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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別することであって、前記第１及び第２
のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられることと、ここで前記異なるシステム構成
は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記ＵＥに対して前記第２のＣＣでデータ送信を送信することと、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を受信する
ことであって、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及びＵＣＩ送信タイムラ
インに基づいて前記ＵＥによって前記第１のＣＣで送信されることと、ここで前記ＵＣＩ
送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく、
を備える、無線通信のための方法。
【請求項２】
　前記第１のＣＣは、前記ＵＥに関するプライマリＣＣ（ＰＣＣ）であり、前記第２のＣ
Ｃは、セカンダリＣＣ（ＳＣＣ）である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＣＣは、第１のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記第２
のＣＣは、第２のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記ＵＣＩ送信タイ
ムラインは、前記第１のＣＣに関する前記第１のアップリンク－ダウンリンク構成に基づ
いて、または前記第２のＣＣに関する前記第２のアップリンク－ダウンリンク構成に基づ
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いて決定される請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のＣＣは、前記第２のＣＣよりも多くのダウンリンクサブフレームと関連付け
られ、前記ＵＣＩ送信タイムラインは、前記第１のＣＣに関するＵＣＩ送信にさらに基づ
く、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＣＩは、前記ＵＥに前記第２のＣＣで送信された前記データ送信に関する肯定応
答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別することであって、前記第１及び第２
のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられることと、ここで前記異なるシステム構成
は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記ＵＥに対して前記第２のＣＣでデータ送信を送信することと、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を受信する
ことであって、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及びＵＣＩ送信タイムラ
インに基づいて前記ＵＥによって前記第１のＣＣで送信されることと
　を備え、
　ここで前記ＵＣＩ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の
比較に基づき、前記ＵＣＩは、前記ＵＥに前記第２のＣＣで送信された前記データ送信に
関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を備える、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、チ
ャネル選択を有する物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）形式１ｂに基づいて前
記ＵＥによって送信され、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫに関するマッピングテーブルは、前記Ｕ
Ｅに関して構成された全ＣＣに関する単一のアップリンクサブフレームと関連付けられた
最大数のダウンリンクサブフレームに基づいて決定される、無線通信のための方法。
【請求項７】
　前記ＵＣＩは、前記ＵＥに関するチャネル状態情報（ＣＳＩ）構成に基づいて前記ＵＥ
によって送信されるＣＳＩを備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のＣＣのためのチャネル状態情報（ＣＳＩ）を前記ＵＥから周期的に受信する
ことであって、前記ＣＳＩは、前記第１のＣＣに関する前記アップリンク－ダウンリンク
構成に基づいて決定された周期性で前記ＵＥによって送信されること、をさらに備える請
求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のＣＣでの前記データ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングするために前
記第１のＣＣでダウンリンク許可を送信することであって、前記ダウンリンク許可は、前
記第２のＣＣに関するものであり及びダウンリンク許可送信タイムラインに基づいて送信
されること、をさらに備え、前記ダウンリンク許可送信タイムラインは、前記異なるアッ
プリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをス
ケジューリングするためのアップリンク許可を送信することであって、前記アップリンク
許可は、アップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信されること
、をさらに備え、前記アップリンク許可送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－
ダウンリンク構成の前記比較に基づく請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ためのアップリンク許可を送信することであって、前記アップリンク許可は、アップリン
ク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は前記第３のＣＣで送信されるこ
とをさらに備え、前記第３のＣＣはアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前
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記アップリンク許可送信タイムラインは、前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣに関する
前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成と、前記第３のＣＣに関する他のアップリン
ク－ダウンリンク構成との比較に基づく請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＵＥから前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を受信することと、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を決定することと、
　ダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームに
おいて前記第１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することと、をさらに備え、前記Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記
比較に基づく請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別するための手段であって、前記第１及
び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられる手段と、ここで前記異なるシステ
ム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記ＵＥに対して前記第２のＣＣでデータ送信を送信するための手段と、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を受信する
ための手段であって、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及びＵＣＩ送信タ
イムラインに基づいて前記ＵＥによって前記第１のＣＣで送信される手段と、を備え、こ
こで前記ＵＣＩ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較
に基づく無線通信のための装置。
【請求項１４】
　前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをス
ケジューリングするためのアップリンク許可を送信するための手段であって、前記アップ
リンク許可は、アップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信され
る手段、をさらに備え、ここで前記アップリンク許可送信タイムラインは、前記異なるア
ップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ためのアップリンク許可を送信するための手段であって、前記アップリンク許可は、アッ
プリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は前記第３のＣＣで送信さ
れる手段、をさらに備え、前記第３のＣＣはアップリンク－ダウンリンク構成と関連付け
られ、前記アップリンク許可送信タイムラインは、前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣ
に関する前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成と、前記第３のＣＣに関する他のア
ップリンク－ダウンリンク構成との比較に基づく請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ＵＥから前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を受信するための手段と、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を決定するための手段と、
　ダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームに
おいて前記第１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための手段と、をさらに備え、
前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成
の前記比較に基づく請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別し、
　前記ＵＥに対して前記第２のＣＣでデータ送信を送信し、及び
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を受信する
ように構成された少なくとも１つのプロセッサを備え、
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　前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられ、ここで前記異なるシ
ステム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及びＵＣＩ送信タイムラインに基づい
て前記ＵＥによって前記第１のＣＣで送信され、ここで前記ＵＣＩ送信タイムラインは、
前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく無線通信のための装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリ
ンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングするためのアップリンク許可を送信
するようにさらに構成され、前記アップリンク許可は、アップリンク許可送信タイムライ
ンに基づいて前記第１のＣＣで送信され、ここで前記アップリンク許可送信タイムライン
は、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく請求項１７に記載の
装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関
して前記ＵＥをスケジューリングするためのアップリンク許可を送信するようにさらに構
成され、前記アップリンク許可は、アップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第
１のＣＣで又は前記第３のＣＣで送信され、前記第３のＣＣはアップリンク－ダウンリン
ク構成と関連付けられ、前記アップリンク許可送信タイムラインは、前記第１のＣＣおよ
び前記第２のＣＣに関する前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成と、前記第３のＣ
Ｃに関する他のアップリンク－ダウンリンク構成との比較に基づく請求項１７に記載の装
置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＵＥから前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を受信し、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を決定し、及び
　ダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームに
おいて前記第１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するようにさらに構成され、前記Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記
比較に基づく請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別することを少なくとも１つのプロセッ
サに行わせるためのコードであって、前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と
関連付けられるコードと、ここで前記異なるシステム構成は、異なるアップリンク－ダウ
ンリンク構成を備える、
　前記ＵＥに対して前記第２のＣＣでデータ送信を送信することを前記少なくとも１つの
プロセッサに行わせるためのコードと、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を受信する
ことを前記少なくとも１つのプロセッサに行わせるためのコードであって、
　前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及びＵＣＩ送信タイムラインに基づい
て前記ＵＥによって前記第１のＣＣで送信されるコードと、
　を備え、ここで前記ＵＣＩ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリン
ク構成の比較に基づくコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定することであって、前記第１及び第２
のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられることと、ここで前記異なるシステム構成
は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記第２のＣＣでデータ送信を受信することと、
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　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を送信する
ことであって、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及びＵＣＩ送信タイムラ
インに基づいて前記第１のＣＣで送信されることと、をさらに備えここで前記ＵＣＩ送信
タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく、無線通信
のための方法。
【請求項２３】
　前記ＵＣＩは、前記ＵＥに対して前記第２のＣＣで送信された前記データ送信に関する
肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を備える請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２のＣＣでの前記データ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングするために前
記第１のＣＣで送信されたダウンリンク許可を受信することであって、前記ダウンリンク
許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及びダウンリンク許可送信タイムラインに基
づいて送信されること、をさらに備え、ここでダウンリンク許可送信タイムラインは、前
記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく、請求項２２に記載の方法
