥに発行す
る必要がある。さらに、両方のＰＤＣＣＨは、ユーザ機器が正しい下りリンク・コンポー
ネント・キャリアすなわちアクティブ化される下りリンク・コンポーネント・キャリアに
ついてＣＱＩ情報を測定し、報告することを保証するために、それぞれ同一のＴＴＩで送
信され、受信されなければならない。
【００７０】
　非周期的ＣＱＩの正しい受信は、下りリンク・アクティブ化コマンドの肯定応答として
働くことができる。すなわち、非周期的ＣＱＩが受信された時に、ｅノードＢは、ユーザ
機器が下りリンクＰＤＣＣＨで示される下りリンク・コンポーネント・キャリアをアクテ
ィブ化し終えたと仮定する。
【００７１】
　明らかに、上で説明したコンポーネント・キャリア・アクティブ化方法の主な欠点は、
下りリンク・コンポーネント・キャリアをアクティブ化するために２つのＰＤＣＣＨが必
要であることである。さらに、２つのＰＤＣＣＨが同時に受信／送信される必要があると
いう事実に起因して、ＰＤＣＣＨ消失によりある種のエラー・ケースが発生する可能性が
ある。
【００７２】
　下りリンク「アクティブ化」ＰＤＣＣＨだけが失われる場合には、ユーザ機器は、下り
リンク・コンポーネント・キャリアをアクティブ化しない。しかし、受信されたＣＱＩ情
報に基づいて、ｅＮＢは、下りリンク・アクティブ化が成功したと誤って仮定する。
【００７３】
　非周期的ＣＱＩを要求する上りリンクＰＤＣＣＨだけが失われる第２のエラー・ケース
では、ｅノードＢは、ＣＱＩを獲得せず、下りリンク・アクティブ化が失敗したと誤って
仮定する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００７４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）」、
ｖｅｒｓｉｏｎ　８．９．０または９．０．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２、「Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ
　ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）」、ｖｅｒｓｉｏｎ　８．８．
０または９．０．０
【非特許文献３】Ｓｔｅｆａｎｉａ　Ｓｅｓｉａ他、「ＬＴＥ　－　Ｔｈｅ　ＵＭＴＳ　
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」、Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ　Ｌｔｄ．、Ｉ
ＳＢＮ　９７８－０－４７０６９７１６－０、２００９年４月、セクション６および９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００７５】
　本発明の１つの目的は、上で説明された問題のうちの少なくとも１つを克服することで
ある。さらに、本発明のもう１つの目的は、シグナリング・オーバーヘッドを最小にしな
がら、コンポーネント・キャリアの効率的で耐性のある（非）アクティブ化を可能にする
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００７６】
　この目的は、独立請求項の主題によって解決される。本発明の有利な実施形態は、従属
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請求項の対象である。
【００７７】
　本発明の第１の態様は、モバイル端末（３ＧＰＰ用語ではユーザ機器と称する）のため
に構成された個々の下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化／非アクティ
ブ化を可能にする、新しい上りリンク・リソース割当フォーマットおよび新しい下りリン
ク・リソース割当フォーマットの提案である。新しい上りリンクまたは下りリンクのリソ
ース割当は、構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化状態の表
示を含む。すなわち、どの下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）が
アクティブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示す。この表示は、たとえば、構成
された上りリンク・コンポーネント・キャリアのどれがそれぞれアクティブ化されまたは
非アクティブ化されるのかを示すビットマスクによって実施される。
【００７８】
　さらに、新しい下りリンク・リソース割当フォーマットの提案に関して、単一の下りリ
ンク・リソース割当を使用して、下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複
数）を（非）アクティブ化し、アクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリ
ア（すなわち、下りリンク・リソース割当を受信する時に既にアクティブ状態である下り
リンク・コンポーネント・キャリア）上で下りリンク・リソースを同時に割り当てること
ができる。
【００７９】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）または下りリンクでキャリア・アグリゲーショ
ンを使用する将来のリリースなど、下りリンクでキャリア・アグリゲーションを使用する
３ＧＰＰベースの通信システム内のフォーマットの１つの例示的実施態様では、新しいリ
ソース割当フォーマットを、既存のＤＣＩフォーマットに対する拡張または新しいＤＣＩ
フォーマットと考えることができる。
【００８０】
　もう１つの例示的実施態様では、ビットマスク内のビットのそれぞれは、それぞれの構
成された下りリンク・コンポーネント・キャリアに関連付けられ、そのアクティブ化状態
を示す。上りリンクまたは下りリンクのリソース割当に含まれるこのビットマスクをチェ
ックすることによって、モバイル端末は、構成された下りリンク・コンポーネント・キャ
リアのそれぞれについて、それぞれの下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティ
ブ化状態が変更されるかどうか、すなわち、構成された下りリンク・コンポーネント・キ
ャリアのどの１つまたは複数がアクティブ化されまたは非アクティブ化される必要がある
のかを判定することができる。
【００８１】
　さらに、より高度な例示的実施態様では、コンポーネント・キャリア・アクティブ化／
非アクティブ化情報を含む上りリンク・リソース割当は、モバイル端末に、新たにアクテ
ィブ化されるコンポーネント・キャリア（すなわち、その状態が非アクティブ化からアク
ティブ化に変更されたコンポーネント・キャリア（１つまたは複数））に関するチャネル
品質測定値を送信するように指示することもできる。したがって、モバイル端末は、新た
にアクティブ化されるコンポーネント・キャリアごとにチャネル品質測定を実行し、上り
リンク・リソース割当によってモバイル端末に割り当て済みである上りリンク・リソース
上で基地局（３ＧＰＰ用語ではｅノードＢと称する）に測定の結果を送信する。チャネル
品質測定結果（１つまたは複数）の送信は、モバイル端末が、それぞれ、上りリンク・リ
ソース割当を成功して受信し、または構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア
を成功してアクティブ化／非アクティブ化したことを基地局に示す。したがって、チャネ
ル品質測定結果（１つまたは複数）の送信を、それぞれ上りリンク・リソース割当または
モバイル端末による構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化／
非アクティブ化の肯定応答と考えることができる。
【００８２】
　本発明の一実施形態では、上りリンク・リソース割当の新しいフォーマットは、コンポ
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ーネント・キャリア・アグリゲーションを使用するモバイル通信システム内で下りリンク
・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するための方法で使用される。モバイ
ル端末によって実行されるこの方法では、モバイル端末は、下りリンク・コンポーネント
・キャリア上で、モバイル端末に上りリンク・リソースを割り当てるための上りリンク・
リソース割当を受信する。上りリンク・リソース割当は、複数の構成された下りリンク・
コンポーネント・キャリアのどれが、それぞれアクティブ化されまたは非アクティブ化さ
れるのかを示すビットマスクを含む。モバイル端末は、上りリンク・リソース割当に含ま
れるビットマスクに従って、構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアをアクテ
ィブ化しまたは非アクティブ化する。
【００８３】
　本発明のさらなる実施形態では、モバイル端末は、上りリンク・リソース割当によって
新たにアクティブ化される下りリンク・コンポーネント・キャリア（すなわち、上りリン
ク・リソース割当の受信時にまだアクティブ化されていない下りリンク・コンポーネント
・キャリア（１つまたは複数））ごとにチャネル品質測定を実行し、アクティブ化された
下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）のチャネル品質測定値（１つ
または複数）を、割り当てられた上りリンク・リソース上で送信する。代替案では、本発
明のもう１つの実施形態に従って、モバイル端末は、上りリンク・スケジューリングのス
ケジューリング関連情報を、割り当てられた上りリンク・リソース上で送信することもで
きる。
【００８４】
　両方のケースで、割り当てられた上りリンク・リソース上での上りリンク送信は、考慮
されることができ、かつ、上りリンク・リソース割当の（成功の）受信または下りリンク
・コンポーネント・キャリアの成功の（非）アクティブ化の肯定応答とすることができる
。
【００８５】
　もう１つの例示的実施形態では、新しい上りリンク・リソース割当フォーマットは、基
地局によって実行されるコンポーネント・キャリア・アグリゲーションを使用するモバイ
ル通信システム内で下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するも
う１つの方法で使用され、基地局は、モバイル端末に上りリンク・リソースを割り当てる
ためにモバイル端末に上りリンク・リソース割当を送信する。上りリンク・リソース割当
は、アクティブな構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア上でモバイル端末に
送信される。さらに、モバイル端末への上りリンク割当のほかに、上りリンク・リソース
割当は、複数の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのどれがそれぞれアク
ティブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示すビットマスクを含む。この上りリン
ク・リソース割当に応答して、基地局は、上りリンク・リソース割当の受信が成功したこ
と示すまたは下りリンク・コンポーネント・キャリアの（非）アクティブ化が成功したこ
とを示す、肯定応答を受信する。肯定応答は、割り当てられた上りリンク・リソース上で
送信される。さらに、肯定応答は、たとえば、新たにアクティブ化される下りリンク・コ
ンポーネント・キャリア（１つまたは複数）のチャネル品質測定値（１つまたは複数）の
形またはその代わりにモバイル端末から基地局に送信されるスケジューリング関連情報の
形で受信される。
【００８６】
　本発明のもう１つの実施形態では、下りリンク・リソース割当の新しいフォーマットは
、コンポーネント・キャリア・アグリゲーションを使用するモバイル通信システム内で下
りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化する方法で使用される。モバ
イル端末によって実行されるこの方法では、モバイル端末は、下りリンク・コンポーネン
ト・キャリア上で、モバイル端末に下りリンク・リソースを割り当てるための下りリンク
・リソース割当を受信する。下りリンク・リソース割当は、複数の構成された下りリンク
・コンポーネント・キャリアのどれがそれぞれアクティブ化されまたは非アクティブ化さ
れるのかを示す表示を含む。モバイル端末は、上りリンク・リソース割当に含まれる表示



(20) JP 5750120 B2 2015.7.15

10

20

30

40

50

に従って、構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアをアクティブ化しまたは非
アクティブ化する。表示は、たとえばビットマスクの形で実現することができる。
【００８７】
　さらに、モバイル端末は、下りリンク・リソース割当内で示される下りリンク・データ
をさらに受信する。割り当てられた下りリンク・リソースが、下りリンク・リソース割当
の受信時に既にアクティブ状態である下りリンク・コンポーネント・キャリア（この下り
リンク・コンポーネント・キャリアは、下りリンク・リソース割当が受信された下りリン
ク・コンポーネント・キャリアとすることができ、または、アクティブ状態のクロススケ
ジューリングされた他の下りリンク・コンポーネント・キャリアとすることができる）上
にあることに留意されたい。
【００８８】
　さらに、本発明のさらなる例示的実施形態では、下りリンク・リソース割当および割り
当てられた下りリンク・リソース上の下りリンク・データは、単一のサブフレーム内で受
信される。
【００８９】
　上で説明した方法では、本発明のもう１つの実施形態に従って、上りリンク・リソース
割当は、下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化および非アクティブ化の
ためにモバイル端末に割り当てられる無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を用いて
マスクされるＣＲＣフィールドを含む。下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクテ
ィブ化および非アクティブ化のためにモバイル端末に割り当てられる「特殊な」ＲＮＴＩ
を使用することで、基地局は、たとえば、受信された上りリンク・リソース割当のフォー
