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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＴＡＧ（ｔｉｍｉｎｇ　ａｄｖａｎｃｅ　ｇｒｏｕｐ）を支援する無線通信シス
テムにおいて端末によって上りリンク送信電力を設定するための方法であって、前記方法
は、
　複数のＴＡＧ（ｔｉｍｉｎｇ　ａｄｖａｎｃｅ　ｇｒｏｕｐ）を構成することであって
、前記複数のＴＡＧのうちの第１のＴＡＧは、プライマリセルを含み、前記複数のＴＡＧ
のうちの第２のＴＡＧは、セカンダリセルを含む、ことと、
　ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
）を基地局から受信することであって、前記ＰＤＣＣＨは、前記第２のＴＡＧがプライマ
リセルを含まない場合に、前記第２のＴＡＧの前記セカンダリセル上での非競合ランダム
アクセス手順をトリガーする、ことと、
　前記ＰＤＣＣＨに基づいて、前記第２のＴＡＧの前記セカンダリセルを通してランダム
アクセスプリアンブルを前記基地局に送信することと、
　前記ランダムアクセスプリアンブルに応答して、前記第２のＴＡＧの前記セカンダリセ
ルとは異なるサービングセルを通して前記基地局からランダムアクセス応答メッセージを
受信することと、
　前記ランダムアクセス応答メッセージの受信に従って、前記第２のＴＡＧの前記セカン
ダリセルを通して送信されるべきＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａ
ｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の送信電力を決定するために、因子値の蓄積をリセットするこ
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とと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記因子値は、送信電力制御命令（ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ）の値に対応する、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ランダムアクセス応答メッセージは、送信電力制御命令（ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ
）を含み、
　前記因子値がリセットされる場合、前記因子値の初期値は、前記ランダムアクセス応答
メッセージに含まれるＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ値、および前記第２のＴＡＧの前記セカン
ダリセル上での少なくとも１回のランダムアクセスプリアンブルの送信による総電力ラン
プ－アップ値を用いて設定される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記リセットされた因子値を用いて、ＰＵＳＣＨ送信電力を決定することと、
　前記決定されたＰＵＳＣＨ送信電力に基づいて、前記第２のＴＡＧの前記セカンダリセ
ルを通して前記ＰＵＳＣＨを送信することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のＴＡＧは、セカンダリセルを含み、前記第１のＴＡＧの前記セカンダリセル
は、前記第１のＴＡＧの前記プライマリセルと同期している、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　複数のＴＡＧ（ｔｉｍｉｎｇ　ａｄｖａｎｃｅ　ｇｒｏｕｐ）を支援する無線通信シス
テムにおいて上りリンク送信電力を設定するための端末であって、前記端末は、
　複数のＴＡＧ（ｔｉｍｉｎｇ　ａｄｖａｎｃｅ　ｇｒｏｕｐ）を構成するように構成さ
れたプロセッサであって、前記複数のＴＡＧのうちの第１のＴＡＧは、プライマリセルを
含み、前記複数のＴＡＧのうちの第２のＴＡＧは、セカンダリセルを含む、プロセッサと
、
　ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
）を前記プライマリセルを通して基地局から受信するように構成された受信器であって、
前記ＰＤＣＣＨは、前記第２のＴＡＧがプライマリセルを含まない場合に、前記第２のＴ
ＡＧの前記セカンダリセル上での非競合ランダムアクセス手順をトリガーする、受信器と
、
　前記ＰＤＣＣＨに基づいて、前記第２のＴＡＧの前記セカンダリセルを通してランダム
アクセスプリアンブルを前記基地局に送信するように構成された送信器と
　を備え、
　前記受信器は、前記ランダムアクセスプリアンブルに応答して、前記第２のＴＡＧの前
記セカンダリセルとは異なるサービングセルを通して前記基地局からランダムアクセス応
答メッセージを受信するようにさらに構成されており、
　前記プロセッサは、前記ランダムアクセス応答メッセージの受信に従って、前記第２の
ＴＡＧの前記セカンダリセルを通して送信されるべきＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕ
ｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の送信電力を決定するために、因子値の蓄
積をリセットするように構成されている、端末。
【請求項７】
　前記因子値は、送信電力制御命令（ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ）の値に対応する、請求項
６に記載の端末。
【請求項８】
　前記第１のＴＡＧは、セカンダリセルを含み、前記第１のＴＡＧの前記セカンダリセル
は、前記第１のＴＡＧの前記プライマリセルと同期している、請求項６に記載の端末。
【請求項９】
　前記プロセッサは、前記リセットされた因子値を用いて、ＰＵＳＣＨ送信電力を決定す
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るようにさらに構成されており、
　前記送信器は、前記決定されたＰＵＳＣＨ送信電力に基づいて、前記第２のＴＡＧの前
記セカンダリセルを通して前記ＰＵＳＣＨを送信するようにさらに構成されている、請求
項６に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、特に、無線通信システムにおいて上りリンク送信電力を設
定する方法及びそのための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明を適用することができる無線通信システムの一例として３ＧＰＰ　ＬＴＥ（３ｒ
ｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅ
ｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ；以下、「ＬＴＥ」という。）通信システムについて概略的に
説明する。
【０００３】
　図１は、無線通信システムの一例としてＥ－ＵＭＴＳネットワーク構造を概略的に示す
図である。
【０００４】
　Ｅ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）は、既存ＵＭＴＳから進展したシステムで、現
在３ＧＰＰで基礎的な標準化作業を進行している。一般に、Ｅ－ＵＭＴＳは、ＬＴＥ（Ｌ
ｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムと呼ぶこともできる。ＵＭＴＳ及びＥ
－ＵＭＴＳの技術規格（ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）の詳細な内
容はそれぞれ、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ」のＲｅｌｅａｓｅ　８とＲｅｌｅａｓｅ　９を参照するこ
とができる。
【０００５】
　図１を参照すると、Ｅ－ＵＭＴＳは、端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）、
基地局（ｅＮｏｄｅ　Ｂ；ｅＮＢ）、及びネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）の終端に位置
して外部ネットワークと接続するアクセスゲートウェイ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ
；ＡＧ）を含む。基地局はブロードキャストサービス、マルチキャストサービス及び／又
はユニキャストサービスのために多重データストリームを同時に送信することができる。
【０００６】
　一つの基地局には一つ以上のセルが存在する。セルは、１．２５、２．５、５、１０、
１５、２０ＭＨｚなどの帯域幅のいずれか一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送
信サービスを提供する。互いに異なるセルは互いに異なる帯域幅を提供するように設定す
ることができる。基地局は、複数の端末へのデータ送受信を制御する。下りリンク（Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ；ＤＬ）データに対して基地局は、下りリンクスケジューリング情報を送信
し、該当の端末にデータの送信される時間／周波数領域、符号化、データサイズ、ハイブ
リッド自動再送要求（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ａｎｄ　ｒｅ
Ｑｕｅｓｔ；ＨＡＲＱ）関連情報などを知らせる。また、上りリンク（Ｕｐｌｉｎｋ；Ｕ
Ｌ）データに対して基地局は、上りリンクスケジューリング情報を該当の端末に送信し、
該当の端末が使用できる時間／周波数領域、符号化、データサイズ、ＨＡＲＱ関連情報な
どを知らせる。基地局同士の間にはユーザトラフィック又は制御トラフィック送信のため
のインターフェースを用いることができる。コアネットワーク（ＣＮ）は、ＡＧ、及び端
末のユーザ登録などのためのネットワークノードなどで構成することができる。ＡＧは、
複数のセルで構成されるＴＡ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）単位で端末の移動性を管理
する。
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【０００７】
　無線通信技術は、広帯域コード分割多元接続（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ；ＷＣＤＭＡ（登録商標））に基づいてＬＴ
Ｅまで開発されてきたが、ユーザと事業者の要求と期待は増す一方である。その上、他の
無線接続技術の開発も続いており、将来、競争力を持つためには新しい技術の進展が望ま
れる。ビット当たりコストの削減、サービス可用性の増大、融通性ある周波数バンドの使
用、単純構造と開放型のインターフェース、端末の適度な電力消耗などが要求される。
【０００８】
　近年、３ＧＰＰではＬＴＥの後続技術に関する標準化作業を進行している。この技術を
本明細書では「ＬＴＥ－Ａ」と称する。ＬＴＥシステムとＬＴＥ－Ａシステム間の主な相
違点の一つは、システム帯域幅の相違及び中継機導入の有無である。
【０００９】
　ＬＴＥ－Ａシステムは最大１００ＭＨｚの広帯域を支援することを目標としており、そ
のために、複数の周波数ブロックを用いて広帯域を達成するキャリアアグリゲーション（
ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）又は帯域幅アグリゲーション（ｂａｎｄｗｉ
ｄｔｈ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術を用いるようにしている。
【００１０】
　キャリアアグリゲーション（或いは、搬送波集約）は、より広い周波数帯域を用いるた
めに、複数の周波数ブロックを一つの大きな論理周波数帯域として利用できるようにする
。各周波数ブロックの帯域幅は、ＬＴＥシステムで用いられるシステムブロックの帯域幅
に基づいて定義できる。それぞれの周波数ブロックはコンポーネントキャリアを用いて送
信する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、無線通信システムにおいて端末が上りリンク
送信電力を設定する方法を提供することである。
【００１２】
　本発明で達成しようとする他の技術的課題は、無線通信システムにおいて上りリンク送
信電力を設定する端末装置を提供することである。
【００１３】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、以上に言及した技術的課題に制限されるもの
ではなく、言及していない他の技術的課題は、下の記載から、本発明の属する技術の分野
における通常の知識を有する者には明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の技術的課題を達成するための、無線通信システムにおいて端末が上りリンク送信
電力を設定する方法は、基地局から複数のサービングセルが設定されることと、前記設定
された複数のサービングセルのうちセカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）でランダムアクセスプ
リアンブルを含むランダムアクセスメッセージを前記基地局に送信することと、前記ラン
