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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチキャリア無線通信のための方法であって、
　ダウンリンク（ＤＬ）コンポーネントキャリアのセットおよびアップリンク（ＵＬ）コ
ンポーネントキャリアのセットのための構成情報を受信するステップと、
　前記構成情報に従って前記ＤＬコンポーネントキャリアのセットおよび前記ＵＬコンポ
ーネントキャリアのセットを構成するステップと、
　前記ＵＬコンポーネントキャリアの構成されたセットからの少なくとも１つのＵＬコン
ポーネントキャリアを介してＵＬ通信を送信するステップであって、前記少なくとも１つ
のＵＬコンポーネントキャリアは、第１のｅＮＢ（evolved NodeB）上にある、ステップ
と、
　前記ＤＬコンポーネントキャリアの構成されたセットからの少なくとも１つのＤＬコン
ポーネントキャリアを介してＤＬ通信を受信するステップと、
　前記ＵＬ通信を新しいＵＬコンポーネントキャリアに切り替える命令を受信するステッ
プと、
　前記命令に従って前記ＵＬ通信を前記少なくとも１つのＵＬコンポーネントキャリアか
ら前記新しいＵＬコンポーネントキャリアに切り替えるステップであって、前記新しいＵ
Ｌコンポーネントキャリアは、第２のｅＮＢ上にあり、前記ＵＬ通信を切り替えることは
、単一方向ハンドオーバの一部である、ステップと、
　前記第１のｅＮＢ上の前記少なくとも１つのＤＬコンポーネントキャリアを介して前記
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ＤＬ通信を受信することを続けるステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記新しいＵＬコンポーネントキャリアは、前記ＵＬコンポーネントキャリアの構成さ
れたセットからのものであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記新しいＵＬコンポーネントキャリアは、未構成のコンポーネントキャリアであり、
　前記ＵＬ通信を切り替える前に前記新しいＵＬコンポーネントキャリアを構成するステ
ップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　マルチキャリア無線通信用のＷＴＲＵであって、
　ダウンリンク（ＤＬ）コンポーネントキャリアのセットおよびアップリンク（ＵＬ）コ
ンポーネントキャリアのセットのための構成情報を受信するように構成される受信機と、
　前記構成情報に従って前記ＤＬコンポーネントキャリアのセットおよび前記ＵＬコンポ
ーネントキャリアのセットを構成するように構成されるプロセッサと、
　前記ＵＬコンポーネントキャリアの構成されたセットからの少なくとも１つのＵＬコン
ポーネントキャリアを介してＵＬ通信を送信するように構成される送信機であって、前記
少なくとも１つのＵＬコンポーネントキャリアは、第１のｅＮＢ（evolved NodeB）上に
ある、送信機と
　を備え、
　前記受信機は、前記ＤＬコンポーネントキャリアの構成されたセットからの少なくとも
１つのＤＬコンポーネントキャリアを介してＤＬ通信を受信するようにさらに構成され、
　前記受信機は、前記ＵＬ通信を新しいＵＬコンポーネントキャリアに切り替える命令を
受信するようにさらに構成され、
　前記プロセッサは、前記命令に従って前記ＵＬ通信を前記少なくとも１つのＵＬコンポ
ーネントキャリアから前記新しいＵＬコンポーネントキャリアに切り替えるようにさらに
構成され、前記新しいＵＬコンポーネントキャリアは、第２のｅＮＢ上にあり、前記ＵＬ
通信を切り替えることは、単一方向ハンドオーバの一部であり、
　前記受信機は、前記第１のｅＮＢ上の前記少なくとも１つのＤＬコンポーネントキャリ
アを介して前記ＤＬ通信を受信するようにさらに構成される
　ことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項５】
　前記新しいＵＬコンポーネントキャリアは、前記ＵＬコンポーネントキャリアの構成さ
れたセットからのものであることを特徴とする請求項４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項６】
　前記新しいＵＬコンポーネントキャリアは、未構成のコンポーネントキャリアであり、
前記プロセッサは、前記ＵＬ通信を切り替える前に前記新しいＵＬコンポーネントキャリ
アを構成するようにさらに構成されることを特徴とする請求項４に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マルチキャリア通信では、アップリンク（ＵＬ）上でのダウンリンク（ＤＬ）制御情報
の報告は通常、１つのＤＬ搬送波について一度に行われる。したがって、既存のマルチキ
ャリア通信システムには、複数の同時ＤＬ搬送波についてＵＬ上で制御情報を報告する技
法が欠けている。
【０００３】
　例示的なマルチキャリア無線通信システムは、３ＧＰＰリリース８（Ｒ８）に導入され
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ている３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジェクト）ＬＴＥ（Long Term Evolutio
n）システムである。ＬＴＥ　ＤＬ伝送方式は、ＯＦＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）
エアインターフェースに基づく。ＯＦＤＭＡによれば、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲ
Ｕ）は、ｅＮＢ（evolved NodeB）によって割り当てられてＬＴＥ伝送帯域幅全体にわた
ってどこででもそのデータを受信することができる。ＬＴＥ　ＵＬ（アップリンク）方向
の場合、単一搬送波（ＳＣ：single carrier）伝送は、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭＡ（discre
te Fourier transform spread OFDMA：離散フーリエ変換拡散ＯＦＤＭＡ）、または同等
なものとしてＳＣ－ＦＤＭＡ（単一搬送波周波数分割多元接続）に基づいて使用される。
ＵＬにおけるＷＴＲＵは、ＦＤＭＡ構成において割り当てられた副搬送波の、限定されか
つ連続したセット上でのみ送信することができる。図１は、ＵＬ伝送またはＤＬ伝送に対
する、トランスポートブロック１０２のＬＴＥ搬送波１１０へのマッピングを例示する。
レイヤ１（Ｌ１）１０６は、ＨＡＲＱ（ハイブリッド自動再送要求）エンティティ１０４
およびスケジューラ１０８から情報を受信し、その情報を使用してトランスポートブロッ
ク１０２をＬＴＥ搬送波１１０に割り当てる。図１に示されるように、ＵＬもしくはＤＬ
　ＬＴＥ搬送波１１０、または単に搬送波１１０は、複数の副搬送波１１２から成る。ｅ
ＮＢは、伝送帯域幅全体にわたって１つまたは複数のＷＴＲＵから同時にコンポジットＵ
Ｌ信号を受信することができ、それぞれのＷＴＲＵは、利用可能な伝送帯域幅または副搬
送波のサブセット上で送信する。
【０００４】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ：ＬＴＥアドバンスト）は、ＬＴＥベースの無
線アクセスシステムの達成可能なスループットおよびカバレッジをさらに改善し、ＤＬ方
向およびＵＬ方向でそれぞれ１Ｇｂｐｓおよび５００ＭｂｐｓのＩＭＴ（International 
mobile Telecommunications）－Ａｄｖａｎｃｅｄ要件を満たすために、３ＧＰＰ標準化
団体によって進められている。改善点のなかでＬＴＥ－Ａについて提案されているのは、
キャリアアグリゲーション（carrier aggregation）および柔軟な帯域幅構成のサポート
である。ＬＴＥ－Ａは、ＤＬ伝送帯域幅およびＵＬ伝送帯域幅がＲ８　ＬＴＥにおける２
０ＭＨｚの制限を超えることを可能にして、例えば、４０ＭＨｚまたは１００ＭＨｚの帯
域幅を許容することを提案している。この場合、搬送波は、周波数ブロック全体を占有し
得る。
【０００５】
　ＬＴＥ－Ａは、利用可能な対のスペクトルのより柔軟な使用を可能にすることを提案し
ており、Ｒ８　ＬＴＥの場合のように、対称的な対のＦＤＤモードで動作することに限定
されない。ＬＴＥ－Ａは、例えば、１０ＭＨｚのＤＬ帯域幅を５ＭＨｚのＵＬ帯域幅と対
にすることができる非対称構成を可能にすることを提案している。加えて、ＬＴＥ－Ａは
、ＬＴＥと後方互換性があってもよい複合集約的な伝送帯域幅を提案している。例として
、ＤＬは、第１の２０ＭＨｚ搬送波に加えて、ＵＬ　２０ＭＨｚ搬送波と対になる第２の
１０ＭＨｚ搬送波を含むことができる。同じＵＬ方向またはＤＬ方向に同時に送信される
搬送波は、コンポーネントキャリア（component carrier）と呼ばれる。コンポーネント
キャリアの複合集約的な伝送帯域幅は、必ずしも周波数ドメイン内で隣接していなくても
よい。例えば、第１の１０ＭＨｚコンポーネントキャリアは、第２の５ＭＨｚ　ＤＬコン