マットをモバイル端末に示すことができる。下りリンク・コンポーネント・キャリアのア
クティブ化および非アクティブ化のための特殊なＲＮＴＩは、特にモバイル端末に有利で
あり、その結果、上りリンクまたは下りリンクのリソース割当についての予定の受信器を
さらに示す必要がなくなる。
【００９０】
　上で述べたように、下りリンクでキャリア・アグリゲーションを使用する３ＧＰＰベー
スの通信システム内で本発明の概念を実施する状況では、本明細書で提案される上りリン
ク・リソース割当ならびに下りリンク・リソース割当を、Ｌ１／Ｌ２制御情報の「特殊な
」ＤＣＩフォーマットと考えることができる。同一サイズを有する複数のＤＣＩフォーマ
ットが存在し得るので、下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化および非
アクティブ化のためにモバイル端末に割り当てられるＲＮＴＩは、下りリンク・コンポー
ネント・キャリア・アクティブ化状態に関する情報を含む組み合わされた上りリンク割当
をそれぞれ上りリンクまたは下りリンクのコンポーネント・キャリア上の「純粋な」リソ
ース割当から区別するためのフォーマット表示とすることができる。
【００９１】
　例示のために３ＧＰＰ状況下での本発明の概念の例示的実施態様に留まると、上りリン
ク・リソース割当は、たとえば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）のＤＣＩフォーマ
ット０を再利用であり得、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣＩフォーマット０の新データ・インジ
ケータ（ＮＤＩ）のビット、ＴＰＣコマンド・フィールド、およびＣＱＩ要求フラグが、
ビットマスクを示すために再利用される。その代わりに、もう１つの例示的実施態様では
、モバイル端末が上りリンク・リソース割当に対して新たにアクティブ化される下りリン
ク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）のチャネル品質測定値を送信するかど
うかの表示と、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣＩフォーマット０の新データ・インジケータ（Ｎ
ＤＩ）のビット、ＴＰＣコマンド・フィールド、ＣＱＩ要求フラグ、ならびに変調および
符号化方式フィールドの１ビットを再利用してビットマスクを示すために、モバイル端末
が新たにアクティブ化される下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）
のチャネル品質測定値を送信するかどうかの表示をさらに含む。
【００９２】
　本発明のさらなる実施形態では、下りリンクでキャリア・アグリゲーションを使用する
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３ＧＰＰベースの通信システムで本発明の概念を実施する状況では、上りリンク・リソー
ス割当は、ＦＤＤ動作のための下りリンク制御情報（ＤＣＩ）と考えられ、次からなる。
【００９３】
　－フォーマット・フラグ、これは、同一のビット数／サイズを有するように定義される
ＤＣＩフォーマットを区別するものである、
　－ホッピング・フラグ、これは、モバイル端末が上りリンク・リソース・ホッピングを
使用すべきか否かを示すものである、
　－リソース・ブロック割当フィールド、これは、ＰＵＳＣＨ上で上りリンク・リソース
をモバイル端末に割り当てるものである、
　－変調および符号化方式フィールド、これは、ＰＵＳＣＨ上で割り当てられたリソース
を使用した送信に関する、変調方式、符号化レート、および冗長性バージョンを示すもの
である、
　－ＤＭＲＳフィールド、これは、基準シンボル・シーケンスに適用される循環シフトを
構成するものである、
　－コンポーネント・キャリア（非）アクティブ化フィールド、これは、複数の下りリン
ク・コンポーネント・キャリアのそれぞれについて、それぞれの下りリンク・コンポーネ
ント・キャリアがアクティブ化されまたは非アクティブ化されるのかどうかをビットマス
クによって示すものである、および
　－１つまたは複数のパディング・ビット、これは、専用制御情報のサイズを所定のビッ
ト数に整列させるためのものであり、このビットは必要な場合に（すなわち、オプション
で）設けられる。
【００９４】
　本発明のもう１つの代替実施形態では、上りリンク・リソース割当は、さらに（すなわ
ち、上で述べたフィールドに加えて）、上りリンク・リソースが複数の上りリンク・コン
ポーネント・キャリアのうちのどれに割り当てられるのかを示すキャリア・インジケータ
・フィールドからなる。この実施態様は、クロスキャリア・スケジューリングを使用でき
る３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で有用であり得る。
【００９５】
　先の段落で論じた両方の例示的な上りリンク割当フォーマットでは、上りリンク・リソ
ース割当は、オプションで、さらに、モバイル端末が新たにアクティブ化された下りリン
ク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）のチャネル品質測定値を送信すべきか
どうかを示すＣＱＩフラグからなることができる。このＣＱＩフラグは、必ずしも３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ（リリース８／９）ＤＣＩフォーマット０から既知のＣＱＩフラグではないこ
とに留意されたい。代替実施態様では、先の段落で論じた２つの上りリンク・リソース割
当フォーマットは、オプションで、モバイル端末が新たにアクティブ化された下りリンク
・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）のチャネル品質測定値を送信すべきかど
うかを示すために変調および符号化方式フィールド内で表現可能な少なくとも１つのコー
ドポイントを利用することができる。
【００９６】
　３ＧＰＰの状況で提案される下りリンク割当の実施態様に関連するもう１つの例示的実
施形態では、下りリンク・リソース割当は、たとえば３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９
）ＤＣＩフォーマット１Ａを再利用であり得る。たとえば、新データ・インジケータ（Ｎ
ＤＩ）のビットおよび／または３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＤＣＩフォーマット１ＡのＰＵＣＣＨ
フィールドのＴＰＣコマンドを再利用して、下りリンク・コンポーネント・キャリアのア
クティブ化状態を示すことができる。たとえば、新しい下りリンク・コンポーネント・キ
ャリア（ＤＬ　ＣＣ）（非）アクティブ化フラグとしてＮＤＩフラグを再定義する場合に
、この新しいフラグを使用して、すべての下りリンク・コンポーネント・キャリア（常に
アクティブ化される、下りリンク・コンポーネント・キャリアのうちの１つ、たとえばア
ンカ・キャリアを除く）をアクティブ化しまたは非アクティブ化することができる。ＰＵ
ＣＣＨフィールドのＴＰＣコマンドおよびＮＤＩフラグが再利用される場合には、１ビッ
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トを使用することによって１つのコンポーネント・キャリアのアクティブ化状態（アクテ
ィブまたは構成されたが非アクティブ化された）を示し、（非）アクティブ化が関係する
１つの下りリンク・コンポーネント・キャリアを示すのに残りの使用可能なビットを使用
することが可能である。
【００９７】
　本発明のさらなる実施形態では、それぞれ上りリンクまたは下りリンクのリソース割当
は、モバイル端末へのリソース割当のためにモバイル端末に割り当てられた無線ネットワ
ーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を用いてマスクされたＣＲＣフィールドを含み、それぞれ上
りリンクまたは下りリンクのリソース割当のキャリア・インジケータ・フィールド（ＣＩ
Ｆ）のコードポイントのうちの少なくとも１つは、それぞれ上りリンクもしくは下りリン
クのリソース割当が構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティ
ブ化するためのビットマスクを示しているかどうか、または上りリンク・リソース割当が
構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアの（非）アクティブ化に使用されず、
それぞれ上りリンクまたは下りリンクのリソースを割り当てるのみであるかどうかを示し
ている。
【００９８】
　本発明のさらなる態様は、ハードウェアおよびソフトウェアまたはその組合せでの本明
細書で議論されるさまざまな実施形態によるコンポーネント・キャリア・アグリゲーショ
ンを使用するモバイル通信システム内で下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）
アクティブ化する異なる方法の実施である。この状況では、本発明のもう１つの実施形態
は、コンポーネント・キャリア・アグリゲーションを使用するモバイル通信システム内で
使用されるモバイル端末を提供する。このモバイル端末は、モバイル端末に上りリンク・
リソースを割り当てる上りリンク・リソース割当を下りリンク・コンポーネント・キャリ
ア上で受信する受信器を含み、上りリンク・リソース割当は、複数の構成された下りリン
ク・コンポーネント・キャリアのうちのどれがそれぞれアクティブ化されまたは非アクテ
ィブ化されるのかを示すビットマスクを含んでいる。さらに、モバイル端末は、上りリン
ク・リソース割当に含まれるビットマスクに従って、構成された下りリンク・コンポーネ
ント・キャリアをアクティブ化しまたは非アクティブ化するプロセッサを含む。
【００９９】
　本発明のさらなる実施形態では、モバイル端末は、上りリンク・リソース割当によって
新たにアクティブ化される下りリンク・コンポーネント・キャリアごとにチャネル品質測
定を実行するチャネル品質測定ユニットと、割り当てられた上りリンク・リソース上でア
クティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）のチャネル
品質測定値（１つまたは複数）を送信する送信器とをも含む。
【０１００】
　本発明のもう１つの実施形態は、コンポーネント・キャリア・アグリゲーションを使用
するモバイル通信システム内で使用されるさらなるモバイル端末を提供する。モバイル端
末は、モバイル端末に下りリンク・リソースを割り当てるための下りリンク・リソース割
当を下りリンク・コンポーネント・キャリア上で受信する受信器を含み、上りリンク・リ
ソース割当は、複数の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのどれがそれぞ
れアクティブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示すビットマスクを含んでいる。
モバイル端末の受信器は、さらに、下りリンク・リソース割当によって割り当てられた下
りリンク・リソース上で下りリンク・データを受信する。さらに、モバイル端末は、上り
リンク・リソース割当に含まれるビットマスクに従って、構成された下りリンク・コンポ
ーネント・キャリアをアクティブ化しまたは非アクティブ化するプロセッサを含む。
【０１０１】
　本発明のもう１つの実施形態では、モバイル端末は、ＨＡＲＱプロトコルの複数のＨＡ
ＲＱプロセスのうちの１つを使用して下りリンク・データを受信し、下りリンク・データ
の送信に関して新データ・インジケータ（ＮＤＩ）の既知の値を仮定する。
【０１０２】
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　本発明のもう１つの実施形態によれば、それぞれ上りリンクまたは下りリンクのリソー
ス割当は、１つのサブフレームの制御シグナリング領域内で受信される。したがって、モ
バイル端末（または正確にはその受信器）は、サブフレームの制御シグナリング領域内で
リソース割当のブラインド検出を実行することができる。
【０１０３】
　本発明のさらなる実施形態では、モバイル端末のプロセッサは、さらに、それぞれ上り
リンクまたは下りリンクのリソース割当のＣＲＣフィールドからマスクされたＣＲＣ符号
を入手し、これによってＣＲＣ符号を入手するために下りリンク・コンポーネント・キャ
リアのアクティブ化および非アクティブ化のためにモバイル端末に割り当てられた無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を用いて、マスクされたＣＲＣ符号をマスク解除し、
ＣＲＣ符号に基づいてリソース割当についてのブラインド検出の成功を検証する。
【０１０４】
　さらに、本発明のもう１つの実施形態は、コンポーネント・キャリア・アグリゲーショ
ンを使用するモバイル通信システム内のための基地局を提供する。基地局は、モバイル端
末に上りリンク・リソースを割り当てるための上りリンク・リソース割当をアクティブの
構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア上でモバイル端末へ送信する送信器を
含み、上りリンク・リソース割当は、複数の構成された下りリンク・コンポーネント・キ
ャリアのどれがそれぞれアクティブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示すビット
マスクを含んでいる。さらに、基地局は、上りリンク・リソース割当の受信が成功したこ
とを示すまたは下りリンク・コンポーネント・キャリアの（非）アクティブ化が成功した
ことを示す肯定応答を、割り当てられた上りリンク・リソース上で受信する受信器を含み
、肯定応答は、新たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つ
または複数）のチャネル品質測定値（１つまたは複数）の形で受信される。
【０１０５】
　下りリンク・リソースの割当に関して、本発明のさらなる実施形態は、コンポーネント
・キャリア・アグリゲーションを使用するモバイル通信システム内のための基地局を提供
する。基地局は、モバイル端末に下りリンク・リソースを割り当てるために下りリンク・
リソース割当をアクティブの構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア上でモバ
