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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置であって、
　プライマリセル（ＰＣＥＬＬ）を含む第一のセルグループと、前記ＰＣＥＬＬと異なる
セカンダリＰＣＥＬＬを含む第二のセルグループとを設定する設定部と、
　物理上りリンク制御チャネルを前記ＰＣＥＬＬで受信する受信部とを備え、
　前記基地局装置が、前記セカンダリＰＣＥＬＬでセミパーシステントスケジューリング
（ＳＰＳ）通信を行うことを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記第二のセルグループにセルの追加を要求するためのＸ２シグナリングを送信する要
求部を含むことを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記設定部は、前記第二のセルグループへのセルの追加もしくは解除のための再設定メ
ッセージを送信することを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項４】
　前記セカンダリＰＣＥＬＬと異なるセルであって、前記第二のセルグループに含まれる
前記セルが、前記セカンダリＰＣＥＬＬと同じタイミングアドバンスグループに属する場
合、
　前記セルにおけるタイミングアドバンスが、前記セカンダリＰＣＥＬＬにおけるタイミ
ングアドバンスと同じであることを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
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【請求項５】
　前記セカンダリＰＣＥＬＬは、前記第二のセルグループにおいて最大もしくは最小のイ
ンデックスを有することを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項６】
　端末装置であって、
　プライマリセル（ＰＣＥＬＬ）を含む第一のセルグループと、前記ＰＣＥＬＬと異なる
セカンダリＰＣＥＬＬを含む第二のセルグループとが設定される受信部と、
　第一の物理上りリンク制御チャネルを前記ＰＣＥＬＬで送信し、第二の物理上りリンク
制御チャネルを前記セカンダリＰＣＥＬＬで送信する送信部とを備え、
　前記端末装置が、前記セカンダリＰＣＥＬＬでセミパーシステントスケジューリング（
ＳＰＳ）通信を行うことを特徴とする端末装置。
【請求項７】
　前記受信部は、前記第二のセルグループへのセルの追加もしくは解除のための再設定メ
ッセージを受信することを特徴とする請求項６に記載の端末装置。
【請求項８】
　前記セカンダリＰＣＥＬＬと異なるセルであって、前記第二のセルグループに含まれる
前記セルが、前記セカンダリＰＣＥＬＬと同じタイミングアドバンスグループに属する場
合、
　前記セルにおけるタイミングアドバンスが、前記セカンダリＰＣＥＬＬにおけるタイミ
ングアドバンスと同じであることを特徴とする請求項６に記載の端末装置。
【請求項９】
　前記第一のセルグループに含まれるセルのインデックスは、前記第二のセルグループに
含まれるセルのインデックスと別々で番号付けされることを特徴とする請求項６に記載の
端末装置。
【請求項１０】
　前記第一のセルグループに含まれるセルのインデックスは、前記第二のセルグループに
含まれるセルのインデックスと共同で番号付けされることを特徴とする請求項６に記載の
端末装置。
【請求項１１】
　前記セカンダリＰＣＥＬＬは、前記第二のセルグループにおいて最大もしくは最小のイ
ンデックスを有することを特徴とする請求項６に記載の端末装置。
【請求項１２】
　基地局装置における通信方法であって、
　プライマリセル（ＰＣＥＬＬ）を含む第一のセルグループと、前記ＰＣＥＬＬと異なる
セカンダリＰＣＥＬＬを含む第二のセルグループとを設定するステップと、
　物理上りリンク制御チャネルを前記ＰＣＥＬＬで受信するステップと、
　前記セカンダリＰＣＥＬＬでセミパーシステントスケジューリング（ＳＰＳ）通信を行
うステップとを含むことを特徴とする通信方法。
【請求項１３】
　端末装置における通信方法であって、
　プライマリセル（ＰＣＥＬＬ）を含む第一のセルグループと、前記ＰＣＥＬＬと異なる
セカンダリＰＣＥＬＬを含む第二のセルグループとが設定されるステップと、
　第一の物理上りリンク制御チャネルを前記ＰＣＥＬＬで送信し、第二の物理上りリンク
制御チャネルを前記セカンダリＰＣＥＬＬで送信するステップと、
　前記セカンダリＰＣＥＬＬでセミパーシステントスケジューリング（ＳＰＳ）通信を行
うステップとを含むことを特徴とする通信方法。
【請求項１４】
　基地局装置に実装される集積回路であって、
　プライマリセル（ＰＣＥＬＬ）を含む第一のセルグループと、前記ＰＣＥＬＬと異なる
セカンダリＰＣＥＬＬを含む第二のセルグループとを設定する設定部と、
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　物理上りリンク制御チャネルを前記ＰＣＥＬＬで受信する受信部とを備え、
　前記集積回路が、前記基地局装置に前記セカンダリＰＣＥＬＬでセミパーシステントス
ケジューリング（ＳＰＳ）通信を行わせることを特徴とする集積回路。
【請求項１５】
　端末装置に実装される集積回路であって、
　プライマリセル（ＰＣＥＬＬ）を含む第一のセルグループと、前記ＰＣＥＬＬと異なる
セカンダリＰＣＥＬＬを含む第二のセルグループとが設定される受信部と、