ポーネントキャリアからＤＬ帯域において２２．５ＭＨｚだけ間隔を空けてもよい。ある
いは、隣接する集約的な伝送帯域幅を使用してもよい。例として、１５ＭＨｚの第１のＤ
Ｌコンポーネントキャリアを別の１５ＭＨｚ　ＤＬコンポーネントキャリアと集約し、２
０ＭＨｚのＵＬ搬送波と対にすることができる。図２は、コンポーネントキャリア２０５
との不連続スペクトルアグリゲーション（spectrum aggregation）を示し、図３は、コン
ポーネントキャリア３０５との連続スペクトルアグリゲーションを示す。
【０００６】
　図４は、ＬＴＥ　Ｒ８によるＰＵＣＣＨ（physical uplink control channel：物理ア
ップリンク制御チャネル）の伝送のために確保された時間周波数ロケーションを例示する
。ＰＵＣＣＨは、アップリンク上で制御データを送信するために使用される。図４は、２
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つのタイムスロット４０２から成る１つのサブフレームを示し、ここで、
【０００７】
【数１】

【０００８】
は、アップリンク伝送に利用可能なリソースブロック（ＲＢ）の数を表し、ｎPRBはＲＢ
インデックスである。周波数スペクトルの端部にあるＲＢをＰＵＣＣＨ伝送に使用するこ
とができ、反対側の端部にあるＲＢを２つのタイムスロットで使用してダイバーシティを
改善することができる。例として、ＷＴＲＵは、ｍ＝１で示されるＲＢをＰＵＣＣＨ伝送
に使用することができる。ＰＵＣＣＨによって搬送される制御データは、ＤＬ伝送に関す
る肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情報、ＳＲ（スケジューリング要求）、ＤＬ
伝送に対するスケジューリングを可能にするためのチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）
情報、ランクインジケータ（ＲＩ）情報、およびＭＩＭＯ動作を可能にするためのＰＭＩ
（precoding matrix indicator：プリコーディングマトリクスインジケータ）情報を含み
得るが、これらに限定されない。本明細書において、ＣＱＩという用語はＰＭＩおよびＲ
Ｉも含むように一般化される。ＬＴＥ　Ｒ８によれば、ＣＱＩ報告に使用されるＰＵＣＣ
ＨおよびＳＲ（スケジューリング要求）に使用されるＰＵＣＣＨは、それぞれのＰＵＣＣ
Ｈがただ１つのダウンリンク搬送波に関する情報を報告するように、周期的になるように
構成される。
【０００９】
　ＬＴＥ　Ｒ８におけるＰＵＣＣＨ構成は、１つのコンポーネントキャリアに対して設計
される。したがって、複数のダウンリンク搬送波に関するＣＱＩ（ＰＭＩおよびＲＩを含
む）報告、および複数の搬送波上でのＤＲＸ（不連続受信）サイクルによる影響が少ない
効率的なＳＲ報告をサポートするとともに、１つより多いコンポーネントキャリアをＤＬ
において一度に送信することができる、キャリアアグリゲーションを用いたＬＴＥ－Ａ用
のＰＵＣＣＨのための新しい構成を開発することが望ましい。より一般的には、マルチキ
ャリア通信システムにおける複数の同時ＤＬ搬送波に関する情報の同時報告のための技法
を開発することが望ましい。
【００１０】
　ＬＴＥ－Ａなどのキャリアアグリゲーションを利用するマルチキャリアシステムは、ア
ンカーコンポーネントキャリアおよび非アンカーコンポーネントキャリアを含んでもよい
。このことはオーバーヘッドを低減することができるが、それはセルについてのシステム
情報、同期化およびページング情報を１つまたは複数のアンカー搬送波上のみで送信する
ことができるからである。アンカー搬送波は、少なくとも１つの検出可能なまたはアクセ
ス可能なアンカー搬送波に対して干渉調整が行われ得る異種ネットワーク環境において同
期化、キャンピング（camping）およびアクセスを可能にすることができる。
【００１１】
　キャリアアグリゲーションのために、複数の搬送波がＤＬおよびＵＬに存在し得る。し
かし、搬送波の品質は変化することがあり、および／またはＤＬまたはＵＬトラフィック
の量は動的にまたは半永続的に変化することがある。したがって、柔軟で効率的なＤＬお
よびＵＬコンポーネントキャリアの割当ておよび切替えを行って、ＬＴＥ－Ａなどのキャ
リアアグリゲーションを利用するマルチキャリアシステムに対して改善された利用率およ
び伝送品質をもたらすことが望ましい。
【発明の概要】
【００１２】
　マルチキャリア無線通信に対する搬送波割当て、構成および切替えのための方法および
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装置が開示される。単一のＵＬ（アップリンク）主搬送波は、複数の同時ＤＬ（ダウンリ
ンク）搬送波に関する制御情報を提供することができる。任意選択で、ＤＬ搬送波をＵＬ
搬送波と対にすることができ、その結果、それぞれのＤＬ搬送波に関する制御情報はその
対のＵＬ搬送波を介して送信される。主搬送波およびアンカー搬送波を含む、ＵＬ搬送波
および／またはＤＬ搬送波の搬送波の切替えは、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）ま
たはｅＮＢ（evolved NodeB）によって開始することができ、通常の動作中またはハンド
オーバ中に行うことができる。ＵＬ方向のみまたはＤＬ方向のみにおける搬送波の切替え
が行われ得る。ＵＬ搬送波のみまたはＤＬ搬送波のみがハンドオーバの一部として切り替
えられるとき、単一方向ハンドオーバが実行される。ＵＬ搬送波および／またはＤＬ搬送
波の切替えは、１つのコンポーネントキャリアから、別のコンポーネントキャリア、搬送
波のサブセット、または同じ方向における全ての搬送波へであってもよい。あるいは、搬
送波の切替えは、搬送波のサブセットから、１つのコンポーネントキャリア、搬送波の別
のサブセット、または同じ方向における全ての搬送波へであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　添付図面と併せて例として挙げられる以下の説明から詳細な理解を得ることができる。
【図１】ＬＴＥ　Ｒ８によるトランスポートブロックのＬＴＥ搬送波へのマッピングを示
す図である。
【図２】ＬＴＥ－Ａによる不連続スペクトルアグリゲーションを示す図である。
【図３】ＬＴＥ－Ａによる連続スペクトルアグリゲーションを示す図である。
【図４】ＬＴＥ　ＰＵＣＣＨ構造を示す図である。
【図５】複数のＷＴＲＵおよびｅＮＢを含む例示的な無線通信システムを示す図である。
【図６】図５のＷＴＲＵおよびｅＮＢの例示的な機能ブロック図である。
【図７】ＤＬ制御情報のためのＵＬ主搬送波を示す図である。
【図８】ＵＬ上でＤＬ制御情報を送信するためのＵＬ搬送波およびＤＬ搬送波のペアリン
グを示す図である。
【図９】ＤＬコンポーネントキャリアのセットに関する制御情報を送信するためにアップ
リンク主搬送波を使用する際の流れ図である。
【図１０】ＵＬ上でＤＬコンポーネントキャリアの制御情報を送信するためにＵＬ搬送波
およびＤＬ搬送波を対にする際の流れ図である。
【図１１Ａ】共通のｅＮＢ上での搬送波の切替えの一例を示す図である。
【図１１Ｂ】共通のｅＮＢ上での搬送波の切替えの一例を示す図である。
【図１２Ａ】共通のｅＮＢ上での搬送波の切替えの一例を示す図である。
【図１２Ｂ】共通のｅＮＢ上での搬送波の切替えの一例を示す図である。
【図１３Ａ】単一方向ハンドオーバと呼ばれる、１つのｅＮＢから別のｅＮＢへの搬送波
の切替えの一例を示す図である。
【図１３Ｂ】単一方向ハンドオーバと呼ばれる、１つのｅＮＢから別のｅＮＢへの搬送波
の切替えの一例を示す図である。
【図１４Ａ】単一方向ハンドオーバと呼ばれる、１つのｅＮＢから別のｅＮＢへの搬送波
の切替えの一例を示す図である。
【図１４Ｂ】単一方向ハンドオーバと呼ばれる、１つのｅＮＢから別のｅＮＢへの搬送波
の切替えの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本明細書で言及する場合、用語「ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）」は、ＵＥ（ユ
ーザ機器）、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、携帯電話、ＰＤＡ（
携帯情報端末）、コンピュータ、または無線環境において動作できる任意の他のタイプの
ユーザデバイスを含むが、これらに限定されない。また、用語「基地局」は、ノードＢ、
サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、または無線環境において動作できる任
意の他のタイプのインターフェースデバイスを含むが、これらに限定されない。
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【００１５】
　本明細書において記載される諸実施形態は、ＯＦＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）お
よびＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）を含むが、これらに限定されない、マルチキャリア
