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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使用されるコンポーネントキャリ
アから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離するように、１つ以上の周波数帯域
のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通信が遂行される通信サービスに
基づき時間インターバルごとに各コンポーネントキャリアへの物理的ダウンリンク通信チ
ャンネルの割り当てをスケジュールするように構成されたスケジューリング手段を備え、
　前記スケジューリング手段は、更に、送信に使用される全部ではない使用可能なコンポ
ーネントキャリアを同じ時間インターバル内に割り当てるように構成され、
　前記スケジューリング手段は、各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信
・周波数ギャップ帯域を越えることがないように、各時間インターバルに、送信に割り当
てられる物理的ダウンリンク通信チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネ
ントキャリアに割り当てるように構成された、装置。
【請求項２】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、ブロードキャスト通信のための物理的チャ
ンネルと、一次及び二次の同期チャンネルとを備えた、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、ダウンリンク制御のために構成された物理
的チャンネルを含み、そして前記装置は、更に、
　送信に使用されるあるコンポーネントキャリアにダウンリンク制御のために構成された
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物理的チャンネルが割り当てられるのを除外するように構成された無線リソースコントロ
ール手段と、
　前記無線リソースコントロール手段により除外されないコンポーネントキャリアにおい
て、除外されたコンポーネントキャリアが監視されないという情報、受信に使用されるコ
ンポーネントキャリアへの、共有アップリンクの使用のために構成された物理的チャンネ
ルの割り当て、及び送信に使用されるコンポーネントキャリアへの、共有ダウンリンクの
使用のために構成された物理的チャンネルの割り当て、を通信するように構成された割り
当て通信手段と、
を備え、前記スケジューリング手段は、更に、連続する時間インターバルに対して、ダウ
ンリンク制御のために構成された物理的チャンネルを、送信に使用される非除外のコンポ
ーネントキャリアに割り当てるように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、ハイブリッド自動リピート要求指示のため
に構成された物理的チャンネルを含み、
　前記スケジューリング手段は、更に、ダウンリンク制御のために構成された物理的チャ
ンネルが割り当てられることが無線リソースコントロール手段により除外された送信に使
用されるコンポーネントキャリアに前記ハイブリッド自動リピート要求指示のために構成
された物理的チャンネルが割り当てられるのを除外するように構成される、請求項３に記
載の装置。
【請求項５】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、フォーマット指示のために構成された物理
的なコントロールチャンネルを含み、
　前記スケジューリング手段は、更に、ダウンリンク制御のために構成された物理的チャ
ンネルが割り当てられることが無線リソースコントロール手段により除外された送信に使
用されるコンポーネントキャリアに前記フォーマット指示のために構成された物理的なコ
ントロールチャンネルが割り当てられるのを除外するように構成される、請求項３又は４
に記載の装置。
【請求項６】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、共有ダウンリンクの使用のために構成され
た物理的チャンネルを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記スケジューリング手段は、更に、ダイナミックダウンリンクセル間干渉整合を適用
するように構成された、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使用されるコンポーネントキャリ
アから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離するように、１つ以上の周波数帯域
のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通信が遂行される通信サービスに
基づいて時間インターバルごとに各コンポーネントキャリアへの物理的ダウンリンク通信
チャンネルの割り当てをスケジュールするよう構成されたスケジューリング手段を備え、
　前記スケジューリング手段は、更に、送信に使用される全部ではない使用可能なコンポ
ーネントキャリアを同じ時間インターバル内に最大送信電力で割り当てるよう構成され、
　前記スケジューリング手段は、各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信
・周波数ギャップ帯域を越えることがないように、各時間インターバルに、送信に割り当
てられる物理的ダウンリンク通信チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネ
ントキャリアに割り当てるように構成された、装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の装置を備えた進化型ノードＢ。
【請求項１０】
　送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使用されるコンポーネントキャリ
アから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離するように、１つ以上の周波数帯域
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のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通信が遂行される通信サービスに
基づいて時間インターバルごとに各コンポーネントキャリアへ物理的ダウンリンク通信チ
ャンネルを割り当て、
　送信に使用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インター
バル内に割り当てるようにし、
　各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越える
ことがないように、各時間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通
信チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てるよう
にする、
ことを含む方法。
【請求項１１】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、ブロードキャスト通信のための物理的チャ
ンネルと、一次及び二次の同期チャンネルとを備えた、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、ダウンリンクの制御のために構成された物