イル端末に送信する送信器を含み、下りリンク・リソース割当は、複数の構成された下り
リンク・コンポーネント・キャリアのどれがそれぞれアクティブ化されまたは非アクティ
ブ化されるのかを示すビットマスクを含む。基地局は、さらに、下りリンク・リソース割
当と同一のサブフレーム内で、割り当てられた下りリンク・リソース上で、下りリンク・
データ（たとえば、トランスポート・ブロック）をモバイル端末に送信する。
【０１０６】
　本発明のもう１つの実施形態では、基地局は、下りリンク・データの送信にＨＡＲＱプ
ロトコルの複数のＨＡＲＱプロセスのうちの１つを使用し、下りリンク・データの送信に
関して新データ・インジケータ（ＮＤＩ）の既知の値を仮定する。
【０１０７】
　本発明のより特別の実施形態による基地局は、さらに、それぞれ上りリンクまたは下り
リンクのリソース割当のためにＣＲＣフィールドを生成し、それぞれ上りリンクまたは下
りリンクのリソース割当をモバイル端末に送信する前に下りリンク・コンポーネント・キ
ャリアのアクティブ化および非アクティブ化のためにモバイル端末に割り当てられた無線
ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を用いてＣＲＣフィールドをマスクするプロセッサ
を含む。
【０１０８】
　さらに、基地局の送信器は、下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化お
よび非アクティブ化のためにモバイル端末に割り当てられた無線ネットワーク一時識別子
（ＲＮＴＩ）をモバイル端末に送信することができる。
【０１０９】
　上で述べたように、本発明の態様は、本明細書で議論されるさまざまな実施形態による
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コンポーネント・キャリア・アグリゲーションを使用するモバイル通信システム内で下り
リンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化する方法のソフトウェアでの実
施およびそのコンピュータ可読記憶媒体への格納である。
【０１１０】
　さらなる実施形態によれば、本発明は、モバイル端末のプロセッサによって実行される
時に、本明細書で議論されるさまざまな実施形態のうちの１つによるコンポーネント・キ
ャリア・アグリゲーションを使用するモバイル通信システム内で下りリンク・コンポーネ
ント・キャリアを（非）アクティブ化する方法のうちの１つをモバイル端末に実行させる
命令を格納するコンピュータ可読媒体を提供する。命令の実行は、たとえば、モバイル端
末に、モバイル端末に上りリンクまたは下りリンクのリソースを割り当てるためのリソー
ス割当を下りリンク・コンポーネント・キャリア上で受信させることができ、リソース割
当は、複数の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのどれがそれぞれアクテ
ィブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示しており、命令の実行は、モバイル端末
に、さらに、上りリンク・リソース割当に含まれるビットマスクに従って、構成された下
りリンク・コンポーネント・キャリアをアクティブ化または非アクティブ化させることが
できる。
【０１１１】
　本発明のもう１つの実施形態は、基地局のプロセッサによって実行される時に、本明細
書で議論されるさまざまな実施形態のうちの１つによるコンポーネント・キャリア・アグ
リゲーションを使用するモバイル通信システム内で下りリンク・コンポーネント・キャリ
アを（非）アクティブ化する方法のうちの１つを基地局に実行させる命令を格納するコン
ピュータ可読媒体を提供している。命令を実行することで、たとえば、基地局に、モバイ
ル端末に上りリンク・リソースを割り当てるための上りリンク・リソース割当を、アクテ
ィブの構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア上でモバイル端末に送信させる
ことができ、上りリンク・リソース割当は、複数の構成された下りリンク・コンポーネン
ト・キャリアのどれがそれぞれアクティブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示す
ビットマスクを含み、命令を実行することで、基地局に、上りリンク・リソース割当の成
功の受信または下りリンク・コンポーネント・キャリアの成功の（非）アクティブ化の肯
定応答を、割り当てられた上りリンク・リソース上で受信させることができ、肯定応答は
、新たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）
のチャネル品質測定値（１つまたは複数）の形で受信される。
【０１１２】
　本発明のさらなる実施形態は、基地局のプロセッサによって実行される時に、基地局に
、モバイル端末に下りリンク・リソースを割り当てるための下りリンク・リソース割当を
、アクティブの構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア上でモバイル端末に送
信させる命令を格納するコンピュータ可読媒体を提供しており、上りリンク・リソース割
当は、複数の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのどれがそれぞれアクテ
ィブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示す。命令は、さらに、基地局に、割り当
てられた下りリンク・リソース上で、下りリンク・リソース割当がその中で送信される同
一のサブフレーム内で、下りリンク・データをモバイル端末に送信させる。
【０１１３】
　次では、本発明を、添付図面および線図を参照して、より詳細に説明する。図内の類似
する詳細または対応する詳細は、同一の符号を用いてマークされる。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの例示的アーキテクチャを示す図である。
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥの全体的なＥ－ＵＴＲＡＮアーキテクチャの例示的な概要を示
す図である。
【図３】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）について定義された下りリンク・コンポー
ネント・キャリア上の例示的なサブフレーム構造を示す図である。
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【図４】３ＧＰＰ　ＬＴＥ　（リリース８／９）について定義された下りリンク・スロッ
トの例示的な下りリンク・リソース・グリッドを示す図である。
【図５】それぞれ下りリンクおよび上りリンクのアクティブ化されたキャリア・アグリゲ
ーションを有する３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）レイヤ２構造を示す図である。
【図６】それぞれ下りリンクおよび上りリンクのアクティブ化されたキャリア・アグリゲ
ーションを有する３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）レイヤ２構造を示す図である。
【図７】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）での下りリンク・コンポーネント・キャ
リアと上りリンク・コンポーネント・キャリアとの間の例示的なリンケージを示す図であ
る。
【図８】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）での下りリンク・コンポーネント・キャ
リアと上りリンク・コンポーネント・キャリアとの間の例示的なリンケージを示す図であ
る。
【図９】それぞれクロスキャリア・スケジューリング用のＣＩＦフィールドを伴わないお
よび伴う、それぞれ３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）および３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（
リリース１０）のＤＣＩフォーマット０の内容を示す図である。
【図１０】それぞれクロスキャリア・スケジューリング用のＣＩＦフィールドを伴わない
および伴う、それぞれ３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）および３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ
（リリース１０）のＤＣＩフォーマット０の内容を示す図である。
【図１１】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で使用される、本発明の例示的実施形
態による構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するた
めの例示的な改善されたＤＣＩフォーマット０を示す図である。
【図１２】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で使用される、本発明の例示的実施形
態による構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するた
めのもう１つの例示的な改善されたＤＣＩフォーマット０を示す図である。
【図１３】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で使用される、本発明の例示的実施形
態による構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するた
めのもう１つの例示的な改善されたＤＣＩフォーマット０（ＤＣＩフォーマットの内容の
解釈は、ＣＩＦフィールドのコードポイントに依存する）を示す図である。
【図１４】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で使用される、本発明の例示的実施形
態による構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するた
めのもう１つの例示的な改善されたＤＣＩフォーマット０（ＤＣＩフォーマットの内容の
解釈は、ＣＩＦフィールドのコードポイントに依存する）を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態による例示的な３ＧＰＰベースの通信システムで下りリンク
・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化する手順を例示する図である。
【図１６】ＰＨＲ報告およびＳＲＳ信号アクティブ化を含む、本発明の実施形態による例
示的な３ＧＰＰベースの通信システムで下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）
アクティブ化するもう１つの手順を示す図である。
【図１７】それぞれクロスキャリア・スケジューリング用のＣＩＦフィールドを伴わない
および伴う、それぞれ３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）および３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ
（リリース１０）のＤＣＩフォーマット１の内容を示す図である。
【図１８】それぞれクロスキャリア・スケジューリング用のＣＩＦフィールドを伴わない
および伴う、それぞれ３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）および３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ
（リリース１０）のＤＣＩフォーマット１の内容を示す図である。
【図１９】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で使用される、本発明の例示的実施形
態による構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するた
めの例示的な改善されたＤＣＩフォーマット１を示す図である。
【図２０】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で使用される、本発明の例示的実施形
態により構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するた
めのもう１つの例示的な改善されたＤＣＩフォーマット１を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【０１１５】
　以下の段落では、本発明のさまざまな実施形態を説明する。例示のみのために、実施形
態のほとんどは、上の背景技術セクションで議論した３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）お
よびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）モバイル通信システムによる直交単一キャリア上りリン
ク無線アクセス方式に関連して概要を示される。本発明を、たとえば前に説明した３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ（リリース８）およびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）通信システムなどのモバイ
ル通信システムに関連して有利に使用することができるが、本発明が、この特定の例示的
通信ネットワークでの使用に限定されないことに留意されたい。
【０１１６】
　上の背景技術セクションで与えた説明は、本明細書で説明される主として３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ（リリース８）およびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）固有の例示的実施形態をよりよく
理解するためのものであることが意図されており、本発明は、モバイル通信ネットワーク
内のプロセスおよび機能について述べられた特定の実施態様に限定して理解されるべきで
はない。
【０１１７】
　上で説明したように、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）システムから既知の従来