通信を利用する任意のシステムに適用可能である。マルチキャリア通信を利用する無線通
信システムの例として、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and 
Electronic Engineers）８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍ、およびＷｉＭＡＸ（Wo
rldwide Interoperability for Microwave Access）が挙げられるが、これらに限定され
ない。以下の諸実施形態は、ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａ技術に基づいて、ただしこれらの技
術に限定されることなく、例のみとして記載され、任意のマルチキャリア通信システムに
適用され得る。フィードバック情報および／または制御情報は、本明細書において制御情
報と呼ばれる。
【００１６】
　図５は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network）５
０５を含むＬＴＥ無線通信システム／アクセスネットワーク５００を示す。Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎ５０５は、いくつかのｅＮＢ（evolved NodeB）５２０を含む。ＷＴＲＵ５１０は、ｅ
ＮＢ５２０と通信する。ｅＮＢ５２０は、Ｘ２インターフェースを使用して互いに相互作
用する。ｅＮＢ５２０のそれぞれは、Ｓ１インターフェースを介してＭＭＥ（モビリティ
管理エンティティ）／Ｓ－ＧＷ（サービングゲートウェイ）５３０と相互作用する。単一
のＷＴＲＵ５１０および３つのｅＮＢ５２０が図５に示されているが、無線デバイスおよ
び有線デバイスの任意の組合せが無線通信システムアクセスネットワーク５００内に含ま
れ得ることは明らかであるはずである。
【００１７】
　図６は、ＷＴＲＵ５１０、ｅＮＢ５２０、およびＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ５３０を含むＬＴＥ
無線通信システム６００の例示的なブロック図である。図６に示されるように、ＷＴＲＵ
５１０、ｅＮＢ５２０およびＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ５３０は、マルチキャリア無線通信に対す
る搬送波割当ておよび切替えの方法を実行するように構成される。
【００１８】
　典型的なＷＴＲＵにおいて見出され得る構成要素に加えて、ＷＴＲＵ５１０は、オプシ
ョンの接続されたメモリ６２２を有するプロセッサ６１６、少なくとも１つの送受信機６
１４、オプションのバッテリ６２０、およびアンテナ６１８を含む。プロセッサ６１６は
、マルチキャリア無線通信に対する搬送波割当ておよび切替えの方法を実行するように構
成される。送受信機６１４は、プロセッサ６１６およびアンテナ６１８と通信して無線通
信の伝送および受信を容易にする。ＷＴＲＵ５１０でバッテリ６２０が使用される場合、
バッテリ６２０は送受信機６１４およびプロセッサ６１６に電力を供給する。
【００１９】
　典型的なｅＮＢにおいて見出され得る構成要素に加えて、ｅＮＢ５２０は、オプション
の接続されたメモリ６１５を有するプロセッサ６１７、送受信機６１９、およびアンテナ
６２１を含む。プロセッサ６１７は、マルチキャリア無線通信に対する搬送波割当ておよ
び切替えの方法を実行するように構成される。送受信機６１９は、プロセッサ６１７およ
びアンテナ６２１と通信して無線通信の伝送および受信を容易にする。ｅＮＢ５２０は、
オプションの接続されたメモリ６３４を有するプロセッサ６３３を含むＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ
（モビリティ管理エンティティ／サービングゲートウェイ）５３０に接続される。
【００２０】
　第１の実施形態では、任意の数のＤＬ搬送波に関する制御情報は、本明細書において主
ＵＬ搬送波と呼ばれる単一のＵＬ搬送波上で提供され得る。主搬送波は、ＵＬアンカー搬
送波または任意の他のタイプのＵＬ搬送波であってもよい。主搬送波は、ＤＬ搬送波に関
する制御情報を搬送するために割り当てられる搬送波として定義され得る。任意選択で、
それぞれのＤＬ搬送波がＵＬ搬送波と対になるように、複数の主搬送波が存在してもよく
、その結果、それぞれのＤＬ搬送波に関する制御情報はその対応する主搬送波上で送信さ
れ得る。
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【００２１】
　図７は、本明細書における教示による、ＤＬ制御情報７００のためのＵＬ主搬送波を示
す。図７では、単一のＵＬ主搬送波７０４を使用して１つまたは複数のＤＬコンポーネン
トキャリア７０２に関する制御情報を搬送する。非主アップリンク搬送波７０６は、ダウ
ンリンク搬送波７０２に関する制御情報を送信するために使用され得ない。主ＵＬ搬送波
７０６は、ＵＬアンカー搬送波、または任意の他のＵＬ搬送波であってもよい。
【００２２】
　図８は、本明細書における教示による、ＵＬ８００上で制御情報を送信するためのＵＬ
搬送波およびＤＬ搬送波のペアリングを示す。図８では、それぞれのＤＬ搬送波８０２a

、８０２b、．．．８０２nに関する制御情報が対応する対のＵＬ搬送波８０６a、８０６b

、．．．８０６n上で送信されるように、それぞれのＤＬ搬送波８０２a、８０２b、．．
．８０２nは対応するＵＬ搬送波８０６a、８０６b、．．．８０６nと対になっている。
【００２３】
　図９は、本明細書における教示による、ＤＬコンポーネントキャリアのセットに関する
制御情報を送信するためにアップリンク主搬送波を使用する際の流れ図９００を示す。符
号９０５では、ＷＴＲＵはＵＬ搬送波のセットおよびＤＬ搬送波のセットに関する第１の
構成情報を受信する。第１の構成情報は、１つまたはいくつかの異なるメッセージに含ま
れ得る。例えば、ＵＬ搬送波のセットに関する構成情報は、ＤＬ搬送波のセット、または
ＵＬ搬送波の異なるサブセットに関する構成情報とは別のメッセージで受信され得る。符
号９１０では、ＷＴＲＵは第１の構成情報に従ってＵＬ搬送波のセットおよびＤＬ搬送波
のセットを構成する。符号９１５では、ＷＴＲＵはＵＬ主搬送波に関する第２の構成情報
を受信する。第１の構成情報および第２の構成情報は、共通のメッセージで受信されても
よく、または別のメッセージで受信されてもよい。符号９２０では、ＷＴＲＵは第２の構
成情報に従ってＵＬ主搬送波を構成する。符号９２５では、ＷＴＲＵはＤＬ搬送波のセッ
トを介してメッセージを受信する。符号９３０では、ＷＴＲＵはＵＬ主搬送波上でＤＬ搬
送波のセットに関する制御情報を送信する。ＷＴＲＵは、ＵＬ主搬送波を介してＤＬ搬送
波のセットの全てまたはサブセットに関する制御情報を送信することができる。
【００２４】
　図１０は、本明細書における教示による、ＵＬ上でＤＬコンポーネントキャリアの制御
情報を送信するためにＵＬ搬送波およびＤＬ搬送波を対にする際の流れ図１０００を示す
。符号１００５では、ＷＴＲＵはＵＬ搬送波のセットおよびＤＬ搬送波のセットに関する
第１の構成情報を受信する。第１の構成情報は、１つまたはいくつかの異なるメッセージ
に含まれ得る。例えば、ＵＬ搬送波のセットに関する構成情報は、ＤＬ搬送波のセット、
またはＵＬ搬送波の異なるサブセットに関する構成情報とは別のメッセージで受信されて
もよい。符号１０１０では、ＷＴＲＵは第１の構成情報に従ってＵＬ搬送波のセットおよ
びＤＬ搬送波のセットを構成する。符号１０１５では、ＷＴＲＵはＵＬ搬送波を割り当て
るための第２の構成情報を受信してＤＬ搬送波のセットに関する制御情報を搬送する。割
り当てられたＵＬ搬送波は、アンカー搬送波または主搬送波であってもよく、そうでなく
てもよい。第１の構成情報および第２の構成情報は、共通のメッセージで受信されてもよ
く、または別のメッセージで受信されてもよい。符号１０２０では、ＷＴＲＵは第２の構
成情報に従って対応するＵＬ搬送波をＤＬ搬送波のセットからのそれぞれのＤＬ搬送波に
割り当てる。符号１０２５では、ＷＴＲＵはＤＬ搬送波のセットを介してメッセージを受
信する。符号１０３０では、ＷＴＲＵはその対応するＵＬ搬送波を介してそれぞれのＤＬ
搬送波に関する制御情報を送信する。図６を参照すると、搬送波の受信および送信は送受
信機６１４によって行うことができ、搬送波の構成およびペアリングはプロセッサ６１６
によって行うことができる。
【００２５】
　例としてＩＥＥＥ８０２．１６ｍマルチキャリア動作を使用して、効率的な周波数選択
的で空間的なスケジューリングをＤＬにおいて達成することができるように、それぞれの
アクティブなＤＬ搬送波に関する制御情報の報告をＡＢＳ（アドバンスト基地局）に返す
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必要がある場合がある。それぞれのアクティブなＤＬ搬送波に関する制御情報は、ＤＬチ
ャネル品質フィードバック、ＤＬ　ＭＩＭＯ（多入力多出力）フィードバック、およびＤ