　第一の物理上りリンク制御チャネルを前記ＰＣＥＬＬで送信し、第二の物理上りリンク
制御チャネルを前記セカンダリＰＣＥＬＬで送信する送信部とを備え、
　前記集積回路が、前記端末装置に前記セカンダリＰＣＥＬＬでセミパーシステントスケ
ジューリング（ＳＰＳ）通信を行わせることを特徴とする集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信技術に関し、さらに具体的には、コンポーネント・キャリア設定の方
法、基地局、およびユーザ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サイト間キャリア集約技法は、異種混合ネットワークに対するキャリア集約技法の拡張
と見なすことができる。後記の非特許文献１に記載されているように、異種混合ネットワ
ークにおいては、マクロセル基地局は２ＧＨｚのキャリア上で動作することができ、マイ
クロセル基地局は３．５ＧＨｚのキャリア上で動作することができる。ユーザ装置（ＵＥ
：ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、マクロセルおよびマイクロセルから同時にサービ
スを受けることが可能である。この場合、ＵＥはマクロセル基地局を介し制御プレーン（
Ｃ－ｐｌａｎｅ：ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）でデータを送信し、マイクロ基地局デー
タは、ユーザ・プレーン（Ｕ－ｐｌａｎｅ：ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）上でのデータの送信
にのみ関与する。このような方法で、ＵＥは、マクロセル基地局が低周波バンドで動作す
ることによるより良好な接続性および移動性と、マイクロセル基地局がより広い帯域幅に
対し高周波バンドで動作することによる高いシステム・スループットとを有することがで
きる。
【０００３】
　ロングターム・エボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）のリリース１２およびその後継リリースによれば、システムがサイト間キャリア集約技
法を用いる場合、それが必然的に、例えば物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の設計などに関し、
既存のシステムに何らかの影響を与えることになる。ＬＴＥの現行リリースでは、キャリ
ア集約技法が単一の基地局内でだけ適用されるので、コンポーネント・キャリアの一つの
ペアがプライマリ・コンポーネント・キャリアとして定義される。ＰＵＣＣＨは、プライ
マリ・コンポーネント・キャリアでだけ送信される。
【０００４】
　サイト間キャリア集約技法が用いられるシナリオでは、プライマリ・コンポーネント・
キャリアのペアは、その性質上、該プライマリ・コンポーネント・キャリアが、マクロセ
ル基地局の必須の機能であるＵＥの測定および移動性管理に密接に関連しているので、マ
クロセル基地局の動作キャリアのペアとする必要がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】ＮＴＴドコモ、ＲＷＳ－１２００１０、「ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１２以降に
対する、要求事項ソリューション候補および技術ロードマップ（Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ
ｓ　Ｃａｎｄｉｄａｔｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｒｏａｄｍ
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ａｐ　ｆｏｒ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１２　Ｏｎｗａｒｄ）」（２０１２年６月１１日）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、実際のシステム構成によっては、ＵＥとマイクロ基地局との間の方が送
信距離が短くより高い上りリンク・データ伝送能力があることがある。しかして、マイク
ロセル基地局の上りリンク動作キャリアで、ＵＥのチャネル状態情報をフィードバックす
ることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記の問題を克服するための、コンポーネント・キャリア設定の方法、基地
局、およびユーザ装置を提供する。
【０００８】
　本発明の或る態様によって、コンポーネント・キャリア設定の方法が提供される。本方
法は、基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）によって、セカンダリ・セル（ＳＣｅ
ｌｌ：ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）設定情報を生成し、その情報をユーザ装置（ＵＥ
）に送信するステップと、ＢＳによって、ＵＥに対するＳＣｅｌｌアクティブ化要求をマ
イクロＢＳに送信し、マイクロＢＳから、そのＳＣｅｌｌアクティブ化要求に対するＳＣ
ｅｌｌアクティブ化応答を受信するステップと、受信されたＳＣｅｌｌアクティブ化応答
が、ＳＣｅｌｌアクティブ化要求がマイクロＢＳによって受諾されたことを示している場