ダムアクセスメッセージに対する応答として前記基地局からランダムアクセス応答メッセ
ージを受信することと、前記ランダムアクセス応答メッセージの受信に応じて、前記ラン
ダムアクセスメッセージを送信した前記Ｓｃｅｌｌでの現在の上りリンク送信制御調整状
態を表す蓄積モード（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｍｏｄｅ）の因子値をリセットして設定
することと、を含むことができる。前記因子値は、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）又はＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）に対する値であってもよい。
【００１５】
　前記ランダムアクセス応答メッセージは送信電力制御命令（ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ）
値を含み、前記因子値がリセットされる場合、前記因子値の初期値は、前記ランダムアク
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セス応答メッセージに含まれた前記ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ値、及び前記Ｓｃｅｌｌで少
なくとも１回ランダムアクセスプリアンブルを送信することによる総電力ランプ－アップ
（ｒａｍｐ－ｕｐ）値を用いて設定されてもよい。
【００１６】
　前記ランダムアクセス応答メッセージが前記複数のサービングセルのうち前記Ｓｃｅｌ
ｌ以外のいずれかの残りセルで受信され、前記基地局から前記ＰＵＳＣＨ又は前記ＰＵＣ
ＣＨに関する端末－特定のコンポーネント係数値がシグナリングされる場合、前記因子値
は０にリセットされて設定されてもよい。
【００１７】
　前記方法は、前記設定された因子値の初期値を用いて、前記ＰＵＳＣＨ又は前記ＰＵＣ
ＣＨを送信するための上りリンク送信電力を決定することと、前記決定された上りリンク
送信電力で前記ＰＵＳＣＨ又は前記ＰＵＣＣＨを送信することと、をさらに含んでもよい
。
【００１８】
　前記設定された複数のサービングセルのうち前記Ｓｃｅｌｌ以外の残りセルに対しては
前記因子値をリセットしない。前記Ｓｃｅｌｌは第１タイミングアドバンス（ＴＡ）グル
ープに属し、前記残りセルは第２ＴＡグループに属する。前記残りセルは、上りリンク同
期が取れているセルである。前記第２ＴＡグループは、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）を
含んでいてもよい。
【００１９】
　上記の他の技術的課題を解決するための、無線通信システムにおいて上りリンク送信電
力を設定する端末は、基地局から設定された複数のサービングセルに関する情報を受信す
るように構成された受信器と、前記設定された複数のサービングセルのうちセカンダリセ
ル（Ｓｃｅｌｌ）で、ランダムアクセスプリアンブルを含むランダムアクセスメッセージ
を前記基地局に送信するように構成された送信器と、を備え、前記受信器は、前記ランダ
ムアクセスメッセージに対する応答として前記基地局からランダムアクセス応答メッセー
ジをさらに受信するように構成され、前記ランダムアクセス応答メッセージの受信に応じ
て、前記ランダムアクセスメッセージを送信した前記Ｓｃｅｌｌでの現在の上りリンク送
信制御調整状態を表す蓄積モード（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｍｏｄｅ）の因子値をリセ
ットして設定するプロセッサをさらに備える。前記プロセッサは、前記設定された複数の
サービングセルのうち前記Ｓｃｅｌｌ以外の残りセルに対しては前記因子値をリセットし
ないように構成されてもよい。前記Ｓｃｅｌｌは第１タイミングアドバンス（ＴＡ）グル
ープに属し、前記残りセルは第２ＴＡグループに属する。前記残りセルは、上りリンク同
期が取れているセルであってよい。前記第２ＴＡグループは、プライマリセル（Ｐｃｅｌ
ｌ）を含んでいてもよい。
本明細書は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおいて端末が上りリンク送信電力を設定する方法であって、
　基地局から複数のサービングセルが設定され、
　上記設定された複数のサービングセルのうちセカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）でランダム
アクセスプリアンブルを含むランダムアクセスメッセージを上記基地局に送信し、
　上記ランダムアクセスメッセージに対する応答として上記基地局からランダムアクセス
応答メッセージを受信し、
　上記ランダムアクセス応答メッセージの受信に応じて、上記ランダムアクセスメッセー
ジを送信した上記Ｓｃｅｌｌでの現在の上りリンク送信制御調整状態を表す蓄積モード（
ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｍｏｄｅ）の因子値をリセットして設定すること、
を含む、上りリンク送信電力設定方法。
（項目２）
　上記因子値は、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａ
ｎｎｅｌ）又はＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａ
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ｎｎｅｌ）に対する値である、項目１に記載の上りリンク送信電力設定方法。
（項目３）
　上記ランダムアクセス応答メッセージは送信電力制御命令（ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ）
値を含み、
　上記因子値がリセットされる場合、上記因子値の初期値は、上記ランダムアクセス応答
メッセージに含まれた上記ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ値、及び上記Ｓｃｅｌｌで少なくとも
１回ランダムアクセスプリアンブルを送信することによる総電力ランプ－アップ（ｒａｍ
ｐ－ｕｐ）値を用いて設定される、項目２に記載の上りリンク送信電力設定方法。
（項目４）
　上記ランダムアクセス応答メッセージが上記複数のサービングセルのうち上記Ｓｃｅｌ
ｌ以外のいずれかの残りセルで受信され、上記基地局から上記ＰＵＳＣＨ又は上記ＰＵＣ
ＣＨに関する端末－特定のコンポーネント係数値がシグナリングされる場合、上記因子値
は０にリセットされて設定される、項目２に記載の上りリンク送信電力設定方法。
（項目５）
　上記設定された因子値の初期値を用いて、上記ＰＵＳＣＨ又は上記ＰＵＣＣＨを送信す
るための上りリンク送信電力を決定し、
　上記決定された上りリンク送信電力で上記ＰＵＳＣＨ又は上記ＰＵＣＣＨを送信するこ
と、
をさらに含む、項目３に記載の上りリンク送信電力設定方法。
（項目６）
　上記設定された複数のサービングセルのうち上記Ｓｃｅｌｌ以外の残りセルに対しては
上記因子値をリセットしないことを特徴とする、項目１に記載の上りリンク送信電力設定
方法。
（項目７）
　上記Ｓｃｅｌｌは第１タイミングアドバンス（ＴＡ）グループに属し、上記残りセルは
第２ＴＡグループに属する、項目６に記載の上りリンク送信電力設定方法。
（項目８）
　上記残りセルは、上りリンク同期が取れているセルである、項目６に記載の上りリンク
送信電力設定方法。
（項目９）
　上記第２ＴＡグループは、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）を含む、項目７に記載の上り
リンク送信電力設定方法。
（項目１０）
　無線通信システムにおいて上りリンク送信電力を設定する端末であって、
　基地局から設定された複数のサービングセルに関する情報を受信するように構成された
受信器と、
　上記設定された複数のサービングセルのうちセカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）で、ランダ
ムアクセスプリアンブルを含むランダムアクセスメッセージを上記基地局に送信するよう
に構成された送信器と、
を備え、
　上記受信器は、上記ランダムアクセスメッセージに対する応答として上記基地局からラ
ンダムアクセス応答メッセージをさらに受信するように構成され、
　上記ランダムアクセス応答メッセージの受信に応じて、上記ランダムアクセスメッセー
ジを送信した上記Ｓｃｅｌｌでの現在の上りリンク送信制御調整状態を表す蓄積モード（
ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｍｏｄｅ）の因子値をリセットして設定するプロセッサをさら
に備える、端末。
（項目１１）
　上記プロセッサは、上記設定された複数のサービングセルのうち上記Ｓｃｅｌｌ以外の
残りセルに対しては上記因子値をリセットしないように構成されたことを特徴とする、項
目１０に記載の端末。
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（項目１２）
　上記Ｓｃｅｌｌは第１タイミングアドバンス（ＴＡ）グループに属し、上記残りセルは
第２ＴＡグループに属する、項目１１に記載の端末。
（項目１３）
　上記残りセルは、上りリンク同期が取れているセルである、項目１１に記載の端末。
（項目１４）
　上記第２ＴＡグループは、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）を含む、項目１２に記載の端
末。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る実施例は、ＴＡグループが２つ以上支援されるシステムにおいても、ラン
ダムアクセス応答メッセージを受信した後、ＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨ送信のための上り
リンク送信電力を制御することができる。
【００２１】
　したがって、マルチプルＴＡ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｔｉｍｉｎｇ　ａｄｖａｎｃｅ）が
適用されるシステムでも端末は效率的に送信電力を設定することが可能になる。
【００２２】
　本発明から得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効
果は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明ら
かになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発
明に係る実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図１】図１は、移動通信システムの一例としてＥ－ＵＭＴＳネットワーク構造を概略的
に示す図である。
【図２】図２は、無線通信システム２００において基地局２０５及び端末２１０の構成を
示すブロック図である。
【図３】図３は、無線通信システムの一例である３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステム
で用いられる無線フレームの構造を例示する図である。
【図４】図４は、無線通信システムの一例である３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステム
の下りリンクスロットのリソースグリッドを例示する図である。
【図５】図５は、無線通信システムの一例である３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステム
の下りリンクサブフレームの構造を例示する図である。
【図６】図６は、無線通信システムの一例である３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステム
で用いられる上りリンクサブフレームの構造を例示する図である。
【図７】図７は、キャリアアグリゲーション（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
；ＣＡ）通信システムを例示する図である。
【図８】図８は、マルチプルＴＡグループが設定された場合を例示する図である。
【図９】図９は、端末と基地局間のＰＲＡＣＨ手順を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の好適な実施形態を、添付の図面を参照して詳細に説明する。添付の図面
と共に以下に開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのもので
、本発明を実施できる唯一の実施形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、
本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者にとって
はこのような具体的な細部事項なしにも本発明を実施できるということが理解される。例
えば、以下の詳細な説明は、移動通信システムが３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａシステム
である場合を取り上げて具体的に説明するが、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａシステム特
有の事項を除けば、他の任意の無線通信システムにも同様の適用が可能である。