。
【請求項２５】
　前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをス
ケジューリングするアップリンク許可を受信することであって、前記アップリンク許可は
、アップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信されること、をさ
らに備え、前記アップリンク許可送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウン
リンク構成の前記比較に基づく請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
アップリンク許可を受信することであって、前記アップリンク許可は、アップリンク許可
送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は前記第３のＣＣで送信されること、を
さらに備え、前記第３のＣＣはアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記ア
ップリンク許可送信タイムラインは、前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣに関する前記
異なるアップリンク－ダウンリンク構成と、前記第３のＣＣに関する他のアップリンク－
ダウンリンク構成との比較に基づく請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ＵＥによって前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信することと、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を受信することであって、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ダウンリンクＡＣＫ／
ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームにおいて前記第１のＣＣで
送信されることと、をさらに備え、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインは、前記異な
るアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく請求項２２に記載の方法。
【請求項２８】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定するための手段であって、前記第１及
び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられる手段と、ここで前記異なるシステ
ム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記第２のＣＣでデータ送信を受信するための手段と、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を送信する
ための手段であって、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及びＵＣＩ送信タ
イムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される手段と、を備え、ここで前記ＵＣＩ送
信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく無線通信
のための装置。
【請求項２９】
　前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをス
ケジューリングするアップリンク許可を受信するための手段であって、前記アップリンク
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許可は、アップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される手段
、をさらに備え、ここで前記アップリンク許可送信タイムラインは、前記異なるアップリ
ンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
アップリンク許可を受信するための手段であって、前記アップリンク許可は、アップリン
ク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は前記第３のＣＣで送信される手
段、をさらに備え、前記第３のＣＣはアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、
前記アップリンク許可送信タイムラインは、前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣに関す
る前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成と、前記第３のＣＣに関する他のアップリ
ンク－ダウンリンク構成との比較に基づく請求項２８に記載の装置。
【請求項３１】
　前記ＵＥによって前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信するための手段と、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を受信するための手段であって、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ダウンリンクＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームにおいて前記第１の
ＣＣで送信される手段と、をさらに備え、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインは、前
記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく請求項２８に記載の装置。
【請求項３２】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定し、
　前記第２のＣＣでデータ送信を受信し、及び
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を送信する
ように構成された少なくとも１つのプロセッサを備え、
　前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられ、ここで前記異なるシ
ステム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及びＵＣＩ送信タイムラインに基づい
て前記第１のＣＣで送信され、ここで前記ＵＣＩ送信タイムラインは、前記異なるアップ
リンク－ダウンリンク構成の比較に基づく無線通信のための装置。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリ
ンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングするアップリンク許可を受信するよ
うにさらに構成され、前記アップリンク許可は、アップリンク許可送信タイムラインに基
づいて前記第１のＣＣで送信され、ここで前記アップリンク許可送信タイムラインは、前
記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
アップリンク許可を受信するようにさらに構成され、前記アップリンク許可は、アップリ
ンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は前記第３のＣＣで送信され、
前記第３のＣＣはアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記アップリンク許
可送信タイムラインは、前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣに関する前記異なるアップ
リンク－ダウンリンク構成と、前記第３のＣＣに関する他のアップリンク－ダウンリンク
構成との比較に基づく請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＵＥによって前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信し、及び
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を受信するようにさらに構成され、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ダウンリンク
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームにおいて前記第１
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のＣＣで送信され、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク
－ダウンリンク構成の前記比較に基づく請求項３２に記載の装置。
【請求項３６】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定することを少なくとも１つのプロセッ
サに行わせるためのコードと、
　前記第２のＣＣでデータ送信を受信することを前記少なくとも１つのプロセッサに行わ
せるためのコードと、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を送信する
ことを前記少なくとも１つのプロセッサに行わせるためのコードと、を備え、
　前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられ、ここで前記異なるシ
ステム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関するＵＣＩ送
信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信され、ここで前記ＵＣＩ送信タイムライ
ンは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく、コンピュータプログ
ラム。
【請求項３７】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別することであって、前記第１及び第２
のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられることと、ここで前記異なるシステム構成
は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣでアップリンク許可を送信することであって、前記アップリンク許
可は、前記第２のＣＣに関するものであり及びアップリンク許可送信タイムラインに基づ
いて前記第１のＣＣで送信されることと、を備え、ここで前記アップリンク許可送信タイ
ムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく、無線通信のた
めの方法。
【請求項３８】
　前記第１のＣＣは、前記ＵＥに関するプライマリＣＣであり、前記第２のＣＣは、前記
ＵＥに関するセカンダリＣＣである請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第１のＣＣは、第１のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記第２
のＣＣは、第２のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記アップリンク許
可送信タイムラインは、前記第１のＣＣに関する前記第１のアップリンク－ダウンリンク
構成に基づいて、または前記第２のＣＣに関する前記第２のアップリンク－ダウンリンク
構成に基づいて決定される請求項３７に記載の方法。
【請求項４０】
　前記第１のＣＣは、前記第２のＣＣよりも多くのアップリンクサブフレームと関連付け
られ、前記アップリンク送信タイムラインは前記第１のＣＣに関する前記アップリンク許
可送信タイムラインにさらに基づく、請求項３７に記載の方法。
【請求項４１】
　前記アップリンク許可に基づいて前記ＵＥによって前記第２のＣＣで送信されたアップ
リンクデータ送信を受信することと、
　前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を決定
することと、
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームにおいて前記第
１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することと、をさらに備え、前記ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく
請求項３７に記載の方法。
【請求項４２】
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　前記決定されたサブフレームは、異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に
基づいて前記第１のＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができるサブフレームである
請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで第２のアップリンク許可を送信することであって、前記第２のア
ップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するものであり及び前記アップリンク許可送信タ
イムラインに基づいて送信されること、をさらに備える請求項３７に記載の方法。
【請求項４４】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別するための手段であって、前記第１及
び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられる手段と、ここで前記異なるシステ
ム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣでアップリンク許可を送信するための手段であって、前記アップリ
ンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及びアップリンク許可送信タイムライン
に基づいて前記第１のＣＣで送信される手段と、を備え、ここで前記アップリンク許可送
信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく無線通信
のための装置。
【請求項４５】
　前記アップリンク許可に基づいて前記ＵＥによって前記第２のＣＣで送信されたアップ
リンクデータ送信を受信するための手段と、
　前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を決定
するための手段と、
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームにおいて前記第
１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための手段と、をさらに備え、前記ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に
基づく請求項４４に記載の装置。
【請求項４６】
　前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで第２のアップリンク許可を送信するための手段であって、前記第
２のアップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するものであり及び前記アップリンク許可
送信タイムラインに基づいて送信される手段、をさらに備える請求項４４に記載の装置。
【請求項４７】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別し、及び
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣでアップリンク許可を送信するように構成された少なくとも１つの
プロセッサを備え、
　前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられ、ここで前記異なるシ
ステム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及びアップリンク許可送
信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信され、ここで前記アップリンク許可送信
タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく無線通信の
ための装置。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記アップリンク許可に基づいて前記ＵＥによって前記第２のＣＣで送信されたアップ
リンクデータ送信を受信し、
　前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を決定
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し、及び
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームにおいて前記第