合、ＢＳによって、ＳＣｅｌｌアクティブ化情報をＵＥに送信するステップと、を含む。
ＳＣｅｌｌ設定情報は、ＢＳおよびマイクロＢＳそれぞれに関連付けられたＳＣｅｌｌの
グループ番号とインデックスとを包含し、該マイクロＢＳに関連付けられたセカンダリ・
プライマリ・セル（Ｓ－ＰＣｅｌｌ：ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）
を示す。
【０００９】
　本発明の別の態様によって、基地局（ＢＳ）が提供される。本ＢＳは、セカンダリ・セ
ル（ＳＣｅｌｌ）設定情報を生成し、その情報をユーザ装置（ＵＥ）に送信するよう構成
されたセカンダリ・セル（ＳＣｅｌｌ）設定ユニットと、ＵＥに対するＳＣｅｌｌアクテ
ィブ化要求をマイクロＢＳに送信し、マイクロＢＳから、そのＳＣｅｌｌアクティブ化要
求に対するＳＣｅｌｌアクティブ化応答を受信するよう構成されたＳＣｅｌｌアクティブ
化要求ユニットと、受信されたＳＣｅｌｌアクティブ化応答が、ＳＣｅｌｌアクティブ化
要求がマイクロＢＳによって受諾されたことを示している場合、ＳＣｅｌｌアクティブ化
情報をＵＥに送信するよう構成されたＳＣｅｌｌアクティブ化ユニットと、を含む。ＳＣ
ｅｌｌ設定情報は、ＢＳおよびマイクロＢＳそれぞれに関連付けられたＳＣｅｌｌのグル
ープ番号とインデックスとを包含し、該マイクロＢＳに関連付けられたセカンダリ・プラ
イマリ・セル（Ｓ－ＰＣｅｌｌ）を示す。
【００１０】
　本発明のさらに別の態様によって、ユーザ装置（ＵＥ）が提供される。本ＵＥは、セカ
ンダリ・セル（Ｓｃｅｌｌ）設定情報を基地局（ＢＳ）から受信するよう構成された受信
ユニットであって、前記Ｓｃｅｌｌ設定情報は、ＢＳおよびマイクロＢＳそれぞれに関連
付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号とインデックスとを包含し、マイクロＢＳに関連付
けられたセカンダリ・プライマリ・セル（Ｓ－ＰＣｅｌｌ）を示す、該受信ユニットと、
ＢＳからＳＣｅｌｌアクティブ化情報を受信するのを受けて、Ｓ－ＰＣｅｌｌに対応する
上りリンク・コンポーネント・キャリアで、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）
を送信するよう構成された送信ユニットと、を含む。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明による、コンポーネント・キャリア設定の方法と、対応するＢＳおよびＵＥとを
用いて、ＵＥのチャネル状態情報を、マイクロセル基地局の上りリンク動作キャリアでフ
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１（ａ）は、従来技術による、ＢＳがＵＥにＳｃｅｌｌ設定情報を通知するプ
ロセスを示す概要図であり、図１（ｂ）は、従来技術による、ＭＡＣ制御ユニットの概要
図である。
【図２】従来技術による、ＢＳがいくつかのキャリアによってＵＥにデータを送信するシ
ナリオを示す概要図である。
【図３】従来技術による、ＢＳおよびマイクロＢＳのキャリア集約を示す概要図である。
【図４】本発明の実施形態による、コンポーネント・キャリア設定の方法を表すフローチ
ャートである。
【図５】本発明の実施形態による、ＢＳおよびマイクロＢＳのキャリア集約を示す概要図
である。
【図６】本発明の実施形態による、ＭＡＣ制御ユニットの概要図である。
【図７】本発明の別の実施形態による、ＢＳおよびマイクロＢＳのキャリア集約を示す概
要図である。
【図８】本発明の実施形態による、ＢＳのブロック図である。
【図９】本発明の実施形態による、ＵＥのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図面を参照しながら、本開示の諸実施形態を以下に詳述する。なお、以下の実施形態は
、単なる例示であって本開示の範囲を限定するものではない。以下の説明において、本発
明の概念が不明瞭にならないように、本発明に直接関係しない周知の技法の詳細は省略さ
れることになる。
【００１４】
　以下では、典型的な適用環境であるＬＴＥ　Ｒｅｌ－１２移動通信システムおよびその
後の進展において、本発明のいくつかの実施形態を詳述することになる。なお、本明細書
では、本発明は、これら実施形態中に例示された適用に限定されるものではない。それど
ころか、本発明は、将来の５Ｇセルラ通信システムなど、他の通信システムへの適用が可
能である。
【００１５】
　本発明の内容をよりよく説明するために、まず、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０のシステムにお
いてコンポーネント・キャリアを設定するプロセスを簡単に説明することにする。
【００１６】
　最初に、ＵＥは、プライマリ・セル（ＰＣｅｌｌ：ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）で、ラ
ンダム・アクセスおよびＲＲＣ接続オペレーションを行う（ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０では、
セルは上りリンク／下りリンク・データ送信のためのキャリアのペアとして定義され、Ｐ
Ｃｅｌｌは、全ての必要な制御情報および機能を提供できるセルとして定義される）。シ
ステムのセキュリティ検証の後、ＢＳは、キャリア集約に対応しているＵＥに対し、一つ
以上のセカンダリ・セル（ＳＣｅｌｌ）（ＵＥに対し、ＰＣｅｌｌに加えて設定される他