(8) JP 6047171 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

【００２５】
　場合によって、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置を
省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示したりするこ
ともできる。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付して説
明する。
【００２６】
　なお、以下の説明において、端末は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＡＭＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔ
ｉｏｎ）などの、移動又は固定型のユーザー端の機器を総称するものとする。また、基地
局は、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ、ＢＳ（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＡＰ（Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）などの、端末と通信するネットワーク端の任意のノードを総称す
るものとする。
【００２７】
　移動通信システムにおいて、端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、基地局から下
りリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ）で情報を受信でき、且つ上りリンク（Ｕｐｌｉｎｋ）で情
報を送信できる。端末が送信又は受信する情報にはデータ及び様々な制御情報があり、端
末が送信又は受信する情報の種類用途によって様々な物理チャネルが存在する。
【００２８】
　図２は、無線通信システム２００において基地局２０５及び端末２１０の構成を示すブ
ロック図である。
【００２９】
　無線通信システム２００を簡略に図示するために一つの基地局２０５と一つの端末２１
０を示しているが、無線通信システム２００は、一つ以上の基地局及び／又は一つ以上の
端末を含んでもよい。
【００３０】
　図２を参照すると、基地局２０５は、送信（Ｔｘ）データプロセッサ２１５、シンボル
変調器２２０、送信器２２５、送受信アンテナ２３０、プロセッサ２８０、メモリー２８
５、受信器２９０、シンボル復調器２９５、受信データプロセッサ２９７を備えることが
できる。そして、端末２１０は、送信（Ｔｘ）データプロセッサ２６５、シンボル変調器
２７０、送信器２７５、送受信アンテナ２３５、プロセッサ２５５、メモリー２６０、受
信器２４０、シンボル復調器２４５、受信データプロセッサ２５０を備えることができる
。送受信アンテナ２３０，２３５がそれぞれ基地局２０５及び端末２１０において１個の
み示されているが、基地局２０５及び端末２１０は複数個の送受信アンテナを備えている
。したがって、本発明に係る基地局２０５及び端末２１０は、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）システムを支援する。また、本発明
に係る基地局２０５は、ＳＵ－ＭＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ－ＭＩＭＯ）も、ＭＵ
－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｕｓｅｒ－ＭＩＭＯ）方式も支援することができる。
【００３１】
　下りリンク上で、送信データプロセッサ２１５は、トラフィックデータを受信し、受信
したトラフィックデータをフォーマットしてコーディングし、コーディングされたトラフ
ィックデータをインタリービングし変調して（又は、シンボルマップして）変調シンボル
（「データシンボル」）を提供する。シンボル変調器２２０は、これらのデータシンボル
とパイロットシンボルを受信及び処理し、これらシンボルのストリームを提供する。
【００３２】
　シンボル変調器２２０は、データ及びパイロットシンボルを多重化し、それを送信器２
２５に伝送する。このとき、それぞれの送信シンボルは、データシンボル、パイロットシ
ンボル、又はゼロの信号値であってもよい。それぞれのシンボル周期において、パイロッ
トシンボルが連続して送信されてもよい。パイロットシンボルは、周波数分割多重化（Ｆ
ＤＭ）、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）、又はコード分割
多重化（ＣＤＭ）シンボルであってよい。
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【００３３】
　送信器２２５は、シンボルのストリームを受信してそれを一つ以上のアナログ信号に変
換し、また、このアナログ信号をさらに調節し（例えば、増幅、フィルタリング、及び周
波数アップコンバーティング（ｕｐｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ）し）、無線チャネルを用いる
送信に適した下りリンク信号を発生させる。すると、送信アンテナ２３０は、発生した下
りリンク信号を端末に送信する。
【００３４】
　端末２１０の構成において、受信アンテナ２３５は、基地局からの下りリンク信号を受
信し、受信した信号を受信器２４０に提供する。受信器２４０は、受信した信号を調整し
（例えば、フィルタリング、増幅、及び周波数ダウンコンバーティング（ｄｏｗｎｃｏｎ
ｖｅｒｔｉｎｇ）し）、調整された信号をデジタル化してサンプルを獲得する。シンボル
復調器２４５は、受信したパイロットシンボルを復調し、これをチャネル推定のためにプ
ロセッサ２５５に提供する。
【００３５】
　また、シンボル復調器２４５は、プロセッサ２５５から下りリンクに対する周波数応答
推定値を受信し、受信したデータシンボルにデータ復調を行って、（受信したデータシン
ボルの推定値である）データシンボル推定値を取得し、データシンボル推定値を受信（Ｒ
ｘ）データプロセッサ２５０に提供する。受信データプロセッサ２５０は、データシンボ
ル推定値を復調（すなわち、シンボルデマップ（ｄｅｍａｐｐｉｎｇ））し、デインタリ
ービング（ｄｅｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ）し、デコーディングすることによって、受信
したトラフィックデータを復旧する。
【００３６】
　シンボル復調器２４５及び受信データプロセッサ２５０による処理はそれぞれ、基地局
２０５におけるシンボル変調器２２０及び送信データプロセッサ２１５による処理に対し
て相補的である。
【００３７】
　端末２１０は、上りリンク上で、送信データプロセッサ２６５がトラフィックデータを
処理してデータシンボルを提供する。シンボル変調器２７０は、データシンボルを受信し
て多重化し、変調を行って、シンボルのストリームを送信器２７５に提供することができ
る。送信器２７５は、シンボルのストリームを受信及び処理して上りリンク信号を生成す
る。そして、送信アンテナ２３５は、生成された上りリンク信号を基地局２０５に送信す
る。
【００３８】
　基地局２０５において、端末２１０から上りリンク信号が受信アンテナ２３０を介して
受信され、受信器２９０は、受信した上りリンク信号を処理してサンプルを取得する。続
いて、シンボル復調器２９５はこれらのサンプルを処理し、上りリンクで受信したパイロ
ットシンボル及びデータシンボル推定値を提供する。受信データプロセッサ２９７は、デ
ータシンボル推定値を処理して、端末２１０から伝送されたトラフィックデータを復旧す
る。
【００３９】
　端末２１０及び基地局２０５のそれぞれのプロセッサ２５５，２８０はそれぞれ、端末
２１０及び基地局２０５における動作を指示（例えば、制御、調整、管理など）する。そ
れぞれのプロセッサ２５５，２８０は、プログラムコード及びデータを格納するメモリー
ユニット２６０，２８５に接続可能である。メモリー２６０，２８５は、プロセッサ２８
０に接続して、オペレーティングシステム、アプリケーション、及び一般ファイル（ｇｅ
ｎｅｒａｌ　ｆｉｌｅｓ）を格納する。
【００４０】
　プロセッサ２５５，２８０は、コントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、マイクロコン
トローラ（ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、マイクロプロセッサ（ｍｉｃｒｏｐｒｏ
ｃｅｓｓｏｒ）、マイクロコンピュータ（ｍｉｃｒｏｃｏｍｐｕｔｅｒ）などと呼ぶこと
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もできる。一方、プロセッサ２５５，２８０は、ハードウェア（ｈａｒｄｗａｒｅ）、フ
ァームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウェア、又はこれらの結合によって具現する
ことができる。ハードウェアを用いて本発明の実施例を具現する場合は、本発明を実行す
るように構成されたＡＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏ
ｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ
ｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）
などをプロセッサ２５５，２８０に設けることができる。
【００４１】
　一方、ファームウェアやソフトウェアを用いて本発明の実施例を具現する場合は、本発
明の機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェア
やソフトウェアを構成することができる。本発明を実行できるように構成されたファーム
ウェア又はソフトウェアは、プロセッサ２５５，２８０内に設けられたり、メモリー２６
０，２８５に格納されてプロセッサ２５５，２８０によって駆動されるようにすることが
できる。
【００４２】
　端末及び基地局と無線通信システム（ネットワーク）間の無線インタフェースプロトコ
ルのレイヤは、通信システムにおいて周知であるＯＳＩ（ｏｐｅｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ
ｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）モデルにおける下位の３レイヤに基づいて第１レイヤ（Ｌ
１）、第２レイヤ（Ｌ２）及び第３レイヤ（Ｌ３）に分類することができる。物理レイヤ
は第１レイヤに属し、物理チャネルを介して情報伝送サービスを提供する。ＲＲＣ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤは、第３レイヤに属し、ＵＥ及びネ
ットワーク間の制御無線リソースを提供する。端末及び基地局は無線通信ネットワークと
ＲＲＣレイヤを介してＲＲＣメッセージを交換することができる。
【００４３】
　図３は、無線通信システムの一例である３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用い
られる無線フレームの構造を例示する図である。
【００４４】
　セルラーＯＦＤＭ無線パケット通信システムにおいて、上りリンク／下りリンクデータ
パケット送信はサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）単位に行われ、１サブフレームは、複
数のＯＦＤＭシンボルを含む一定の時間区間と定義される。３ＧＰＰ　ＬＴＥ標準では、
ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に適用可能なタイプ１
無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）構造と、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｄｕｐｌｅｘ）に適用可能なタイプ２無線フレーム構造を支援する。
【００４５】
　図３（ａ）は、タイプ１無線フレームの構造を例示する図である。下りリンク無線フレ
ームは１０個のサブフレームで構成され、１個のサブフレームは時間領域（ｔｉｍｅ　ｄ
ｏｍａｉｎ）において２個のスロット（ｓｌｏｔ）で構成される。１個のサブフレームを
送信するためにかかる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒ
ｖａｌ）という。例えば、１サブフレームの長さは１ｍｓであり、１スロットの長さは０
．５ｍｓであってよい。１スロットは時間領域において複数のＯＦＤＭシンボルを含み、
周波数領域において複数のリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）を
含む。３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、下りリンクでＯＦＤＭＡを用いるので、ＯＦＤＭ
シンボルが１シンボル区間を表す。ＯＦＤＭシンボルはＳＣ－ＦＤＭＡシンボル又はシン
ボル区間と呼ばれることもある。リソース割当単位としてのリソースブロック（ＲＢ）は
、１スロットにおいて複数個の連続した副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）を含むことが
できる。
【００４６】
　１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）
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ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ）と正規ＣＰ（ｎｏｒｍａｌ　ＣＰ）がある。例えば、ＯＦＤＭ
シンボルが正規ＣＰによって構成された場合、１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの
数は７個であってよい。ＯＦＤＭシンボルが拡張ＣＰによって構成された場合、１　ＯＦ
ＤＭシンボルの長さが増加するため、１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、正
規ＣＰの場合に比べて少ない。拡張ＣＰの場合に、例えば、１スロットに含まれるＯＦＤ
Ｍシンボルの数は６個であってよい。端末が速い速度で移動する場合などのようにチャネ
ル状態が不安定な場合は、シンボル間干渉をより減らすために拡張ＣＰを用いればよい。
【００４７】
　正規ＣＰが用いられる場合、１スロットは７個のＯＦＤＭシンボルを含むため、１サブ
フレームは１４個のＯＦＤＭシンボルを含む。このとき、各サブフレーム先頭における最
大３個のＯＦＤＭシンボルはＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）に割り当て、残りのＯＦＤＭシンボルはＰＤＳＣＨ（ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）に割り当てることがで
きる。
【００４８】
　図３（ｂ）は、タイプ２無線フレームの構造を例示する図である。タイプ２無線フレー
ムは、２個のハーフフレーム（ｈａｌｆ　ｆｒａｍｅ）で構成され、各ハーフフレームは
、５個のサブフレーム、ＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏ
ｔ）、保護区間（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ；ＧＰ）、ＵｐＰＴＳ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉ
ｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）で構成され、ここで、１個のサブフレームは２個のスロッ
トで構成される。ＤｗＰＴＳは、端末での初期セル探索、同期化又はチャネル推定に用い
られる。ＵｐＰＴＳは基地局でのチャネル推定及び端末の上りリンク送信同期を取るため
に用いられる。保護区間は、上りリンクと下りリンク間に下りリンク信号の多重経路遅延
によって上りリンクで生じる干渉を除去するための区間である。
【００４９】
　各ハーフフレームは５個のサブフレームを含んでおり、「Ｄ」と表示されたサブフレー
ムは下りリンク送信のためのサブフレーム、「Ｕ」と表示されたサブフレームは上りリン
ク送信のためのサブフレームであり、「Ｓ」と表示されたサブフレームは、ＤｗＰＴＳ、
保護区間（ＧＰ）、ＵｐＰＴＳで構成される特別サブフレームである。ＤｗＰＴＳは、端
末での初期セル探索、同期化又はチャネル推定に用いられる。ＵｐＰＴＳは、基地局での
チャネル推定及び端末の上り送信同期を取るために用いられる。保護区間は、上りリンク
と下りリンク間に下りリンク信号の多重経路遅延によって上りリンクで生じる干渉を除去
するための区間である。
【００５０】
　５ｍｓ下りリンク－上りリンクスイッチポイント周期である場合に、特別サブフレーム
（Ｓ）はハーフフレームごとに存在し、５　ｍｓ下りリンク－上りリンクスイッチポイン
ト周期である場合には最初のハーフフレームにのみ存在する。サブフレームインデックス
０と５、及びＤｗＰＴＳは、下りリンク送信のみのための区間である。ＵｐＰＴＳ、及び
特別サブフレーム直後のサブフレームは常に上りリンク送信のための区間である。複数セ
ルが束ねられた（ａｇｇｒｅｇａｔｅｄ）場合、端末は全てのセルを通じて同一の上りリ
ンク－下りリンク構成であると仮定でき、互いに異なるセルでの特別サブフレームの保護
区間は、少なくとも１４５６Ｔｓオーバーラップする。無線フレームの構造は例示に過ぎ
ず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、
又はスロットに含まれるシンボルの数は様々に変更されてもよい。
【００５１】
　下記の表１は、特別フレームの構成（ＤｗＰＴＳ／ＧＰ／ＵｐＰＴＳの長さ）を表すも
のである。
【００５２】
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【表１】