１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するようにさらに構成され、前記ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく
請求項４７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関
して前記ＵＥをスケジューリングするために前記第１のＣＣで第２のアップリンク許可を
送信するようにさらに構成され、前記第２のアップリンク許可は、前記第１のＣＣに関す
るものであり及び前記アップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信される請求項４
７に記載の装置。
【請求項５０】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別することを少なくとも１つのプロセッ
サに行わせるためのコードと、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣでアップリンク許可を送信することを前記少なくとも１つのプロセ
ッサに行わせるためのコードと、を備え、
　前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられ、ここで前記異なるシ
ステム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及びアップリンク許可送
信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信され、ここで前記ＵＣＩ送信タイムライ
ンは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づくコンピュータプログラ
ム。
【請求項５１】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定することであって、前記第１及び第２
のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられることと、ここで前記異なるシステム構成
は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信されたアップリンク許可を受信することであって、前記アッ
プリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及びアップリンク許可送信タイムラ
インに基づいて前記第１のＣＣで送信されることと、ここで前記アップリンク許可送信タ
イムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく、を備える、
無線通信のための方法。
【請求項５２】
　前記アップリンク許可に基づいて前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信する
ことと、
　肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）送信タイムラインに基づいて決定されたサブ
フレームにおいて前記第１のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを受信することと、をさらに備え、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインは、前記
異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで第２のアップリンク許可を受信することであって、前記第２のア
ップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するものであり及び前記アップリンク許可送信タ
イムラインに基づいて送信されること、をさらに備える請求項５１に記載の方法。
【請求項５４】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定するための手段であって、前記第１及
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び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられる手段と、ここで前記異なるシステ
ム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信されたアップリンク許可を受信するための手段であって、前
記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及びアップリンク許可送信タ
イムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される手段と、を備え、ここで前記アップリ
ンク許可送信タイムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づ
く無線通信のための装置。
【請求項５５】
　前記アップリンク許可に基づいて前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信する
ための手段と、
　肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）送信タイムラインに基づいて決定されたサブ
フレームにおいて前記第１のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを受信するための手段と、をさらに備え、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインは
、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく請求項５４に記載の装
置。
【請求項５６】
　前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信された第２のアップリンク許可を受信するための手段であっ
て、前記第２のアップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するものであり及び前記アップ
リンク許可送信タイムラインに基づいて送信される手段、をさらに備える請求項５４に記
載の装置。
【請求項５７】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定し、及び
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信されたアップリンク許可を受信するように構成された少なく
とも１つのプロセッサを備え、
　前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられ、ここで前記異なるシ
ステム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及びアップリンク許可送
信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信され、前記アップリンク許可送信タイム
ラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づく無線通信のための
装置。
【請求項５８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記アップリンク許可に基づいて前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信し、
及び
　肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）送信タイムラインに基づいて決定されたサブ
フレームにおいて前記第１のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを受信するようにさらに構成され、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインは、前記
異なるアップリンク－ダウンリンク構成の前記比較に基づく請求項５７に記載の装置。
【請求項５９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関
して前記ＵＥをスケジューリングするために前記第１のＣＣで送信された第２のアップリ
ンク許可を受信するようにさらに構成され、前記第２のアップリンク許可は、前記第１の
ＣＣに関するものであり及び前記アップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信され
る請求項５７に記載の装置。
【請求項６０】
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
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ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定することを少なくとも１つのプロセッ
サに行わせるためのコードと、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信されたアップリンク許可を受信することを前記少なくとも１
つのプロセッサに行わせるためのコードと、を備え、
　前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられ、ここで前記異なるシ
ステム構成は、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を備える、
　前記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及びアップリンク許可送
信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信され、ここでアップリンク許可送信タイ
ムラインは、前記異なるアップリンク－ダウンリンク構成の比較に基づくコンピュータプ
ログラム。
【請求項６１】
　前記第１のＣＣまたは前記第２のＣＣのうちの１つは、時分割複信（ＴＤＤ）システム
構成と関連づけられ、他方のＣＣは、周波数分割複信（ＦＤＤ）システム構成と関連づけ
られる、請求項１に記載の方法。
【請求項６２】
　前記第１のＣＣまたは前記第２のＣＣのうちの１つは、時分割複信（ＴＤＤ）システム
構成と関連づけられ、他方のＣＣは、周波数分割複信（ＦＤＤ）システム構成と関連づけ
られる、請求項２２に記載の方法。
【請求項６３】
　前記第１のＣＣまたは前記第２のＣＣのうちの１つは、時分割複信（ＴＤＤ）システム
構成と関連づけられ、他方のＣＣは、周波数分割複信（ＦＤＤ）システム構成と関連づけ
られる、請求項３７に記載の方法。
【請求項６４】
　前記第１のＣＣまたは前記第２のＣＣのうちの１つは、時分割複信（ＴＤＤ）システム
構成と関連づけられ、他方のＣＣは、周波数分割複信（ＦＤＤ）システム構成と関連づけ
られる、請求項５１に記載の方法。
【請求項６５】
　前記第１のＣＣまたは前記第２のＣＣのうちの１つは、時分割複信（ＴＤＤ）システム
構成と関連づけられ、他方のＣＣは、周波数分割複信（ＦＤＤ）システム構成と関連づけ
られる、請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９に基づく優先権の主張
　本特許出願は、“TRANSMISSION OF CONTROL INFORMATION IN A TDD SYSTEM WITH CARRI
ER AGGREGATION”（キャリアアグリゲーションを用いるＴＤＤシステムにおける制御情報
の送信）という題名を有し、これの譲受人に対して譲渡され、引用によってここにおいて
明示で組み入れられている米国仮特許出願一連番号第６１／５１１，９３２号（出願日：
２０１１年７月２６日）に対する優先権を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、概して、通信に関するものである。本開示は、より具体的には、無線通信ネ
ットワークにおいて制御情報を送信するための技法に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　様々な通信コンテンツ、例えば、音声、映像、パケットデータ、メッセージング、ブロ
ードキャスト、等、を提供することを目的として無線通信ネットワークが広範囲にわたっ
て配備されている。これらの無線ネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共
有することによって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであ
ることができる。該多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネット
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ワークと、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワークと、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ
）ネットワークと、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワークと、単一搬送波ＦＤＭＡ（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークと、を含む。
【０００４】
　無線通信ネットワークは、幾つかのユーザ装置（ＵＥ）のための通信をサポートするこ
とができる幾つかの基地局を含むことができる。ＵＥは、ダウンリンク及びアップリンク
を介して基地局と通信することができる。ダウンリンク（又は順方向リンク）は、基地局
からＵＥへの通信リンクを意味し、アップリンク（又は逆方向リンク）は、ＵＥから基地
局への通信リンクを意味する。
【０００５】
　無線通信ネットワークは、複数のコンポーネントキャリア（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａ
ｒｒｉｅｒ）（ＣＣ）での動作をサポートすることができる。ＣＣは、通信のために使用
されるある範囲の周波数を意味することができ、幾つかの特徴と関連付けることができる
。例えば、ＣＣは、ＣＣでの動作を記述するシステム情報と関連付けることができる。Ｃ
Ｃは、搬送波、周波数チャネル、セル、等と呼ばれることもある。基地局は、ＵＥに対し
て１つ以上のＣＣでデータ及びダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を送信することができる
。ＵＥは、基地局に対して１つ以上のＣＣでデータ及びアップリンク制御情報（ＵＣＩ）
を送信することができる。
【発明の概要】
【０００６】
　複数のＣＣでの動作をサポートするために制御情報を送信するための技法がここにおい
て説明される。ＵＥは、キャリアアグリゲーション（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔ
ｉｏｎ）のために複数のＣＣを用いて構成することができる。１つのＣＣは、ＵＥに関す
るプライマリＣＣ（ＰＣＣ）として指定することができる。各々の残りのＣＣは、ＵＥに
関するセカンダリＣＣ（ＳＣＣ）とみなすことができる。複数のＣＣは、異なるアップリ
ンク－ダウンリンク構成と関連付けることができ、異なるダウンリンクサブフレーム及び
アップリンクサブフレームを有することができる。
【０００７】
　本開示の一態様では、ＳＣＣのためのＵＣＩは、（ＳＣＣに関するＵＣＩ送信タイムラ
インに基づくのではなく）ＰＣＣに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいてＰＣＣで送
信することができる。一設計では、基地局は、キャリアアグリゲーションのためにＵＥに
関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを識別することができ、第１及び第２のＣＣ
は、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウンリンク構成、と関連付け
られる。基地局は、第２のＣＣでのデータ送信に関してＵＥをスケジューリングするため
に第１のＣＣでダウンリンク許可（ｇｒａｎｔ）を送信することができる。ダウンリンク
許可は、第２のＣＣに関するものであることができ、及び、第１のＣＣに関するダウンリ
ンク許可送信タイムラインに基づいて送信することができる。ｅＮＢは、ＵＥに対して第
２のＣＣでデータ送信を送信することができる。ｅＮＢは、第２のＣＣでのデータ送信の
ためのＵＣＩを受信することができる。ＵＣＩは、第２のＣＣに関するものであることが
でき、及び、第１のＣＣに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいてＵＥによって第１の
ＣＣで送信することができる。
【０００８】
　本開示の他の態様では、ＳＣＣのためのアップリンク許可は、（ＳＣＣに関するアップ
リンク許可送信タイムラインに基づくのではなく）ＰＣＣに関するアップリンク許可送信
タイムラインに基づいてＰＣＣで送信することができる。一設計では、基地局は、キャリ
アアグリゲーションのためにＵＥに関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを識別す
ることができ、第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリン
ク－ダウンリンク構成、と関連付けられる。ｅＮＢは、第２のＣＣでのアップリンクデー
タ送信に関してＵＥをスケジューリングするために第１のＣＣでアップリンク許可を送信
することができる。アップリンク許可は、第２のＣＣに関するものであることができ、及