理的チャンネルを備え、前記方法は、更に、
　送信に使用されるあるコンポーネントキャリアにダウンリンク制御のために構成された
物理的チャンネルが割り当てられるのを除外し、
　無線リソースコントロール手段により除外されないコンポーネントキャリアにおいて、
除外されたコンポーネントキャリアが監視されないという情報、受信に使用されるコンポ
ーネントキャリアへの、共有アップリンクの使用のために構成された物理的チャンネルの
割り当て、及び送信に使用されるコンポーネントキャリアへの、共有ダウンリンクの使用
のために構成された物理的チャンネルの割り当て、を通信し、
　連続する時間インターバルに対して、ダウンリンク制御のために構成された物理的チャ
ンネルを、送信に使用される非除外のコンポーネントキャリアに割り当てる、
ことを含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、ハイブリッド自動リピート要求指示のため
に構成された物理的チャンネルを含み、前記方法は、更に、
　ダウンリンク制御のために構成された物理的チャンネルが割り当てられることが除外さ
れた送信に使用されるコンポーネントキャリアに前記ハイブリッド自動リピート要求指示
のために構成された物理的チャンネルが割り当てられるのを除外する、
ことを含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、フォーマット指示のために構成された物理
的なコントロールチャンネルを含み、前記方法は、更に、
　ダウンリンク制御のために構成された物理的チャンネルが割り当てられることが除外さ
れた送信に使用されるコンポーネントキャリアに前記フォーマット指示のために構成され
た物理的なコントロールチャンネルが割り当てられるのを除外する、
ことを含む請求項１２又は１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記物理的ダウンリンク通信チャンネルは、共有ダウンリンクの使用のために構成され
た物理的チャンネルを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　ダイナミックダウンリンクセル間干渉整合を適用することを更に含む、請求項１５に記
載の方法。
【請求項１７】
　送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使用されるコンポーネントキャリ
アから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離するように、１つ以上の周波数帯域
のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通信が遂行される通信サービスに
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基づいて時間インターバルごとに各コンポーネントキャリアへ物理的ダウンリンク通信チ
ャンネルを割り当て、
　送信に使用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インター
バル内に最大送信電力で割り当てるようにし、
　各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越える
ことがないように、各時間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通
信チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てるよう
にする、
ことを含む方法。
【請求項１８】
　コンピュータでプログラムが実行されるときに、送信に使用されるコンポーネントキャ
リアを、受信に使用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯
域により分離するように、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲー
ションに対して通信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各コン
ポーネントキャリアへ物理的ダウンリンク通信チャンネルを割り当て、
　送信に使用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インター
バル内に割り当てるようにし、
　各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越える
ことがないように、各時間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通
信チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てる、
ことを遂行するコンピュータ実行可能なコンポーネントを備えたコンピュータプログラム
。
【請求項１９】
　コンピュータでプログラムが実行されるときに、送信に使用されるコンポーネントキャ
リアを、受信に使用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯
域により分離するように、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲー
ションに対して通信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各コン
ポーネントキャリアへ物理的ダウンリンク通信チャンネルを割り当て、
　送信に使用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インター
バル内に最大送信電力で割り当てるようにし、
　各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越える
ことがないように、各時間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通
信チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てる、
ことを遂行するコンピュータ実行可能なコンポーネントを備えたコンピュータプログラム
。
【請求項２０】
　コンピュータ読み取り可能な記憶媒体として実施される請求項１８又は１９に記載のコ
ンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャリアアグレゲーション型通信システムにおける送信混変調によるベース
ステーションの自己干渉を回避するための装置、方法、システム及びコンピュータプログ
ラム製品に係る。
【背景技術】
【０００２】
　この技術分野に係る従来技術は、例えば、３ＧＰＰの技術仕様書ＴＳ３６．２１１（現
在バージョン９．０．０）、ＴＳ３６．２１２（現在バージョン９．０．０）、及びＴＳ
３６．２１３（現在バージョン９．０．１）、並びに無線アクセスネットワークに関連し
た３ＧＰＰのワーキンググループ４のドキュメントＲ４－０９３０９１、ドキュメントＲ
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４－０９３２２０及びドキュメントＲ４－０９３４３９に基づく貢献によって見ることが
できる。
【０００３】
　本書で使用する省略形の意味は、次の通りである。
　３ＧＰＰ：　　　　第３世代パートナーシッププロジェクト
　ＣＣ：　　　　　　コンポーネントキャリア
　ＤＬ：　　　　　　ダウンリンク