のサービングセル）を設定することができる。（通常、これらサービングセルはＰＣｅｌ
ｌとＳＣｅｌｌとを含む。）図１（ａ）に示されるように、ＢＳは、ＵＥのＳＣｅｌｌを
加えるまたは解除するために、ＲＲＣシグナリングを介してＵＥにＳＣｅｌｌ設定情報を
通知する。参照文献２（「３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１、Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ）Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（無線リソース制御プロトコル）規格（
リリース１０）」）では、上記のＲＲＣシグナリングは次のように定義されている。
【００１７】
　　　　　　ＲＲＣ接続再設定メッセージ
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【表１】

【００１８】
　上記のＲＲＣシグナリング・メッセージは、ＳＣｅｌｌ設定情報に関する２つのフィー
ルドを包含する。第一のフィールドは、このシグナリング・メッセージによって解除され
ることになるＳＣｅｌｌのセットを定義するｓＣｅｌｌＴｏＲｅｌｅａｓｅＬｉｓｔ－ｒ
１０フィールドである。このＳＣｅｌｌのセットは、ＳＣｅｌｌのＩＤ番号（すなわち、
ＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘ－ｒ１０）によって表される。第二のフィールドは、このシグナリ
ング・メッセージによって加えられることになるＳＣｅｌｌのセットを定義するＳＣｅｌ
ｌＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ－ｒ１０フィールドである。このＳＣｅｌｌのセットは、こ
れらＳＣｅｌｌについての情報を包含するＳＣｅｌｌＴｏＡｄｄＭｏｄ－ｒ１０によって
表される。具体的には、ＳＣｅｌｌＴｏＡｄｄＭｏｄ－ｒ１０は、これらＳＣｅｌｌのＩ
Ｄ番号、物理セルのＩＤ番号、およびＳＣｅｌｌのキャリア周波数番号を包含する。
【００１９】
　図１（ａ）に示されるように、上記のＲＲＣシグナリング・メッセージを介してＵＥに
対する一つ以上のＳＣｅｌｌをうまく設定した後、ＭＡＣ層シグナリングによって、これ
ら設定されたＳＣｅｌｌをアクティブ化または非アクティブ化することができる。具体的
には、参考文献３（３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１、Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ）ｐｒｏｔｏｃｏｌ（メディア・アクセス制御プロトコル）規格（リ
リース１０））は、図１（ｂ）に示されるように、ＳＣｅｌｌをアクティブ化および非ア
クティブ化するためのＭＡＣ制御ユニットを定義している。図１（ｂ）に示されるように
、ＵＥに対しｉのＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘを有するＳＣｅｌｌが設定されている場合、Ｃｉ
は、そのＳＣｅｌｌのアクティブ状態を示す。設定されていなければ、ＵＥはＣｉフィー
ルドを無視する。Ｃｉが１に等しければ、ｉのＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘを有するＳＣｅｌｌ
がアクティブ化の対象であることを示し、Ｃｉが０に等しければ、ｉのＳＣｅｌｌＩｎｄ
ｅｘを有するＳＣｅｌｌが非アクティブ化の対象であることを示す。Ｒフィールドは、０
の常数に設定された予備ビットである。
【００２０】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０のシステムでは、図２に示されるように、キャリア集約は単一の
ＢＳにおいてだけ可能なので、ＢＳは、いくつかのキャリアでＵＥにデータを送信するこ
とができる。各ＵＥに対し、システム情報の取得、ランダム・アクセス、半静的なデータ
・スケジューリング、ＲＬＭ測定、およびＰＵＣＣＨ情報の送信などのオペレーションの
ために、一つだけのＰＣｅｌｌが定義されている。さらに、ＵＥにデータを送信するため
に、一つのＵＥに対し、最大４つまでのＳＣｅｌｌを設定することができる。これらＳＣ
ｅｌｌのいずれも上記のＭＡＣシグナリングを介してアクティブ化または非アクティブ化
できるが、ＰＣｅｌｌは非アクティブ化できない。
【００２１】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１２およびその後継リリースでは、システムは、図３に示されるよう
に、ＢＳ間キャリア集約を用いることができる。図３に示されるように、ＵＥは、マクロ
ＢＳ（本明細書では「ＢＳ」とも言う）の２つのサービングセルと、マイクロＢＳの３つ
のサービングセルとによって同時にサービスを受ける。制御プレーンのデータは、マクロ
ＢＳのサービングセルを介して送信され、ユーザ・プレーンのデータは、マイクロＢＳの
サービングセルを介して送信される。現行の規格によれば、ＵＥは一つのＰＣｅｌｌだけ
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を有することができ、これはマクロＢＳのサービングセルの一つである。ＵＥは、マイク
ロＢＳとの間でより良好なリンク状態を有し得るが、現行の規格によれば、ＵＥのＳＰＳ
サービスは、マクロＢＳとＰＣｅｌｌ上で通信するようにスケジュールすることしかでき