(13) JP 5815862 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

び、第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて第１のＣＣで送信
することができる。ｅＮＢは、アップリンク許可に基づいてＵＥによって第２のＣＣで送
信されたアップリンクデータ送信を受信することができる。ｅＮＢは、アップリンクデー
タ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を決定することができる。ｅＮ
Ｂは、第１のＣＣのためのＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブ
フレームにおいて第１のＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる。
【０００９】
　本開示の様々な態様及び特徴が以下においてさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】無線通信ネットワークを示した図である。
【図２】典型的なフレーム構造を示した図である。
【図３Ａ】ＨＡＲＱを用いたダウンリンクでのデータ送信例を示した図である。
【図３Ｂ】ＨＡＲＱを用いたアップリンクでのデータ送信例を示した図である。
【図４Ａ】アップリンク－ダウンリンク構成１を有するＣＣでのダウンリンク及びアップ
リンクのそれぞれにおけるデータ送信を示した図である。
【図４Ｂ】アップリンク－ダウンリンク構成１を有するＣＣでのダウンリンク及びアップ
リンクのそれぞれにおけるデータ送信を示した図である。
【図５Ａ】アップリンク－ダウンリンク構成２を有するＣＣでのダウンリンク及びアップ
リンクのそれぞれにおけるデータ送信を示した図である。
【図５Ｂ】アップリンク－ダウンリンク構成２を有するＣＣでのダウンリンク及びアップ
リンクのそれぞれにおけるデータ送信を示した図である。
【図６Ａ】連続的及び非連続的キャリアアグリゲーションを示した図である。
【図６Ｂ】連続的及び非連続的キャリアアグリゲーションを示した図である。
【図７Ａ】ＳＣＣでのダウンリンク及びアップリンクデータ送信を示した図であり、制御
情報はＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。
【図７Ｂ】ＳＣＣでのダウンリンク及びアップリンクデータ送信を示した図であり、制御
情報はＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。
【図８Ａ】ＳＣＣでのダウンリンク及びアップリンクデータ送信を示した図であり、制御
情報はＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。
【図８Ｂ】ＳＣＣでのダウンリンク及びアップリンクデータ送信を示した図であり、制御
情報はＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。
【図８Ｃ】ＳＣＣでのダウンリンク及びアップリンクデータ送信を示した図であり、制御
情報はＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。
【図８Ｄ】ＳＣＣでのダウンリンク及びアップリンクデータ送信を示した図であり、制御
情報はＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。
【図９Ａ】クロスサブフレームスケジューリングを有するＳＣＣでのダウンリンク及びア
ップリンクデータ送信を示した図である。
【図９Ｂ】クロスサブフレームスケジューリングを有するＳＣＣでのダウンリンク及びア
ップリンクデータ送信を示した図である。
【図１０Ａ】ＳＣＣでのダウンリンク及びアップリンクデータ送信を示した図であり、別
々のダウンリンクＰＣＣ及びアップリンクＰＣＣを有する。
【図１０Ｂ】ＳＣＣでのダウンリンク及びアップリンクデータ送信を示した図であり、別
々のダウンリンクＰＣＣ及びアップリンクＰＣＣを有する。
【図１１】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図１２】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図１３】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
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【図１４】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図１５】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図１６】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図１７】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図１８】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図１９】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図２０】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図２１】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図２２】複数のＣＣで動作するための様々なプロセス及び複数のＣＣでの動作をサポー
トするための様々なプロセスを示した図である。
【図２３】ＵＥ及び基地局のブロック図である。
【図２４】ＵＥ及び基地局の他のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の詳細な発明を実施するための形態は、添付図と関係され、様々な構成に関する説
明であることが意図され、ここにおいて説明される概念を実践することができる唯一の構
成を表すことは意図されない。詳細な発明を実施するための形態は、様々な概念に関する
徹底的な理解を提供することを目的とする具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの
概念はこれらの具体的な詳細なしに実践可能であることが当業者にとって明確であろう。
幾つかの例においては、該概念を曖昧にすることを回避するために、よく知られた構造及
びコンポーネントは、ブロック図形で示される。
【００１２】
　ここにおいて説明される技法は、様々な無線通信ネットワーク、例えば、ＣＤＭＡ、Ｔ
ＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ及びその他の無線ネットワーク、に関し
て用いることができる。用語“ネットワーク”及び“システム”は、しばしば互換可能な
形で用いられる。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）
、ｃｄｍａ２０００、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭ
Ａ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））と、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）と、ＣＤＭ
Ａのその他の変形と、を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規
格及びＩＳ－８５６規格を網羅する。ＴＤＭＡネットワークは、グローバル移動体通信シ
ステム（ＧＳＭ（登録商標））、等の無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡネッ
トワークは、エボルブド（Ｅｖｏｌｖｅｄ）ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイ
ルブロードバンド（Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ）（ＵＭＢ）、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ及びＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ）、ＩＥＥＥ８０２．１６
（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡ（登録商標）、等の無
線技術を実装することができる。ＵＴＲＡ及びＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル移動体通信
システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ
　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（ＬＴＥ）及びＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－
Ａ）は、周波数分割複信（ＦＤＤ）及び時分割複信（ＴＤＤ）の両方であり、Ｅ－ＵＴＲ
Ａを使用するＵＭＴＳの最近のリリース版であり、ダウンリンクではＯＦＤＭＡ及びアッ
プリンクではＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、
ＬＴＥ－Ａ及びＧＳＭは、“第３世代パートナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）とい
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う名称の組織からの文書において記述される。ｃｄｍａ２０００及びＵＭＢは、“第３世
代パートナーシッププロジェクト２”（３ＧＰＰ２）という名称の組織からの文書におい
て記述される。ここにおいて説明される技法は、上述される無線ネットワーク及び無線技
術、及びその他の無線ネットワーク及び無線技術のために用いることができる。明確化の
ため、これらの技法の幾つかの態様は、ＬＴＥに関して以下において説明されており、以
下の説明の多くの部分においてはＬＴＥ用語が用いられる。ここにおける説明では、用語
“ＬＴＥ”は、概して、別の記載がないかぎり、ＬＴＥの全リリースを意味する。
【００１３】
　図１は、ＬＴＥネットワーク又はあるその他の無線ネットワークであることができる無
線通信ネットワーク１００を示す。無線ネットワーク１００は、幾つかのエボルブドノー
ドＢ（ｅＮＢ）１１０と、その他のネットワークエンティティと、を含むことができる。
ｅＮＢは、ＵＥと通信するエンティティであることができ、基地局、ノードＢ、アクセス
ポイント、と呼ばれることもある。各ｅＮＢ１１０は、特定の地理上のエリアのための通
信カバレッジを提供することができる。３ＧＰＰでは、用語“セル”は、その用語が使用
される文脈に依存して、カバレッジエリアにサービスを提供するｅＮＢ及び／又はｅＮＢ
サブシステムのこのカバレッジエリアを意味することができる。
【００１４】
　ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、及び／又はその他のタイプのセルの
ための通信カバレッジを提供することができる。マクロセルは、相対的に大きい地理上の
エリア（例えば、半径数キロメートル）を網羅することができ、サービス加入契約を有す
るＵＥによる無制限のアクセスを許容することができる。ピコセルは、相対的に小さい地
理上のエリアを網羅し、サービス加入契約を有するＵＥによる無制限のアクセスを許容す
ることができる。フェムトセルは、相対的に小さい地理上のエリア（例えば、住宅）を網
羅し、フェムトセルとの関連性を有するＵＥ（例えば、クローズド加入者グループ（ＣＳ
Ｇ）内のＵＥ）による制限されたアクセスを許容することができる。図１に示される例で
は、ｅＮＢ１１０ａ、１１０ｂ及び１１０ｃは、マクロセル１０２ａ、１０２ｂ及び１０
２ｃのためのそれぞれのマクロｅＮＢであることができる。ｅＮＢ１００ｘは、ピコセル
１０２ｘのためのピコｅＮＢであることができる。ｅＮＢ１００ｙ及び１１０ｚは、フェ
ムトセル１０２ｙ及び１０２ｚのそれぞれのためのホームｅＮＢであることができる。ｅ
ＮＢは、１つ又は複数の（例えば、３つの）セルをサポートすることができる。
【００１５】
　無線ネットワーク１００は、中継器を含むこともできる。中継器は、上流局（例えば、
ｅＮＢ、ＵＥ、等）からのデータの送信を受信し、下流局（例えば、ＵＥ又はｅＮＢ、等
）にデータの送信を送るエンティティである。中継器は、その他のＵＥのための送信を中
継するＵＥであることもできる。図１に示される例では、中継器１１０ｒは、ｅＮＢ１１
０ａとＵＥ１２０ｒとの間での通信を容易にするためにｅＮＢ１１０ａ及びＵＥ１２０ｒ
と通信することができる。
【００１６】
　ネットワークコントローラ１３０は、ｅＮＢの組に結合し、これらのｅＮＢに関する調
整及び制御を提供することができる。ネットワークコントローラ１３０は、バックホール
を介してｅＮＢと通信することができる。ｅＮＢは、例えば、直接的に又は無線バックホ
ール又は有線バックホールを介して間接的に、互いに通信することもできる。
【００１７】
　ＵＥ１２０（例えば、１２０ｘ、１２０ｙ、等）は、無線ネットワーク１００全体にわ
たって分散することができ、各ＵＥは、静止型又は移動型であることができる。ＵＥは、
端末、移動局、加入者ユニット、局、等と呼ばれることもある。ＵＥは、携帯電話、スマ
ートフォン、タブレット、ネットブック、スマートブック、パーソナルデジタルアシスタ
ント（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップ
コンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、等であるこ
とができる。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、中継器、又はその他
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のＵＥ、等と通信することができる。
【００１８】
　無線ネットワーク１００は、データ送信の信頼性を向上させるためにハイブリッド自動
再送（ＨＡＲＱ）をサポートすることができる。ＨＡＲＱの場合は、送信機（例えば、ｅ
ＮＢ）は、トランスポートブロックの送信を送信することができ、及び、必要な場合は、
トランスポートブロックが受信機（例えば、ＵＥ）によって正確に復号されるか又は最大
数の送信が送信されるまで、又は何らかのその他の終了条件に遭遇するまで、１つ以上の
追加の送信を送信することができる。トランスポートブロックは、パケット、コードワー
ド、等と呼ばれることもある。同期的なＨＡＲＱに関しては、トランスポートブロックの
すべての送信を単一のＨＡＲＱインターレースのサブフレームで送信することができ、そ
れは、均等に間隔があけられたサブフレームを含むことができる。非同期的なＨＡＲＱに
関しては、トンランスポートブロックの各送信は、いずれのサブフレームでも送信するこ
とができる。
【００１９】
　無線ネットワーク１００は、ＦＤＤ及び／又はＴＤＤを利用することができる。ＦＤＤ
に関しては、ダウンリンク及びアップリンクに別々の周波数チャネルを割り当てることが
でき、ダウンリンク送信及びアップリンク送信をそれらの別々の周波数チャネルで同時並
行して送信することができる。ＴＤＤに関しては、ダウンリンク及びアップリンクは、同
じ周波数チャネルを共有することができ、ダウンリンク及びアップリンク送信は、異なる
期間に同じ周波数チャネルで送信することができる。ここにおける説明では、ＦＤＤ　Ｃ
Ｃは、ＦＤＤを利用するＣＣであり、ＴＤＤ　ＣＣは、ＴＤＤを利用するＣＣである。
【００２０】
　図２は、ＬＴＥにおけるＴＤＤに関する典型的なフレーム構造を示す。ダウンリンク及
びアップリンクのための送信タイムラインは、無線フレーム単位に分割することができる
。各無線フレームは、予め決定された継続時間（例えば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有する
ことができ及び０乃至９のインデックスを有する１０のサブフレームに分割することがで
きる。各サブフレームは、２つのスロットを含むことができる。従って、各無線フレーム
は、０乃至１９のインデックスを有する２０のスロットを含むことができる。各スロット
は、Ｌのシンボル期間、例えば、（図２に示されるように）通常のサイクリックプリフィ
ックスに関しては７つのシンボル期間又は拡張されたサイクリックプリフィックスに関し
ては６つのシンボル期間、を含むことができる。各サブフレーム内の２Ｌのシンボル期間
には、０乃至２Ｌ－１のインデックスを割り当てることができる。利用可能な時間周波数
リソースは、リソースブロックに分割することができる。各リソースブロックは、１つの
スロットで１２の副搬送波を網羅することができる。
【００２１】
　ＬＴＥは、ＴＤＤに関する幾つかのアップリンク－ダウンリンク構成をサポートする。
すべてのアップリンク－ダウンリンク構成に関して、ダウンリンクに関してはサブフレー
ム０及び５が使用され、アップリンクに関してはサブフレーム２が使用される。アップリ
ンク－ダウンリンク構成に依存してダウンリンク又はアップリンクに関してサブフレーム
３、４、７、８及び９を各々使用することができる。サブフレーム１は、（ｉ）ダウンリ
ンク制御チャネル及びデータ送信のために使用されるダウンリンクパイロットタイムスロ
ット（ＤｗＰＴＳ）、（ｉｉ）送信なしのガード期間（ＧＰ）、及び（ｉｉｉ）ランダム
アクセスチャネル（ＲＡＣＨ）又はサウンディングレファレンス信号（ｓｏｕｎｄｉｎｇ
　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）（ＳＲＳ）のいずれかのために使用されるアップ
リンクパイロットタイムスロット（ＵｐＰＴＳ）から成る３つの特別なフィールドを含む
。サブフレーム６は、アップリンク－ダウンリンク構成に依存して、ＤｗＰＴＳのみ、す
べての３つの特別なフィールド、又はダウンリンクサブフレームを含むことができる。Ｄ
ｗＰＴＳ、ＧＰ及びＵｐＰＴＳは、異なるサブフレーム構成に関して異なる継続時間を有
することができる。ダウンリンクのために使用されるサブフレームは、ダウンリンクサブ
フレームと呼ぶことができ、アップリンクのために使用されるサブフレームは、アップリ
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ンクサブフレームと呼ぶことができる。
【００２２】
　表１は、ＴＤＤに関してＬＴＥによってサポートされる７つのアップリンク－ダウンリ
ンク構成を記載する。各アップリンク－ダウンリンク構成は、各サブフレームがダウンリ
ンクサブフレーム（表１では“Ｄ”で表される）、アップリンクサブフレーム（表１では
“Ｕ”で表される）、又は特別なサブフレーム（表１では“Ｓ”で表される）のいずれで
あるかを示す。表１に示されるように、アップリンク－ダウンリンク構成１乃至５は、ダ
ウンリンクヘビー（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｈｅａｖｙ）であり、それは、各無線フレーム内
にはアップリンクサブフレームよりも多くのダウンリンクサブフレームが存在することを
意味する。アップリンク－ダウンリンク構成６は、アップリンクヘビーであり、各無線フ
レーム内にはダウンリンクサブフレームよりも多くのアップリンクサブフレームが存在す
ることを意味する。
【表１】