技術の１つの主要な欠点は、下りリンク・コンポーネント・キャリアをアクティブ化する
ために２つのＰＤＣＣＨを送信する必要があることである。この従来技術解決策の問題は
、下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化を示す単一の下りリンクＰＤＣ
ＣＨが、同時にＰＤＳＣＨリソースを割り当てることができないことである。ＰＤＣＣＨ
およびＰＤＳＣＨは、３ＧＰＰ　ＬＴＥでは同一のサブフレーム内で送信される。すなわ
ち、ＰＤＣＣＨは、たとえばあるサブフレームの最初の３つのＯＦＤＭシンボル内で送信
され、ユーザ機器は、下りリンク・コンポーネント・キャリアがアクティブ化される時を
知らないので、ユーザ機器は、新たにアクティブ化される下りリンク・コンポーネント・
キャリアのアクティブ化ＰＤＣＣＨがシグナリングされる時に、この下りリンク・コンポ
ーネント・キャリア上の同一のサブフレーム内でＰＤＳＣＨ上の下りリンク・データを受
信することができない。
【０１１８】
　本発明は、単一の上りリンクまたは下りリンクのリソース割当が、下りリンク・コンポ
ーネント・キャリアをアクティブ化／非アクティブ化するために使用され、さらに、それ
ぞれ上りリンクまたは下りリンクのリソースの同時スケジューリングを可能にする方法を
提供する。本発明の一態様によれば、モバイル端末（３ＧＰＰ用語ではユーザ機器と称さ
れる）のために構成された個々の下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化
／非アクティブ化を可能にする、新しい上りリンク・リソース割当フォーマットが提案さ
れる。新しい上りリンク・リソース割当は、構成された下りリンク・コンポーネント・キ
ャリアのアクティブ化状態の表示を含む。すなわち、どの下りリンク・コンポーネント・
キャリア（１つまたは複数）がアクティブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示す
。さらに、本発明のもう１つの態様によれば、モバイル端末のために構成された個々の下
りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化／非アクティブ化と、モバイル端末
への下りリンク・データの送信のための下りリンク・リソースの同時割当とを可能にする
、新しい下りリンク・リソース割当フォーマットが提案される。新しい下りリンク・リソ
ース割当は、構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化状態の表
示を含む。すなわち、どの下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）が
アクティブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示す。
【０１１９】
　両方のリソース割当でのこの表示は、すべての構成されたコンポーネント・キャリアに
ついて、またはＲＲＣ接続モードでユーザ機器のために常にアクティブである必要がある
１つの下りリンク・コンポーネント・キャリア（このコンポーネント・キャリアを、ユー
ザ機器のアンカ・キャリアと称する）以外のすべての構成されたコンポーネント・キャリ
アについて送信することができる。
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【０１２０】
　さらに、アクティブ化状態の表示は、たとえば、構成された下りリンク・コンポーネン
ト・キャリアのどれがそれぞれアクティブ化されまたは非アクティブ化されるのかを示す
ビットマスクによって実施される。
【０１２１】
　あるいは、それぞれ上りリンクまたは下りリンクの提案されるリソース割当が、１つの
単一の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアをアクティブ化しまたは非アク
ティブ化するのみならば、表示は、少なくとも（非）アクティブ化される構成された下り
リンク・コンポーネント・キャリアの識別子を示す必要がある。構成された下りリンク・
コンポーネント・キャリアの識別子の表示は、モバイル端末に、示された下りリンク・コ
ンポーネント・キャリアのアクティブ化状態をトグルさせる（構成されたが非アクティブ
化された←→アクティブ）。コンポーネント・キャリアＩＤのシグナリングについて、ア
ンカ・キャリアを上りリンク・リソース割当によってアクティブ化／非アクティブ化でき
ないとすると、

【数５】

ビットが必要とされる。ここで、Ｎは、構成されたコンポーネント・キャリアの個数であ
り、
【０１２２】

【数６】

は、天井関数である。
【０１２３】
　アクティブ化状態の暗黙の表示は、モバイル端末およびアクセス・ネットワーク（基地
局）内のアクティブ化状態の脱同期につながる可能性があるので、示された下りリンク・
コンポーネント・キャリアのアクティブ化状態（構成されたが非アクティブ化されたまた
はアクティブ）を明示的に示している、さらなる追加のビット／フラグを上りリンク・リ
ソース割当に含めることは有利となり得る。
【０１２４】
　構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化状態をシグナリング
するもう１つの代替案は、必ずアクティブである１つの下りリンク・コンポーネント・キ
ャリア、たとえば下りリンク内の「特殊な」コンポーネント・キャリアまたはアンカ・コ
ンポーネント・キャリア以外のすべての下りリンク・コンポーネント・キャリア、のアク
ティブ化状態（構成されたが非アクティブ化されたまたはアクティブ）を示す単一のビッ
ト／フラグを使用することである。これは、すべての非アンカ・コンポーネント・キャリ
アの同時アクティブ化または同時非アクティブ化を可能にするのみであるが、シグナリン
グ・オーバーヘッドを大幅に減らす。
【０１２５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）またはキャリア・アグリゲーションを使用する
将来のリリースなどの下りリンクでキャリア・アグリゲーションを使用する３ＧＰＰベー
スの通信システムでの、この新しいそれぞれ上りリンクまたは下りリンクのリソース割当
フォーマットの使用を考慮すると、新しいリソース割当フォーマットを、既存ＤＣＩフォ
ーマットの拡張または新しいＤＣＩフォーマットと考えることができる。
【０１２６】
　本発明の１つの例示的実施形態では、それぞれ上りリンクまたは下りリンクのリソース
割当のＤＣＩフォーマットは、通信システム内で定義される少なくとも１つの他のＤＣＩ
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フォーマットと同一のサイズを有する。さらに、下りリンクでＯＦＤＭを使用する３ＧＰ
Ｐベースの通信システムでは、リソース割当が、１つまたは複数のユーザ機器へ下りリン
ク・コンポーネント・キャリア上のサブフレーム内で送信されるＰＤＣＣＨのペイロード
（ＤＣＩ）を形成していると仮定することができ、ユーザ機器は、ＰＤＣＣＨ上のサブフ
レーム内でシグナリングされる異なるＤＣＩフォーマットに対してブラインド復号を実行
する。リソース割当フォーマットについて通信システム内で定義される少なくとも１つの
他のＤＣＩフォーマットと同一のサイズを使用することと、このフォーマットの暗黙のま
たは明示的な表示を使用することと（下でさらに詳細に説明するように）によって、モバ
イル端末のブラインド復号の労力を増やさないことが可能である。
【０１２７】
　所定のモバイル端末のために構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのアク
ティブ化状態を示すのにビットマスクを使用する場合に、ビットマスク内のビットのそれ
ぞれは、たとえば、複数の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのそれぞれ
の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアに関連しており、そのアクティブ化
状態を示す。それぞれ上りリンクまたは下りリンクのリソース割当に含まれるこのビット
マスクをチェックすることによって、モバイル端末は、構成された下りリンク・コンポー
ネント・キャリアのそれぞれについて、それぞれの下りリンク・コンポーネント・キャリ
アのアクティブ化状態が変更されるかどうか、すなわち構成された下りリンク・コンポー
ネント・キャリアのどの１つまたは複数がアクティブ化されまたは非アクティブ化される
必要があるのかを判定することができる。
【０１２８】
　本発明の１つの例示的実施形態および実施態様では、下りリンク・コンポーネント・キ
ャリアを、３つのアクティブ化状態すなわち、非構成、構成されたが非アクティブ化され
た、およびアクティブのうちの１つであると定義することができる。下りリンク・コンポ
ーネント・キャリアが、構成されたが非アクティブ化された時には、ユーザ機器は、対応
するＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨを受信する必要はなく、ＣＱＩ測定を実行することも要
求されない。逆に、下りリンク・コンポーネント・キャリアがアクティブである時には、
ユーザ機器は、ＰＤＳＣＨおよびＰＤＣＣＨ（存在する場合に）を受信しなければならず
、ＣＱＩ測定を実行できると期待される。コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）
の構成の後には、そのコンポーネント・キャリア（１つまたは複数）は、構成されたが非
アクティブ化された状態である。下りリンク・コンポーネント・キャリア上でのＰＤＣＣ
ＨおよびＰＤＳＣＨの受信を可能にするために、下りリンク・コンポーネント・キャリア
は、構成されたが非アクティブ化された状態からアクティブ状態に遷移される必要がある
。新しく提案される上りリンクまたは下りリンクのリソース割当は、たとえば、構成され
たが非アクティブ化された状態とアクティブ（「構成されアクティブ化された」）状態と
の間の状態遷移を示すのに使用することができる。この目的にビットマスクを使用する場
合には、ビットマスクの１ビットの論理値１が、そのビットに関連する構成された下りリ
ンク・コンポーネント・キャリアがアクティブであることを示すことができ、ビットマス
クの１ビットの論理値０が、そのビットに関連する対応する構成された下りリンク・コン
ポーネント・キャリアが構成されたが非アクティブ化されたことを示すことができる（ま
たはその逆）。
【０１２９】
　提案される上りリンク／下りリンク・リソース割当は、構成された下りリンク・コンポ
ーネント・キャリアの１つで受信されるので、これは、この下りリンク・コンポーネント
・キャリアがアクティブ状態であることを暗示する。たとえば、上りリンク／下りリンク
・リソース割当が受信される下りリンク・コンポーネント・キャリアを、（常に）モバイ
ル端末のために常に構成されアクティブ化される専用の「特殊な」コンポーネント・キャ
リア（またはアンカ・コンポーネント・キャリア）とすることができる。したがって、上
りリンク・リソース割当は、この特殊なコンポーネント・キャリアについてアクティブ化
状態の表示を含む必要がない（が、含むことはできる）。
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【０１３０】
　特殊なコンポーネント・キャリアのアクティブ化状態の表示もシグナリングされる場合
には、提案される新しい上りリンク／下りリンク・リソース割当が特殊なコンポーネント
・キャリア上または別の構成されたコンポーネント・キャリア上のどちらでシグナリング
されるのかに無関係に、たとえば、本明細書で議論される新しい上りリンク／下りリンク
・リソース割当によって、特殊なコンポーネント・キャリアを再構成することが可能であ
る可能性がある。
【０１３１】
　さらに、より高度な例示的実施態様では、コンポーネント・キャリア・アクティブ化／
非アクティブ化情報を含む上りリンク・リソース割当は、モバイル端末に、新たにアクテ
ィブ化されたコンポーネント・キャリア（すなわち、状態が非アクティブ化からアクティ
ブ化に変化したコンポーネント・キャリア（１つまたは複数））のチャネル品質測定値を
送信するように指示することもできる。したがって、モバイル端末は、アクティブ化され
たコンポーネント・キャリアごとにチャネル品質測定を実行し、測定の結果を、上りリン
ク・リソース割当によってモバイル端末に割り当てられた上りリンク・リソース上で基地
局（３ＧＰＰ用語ではｅノードＢと称する）に送信する。チャネル品質測定結果は、たと
えば、ＣＱＩ情報の形でシグナリングし得る。
【０１３２】
　チャネル品質測定結果（１つまたは複数）の送信は、モバイル端末が、それぞれ上りリ
ンク・リソース割当を成功して受信し、または構成された下りリンク・コンポーネント・
キャリアを成功してアクティブ化／非アクティブ化したことを基地局に示す。したがって
、チャネル品質測定結果（１つまたは複数）の送信を、それぞれ上りリンク・リソース割
当またはモバイル端末による構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクテ
ィブ化／非アクティブ化の肯定応答と考えることができる。
【０１３３】
　本発明のもう１つの態様は、具体的にはモバイル端末が下りリンク制御チャネル情報（
ＤＣＩフォーマット）のブラインド復号を実行すると仮定される時に、新しく提案される
上りリンク／下りリンク・リソース割当を「通常の」上りリンク／下りリンク・リソース
割当から区別することに関する。したがって、新しく提案されるリソース割当のフォーマ
ットは、他のＤＣＩフォーマットから区別される必要がある場合がある。１つの案は、本
明細書で提案されるリソース割当のために新しいＤＣＩフォーマット（新しい所与のサイ
ズの）を定義することである。しかし、これは、新しいＤＣＩフォーマットを復号するた
めにモバイル端末によって実行される必要があるブラインド復号の試みの増加を暗示する
かもしれない。本発明のさらなる実施形態による代替実施態様は、上りリンク／下りリン
ク・リソース割当をシグナリングするために既存ＤＣＩフォーマットを再利用し、再利用
される既存ＤＣＩフォーマットのいくつかのフィールド（１つまたは複数）内の未使用コ
ードポイントを使用することによってまたはコンポーネント・キャリア（非）アクティブ
化のためにモバイル端末ごとに定義される新たに定義されたＲＮＴＩを用いてＣＲＣアタ
ッチメントをマスクすることによって、異なる上りリンク・リソース割当フォーマットの