Ｌ　ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含み得るが、これらに限定されない。対のＵＬ搬送波
を有するＤＬ搬送波の場合、そのフィードバック制御情報は、その対応するＵＬ搬送波上
で送信するように構成され得る。対のＵＬ搬送波を有さないＤＬ搬送波の場合、そのフィ
ードバック制御情報は、ＡＭＳ（アドバンスト移動局）のＵＬ主搬送波上で送信され得る
。ＵＬ主搬送波はＡＭＳ固有であってもよい。
【００２６】
　例としてＬＴＥ－Ａを使用して、ＮULおよびＮDLがそれぞれ、アップリンクおよびダウ
ンリンクにおける集約された搬送波の数であると仮定する。ＮULはＮDLと同じでもよく、
またはそうでなくてもよいが、後者の場合は非対称キャリアアグリゲーションと呼ばれる
。複数の集約された搬送波がＬＴＥ－Ａにおいて使用されるので、効率的な周波数選択的
で空間的なスケジューリングをＤＬにおいて行うことができるように、集約された搬送波
におけるそれぞれのＤＬコンポーネントキャリアに関する、プリコーディングマトリクス
インジケータ（ＰＭＩ）およびＲＩ（ランクインジケータ）を含むＣＳＩ（チャネル状態
情報）またはＣＱＩの報告をｅＮＢに返す必要がある。第１の実施形態によれば、全ての
ＤＬコンポーネントキャリアに関するＣＳＩおよび／またはＣＱＩの周期的な報告のため
のＰＵＣＣＨは、ＵＬにおける主搬送波上で送信するように構成される。全てのダウンリ
ンク搬送波に関するＣＳＩおよび／またはＣＱＩの周期的な報告のための１つまたは複数
のＰＵＣＣＨは、ＰＵＣＣＨ伝送用に指定された主搬送波上で送信され、他の非主ＵＬ搬
送波上に存在することができない。１つまたは複数のＰＵＣＣＨを送信するために割り当
てられる主搬送波は、ＰＵＣＣＨ、ＣＱＩ、ＣＳＩ、ＰＭＩ、ＲＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報、ＨＡＲＱフィードバックおよびＳＲ（スケジューリング要求）を含むが、これらに限
定されない任意のタイプの制御情報を搬送することができる。ＵＬ主搬送波はＷＴＲＵ固
有であってもよく、ＵＬ主搬送波の指定は、ＲＲＣシグナリング、Ｌ１シグナリングまた
はＭＡＣ　ＣＥ（control element：制御要素）を介してＷＴＲＵに信号で伝えられても
よい。あるいは、主搬送波はセル固有であってもよい。ＬＴＥ－Ａ　ＷＴＲＵは、ＭＩＢ
（マスタ情報ブロック）またはＳＩＢ（システム情報ブロック）を得ることによって、主
搬送波に関する情報を取得することができる。
【００２７】
　任意選択で、それぞれのダウンリンク搬送波に関するＣＳＩ／ＣＱＩの周期的な報告の
ためのＰＵＣＣＨは、ＤＬ搬送波と対になった対応するＵＬ搬送波上で送信するように構
成され得る。ＵＬ搬送波とＤＬ搬送波との間のマッピングはＷＴＲＵ固有であってもよく
、ＲＲＣシグナリング、Ｌ１シグナリングまたはＭＡＣ　ＣＥ（制御要素）を介してＷＴ
ＲＵに信号で伝えられてもよい。あるいは、アップリンク搬送波とダウンリンク搬送波と
の間のマッピングは、セル固有であってもよい。ＬＴＥ－Ａ　ＷＴＲＵは、ＭＩＢまたは
ＳＩＢを得ることによって、情報を取得することができる。アップリンク搬送波とダウン
リンク搬送波との間のマッピングは、固定され、規格に規定されていてもよい。
【００２８】
　異なるダウンリンク搬送波のＣＳＩおよび／またはＣＱＩ報告の周期は、同じであるか
または異なるように構成され得る。例えば、ダウンリンクアンカー搬送波のＣＳＩ／ＣＱ
Ｉ報告周期は、ダウンリンク非アンカー搬送波のＣＳＩ／ＣＱＩ報告周期よりも短くなる
ように構成され得る。言い換えると、ダウンリンク非アンカー搬送波のＣＳＩ／ＣＱＩ報
告周期は、ダウンリンクアンカー搬送波のＣＳＩ／ＣＱＩ報告周期の整数倍であってもよ
い。このようにして、ダウンリンクアンカー搬送波のＣＳＩ／ＣＱＩは、ダウンリンク非
アンカー搬送波よりも頻繁に報告されるように構成される。異なるダウンリンク搬送波の
ＣＳＩ／ＣＱＩ報告の周期が同じかどうかに関わらず、異なるダウンリンク搬送波に関す
るＣＳＩ／ＣＱＩ報告の報告周期内のオフセットは、同じであるかまたは異なるように構
成され得る。
【００２９】
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　例として、上述のように全てのＤＬ搬送波に対してＰＵＣＣＨが主搬送波にマップされ
ていると仮定する。アンカー搬送波がＣＳＩ／ＣＱＩ報告のＰＵＣＣＨリソースを制限し
ている場合、任意のサブフレーム内のＰＵＣＣＨリソースの総量が最小限になるように、
ネットワークは異なる搬送波のオフセットを異なるように構成し得る。ＤＬ搬送波の相対
的な報告の周期性に関わらず、特定のＤＬ搬送波に関するＰＵＣＣＨ報告が他のＤＬ搬送
波に関する報告と重複しないように、システムのフレーム／サブフレームオフセットが構
成され得る。あるいは、ＤＬ搬送波毎にＰＵＣＣＨ報告に時差をつけることができる。こ
れを達成する１つの方法は、それぞれの関連するＤＬ搬送波に対して同じＰＵＣＣＨ周期
性を、それぞれに対して異なるサブフレームオフセットを用いて構成することである。あ
るいは、それぞれのＤＬ搬送波に関する報告が交互になるように周期的なＰＵＣＣＨを構
成することもできる。ＤＬ搬送波の所定のリストに従って順次切り替わるようにＰＵＣＣ
Ｈ　ＣＳＩ／ＣＱＩ報告を定義することができ、または特定の搬送波に関するより高いま
たはより低い周期性によって報告するように構成することができる。例えば、２つのＰＵ
ＣＣＨフレーム毎に１つのＤＬ搬送波を報告することができ、４つのＰＵＣＣＨフレーム
毎に２つの他の搬送波を報告することができる。別の例では、任意の特定の搬送波に関す
る周期的な報告を維持するために、報告レート間のモジュロ２乗算を使用して周期的なＰ
ＵＣＣＨ構成を十分に利用することができる。これらの解決策のいずれの場合も、ＰＵＣ
ＣＨ伝送の存在は、ＤＲＸまたは関連するＤＬ搬送波の起動／停止状態（activation/dea
ctivation state）によって制限され得る。ＷＴＲＵが特定のＤＬ搬送波上でＰＤＣＣＨ
を受信していないとき、主ＵＬ搬送波が複数のダウンリンク搬送波に関する同時のＣＳＩ
／ＣＱＩ報告をサポートするために多数のＰＵＣＣＨリソースを有する場合、異なる搬送
波のＣＳＩ／ＣＱＩ報告のためのＰＵＣＣＨが整列するように、ネットワークは異なる搬
送波のオフセットが同じになるように構成することができる。このように、ＤＲＸサイク
ルまたは起動／停止状態は、複数のダウンリンク搬送波に関するＣＳＩ／ＣＱＩ報告への
影響が少ない。
【００３０】
　複数の集約された搬送波がＬＴＥ－Ａにおいて使用されるが、１つだけの全ＷＴＲＵデ
ータ伝送バッファを維持することができる。したがって、バッファ占有率に基づいて、ア
ップリンクチャネルのリソースがＷＴＲＵに対してスケジュールされ得るように、ｅＮＢ
に対して１つだけのＳＲ（スケジューリング要求）を要求することができる。ＳＲ報告の
ためのＰＵＣＣＨは、以下の方法を使用して構成され得る。一実施形態では、ＳＲのＰＵ
ＣＣＨ報告は周期的になるように構成され、ＵＬにおける主搬送波上で送信される。ＳＲ
の１つまたは複数のＰＵＣＣＨ報告は、非主ＵＬ搬送波上に存在することができない。Ｕ
Ｌ主搬送波はＷＴＲＵ固有であってもよく、ＲＲＣシグナリング、Ｌ１シグナリングまた
はＭＡＣ　ＣＥ（制御要素）を介してＷＴＲＵに信号で伝えられてもよい。ＷＴＲＵ固有
のＵＬ主搬送波およびＤＬ主搬送波は、ＵＬ搬送波およびＤＬ搬送波全体にわたって改善
された負荷分散を可能にする。あるいは、主搬送波はセル固有であってもよい。ＬＴＥ－
Ａ　ＷＴＲＵは、ＭＩＢ（マスタ情報ブロック）またはＳＩＢ（システム情報ブロック）
を得ることによって、主搬送波に関する情報を取得することができる。セル固有である場
合、同じ主ＤＬ搬送波を有する全てのＷＴＲＵは、同じ主ＵＬ搬送波を有し得る。操作の
デフォルトモードは、ＷＴＲＵ固有のＲＲＣ再構成手順が適用されるまで、セル固有のＵ
Ｌ主搬送波を使用することができる。
【００３１】
　別の実施形態では、ＳＲのＰＵＣＣＨ報告を周期的になるように構成することができ、
また、アップリンク搬送波のセット上で送信することができ、このセットは２つ以上の搬
送波を含むことができるが、全てのＵＬ搬送波のセットよりも少なくてもよい。異なるア
ップリンク搬送波上にマップされるＰＵＣＣＨの周期およびオフセットを同じであるかま
たは異なるように構成することができる。ＷＴＲＵのＳＲ報告のためのＰＵＣＣＨが同じ
サブフレーム内のいくつかのアップリンク搬送波上で構成される場合、ＷＴＲＵはこれら
のＰＵＣＣＨのうちの１つまたはサブセット上で送信することができ、ＰＵＣＣＨは規格
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によって規定されていてもよい。
【００３２】
　ＳＲ報告のためのＰＵＣＣＨの場合、ネットワークはＵＬ＿ＳＣＨ（アップリンク共有
チャネル）割当てのＵＬ搬送波を決定し得ると仮定される。あるいは、ＷＴＲＵは、ＵＬ
リソースが要求されるＵＬ搬送波上でＳＲを送信することによってＵＬ＿ＳＣＨリソース
を要求し得る。このようにして、ＷＴＲＵは特定のＵＬ搬送波上でＵＬ＿ＳＣＨ割当てを
動的に要求し得る。特定のＵＬ搬送波上でＳＲを生成する決定基準は、トラフィック量ベ