【００２３】
　図２に示されるように、ダウンリンクサブフレームは、データ領域と時分割多重化され
た（ＴＤＭ）制御領域を含むことができる。制御領域は、サブフレームの最初のＭのシン
ボル期間を占めることができ、ここで、Ｍは、１、２、３又は４であり、サブフレームご
とに変わることができる。データ領域は、サブフレームの残りのシンボル期間を占めるこ
とができる。
【００２４】
　アップリンクサブフレームは、データ領域と周波数分割多重化された（ＦＤＭ）制御領
域を含むことができる。制御領域は、システム帯域幅の２つの縁部近くのリソースブロッ
クを占めることができる。データ領域は、システム帯域幅の中央の残りのリソースブロッ
クを占めることができる。
【００２５】
　図２に示されるように、ＬＴＥにおけるダウンリンクでは、ｅＮＢは、物理制御フォー
マットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（Ｐ
ＨＩＣＨ）、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、及び／又はサブフレームの
制御領域内のその他の物理チャネルを送信することができる。ＰＣＦＩＣＨは、制御領域
のサイズを搬送することができる。ＰＨＩＣＨは、ＨＡＲＱを用いてアップリンクで送信
されるデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送することができる。ＰＤＣＣＨは、ダ
ウンリンク制御情報（ＤＣＩ）例えば、ダウンリンク許可、アップリンク許可、等、を搬