区別を提供することである。
【０１３４】
　たとえば、ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）またはその後継物などの３ＧＰＰベースのシス
テムで本発明を実施する時に、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）のために定義された
上りリンクＤＣＩフォーマット０または３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）のために定
義された下りリンクＤＣＩフォーマット１Ａを、下りリンク・コンポーネント・キャリア
（１つまたは複数）の（非）アクティブ化について再利用することができる。下りリンク
・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）を（非）アクティブ化する上りリンク／
下りリンク・リソース割当がシグナリングされる場合に、そのＣＲＣを、たとえば、次で
ＣＣ－ＲＮＴＩと称する、この目的のために定義される新しいユーザ機器固有ＲＮＴＩを
用いてスクランブルすることができる。ＣＣ－ＲＮＴＩは、たとえば、ｅノードＢが上り
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リンク／下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の組を構成する時に
、ユーザ機器に割り当てられ得る。ＣＣ－ＲＮＴＩは、たとえば、アグリゲートされる下
りリンク／上りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の組を含むＲＲＣ
接続再構成メッセージ内でユーザ機器にシグナリングされ得る。したがって、ユーザ機器
で、ＰＤＣＣＨ（すなわち、このケースではリソース割当）のペイロードのＣＲＣアタッ
チメントがＣＣ－ＲＮＴＩによってマスクされていることを検出することによって、ユー
ザ機器は、したがって、ＰＤＣＣＨのペイロードのフォーマットに関して結論を出し、構
成された下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の（非）アクティブ
化に関する情報を含む上りリンク・リソース割当の異なるフィールドを正しく読み取るこ
とができる。
【０１３５】
　本発明のもう１つの代替実施形態によれば、上りリンク／下りリンク・リソース割当内
のＣＩＦフィールド（存在する場合に）は、ＰＤＣＣＨのペイロードのフォーマット、す
なわち、ペイロードが通常の上りリンク／下りリンク・リソース割当または構成された下
りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の（非）アクティブ化に関する
情報を含む上りリンク・リソース割当のどちらであるのかを示すために使用され得る。背
景技術セクションで説明したように、ＣＩＦ（キャリア・インジケータ・フィールド）は
、３ビットからなり、特定の制御シグナリング情報用のコンポーネント・キャリアを識別
する（すなわちクロスキャリア・スケジューリング・シナリオを使って）。３ビットは８
つのコードポイントを提供するが、ユーザ機器のために構成される下りリンク／上りリン
ク・コンポーネントは多くとも５つであり得るので、ＣＩＦコードポイントのいくつか、
すなわちコードポイント６、７、および８は、未使用である。この実施形態によれば、Ｃ
ＩＦフィールドのこれらの未使用コードポイントのうちの少なくとも１つは、上りリンク
／下りリンク・リソース割当が下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数
）の（非）アクティブ化に関する情報を含むことを示すのに使用され、ユーザ機器は、Ｐ
ＤＣＣＨのペイロード内のある種のビットをどのように解釈すべきかを知る。通常の上り
リンク／下りリンク・リソース割当（構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア
（１つまたは複数）の（非）アクティブ化に関する情報を有しない）および構成された下
りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の（非）アクティブ化に関する
情報を有する上りリンク／下りリンク・リソース割当のＤＣＩフォーマットは、ＣＩＦフ
ィールド内でシグナリングされるコードポイントによって区別されるので、上りリンク許
可に使用されるものと同一のＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ）を使用して、ＣＲＣをスクランブ
ルすることができる。したがって、この代替実施形態では、追加の新しいＣＣ－ＲＮＴＩ
を定義する必要はない。
【０１３６】
　さらに、本発明のもう１つの実施形態では、上で説明したＰＤＣＣＨペイロードのＤＣ
Ｉフォーマットをどのように示すかの２つの案は、一緒に使用し得る。背景技術セクショ
ンで述べたように、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）では、上りリンクＰＤＣＣＨ
内にＣＩＦが存在するように構成することは可能である。したがって、ユーザ機器は、Ｐ
ＤＣＣＨペイロード内にＣＩＦを含めるように構成され、ｅノードＢは、ＰＤＣＣＨペイ
ロードが構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の（非）
アクティブ化に関する情報を有するリソース割当であることを示すために、事前定義のＣ
ＩＦコードポイント（１つまたは複数）を使用する。ＰＤＣＣＨペイロード内にＣＩＦを
含めないように構成されたユーザ機器は、上で述べたＣＣ－ＲＮＴＩが割り当てられ、こ
のＣＣ－ＲＮＴＩは、構成されたダウンロード・コンポーネント・キャリア（１つまたは
複数）の（非）アクティブ化に関する情報を有するリソース割当を通常のリソース割当（
構成されたダウンロード・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の（非）アクテ
ィブ化に関する情報を有しない）から区別するのに、ｅノードＢによって使用される。
【０１３７】
　上で概要を示したように、ＣＣ－ＲＮＴＩの導入または少なくとも１つのＣＩＦコード
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ポイントの予約は、（非）アクティブ化される下りリンク・コンポーネント・キャリア（
１つまたは複数）の表示を組み込むためのＤＣＩフィールドの一部の再定義を可能にする
。最大Ｎ＝５個の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアがあり、常にアクテ
ィブである特定の下りリンク・コンポーネント・キャリア、たとえばアンカ・キャリアに
ついてシグナリングすべきアクティブ化状態がないと例示的に仮定すると、Ｎ－１＝４ビ
ットが、ビットマスクを使用して下りリンク・コンポーネント・キャリアの任意の組合せ
をアクティブ化／非アクティブ化することを実現する。これによって、ビットマスク内の
各ビットは、下りリンク・コンポーネント・キャリアのうちの１つのアクティブ化状態を
表す。たとえば、「１」をセットされたビットマスク内のビットは、対応する下りリンク
・コンポーネント・キャリアをアクティブ化しなければならないことを示すことができ、
「０」をセットされたビットは、対応する下りリンク・コンポーネント・キャリアを非ア
クティブ化しなければならないことを示すことができる（またはその逆）。
【０１３８】
　本発明の１つの例示的実施形態では、本発明が実施されるそれぞれのシステムに既に存
在するＤＣＩフォーマットの１つが、構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア
（１つまたは複数）の（非）アクティブ化を示すためのビットマスクのシグナリングを含
めるために再定義される。提案される上りリンク・リソース割当の実施態様に関して、既
に３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）または３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で
定義されている上りリンクＤＣＩフォーマット０を再利用する場合には、ビットマスク内
でシグナリングできるようにするためには、このＤＣＩフォーマット内で４ビットが再定
義される必要がある（最大Ｎ＝５個の構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア
があると仮定して）。図９に、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）のＤＣＩフォーマッ
ト０を示す。ＤＣＩフォーマット０は、次からなる。
【０１３９】
　－フォーマット・フラグ（フラグ・フォーマット０／１Ａ）、これは、同一のビット数
／サイズを有するように定義される、ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット１Ａと
を区別するためのである、
　－ホッピング・フラグ（Ｈｏｐｐｉｎｇ　Ｆｌａｇ）、これは、ユーザ機器が上りリン
ク・リソース・ホッピングを使用すべきか否かを示すものである、
　－リソース・ブロック割当フィールド、これは、ユーザ機器にＰＵＳＣＨ上の上りリン
ク・リソースを割り当てるものである（非周期的チャネル品質フィードバックをトリガす
る時には、チャネル品質フィードバックおよび任意選択でさらなるユーザ・データが、そ
のＰＵＳＣＨを介して、これらの割り当てられるリソース上で多重化され、送信される）
、
　－変調および符号化方式フィールド（ＭＣＳ＆ＲＶ）、これは、ＰＵＳＣＨ上で割り当
てられたリソースの送信に関する変調方式、符号化レート、および冗長性バージョンを示
すものである、
　－新データ・インジケータ（ＮＤＩ）、これは、ユーザ機器が新しいデータを送信しな
ければならないのかまたは再送信をしなければならないのかを示すものである、
　－ＤＭＲＳフィールド（サイクリック・シフトＤＭＲＳ）、これは、基準シンボル・シ
ーケンスに適用される循環シフトを構成するためのものである、
　－ＣＱＩ要求フラグ、これは、ユーザ機器からの非周期的チャネル品質フィードバック
報告をトリガするためのである、および
　－１つまたは複数のパディング・ビット、これは、専用制御情報のサイズを所定のビッ
ト数に整列させるためのものであり、このビットは必要な場合に（すなわち、オプション
で）設けられる。
【０１４０】
　さらに、図１０に示されているように、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）の拡張
されたＤＣＩフォーマット０は、シグナリングされるリソース割当がクロススケジューリ
ング・シナリオで関係する上りリンク・コンポーネント・キャリアを示すためのＣＩＦフ
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ィールドをさらに含むことを除いて、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）のＤＣＩフォ
ーマット０に本質的に類似する。
【０１４１】
　下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の（非）アクティブ化に関
する情報を含む上りリンク・リソース割当によってスケジューリングされる上りリンク送
信が、新しい初期送信を暗示するという仮定の下で、通常は初期／再送信を示すＮＩＤビ
ットを再利用することができる。同様に、「ＣＱＩ要求」フラグを再利用することができ
る。というのは、下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）がアクティ
ブ化される時にユーザ機器が必ず非周期的ＣＱＩを送信しなければならないことを、ルー
ルによって定義できるからである。４ビット・ビットマスクのシグナリングのために要求
される残りの２ビットは、たとえば、ＴＰＣビットから盗用することができる。というの
は、このビットは、非周期的ＣＱＩの送信のために必要ではなく、上りリンク送信の耐性
は現状の変調および符号化方式を正しく選択することによって達成することもできるので
、さらなる電力制御が要求されない可能性があるからである。
【０１４２】
　したがって、ユーザ機器は、どのＲＮＴＩがＣＲＣアタッチメントのＣＲＣ符号をスク
ランブルするのに使用されたのかに依存して、ＰＤＣＣＨから入手された復号された下り
リンク制御チャネル情報の内容を解釈することができる。ＣＣ－ＲＮＴＩが、上りリンク
・リソース割当のＣＲＣをマスクするために基地局によって使用された場合には、ユーザ
機器は、ＤＣＩフォーマット０のＮＤＩフラグ、ＴＰＣフィールド、およびＣＱＩフラグ
を、構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）のどれが（非
）アクティブ化されるのかを示す４ビットのビットマスクとして解釈する。図１１に、３
ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で使用される、本発明の例示的実施形態による構成
された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するための例示的な
改善されたＤＣＩフォーマット０を示す。ここで、ＮＤＩフラグ、ＴＰＣフィールド、お
よびＣＱＩフラグは、ＣＣ－ＲＮＴＩがＣＲＣをスクランブルするのに使用された場合に
、ビットマスクとして解釈される。ＣＲＣアタッチメント内のＣＲＣが、Ｃ－ＲＮＴＩを
用いてマスクされている場合には、ユーザ機器は、ＤＣＩフォーマット０のフィールドを
、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）について定義され、図９に示されているものとし
て、すなわち「通常の」上りリンク・リソース割当として解釈する。
【０１４３】
　図１２に、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で使用される、本発明の例示的実施
形態による構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化する
ためのもう１つの例示的な改善されたＤＣＩフォーマット０を示す。この例では、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ（リリース８／９）から既知であるＤＣＩフォーマット０に基づく新しいＤＣ
