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(57)【要約】
【課題】ＣＡ及び「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を効率
的に併用する。
【解決手段】本発明に係る無線基地局ｅＮＢ＃１は、Ｐ
ＣＣ及びＳＣＣを用いてＣＡを行っている移動局ＵＥに
対して、ＰＣＣにおける複数のサブフレームに跨がって
同一の情報を送信するように設定する場合（すなわち、
「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定する場合）、移動
局ＵＥの同時送信能力情報に基づいて、ＳＣＣを削除す
るか否かについて決定するように構成されている制御部
１２を具備する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライマリキャリア及びセカンダリキャリアを用いてＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒ
ｅｇａｔｉｏｎ）を行っている移動局に対して、該プライマリキャリアにおける複数のサ
ブフレームに跨がって同一の情報を送信するように設定する場合、該移動局の同時送信能
力情報に基づいて、該セカンダリキャリアを削除するか否かについて決定するように構成
されている制御部を具備することを特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　移動局に対して、複数のサブフレームに跨がって同一の情報を送信するように設定され
ている場合、該移動局の同時送信能力情報に基づいて、該移動局に対して、ＣＡ（Ｃａｒ
ｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）を開始させるか否かについて決定するように構成さ
れている制御部を具備することを特徴とする無線基地局。
【請求項３】
　上りリンクにおけるＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）を行う際に１つ
のサブフレームにおいて１つのコンポーネントキャリアでのみ上りリンク信号を送信する
場合には、プライマリキャリア及びセカンダリキャリアを用いてＣＡを行っている場合で
あっても、該プライマリキャリアにおける複数のサブフレームに跨がって同一の情報を送
信することができるように構成されている送信部を具備することを特徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局及び移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のＲｅｌｅａｓｅ-１０方式の移
動通信システムでは、ＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）が行われている
場合、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を適用することができないように規定されている。
【０００３】
　図５に示すように、移動局ＵＥは、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が適用されている場
合、複数のサブフレーム（例えば、４サブフレーム）に跨がって同一の情報を送信する。
【０００４】
　ＬＴＥのＲｅｌｅａｓｅ-１０方式では、上りリンクにおいて、複数のＣＣ（Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ、コンポーネントキャリア）を用いたＣＡを行う場合、移動
局ＵＥは、１つのサブフレームにおいて複数のＣＣを用いて上りリンク信号を送信するこ
とを想定していた。
【０００５】
　そのため、図６に示すように、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を適用するようなパスロ
スが大きい環境（セル＃１１の境界周辺）では、ＳＣＣ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃａｒｒ
ｉｅｒ、セカンダリキャリア）を削除して、１つのＣＣのみで上りリンク信号を送信する
というのは、当然の考え方であった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３２１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム
において１つのＣＣでのみ上りリンク信号を送信することができる場合、上りリンクにお
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いてＣＡを設定した状態で、パスロスの大きいセル、例えば、Ｐｃｅｌｌ（Ｐｒｉｍａｒ
ｙ　Ｃｅｌｌ、プライマリセル）において「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を適用し、パス
ロスの小さいセル、例えば、Ｓｃｅｌｌ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ、セカンダリセ
ル）において「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を適用せずに、上りリンク信号を送ることも
可能であると考えられる。
【０００８】
　ここで、Ｐｃｅｌｌは、ＰＣＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃａｒｒｉｅｒ）におけるサービン
グセルであり、Ｓｃｅｌｌは、ＳＣＣにおけるサービングセルである。
【０００９】
　しかしながら、既存のＬＴＥ方式の移動通信システムでは、図７に示すように、Ｐｃｅ
ｌｌであるセル＃１（例えば、マクロセル）のカバレッジエリア内に、Ｓｃｅｌｌである
セル＃１１（例えば、ピコセル）が設置されている場合、セル＃１において「ＴＴＩ　ｂ
ｕｎｄｌｉｎｇ」が適用されている場合には、セル＃１１ではパスロスが少ないため、移
動局ＵＥが、上りリンク信号を送信することができるにも関わらず、上りリンク信号を送
信することができなかった。
【００１０】
　すなわち、移動局ＵＥが、セル＃１の境界付近でエリア補完のために、セル＃１１を設
置したのにも関わらず、セル＃１において「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を適用した場合
には、セル＃１１を利用することができなくなってしまうという問題点があった。
【００１１】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ＣＡ及び「ＴＴＩ　ｂｕ