ースおよび／または現在のＵＬ伝送要件をサポートするための他のＵＬ搬送波上での割当
ての機能に対するものであってもよい。
【００３３】
　マルチキャリア動作を用いるＩＥＥＥ８０２．１６ｍの場合、それぞれのアドバンスト
移動局に対して、主搬送波と呼ばれる搬送波を割り当てて、データトラフィックに加えて
ＰＨＹ（物理）および／またはＭＡＣ（媒体アクセス制御）シグナリングを搬送すること
ができる。ＴＤＤモードでは、ＤＬおよびＵＬの両方に対して、主搬送波として１つの搬
送波を使用することができる。ＦＤＤモードでは、それぞれＤＬ主搬送波およびＵＬ主搬
送波として、ＤＬ搬送波およびＵＬ搬送波を使用することができる。本明細書における教
示によれば、ＡＭＳの主搬送波は動的に変更されてもよい。さらに、本明細書において開
示される動的変更の方法をＵＬ搬送波またはＤＬ搬送波のいずれかに適用することができ
、ＵＬ搬送波および／またはＤＬ搬送波の任意の新しいセットを動的にまたは半永続的に
割り当てることができる。本明細書において開示される動的変更の方法を、ＵＬ搬送波と
ＤＬ搬送波の両方に一緒に、または単一方向ハンドオーバ手順においてＵＬ搬送波または
ＤＬ搬送波に別々に適用することができる。
【００３４】
　本明細書において記載される主搬送波の方法またはアンカー搬送波の方法のそれぞれの
場合、ＵＬ主搬送波、アンカー搬送波または任意の他の搬送波をＵＬ搬送波の構成された
セット内で切り替えることができる。切替えはＷＴＲＵまたはｅＮＢのいずれかによって
開始され、ＲＲＣ、ＭＡＣまたは物理制御シグナリングの方法のいずれかによって信号で
伝えられてもよい。この場合、切替えはセル内ハンドオーバ手順の一部であってもよい。
加えて、ＵＬ主搬送波、アンカー搬送波または任意の他の搬送波を、現在のセル内で現在
構成されているＵＬ搬送波のセットの一部ではないＵＬ搬送波に切り替えることができる
。この場合、切替えはセル間ハンドオーバ手順の一部であってもよい。この手順はｅＮＢ
またはＷＴＲＵのいずれかによって開始されてもよい。
【００３５】
　ＬＴＥ－Ａの場合、ＰＤＣＣＨ（物理ダウンリンク制御チャネル）を搬送するＤＬアン
カー搬送波に類似した、主搬送波またはＵＬアンカー搬送波と呼ばれるＵＬ搬送波を割り
当ててＰＵＣＣＨを搬送することができる。主搬送波はＵＬアンカー搬送波または任意の
他のＵＬ搬送波であってもよい。他の情報のなかでＨＡＲＱフィードバック、ＳＲ、およ
びＣＱＩ／ＣＳＩを搬送するために、１つまたは複数のＤＬアンカー搬送波およびＵＬア
ンカー搬送波を含む１つまたは複数のＵＬ主搬送波を使用することもできる。他の情報の
なかでＨＡＲＱフィードバック、ＳＲおよびＣＱＩ／ＣＳＩを搬送するために、他の非主
ＵＬ搬送波を使用することはできない。本明細書における教示によれば、１つまたは複数
のＤＬアンカー搬送波およびＵＬアンカー搬送波を含む１つまたは複数のＵＬ主搬送波を
動的に切り替えることができる。さらに、本明細書において開示される動的切替えの方法
をＵＬ搬送波またはＤＬ搬送波のいずれかに適用することができ、ＵＬ搬送波および／ま
たはＤＬ搬送波の任意の新しいセットを動的にまたは半永続的に割り当てることができる
。本明細書において開示される動的切替えの方法を、ＵＬ搬送波とＤＬ搬送波の両方に一
緒に、または単一方向ハンドオーバ手順または搬送波の再構成手順においてＵＬ搬送波ま
たはＤＬ搬送波に別々に適用することができる。
【００３６】
　ＷＴＲＵは、ハンドオーバがないＷＴＲＵの通常動作中に、またはハンドオーバ中に、
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アンカー搬送波または主搬送波を含むＤＬ搬送波および／またはＵＬ搬送波を切り替える
ことができる。ハンドオーバはセル間またはセル内のいずれかであってもよく、また、ｅ
ＮＢによって制御されてもよく、またはＷＴＲＵが順方向ハンドオーバを開始してもよい
。ＤＬ搬送波および／またはＵＬ搬送波の切替えは、速いとみなされる動的であってもよ
く、またはより遅いとみなされる半永続的であってもよい。ＷＴＲＵでのＤＬおよび／ま
たはＵＬコンポーネントキャリアの切替えは、ｅＮＢからのＤＬシグナリングによってト
リガされるか、事前に構成された切替えまたはホッピングパターンに基づき得る。ＤＬア
ンカー搬送波の切替えのトリガは、ｅＮＢまたはＷＴＲＵによって開始されるものであっ
てもよい。ＤＬ主搬送波またはアンカー搬送波の再割当ては、ＷＴＲＵによって受信され
ているＤＬ搬送波の現在のセット内の搬送波に対して、または現在そのＷＴＲＵに対する
アクティブなＤＬ搬送波のセットの一部ではない新しいＤＬ搬送波に対してであってもよ
い。新しい主搬送波またはアンカー搬送波の割当てがアクティブなＤＬ搬送波の現在のセ
ット内で行われるとき、ＲＬＣプロトコルおよびＰＤＣＰプロトコルのリセットおよび再
確立が必要とされないように、ＷＴＲＵの再構成手順が最適化され得る。
【００３７】
　動的および半永続的な切替えならびに単一方向ハンドオーバの方法が以降で詳細に述べ
られ、ＵＬ方向とＤＬ方向の両方における主搬送波、アンカー搬送波、非アンカー搬送波
または任意のアクティブな搬送波を含む任意の種類の搬送波に適用され得る。アンカー搬
送波に関して記載される方法を、主搬送波または非アンカー搬送波に同じように適用する
ことができ、またその逆も同様である。
【００３８】
　ＤＬおよび／またはＵＬコンポーネントキャリアの切替えは、多くの考えられるパター
ンに従い得る。１つのパターンによれば、切替えは、１つのコンポーネントキャリアから
別のコンポーネントキャリアへである。別のパターンによれば、切替えは、１つのコンポ
ーネントキャリアから搬送波の別のサブセットへであってもよく、このサブセットは、ア
ンカー搬送波または主搬送波であり得るトリガする搬送波を含んでもよく、含まなくても
よい。あるいは、切替えは、１つのコンポーネントキャリアから全てのコンポーネントキ
ャリアへであってもよい。別のパターンでは、切替えは、コンポーネントキャリアの１つ
のサブセットまたは全てのコンポーネントキャリアからアンカー搬送波または主搬送波で
あり得る１つのコンポーネントキャリアへであってもよい。別のパターンによれば、切替
えは、コンポーネントキャリアのサブセットからコンポーネントキャリアの別のサブセッ
トまたはＤＬ方向またはＵＬ方向における全てのコンポーネントキャリアへであってもよ
い。さらに別のパターンでは、切替えは、ＤＬ方向またはＵＬ方向における全てのコンポ
ーネントキャリアからコンポーネントキャリアのサブセットへであってもよい。
【００３９】
　搬送波の数を増加させることによって搬送波のセットを切り替えることは、拡張（expa
nsion）と呼ばれる。同様に、搬送波の数を減少させることによって搬送波のセットを切
り替えることは、縮小（contraction）と呼ばれる。ＤＬおよび／もしくはＵＬコンポー
ネントキャリアの切替えまたは拡張は、ＲＲＣシグナリングおよび／またはＬ１／Ｌ２シ
グナリングを使用して信号で伝えられ得る。例えば、ＰＤＣＣＨ、ＰＵＣＣＨ、またはＭ
ＡＣ（媒体アクセス制御）レイヤが使用され得る。ＲＲＣメッセージを使用して切替えを
信号で伝えることができ、またはＭＡＣ　ＣＥ（制御要素）およびＰＤＣＣＨを使用して
切替えシグナリングをＷＴＲＵに搬送することができる。ＲＲＣメッセージを使用してコ
ンポーネントキャリア構成を提供することができ、ＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥを使用
して切替えを信号で伝えることができる。ＰＤＣＣＨ／ＰＵＣＣＨおよび／またはＭＡＣ
　ＣＥシグナリングを使用する機能も、セル内搬送波の切替えだけのために使用され得る
。１つまたは複数のＵＬもしくはＤＬアンカー搬送波または１つまたは複数の主搬送波の
切替えは、アクティブな搬送波の現在のセット内で行われてもよい。また、ＲＲＣメッセ
ージを使用して後に続くＷＴＲＵのためのおよびセル間ハンドオーバのための切替えまた
はホッピングパターンを信号で伝えることができる。ホッピングおよびＤＬシグナリング
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を使用してコンポーネントキャリアの切替えをトリガすることができ、信号は、ＷＴＲＵ
がホッピング手法を使用するときから、ｅＮＢからＷＴＲＵへＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　
ＣＥを介して送信され得る。ＷＴＲＵがＤＬシグナリングに基づいてコンポーネントキャ
リアを切り替えると、ホッピングおよびＤＬシグナリングが開始し得る。ＷＴＲＵは、Ｐ
ＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥを使用して搬送波の切替えを信号で伝えるとき、ＷＴＲＵと
ｅＮＢとの間のアクティブな搬送波の配列を維持するために搬送波の切替えのメッセージ
に肯定応答を送ることができる。また、ＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥの受信に対してサ
ブフレーム境界上での時刻同期した切替えを定義することができる。
【００４０】