Ｉフォーマットが定義される。図１１の例に関しては、フォーマットのサイズが、ＤＣＩ
フォーマット０および１Ａに類似していることが保証できるので、この新しいＤＣＩフォ
ーマットを復号するためにユーザ機器がさらなるブラインド復号をする必要がなくなる。
図１２に示された例示的なＤＣＩフォーマットでは、ビットマスクを伝えるために４ビッ
トからなる、新しいＤＬ　ＣＣ（非）アクティブ化フィールドが定義される。上で図１１
に関連して概要を示したように、ＮＤＩフラグ、ＴＰＣフィールドおよびＣＱＩフラグは
、ＤＬ　ＣＣ（非）アクティブ化フィールドに対応するために図１２の上りリンク・リソ
ース割当では省略される。
【０１４４】
　上で説明した例示的実施形態は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）のＤＣＩフォー
マット０の再利用に関連して説明されたが、同様に、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１
０）のＤＣＩフォーマット０を再利用することが可能である。後者の場合、構成された下
りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化するための上りリンク・リソ
ース割当のＤＣＩフォーマット再利用または新しいＤＣＩフォーマットは、ＣＩＦフィー
ルドをさらに含むことを除いて、図１１および図１２の例と同様である。
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【０１４５】
　ＮＤＩフラグ、ＴＰＣフィールド、およびＣＱＩフラグの再利用が、３ＧＰＰ　ＬＴＥ
（リリース８／９）およびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）のＤＣＩフォーマット０のフィー
ルドの再利用の一例にすぎないことにも留意されたい。もう１つのオプションは、下りリ
ンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）を（非）アクティブ化するためのビ
ットマスクをシグナリングするのに使用できる４ビットを解放するために、フラグ・フォ
ーマット０／１Ａ、ＴＰＣフィールド、およびＣＱＩフラグ、またはその代わりにフラグ
・フォーマット０／１Ａ、ＴＰＣフィールド、およびＮＤＩフラグを再利用することであ
る。ＣＣ－ＲＮＴＩがＤＣＩフォーマットを示すのに使用される場合には、フラグ・フォ
ーマット０／１Ａは、もはやＤＣＩフォーマット内で必要ではなく、したがって再利用す
ることができる。
【０１４６】
　代替案では、上りリンク・リソース割当によってスケジューリングされる上りリンク送
信が耐性があるものであると仮定すると、高いスペクトル効率をうむ変調方式（６４－Ｑ
ＡＭなど）は、要求される送信に使用されない可能性が高い。これは、変調および符号化
方式のシグナリング用のＭＣＳフィールドの５ビットのうちの４ビットだけが使用される
ことを可能にし、その結果、２４＝１６個のＭＣＳレベル「だけ」をシグナリングできる
ようになる。ＭＣＳフィールドの「解放された」１ビットを、ビットマスクの１ビットと
して使用することもできる。これは、たとえば、４ビット・ビットマスクのシグナリング
のために、フラグ・フォーマット０／１Ａ、ＮＤＩフラグ、ＭＳＣフィールドの１ビット
、およびＣＱＩフラグを再利用することを可能にする。この形で、ＴＰＣコマンドをそれ
でもシグナリングすることができ、これによって、上りリンク送信の信頼性の制御がさら
に改善される。
【０１４７】
　したがって、下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化状態をシグナリン
グするためのビットマスクは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）または３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ－Ａ（リリース１０）のＤＣＩフォーマット０の中の、次のフィールドの任意の組合
せによって形成することができる。なお、次のフィールドは、ビットマスクのシグナリン
グのための４ビットをうむ。
【０１４８】
　－フラグ・フォーマット０／１Ａ（１ビット）、
　－ＭＳＣフィールドの１ビット、
　－ＮＤＩフラグ（１ビット）、
　－ＴＰＣコマンド・フィールド（２ビット）、および
　－ＣＱＩ要求フラグ（１ビット）。
【０１４９】
　代替案では、前に述べたように、上りリンク・リソース割当が、１つの単一の構成され
た下りリンク・コンポーネント・キャリアだけをアクティブ化しまたは非アクティブ化す
る場合、表示は、少なくとも、（非）アクティブ化される構成された下りリンク・コンポ
ーネント・キャリアの識別子を示す必要がある。構成された下りリンク・コンポーネント
・キャリアの識別子の表示は、モバイル端末に、示された下りリンク・コンポーネント・
キャリアのアクティブ化状態をトグルさせる（構成されたが非アクティブ化された←→ア
クティブ）。コンポーネント・キャリアＩＤをシグナリングするためには、アンカ・キャ
リアを上りリンク・リソース割当によってアクティブ化／非アクティブ化できないとする
と、
【数７】

ビットが必要である。Ｎ＝５の場合に、これは、それぞれ、（非）アクティブ化される構
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成された下りリンク・コンポーネント・キャリアの表示をシグナリングするために２ビッ
トが要求され、または（非）アクティブ化される構成された下りリンク・コンポーネント
・キャリアの表示およびアクティブ化状態の明示的表示をシグナリングするために３ビッ
トが要求されることを意味する。
【０１５０】
　もう１つの実施形態によれば、１つの下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクテ
ィブ化状態をシグナリングするためのＤＬ　ＣＣ（非）アクティブ化フィールドは、３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）または３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）のＤＣＩ
フォーマット０の中の、次のフィールドの任意の組合せによって形成することができる。
なお、次のフィールドは、（非）アクティブ化される１つの下りリンク・コンポーネント
・キャリアの識別子（およびアクティブ化状態の明示的表示）をシグナリングするための
２ビット（または３ビット）をうむ。
【０１５１】
　－フラグ・フォーマット０／１Ａ（１ビット）、
　－ＭＳＣフィールドの１ビット、
　－ＮＤＩフラグ（１ビット）、
　－ＴＰＣコマンド・フィールド（２ビット）、および
　－ＣＱＩ要求フラグ（１ビット）。
（非）アクティブ化される１つの下りリンク・コンポーネント・キャリアの識別子および
アクティブ化状態の明示的表示をシグナリングするための３ビットを得る１つの例示的実
施態様は、フラグ・フォーマット０／１Ａ、ＮＤＩフラグ、およびＣＱＩ要求フラグの組
合せである。同様に、ＴＰＣコマンド・フィールドと、フラグ・フォーマット０／１Ａ、
ＮＤＩフラグ、およびＣＱＩ要求フラグのうちの１つとを使用することもできる。
【０１５２】
　もう１つの例示的実施形態では、構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアの
アクティブ化状態は、常にアクティブである１つの下りリンク・コンポーネント・キャリ
ア、たとえば下りリンクの「特殊な」コンポーネント・キャリアまたはアンカ・コンポー
ネント・キャリア以外のすべての下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化
状態（構成されたが非アクティブ化されたまたはアクティブ）を示す単一のビット／フラ
グによってシグナリングされる。これは、すべての非アンカ・コンポーネント・キャリア
の同時アクティブ化または非アクティブ化を可能にするのみであるが、シグナリング・オ
ーバーヘッドを大幅に減らす。この単一ビット／（非）アクティブ化フラグをシグナリン
グするために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）または３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリ
ース１０）のＤＣＩフォーマット０の次のフラグ
　－フラグ・フォーマット０／１Ａ（１ビット）、
　－ＭＳＣフィールドの１ビット、
　－ＮＤＩフラグ（１ビット）、
　－ＴＰＣコマンド・フィールド（２ビット）、
　－ＣＱＩ要求フラグ（１ビット）
のうちの１つを再利用することができる。
【０１５３】
　３ＧＰＰの状況で、下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化状態のシグ
ナリングを可能にする下りリンク・リソース割当の実施態様に関して、本発明のもう１つ
の実施形態は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）または３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリ
ース１０）の下りリンクＤＣＩフォーマット１Ａの再利用または再定義を提案する。
【０１５４】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）のＦＤＤモードのための下りリンクＤＣＩフォー
マット１Ａは、図１７に示されており、次のものから構成される。
【０１５５】
　－フォーマット・フラグ（フラグ・フォーマット０／１Ａ）、これは、同一のビット数
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／サイズを有するように定義され、ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット１Ａとを
区別するものである、
　－局所化／分散割当フラグ、これは、局所化送信モードまたは分散送信モードのどちら
が使用されるのかを示すものである、
　－リソース・ブロック割当（ＲＢＡ）フィールド、これは、所与のリソース割当タイプ
に従ってユーザ機器にＰＤＳＣＨ上の下りリンク・リソース（リソース・ブロック）を割
り当てるためのものであり、ＲＢＡフィールドに要求されるビット数は、割当タイプ（Ｒ
Ａフィールド）および割り当てられるコンポーネント・キャリアの帯域幅に依存する、
　－変調および符号化方式フィールド（ＭＣＳ）、これは、ＰＤＳＣＨ上で割り当てられ
るリソース上の送信の変調方式、符号化レート、および冗長性バージョンを示すものであ
る、
　－ＨＡＲＱプロセス番号、これは、割り当てられるリソース上の下りリンク送信に使用
されるＨＡＲＱプロセスを示すものである、
　－新データ・インジケータ（ＮＤＩ）フラグ、これは、所与のＨＡＲＱプロセス上の送
信が新しいプロトコル・データ・ユニット（ＰＤＵ）であることを示すものである、
　－冗長バージョン（ＲＶ）フィールド、これは、割り当てられたリソース上の下りリン
ク送信の冗長性バージョンを示すものである、
　－送信電力制御（ＴＰＣ）コマンド・フィールド、これは、ＰＵＣＣＨ上の制御情報を
送信するためのものである。
【０１５６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）の下りリンクＤＣＩフォーマット１Ａは、図１
８に示され、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）の下りリンクＤＣＩフォーマット１の
フィールドに加えて、リソースがどのコンポーネント・キャリアに割り当てられるのかを
示すキャリア・インジケータ・フィールド（ＣＩＦ）が割り当てられる。ＴＤＤモードの
ために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）および３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１
０）のＤＣＩフォーマット１Ａは、さらに、下りリンク割当インデックスを有する。
【０１５７】
　本発明のもう１つの実施形態によれば、ＤＣＩフォーマット１ＡのＮＤＩビットは、ｅ
ノードＢが常にアクティブの下りリンク・コンポーネント・キャリア以外のすべての下り
リンク・コンポーネント・キャリアをアクティブ化しまたは非アクティブ化することを可
能にするフラグ（ＤＬ　ＣＣ（非）アクティブ化フラグ）を提供するために再利用される
。ＤＬ　ＣＣ（非）アクティブ化フラグを含む下りリンク・リソース割当の新しいＤＣＩ
フォーマットの例を、図１９に示す。本発明のもう１つの代替実施形態では、ＤＣＩフォ
ーマット１ＡのＰＵＣＣＨフィールドのＴＰＣコマンドまたはＰＵＣＣＨフィールドのＮ
ＤＩフラグおよびＴＰＣコマンドが、再利用され、ＤＬ　ＣＣ（非）アクティブ化フラグ
を形成する。下りリンク・リソース割当の例示的ＤＣＩフォーマットを、図２０に示す。
【０１５８】
　図１９および図２０の例のＤＣＩフォーマットが、さらに、図１８に示されているよう
にＣＩＦフィールドを含み得ることに留意されたい。ＤＣＩフォーマット１ＡのＮＤＩフ
ラグが再利用される場合には、ＤＬ　ＣＣ（非）アクティブ化フラグを含む提案された下
りリンク・リソース割当が受信される時に、割り当てられた下りリンク・リソース上での
ユーザ機器への下りリンク送信（トランスポート・ブロック）が、必ず初期送信であると
定義することが望ましいかもしれない。さらに、ユーザ機器は、下りリンク送信を提供す
るＨＡＲＱプロセスの既知のＮＤＩ値を仮定することもできる。
【０１５９】
　上で説明したすべての代替案では、ＤＣＩフォーマットのフィールドの再利用およびＣ
ＲＣのマスキングに使用されるＲＮＴＩに依存する内容の解釈を使用することができ（図
１１に関連して説明したように）、あるいは、ＤＣＩフィールドの結果の内容を、新しい
ＤＣＩフォーマットとして定義することができる（図１２、１９、および２０に関連して
説明したように）ことに留意されたい。
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【０１６０】
　上の段落で議論された、アクティブ化されまたは非アクティブ化される下りリンク・コ
ンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の表示をどのようにシグナリングするのかの