【００５３】
　下記の表２は、上りリンク－下りリンク構成を表すものである。
【００５４】

【表２】

【００５５】
　表２を参照すると、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、タイプ２フレーム構造において７
種の上りリンク－下りリンク構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）がある。各構成別に下
りリンクサブフレーム、特別フレーム、上りリンクサブフレームの位置又は個数が異なっ
ている。以下では、表２に表したタイプ２フレーム構造の上りリンク－下りリンク構成に
基づいて本発明の様々な実施例を説明するものとする。
【００５６】
　無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブ
フレームに含まれるスロットの数、又はスロットに含まれるシンボルの数は様々に変更し
てもよい。
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【００５７】
　図４は、無線通信システムの一例である３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムの下り
リンクスロットのリソースグリッドを例示する図である。
【００５８】
　図４を参照すると、下りリンクスロットは時間ドメインにおいて複数のＯＦＤＭシンボ
ルを含む。１個の下りリンクスロットは７（或いは６）個のＯＦＤＭシンボルを含み、リ
ソースブロックは周波数ドメインにおいて１２個の副搬送波を含むことができる。リソー
スグリッド上の各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）はリソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍ
ｅｎｔ；ＲＥ）と呼ばれる。１個のＲＢは１２×７（６）個のＲＥを含む。下りリンクス
ロットに含まれるＲＢの個数ＮＲＢは下りリンク送信帯域に依存する。上りリンクスロッ
トの構造は下りリンクスロットの構造と同様であり、但し、ＯＦＤＭシンボルがＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルに取って代わる。
【００５９】
　図５は、無線通信システムの一例である３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムの下り
リンクサブフレームの構造を例示する図である。
【００６０】
　図５を参照すると、サブフレームの１番目のスロットにおいて先頭の最大３（４）個の
ＯＦＤＭシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域に対応する。残りのＯＦＤ
Ｍシンボルは、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨ
ａｎｃｅｌ）が割り当てられるデータ領域に対応する。ＬＴＥにおいて用いられる下りリ
ンク制御チャネルの例には、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒ
ｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｈ
ｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。ＰＣＦＩＣＨ
は、サブフレームの最初のＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレーム内で制御チャネル
の送信に用いられるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を運ぶ。ＰＨＩＣＨは、上りリ
ンク送信に対する応答としてＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉ
ｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）信号を運ぶ。
【００６１】
　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）という。ＤＣＩフォーマットは、上りリンク用にフォーマッ
ト０、下りリンク用にフォーマット１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、３、３Ａな
どが定義されている。ＤＣＩフォーマットは、用途によって、ホップフラグ（ｈｏｐｐｉ
ｎｇ　ｆｌａｇ）、ＲＢ割当、ＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅ
ｍｅ）、ＲＶ（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）、ＮＤＩ（ｎｅｗ　ｄａｔａ　
ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＴＰＣ（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ）、サ
イクリックシフト、ＤＭ　ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉ
ｇｎａｌ）、ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請
、ＨＡＲＱプロセス番号、ＴＰＭＩ（ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍ
ａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）確認（ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ）などの情報を選択的に含む。
【００６２】
　ＰＤＣＣＨは、下りリンク共有チャネル（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ；ＤＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット及びリソース割当情報、上りリンク共有チャ
ネル（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ；ＵＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマッ
ト及びリソース割当情報、ページングチャネル（ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＣＨ
）上のページング情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステム情報、ＰＤＳＣＨ上で送信されるラン
ダムアクセス応答のような上位層制御メッセージのリソース割当情報、端末グループ内の
個別端末への送信電力制御命令セット、送信電力制御命令、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖ
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ｅｒ　ＩＰ）の活性化指示情報などを運ぶ。複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信される
ことがあり、端末は複数のＰＤＣＣＨをモニタすることができる。ＰＤＣＣＨは、１つ又
は複数の連続した制御チャネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ
；ＣＣＥ）の集合（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上で送信される。ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに
無線チャネル状態に基づくコーディングレートを提供するために用いる論理的割当ユニッ
トである。ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ
　ｇｒｏｕｐ；ＲＥＧ）に対応する。ＰＤＣＣＨのフォーマット及びＰＤＣＣＨビットの
個数はＣＣＥの個数によって決定される。基地局は、端末に送信されるＤＣＩによってＰ
ＤＣＣＨフォーマットを決定し、制御情報にＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃ
ｙ　ｃｈｅｃｋ）を付加する。ＣＲＣは、ＰＤＣＣＨの所有者又は使用目的によって識別
子（例、ＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ））でマスクされる。例えば、ＰＤＣＣＨが特定端末のためのものである場合、当
該端末の識別子（例、ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ））をＣＲＣにマスクすること
ができる。ＰＤＣＣＨがページングメッセージのためのものである場合、ページング識別
子（例、ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ（Ｐ－ＲＮＴＩ））をＣＲＣにマスクすることができる
。ＰＤＣＣＨがシステム情報（より具体的に、システム情報ブロック（ｓｙｓｔｅｍ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ；ＳＩＣ））のためのものである場合、ＳＩ－ＲＮＴ
Ｉ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスクすることがで
きる。ＰＤＣＣＨがランダムアクセス応答のためのものである場合、ＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒ
ａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスクすることができる。
【００６３】
　図６は、無線通信システムの一例である３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用い
られる上りリンクサブフレームの構造を例示する図である。
【００６４】
　図６を参照すると、上りリンクサブフレームは、複数（例、２個）のスロットを含む。
スロットは、ＣＰ長によって異なる数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを含むことができる。上
りリンクサブフレームは周波数領域においてデータ領域と制御領域とに区別される。デー
タ領域は、ＰＵＳＣＨを含み、音声などのデータ信号を送信するために用いる。制御領域
は、ＰＵＣＣＨを含み、上りリンク制御情報（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ；ＵＣＩ）を送信するために用いる。ＰＵＣＣＨは、周波数軸においてデ
ータ領域の両端部に位置したＲＢ対（ＲＢ　ｐａｉｒ）を含み、スロットを境界にホップ
する。
【００６５】
　ＰＵＣＣＨは下記の制御情報を送信するために用いることができる。
【００６６】
　　－　ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）：上りリンクＵＬ－ＳＣＨリソ
ースを要請するために用いられる情報である。ＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）方
式を用いて送信される。
【００６７】
　　－　ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ：ＰＤＳＣＨ上の下りリンクデータパケットに対す
る応答信号である。下りリンクデータパケットが成功的に受信されたか否かを表す。単一
下りリンクコードワード（ＣｏｄｅＷｏｒｄ；ＣＷ）に対する応答としてＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ　１ビットが送信され、２つの下りリンクコードワードに対する応答としてＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ　２ビットが送信される。
【００６８】
　　－　ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：下りリンク
チャネルに対するフィードバック情報である。ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）関連フィードバック情報は、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
、ＰＴＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などを含む。サブフレ
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ーム当たり２０ビットが用いられる。
【００６９】
　端末がサブフレームで送信できる制御情報（ＵＣＩ）の量は、制御情報の送信に可用な
ＳＣ－ＦＤＭＡの個数に依存する。制御情報の送信に可用なＳＣ－ＦＤＭＡは、サブフレ
ームにおいて参照信号送信のためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを除く残りのＳＣ－ＦＤＭＡ
シンボルを意味し、ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が
設定されたサブフレームでは、サブフレームの最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルも除外され
る。参照信号は、ＰＵＣＣＨのコヒーレント検出に用いられる。ＰＵＣＣＨは、送信され
る情報によって７個のフォーマットを支援する。
【００７０】
　表３は、ＬＴＥにおいてＰＵＣＣＨフォーマットとＵＣＩとのマップ関係を表すもので
ある。
【００７１】
【表３】