(18) JP 5815862 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

送することができる。ｅＮＢは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）及び／又
はサブフレームのデータ領域内のその他の物理チャネルを送信することができる。ＰＤＳ
ＣＨは、ダウンリンクでのデータ送信に関してスケジューリングされたＵＥのためのデー
タを搬送することができる。
【００２６】
　同じく図２に示されるように、ＬＴＥにおけるダウンリンクでは、ＵＥは、サブフレー
ムの制御領域における物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）又はサブフレームの
データ領域における物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を送信することができ
る。ＰＵＣＣＨは、アップリンク制御情報（ＵＣＩ）例えば、ＨＡＲＱを有するダウンリ
ンクで送られたデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ダウンリンクでのデータ送信をサ
ポートするためのチャネル状態情報（ＣＳＩ）、を搬送することができる。ＰＵＳＣＨは
、データのみ又はデータとＵＣＩの両方を搬送することができる。
【００２７】
　公に入手可能な３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１“Evolved Universal Terrestrial Radi
o Access(E-UTRA); Physical Channels and Modulation”（エボルブドユニバーサル地上
無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理チャネル及び変調）ではＬＴＥにおける様々な信号
およびチャネルについて記述されている。
【００２８】
　図３Ａは、ＨＡＲＱを有するダウンリンクでのデータ送信例を示す。ｅＮＢは、ダウン
リンクでのデータ送信に関してＵＥをスケジューリングすることができる。ｅＮＢは、サ
ブフレームｔＤ１においてＵＥに対してＰＤＣＣＨでダウンリンク（ＤＬ）許可を及びＰ
ＤＳＣＨで１つ以上のトランスポートブロックのデータ送信を送信することができる。Ｕ
Ｅは、ダウンリンク許可を受信することができ及びダウンリンク許可に基づいてＰＤＳＣ
Ｈで受信されたデータ送信を処理（例えば、復調及び復号）することができる。ＵＥは、
各トランスポートブロックが正しく復号されたか又は誤って復号されたかに基づいてＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを決定することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィード
バック、ＨＡＲＱフィードバック、等と呼ばれることもある。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、正し
く復号された各トランスポートブロックに関するＡＣＫと、誤って復号された各トランス
ポートブロックに関するＮＡＣＫと、を含むことができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、その他
の情報を含むこともできる。ＵＥは、サブフレームｔＤ２においてｅＮＢに対してＰＵＣ
ＣＨ又はＰＵＳＣＨでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる。ｅＮＢは、ＵＥからＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫを受信することができる。ｅＮＢは、正しく復号された各トランスポート
ブロックの送信を終了することができ及びサブフレームｔＤ３においてＵＥによって誤っ
て復号された各トランスポートブロックの他の送信を送信することができる。
【００２９】
　図３Ｂは、ＨＡＲＱを有するアップリンクでのデータ送信例を示す。ｅＮＢは、アップ
リンクでのデータ送信に関してＵＥをスケジューリングすることができる。ｅＮＢは、サ
ブフレームｔＵ１においてＵＥに対してＰＤＣＣＨでアップリンク（ＵＬ）許可を送信す
ることができる。ＵＥは、アップリンク許可を受信することができ及びサブフレームｔＵ

２においてＰＵＳＣＨで１つ以上のトランスポートブロックのデータ送信を送信すること
ができる。ｅＮＢは、アップリンク許可に基づいてＰＵＳＣＨで受信されたデータ送信を
処理（例えば、復調及び復号）することができる。ｅＮＢは、各トランスポートブロック
が正しく復号されたか又は誤って復号されたかに基づいてＡＣＫ／ＮＡＣＫを決定するこ
とができる。ｅＮＢは、サブフレームｔＵ３においてＵＥに対してＰＨＩＣＨでＡＣＫ／
ＮＡＣＫを送信することができる。ｅＮＢは、ｅＮＢによって誤って復号された各トラン
スポートブロックのデータ送信に関してＵＥをスケジューリングすることができる（図３
Ｂには示されていない）。
【００３０】
　図３Ａ及び３Ｂに示されるように、データは、ＣＣに関して適用可能なＨＡＲＱタイム
ラインに基づいて所定のＣＣで送信することができ、ＣＣのために利用可能なダウンリン
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クサブフレーム及びアップリンクサブフレームに依存することができる。図３Ａに示され
るダウンリンクでのデータ送信に関して、基地局／ｅＮＢは、ダウンリンクサブフレーム
ｔＤ１でダウンリンク許可及びデータを送信することができ、ＵＥは、アップリンクサブ
フレームｔＤ２＝ｔＤ１＋ＴＵＬ_ＡＣＫでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができ、こ
こで、ＬＴＥリリース１０ではＦＤＤに関してはＴＵＬ_ＡＣＫ＝４、ＴＤＤに関しては
ＴＵＬ_ＡＣＫ≧４である。図３Ｂに示されるアップリンクでのデータ送信に関して、基
地局は、ダウンリンクサブフレームｔＵ１でアップリンク許可を送信することができ、Ｕ
Ｅは、アップリンクサブフレームｔＵ２＝ｔＵ１＋ＴＵＬ_Ｄａｔａでデータを送信する
ことができ、及び、基地局は、サブフレームｔＵ３＝ｔＵ２＋ＴＤＬ_ＡＣＫでＡＣＫ／
ＮＡＣＫを送信することができ、ここで、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ１０では、ＦＤＤに関
してはＴＵＬ_Ｄａｔａ＝ＴＤＬ_ＡＣＫ＝４、ＴＤＤに関してはＴＵＬ_Ｄａｔａ≧４及
びＴＤＬ_ＡＣＫ≧４である。
【００３１】
　ＦＤＤ　ＣＣに関して、ダウンリンクサブフレーム及びアップリンクサブフレームは両
方とも各１ｍｓ期間で利用可能であり、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、データ送信後の４つのサブ
フレーム後に送信することができる。ＴＤＤ　ＣＣに関しては、ダウンリンクサブフレー
ム又はアップリンクサブフレームのいずれかが各１ｍｓ期間で利用可能であり、ＡＣＫ／
ＮＡＣＫは、データ送信後の少なくとも４つのサブフレーム後であるダウンリンク（又は
アップリンク）に関して最初の利用可能なサブフレームにおいてダウンリンク（又はアッ
プリンク）で送信することができる。
【００３２】
　ＴＤＤに関して、各アップリンク－ダウンリンク構成の各アップリンクサブフレームは
、アップリンクでのデータ送信のための特定のＨＡＲＱタイムラインと関連付けることが
でき、それは、アップリンクＨＡＲＱタイムラインと呼ぶことができる。各アップリンク
サブフレームに関するアップリンクＨＡＲＱタイムラインは、（ｉ）ＰＤＣＣＨでアップ
リンク許可を送信するための特定のダウンリンクサブフレーム及び（ｉｉ）そのアップリ
ンクサブフレームにおけるＰＵＳＣＨでのデータ送信をサポートするためにＰＨＩＣＨで
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための特定のダウンリンクサブフレームを示す。図３Ｂに示
されるように、アップリンク許可は、データがＰＵＳＣＨで送信されるアップリンクサブ
フレームよりもｎＵＬ_Ｄａｔａサブフレームだけ早いダウンリンクサブフレームにおい
てＰＤＣＣＨで送信することができる。
【００３３】
　表２は、表１に示される７つのアップリンク－ダウンリンク構成に関してアップリンク
許可をＰＤＣＣＨで送信することができる異なるダウンリンクサブフレームに関するｎＵ

Ｌ_Ｄａｔａの値を記載する。一例として、アップリンク－ダウンリンク構成０に関して
は、アップリンク許可は、（ｉ）アップリンクサブフレーム４でＰＵＩＳＣＨでのデータ
送信をサポートするためにダウンリンクサブフレーム０において又は（ｉｉ）アップリン
クサブフレーム７におけるＰＵＳＣＨでのデータ送信をスケジューリングするためにダウ
ンリンクサブフレーム１においてＰＤＣＣＨで送信することができる。アップリンク－ダ
ウンリンク構成１乃至５に関しては、データを送信するために利用可能なアップリンクサ
ブフレームの数よりも多くのダウンリンクサブフレームをＤＣＩを送信するために利用可
能である。従って、アップリンク許可を送信するために幾つかのダウンリンクサブフレー
ムは利用されない。
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【表２】