ない。また、ＰＵＣＣＨはＰＣｅｌｌ上でだけ通信が可能なので、ＣＳＩは、このＰＣｅ
ｌｌに対応する上りリンク・コンポーネント・キャリアでだけ、マクロＢＳにフィードバ
ックすることができる。これは、必然的にシステムのパフォーマンスに影響を与えること
になる。
【００２２】
　上記を考慮し、本発明によれは、サービングセルは、ＢＳ（ＢＳまたはマイクロＢＳ）
のサイトに基づいてグループ分けされ、マイクロＢＳに関連付けられたサービングセルの
一つが、セカンダリＰＣｅｌｌ（Ｓ－ＰＣｅｌｌ）として選択される。ＵＥは、このＳ－
ＰＣｅｌｌに対応する上りリンク・コンポーネント・キャリアでＰＵＣＣＨを送信し、マ
イクロＢＳのサービングセルに対応する下りリンク・コンポーネント・キャリアに対する
ＣＳＩをフィードバックすることができる。また、ＵＥは、Ｓ－ＰＣｅｌｌに対応する下
りリンク・コンポーネント・キャリアで、そのＳＰＳサービスを送信することが可能であ
る。ＵＥによって、ＢＳのＰＣｅｌｌに対応する上りリンク・コンポーネント・キャリア
で送信されるＰＵＣＣＨは、ＢＳのサービングセルに対応する下りリンク・コンポーネン
ト・キャリアに対するＣＳＩをフィードバックするためだけに使われる。以下では、図４
～６を最少しながら、本発明によるコンポーネント・キャリア設定のソリューションの詳
細を説明する。
【００２３】
　図４は、本発明の実施形態による、コンポーネント・キャリア設定の方法を表すフロー
チャートである。本方法は、ステップＳ４１０で開始される。
【００２４】
　ステップＳ４２０で、ＢＳは、ＳＣｅｌｌ設定情報を生成し、ＲＲＣシグナリングを介
して該情報をＵＥに送信する。
【００２５】
　次いで、ステップＳ４３０で、ＢＳは、或る特定のＵＥに対するＳＣｅｌｌアクティブ
化要求を、Ｘ２インターフェース・シグナリングを介してマイクロＢＳに送信する。これ
に応じ、マイクロＢＳは、そのＢＳに対しＳＣｅｌｌアクティブ化応答をフィードバック
する。
【００２６】
　ＢＳは、ＳＣｅｌｌアクティブ化応答を受信した後、受信されたＳＣｅｌｌアクティブ
化応答が、ＳＣｅｌｌアクティブ化要求がマイクロＢＳによって受諾されたことを示して
いる場合（ステップＳ４４０が「ｙｅｓ」）、ステップＳ４５０でＭＡＣ層シグナリング
を介して、ＵＥにＳＣｅｌｌアクティブ化情報を送信する。その後、ステップＳ４６０で
本方法は終了する。ＳＣｅｌｌ設定情報は、ＢＳおよびマイクロＢＳそれぞれに関連付け
られたＳＣｅｌｌのグループ番号とインデックスとを包含し、マイクロＢＳに関連付けら
れたＳ－ＰＣｅｌｌを示す。
【００２７】
　ステップＳ４４０が「ｎｏ」の場合は、本方法は、ステップＳ４５０をスキップし、ス
テップＳ４６０にジャンプして終了する。
【００２８】
　図５は、本発明の実施形態による、ＢＳおよびマイクロＢＳのキャリア集約を示す概要
図である。図５に示された事例において、ＵＥに対し設定された２つ以上のＳＣｅｌｌは
、それらＳＣｅｌｌに関連付けられた基地局（ＢＳまたはマイクロＢＳ）のサイトに応じ
ていくつかのグループに分けることができる。各グループ中のＳＣｅｌｌは、同じ物理セ
ルＩＤを有し、相異なるグループ中のＳＣｅｌｌのインデックスは別々に番号付けされる
。異なるグループは、それらの物理セルＩＤに基づいて、相互に区別することが可能であ
る。ＰＣｅｌｌが属するグループ以外の各ＳＣｅｌｌグループにおいて、グループ内のＳ
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－ＰＣｅｌｌは、そのグループ中のＳＣｅｌｌのインデックスの値に基づいて判定される
。例えば、図５に示されるように、最も小さいＳＣｅｌｌインデックスを有するＳＣｅｌ
ｌをＳ－ＰＣｅｌｌとして定めることができる。当然のことながら、これに換えて、最大
のＳＣｅｌｌインデックスを有するＳＣｅｌｌをＳ－ＰＣｅｌｌとして定めることも可能
である。
【００２９】
　以上から、上記の実施形態におけるＲＲＣシグナリングは以下のように説明できる。
【００３０】
　　　　　　ＲＲＣ接続再設定メッセージ
【表２】

【００３１】
　上記のシグナリング・メッセージにおいて、或る特定のＵＥでは、各ＳＣｅｌｌが一意
的なＳＣｅｌｌインデックスを持っていないので、解除対象のＳＣｅｌｌのリスト中で、
解除対象となるＳＣｅｌｌを、そのＳＣｅｌｌインデックスおよび物理セルＩＤ（すなわ
ち、そのＳＣｅｌｌのグループ番号）に基づいて一意的に定める必要がある。
【００３２】
　したがって、前述の実施形態中の別のＲＲＣシグナリングは以下のように記述すること
ができる。
【００３３】
　　　　　　ＲＲＣ接続再設定メッセージ

【表３】

【００３４】
　上記のシグナリング・メッセージにおいて、相異なるグループは、各グループのＳＣｅ
ｌｌが追加または解除できるように別個に構成される。
【００３５】
　あるいは、図５に示されている事例では、ＳＣｅｌｌは、それらそれぞれのタイミング
・アドバンス（ＴＡ：Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ）グループ番号に基づいてグループ
分けすることもできる。例えば、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１１では、各ＳＣｅｌｌに対し、セカ
ンダリ・タイミング・アドバンス・グループ（ｓＴＡＧ：ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｔｉｍｉ
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ｎｇ　ａｄｖａｎｃｅ　ｇｒｏｕｐ）が導入されることになる。同じｓＴＡＧ番号を有す
るＳＣｅｌｌは、同じＴＡを有することになる。ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１２およびその後継リ
リースでは、マイクロセルで高周波キャリアが使われることになるので、マイクロセルＢ
ＳとマクロＢＳとは、ＵＥに対し相異なるＴＡを有し、これらＢＳのサービングセルは、
相異なるＴＡグループに属することになる。しかして、ｓＴＡＧ番号に基づいて、ＳＣｅ
ｌｌグループ番号を設定することが可能である。言い換えれば、各ＳＣｅｌｌのグループ
番号は、そのＳＣｅｌｌに対応するタイミング・アドバンス（ＴＡ）グループ番号に基づ
いて設定することができる。
【００３６】
　したがって、ＳＣｅｌｌをアクティブ化または非アクティブ化するためのＭＡＣ制御ユ
ニットにおいては、最下位ビット（ＬＳＢ：Ｌｅａｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉ
ｔ）を、ＭＡＣシグナリングによってアクティブ化または非アクティブ化されるＳＣｅｌ
ｌが属するグループを示すために、Ｇとして再定義することができる。図６は、本発明の
実施形態による、ＭＡＣ制御ユニットの概要図である。図６に示されるように、Ｇが０の
場合、ＢＳの或るＳＣｅｌｌをアクティブ化または非アクティブ化することができ、Ｃｉ
の定義はＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０における定義と同様にすることが可能である。Ｇが１の場
合は、マイクロＢＳの或るＳＣｅｌｌをアクティブ化または非アクティブ化することが可
能となる。
【００３７】
　図７は、本発明の別の実施形態による、ＢＳおよびマイクロＢＳのキャリア集約を示す
概要図である。図７に示された事例において、ＵＥに対し設定された２つ以上のＳＣｅｌ
ｌは、それらＳＣｅｌｌに関連付けられた基地局（ＢＳまたはマイクロＢＳ）のサイトに
応じていくつかのグループに分けることができる。各グループ中のＳＣｅｌｌは、同じ物
理セルＩＤを有し、全グループ中のＳＣｅｌｌのインデックスはまとめて番号付けされる
。ＰＣｅｌｌが属するグループ以外の各ＳＣｅｌｌグループにおいて、グループ内のＳ－
ＰＣｅｌｌは、そのグループ中のＳＣｅｌｌのインデックスの値に基づいて決められる。
例えば、図５に示されるように、ＳＣｅｌｌ（マクロＢＳのＳＣｅｌｌおよびマイクロＢ
ＳのＳＣｅｌｌを含む）の各々は、一意的なＳＣｅｌｌインデックスを有し、最小のＳＣ
ｅｌｌインデックスを有する、マイクロＢＳのＳＣｅｌｌがＳ－ＰＣｅｌｌとして選択さ
れる。当然ながら、これに換えて、最大のＳＣｅｌｌインデックスを有するＳＣｅｌｌを
Ｓ－ＰＣｅｌｌとして選択することも可能である。
【００３８】
　図８は、本発明の実施形態による、ＢＳのブロック図である。図８に示されるように、
ＢＳ８０は、ＳＣｅｌｌ設定ユニット８１０、ＳＣｅｌｌアクティブ化要求ユニット８２
０、およびＳＣｅｌｌアクティブ化ユニット８３０を含む。図８に示されたＢＳ８０は、
図５および７に示された例示的なシナリオ中のマクロＢＳ（ＢＳ）として用いることがで
きる。
【００３９】
　ＳＣｅｌｌ設定ユニット８１０は、ＳＣｅｌｌ設定情報を生成し、その情報をＵＥに送
信するよう構成される。このＳＣｅｌｌアクティブ化情報は、ＢＳおよびマイクロＢＳそ
れぞれに関連付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号とインデックスとを包含し、マイクロ
ＢＳに関連付けられたＳ－ＰＣｅｌｌを示す。望ましくは、ＢＳに関連付けられたＳＣｅ
ｌｌのグループ番号は、互いに同一になるよう設定され、マイクロＢＳに関連付けられた
ＳＣｅｌｌのグループ番号も互いに同一になるよう設定される。さらに、ＳＣｅｌｌ設定
ユニット８１０は、相異なるグループ番号を有するＳＣｅｌｌのインデックスを別々に番
号付けすることもできるし、全てのＳＣｅｌｌのインデックスをまとめて番号付けをする
ことも可能である。さらに、ＳＣｅｌｌ設定ユニット８１０は、最大または最小のインデ
ックスを有する、該マイクロＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌの一つを、マイクロＢＳに
関連付けられるＳ－ＰＣｅｌｌとして選択することができる。
【００４０】
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　ＳＣｅｌｌアクティブ化要求ユニット８２０は、ＵＥに対するＳＣｅｌｌアクティブ化
要求をマイクロＢＳに送信し、マイクロＢＳから、そのＳＣｅｌｌアクティブ化要求に対
するＳＣｅｌｌアクティブ化応答を受信するよう構成される。
【００４１】
　ＳＣｅｌｌアクティブ化ユニット８３０は、受信されたＳＣｅｌｌアクティブ化応答が
、ＳＣｅｌｌアクティブ化要求がマイクロＢＳによって受諾されたことを示している場合
、ＵＥにＳＣｅｌｌアクティブ化情報を送信するよう構成される。望ましくは、このＳＣ
ｅｌｌアクティブ化情報は、アクティブ化対象のＳＣｅｌｌのグループ番号を示すビット
を包含することができる（例えば、図６に示されたビット「Ｇ」）。各ＳＣｅｌｌのグル
ープ番号には、物理セル識別子を含めることが可能である。
【００４２】
　図９は、本発明の実施形態による、ＵＥのブロック図である。図９に示されるように、
ＵＥ９０は、受信ユニット９１０および送信ユニット９２０を含む。図９に示されたＵＥ