【００７２】
　図７は、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）通信システムを例示する図である。
【００７３】
　ＬＴＥ－Ａシステムは、より広い周波数帯域幅のために複数の上り／下りリンク周波数
帯域幅を束ねてより大きい上り／下りリンク帯域幅を用いるキャリアアグリゲーション又
は帯域幅アグリゲーション技術を用いる。それぞれの小さい周波数帯域幅はコンポーネン
トキャリア（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ；ＣＣ）を用いて送信される。コンポ
ーネントキャリアは、該当の周波数ブロックのためのキャリア周波数（又は、中心キャリ
ア、中心周波数）と理解すればよい。
【００７４】
　それぞれのＣＣは、周波数領域において互いに隣接しても、非隣接してもよい。ＣＣの
帯域幅は、既存システムとの逆互換（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）
のために、既存システムの帯域幅に制限することができる。例えば、既存の３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥシステムでは、｛１．４、３、５、１０、１５、２０｝ＭＨｚ帯域幅を支援し、ＬＴ
Ｅ＿Ａでは、ＬＴＥで支援するこれらの帯域幅のみを用いて２０ＭＨｚよりも大きい帯域
幅を支援することができる。各ＣＣの帯域幅は独立して決定することができる。ＵＬ　Ｃ
Ｃの個数とＤＬ　ＣＣの個数とが異なる非対称キャリアアグリゲーションも可能である。
ＤＬ　ＣＣ／ＵＬ　ＣＣリンクはシステムに固定されていてもよく、半静的に構成されて
もよい。例えば、図７（ａ）のように、ＤＬ　ＣＣが４個、ＵＬ　ＣＣが２個の場合に、
ＤＬ　ＣＣ：ＵＬ　ＣＣ＝２：１に対応するようにＤＬ－ＵＬリンケージを構成すること
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ができる。同様に、図７（ｂ）のように、ＤＬ　ＣＣが２個、ＵＬ　ＣＣが４個の場合に
、ＤＬ　ＣＣ：ＵＬ　ＣＣ＝１：２に対応するようにＤＬ－ＵＬリンケージを構成するこ
とができる。同図とは違い、ＤＬ　ＣＣの個数とＵＬ　ＣＣの個数とが一致する対称キャ
リアアグリゲーションも可能であり、この場合、ＤＬ　ＣＣ：ＵＬ　ＣＣ＝１：１のＤＬ
－ＵＬリンケージ構成とすればよい。
【００７５】
　また、システム全体帯域幅がＮ個のＣＣで構成されても、特定端末がモニタ／受信でき
る周波数帯域はＭ（＜Ｎ）個のＣＣに限定されることがある。キャリアアグリゲーション
に関する様々なパラメータは、セル特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）、端末グループ
特定（ＵＥ　ｇｒｏｕｐ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）、又は端末特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
）方式で設定することができる。一方、制御情報は特定ＣＣのみを通じて送受信されるよ
うに設定することができる。特定ＣＣをプライマリＣＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＣ；ＰＣＣ
）、残りのＣＣをセカンダリＣＣ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ；ＳＣＣ）と呼ぶことがで
きる。
【００７６】
　ＬＴＥ－Ａは無線リソースを管理するためにセル（ｃｅｌｌ）の概念を用いる。セルは
、下りリンクリソースと上りリンクリソースとの組合せで定義され、上りリンクリソース
は必須要素ではない。したがって、下りリンクリソース単独、又は下りリンクリソースと
上りリンクリソースとの組合せでセルを構成することができる。キャリアアグリゲーショ
ンが支援される場合、下りリンクリソースのキャリア周波数（又は、ＤＬ　ＣＣ）と上り
リンクリソースのキャリア周波数（又は、ＵＬ　ＣＣ）間のリンケージ（ｌｉｎｋａｇｅ
）はシステム情報を用いて指示することができる。プライマリ周波数（又はＰＣＣ）上で
動作するセルをプライマリセル（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ；ＰＣｅｌｌ）、セカンダリ
周波数（又はＳＣＣ）上で動作するセルをセカンダリセル（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌ
ｌ；ＳＣｅｌｌ）と呼ぶことができる。
【００７７】
　ＰＣｅｌｌは、端末が初期接続設定（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔ
ａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）過程を行ったり接続再設定過程を行うために用いる。ＰＣｅｌｌ
は、ハンドオーバー過程で指示されたセルを指すこともある。ＳＣｅｌｌは、ＲＲＣ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）接続が設定された後に構成可能であり、
追加の無線リソースを提供するために用いることができる。ＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌをサ
ービングセルと総称してもよい。したがって、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるが
、キャリアアグリゲーションが設定されていないか、又はキャリアアグリゲーションを支
援しない端末の場合、ＰＣｅｌｌのみで構成されたサービングセルが一つのみ存在する。
一方、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあり、キャリアアグリゲーションが設定された
端末の場合は、一つ以上のサービングセルが存在し、全体サービングセルにはＰＣｅｌｌ
及び全体ＳＣｅｌｌが含まれる。キャリアアグリゲーションのために、ネットワークは初
期保安活性化（ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）過程が開始
された後、接続設定過程で初期に構成されるＰＣｅｌｌに加えて、一つ以上のＳＣｅｌｌ
をキャリアアグリゲーションを支援する端末のために構成することができる。
【００７８】
　一つのキャリアを用いる既存のＬＴＥシステムとは違い、複数のコンポーネントキャリ
ア（ＣＣ）を用いるキャリアアグリゲーションでは、コンポーネントキャリアを效果的に
管理する方法が必要となる。コンポーネントキャリアを效率的に管理するために、コンポ
ーネントキャリアを役割と特徴によって分類することができる。キャリアアグリゲーショ
ンではマルチキャリアをプライマリコンポーネントキャリア（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ；ＰＣＣ）とセカンダリコンポーネントキャリア（Ｓｅｃｏ
ｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ；ＳＣＣ）とに分類することができ、
これは端末－特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）パラメータであればよい。
【００７９】
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　プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）は、複数コンポーネントキャリアの使用
時に、コンポーネントキャリアの管理の中心となるコンポーネントキャリアで、各端末に
対して一つずつ定義されている。プライマリコンポーネントキャリアは、束ねられている
全体コンポーネントキャリアを管理する核心キャリアの役割を担当することができ、残り
のセカンダリコンポーネントキャリアは、高い送信率を提供するための追加的な周波数リ
ソース提供とっいた役割を担当することができる。例えば、基地局と端末とのシグナリン
グのための接続（ＲＲＣ）をプライマリコンポーネントキャリアを通じて行うことができ
る。保安及び上位層のための情報提供も、プライマリコンポーネントキャリアを通じて行
うことができる。実際に、一つのコンポーネントキャリアのみ存在する場合は、当該コン
ポーネントキャリアがプライマリコンポーネントキャリアとなり、このとき、既存ＬＴＥ
システムのキャリアと同じ役割を担当することができる。
【００８０】
　基地局は複数のコンポーネントキャリアのうち、端末に対して活性化されたコンポーネ
ントキャリア（Ａｃｔｉｖａｔｅｄ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ；ＡＣＣ）を
割り当てることができる。端末は自身に割り当てられた活性コンポーネントキャリア（Ａ
ＣＣ）を事前にシグナリングなどによって知っている。端末は、下りリンクＰＣｅｌｌと
下りリンクＳＣｅｌｌから受信した複数のＰＤＣＣＨに対する応答を集めて、上りリンク
Ｐｃｅｌｌを通じてＰＵＣＣＨで送信することができる。
【００８１】
　まず、以下では、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａシステムにおいて端末のＰＵＳＣＨ送
信のためのＰＵＳＣＨ送信電力の決定について説明する。下記の式１は、ＣＡを支援する
システムにおいてサービングセルｃのサブフレームインデックスｉでＰＵＣＣＨを同時に
送信せずにＰＵＳＣＨのみを送信する場合に、端末の送信電力を決定するための式である
。
【００８２】
【数１】