　一実施形態によれば、ＤＬおよび／またはＵＬコンポーネントキャリアの切替えは、１
つのコンポーネントキャリアから別のコンポーネントキャリアへであってもよい。これは
、ＷＴＲＵが１つのアンカー搬送波から別のアンカー搬送波へ切り替えるときに行われ得
る。ＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥを使用して切替えをＷＴＲＵに信号で伝えることがで
きる。切替えがハンドオーバ中に行われる場合、ハンドオーバコマンドに含まれるＲＲＣ
メッセージを使用して１つのセルから別のセルへアンカー搬送波の切替えを信号で伝える
ことができる。ＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥまたはハンドオーバコマンドの内部に含ま
れるメッセージは、以下の情報、すなわち、開始伝送時間間隔（ＴＴＩ）、例えば、新し
いＤＬアンカー搬送波をキャプチャするためまたは新しいＵＬ搬送波上で送信するために
ＷＴＲＵが監視するシステムフレーム番号（ＳＦＮ）、既存のＵＬ／ＤＬアンカー搬送波
に対してＷＴＲＵによって切断されるＴＴＩ（例えばＳＦＮ）、ＷＴＲＵはＷＴＲＵがリ
ッスンする新しいＤＬ／ＵＬアンカー搬送波および次のアンカー搬送波上にどのくらい留
まり得るか、および新しいアンカー搬送波上でのＤＲＸ（不連続受信）に対する無活動タ
イマ（inactivity timer）またはオンデュレーションタイマ（on-duration timer）を開
始するトリガのいずれかまたは全てを含み得る。アンカー搬送波を切り替えるとき、異な
る搬送波に対する構成は維持され得る。任意選択で、いくつかの搬送波に対する構成は変
化し得る。
【００４１】
　既存のアンカー搬送波から別のアンカー搬送波への切替えをトリガするためにＰＤＣＣ
ＨまたはＭＡＣ　ＣＥを使用することに加え、切替えは、ＲＲＣメッセージを介して信号
で伝えることができるホッピングパターンに従うこともできる。ｅＮＢはＰＤＣＣＨまた
はＭＡＣ　ＣＥを使用して、ＷＴＲＵに、搬送波のホッピングパターンを終了させ、ＷＴ
ＲＵが搬送波の切替えをトリガするためにＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥ上に含まれる情
報に従うことを要求するように信号で伝えることができる。あるいは、ｅＮＢは、ＰＤＣ
ＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥを使用してＲＲＣメッセージによって信号で伝えられるホッピン
グパターンに続く搬送波の切替えを起動することができる。
【００４２】
　別の実施形態によれば、ＤＬおよび／またはＵＬコンポーネントキャリアの切替えは、
１つのコンポーネントキャリアから搬送波の別のサブセットへであってもよく、このサブ
セットは、トリガする搬送波を含まなくてもよく、また、主搬送波であり得るアンカー搬
送波のみまたは全てのコンポーネントキャリアであってもよい。これは、前に述べたよう
に主搬送波であり得るアンカー搬送波によって起動されるより多くのＤＬコンポーネント
キャリアを必要とするＤＬデータがあるときに行われ得る。他のＤＬコンポーネントキャ
リアの起動は、ＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥを介してでもよい。ＰＤＣＣＨまたはＭＡ
Ｃ　ＣＥは、どのＤＬコンポーネントキャリアが起動され得るかに関するインジケータを
含むこともできる。起動される搬送波に関するパラメータは、それぞれの搬送波について
同じであってもよく、同じでなくてもよい。例えば、それぞれのコンポーネントキャリア
に対する無活動タイマは異なっていてもよい。搬送波のサブセットは同時に起動され得る
が、ＤＬ伝送アクティビティによっては、一定のコンポーネントキャリアはＰＤＣＣＨま
たはＭＡＣ　ＣＥを介してアンカー搬送波によって停止され得る。コンポーネントキャリ
アのこのサブセットのそれぞれは、その搬送波でのＤＬ伝送が成功裏に完了した場合、自
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立的にスリープに入り得る。これがハンドオーバ中に行われる場合、起動メッセージはハ
ンドオーバコマンドに含まれ得る。
【００４３】
　別の実施形態によれば、ＤＬおよび／またはＵＬコンポーネントキャリアの切替えは、
コンポーネントキャリアの１つのサブセットまたは全てのコンポーネントキャリアから１
つのコンポーネントキャリア、例えば、主搬送波であり得るアンカー搬送波へであっても
よい。これは、コンポーネントキャリアのうちのいくつかまたは全てがデータ伝送のため
に休止状態から起動されてから、伝送を終了し、スリープモードに戻るときに行われ得る
。搬送波を停止させるための切替えは、アンカー（または主）搬送波を除くコンポーネン
トキャリアのサブセットのそれぞれに対して、ＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥを介して信
号で伝えられ得る。あるいは、アンカー搬送波以外の搬送波は、１つまたは複数のタイマ
が満了すると自立的に停止し得る。あるいは、メッセージはアンカー搬送波上のＰＤＣＣ
ＨまたはＭＡＣ　ＣＥに含まれるだけでもよい。この切替え中に、存続するアンカー搬送
波は、コンポーネントキャリアのサブセットを起動するアンカー搬送波とは異なっていて
もよい。これがハンドオーバ中に行われる場合、起動メッセージはハンドオーバコマンド
に含まれ得る。
【００４４】
　別の実施形態によれば、ＤＬおよび／またはＵＬコンポーネントキャリアの切替えは、
コンポーネントキャリアのサブセットからコンポーネントキャリアの別のサブセットまた
は全てのコンポーネントキャリアへであってもよい。同様に、切替えは、全てのコンポー
ネントキャリアからコンポーネントキャリアのサブセットへであってもよい。切替えは、
アンカー搬送波上のＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥを介してＷＴＲＵに信号で伝えられ得
る。任意選択で、全てのアクティブなコンポーネントキャリアからのメッセージはＰＤＣ
ＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥに含まれ得る。ＷＴＲＵがメッセージを受信すると、ＷＴＲＵは
、信号で伝えられる内容に従って一定のコンポーネントキャリアを停止し、他の搬送波を
起動し得る。これがハンドオーバ中に行われる場合、起動メッセージはハンドオーバコマ
ンドに含まれ得る。また、切替えは、ＲＲＣメッセージを介して信号で伝えられた事前に
構成されたホッピングパターンに基づいて行われ得る。
【００４５】
　アンカー搬送波および搬送波のアクティブなセットの切替えをセル間ハンドオーバにお
いて適用することができる。任意の１つのアクティブなＵＬ搬送波またはＤＬ搬送波を再
割当てして、ＰＤＣＣＨ／ＰＵＣＣＨ、またはＲＲＣ再構成を必要としないＭＡＣ　ＣＥ
シグナリングを有するアンカー搬送波とすることができる。明示的な信号確認は、ＨＡＲ
Ｑ肯定応答信号を介して送られ得るが、例えば特定の搬送波上でのＷＴＲＵに対するＰＤ
ＣＣＨまたはＰＵＣＣＨの再割当てを検出することによって、暗黙的な確認も可能である
。既存の構成は、新しいアンカー搬送波に転送され得る。この構成は、ＰＤＣＣＨ構成お
よびＰＵＣＣＨ構成を越えて、例えば、ＤＲＸサイクルおよび関連するタイマ、半永続的
なスケジューリング構成、ＨＡＲＱエンティティ／プロセス割当ておよび他の構成を含ん
でもよい。
【００４６】
　セル内ハンドオーバの場合、アンカー搬送波もしくは主搬送波、またはアクティブな搬
送波のセットの切替えを、ＵＬ搬送波だけまたはＤＬ搬送波だけのために適用することが
できる。これは、単一方向ハンドオーバとみなされ得る。その方向における構成および動
作のみが搬送波の切替えの影響を受ける。搬送波の切替えの基準は、例えば、搬送波の品
質測定値またはトラフィック輻輳であってもよい。ＷＴＲＵはＲＬＦ（無線リンク障害）
手順を使用することができ、またはｅＮＢはＳＲＳ（サウンドリファレンス信号）または
ＣＱＩ（チャネル品質インジケータ）の受信を使用してその手順を呼び出すことができる
。ＷＴＲＵは、１つまたは複数のＤＬコンポーネントキャリア上のＲＬＦを検出し、選択
して、ＤＬ搬送波の切替え手順を呼び出すことができる。このＤＬ切替え手順を一意的に
ＤＬアンカー搬送波または主搬送波に適用することができる。ＷＴＲＵによって開始され
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る手順は、ＲＲＣ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＰＵＣＣＨシグナリングのいずれかによって達
成され得る。ｅＮＢは、それぞれの構成されたＵＬ搬送波上でのＳＲＳの受信からＵＬコ
ンポーネントキャリアの切替えのための基準を検出するか、またはＵＬ主コンポーネント
キャリア上で受信されたＤＬ　ＣＱＩ報告からＤＬコンポーネントキャリアの切替えのた
めの基準を検出することができる。ｅＮＢによって開始されるＵＬまたはＤＬコンポーネ