ｎｄｌｉｎｇ」を効率的に併用することができる無線基地局及び移動局を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の特徴は、無線基地局であって、プライマリキャリア及びセカンダリキャ
リアを用いてＣＡを行っている移動局に対して、該プライマリキャリアにおける複数のサ
ブフレームに跨がって同一の情報を送信するように設定する場合、該移動局の同時送信能
力情報に基づいて、該セカンダリキャリアを削除するか否かについて決定するように構成
されている制御部を具備することを要旨とする。
【００１３】
　本発明の第２の特徴は、無線基地局であって、移動局に対して、複数のサブフレームに
跨がって同一の情報を送信するように設定されている場合、該移動局の同時送信能力情報
に基づいて、該移動局に対して、ＣＡを開始させるか否かについて決定するように構成さ
れている制御部を具備することを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第３の特徴は、移動局であって、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサ
ブフレームにおいて１つのコンポーネントキャリアでのみ上りリンク信号を送信する場合
には、プライマリキャリア及びセカンダリキャリアを用いてＣＡを行っている場合であっ
ても、該プライマリキャリアにおける複数のサブフレームに跨がって同一の情報を送信す
ることができるように構成されている送信部を具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明によれば、ＣＡ及び「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を効率
的に併用することができる無線基地局及び移動局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の動作を示すフローチャートである。
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【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の動作を示すフローチャートである。
【図５】一般的な移動通信システムについて説明するための図である。
【図６】一般的な移動通信システムについて説明するための図である。
【図７】一般的な移動通信システムについて説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通
信システムである。
【００１８】
　なお、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ
＃１との間で、周波数ｆ１のＰＣＣ及び周波数ｆ２のＳＣＣを同時に用いて、信号の送受
信を行うことができるように構成されている、すなわち、ＣＡを行うことができるように
構成されている。
【００１９】
　図７に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局ｅＮＢ＃１配
下に、マクロセルとして、セル＃１等が設けられており、ピコセルとして、セル＃１１等
が設けられている。
【００２０】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、セル＃１のカバレッジエリアとセル＃
１１のカバレッジエリアとが地理的に重畳するように構成されている。
【００２１】
　なお、本実施形態に係る移動通信システムでは、セル＃１のカバレッジエリアは、セル
＃１１のカバレッジエリアよりも広くなるように構成されている。
【００２２】
　本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥは、セル＃１のカバレッジエ
リアとセル＃１１のカバレッジエリアとが重畳するエリアでのみ、ＣＡを行うことができ
る。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃１は、受信部１１と、制御部
１２と、送信部１３とを具備している。
【００２４】
　受信部１１は、移動局ＵＥによって送信された各種信号（上りリンク信号）を受信する
ように構成されており、送信部１３は、移動局ＵＥに対して各種信号（下りリンク信号）
を送信するように構成されており、制御部１２は、無線基地局ｅＮＢｅＮＢ＃１における
各種制御処理を行うように構成されている。
【００２５】
　例えば、受信部１１は、移動局ＵＥから、移動局ＵＥの能力情報として、同時送信能力
情報を取得するように構成されていてもよい。
【００２６】
　ここで、同時送信能力情報は、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム
（ＴＴＩ）において１つのＣＣでのみ上りリンク信号を送信することができるか否かにつ
いて示す情報であってもよい。
【００２７】
　ここで、同時送信能力情報が、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム
（ＴＴＩ）において１つのＣＣでのみ上りリンク信号を送信することができることを示す
場合、移動局ＵＥは、「１ＵＬ　ＣＣ送信ｉｎ　ａ　ＴＴＩ」の能力（ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ）を有しているものとしてもよい。
【００２８】



(5) JP 2013-197944 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

　或いは、同時送信能力情報は、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレーム
において１つのＣＣを介して上りリンク信号を送信した場合にのみ所定通信品質を担保す
ることができるか否かについて示す情報であってもよい。
【００２９】
　ここで、同時送信能力情報が、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレーム
において１つのＣＣを介して上りリンク信号を送信した場合にのみ所定通信品質を担保す
ることができることを示す場合、移動局ＵＥは、「１ＵＬ　ＣＣ送信ｉｎ　ａ　ＴＴＩ」
の能力を有しているものとしてもよい。
【００３０】
　或いは、同時送信能力情報は、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレーム
において複数のバンド内の複数のＣＣを介して上りリンク信号を送信することができるか
否かについて示す情報（例えば、ピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣを介してのみ