【００８３】
　下記の式２は、ＣＡ支援するシステムにおいてサービングセルｃのサブフレームインデ
ックスｉでＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨを同時に送信する場合に、ＰＵＳＣＨ送信電力を決
定するための式である。
【００８４】
【数２】

【００８５】
　以下に上記の式１及び式２と関連して記述するパラメータは、サービングセルｃにおけ
る端末の上りリンク送信電力を決定するものである。ここで、上記の式１の

【００８６】
は、サブフレームインデックスｉでの端末の送信可能な最大電力を表し、上記の式２の
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【００８７】
は、

【００８８】
の線形値（ｌｉｎｅａｒ　ｖａｌｕｅ）を表す。上記の式２の

【００８９】
は、

【００９０】
の線形値を表す（ここで、

【００９１】
は、サブフレームインデックスｉでのＰＵＣＣＨ送信電力を表す）。
【００９２】
　再び式１で、

【００９３】
は、サブフレームインデックスｉに対して有効なリソースブロック数で表現されたＰＵＳ
ＣＨリソース割当の帯域幅を表すパラメータであり、基地局が割り当てる値である。

【００９４】
は、上位レイヤから提供されたセル－特定ノミナルコンポーネント（ｎｏｍｉｎａｌ　ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ）

【００９５】
と上位レイヤから提供された端末－特定コンポーネント

【００９６】
との和で構成されたパラメータであり、基地局が端末に知らせる値である。動的スケジュ
ーリングされるグラント（ｇｒａｎｔ）に対応するＰＵＳＣＨ送信／再送信はｊ＝１であ
り、ランダムアクセス応答グラントに対応するＰＵＳＣＨ送信／再送信はｊ＝２である。
そして、

【００９７】
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及び

【００９８】
であり、パラメータ
【化１】

と

【００９９】
は上位層でシグナリングされる。
【０１００】
　

【０１０１】
は、経路損失補償因子（ｐａｔｈｌｏｓｓ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　ｆａｃｔｏｒ）
であり、上位層から提供され、基地局が３ビットで送信するセル－特定パラメータである
。ｊ＝０又は１のとき、α∈｛０，０．４，０．５，０．６，０．７，０．８，０．９，
１｝であり、ｊ＝２のとき、

【０１０２】
＝１である。

【０１０３】
は、基地局が端末に知らせる値である。
【化２】

は、端末がｄＢ単位に計算した下りリンク経路損失（又は、信号損失）推定値であり、Ｐ
Ｌｃ＝ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ－ｈｉｇｈｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｆｉｌ
ｔｅｒｅｄＲＳＲＰで表現され、ここで、ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒは
、基地局が上位層で端末に知らせることができる。
【０１０４】

【０１０５】
は、サブフレームインデックスｉに対して現在ＰＵＳＣＨ電力制御調整状態を表す値であ
り、現在の絶対値又は蓄積された値で表現することができる。蓄積（ａｃｃｕｍｕｌａｔ
ｉｏｎ）が上位層から提供されるパラメータ

【０１０６】
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に基づいてイネーブル（ｅｎａｂｌｅ）されたり、又はＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ

【０１０７】
が、ＣＲＣがＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたサービングセルｃ
に対するＤＣＩフォーマット０と共にＰＤＣＣＨに含まれると、

【０１０８】
を満たす。

【０１０９】
は、サブフレームｉ－ＫＰＵＳＣＨでＤＣＩフォーマット０／４又は３／３Ａと一緒にＰ
ＤＣＣＨでシグナリングされ、ここで、ｆｃ（０）は、蓄積値のリセット（ｒｅｓｅｔ）
後の最初の値である。
【０１１０】
　ＫＰＵＳＣＨの値はＬＴＥ標準で下記のように定義されている。
【０１１１】
　ＦＤＤに対しては、ＫＰＵＳＣＨの値は４である。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ　１～６に対しては、ＫＰＵＳＣＨの値は、下記表４の通りである。ＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　０に対しては、ＵＬインデックスのＬＳ
Ｂ（Ｌｅａｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉｔ）が１に設定され、サブフレーム２又
は７でＰＵＳＣＨ送信がＤＣＩフォーマット０／４のＰＤＣＣＨと共にスケジューリング
されると、ＫＰＵＳＣＨ＝７である。他のＰＵＳＣＨ送信に対しては、ＫＰＵＳＣＨの値
は下記の表４の通りである。
【０１１２】

【表４】

【０１１３】
　ＤＲＸのときを除いて、毎サブフレームにおいて端末は端末のＣ－ＲＮＴＩを用いてＤ
ＣＩフォーマット０／４のＰＤＣＣＨを、又は端末のＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩを用
いてＤＣＩフォーマット３／３ＡのＰＤＣＣＨ及びＳＰＳＣ－ＲＮＴＩに対するＤＣＩフ
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／４及びＤＣＩフォーマット３／３Ａとが同一サブフレームで検出されると、端末はＤＣ
Ｉフォーマット０／４で提供される

【０１１４】
を利用しなければならない。サービングセルｃのためにデコードされるＴＰＣ　ｃｏｍｍ
ａｎｄがないか、ＤＲＸが生じるか、又はｉがＴＤＤにおいて上りリンクサブフレームで
ないサブフレームに対して、

【０１１５】
＝０ｄＢである。
【０１１６】
　ＤＣＩフォーマット０／４と共にＰＤＣＣＨ上でシグナリングされる

【０１１７】
蓄積値は、下記の表５の通りである。ＤＣＩフォーマット０に同伴するＰＤＣＣＨは、Ｓ
ＰＳ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎで認証（ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ）されたり、ＰＤＣＣＨをリ
リース（ｒｅｌｅａｓｅ）すれば、

【０１１８】
＝０ｄＢである。ＤＣＩフォーマット３／３Ａと共にＰＤＣＣＨ上でシグナリングされる

【０１１９】
蓄積値は、下記の表５のＳＥＴ１の一つであるか、上位層から提供されるＴＰＣ－ｉｎｄ
ｅｘパラメータによって決定される下記の表６のＳＥＴ２の一つである。
【０１２０】

【表５】

【０１２１】
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【表６】

【０１２２】
　サービングセルｃでの送信最大電力ＰＣＭＡＸ，ｃに到達すると、サービングセルｃに
対して正（ｐｏｓｉｔｉｖｅ）のＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄが蓄積されない。一方、端末が
最低電力に到達すると、負（ｎｅｇａｔｉｖｅ）のＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄが蓄積されな
い。
【０１２３】
　サービングセルｃに対して、

【０１２４】
値が上位層で変更される時、そして、プライマリセル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）で端
末がランダムアクセス（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ）応答メッセージを受信する時、端
末は蓄積をリセットする。
【０１２５】
　蓄積（ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ）が上位層から提供されるパラメータ

【０１２６】
に基づいてイネーブル（ｅｎａｂｌｅ）されないと、

【０１２７】
を満たす。ここで、

【０１２８】
は、サブフレームｉ－ＫＰＵＳＣＨでＤＣＩフォーマット０／４と共にＰＤＣＣＨでシグ
ナリングされる。
【０１２９】
 
　ＫＰＵＳＣＨの値は次の通りである。ＦＤＤに対しては、ＫＰＵＳＣＨの値は４である
。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　１～６に対しては、ＫＰＵＳＣＨ

の値は上記の表４の通りである。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　０
に対しては、ＵＬインデックスのＬＳＢが１に設定され、サブフレーム２又は７でＰＵＳ
ＣＨ送信がＤＣＩフォーマット０／４のＰＤＣＣＨと共にスケジューリングされると、Ｋ

ＰＵＳＣＨ＝７である。他のＰＵＳＣＨ送信に対してはＫＰＵＳＣＨの値は上記の表４の
通りである。
【０１３０】
　ＤＣＩフォーマット０／４と共にＰＤＣＣＨ上でシグナリングされる
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【０１３１】
蓄積値は、上記の表５の通りである。ＤＣＩフォーマット０に同伴するＰＤＣＣＨは、Ｓ
ＰＳ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎで認証されたり、ＰＤＣＣＨをリリースすると、

【０１３２】
＝０ｄＢである。
【０１３３】
　サービングセルｃのためにデコードされるＤＣＩフォーマットに同伴するＰＤＣＣＨが
ないか、ＤＲＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｅｄ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）が生じるか、又はｉ
がＴＤＤにおいて上りリンクサブフレームでないサブフレームに対して、

【０１３４】
である。
【０１３５】
　

【０１３６】
（蓄積又は現在絶対値）という２タイプに対して、最初の値は下記のように設定される。
【０１３７】
　サービングセルｃに対して、

【０１３８】
値が上位層で変更される時、又は

【０１３９】
値が上位層によって受信され、サービングセルｃがセカンダリセルであれば、

【０１４０】
である。これと違い、サービングセルがプライマリセルであれば、

【０１４１】
である。

【０１４２】
は、ランダムアクセス応答で指示されるＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄであり、
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【０１４３】
は、最初から最後までのプリアンブルの総電力ランプ－アップ（ｒａｍｐ－ｕｐ）に該当
し、上位層から提供される。
【０１４４】
 