９０は、図５および７の例示的なシナリオ中のＵＥとして用いることが可能である。
【００４３】
　受信ユニット９１０は、ＢＳからＳＣｅｌｌ設定情報を受信するよう構成される。この
ＳＣｅｌｌ設定情報は、ＢＳおよびマイクロＢＳそれぞれに関連付けられたＳＣｅｌｌの
グループ番号とインデックスとを包含し、マイクロＢＳに関連付けられたＳ－ＰＣｅｌｌ
を示す。望ましくは、ＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号は、互いに同一で
あり、マイクロＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号も互いに同一である。望
ましくは、マイクロＢＳに関連付けられたＳ－ＰＣｅｌｌは、最大または最小のインデッ
クスを有する、マイクロＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌの一つである。
【００４４】
　送信ユニット９２０は、ＢＳからＳＣｅｌｌアクティブ化情報を受信するのを受けて、
Ｓ－ＰＣｅｌｌに対応する上りリンク・コンポーネント・キャリアで、物理上りリンク制
御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を送信するよう構成される。望ましくは、このＳＣｅｌｌアク
ティブ化情報は、アクティブ化対象のＳＣｅｌｌのグループ番号を示すビットを包含する
（例えば、図６に示されたビット「Ｇ」）。
【００４５】
　本発明による、コンポーネント・キャリア設定の方法と、対応するＢＳおよびＵＥとを
用いて、ＵＥのチャネル状態情報を、マイクロセル基地局の上りリンク作動キャリアでフ
ィードバックすることができる。
【００４６】
　当然のことながら、本発明の前述の実施形態は、ソフトウェア、ハードウェア、または
これらの任意の組合せに実装することが可能である。例えば、上記の諸実施形態中のＢＳ
およびＵＥの内部コンポーネントは、以下に限らないが、アナログ回路デバイス、デジタ
ル回路デバイス、デジタル信号処理（ＤＳＰ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ）回路、プログラム可能プロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、
フィールド・プログムマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍ
ｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、プログラム可能論理デバイス（ＣＰＬＤ：Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）などを含め、様々なデバイスを使って
実装することができる。
【００４７】
　本出願において、用語「基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）」は、大きな送信パワー
と広いサービス区域とを備え、リソース割り当て／スケジューリング、データ受信／送信
などの機能を含む、移動通信データおよび制御交換センターを指す。用語「ユーザ装置（
ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）」は、例えば、無線でＢＳおよび／またはマイクロＢＳ
と通信可能な、例えば、携帯電話、ノート型コンピュータ、および他の端末デバイスなど
を含む、ユーザ移動端末を指す。
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【００４８】
　本開示について、その好適な実施形態を参照しながら上記で説明してきた。当然のこと
ながら、当業者は、本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、様々な修改、変更、
および追加を加えることができる。したがって、本開示の範囲は、前述した特定の実施形
態に限定されるものでなく、添付の特許請求項およびそれらの均等物によってだけ定義さ
れる。
【００４９】
　また、本発明は、以下のようにも表すことができる。
【００５０】
　本発明の或る態様によって、コンポーネント・キャリア設定の方法が提供される。本方
法は、基地局（ＢＳ）によって、セカンダリ・セル（ＳＣｅｌｌ）設定情報を生成し、そ
の情報をユーザ装置（ＵＥ）に送信するステップと、ＢＳによって、ＵＥに対するＳＣｅ
ｌｌアクティブ化要求をマイクロＢＳに送信し、マイクロＢＳから、そのＳＣｅｌｌアク
ティブ化要求に対するＳＣｅｌｌアクティブ化応答を受信するステップと、受信されたＳ
Ｃｅｌｌアクティブ化応答が、ＳＣｅｌｌアクティブ化要求がマイクロＢＳによって受諾
されたことを示している場合、ＢＳによって、ＳＣｅｌｌアクティブ化情報をＵＥに送信
するステップと、を含む。ＳＣｅｌｌ設定情報は、ＢＳおよびマイクロＢＳそれぞれに関
連付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号とインデックスとを包含し、該マイクロＢＳに関
連付けられたセカンダリ・プライマリ・セル（Ｓ－ＰＣｅｌｌ）を示す。
【００５１】
　望ましくは、ＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号が、互いに同一になるよ
う設定され、マイクロＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号が互いに同一にな