　ｅＮＢ：　　　　　進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅ　Ｂ）
　ＧＳＭ：　　　　　移動通信用のグローバルシステム
　ＨＡＲＱ：　　　　ハイブリッドオートマチックリピート要求
　ＩＣＩＣ：　　　　セル間干渉整合
　ＬＴＥ：　　　　　長期進化
　ＯＦＤＭＡ：　　　直交周波数分割多重アクセス
　ＰＢＣＨ：　　　　物理的ブロードキャストチャンネル
　ＰＣＦＩＣＨ：　　物理的コントロールフォーマットインジケータチャンネル
　ＰＤＣＣＨ：　　　物理的ダウンリンクコントロールチャンネル
　ＰＤＳＣＨ：　　　物理的ダウンリンク共有チャンネル
　ＰＨＩＣＨ：　　　物理的ＨＡＲＱインジケータチャンネル
　ＰＳ：　　　　　　公共安全
　ＰＳＳ：　　　　　一次同期チャンネル
　ＰＵＳＣＨ：　　　物理的アップリンク共有チャンネル
　ＲＲＣ：　　　　　無線リソースコントロール
　ＳＣ－ＦＤＭＡ：　単一キャリア周波数分割多重アクセス
　ＳＦＮ：　　　　　サブフレームナンバリング
　ＳＳＳ：　　　　　二次同期チャンネル
　ＴＴＩ：　　　　　送信時間インターバル
　ＵＥ：　　　　　　ユーザ装置
　ＵＬ：　　　　　　アップリンク
【０００４】
　近年、３ＧＰＰのＬＴＥは、来るべき規格として、特に研究されている。ＬＴＥのベー
スステーションは、ｅＮｏｄｅＢと呼ばれる。ＬＴＥは、ダウンリンクではＯＦＤＭＡを
、そしてアップリンクではＳＣ－ＦＤＭＡをベースとすることが予想される。両スキーム
では、アップリンク及びダウンリンク無線リソースを周波数及び時間において分割するこ
とができ、即ち、特定の周波数リソースが、ある時間巾で異なるＵＥに割り当てられる。
アップリンク及びダウンリンク無線リソースへのアクセスは、あるタイムスロットについ
て周波数リソースの割り当てを制御するｅＮｏｄｅ　Ｂにより制御される。
【０００５】
　ＬＴＥの更なる開発として、送信帯域巾の拡張が考えられる。ＬＴＥ進歩型と称される
ＬＴＥのこの進化は、１００ＭＨｚまでのスペクトル割り当てを利用することに向けられ
る。この帯域巾拡張は、スペクトル互換性を維持しつつ行われ、これは、必要な帯域巾を
与えるために複数のコンポーネントキャリアが集合される、いわゆるキャリアアグレゲー
ションで達成される。
【０００６】
　しかしながら、例えば、米国内で使用される上下７００ＭＨｚの例を参照すれば、２つ
の異なる周波数帯域（例えば、図１の帯域１２及び帯域１４）の全てのＤＬ　ＣＣ又は小
さなデュープレックスギャップ帯域の全てのＤＬ　ＣＣが同時にアクティブであるとき、
潜在的な送信及び受信混変調積がｅＮＢ自身の受信器へ混変調ベースのデュープレックス
干渉を潜在的に引き起こす（及び他のネットワーク又は装置の受信器へも潜在的に）。
【０００７】
　異なる集合キャリアが個別のＲＦハードウェア／チェーンを有する場合に（良く起こり
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得るケース）、混変調デュープレックス干渉は、いわゆるダイプレクサ（広いＬＴＥチャ
ンネルの場合に技術的な限界にある）によるか、又はコストのかかる付加的なアンテナに
より、回避される。
【０００８】
　図１は、中間周波帯域でのこのような混変調デュープレクス干渉の問題を示すもので、
同じアンテナ偏波平面において帯域１２と帯域１４とを結合することによってｅＮＢ自己
干渉が生じ、このケースでは、ハードウェアベースの解決策（即ち、ダイプレクサを使用
する）は、かなり難題である。しかしながら、上述したように、図１は、帯域１２／帯域
１４が干渉を生じるケースに限定されない問題を例示するための一例に過ぎない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、従来技術の欠点の少なくとも幾つかを克服することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様によれば、送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使
用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離する
ように、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲーション（集合）に
対して通信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各コンポーネン
トキャリアへの物理的ダウンリンク通信チャンネルの割り当てをスケジュールするように
構成されたスケジューリング手段を備え、このスケジューリング手段は、更に、送信に使
用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インターバル内に割
り当てるように構成され、更に、スケジューリング手段は、各周波数帯域において、全放
射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越えることがないように、各時間イン
ターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通信チャンネルを、送信に使用さ
れる使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てるように構成された、装置が提供され
る。
【００１１】
　前記第１の態様の変形態様は、次の通りである。
　第１の態様による装置は、キャリアアグレゲーション型の通信システムにおいて送信混
変調によるベースステーションの自己干渉を回避するのに適するように構成される。
【００１２】
　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、ブロードキャスト通信のための物理的チャン
ネルと、一次及び二次の同期チャンネルとを備えている。
【００１３】
　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、ダウンリンクの制御のために構成された物理
的チャンネルを備え、前記装置は、更に、送信に使用されるあるコンポーネントキャリア
にダウンリンク制御のために構成された物理的チャンネルが割り当てられるのを除外する
ように構成された無線リソースコントロール手段と、この無線リソースコントロール手段
により除外されないコンポーネントキャリアにおいて、除外されたコンポーネントキャリ
アが監視されないという情報、受信に使用されるコンポーネントキャリアへの、共有アッ
プリンクの使用のために構成された物理的チャンネルの割り当て、及び送信に使用される
コンポーネントキャリアへの、共有ダウンリンクの使用のために構成された物理的チャン
ネルの割り当て、を通信するように構成された割り当て通信手段と、を備え、スケジュー
リング手段は、更に、連続する時間インターバルに対して、ダウンリンク制御のために構
成された物理的チャンネルを、送信に使用される非除外のコンポーネントキャリアに割り
当てるように構成される。
【００１４】
　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、ハイブリッド自動リピート要求指示のために
構成された物理的チャンネルを含み、前記スケジューリング手段は、更に、ダウンリンク
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制御のために構成された物理的チャンネルが割り当てられることが無線リソースコントロ
ール手段により除外された送信に使用されるコンポーネントキャリアに前記ハイブリッド