上りリンク信号を送信することができるか否かについて示す情報）、或いは、上りリンク
におけるＣＡを行う際に同一のサブフレームにおいて１つのバンド内の１つ又は複数のＣ
Ｃを介してのみ上りリンク信号を送信することができるか否かについて示す情報（例えば
、マクロセル及びピコセルで運用される２つ以上の全てのＣＣを介して上りリンク信号を
送信することができるか否かについて示す情報）であってもよい。
【００３１】
　ここで、同時送信能力情報が、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレーム
において１つのバンド内の１つ又は複数のＣＣを介してのみ上りリンク信号を送信するこ
とができることを示す場合（例えば、ピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣを介して
のみ上りリンク信号を送信することができる場合）、移動局ＵＥは、「１ＵＬ　ＣＣ送信
ｉｎ　ａ　ＴＴＩ」の能力を有しているものとしてもよい。
【００３２】
　或いは、同時送信能力情報は、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレーム
において複数のバンド内の複数のキャリアを介して上りリンク信号を送信した場合に所定
通信品質を担保することができるか否かについて示す情報（例えば、マクロセル及びピコ
セルで運用される２つ以上の全てのＣＣを介して上りリンク信号を送信した場合に所定通
信品質を担保することができるか否かについて示す情報）、或いは、上りリンクにおける
ＣＡを行う際に同一のサブフレームにおいて１つのバンド内の１つ又は複数のキャリアを
介して上りリンク信号を送信した場合にのみ所定通信品質を担保することができるか否か
について示す情報（例えば、ピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣを介してのみ上り
リンク信号を送信した場合にのみ所定通信品質を担保することができるか否かについて示
す情報）であってもよい。
【００３３】
　ここで、同時送信能力情報が、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレーム
において１つのバンド内の１つ又は複数のキャリアを介して上りリンク信号を送信した場
合にのみ所定通信品質を担保することができることを示す場合（例えば、ピコセルで運用
される１つ又は複数のＣＣを介してのみ上りリンク信号を送信した場合にのみ所定通信品
質を担保することができることを示す場合）、移動局ＵＥは、「１ＵＬ　ＣＣ送信ｉｎ　
ａ　ＴＴＩ」の能力を有しているものとしてもよい。
【００３４】
　或いは、同時送信能力情報は、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレーム
において複数のアンテナから送信される複数のキャリアを介して上りリンク信号を送信す
ることができるか否かについて示す情報（例えば、２つの以上のアンテナから送信されマ
クロセル及びピコセルで運用される２つ以上の全てのＣＣを介して上りリンク信号を送信
することができるか否かについて示す情報）、或いは、上りリンクにおけるＣＡを行う際
に同一のサブフレームにおいて１つのアンテナから送信される１つ又は複数のキャリアを
介してのみ上りリンク信号を送信することができるか否かについて示す情報（例えば、１
つのアンテナから送信されピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣを介してのみ上りリ
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ンク信号を送信することができるか否かについて示す情報）であってもよい。
【００３５】
　ここで、同時送信能力情報が、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレーム
において１つのアンテナから送信される１つ又は複数のキャリアを介してのみ上りリンク
信号を送信することができることを示す場合（例えば、１つのアンテナから送信されピコ
セルで運用される１つ又は複数のＣＣを介してのみ上りリンク信号を送信することができ
ることを示す場合）、移動局ＵＥは、「１ＵＬ　ＣＣ送信ｉｎ　ａ　ＴＴＩ」の能力を有
しているものとしてもよい。
【００３６】
　或いは、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレームにおいて複数のアンテ
ナから送信される複数のキャリアを介して上りリンク信号を送信した場合に所定通信品質
を担保することができるか否かについて示す情報（例えば、２つの以上のアンテナから送
信されマクロセル及びピコセルで運用される２つ以上の全てのＣＣを介して上りリンク信
号を送信した場合に所定通信品質を担保することができるか否かについて示す情報）、或
いは、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレームにおいて１つのアンテナか
ら送信される１つ又は複数のキャリアを介して上りリンク信号を送信した場合にのみ所定
通信品質を担保することができるか否かについて示す情報（例えば、１つのアンテナから
送信されピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣを介してのみ上りリンク信号を送信し
た場合にのみ所定通信品質を担保することができるか否かについて示す情報）であっても
よい。
【００３７】
　ここで、同時送信能力情報が、上りリンクにおけるＣＡを行う際に同一のサブフレーム
において１つのアンテナから送信される１つ又は複数のキャリアを介して上りリンク信号
を送信した場合にのみ所定通信品質を担保することができることを示す場合（例えば、１
つのアンテナから送信されピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣを介してのみ上りリ
ンク信号を送信した場合にのみ所定通信品質を担保することができることを示す場合）、
移動局ＵＥは、「１ＵＬ　ＣＣ送信ｉｎ　ａ　ＴＴＩ」の能力を有しているものとしても
よい。
【００３８】
　制御部１２は、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡを行って
いる移動局ＵＥに対して、ＰＣＣにおいて「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定する場合
、移動局ＵＥの同時送信能力情報に基づいて、ＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を削除するか否かに
ついて決定するように構成されていてもよい。
【００３９】