例では、基地局が、それぞれのユーザ機器によって構成された下りリンク・コンポーネン
ト・キャリアのアクティブ化および非アクティブ化に関連する情報をシグナリングするた
めにユーザ機器に特殊なＲＮＴＩ（ＣＣ－ＲＮＴＩ）を割り当てると仮定した。ＣＣ－Ｒ
ＮＴＩの使用に基づいて、ユーザ機器は、それぞれ、ＰＤＣＣＨ上で受信された上りリン
ク／下りリンク・リソース割当のＤＣＩフォーマットをどのように解釈する必要があるの
か、またはそれにどのフィールドが含まれるのかを判定することができる。
【０１６１】
　本発明のもう１つの実施形態によるもう１つの代替実施態様では、ｅノードＢは、ＰＤ
ＣＣＨペイロードが、構成された下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複
数）の（非）アクティブ化に関する情報を伴う上りリンク／下りリンク・リソース割当で
あることを示すために１つまたは複数の事前定義のＣＩＦコードポイントを使用し、その
結果、特殊なＲＮＴＩは不要になる。したがって、ユーザ機器は、ＰＤＣＣＨを復号し、
ＣＩＦフィールド内でシグナリングされるコードポイントに依存してＤＣＩフォーマット
（それぞれ、ＤＣＩフォーマット内の内容／残りのフィールドの解釈）を判定する。この
ケースでは、ＰＤＣＣＨによって示される割り当てられた上りリンク／下りリンク・リソ
ースは、事前定義の上りリンク／下りリンク・コンポーネント・キャリアまたは非クロス
キャリア・スケジューリングの場合すなわちＣＩＦフィールドが存在しなかった場合に使
用される上りリンク／下りリンク・コンポーネント・キャリアのいずれかのためのもので
ある。これは、たとえば、モバイル端末の上りリンク／下りリンク・アンカ・コンポーネ
ント・キャリアであり得る。
【０１６２】
　図１３および図１４に、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）で使用される、本発明
のこの実施形態による構成された下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクテ
ィブ化するための例示的な改善された上りリンクＤＣＩフォーマット０を示す。この実施
の形態では、ＤＣＩフォーマットの内容の解釈は、ＣＩＦフィールドのコードポイントに
依存する。ＣＩＦフィールドのコードポイントが「１１１」である場合には、ＤＣＩフォ
ーマット（上りリンク・リソース割当）は、下りリンク・コンポーネント・キャリアのア
クティブ化状態をシグナリングするためのＤＬ　ＣＣ（非）アクティブ化フィールドを含
み（図１３を参照されたい）、コードポイントが「１１１」ではない場合には、ＤＣＩフ
ォーマットは、図１０に示されたＤＣＩフォーマット０であり、ＣＩＦフィールドは、上
りリンク・リソースが割り当てられるクロススケジューリングされたコンポーネント・キ
ャリアを示す。ＤＣＩフォーマットを示すための特殊なＣＩＦコードポイント（１つまた
は複数）の定義が、もちろん、ＣＩＦフィールドがフォーマットに追加されると仮定すれ
ば、下りリンク割当のケースについて図１９および図２０に示されたＤＣＩフォーマット
にも適用可能であることに留意されたい。
【０１６３】
　本発明のもう１つの実施形態によるもう１つの代替実施態様では、ＤＣＩフォーマット
（リソース割当）が、それぞれアクティブ化されまたは非アクティブ化される少なくとも
１つのＤＬコンポーネント・キャリアを識別する情報を含むことを示すために、２つの事
前定義のＣＩＦコードポイントが使用される。ＣＩＦフィールドのコードポイントが「１
１１」である場合には、ＤＣＩフォーマット（リソース割当）は、識別子フィールドによ
って識別される少なくとも１つの下りリンク・コンポーネント・キャリアがアクティブ化
されていることを示し、ＣＩＦフィールドのコードポイントが「１１０」である場合には
、ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット内の識別子フィールドによって識別される
少なくとも１つの下りリンク・コンポーネント・キャリアが非アクティブ化されているこ
とを示す。
【０１６４】
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　本発明のさらなるもう１つの態様は、下りリンク・コンポーネント・キャリア（非）ア
クティブ化に応答する非周期的ＣＱＩの送信に関する。上で説明したように、１つの例の
実施態様では、上りリンク・リソース割当による下りリンク・コンポーネント・キャリア
のアクティブ化（構成されたが非アクティブ化された状態からアクティブ状態への遷移）
は、モバイル端末に、新たにアクティブ化されたコンポーネント・キャリアのそれぞれに
ついてチャネル品質測定を実行させ、測定の結果を基地局にシグナリングさせる。下りリ
ンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化する時に基地局がＣＱＩ情報を受
信することは、必ずしも必要でないまたは有益ではない可能性があるので、基地局がチャ
ネル品質測定値の送信をイネーブル／ディスエーブルできるようにすることが、望ましい
かもしれない。ＣＱＩ要求フラグが下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ
化状況の表示をシグナリングするのに使用されない実施態様では、ＣＱＩ要求フラグを基
地局によって使用して、新たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリ
アのＣＱＩ情報の送信を制御することができる。
【０１６５】
　ＣＱＩ要求フラグが下りリンク・コンポーネント・キャリアのアクティブ化状況の表示
をシグナリングするのに使用されるケースについて、本発明の一実施形態に従って、リソ
ース・ブロック割当（ＲＢＡ）フィールド内でシグナリングされるコードポイントをセッ
トすることによってチャネル品質フィードバック／ＣＱＩの送信を制御することが提案さ
れる。たとえば、ＲＢＡフィールドに、無効なリソース割当であるすべて「１」をセット
することによって、基地局は、チャネル品質フィードバック／ＣＱＩ報告を無効にし得る
。ユーザ機器は、それでも、シグナリングされた通りに下りリンク・コンポーネント・キ
ャリア（１つまたは複数）を（非）アクティブ化するが、新たにアクティブ化されたコン
ポーネント・キャリアのチャネル品質フィードバック／ＣＱＩ情報を送信しない。
【０１６６】
　チャネル品質報告を抑制するもう１つの実現性は、上りリンク・リソース割当フォーマ
ットを区別するためのＣＩＦフラグの使用（上で図１３および図１４に関連して説明した
）に関係する。複数のＣＩＦコードポイントが必要ではない可能性があるので、２つのコ
ードポイントを、上りリンク・リソース割当のフォーマットを示すために予約することが
できる。この２つのコードポイントの一方は、下りリンク・コンポーネント・キャリア（
１つまたは複数）の（非）アクティブ化に関する情報を含む上りリンク・リソース割当を
示すために定義され得、新たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリ
アに関するチャネル品質を報告するようにモバイル端末に要求する。一方、２つのコード
ポイントの他方は、下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の（非）
アクティブ化に関する情報を含む上りリンク・リソース割当を示すために定義され得、新
たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリアに関するチャネル品質を
報告しないようにモバイル端末に要求する。
【０１６７】
　下りリンク・コンポーネント・キャリア（非）アクティブ化シグナリングに十分な耐性
を提供するために、本発明のもう１つの実施形態では、上りリンク・リソース割当によっ
て割り当てられる上りリンク・リソース上の送信（下りリンク・コンポーネント・キャリ
ア（非）アクティブ化に関する情報を含む）が、上りリンク・リソース割当の受信の肯定
応答として働くことを提案する。したがって、チャネル品質が、割り当てられた上りリン
ク・リソース上で報告される場合に、基地局でのこのチャネル品質情報の受信時に、基地
局は、上りリンク・リソース割当（下りリンク・コンポーネント・キャリア（非）アクテ
ィブ化に関する情報を含む）がモバイル端末によって正しく受信されたと仮定することが
できる。
【０１６８】
　図１５に、本発明の実施形態による例示的な３ＧＰＰベースの通信システムで下りリン
ク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化する手順を例示する。キャリア・ア
グリゲーションのために構成された２つの下りリンク・コンポーネント・キャリア（ＤＬ
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　ＣＣ１およびＤＬ　ＣＣ２）および１つの上りリンク・コンポーネント・キャリア（Ｕ
Ｌ　ＣＣ１）があると例示的に仮定する。まず、ＤＬ　ＣＣ２が非アクティブ化され、Ｄ
Ｌ　ＣＣ１およびＵＬ　ＣＣ１だけがアクティブである（ＵＬ　ＣＣ１およびＤＬ　ＣＣ
１は、ユーザ機器がＲＲＣ接続モードで少なくとも１つのアクティブな上りリンクおよび
下りリンクのコンポーネント・キャリアを常に有する必要があるので、常にアクティブで
ある）。
【０１６９】
　時刻Ｔ１、たとえばＤＬトラフィック需要が増える時に、ｅノードＢは、ＤＬ　ＣＣ２
のアクティブ化を開始するＣＣ－ＲＮＴＩを用いてスクランブルされた上りリンク・リソ
ース割当（ＵＬ　ＰＤＣＣＨ）を送信することによって、ユーザ機器のためにＤＬ　ＣＣ
２をアクティブ化する。ユーザ機器での上りリンク・リソース割当の受信時に、ユーザ機
器は、ＤＬ　ＣＣ２をアクティブ化し、たとえば、対応するＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨの監
視を開始し、ＤＬ　ＣＣ２のチャネル品質（ＣＱＩ情報）を測定する。ＣＱＩのフォーマ
ットを、たとえばｅノードＢによって事前に構成することができ、その結果、ユーザ機器
は、広帯域ＣＱＩまたは周波数選択的ＣＱＩのどちらを報告すべきなのかを知る。ユーザ
機器は、時刻Ｔ２に、時刻Ｔ１に受信された上りリンク・リソース割当によって上りリン
ク（ＵＬ　ＣＣ１）に割り当てられたＰＵＳＣＨリソース上で、計算されたＣＱＩ情報を
送信する。ＣＱＩ情報は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）で予見された実施態様と
同様に、時刻Ｔ１に受信された上りリンク・リソース割当の受信から４ｍｓ後に送信され
る。
【０１７０】
　ｅノードＢがアクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャリアＤＬ　ＣＣ１
、ＤＬ　ＣＣ２上のいくつかのサブフレームで下りリンク・データを送信したそのいくつ
かのサブフレームの後に、ｅノードＢは、ＤＬ　ＣＣ２を非アクティブ化すると判断する
。したがって、ｅノードＢは、時刻Ｔ３に、ＣＣ－ＲＮＴＩおよびＤＬ　ＣＣ２の非アク
ティブ化を示す対応するビットマスクを用いてスクランブルされたもう１つの上りリンク
・リソース割当（ＵＬ　ＰＤＣＣＨ）を送信する。非アクティブ化された下りリンク・コ
ンポーネント・キャリアのＣＱＩ情報は有用ではない可能性があるので、ｅノードＢは、
ＣＱＩ送信を無効にするために、ＲＢＡフィールドにすべて「１」をセットすることがで
きる。
【０１７１】
　時刻Ｔ１およびＴ３の上りリンク・リソース割当が、それぞれ下りリンク・コンポーネ
ント・キャリアＤＬ　ＣＣ２のアクティブ化または非アクティブ化に使用されるので、ｅ
ノードＢが、同時に、下りリンク・コンポーネント・キャリアを（非）アクティブ化し、
アンカ・キャリアすなわちＤＬ　ＣＣ１上で下りリンク・データを送信できることにも留
意されたい。
【０１７２】
　上で述べたいくつかの実施形態によれば、チャネル品質フィードバックは、下りリンク
・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）をアクティブ化する上りリンク・リソー
ス割当によって割り当てられたＰＵＳＣＨリソース上で上りリンクでＣＱＩ情報すなわち
非周期的ＣＱＩによって提供された。さらなる実施形態では、新たにアクティブ化された
下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）について報告されるチャネル
品質情報に加えて、モバイル端末は、オプションで、さらに、アクティブ化された下りリ
ンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）にリンクされた上りリンク・コンポ
ーネント・キャリア（１つまたは複数）上でサウンディング基準信号（１つまたは複数）
（ＳＲＳ）および／または新たにアクティブ化された下りリンク・コンポーネント・キャ
リア（１つまたは複数）にリンクされた上りリンク・コンポーネント・キャリア（１つま
たは複数）のパワー・ヘッドルーム報告（ＰＨＲ）情報を送信することができる。ＰＨＲ
情報は、上りリンク・リソース割当によって割り当てられた上りリンク・リソース上で送
信される。ＳＲＳおよびＰＨＲ情報は、たとえば、ＰＵＳＣＨ送信を効率的にスケジュー
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リングするためにｅノードＢにとって有用である。
【０１７３】
　したがって、本発明のこの実施形態によれば、基地局は、下りリンク・コンポーネント
・キャリア（１つまたは複数）をアクティブ化する時に、ＰＨＲ送信および／またはＳＲ
Ｓをスケジューリングし得る。それゆえ、新しい提案されるプリンク・リソース割当によ
って割り当てられた上りリンク・リソース上でのアクティブ化された下りリンク・コンポ
ーネント・キャリアのチャネル品質の報告の代わりにまたはそれに加えて、モバイル端末
は、ＳＲＳおよび／またはＰＨＲ報告などのスケジューリング関連情報を基地局にシグナ
リングすることもできる。
【０１７４】
　図１６に示された例示的シナリオでは、ＵＬ　ＣＣ２のパワー・ヘッドルーム情報が、
ＵＬ　ＣＣ１上で送信される。ユーザ機器がＵＬ　ＣＣ２のパワー・ヘッドルームを計算
しなければならないサブフレームのＵＬ　ＣＣ２上での上りリンク・リソース割当がない
ので、本発明のさらなる態様および実施形態によれば、ＵＬ　ＣＣ２のパワー・ヘッドル