自動リピート要求指示のために構成された物理的チャンネルが割り当てられるのを除外す
るように構成される。
【００１５】
　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、フォーマット指示のために構成された物理的
なコントロールチャンネルを含み、スケジューリング手段は、更に、ダウンリンク制御の
ために構成された物理的チャンネルが割り当てられることが無線リソースコントロール手
段により除外された送信に使用されるコンポーネントキャリアに前記フォーマット指示の
ために構成された物理的なコントロールチャンネルが割り当てられるのを除外するように
構成される。
【００１６】
　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、共有ダウンリンクの使用のために構成された
物理的チャンネルを含む。
【００１７】
　スケジューリング手段は、更に、ダイナミックダウンリンクセル間干渉整合を適用する
ように構成される。
【００１８】
　本発明の第２の態様によれば、送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使
用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離する
ように、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通
信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各コンポーネントキャリ
アへの物理的ダウンリンク通信チャンネルの割り当てをスケジュールするように構成され
たスケジューリング手段を備え、このスケジューリング手段は、更に、送信に使用される
全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インターバル内に最大送信電
力で割り当てるように構成され、更に、スケジューリング手段は、各周波数帯域において
、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越えることがないように、各時
間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通信チャンネルを、送信に
使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てるように構成された、装置によ
って前記目的が達成される。
【００１９】
　本発明の第３の態様によれば、送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使
用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離する
ように、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通
信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各コンポーネントキャリ
アへの物理的ダウンリンク通信チャンネルの割り当てをスケジュールするように構成され
たスケジューリングプロセッサを備え、このスケジューリングプロセッサは、更に、送信
に使用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インターバル内
に割り当てるように構成され、更に、スケジューリングプロセッサは、各周波数帯域にお
いて、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越えることがないように、
各時間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通信チャンネルを、送
信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てるように構成された、装置
によって前記目的が達成される。
【００２０】
　本発明の第３の態様の変形態様は、第１の態様の変形態様に対応する。
【００２１】
　本発明の第４の態様によれば、送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使
用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離する
ように、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通
信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各コンポーネントキャリ
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アへの物理的ダウンリンク通信チャンネルの割り当てをスケジュールするように構成され
たスケジューリングプロセッサを備え、このスケジューリングプロセッサは、更に、送信
に使用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インターバル内
に最大送信電力で割り当てるように構成され、更に、スケジューリングプロセッサは、各
周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越えること
がないように、各時間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通信チ
ャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てるように構
成された、装置によって前記目的が達成される。
【００２２】
　本発明の第５の態様によれば、送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使
用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離する
ように、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通
信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各コンポーネントキャリ
アへ物理的ダウンリンク通信チャンネルを割り当て、送信に使用される全部ではない使用
可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インターバル内に割り当てるようにし、更に、
各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越えるこ
とがないように、各時間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通信
チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てるように
する、ことを含む方法によって前記目的が達成される。
【００２３】
　前記第５の態様の変形態様は、次の通りである。
　第５の態様による方法は、キャリアアグレゲーション型の通信システムにおいて送信混
変調によるベースステーションの自己干渉を回避するのに適するように構成される。
【００２４】
　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、ブロードキャスト通信のための物理的チャン
ネルと、一次及び二次の同期チャンネルとを備えている。
【００２５】
　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、ダウンリンクの制御のために構成された物理