　例えば、制御部１２は、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡ
を行っている移動局ＵＥに対して、ＰＣＣにおいて「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定
する場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（ＴＴ
Ｉ）において１つのＣＣでのみ上りリンク信号を送信することができる場合には、ＳＣＣ
（Ｓｃｅｌｌ）を削除しないと決定するように構成されていてもよい。
【００４０】
　一方、制御部１２は、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡを
行っている移動局ＵＥに対して、ＰＣＣにおいて「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定す
る場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（ＴＴＩ
）において２つ以上の設定されている全てのＣＣで上りリンク信号を送信することができ
る場合には、ＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を削除すると決定するように構成されていてもよい。
【００４１】
　或いは、制御部１２は、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡ
を行っている移動局ＵＥに対して、ＰＣＣにおいて「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定
する場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（ＴＴ
Ｉ）においてピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣを介してのみ上りリンク信号を送
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信することができる場合には、ＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を削除しないと決定するように構成
されていてもよい。
【００４２】
　一方、制御部１２は、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡを
行っている移動局ＵＥに対して、ＰＣＣにおいて「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定す
る場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（ＴＴＩ
）においてマクロセル及びピコセルで運用される２つ以上の全てのＣＣを介して上りリン
ク信号を送信することができる場合には、ＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を削除すると決定するよ
うに構成されていてもよい。
【００４３】
　或いは、制御部１２は、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡ
を行っている移動局ＵＥに対して、ＰＣＣにおいて「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定
する場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（ＴＴ
Ｉ）において１つのアンテナから送信されピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣを介
してのみ上りリンク信号を送信することができる場合には、ＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を削除
しないと決定するように構成されていてもよい。
【００４４】
　一方、制御部１２は、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡを
行っている移動局ＵＥに対して、ＰＣＣにおいて「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定す
る場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（ＴＴＩ
）において２つの以上のアンテナから送信されマクロセル及びピコセルで運用される２つ
以上の全てのＣＣを介して上りリンク信号を送信することができる場合には、ＳＣＣ（Ｓ
ｃｅｌｌ）を削除すると決定するように構成されていてもよい。
【００４５】
　また、制御部１２は、移動局ＵＥに対して、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が設定され
ている場合、移動局ＵＥの同時送信能力情報に基づいて、移動局ＵＥに対して、ＣＡを開
始させるか否かについて決定するように構成されていてもよい。
【００４６】
　例えば、制御部１２は、移動局ＵＥに対して、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が設定さ
れている場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（
ＴＴＩ）において１つのＣＣでのみ上りリンク信号を送信することができる場合には、か
かる移動局ＵＥに対して、ＣＡを開始させる（すなわち、Ｓｃｅｌｌを設定する）と決定
するように構成されていてもよい。
【００４７】
　一方、制御部１２は、移動局ＵＥに対して、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が設定され
ている場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（Ｔ
ＴＩ）において２つ以上の設定されている全てのＣＣで上りリンク信号を送信することが
できる場合には、かかる移動局ＵＥに対して、ＣＡを開始させない（すなわち、Ｓｃｅｌ
ｌを設定しない）と決定するように構成されていてもよい。
【００４８】
　或いは、制御部１２は、移動局ＵＥに対して、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が設定さ
れている場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（
ＴＴＩ）においてピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣを介してのみ上りリンク信号