ントキャリア（ＣＣ）の切替え手順は、ＲＲＣ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＰＤＣＣＨシグナ
リングによって達成され得る。
【００４７】
　図１１Ａ、図１１Ｂ、図１２Ａおよび図１２Ｂは、共通のｅＮＢ上での搬送波の切替え
の例を示す。図１１Ａおよび１１Ｂでは、ＤＬ搬送波１１１０A、１１１０B、および１１
１０C並びにＵＬ搬送波１１１２A、１１１２B、および１１１２Cは、ｅＮＢ１１０２とＷ
ＴＲＵ１１０６との間で構成されている。ＤＬ搬送波１１１０A、１１１０B、および１１
１０C並びにＵＬ搬送波１１１２A、１１１２B、および１１１２Cは、アンカー搬送波、主
搬送波および非アンカー搬送波を含み得る。図１１Ａおよび図１１Ｂでは、伝送は、現在
構成され起動されており、有効なＤＬスケジューリング割当てまたはＵＬグラントを有す
る任意の搬送波１１１０A、１１１０B、１１１０C、１１１２A、１１１２B、および１１
１２C上に存在する。図１１Ａでは、網かけで示されているように、ＤＬ主搬送波または
アンカー搬送波はＤＬ搬送波１１１０A上で構成され、ＵＬ主搬送波またはアンカー搬送
波はＵＬ搬送波１１１２B上で構成されている。図１１Ｂでは、以前はＵＬ搬送波１１１
２B上に存在していたＵＬ主搬送波は、構成された搬送波のセット内のＵＬ搬送波１１１
２Cに切り替えられる。例えば、ＵＬ主搬送波またはアンカー搬送波１１１２Bは、新しい
ＵＬ主搬送波またはアンカー搬送波１１１２Cに切り替えられ得る。ＵＬ搬送波が切り替
えられたときにＤＬ搬送波が切り替えられ得ないように、ＵＬおよびＤＬにおける切替え
は独立して、または単一方向で行われ得る。
【００４８】
　同様に、図１２Ａおよび図１２Ｂでは、ＤＬ搬送波１２１０A、１２１０B、および１２
１０C並びにＵＬ搬送波１２１２A、１２１２B、および１２１２Cは、ｅＮＢ１２０２とＷ
ＴＲＵ１２０６との間で構成されている。ＤＬ搬送波１２１０A、１２１０B、および１２
１０C並びにＵＬ搬送波１２１２A、１２１２B、および１２１２Cは、アンカー搬送波、主
搬送波および非アンカー搬送波を含み得る。図１２Ａおよび図１２Ｂでは、伝送は、現在
構成され起動されており、有効なＤＬスケジューリング割当てまたはＵＬグラントを有す
る任意の搬送波１２１０A、１２１０B、１２１０C、１２１２A、１２１２B、および１２
１２C上に存在する。図１２Ａでは、網かけで示されているように、ＤＬ主搬送波または
アンカー搬送波はＤＬ搬送波１２１０A上で構成され、ＵＬ主搬送波またはアンカー搬送
波はＵＬ搬送波１２１２B上で構成されている。図１２Ｂでは、以前はＤＬ搬送波１２１
０A上に存在していたＤＬ主搬送波は、構成された搬送波のセット内のＤＬ搬送波１２１
０Cに切り替えられる。例えば、ＤＬ主搬送波またはアンカー搬送波１２１０Aは、新しい
ＤＬ主搬送波またはアンカー搬送波１２１０Cに切り替えられ得る。ＤＬ搬送波が切り替
えられたときにＵＬ搬送波が切り替えられ得ないように、ＵＬおよびＤＬにおける切替え
は独立して、または単一方向で行われ得る。
【００４９】
　図１１Ａ、図１１Ｂ、図１２Ａおよび図１２Ｂは、既存の構成された搬送波のセット内
の共通のｅＮＢ上での搬送波の切替えの例を図示している。これらの例では、主搬送波ま
たはアンカー搬送波は、現在構成されている搬送波のセット内で切り替えられる。同様に
、搬送波は、新しい搬送波を構成してから切替えを実行することによって、以前に構成さ
れた搬送波のセット以外で切り替えられ得る。さらに、搬送波の切替え中に、構成された
搬送波のセットを拡張または縮小することができる。同様の手順を非主搬送波または非ア
ンカー搬送波に適用することができる。
【００５０】
　図１３Ａ、図１３Ｂ、図１４Ａおよび図１４Ｂは、単一方向ハンドオーバと呼ばれる、
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１つのｅＮＢから別のｅＮＢへの搬送波の切替えの例を示す。図１３Ａおよび図１３Ｂで
は、ＤＬ搬送波１３１０A、１３１０B、および１３１０C並びにＵＬ搬送波１３１２A、１
３１２B、および１３１２Cは、ｅＮＢ１３０２とＷＴＲＵ１３０６との間で構成されてい
る。また、ＤＬ搬送波１３１０Dは、ｅＮＢ１３０４とＷＴＲＵ１３０６との間で構成さ
れている。ＤＬ搬送波１３１０A、１３１０B、１３１０C、および１３１０D並びにＵＬ搬
送波１３１２A、１３１２B、および１３１２Cは、アンカー搬送波、主搬送波および非ア
ンカー搬送波を含み得る。図１３Ａおよび図１３Ｂでは、伝送は、現在構成され起動され
ており、有効なＤＬスケジューリング割当てまたはＵＬグラントを有する任意の搬送波１
３１０A、１３１０B、１３１０C、１３１０D、１３１２A、１３１２B、および１３１２C

上に存在する。図１３Ａでは、網かけで示されているように、ＤＬ主搬送波またはアンカ
ー搬送波はＤＬ搬送波１３１０A上で構成され、ＵＬ主搬送波またはアンカー搬送波はＵ
Ｌ搬送波１３１２C上で構成されている。図１３Ｂでは、以前はＤＬ搬送波１３１０A上に
存在していたＤＬ主搬送波は、単一方向ハンドオーバの一部として、ｅＮＢ１３０４上の
構成されたＤＬ搬送波１３１０Dに切り替えられる。例えば、ＤＬ主搬送波またはアンカ
ー搬送波１３１０Aは、新しいｅＮＢ１３０４上の新しいＤＬ主搬送波またはアンカー搬
送波１３１０Dに切り替えられ得る。ＵＬ搬送波が切り替えられたときにＤＬ搬送波が切
り替えられ得ないように、ＵＬおよびＤＬにおける切替えは独立して、または単一方向で
行われ得る。
【００５１】
　図１４Ａおよび図１４Ｂでは、ＤＬ搬送波１４１０A、１４１０B、および１４１０C並
びにＵＬ搬送波１４１２A、１４１２B、および１４１２Cは、ｅＮＢ１４０２とＷＴＲＵ
１４０６との間で構成されている。また、ＵＬ搬送波１４１２Dは、ｅＮＢ１４０４とＷ
ＴＲＵ１４０６との間で構成されている。ＤＬ搬送波１４１０A、１４１０B、１４１０C

、および１４１０D並びにＵＬ搬送波１４１２A、１４１２B、および１４１２Cは、アンカ
ー搬送波、主搬送波および非アンカー搬送波を含み得る。図１４Ａおよび図１４Ｂでは、
伝送は、現在構成され起動されており、有効なＤＬスケジューリング割当てまたはＵＬグ
ラントを有する任意の搬送波１４１０A、１４１０B、１４１０C、１４１２A、１４１２B

、１４１２Cおよび１４１２D上に存在する。図１４Ａでは、網かけで示されているように
、ＤＬ主搬送波またはアンカー搬送波はＤＬ搬送波１４１０A上で構成され、ＵＬ主搬送
波またはアンカー搬送波はＵＬ搬送波１４１２C上で構成されている。図１４Ｂでは、以
前はＵＬ搬送波１４１２C上に存在していたＵＬ主搬送波は、単一方向ハンドオーバの一
部として、ｅＮＢ１４０４上の構成されたＵＬ搬送波１４１２Dに切り替えられる。例え
ば、ＵＬ主搬送波またはアンカー搬送波１４１２Cは、新しいｅＮＢ１４０４上の新しい
ＵＬ主搬送波またはアンカー搬送波１４１２Dに切り替えられ得る。ＵＬ搬送波が切り替
えられたときにＤＬ搬送波が切り替えられ得ないように、ＵＬおよびＤＬにおける切替え
は独立して、または単一方向で行われ得る。
【００５２】
　図１３Ａ、図１３Ｂ、図１４Ａおよび図１４Ｂは、既存の構成された搬送波のセット内
の異なるｅＮＢ間での搬送波の切替え（すなわち、単一方向ハンドオーバ）の例を図示し
ている。これらの例では、主搬送波またはアンカー搬送波は、現在構成されている搬送波
のセット内で切り替えられる。同様に、搬送波は、対象のｅＮＢ上で新しい搬送波を構成
してから切替えを実行することによって、以前に構成された搬送波のセット以外で切り替
えられ得る。さらに、搬送波の切替え中に、既存のｅＮＢまたは対象のｅＮＢ上のいずれ
かで、構成された搬送波のセットを拡張または縮小することができる。同様の手順を非主
搬送波または非アンカー搬送波に適用することができることにも留意すべきである。
【００５３】
　実施形態
　１．マルチキャリア無線通信のための方法。
【００５４】
　２．ＤＬ（ダウンリンク）搬送波のセットおよびＵＬ（アップリンク）搬送波のセット
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に関する第１の構成情報を受信することをさらに含む、実施形態１に記載の方法。
【００５５】
　３．第１の構成情報に従ってＤＬ搬送波のセットおよびＵＬ搬送波のセットを構成する
ことをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００５６】
　４．ＵＬ主搬送波を割り当てるための第２の構成情報を受信することをさらに含む、前
記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００５７】
　５．第２の構成情報に従ってＵＬ主搬送波を割り当てることをさらに含む、前記実施形
態のいずれかに記載の方法。
【００５８】
　６．ＤＬ搬送波の構成されたセットを介してメッセージを受信することをさらに含む、
前記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００５９】
　７．ＵＬ主搬送波を介してＤＬ搬送波の構成されたセットに関する制御情報を送信する
ことをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００６０】