的チャンネルを備え、前記方法は、更に、送信に使用されるあるコンポーネントキャリア
にダウンリンク制御のために構成された物理的チャンネルが割り当てられるのを除外し、
無線リソースコントロール手段により除外されないコンポーネントキャリアにおいて、除
外されたコンポーネントキャリアが監視されないという情報、受信に使用されるコンポー
ネントキャリアへの、共有アップリンクの使用のために構成された物理的チャンネルの割
り当て、及び送信に使用されるコンポーネントキャリアへの、共有ダウンリンクの使用の
ために構成された物理的チャンネルの割り当て、を通信し、更に、連続する時間インター
バルに対して、ダウンリンク制御のために構成された物理的チャンネルを、送信に使用さ
れる非除外のコンポーネントキャリアに割り当てる、ことを含む。
【００２６】
　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、ハイブリッド自動リピート要求指示のために
構成された物理的チャンネルを含み、前記方法は、更に、ダウンリンク制御のために構成
された物理的チャンネルが割り当てられることが除外された送信に使用されるコンポーネ
ントキャリアに前記ハイブリッド自動リピート要求指示のために構成された物理的チャン
ネルが割り当てられるのを除外することを含む。
【００２７】
　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、フォーマット指示のために構成された物理的
なコントロールチャンネルを含み、前記方法は、更に、ダウンリンク制御のために構成さ
れた物理的チャンネルが割り当てられることが除外された送信に使用されるコンポーネン
トキャリアに前記フォーマット指示のために構成された物理的なコントロールチャンネル
が割り当てられるのを除外することを含む。
【００２８】



(9) JP 5395961 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

　物理的なダウンリンク通信チャンネルは、共有ダウンリンクの使用のために構成された
物理的チャンネルを含む。
【００２９】
　前記方法は、更に、ダイナミックダウンリンクセル間干渉整合を適用することを含む。
【００３０】
　第５の態様による方法又はその変形態様は、第１又は第３の態様、或いはそれらの変形
態様の適当な１つに基づく装置によって遂行される。
【００３１】
　本発明の第６の態様によれば、送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使
用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離する
ように、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通
信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各コンポーネントキャリ
アへ物理的ダウンリンク通信チャンネルを割り当て、送信に使用される全部ではない使用
可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インターバル内に最大送信電力で割り当てるよ
うにし、更に、各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ
帯域を越えることがないように、各時間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダ
ウンリンク通信チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割
り当てるようにする、ことを含む方法によって前記目的が達成される。
【００３２】
　第６の態様の変形態様は、次の通りである。
　第６の態様による方法は、キャリアアグレゲーション型の通信システムにおいて送信混
変調によるベースステーションの自己干渉を回避するのに適するように構成される。
【００３３】
　第６の態様による方法又はその変形態様は、第２又は第４の態様、或いはそれらの変形
態様の適当な１つに基づく装置によって遂行される。
【００３４】
　本発明の第７の態様によれば、本発明の第１又は第４の態様、或いはそれらの変形態様
のいずれか１つに基づく装置を備えた進化型ノードＢによって達成される。
【００３５】
　本発明の第８の態様によれば、コンピュータでプログラムが実行されるときに、送信に
使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使用されるコンポーネントキャリアから、
送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離するように、１つ以上の周波数帯域のコンポ
ーネントキャリアのアグレゲーションに対して通信が遂行される通信サービスに基づいて
時間インターバルごとに各コンポーネントキャリアへ物理的ダウンリンク通信チャンネル
を割り当て、送信に使用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時
間インターバル内に割り当てるようにし、更に、各周波数帯域において、全放射スペクト
ルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越えることがないように、各時間インターバルに
、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通信チャンネルを、送信に使用される使用可
能なコンポーネントキャリアに割り当てる、ことを遂行するコンピュータ実行可能なコン
ポーネントを備えたコンピュータプログラム製品によって前記目的が達成される。
【００３６】
　第８の態様の変形態様は、次の通りである。
　第８の態様によるコンピュータプログラム製品は、キャリアアグレゲーション型の通信
システムにおいて送信混変調によるベースステーションの自己干渉を回避するのに適する
ように構成される。
【００３７】
　第８の態様によるコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒
体として実施される。
【００３８】
　その他、第８の態様の変形態様は、第５の態様の変形態様に対応する。
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【００３９】
　本発明の第９の態様によれば、コンピュータでプログラムが実行されるときに、送信に
使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使用されるコンポーネントキャリアから、
送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離するように、１つ以上の周波数帯域のコンポ
ーネントキャリアのアグレゲーションに対して通信が遂行される通信サービスに基づいて
時間インターバルごとに各コンポーネントキャリアへ物理的ダウンリンク通信チャンネル
を割り当て、送信に使用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時
間インターバル内に最大送信電力で割り当てるようにし、更に、各周波数帯域において、
全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越えることがないように、各時間
インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通信チャンネルを、送信に使