を送信することができる場合には、かかる移動局ＵＥに対して、ＣＡを開始させる（すな
わち、Ｓｃｅｌｌを設定する）と決定するように構成されていてもよい。
【００４９】
　一方、制御部１２は、移動局ＵＥに対して、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が設定され
ている場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（Ｔ
ＴＩ）においてマクロセル及びピコセルで運用される２つ以上の全てのＣＣを介して上り
リンク信号を送信することができる場合には、かかる移動局ＵＥに対して、ＣＡを開始さ
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せない（すなわち、Ｓｃｅｌｌを設定しない）と決定するように構成されていてもよい。
【００５０】
　或いは、制御部１２は、移動局ＵＥに対して、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が設定さ
れている場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（
ＴＴＩ）において１つのアンテナから送信されピコセルで運用される１つ又は複数のＣＣ
を介してのみ上りリンク信号を送信することができる場合には、かかる移動局ＵＥに対し
て、ＣＡを開始させる（すなわち、Ｓｃｅｌｌを設定する）と決定するように構成されて
いてもよい。
【００５１】
　一方、制御部１２は、移動局ＵＥに対して、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が設定され
ている場合、移動局ＵＥが、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレーム（Ｔ
ＴＩ）において２つの以上のアンテナから送信されマクロセル及びピコセルで運用される
２つ以上の全てのＣＣを介して上りリンク信号を送信することができる場合には、かかる
移動局ＵＥに対して、ＣＡを開始させない（すなわち、Ｓｃｅｌｌを設定しない）と決定
するように構成されていてもよい。
【００５２】
　送信部１３は、移動局ＵＥに対して、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）シグナリング等を用いて、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定するように指
示したり、ＣＡを開始するように指示したりすることができるように構成されている。
【００５３】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、受信部２１と、制御部２２と、送
信部２３とを具備している。
【００５４】
　受信部２１は、無線基地局ｅＮＢ＃１によって送信された各種信号（下りリンク信号）
を受信するように構成されており、送信部２３は、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して各種信
号（上りリンク信号）を送信するように構成されており、制御部２２は、移動局ＵＥにお
ける各種制御処理を行うように構成されている。
【００５５】
　例えば、受信部２１は、ＲＲＣシグナリング等を介して、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ
」の設定指示や、ＣＡの開始指示等を受信するように構成されている。
【００５６】
　制御部２２は、上述のＲＲＣシグナリング等に基づいて、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ
」やＣＡを行うように構成されている。
【００５７】
　送信部２３は、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して、上述の同時送信能力情報を送信するよ
うに構成されている。
【００５８】
　なお、送信部２３は、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレームにおいて
１つのＣＣでのみ上りリンク信号を送信する場合には、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ
（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡを行っている場合であっても、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）におけ
る複数のサブフレームに跨がって同一の情報を送信することができるように構成されてい
てもよい。
【００５９】
　或いは、送信部２３は、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレームにおい
て１つのバンド内の１つ又は複数のＣＣでのみ上りリンク信号を送信する場合には、ＰＣ
Ｃ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡを行っている場合であっても、
ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）における複数のサブフレームに跨がって同一の情報を送信すること
ができるように構成されていてもよい。
【００６０】
　或いは、送信部２３は、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレームにおい
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て１つのアンテナから送信される１つ又は複数のＣＣでのみ上りリンク信号を送信する場
合には、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）及びＳＣＣ（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡを行っている場合
であっても、ＰＣＣ（Ｐｃｅｌｌ）における複数のサブフレームに跨がって同一の情報を
送信することができるように構成されていてもよい。
【００６１】
　以下、図３及び図４を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作、具体的に
は、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃１の動作について説明する。
【００６２】
　第１に、図３を参照して、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃１の動作例１について
説明する。
【００６３】