　８．第１の構成情報および第２の構成情報が共通のメッセージで受信される、前記実施
形態のいずれかに記載の方法。
【００６１】
　９．ＤＬ搬送波の構成されたセットからのそれぞれのＤＬ搬送波を、ＵＬ搬送波の構成
されたセットからの対応するＵＬ搬送波と対にすることをさらに含む、前記実施形態のい
ずれかに記載の方法。
【００６２】
　１０．ＤＬ搬送波の構成されたセットからのそれぞれのＤＬ搬送波に関する制御情報を
対応するＵＬ搬送波を介して送信することをさらに含む、実施形態９に記載の方法。
【００６３】
　１１．ＤＬ搬送波のセットおよびＵＬ搬送波のセットがＬＴＥ－Ａ（アドバンスト）無
線通信におけるコンポーネントキャリアである、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００６４】
　１２．ＵＬ主搬送波がアンカー搬送波である、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００６５】
　１３．制御情報がＰＵＣＣＨ（物理ＵＬ制御チャネル）、ＨＡＲＱ（ハイブリッド自動
再送要求）フィードバック、ＳＲ（スケジューリング要求）、ＣＳＩ（チャネル状態情報
）、ＣＱＩ（チャネル品質インジケータ）、ＰＭＩ（プリコーディングマトリクスインジ
ケータ）、またはＲＩ（ランクインジケータ）のうちの少なくとも１つを含む、前記実施
形態のいずれかに記載の方法。
【００６６】
　１４．ＤＬ搬送波のセットおよびＵＬ搬送波のセットがＩＥＥＥ８０２．１６ｍ無線通
信における搬送波である、実施形態１～１０のいずれかに記載の方法。
【００６７】
　１５．ＵＬ搬送波の構成されたセットからの少なくとも１つのＵＬ搬送波を介してＵＬ
通信を送信することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００６８】
　１６．ＤＬ搬送波の構成されたセットからの少なくとも１つのＤＬ搬送波を介してＤＬ
通信を受信することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００６９】
　１７．ＵＬ通信を新しいＵＬ搬送波に切り替える命令を受信することをさらに含む、前
記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００７０】
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　１８．命令に従ってＵＬ通信を少なくとも１つのＵＬ搬送波から新しいＵＬ搬送波に切
り替えることをさらに含む、実施形態１７に記載の方法。
【００７１】
　１９．少なくとも１つのＤＬ搬送波を介してＤＬ通信の受信を継続することをさらに含
む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００７２】
　２０．少なくとも１つのＵＬ搬送波および新しいＵＬ搬送波が共通のｅＮＢ上にある、
実施形態１７～１９のいずれかに記載の方法。
【００７３】
　２１．少なくとも１つのＵＬ搬送波が第１のｅＮＢ上にあって、新しいＵＬ搬送波が第
２のｅＮＢ上にあり、ＵＬ通信を切り替えることが単一方向ハンドオーバの一部である、
実施形態１７～１９のいずれかに記載の方法。
【００７４】
　２２．新しいＵＬ搬送波がＵＬ搬送波の構成されたセットからのものである、実施形態
１７～２１のいずれかに記載の方法。
【００７５】
　２３．新しいＵＬ搬送波が、構成されていない搬送波である、実施形態１７～２１のい
ずれかに記載の方法であって、ＵＬ通信を切り替える前に新しいＵＬ搬送波を構成するこ
とをさらに含む方法。
【００７６】
　２４．ＤＬ通信を新しいＤＬ搬送波に切り替える命令を受信することをさらに含む、前
記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００７７】
　２５．命令に従ってＤＬ通信を少なくとも１つのＤＬ搬送波から新しいＤＬ搬送波に切
り替えることをさらに含む、実施形態２４に記載の方法。
【００７８】
　２６．少なくとも１つのＵＬ搬送波を介してＵＬ通信の受信を継続することをさらに含
む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００７９】
　２７．少なくとも１つのＤＬ搬送波および新しいＤＬ搬送波が共通のｅＮＢ上にある、
実施形態２４～２６のいずれかに記載の方法。
【００８０】
　２８．少なくとも１つのＤＬ搬送波が第１のｅＮＢ上にあって、新しいＤＬ搬送波が第
２のｅＮＢ上にあり、ＤＬ通信を切り替えることが単一方向ハンドオーバの一部である、
実施形態２４～２６のいずれかに記載の方法。
【００８１】
　２９．新しいＤＬ搬送波がＤＬ搬送波の構成されたセットからのものである、実施形態
２４～２８のいずれかに記載の方法。
【００８２】
　３０．新しいＤＬ搬送波が、構成されていない搬送波である、実施形態２４～２８のい
ずれかに記載の方法であって、ＤＬ通信を切り替える前に新しいＤＬ搬送波を構成するこ
とをさらに含む方法。
【００８３】
　３１．ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）によって実行される、前記実施形態のいず
れかに記載の方法。
【００８４】
　３２．ｅＮＢによって実行される、実施形態１～３０のいずれかに記載の方法。
【００８５】
　特徴および要素を特定の組合せで上述したが、それぞれの特徴または要素は、その他の
特徴および要素なしで単独で、または他の特徴および要素あり若しくはなしで様々な組合
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せで使用され得る。本明細書において提供される方法または流れ図は、汎用コンピュータ
またはプロセッサによって実行するためにコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれたコン
ピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにおいて実施され得る。コン
ピュータ可読記憶媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、レジスタ、キャッシュメモリ、半
導体メモリデバイス、内部ハードディスクおよび取外し可能ディスクなどの磁気媒体、光
磁気媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭディスクおよびＤＶＤなどの光学媒体が挙げられる。
【００８６】
　適切なプロセッサとしては、例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロ
セッサ、ＤＳＰ（デジタル信号プロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに
関連する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ
）回路、任意の他のタイプのＩＣ（集積回路）、および／または状態機械が挙げられる。
【００８７】
　ソフトウェアに関連するプロセッサを使用して、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）
、ＵＥ（ユーザ機器）、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、また
は任意のホストコンピュータにおいて使用するための無線周波数送受信機を実施すること
ができる。ＷＴＲＵをモジュールと組み合わせて使用し、カメラ、ビデオカメラモジュー
ル、ビデオフォン、スピーカフォン、振動デバイス、スピーカ、マクロフォン、テレビジ
ョン送受信機、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）モジュール、ＦＭ（周波数変調）無線ユニット、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）表示ユニ
ット、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）表示ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディア
プレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、および／または
任意のＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク）もしくはＵＷＢ（超広帯域）モジュ
ールなどのハードウェアおよび／またはソフトウェアにおいて実施することができる。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】
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【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】
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