用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てる、ことを遂行するコンピュータ
実行可能なコンポーネントを備えたコンピュータプログラム製品によって前記目的が達成
される。
【００４０】
　第９の態様の変形態様は、次の通りである。
　第９の態様によるコンピュータプログラム製品は、キャリアアグレゲーション型の通信
システムにおいて送信混変調によるベースステーションの自己干渉を回避するのに適する
ように構成される。
【００４１】
　第９の態様によるコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒
体として実施される。
【００４２】
　その他、第９の態様の変形態様は、第６の態様の変形態様に対応する。
【００４３】
　以上の変形態様は、代替え物を除外するものとして特に指示されない限り、それが参照
する各態様に単独で又は組み合わせて適用できることを理解されたい。
【００４４】
　前記及び他の目的、特徴、詳細、及び効果は、添付図面を参照した好ましい実施形態の
以下の詳細な説明から充分に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】中間周波帯域での混変調デュープレックス干渉の問題を示す。
【図２】ＰＤＣＣＨ、ＰＢＣＨ／同期チャンネル、及び完全に割り当てられたＰＤＳＣＨ
の混変調作用の周波数範囲を示す。
【図３】異なる周波数帯域のコンポーネントキャリアとコンポーネントキャリアとの間の
ＰＢＣＨ及び同期チャンネルの衝突を排除するための考えられる時間シフトを示す。
【図４】本発明のある実施形態によるＰＢＣＨ及び同期チャンネルの時間多重化ミューテ
ィングを示す。
【図５】本発明のある実施形態による（図３のＰＢＣＨ及び同期チャンネルの時間多重化
ミューティングと組み合わされる）第１の（３つの）ＯＦＤＭ記号におけるＰＤＣＣＨ／
ＰＨＩＣＨ／ＰＣＦＩＣＨの時間多重化構成を示す。
【図６】本発明のある実施形態によるＤＬ　ＣＣ　ＰＤＳＣＨ時間多重化ルールに従うク
ロスＣＣスケジューリングを示す。
【図７】本発明のある実施形態による装置を示す。
【図８】本発明のある実施形態による方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　以下、本発明の好ましい実施形態と現在考えられるものを説明する。しかしながら、こ
の説明は、一例に過ぎず、ここに述べる実施形態は、本発明をそれに限定するためのもの
でないことを理解されたい。
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【００４７】
　例えば、例示の目的で、以下の規範的実施形態の幾つかでは、例えば、ＬＴＥ進歩型を
ベースとするキャリアアグレゲーション型通信システムにおける送信器混変調による自己
干渉の回避について述べる。しかしながら、これらの規範的な実施形態は、これらの特定
形式のワイヤレス通信システムの中で使用することに限定されず、更に別の規範的な実施
形態によれば、本発明は、送信器混変調による自己干渉の問題が生じる他の形式の通信シ
ステム及びアクセスネットワークにも適用できることが明らかである。
【００４８】
　従って、本発明のある実施形態は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ及び３ＧＰＰ　ＬＴＥ進歩型のよ
うな移動ワイヤレス通信システムに係る。より詳細には、本発明のある実施形態は、ＬＴ
Ｅ　ｅＮＢ及びそのコンポーネント、例えば、スケジューラ要素、等の構成に係る。
【００４９】
　しかしながら、上述したように、本発明は、ｅＮＢに限定されず、本発明の他の実施形
態は、ベースステーションノード及びそのコンポーネントにも係る。
【００５０】
　図７は、本発明のある実施形態による装置の一例の主たる構成を示す。本発明のある実
施形態による装置のこの例を具現化するための１つのオプションは、ＬＴＥによる進化型
ノードＢのスケジューラのようなコンポーネントである。
【００５１】
　特に、図７に示すように、装置のこの例は、送信に使用されるコンポーネントキャリア
を、受信に使用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯域に
より分離するように、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲーショ
ン（集合）に対して通信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各
コンポーネントキャリアへの物理的ダウンリンク通信チャンネルの割り当てをスケジュー
ルするように構成されたスケジューリングプロセッサ７１を備え、このスケジューリング
プロセッサは、更に、送信に使用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリア
を同じ時間インターバル内に割り当てるように構成され、更に、スケジューリングプロセ
ッサは、各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を
越えることがないように、各時間インターバルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリ
ンク通信チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当て
るように構成される。
【００５２】
　必要に応じて、上述した装置の変形態様では、更に、無線リソースコントロールプロセ
ッサ７２、割り当て通信プロセッサ７３、及び送信電力コントロールプロセッサ７４が、
代替え的に又は任意の組み合わせで含まれてもよい。
【００５３】
　図８は、本発明のある実施形態による方法の一例を示す主たるフローチャートである。
即ち、図８に示したように、この方法は、送信に使用されるコンポーネントキャリアを、
受信に使用されるコンポーネントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により
分離するように（これは、実際に、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリア
を決定することを含む）、１つ以上の周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲー
ションに対して通信が遂行される通信サービスに基づいて時間インターバルごとに各コン
ポーネントキャリアへ物理的ダウンリンク通信チャンネルを割り当て（Ｓ１）、送信に使
用される全部ではない使用可能なコンポーネントキャリアを同じ時間インターバル内に割
り当て（Ｓ２）、更に、各周波数帯域において、全放射スペクトルが送信・受信・周波数
ギャップ帯域を越えることがないように、各時間インターバルに、送信に割り当てられる
物理的ダウンリンク通信チャンネルを、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャ
リアに割り当てる（Ｓ３）、ことを含む。
【００５４】
　変形態様として、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアを全く割り当て
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ないのではなく、送信に使用されるそのような使用可能なコンポーネントキャリアは、最
大送信電力より適度に低い状態で割り当てられてもよい。
【００５５】
　本発明のある実施形態による方法の一例を遂行するための１つのオプションは、以下に