るよう設定される。
【００５２】
　望ましくは、各ＳＣｅｌｌのグループ番号が、そのＳＣｅｌｌに対応するタイミング・
アドバンス（ＴＡ）グループ番号に基づいて設定される。
【００５３】
　望ましくは、相異なるグループ番号を有するＳＣｅｌｌのインデックスが、別々に番号
付けされる。
【００５４】
　望ましくは、全てのＳＣｅｌｌのインデックスがまとめて番号付けされる。
【００５５】
　望ましくは、最大または最小のインデックスを有する、マイクロＢＳに関連付けられた
ＳＣｅｌｌの一つが、そのマイクロＢＳに関連付けられたＳ－ＰＣｅｌｌとして選択され
る。
【００５６】
　望ましくは、ＳＣｅｌｌアクティブ化情報が、アクティブ化対象のＳＣｅｌｌのグルー
プ番号を示すビットを包含する。
【００５７】
　望ましくは、各ＳＣｅｌｌのグループ番号が物理セル識別子を含む。
【００５８】
　本発明の別の態様によって、基地局（ＢＳ）が提供される。本ＢＳは、セカンダリ・セ
ル（ＳＣｅｌｌ）設定情報を生成し、その情報をユーザ装置（ＵＥ）に送信するよう構成
されたセカンダリ・セル（ＳＣｅｌｌ）設定ユニットと、ＵＥに対するＳＣｅｌｌアクテ
ィブ化要求をマイクロＢＳに送信し、マイクロＢＳから、そのＳＣｅｌｌアクティブ化要
求に対するＳＣｅｌｌアクティブ化応答を受信するよう構成されたＳＣｅｌｌアクティブ
化要求ユニットと、受信されたＳＣｅｌｌアクティブ化応答が、ＳＣｅｌｌアクティブ化
要求がマイクロＢＳによって受諾されたことを示している場合、ＳＣｅｌｌアクティブ化
情報をＵＥに送信するよう構成されたＳＣｅｌｌアクティブ化ユニットと、を含む。ＳＣ
ｅｌｌ設定情報は、ＢＳおよびマイクロＢＳそれぞれに関連付けられたＳｃｅｌｌのグル



(12) JP 5933128 B2 2016.6.8

10

20

30

40

ープ番号とインデックスとを包含し、該マイクロＢＳに関連付けられたセカンダリ・プラ
イマリ・セル（Ｓ－ＰＣｅｌｌ）を示す。
【００５９】
　望ましくは、ＳＣｅｌｌ設定ユニットが、ＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌのグループ
番号を互いに同一になるよう設定し、マイクロＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌのグルー
プ番号を互いに同一になるよう設定するようさらに構成される。
【００６０】
　望ましくは、ＳＣｅｌｌ設定ユニットが、各ＳＣｅｌｌのグループ番号を、そのＳＣｅ
ｌｌに対応するタイミング・アドバンス（ＴＡ）グループ番号に基づいて設定するようさ
らに構成される。
【００６１】
　望ましくは、ＳＣｅｌｌ設定ユニットが、相異なるグループ番号を有するＳＣｅｌｌの
インデックスを別々に番号付けするようさらに構成される。
【００６２】
　望ましくは、ＳＣｅｌｌ設定ユニットが、全てのＳＣｅｌｌのインデックスをまとめて
番号付けするようさらに構成される。
【００６３】
　望ましくは、ＳＣｅｌｌ設定ユニットが、最大または最小のインデックスを有する、マ
イクロＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌの一つを、該マイクロＢＳに関連付けられたＳ－
ＰＣｅｌｌとして選択するようさらに構成される。
【００６４】
　望ましくは、ＳＣｅｌｌアクティブ化情報が、アクティブ化対象のＳＣｅｌｌのグルー
プ番号を示すビットを包含する。
【００６５】
　望ましくは、各ＳＣｅｌｌのグループ番号が物理セル識別子を含む。
【００６６】
　本発明のさらに別の態様によって、ユーザ装置（ＵＥ）が提供される。本ＵＥは、セカ
ンダリ・セル（ＳＣｅｌｌ）設定情報を基地局（ＢＳ）から受信するよう構成された受信
ユニットであって、前記ＳＣｅｌｌ設定情報は、ＢＳおよびマイクロＢＳそれぞれに関連
付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号とインデックスとを包含し、マイクロＢＳに関連付
けられたセカンダリ・プライマリ・セル（Ｓ－ＰＣｅｌｌ）を示す、該受信ユニットと、
ＢＳからＳＣｅｌｌアクティブ化情報を受信するのを受けて、Ｓ－ＰＣｅｌｌに対応する
上りリンク・コンポーネント・キャリアで、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）
を送信するよう構成された送信ユニットと、を含む。
【００６７】
　望ましくは、ＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号が互いに同一であり、マ
イクロＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌのグループ番号が互いに同一である。
【００６８】
　望ましくは、マイクロＢＳに関連付けられたＳ－ＰＣｅｌｌが、最大または最小のイン
デックスを有する、マイクロＢＳに関連付けられたＳＣｅｌｌの一つである。
【００６９】
　望ましくは、ＳＣｅｌｌアクティブ化情報が、アクティブ化対象のＳＣｅｌｌのグルー
プ番号を示すビットを包含する。
【００７０】
　本発明による、コンポーネント・キャリア設定の方法と、対応するＢＳおよびＵＥとを
用いて、ＵＥのチャネル状態情報を、マイクロセル基地局の上りリンク動作キャリアでフ
ィードバックすることができる。
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