　また、本発明と関連して上りリンク電力制御（ＵＬＰＣ）においてＴＰＣ　ｃｏｍｍａ
ｎｄが蓄積モード（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｍｏｄｅ）で動作するとき、蓄積値（ａｃ
ｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｖａｌｕｅ）は関連技術において次のように動作するようになって
いる。サービングセルｃに対して、

【０１４５】
値が上位層で変更される時、そして、プライマリセルで端末がランダムアクセス応答メッ
セージを受信する時、端末は次の場合に蓄積をリセットしなければならない。
【０１４６】
　下記の式３は、ＬＴＥ－Ａシステムにおける、ＰＵＣＣＨに関する上りリンク電力制御
関連式である。
【０１４７】
【数３】

【０１４８】
　上記の式３で、ｉはサブフレームインデックス、ｃはセル（ｃｅｌｌ）インデックスを
表す。端末が２個のアンテナポート上でＰＵＣＣＨを送信するように上位層によって設定
されているとすれば、

【０１４９】
の値は上位層によって端末に提供され、それ以外の場合は０である。以下に説明するパラ
メータは、セルインデックスｃのサービングセルに関するものである。
【０１５０】
 
　ここで、ｉはサブフレームインデックス、ＰＣＭＡＸは端末の送信可能な最大電力を表
し、ＰＯ＿ＰＵＣＣＨはセル－特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）パラメータの和で構
成されたパラメータで、基地局が上位層シグナリングを用いて知らせる。ＰＬは、端末が
ｄＢ単位に計算した下りリンク経路損失（又は、信号損失）推定値で、ＰＬ＝ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ－ｈｉｇｈｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｆｉｌｔｅｒｅｄＲＳＲ
Ｐで表現される。ｈ（ｎ）は、ＰＵＣＣＨフォーマットによって変わる値であり、ｎＣＱ

Ｉは、チャネル品質情報（ＣＱＩ）に対する情報ビットの数である。ｎＨＡＲＱはＨＡＲ
Ｑビットの数を表す。

【０１５１】
値は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａに相対的であり、且つＰＵＣＣＨフォーマット（Ｆ）
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インデックスｉサブフレームの現在ＰＵＣＣＨ電力制御調整状態（ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ
　ｓｔａｔｅ）を表す。
【０１５２】
　

【０１５３】
は、ＰＵＣＣＨフォーマット１、１ａ及び１ｂでは０であり、ＰＵＣＣＨフォーマット１
ｂにおいて一つ以上のサービングセルが端末に設定されると、

【０１５４】
、ＰＵＣＣＨフォーマット２、２ａ、２ｂにおいて正規ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉ
ｘ）である場合は下記の式４のように、拡張ＣＰの場合は下記の式５のように、それぞれ
表すことができる。
【０１５５】
【数４】

【０１５６】
【数５】

【０１５７】
　そして、ＰＵＣＣＨフォーマット３においては、端末が１１ビット以上のＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ／ＳＲを送信する場合は下記の式６のように表すことができ、そうでない場合は下記
の式７のように表すことができる。
【０１５８】

【数６】

【０１５９】
【数７】

　
【０１６０】
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値が上位層で変更されるとき、

【０１６２】
であり、そうでなければ、

【０１６３】
である。

【０１６４】
は、ランダムアクセス応答で指示されるＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄであり、

【０１６５】
は、上位層から提供する最初から最後までのプリアンブルの総電力ランプ－アップ（ｒａ
ｍｐ－ｕｐ）に該当する。
【０１６６】
　プライマリセルｃにおける送信最大電力ＰＣＭＡＸ，ｃに到達すると、プライマリセル
ｃに対して正のＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄが蓄積されない。一方、端末が最低電力に到達す
ると、負のＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄが蓄積されない。端末は

【０１６７】
値が上位層によって変更されたり、ランダムアクセス応答メッセージ（ｍｓｇ２）を受信
するとき、蓄積（ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ）をリセットする。
【０１６８】
　一方、下記の式８及び式９は、ＤＣＩフォーマットにおいてＴＰＣ　Ｃｏｍｍａｎｄフ
ィールドでの

【０１６９】
値を表す。
【０１７０】
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【数８】

【０１７１】
【数９】

【０１７２】
　ＬＴＥ－Ａシステムで導入したＣＡは、イントラバンド（Ｉｎｔｒａ　ｂａｎｄ）内で
のみ、或いはインターバンド（Ｉｎｔｅｒ　ｂａｎｄ）のコンポーネントキャリア同士の
組合せで構成することができる。既存ではＣＡ構成にかかわらず上りリンク（ＵＬ）タイ
ミングアドバンス（ｔｉｍｉｎｇ　ａｄｖａｎｃｅ；ＴＡ）は一つに設定されていた。し
かし、インターバンド間の周波数特性差によって、一つに設定して使用することは難しい
こともある。また、これを反映して多重（ｍｕｌｔｉｐｌｅ）ＴＡグループ（ｇｒｏｕｐ
）形態が支援される場合は、端末に多重プライマリセル（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｐｒｉｍａ
ｒｙ　ｃｅｌｌ）が設定される可能性もある。既存は一つのＴＡと一つのＰＣｅｌｌに基
づいて設計されたため、複数個のＴＡが支援される場合、これに関する問題点が発生する
ことがある。
【０１７３】
　ＣＡを支援するシステムにおいてマルチプルＴＡグループを形成されることがある。一
つのＴＡグループは、１つ或いはそれ以上のセル／コンポーネントキャリアで構成される
。ＰＣｅｌｌを含んでいないＴＡグループのＳＣｅｌｌが、ＴＡのためにＰＲＡＣＨ（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅｌ）プリアンブルを送信す
ることができる。端末は基地局からＰＤＣＣＨを受信し、ＰＤＣＣＨ命令によってトリガ
ーされて非競合ベースのＰＲＡＣＨ手順（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　
ＰＲＡＣＨ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を行うことができる。この場合、端末が該当のセルで
ＰＤＣＣＨ命令によってＰＲＡＣＨトリガーされ、端末が該当のＳＣｅｌｌでＰＲＡＣＨ
プリアンブルを送信し、これに対する応答として基地局はランダムアクセス応答（Ｒａｎ
ｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）メッセージを端末に送信する過程を経る。基
地局は、上位層シグナリングなどを用いて端末に複数のサービングセルを設定し、複数の
ＴＡグループを設定することができる。
【０１７４】
　（実施例１（非競合ベースのＰＲＡＣＨプリアンブル送信プロセス））
　図８は、マルチプルＴＡグループが設定された場合を例示する図である。
【０１７５】
　図８に示すように、基地局によって端末に異なったＴＡグループが設定されることがあ
る。ＴＡグループ１（ＴＡ　ｇｒｏｕｐ　１）はプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）とＳＣｅ
ｌｌ　１で構成され、ＴＡグループ２（ＴＡ　ｇｒｏｕｐ　２）はＳｃｅｌｌ　２で構成
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されている。ＴＡグループ１はプライマリセルを含んでおり、下りリンク／上りリンク同
期が取れており、ＴＡグループ２のセルは上りリンク同期が取れていない場合を考慮する
。
【０１７６】
　図９は、端末と基地局間のＰＲＡＣＨ手順を例示する図である。
【０１７７】
　ＴＡグループ１のＰｃｅｌｌで同期を確保するために、基地局は、ＰＤＣＣＨを介して
ＰＤＣＣＨ命令を用いてＰＲＡＣＨをトリガーすることができる。すると、端末は、ＰＲ
ＡＣＨプリアンブル（ｍｓｇ１）を基地局に送信する（Ｓ９１０）。端末が初期に同期を
取るためのＰＲＡＣＨプリアンブル送信は、競合ベースのＰＲＡＣＨプリアンブル送信で
ある。基地局は、受信したｍｓｇ１に対する応答としてランダムアクセス応答メッセージ
（ｍｓｇ２）を端末に送信する（Ｓ９２０）。ここで、ｍｓｇ２にはＴＡ　ｃｏｍｍａｎ
ｄを含めて下記の表７のような内容が含まれている。下記の表７は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　
ＴＳ３６．２１３でランダムアクセス応答グラント（ＲＡ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｇｒａｎ
ｔ）に含まれている情報を表すものである。
【０１７８】
【表７】