述べる実施形態から明らかとなる上述した装置又はその変形態様を使用することである。
【００５６】
　本発明のある実施形態によれば、上述した装置及び上述した方法は、両方とも、使用さ
れる送信コンポーネントキャリアのセットが全放射スペクトルに対して最適化されるよう
に具現化することができる。即ち、送信に割り当てられる物理的なダウンリンク通信チャ
ンネルは、全放射スペクトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越えることがないよう
に、送信に使用される使用可能なコンポーネントキャリアに割り当てられる。「送信・受
信・周波数ギャップ帯域を越えることがない」とは、このギャップを越える周波数帯域を
受け取るように構成された受信ユニットに否定的な影響が及ばないことと理解されたい。
受信ユニットとしては、例えば、ＬＴＥ／ＬＴＥ進歩型仕様に基づくｅＮＢの受信ユニッ
トが考えられる。多くのケースでは、以上のことは、例えば、どれほど多くのコンポーネ
ントキャリアが実際に使用されるかに関わらず、各周波数帯域において、使用されるコン
ポーネントキャリアのセットが送信・受信・周波数ギャップ帯域からできるだけ離れるよ
うに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通信チャンネルを、送信に使用される使
用可能なコンポーネントキャリアに割り当てる場合に達成される（送信に使用される全部
の使用可能なコンポーネントキャリアが同じ時間インターバルに割り当てられるのではな
いという前提に依然合致して）。
【００５７】
　以下、例示の目的で、例えば、米国内で使用される下方及び上方の７００ＭＨｚ周波数
帯域（帯域１２／帯域１４）の広いダウンリンクコンポーネントキャリアエリアを参照し
て本発明の幾つかの実施形態を説明する。しかしながら、本発明は、これらの周波数帯域
に限定されず、キャリアアグレゲーションの他の例にも適用することができる。
【００５８】
　更に、本発明のある実施形態は、ハードウェアベースの解決策のような従来技術で提案
された手段に加えて使用されてもよい。
【００５９】
　より詳細には、本発明のある実施形態によれば、混変調で生じるｅＮＢの自己干渉は、
上位互換性のあるキャリアにおいて物理的レイヤの異なるチャンネルに対して区別される
時間多重化及びクロスＣＣスケジューリングステップを結合することによりダイナミック
に又は半スタティックに回避される。
【００６０】
　従って、少なくとも２つの周波数帯域の送信及び受信スペクトル部分の逆整列によるか
、又は少なくとも１つの周波数帯域における小さなデュープレックスギャップによるか、
又はその両方の組み合わせによるか、或いは隣接するＦＤＤ及びＴＤＤスペクトル部分に
よって引き起こされる受信スペクトル部分への潜在的な混変調干渉が回避されるように、
１つ以上の周波数帯域の少なくとも２つのコンポーネントキャリアのアグレゲーションに
おいて通信が遂行される。
【００６１】
　本発明のある実施形態によれば、デュープレックス干渉の主たる原因は、３次の（及び
あるものは５次まで延びる）混変調積である。従って、これらのケースにおいて、３次の
（及び潜在的に５次の）混変調積を制限することで、デュープレックス干渉による受信器
の感度減少が著しく低くされる。
【００６２】
　図２は、ＰＤＣＣＨ、ＰＢＣＨ及び同期チャンネル、並びに完全に割り当てられたＰＤ
ＳＣＨの混変調作用の周波数範囲を示す。
【００６３】
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　以下、本発明のある実施形態により、これらの異なるチャンネルを参照して、そのよう
な実施形態に関する種々の時間多重化ミューティング及びクロスＣＣスケジューリングス
テップについて詳細に説明する。
【００６４】
　ＰＢＣＨ及び同期チャンネル
　物理的ブロードキャストチャンネル（ＰＢＣＨ）並びに一次及び二次同期信号における
時間ドメイン送信衝突を軽減するために、５ｍｓの倍数を除いて１ｍｓの倍数のサブフレ
ームナンバリング（ＳＦＮ）の同期時間シフトを与えることができる。
【００６５】
　図３は、異なる周波数帯域のコンポーネントキャリアとコンポーネントキャリアとの間
のＰＢＣＨ及び同期チャンネルの衝突を排除するための考えられる時間シフト構成を示す
。
【００６６】
　それとは別に又はそれに加えて、ＰＢＣＨ及び同期チャンネルは、時間多重化的にミュ
ートされる。
【００６７】
　特に、ＰＢＣＨ、並びに一次及び二次同期チャンネルは、３次及び潜在的に５次の混変
調干渉の範囲をデュープレックスギャップに制限するパターンをたどるように時間多重化
ミュートされる。
【００６８】
　図４は、著しく減少された混変調デュープレックス干渉範囲が得られるパターン（埋め
られたバー）の一例を示す。ＰＢＣＨ及び一次／二次同期チャンネルによる混変調デュー
プレックス干渉は、もはやｅＮＢ受信器スペクトルには到達しない。
【００６９】
　ＰＤＣＣＨ
　ＬＴＥ進歩型キャリアアグレゲーションに関して、同期動作が要求され、ＯＦＤＭ記号
は、繰り返しプレフィックスの一部分と同期され、そして第１のＯＦＤＭ記号は、ＴＴＩ
内においてＰＤＣＣＨ　ＯＦＤＭ記号が整列されるように同期され、ＤＬ　ＣＣの行にＰ
ＤＣＣＨが相互に排他的に存在することで、３次（及び５次）の混変調積の範囲を制限す
ることができ、ひいては、デュープレックス干渉を排除（減少）することができる。
【００７０】
　より詳細には、これは、ＰＤＣＣＨを搬送しないように選択されたＤＬ　ＣＣを含まな
いようにＲＲＣ接続を再構成することで全てのＵＥのＰＤＣＣＨ監視セットを構成するこ
とによって達成することができる。その結果、このＤＬ　ＣＣのＰＤＳＣＨは、全てのＰ
ＤＣＣＨ監視セットに属するＤＬ　ＣＣからのクロスＣＣスケジューリングを通して割り
当てられる。
【００７１】
　同様に、ＵＬ　ＣＣ　ＰＵＳＣＨも、全てのＰＤＣＣＨ監視セットに属するＤＬ　ＣＣ
からのクロスＣＣスケジューリングを通して割り当てられる。
【００７２】
　従って、ＵＥの全てのＰＤＣＣＨ監視セットに存在する他のＤＬ　ＣＣに対するＰＤＣ
ＣＨ容量需要が増加するので、ネットワークは、全てのＤＬ　ＣＣにおいてＰＤＣＣＨに
対して３つのＯＦＤＭで構成される。
【００７３】
　その結果、ＴＴＩの最初の３つのＯＦＤＭ記号に関して２つのケースが存在する。
　●ｅＮＢは、ＰＤＣＣＨを搬送しないように選択されたＤＬ　ＣＣのＴＴＩの最初の３
つのＯＦＤＭ記号において送信しない。これは、ＴＴＩの最初の３つのＯＦＤＭ記号に対
する３次の混変調積の範囲を制限する（図５を参照）。
　●又は、そうではなくて、既知の最適化で、ＴＴＩの最初の３つのＯＦＤＭ記号におい
てＰＤＳＣＨを割り当てることができる。
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【００７４】
　ＰＤＣＣＨ監視セットの時間多重化構成の結果として、ＰＨＩＣＨも、時間多重化構成
を受ける。
【００７５】
　ＰＤＣＣＨなしに動作されるＤＬ　ＣＣでは、ＰＨＩＣＨリソースを与える必要がない
。というのは、このＤＬ　ＣＣからＵＬ許可が発生されず、従って、このＤＬ　ＣＣでは
ＰＨＩＣＨリソースが要求されないからである。
【００７６】
　リリース１０に基づき全てのＲＲＣ接続ＵＥのＰＤＣＣＨ監視セットからＤＬ　ＣＣを
排除すると、ＰＨＩＣＨの全ての確認／否確認シグナリングが確認にセットされ、それに
より、全てのＵＬ　ＨＡＲＱプロセスのハード終了を遂行する。このハード終了のために
導入される欠陥は、上位レイヤＡＲＱによって修復される。
【００７７】
　ＤＬ　ＣＣからコントロールチャンネルを率直に回収するには、ＵＬ　ＨＡＲＱプロセ