ームの計算は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８／９）と比較して再定義される。３ＧＰＰ
　ＬＴＥ（リリース８／９）では、パワー・ヘッドルーム報告は、ユーザ機器がＰＵＳＣ
Ｈ上での送信のための上りリンク割当（トランスポート・ブロック）を有するサブフレー
ム内でのみ送信され得る。というのは、パワー・ヘッドルームが、ユーザ機器の公称最大
送信電力とＰＵＳＣＨ上の割り当てられた上りリンク送信の推定電力との間の差を示すか
らである。パワー・ヘッドルームが報告される上りリンク・コンポーネント・キャリア上
に上りリンク割当がないケースのために、パワー・ヘッドルームが判定されなければなら
ないサブフレームの上りリンク・リソース割当を有しない上りリンク・コンポーネント・
キャリアのパワー・ヘッドルームが、事前に構成された基準上りリンク・リソース割当を
使用することによって計算されることを提案する。本質的に、パワー・ヘッドルームは、
ユーザ機器の公称最大送信電力と事前に構成された基準上りリンク・リソース割当による
上りリンク送信の推定電力との間の差で示してある。事前に構成された基準上りリンク・
リソース割当は、たとえば、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングによってユーザ機
器にシグナリングされ得る。
【０１７５】
　同様に、チャネル品質報告に関して、それぞれＳＲＳまたはＰＨＲの送信も、すべての
場合に有益／必要なわけではない。したがって、上で説明した実施形態と同様に、基地局
は、下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）をアクティブ化しまたは
非アクティブ化する時に、ＳＲＳおよび／またはＰＨＲ報告をイネーブル／ディスエーブ
ルすることもできる。これは、チャネル品質フィードバックの抑制に関して上で説明した
ものに類似する機構によって達成することができる。したがって、上りリンク・リソース
割当に特殊なフラグを含めることまたは上りリンク・リソース割当のＣＩＦフィールドも
しくはＲＢＡフィールド内で特殊なコードポイントを定義することを使用して、ＳＲＳお
よび／またはＰＨＲ報告を送信することが要求されるかどうかをモバイル端末に示すこと
ができる。
【０１７６】
　代替案では、所定のルールが、ＳＲＳ／ＰＨＲ情報を送信すべきかどうかを定義するこ
とができる。たとえば、モバイル端末は、リンクされた上りリンク・コンポーネント（１
つまたは複数）がまだアクティブではない場合、すなわち、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ送信
がリンクされた上りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）上でモバイル
端末によって行われなかった場合に限って、リンクされた上りリンク・コンポーネント・
キャリア上でＳＲＳを送信し、かつ／またはリンクされた上りリンク・コンポーネント・
キャリア（１つまたは複数）のＰＨＲ情報を送信する。
【０１７７】
　ユーザ機器の構成の例として図８に示されたシナリオを考慮しつつ、下りリンク・コン
ポーネント・キャリア・アクティブ化の場合のＳＲＳ／ＰＨＲの送信を、図１６に関して
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次で明らかにする。前提は、ＤＬ　ＣＣ１およびＵＬ　ＣＣ１だけが、現在アクティブ化
されており、ｅノードＢが、時刻Ｔ１にＤＬ　ＣＣ２およびＤＬ　ＣＣ３をアクティブ化
すると判断することである。ｅノードＢは、これらのＤＬ　ＣＣ２およびＤＬ　ＣＣ３を
アクティブ化することを示す、提案される上りリンク・リソース割当をユーザ機器にシグ
ナリングする。さらに、上りリンク・リソース割当は、新たにアクティブ化される下りリ
ンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）にリンクされた上りリンク・コンポ
ーネント・キャリア（１つまたは複数）すなわちこの例ではＵＬ　ＣＣ１およびＵＬ　Ｃ
Ｃ２のＰＨＲ情報をも送信すること、および、リンクされた上りリンク・コンポーネント
・キャリア（１つまたは複数）上でＳＲＳを送信することを、ユーザ機器に指令する。
【０１７８】
　新しく提案される上りリンク・リソース割当の受信時の、本発明の一実施形態によるユ
ーザ機器の挙動は、次の通りである。ユーザ機器は、ＤＬ　ＣＣ２およびＤＬ　ＣＣ３を
アクティブ化する。さらに、ユーザ機器は、２つの新たにアクティブ化されたＤＬ　ＣＣ
上でＣＱＩ情報を測定し、時刻Ｔ２に、上りリンク・リソース割当によって割り当てられ
たＵＬ　ＣＣ１上の上りリンク・リソース上でＤＬ　ＣＣ２およびＤＬ　ＣＣ３のＣＱＩ
報告を送信する。さらに、ユーザ機器は、アクティブ化されたＤＬ　ＣＣ３がリンクされ
たＵＬ　ＣＣ２なので、ＵＬ　ＣＣ１上で割り当てられたリソース上でＵＬ　ＣＣ２のパ
ワー・ヘッドルーム情報を送信する。さらに、ユーザ機器は、ＵＬ　ＣＣ２上でのＳＲＳ
の送信を開始する。
【０１７９】
　本発明のさらなる実施形態によれば、ＳＲＳ送信の構成パラメータは、上位レイヤのシ
グナリングすなわちＲＲＣシグナリングを介してユーザ機器にシグナリングされる。たと
えば、キャリア・アグリゲーションのために下りリンクおよび上りリンクのコンポーネン
ト・キャリア（１つまたは複数）の組を用いてユーザ機器を構成する時に、構成メッセー
ジは、特定の上りリンク・コンポーネント・キャリアのＳＲＳ構成パラメータをも含み得
る。これらの構成パラメータは、たとえば、サブフレーム構成すなわち、ＳＲＳが無線フ
レーム内で送信されるサブフレームの組、周期性、およびサウンディング帯域幅（ｓｏｕ
ｎｄｉｎｇ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）を含み得る。同様に、下りリンク・コンポーネント・
キャリア上のチャネル品質測定に関連する構成すなわち送信モードおよび報告モードをも
、コンポーネント・キャリア構成メッセージ内でシグナリングし得る。
【０１８０】
　本発明のもう１つの実施形態は、３ＧＰＰベースの通信システム、たとえば３ＧＰＰ　
ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）での下りリンク・コンポーネント・キャリアの改善された非
アクティブ化機構に関する。上で概要を示したように、ユーザ機器がコンポーネント・キ
ャリアの非アクティブ化に応答してＣＱＩ情報を報告する時は、それは必ずしも必要／有
益であるわけではない。たとえば、非アクティブ化の場合に、非アクティブ化されたばか
りの下りリンク・コンポーネント・キャリアのＣＱＩ情報を送信するよい動機付けがある
とは思われない。したがって、上りリンク・リソース割当内の上りリンク・リソース割当
関連フィールドすなわちＲＢＡフィールド、ＭＣＳフィールド、ＵＬホッピング・フラグ
、およびＤＭＲＳフィールドは、他の目的に使用することができる。
【０１８１】
　ユーザ機器がＰＤＣＣＨを監視する時には、モバイル端末がＰＤＣＣＨを誤って検出す
る確率（誤警報率（ｆａｌｓｅ　ａｌａｒｍ　ｒａｔｅ））がいつもあり、ＰＤＣＣＨの
ＣＲＣ検査は、ＰＤＣＣＨがこのユーザ機器宛ではない場合であっても正しくなり得る。
すなわち、ＣＲＣは、ＲＮＴＩ不一致（意図されないユーザ）がある場合であっても合格
する。このいわゆる誤警報は、無線チャネルによって引き起こされる送信誤りとＲＮＴＩ
不一致との２つの影響がお互いに打ち消し合う場合に発生する可能性がある。偽陽性に復
号されるＰＤＣＣＨの確率は、ＣＲＣ長に依存する。ＣＲＣ長が長いほど、ＣＲＣ保護さ
れたメッセージが誤って正しく復号される確率が下がる。１６ビットのＣＲＣサイズを用
いると、誤警報確率は、１．５・１０－５になる。
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【０１８２】
　ユーザ機器が、ある下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の非ア
クティブ化を示す上りリンク・リソース割当を有するＰＤＣＣＨを誤って検出する場合に
、そのユーザ機器は、それらの示された下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つま
たは複数）のＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨの監視を止め、ＣＱＩ測定値の報告をも止める。し
たがって、そのようなユーザ機器挙動の深刻な結果を考慮すると、誤警報確率を下げるこ
とが望ましい。許容できるレベルまで誤警報率を下げる、この実施形態で提案される１つ
の手段は、１６ビットＣＲＣを拡張するために「仮想ＣＲＣ」を使用することである。す
なわち、ＲＢＡフィールド、ＭＣＳフィールド、ＵＬホッピング・フラグ、およびＤＭＲ
Ｓフィールドなど、下りリンク・コンポーネント・キャリア非アクティブ化に有用ではな
いＰＤＣＣＨ上でシグナリングされる上りリンク・リソース割当のＤＣＩフィールドのう
ちの１つまたは複数に固定された既知の値をセットすることによって、ＣＲＣフィールド
の長さを、仮想的に拡張することができる。ユーザ機器は、これらのフィールド内の値が
正しくない（すなわち、既知の値に対応していない）場合には、下りリンク・キャリア非
アクティブ化に関する上りリンク・リソース割当を含むＰＤＣＣＨを無視しなければなら
ない。上りリンク・リソース割当関連のＤＣＩフィールドは、本質的に、下りリンク・コ
ンポーネント・キャリア非アクティブ化の場合に必要ではないので、これらのフィールド
を使用して、ＣＲＣを仮想的に拡張し、これによって誤警報確率を下げることができる。
説明されたような誤警報率をさらに下げるためにＣＲＣ長を仮想的に拡張するための機構
に類似する機構を、ＤＬコンポーネント・キャリア・アクティブ化のケースに適用するこ
ともできる。
【０１８３】
　本発明のもう１つの態様は、下りリンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数
）の（非）アクティブ化のための上りリンク・リソース割当を送信するのに使用されるＨ
ＡＲＱプロセスのＨＡＲＱプロトコル動作に関する。これが、下りリンク・コンポーネン
ト・キャリア（非）アクティブ化を示す上りリンク・リソース割当によってスケジューリ
ングされる上りリンク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）上の送信（トランスポート・ブロッ
ク）がある場合、たとえば、ＰＨＲ情報が上りリンク共有チャネル上での送信のためにス
ケジューリングされる場合にのみあてはまることに留意されたい。これは、物理上りリン
ク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）上の非周期的ＣＱＩの送信と対照的であり、用いられるト
ランスポート・ブロック送信がない、すなわち、ＰＵＳＣＨ上の物理レイヤ送信のみであ
ることに留意されたい。通常はＨＡＲＱプロセス管理に使用されるＮＤＩ（すなわち、ト
グルされたＮＤＩは、初期送信を示す）は、いくつかの実施態様で下りリンク・コンポー
ネント・キャリア（１つまたは複数）のアクティブ化状態の表示ために再利用できるので
、いくつかの新しいユーザ機器挙動が、これらの実施態様のために定義される必要がある
かもしれない。
【０１８４】
　本発明の実施形態による１つの手法は、ユーザ機器が、ＮＤＩが以前の送信内の値と比
較してトグルされたかどうかを判定する時に、下りリンク・コンポーネント・キャリア（
１つまたは複数）の（非）アクティブ化を示す上りリンク・リソース割当を無視すること
である。
【０１８５】
　その代わりに、本発明のもう１つの実施形態では、ユーザ機器は、下りリンク・コンポ
ーネント・キャリア（１つまたは複数）の（非）アクティブ化を示すリソース割当の送信
に使用されるＨＡＲＱプロセスのＮＤＩ値にある事前定義の値、たとえば０／１をセット
する。ｅノードＢは、この挙動を知っているので、ＨＡＲＱ状況情報のＮＤＩ値に、下り
リンク・コンポーネント・キャリア（１つまたは複数）の（非）アクティブ化を示すリソ
ース割当を送信するのに使用されるＨＡＲＱプロセスの事前定義の値をセットすることも
できる。これは、このＨＡＲＱプロセスのさらなる初期／再送信のための正しいＨＡＲＱ
プロセス管理を可能にする。
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【０１８６】
　本発明のもう１つの実施形態は、ハードウェアおよびソフトウェアを使用する、上で説
明されたさまざまな実施形態の実施に関する。本発明のさまざまな実施形態を、コンピュ
ーティング・デバイス（プロセッサ）を使用して実施しまたは実行できる。コンピューテ
ィング・デバイスまたはプロセッサは、たとえば、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロ
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）、または他のプログラマブル論理デバイスなどとすることが
できる。本発明のさまざまな実施形態を、これらのデバイスの組合せによって実行しまた
は実施することもできる。
【０１８７】
　さらに、本発明のさまざまな実施形態を、プロセッサによってまたは直接にハードウェ
アで実行される、ソフトウェア・モジュールによって実施することもできる。また、ソフ
トウェア・モジュールとハードウェア実装との組合せが可能である可能性がある。ソフト
ウェア・モジュールを、任意の種類のコンピュータ可読記憶媒体、たとえばＲＡＭ、ＥＰ
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、レジスタ、ハード・ディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ、その他に格納することができる。
【０１８８】
　さらに、本発明の異なる実施形態の個々の特徴を、個別にまたは任意の組合せで別の発
明の主題にすることができることに留意されたい。
【０１８９】
　当業者は、幅広く説明された本発明の趣旨または範囲から逸脱しない限り、特定の実施
形態に示された本発明に対して多数の変更および／または修正を行うことができることを
了解するであろう。したがって、本実施形態は、すべてにおいて例示的であり、制限的で
はないと考えられなければならない。
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