【０１７９】
　一方、図８で、端末がＴＡグループ２のＳｃｅｌｌ　２で上りリンク／下りリンク同期
を取るように、基地局はＰＤＣＣＨを介してＰＤＣＣＨ命令を用いてＰＲＡＣＨをトリガ
ーすることができる。すると、端末はＰＲＡＣＨプリアンブル（ＭＳＧ１）を基地局に送
信する（Ｓ９１０）。端末が非競合ベースのＰＲＡＣＨプリアンブル（Ｎｏｎ－ｃｏｎｔ
ｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＰＲＡＣＨ　ｐｅａｍｂｌｅ）を送信するから、基地局はＴ
Ａ用にＰＲＡＣＨを必要とする。端末のＴＡグループ２のＳｃｅｌｌ　２でのＰＲＡＣＨ
プリアンブル送信は、非競合ベースのＰＲＡＣＨプリアンブル送信である。
【０１８０】
　本発明では、互いに異なるＴＡグループを支援するシステムにおいてＰＣｅｌｌを含ん
でいないＴＡグループでの非競合ベースのＰＲＡＣＨプリアンブル送信プロセスは、ｍｓ
ｇ１を送信することによってプロセスを終了することを提案する。すなわち、端末は、図
９でＳ９１０段階のみを行うように制限することができる。このような場合、基地局のＰ
ＵＳＣＨリソース割当は、ＰＤＣＣＨを介して送信するようにする。また、初期（ｉｎｉ
ｔｉａｌ）ＴＡ　ｃｏｍｍａｎｄはＰＤＳＣＨ或いはＰＤＣＣＨに含めて送信することが
できる。
【０１８１】
　（実施例２（競合ベースのＰＲＡＣＨ手順における電力制御））
　端末がサービングセルのうちＳＣｅｌｌでｍｓｇ１（ＰＲＡＣＨ　ｐｒｅａｍｂｌｅ）
を送信すると、基地局は、ｍｓｇ２、及びｍｓｇ２によってり割り当てられたＰＵＳＣＨ
に関する情報を、ｍｓｇ１を送信したセル（すなわち、Ｓｃｅｌｌ）ではなく他のセルで
送信することができる。このとき、ｍｓｇ２の送信される該当のセルを指示する指示子が
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ないか、或いは指示子が表すセルが上りリンク同期の取れているセルであれば（Ｐｃｅｌ
ｌもＳｃｅｌｌも可能）、端末は、ｍｓｇ２が受信される該当のセルに対する蓄積モード
（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｍｏｄｅ）のＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ（ＰＵＳＣＨ又はＰＵ
ＣＣＨのためのＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ）をリセット（ｒｅｓｅｔ）する。例として、端
末がＳｃｅｌｌ　２で送信したｍｓｇ１（ＰＲＡＣＨ　ｐｒｅａｍｂｌｅ）に対する応答
として基地局がｍｓｇ２を、ｍｓｇ１の送信されたＳｃｅｌｌ　２で送信するか他のセル
で送信するかにかかわらず、端末はｍｓｇ２を受信すると、ｍｓｇ１（ＰＲＡＣＨ　ｐｒ
ｅａｍｂｌｅ）を送信したＳｃｅｌｌ２に対する蓄積モード（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　
ｍｏｄｅ）のＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ（ＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨのためのＴＰＣ　ｃｏ
ｍｍａｎｄ）をリセットしなければならない。
【０１８２】
　一方、端末がｍｓｇ１（ＰＲＡＣＨ　ｐｒｅａｍｂｌｅ）をＳｃｅｌｌ　２で送信し、
基地局からｍｓｇ２をＳｃｅｌｌ　２以外のセルで受信した場合、ｍｓｇ２を受信した当
該セルとペアリングされた上りリンクセル（ｐａｉｒｅｄ　ＵＬ　Ｃｅｌｌ）でのＰＵＳ
ＣＨ／ＰＵＣＣＨ電力制御は、蓄積モード（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｍｏｄｅ）のＴＰ
Ｃ　ｃｏｍｍａｎｄ（ＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨのためのＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ）をリ
セットＨしないようにする。しかし、これと違い、ｍｓｇ２を受信した当該セルとペアリ
ングされた上りリンクセル（ｐａｉｒｅｄ　ＵＬ　Ｃｅｌｌ）で蓄積モードのＴＰＣ　ｃ
ｏｍｍａｎｄ（ＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨのためのＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ）をリセット
してもよい。リセットには０ｄＢ或いはあらかじめ定められたレベルを適用することがで
きる。あらかじめ定められたレベルが複数レベルであれば、基地局で端末にシグナリング
すればよい。
【０１８３】
　また、端末がＳｃｅｌｌでｍｓｇ１（ＰＲＡＣＨ　ｐｒｅａｍｂｌｅ）を送信し、基地
局からｍｓｇ１に対する応答としてｍｓｇ２をＳｃｅｌｌで受信した場合、当該Ｓｃｅｌ
ｌでは蓄積モード（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｍｏｄｅ）のＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ（Ｐ
ＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨのためのＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ）はリセットし、他のセル（Ｐ
ｃｅｌｌ及び他のＳｃｅｌｌ）に対しては蓄積モード（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ｍｏｄ
ｅ）のＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ（ＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨのためのＴＰＣ　ｃｏｍｍａ
ｎｄ）はリセットしなくてもよい。
【０１８４】
　また、端末がｍｓｇ２（ランダムアクセス応答メッセージ）をＳｃｅｌｌで受信せず、

【０１８５】
を受信した場合は、

【０１８６】
となるようにする。
【０１８７】
 
　一方、ＰＵＣＣＨに対する電力制御において、Ｐｃｅｌｌでのランダムアクセス動作は
他のＴＡグループでのランダムアクセス動作に影響を受けない。すなわち、

【０１８８】
（ここで、
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【０１８９】
は、Ｐｃｅｌｌで送信されたランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセス
応答メッセージ（ｍｓｇ２）で指示されるＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄを表し、

【０１９０】
は、上位層で提供するＰｃｅｌｌで最初から最後までのプリアンブルまでの総電力ランプ
－アップ（ｒａｍｐ－ｕｐ）を表す）。

【０１９１】
値が上位層で変更されるとき、そして端末がＰｃｅｌｌに対するランダムアクセス応答メ
ッセージ（ｍｓｇ２）を受信したときは、端末はの

【０１９２】
蓄積（ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ）をリセットする。
【０１９３】
　（実施例３）
　基地局が送信するｍｓｇ２の情報には、端末がｍｓｇ１を送信したセルに対するＴＡ（
Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ）ｃｏｍｍａｎｄ値、ＰＵＳＣＨ　ｇｒａｎｔに関する情
報、及び上りリンクディレイ（ＵＬ　ｄｅｌａｙ）、ＣＳＩ要請に関する情報を含めるこ
とができる。したがって、ｍｓｇ２によってスケジューリングされたＰＵＳＣＨが、ｍｓ
ｇ１を送信したセルで送信されない場合、当該ｍｓｇ２にＴＡ（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａ
ｎｃｅ）ｃｏｍｍａｎｄに関するセルインデックス情報を含めなければならず、ＰＵＳＣ
Ｈ　ｇｒａｎｔの適用されるセルに関するインデックス情報をそれぞれ設定しなければな
らない。ｍｓｇ２によるＰＵＳＣＨがｍｓｇ１を送信したセルに適用されない場合は、ｍ
ｓｇ１を送信したセルのＰＵＳＣＨ電力制御パラメータのうち、ｆ（ｉ）＝

【０１９４】
（ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ　ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄの初期値設定）に設定しなければな
らない。３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＴＳ　３６．２１３標準文書ではＰＣｅｌｌに対して

【０１９５】
に設定されている。
【０１９６】
　（実施例４）
　ランダムアクセス応答グラント（ｍｓｇ２）によって割り当てられたＰＵＳＣＨをｊ＝
２に定義し、このときの電力制御式のうち、

【０１９７】
を設定することについて説明する。競合ベースのランダムアクセス手順の場合に限って
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【０１９８】
を含む。
【０１９９】
　非競合ベースのランダムアクセス手順では、基地局がｍｓｇ３を送信せず、ｎｏｒｍａ
ｌ　ＰＵＳＣＨを送信する。したがって、このときのＰＵＳＣＨの電力制御は、ＰＵＳＣ
Ｈ電力制御に従うようにする。すなわち、

【０２００】
においてｊ＝１に設定するようにする。ｍｓｇ２のＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄは適用しない
。又は、ｊ＝２に設定し、

【０２０１】
に代えて

【０２０２】
と定義し、基地局が知らせるようにする。

【０２０３】
の概念のように、ｍｓｇ１とＰＵＳＣＨ（ｇｒａｎｔｅｄ　ｂｙ　ＲＡＲ（Ｒａｎｄｏｍ
　ａｃｃｅｓｓ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ））に信号送信電力或いは受信電力差値を単一或いは
複数のレベルに定めて知らせることができる。又は、以下に説明する定義を用いて競合ベ
ースのランダムアクセス手順で適用することができる。
【０２０４】
 
　

【０２０５】
は、上位レイヤから提供されたｊ＝０及び１に対するセル－特定ノミナルコンポーネント

【０２０６】
と上位レイヤから提供されたｊ＝０及び１に対するコンポーネント

【０２０７】
との和で構成されたパラメータであり、基地局が端末に知らせる値である。
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【０２０８】
　動的スケジューリングされるグラント（ｇｒａｎｔ）に対応するＰＵＳＣＨ送信／再送
信はｊ＝１であり、ランダムアクセス応答グラントに対応するＰＵＳＣＨ送信／再送信は
ｊ＝２である。そして、

【０２０９】
であり、パラメータ

【化３】

【０２１０】
と

【０２１１】
は上位層でシグナリングされる。
【０２１２】
　上述した本発明に係る実施例は、ＴＡグループが２つ以上支援されるシステムでも拡張
して適用することができる。そして、マルチプルＴＡ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｔｉｍｉｎｇ
　ａｄｖａｎｃｅ）が適用されるシステムでも端末は效率的に送信電力を設定することが
可能になる。
【０２１３】
　以上説明した実施例は、本発明の構成要素と特徴を所定の形態に結合したものである。
各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しなけれ
ばならない。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施するこ
ともでき、一部の構成要素及び／又は特徴を結合して本発明の実施例を構成することもで
きる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更することもできる。ある実施例の一
部構成や特徴は他の実施例に含めることもでき、又は、他の実施例の対応する構成又は特
徴に取り替えてもよい。特許請求の範囲で明示的な引用関係にない請求項を結合して実施
例を構成してもよく、出願後の補正によって新しい請求項として含めてもよいことは明ら
かである。
【０２１４】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴から逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化で
きることは当業者にとっては明らかである。したがって、上記の詳細な説明は、いかなる
面においても制限的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。
本発明の範囲は、添付した請求項の合理的解釈によって決定しなければならず、本発明の
等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２１５】
　無線通信システムにおいて端末が上りリンク送信電力を設定する方法は、３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ、ＬＴＥ－Ａシステムなどの様々な移動通信システムに産業的に適用可能である。
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