スを完了する必要がある。ＵＬ　ＨＡＲＱプロセスは、同期であるから、ｅＮＢは、完了
に要するＴＴＩの数を厳密に計画することができる。完了期間は、５０ｍｓないし１００
ｍｓ程度持続するので、別のＤＬ　ＣＣにおいてコントロールチャンネルを設定するまで
には、それに対応する期間、待機しなければならない。さもなければ、ＰＤＣＣＨ監視セ
ットの再構成中に混変調干渉が発生することがある。
【００７８】
　リリース１０のＵＥを再構成する間に、リリース８のＵＥは、ＤＬコントロールチャン
ネルを維持するキャリアへハンドオーバーされる。ＨＡＲＱ及びＡＲＱプロセスの終了及
び完了は、ＬＴＥリリース８の原理をたどる。
【００７９】
　ＰＤＣＣＨ監視セットの時間多重化構成の更なる結果として、ＰＣＦＩＣＨも、時間多
重化ミューティングを受ける。
【００８０】
　特に、どのＯＦＤＭ記号においてＰＤＳＣＨトランスポートブロックの割り当てがスタ
ートするか知るためにＰＣＦＩＣＨ情報が要求される。より詳細には、ＵＥは、クロスＣ
ＣスケジュールされたＤＬ許可を含むＤＬ　ＣＣのＰＣＦＩＣＨからＰＤＣＣＨに対して
最初の３つのＯＦＤＭ記号が割り当てられたという情報を得る。全てのＵＥは、所与の時
間に同じＰＤＣＣＨ監視セットで構成されるので、ＰＤＣＣＨ監視セットの一部分でない
ように選択されたＤＬ　ＣＣのＰＣＦＩＣＨ情報は、必要とされず、ミュートすることが
できる。
【００８１】
　図５は、ＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＣＦＩＣＨチャンネル（陰影付けされたバー）の
短い混変調デュープレックス干渉範囲の例を示す。即ち、図５は、最初の（３つの）ＯＦ
ＤＭ記号におけるＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＣＦＩＣＨの時間多重化構成（ＰＢＣＨ／
同期チャンネルの時間多重化ミューティングと合成された、前記ＰＢＣＨの章を参照）を
示す。
【００８２】
　ＰＤＳＣＨ
　ＰＤＳＣＨの混変調範囲の制限では、ＤＬ　ＣＣの時間多重化及び／又は減少送信電力
認識のクロスＣＣスケジューリングを遂行することができる。
【００８３】
　特に、複数の周波数帯域のＤＬ送信が同じアンテナにおいて合成される場合には（例え
ば、米国の帯域１２及び帯域１４のケース）、ＰＤＳＣＨチャンネルによる混変調デュー
プレックス干渉を回避する直接的な方法は、次のように行うことができる。
【００８４】
　図６は、所与のＰＤＣＣＨ監視セット構成（前記ＰＤＣＣＨの章を参照）、及び所与の
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ＰＤＣＨ／同期チャンネルミューティング（前記ＰＣＨの章を参照）について、混変調デ
ュープレックス干渉範囲が制限された適当なＰＤＳＣＨ割り当ての例を示す。例えば、図
６に示すようなクロスＣＣ　ＰＤＳＣＨスケジューリングは、所与の時間に送信構成がス
ケジューリング構成及びミューティングから生じるＤＬ　ＣＣ　ＰＤＳＣＨ時間多重化ル
ールに従うが、混変調干渉範囲が受信スペクトル部分に「到達」せず／影響せず、例えば
、ピークＤＬデータレート又はＵＥ周波数帯域能力に関して割り当ての自由度を与え、そ
して同時にｅＮＢ受信器（１つ又は複数）を保護するようなものでなければならない。
【００８５】
　上述した割り当てスキームは、ＣＣ粒度、即ち所与のＴＴＩ又は時間周期が変更され、
ＤＬ　ＣＣのＰＤＳＣＨが全帯域巾で使用されるか又は全く使用されないかのいずれかで
ある。又、ここまで、ＤＬ　ＣＣは、常に、最大ｅＮＢ送信電力で使用されると仮定され
た。
【００８６】
　以下の章では、送信電力プロフィールに基づき混変調干渉回避スケジューリングの変形
例を説明する。
【００８７】
　即ち、前記とは別に、時間多重化ルールは、変更することもできるし、又はＤＬ　ＣＣ
送信電力プロフィールと置き換えることもできる。例えば、ｅＮＢは、ｅＮＢデュープレ
ックスギャップに接近したＤＬ　ＣＣにおいて最大電力では送信しない。クロスＣＣスケ
ジューリングは、ＵＬ経路のロスに対してＰＤＳＣＨの割り当てを最適化して、送信電力
が低いＤＬ　ＣＣを含む割り当ては、経路ロスが僅かで且つ無線状態が良好なＵＥに対し
て予約され、一方、ｅＮＢ送信電力が高いか又は最大のＤＬ　ＣＣにおける割り当ては、
経路ロスが高く且つ無線状態が悪いＵＥに対して予約されるようにする。
【００８８】
　更に、ダイナミックＤＬセル間干渉整合（ＤＬ　ＩＣＩＣ）を含むＤＬ　ＣＣ時間多重
化ルールに従いながらクロスＣＣ　ＰＤＳＣＨを更に適用することにより別の態様が表わ
される。
【００８９】
　上述したように、本発明のある実施形態は、キャリアアグレゲーション型通信システム
における送信混変調によるベースステーション自己干渉を回避するように構成された装置
、方法、システム及びコンピュータプログラム製品に係る。物理的なダウンリンク通信チ
ャンネルは、送信に使用されるコンポーネントキャリアを、受信に使用されるコンポーネ
ントキャリアから、送信・受信・周波数ギャップ帯域により分離するように、１つ以上の
周波数帯域のコンポーネントキャリアのアグレゲーションに対して通信が遂行される通信
サービスに基づいて時間インターバルごとに各コンポーネントキャリアに割り当てられる
。しかしながら、送信に使用される全ての使用可能なコンポーネントキャリアが同じ時間
インターバルに割り当てられるのではない。むしろ、各周波数帯域において、全放射スペ
クトルが送信・受信・周波数ギャップ帯域を越えることがないように、各時間インターバ
ルに、送信に割り当てられる物理的ダウンリンク通信チャンネルが、送信に使用される使
用可能なコンポーネントキャリアに割り当てられる。
【００９０】
　更に上述したように、本発明のある実施形態の具現化例は、キャリアアグレゲーション
を取り扱うことのできるベースステーション装置、例えば、ＬＴＥ／ＬＴＥ進歩型ｅＮＢ
を含むが、これに限定されない。
【００９１】
　従って、以上の説明によれば、本発明の規範的な実施形態は、例えば、進化型ノードＢ
（ｅＮＢ）又はそのコンポーネントのようなネットワーク要素の観点から、それを実施す
る装置、それを制御し及び／又は動作する方法、それを制御し及び／又は動作するコンピ
ュータプログラム、並びにそのようなコンピュータプログラムを保持し及びコンピュータ
プログラム製品を形成する媒体を提供することが明らかであろう。
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【００９２】
　例えば、キャリアアグレゲーション型通信システムにおける送信混変調によるベースス
テーション自己干渉を回避することのできる装置、方法及びコンピュータプログラム製品
について以上に述べた。
【００９３】
　上述したブロック、装置、システム、技術又は方法の具現化は、ハードウェア、例えば
デジタル信号プロセッサに関連したソフトウェア、ファームウェア、特殊目的回路又はロ
ジック、汎用ハードウェア又はコントローラ又は他のコンピューティング装置、或いはそ
の組み合わせとして具現化することを含むが、これに限定されない。
【００９４】
　本発明の好ましい実施形態と現在考えられるものを以上に述べたが、当業者であれば、
それらは、例示に過ぎず、本発明はそれに限定されないことが明らかであろう。むしろ、
本発明の精神及び範囲から逸脱せずに種々の変更や修正が考えられる。
【符号の説明】
【００９５】
　７１：スケジューラプロセッサ
　７２：無線リソースコントロールプロセッサ
　７３：割り当て通信プロセッサ
　７４：送信電力コントロールプロセッサ

【図１】 【図２】
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