　図３に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１は、ステップＳ１０１において、移動局ＵＥ
のＰｃｅｌｌにおいて「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が適用されている場合、ステップＳ
１０２において、Ｓｃｅｌｌを設定するか否かについて判定する。
【００６４】
　「Ｙｅｓ」の場合、本動作は、ステップＳ１０３に進み、「Ｎｏ」の場合、本動作は、
終了する。
【００６５】
　ステップＳ１０３において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、「１ＵＬ　ＣＣ送信ｉｎ　ａ　
ＴＴＩ」の能力を有しているか否かについて判定する。
【００６６】
　「Ｙｅｓ」の場合、本動作は、ステップＳ１０４に進み、「Ｎｏ」の場合、本動作は、
ステップＳ１０５に進む。
【００６７】
　ステップＳ１０４において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して、Ｓｃｅｌ
ｌを設定する。
【００６８】
　ステップＳ１０５において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して、Ｓｃｅｌ
ｌを設定しない。
【００６９】
　第２に、図４を参照して、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃１の動作例２について
説明する。
【００７０】
　図４に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１は、ステップＳ２０１において、移動局ＵＥ
に対してＣＡが設定されている場合、ステップＳ２０２において、移動局ＵＥのＰｃｅｌ
ｌにおいて「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を適用するか否かについて判定する。
【００７１】
　「Ｙｅｓ」の場合、本動作は、ステップＳ２０３に進み、「Ｎｏ」の場合、本動作は、
終了する。
【００７２】
　ステップＳ２０３において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、「１ＵＬ　ＣＣ送信ｉｎ　ａ　
ＴＴＩ」の能力を有しているか否かについて判定する。
【００７３】
　「Ｙｅｓ」の場合、本動作は、ステップＳ２０４に進み、「Ｎｏ」の場合、本動作は、
ステップＳ２０５に進む。
【００７４】
　ステップＳ２０４において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥのＳｃｅｌｌを削除
しない。
【００７５】
　ステップＳ２０５において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥのＳｃｅｌｌを削除
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する。
【００７６】
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、セル＃１（マクロセル）の
カバレッジエリア内にセル＃１１（ピコセル）が設置された場合に、セル＃１の境界付近
で「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が適用されている場合であっても、「１ＵＬ　ＣＣ送信
ｉｎ　ａ　ＴＴＩ」の能力を有する移動局ＵＥが、セル＃１１において上りリンク信号を
送信することができる。
【００７７】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００７８】
　本実施形態の第１の特徴は、無線基地局ｅＮＢ＃１であって、ＰＣＣ（プライマリキャ
リア）及びＳＣＣ（セカンダリキャリア）を用いてＣＡを行っている移動局ＵＥに対して
、ＰＣＣにおける複数のサブフレーム（ＴＴＩ）に跨がって同一の情報を送信するように
設定する場合（すなわち、「ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」を設定する場合）、移動局ＵＥ
の同時送信能力情報に基づいて、ＳＣＣを削除するか否かについて決定するように構成さ
れている制御部１２を具備することを要旨とする。
【００７９】
　本実施形態の第２の特徴は、無線基地局ｅＮＢであって、移動局ＵＥに対して、複数の
サブフレームに跨がって同一の情報を送信するように設定されている場合（すなわち、「
ＴＴＩ　ｂｕｎｄｌｉｎｇ」が設定されている場合）、移動局ＵＥの同時送信能力情報に
基づいて、移動局ＵＥに対して、ＣＡを開始させるか否かについて決定するように構成さ
れている制御部１２を具備することを要旨とする。
【００８０】
　本実施形態の第３の特徴は、上りリンクにおけるＣＡを行う際に１つのサブフレームに
おいて１つのＣＣ（コンポーネントキャリア）でのみ上りリンク信号を送信する場合には
、ＰＣＣ及びＳＣＣを用いてＣＡを行っている場合であっても、ＰＣＣにおける複数のサ
ブフレームに跨がって同一の情報を送信することができるように構成されている送信部２
３を具備することを要旨とする。
【００８１】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施され
てもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されて
もよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００８２】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００８３】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、かかる
記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥや無線基地
局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【００８４】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
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となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００８５】
ＵＥ…移動局
ｅＮＢ＃１、ｅＮＢ＃２…無線基地局
１１、２１…受信部
１２、２２…制御部
１３、２３…送信部

【図１】

【図２】

【図３】
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