【００３４】
　同じく図３Ｂに示されるように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＵＳＣＨでデータが送信され
るアップリンクサブフレームよりもｎＤＬ_ＡＣＫサブフレームだけ遅いダウンリンクサ
ブフレームにおいてＰＨＩＣＨで送信することができ、ここで、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ
１０ではｎＤＬ_ＡＣＫ≧４である。表３は、表１に示される７つのアップリンク－ダウ
ンリンク構成に関してＡＣＫ／ＮＡＣＫをＰＨＩＣＨで送信することができる異なるダウ
ンリンクサブフレームに関するｎＤＬ_ＡＣＫの値を記載する。一例として、アップリン
ク－ダウンリンク構成０に関しては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、（ｉ）前の無線フレームのア
ップリンクサブフレーム８においてＰＵＳＣＨで送信されたデータ送信に関するダウンリ
ンクサブフレーム５で又は（ｉｉ）アップリンクサブフレーム２においてＰＵＳＣＨで送
信されたデータ送信に関してダウンリンクサブフレーム６においてＰＨＩＣＨで送信する
ことができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫをＰＨＩＣＨで送信することができるサブフレームは、
ＰＨＩＣＨサブフレーム、非ゼロＰＨＩＣＨサブフレーム、等と呼ぶことができる。ＰＨ
ＩＣＨサブフレームは、表３においてゼロでないｎＤＬ_ＡＣＫ値を有するサブフレーム
である。



(21) JP 5815862 B2 2015.11.17

10

20

30

40

【表３】

【００３５】
　ＴＤＤに関しては、各アップリンク－ダウンリンク構成の各ダウンリンクサブフレーム
は、ダウンリンクでのデータ送信のための特定のＨＡＲＱタイムラインとも関連付けられ
、それは、ダウンリンクＨＡＲＱタイムラインと呼ぶことができる。各ダウンリンクサブ
フレームに関するダウンリンクＨＡＲＱタイムラインは、そのダウンリンクサブフレーム
においてＰＤＳＣＨで送信されたデータ送信に関してＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨでＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送信する特定のアップリンクサブフレームを示す。図３Ａに示されるように
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＤＳＣＨでデータが送信されるダウンリンクサブフレームより
もｎＵＬ_ＡＣＫサブフレームだけ遅いアップリンクサブフレームにおいてＰＵＣＣＨ又
はＰＵＳＣＨで送信することができ、ここで、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ１０ではｎＵＬ_

ＡＣＫ≧４である。
【００３６】
　表４は、表１に示される７つのアップリンク－ダウンリンク構成に関してＰＵＣＣＨ又
はＰＵＳＣＨでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる異なるアップリンクサブフレー
ムに関するｎＵＬ_ＡＣＫの値を記載する。一例として、アップリンク－ダウンリンク構
成０に関しては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、（ｉ）前の無線フレームのダウンリンクサブフレ
ーム６においてＰＤＳＣＨで送信されたデータ送信に関してはアップリンクサブフレーム
２において又は（ｉｉ）ダウンリンクサブフレーム０においてＰＤＳＣＨで送信されたデ
ータ送信に関してはアップリンクサブフレーム４においてＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨで送
信することができる。
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【表４】

【００３７】
　図４Ａは、アップリンク－ダウンリンク構成１の場合のＴＤＤ　ＣＣでのダウンリンク
データ送信を示す。アップリンク－ダウンリンク構成１に関して、各無線フレームは、ダ
ウンリンクサブフレーム０、１、４、５、６及び９（“Ｄ”及び“Ｓ”で表される）及び
アップリンクサブフレーム２、３、７及び８（“Ｕ”で表される）を含む。ダウンリンク
でのデータ送信に関して、ｅＮＢは、ダウンリンク（ＤＬ）許可及びデータをダウンリン
クサブフレーム０、１、４、５、６及び９において送信することができ、ＵＥは、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫをアップリンクサブフレーム７、７、８、２、２及び３においてそれぞれ送信
することができる。
【００３８】
　図４Ｂは、アップリンク－ダウンリンク構成１の場合のＴＤＤ　ＣＣでのアップリンク
データ送信を示す。ｅＮＢは、アップリンク（ＵＬ）許可をダウンリンクサブフレーム１
、４、６及び９において送信することができ、ＵＥは、データをアップリンクフレーム７
、８、２及び３においてそれぞれ送信することができ、及びｅＮＢは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
をダウンリンクサブフレーム１、４、６及び９でそれぞれ送信することができる。 　　
　　
　図５Ａは、アップリンク－ダウンリンク構成２の場合のＴＤＤ　ＣＣでのダウンリンク
データ送信を示す。アップリンク－ダウンリンク構成２に関して、各無線フレームは、ダ
ウンリンクサブフレーム０、１、３、４、５、６、８及び９及びアップリンクサブフレー
ム２及び７を含む。ダウンリンクでのデータ送信に関して、ｅＮＢは、ＤＬ許可及びデー
タをダウンリンクサブフレーム０、１、３、４、５、６、８及び９において送信すること
ができ、ＵＥは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫをアップリンクサブフレーム７、７、７、２、２、２
、２及び７においてそれぞれ送信することができる。 　　　　
　図５Ｂは、アップリンク－ダウンリンク構成２の場合のＴＤＤ　ＣＣでのアップリンク
データ送信を示す。ｅＮＢは、ＵＬ許可をダウンリンクサブフレーム３及び８において送
信することができ、ＵＥは、データをアップリンクサブフレーム７及び２においてそれぞ
れ送信することができ、及びｅＮＢは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫをダウンリンクサブフレーム３
及び８においてそれぞれ送信することができる。
【００３９】
　無線ネットワーク１００は、ダウンリンク及びアップリンクの各々に関して単一の搬送
波又は複数のＣＣでの動作をサポートすることができる。複数のＣＣでの動作は、キャリ
アアグリゲーション（ＣＡ）、多搬送波動作、等と呼ばれることがある。
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【００４０】
　図６Ａは、連続的なキャリアアグリゲーションの例を示す。ＫのＣＣを利用可能であり
及び互いに隣接することができ、ここで、概して、Ｋは、あらゆる整数値であることがで
きる。ＬＴＥでは、各ＣＣは２０ＭＨｚ以下の帯域幅を有することができる。
【００４１】
　図６Ｂは、非連続的なキャリアアグリゲーションの例を示す。ＫのＣＣを利用可能であ
り及び互いに分離していることができる。ＬＴＥでは、各ＣＣは２０ＭＨｚ以下の帯域幅
を有することができる。
【００４２】
　一設計では、データ及び制御情報は、各ＣＣで独立して送信及び受信することができる
。これは、（ｉ）送信エンティティにおいて各ＣＣに関して別々の逆高速フーリエ変換（
ＩＦＦＴ）及び別々の送信機を及び（ｉｉ）受信エンティティにおいて各ＣＣに関して別
々の受信機及び別々の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用することによって達成すること
ができる。１つのシンボル期間において最大でＫのＣＣで最大でＫのＯＦＤＭシンボル又
はＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを同時並行して送信することができる。
【００４３】
　他の設計では、データ及び制御情報は、すべてのＣＣでいっしょに送信及び受信するこ
とができる。これは、（ｉ）送信エンティティにおいてすべてのＫのＣＣに関して単一の
ＩＦＦＴ及び単一の送信機を及び（ｉｉ）受信エンティティにおいてすべてのＫのＣＣに
関して単一の受信機及び単一のＦＦＴを使用することによって達成することができる。１
つのシンボル期間において最大でＫのＣＣで単一のＯＦＤＭシンボル又はＳＣ－ＦＤＭＡ
シンボルを送信することができる。
【００４４】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ１０では、ＵＥは、キャリアアグリゲーションのために最大で
５つのＣＣを用いて構成することができる。各ＣＣは、最大で２０ＭＨｚの帯域幅を有す
ることができ及びＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ８と後方互換可能である。従って、ＵＥは、最
大で５つのＣＣに関して最大で１００ＭＨｚを用いて構成することができる。一設計では
、１つのＣＣをダウンリンクに関するプライマリＣＣ（ＰＣＣ）として指定することがで
き及びダウンリンクＰＣＣと呼ぶことができる。ダウンリンクＰＣＣは、幾つかのＤＣＩ
、例えば、ダウンリンク許可、アップリンク許可、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、等を搬送すること
ができる。一設計では、１つのＣＣをアップリンクに関するプライマリＣＣとして指定す
ることができ及びアップリンクＰＣＣと呼ぶことができる。アップリンクＰＣＣは、幾つ
かのＵＣＩ、例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、等を搬送することができる。一設計では、ダウ
ンリンクＰＣＣは、アップリンクＰＣＣと同じであることができ、両方ともＰＣＣと呼ぶ
ことができる。他の設計では、ダウンリンクＰＣＣは、アップリンクＰＣＣと異なること
ができる。
【００４５】
　キャリアアグリゲーションに関して、ＵＥは、ダウンリンクにおける１つのＰＣＣ及び
１つ以上のセカンダリＣＣ（ＳＣＣ）での動作をサポートすることができる。ＵＥは、ア
ップリンクにおける１つのＰＣＣ及びゼロ以上のＳＣＣでの動作をサポートすることもで
きる。ＳＣＣは、ＰＣＣでないＣＣである。
【００４６】
　ＵＥは、キャリアアグリゲーションのための複数のＣＣを用いて構成することができる
。これらの複数のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けることができ及び（ｉ）ＴＤＤ
及びＦＤＤ　ＣＣの組み合わせ及び／又は（ｉｉ）異なるアップリンク－ダウンリンク構
成を有するＣＣを含むことができる。異なるＣＣに関する異なるアップリンク－ダウンリ
ンク構成は、様々な理由、例えば、（ｉ）例えば、表１に示されるように、ＴＤＤに関し
て異なるアップリンク－ダウンリンク構成、（ｉｉ）中継器の動作をサポートするための
ダウンリンクサブフレームとアップリンクサブフレームの分割、ホームｅＮＢ、ピコｅＮ
Ｂ、等をサポートするためのダウンリンクサブフレーム及びアップリンクサブフレームの
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割り当て、及び／又は（ｉｖ）その他の理由に起因することができる。異なるアップリン
ク－ダウンリンク構成は、ダウンリンク及びアップリンクに関して利用可能な異なるサブ
フレームと関連付けることができる。従って、複数のＣＣを、（ｉ）ダウンリンクでデー
タ及びＤＣＩを送信するために利用可能な異なるダウンリンクサブフレーム及び（ｉｉ）
アップリンクでデータ及びＤＣＩを送信するために利用可能な異なるアップリンクサブフ
レームと関連付けることができる。異なるシステム構成を有する複数のＣＣをサポートす
ることは、配備の柔軟性を高めることができるが、複数のＣＣでの動作を複雑にすること
がある。
【００４７】
　明確化を目的として、ここにおける説明では次の用語が使用される。
【００４８】
・ＰＣＣ－ダウンリンク及び／又はアップリンクで制御情報を搬送するように指定された
ＣＣ
・ＳＣＣ－ＰＣＣでないＣＣ
・ＰＣＣ構成－ＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成
・ＳＣＣ構成－ＳＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成
・ＰＣＣタイムライン－ＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムライン
・ＳＣＣタイムライン－ＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムライン

　一例として、ＵＥは、３つのＣＣ、ＣＣ１、ＣＣ２及びＣＣ３で構成することができ、
各ＣＣは、ＤＬ　ＣＣとＵＬ　ＣＣとを含む。ＣＣ１、ＣＣ２及びＣＣ３のためのＵＣＩ
は、ＵＣＩがＰＵＣＣＨを用いて送信される場合はＵＬ　ＣＣ１で送信することができる
。その結果、ＵＬ　ＣＣ１は、ＵＬ　ＰＣＣと呼ぶことができ、他方、ＵＬ　ＣＣ２及び
ＵＬ　ＣＣ３は、ＵＬ　ＳＣＣと呼ぶことができる。ＤＬ　ＣＣ１は、ＤＬ　ＰＣＣとし
て指定することができ、ＤＬ　ＣＣ２は、ＤＬ　ＳＣＣとして指定することができる。こ
の場合は、ＣＣ２のためのＤＣＩは、ＤＬ　ＣＣ１で送信することができる。代替として
、ＣＣ２のためのＤＣＩは、ＤＬ　ＣＣ３で送信することができ、その場合は、ＤＬ　Ｃ
Ｃ３は、ＣＣ２に関するダウンリンク及び／又はアップリンクデータ送信をスケジューリ
ングすることができ、ＤＬ　ＣＣ２に関するＤＬ　ＰＣＣと呼ぶことができる。
【００４９】
　制御情報は、複数のＣＣでの動作をサポートするために様々な方法で送信することがで
き、ＴＤＤ配備において異なるアップリンク－ダウンリンク構成を有する。一設計では、
複数のＣＣに関してクロスキャリア（ｃｒｏｓｓ－ｃａｒｒｉｅｒ）制御をサポートする
ことができる。クロスキャリア制御に関しては、制御情報は、他のＣＣでのデータ送信を
サポートするために１つのＣＣで送信することができる。
【００５０】
　一設計では、制御情報は、各ＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてそのＣＣの
ために送信することができる。この設計では、ＰＣＣでのデータ送信は、そのＰＣＣに関
するＨＡＲＱタイムラインに基づいてサポートすることができ、それは、そのＰＣＣに関
するアップリンク－ダウンリンク構成に依存することができる。ＰＣＣでのデータ送信は
、単一のＣＣの場合と同じ方法で生じることができる。
【００５１】
　ＳＣＣでのデータ送信は、ＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてダウンリン
クＰＣＣではＤＣＩを及びアップリンクＰＣＣではＵＣＩを送信することによってサポー
トすることができ、それは、そのＳＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成に依存
することができる。しかしながら、ＳＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成がＰ
ＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成と異なる場合は、制御情報を送信する上で
のＰＣＣでのサブフレームがないことに起因して幾つかのサブフレームではＳＣＣでのデ
ータ送信をスケジューリングすることができないことがある。これは、様々な理由による
。第１に、許可を送信するために使用されるスケジューリング用ＣＣがアップリンクヘビ
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ーであり、ダウンリンクサブフレームよりも多くのアップリンクサブフレームを含んでい
ることがある。この場合は、許可を送信する上でのスケジューリング用ＣＣでのダウンリ
ンクサブフレームがないことに起因して幾つかのダウンリンクサブフレーム及び／又はア
ップリンクサブフレームではＳＣＣでのデータ送信をスケジューリングすることができな
いことがある。第２に、ＰＣＣがダウンリンクヘビーであり、アップリンクサブフレーム
よりも多くのダウンリンクサブフレームを含むことがある。この場合は、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信する上でのＰＣＣでのアップリンクサブフレームがないことに起因して幾つかの
ダウンリンクサブフレームではＳＣＣでのデータ送信をスケジューリングすることができ
ないことがある。第３に、ＰＣＣでのダウンリンクサブフレームがないことに起因してＰ
ＨＩＣＨでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するのが困難なことがある。
【００５２】
　図７Ａ及び７Ｂは、ＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで制御情報
を送信することによってＳＣＣでのデータ送信をサポートする例を示す。この例では、Ｕ
Ｅは、２つのＣＣ、ＣＣ１及びＣＣ２で構成され、ＣＣ１は、アップリンク－ダウンリン
ク１を有するＳＣＣであり、ＣＣ２は、アップリンク－ダウンリンク構成２を有するＰＣ
Ｃである。ＰＣＣに関するダウンリンクサブフレーム及びアップリンクサブフレームは、
アップリンク－ダウンリンク構成２によって決定され、図７Ａ及び７Ｂにおいてラベルが
付されている。ＳＣＣに関するダウンリンクサブフレーム及びアップリンクサブフレーム
は、アップリンク－ダウンリンク構成１によって決定され、同じく図７Ａ及び７Ｂにおい
てラベルが付されている
　ＰＣＣでのデータ送信は、ＰＣＣのアップリンク－ダウンリンク構成２に関するＨＡＲ
Ｑタイムラインに基づいてサポートすることができる。ＳＣＣでのデータ送信は、以下に
おいて説明されるように、ＳＣＣのアップリンク－ダウンリンク構成１に関するＨＡＲＱ
タイムラインに基づいてサポートすることができる。
【００５３】
　図７Ａは、ＳＣＣでのダウンリンクデータ送信を示し、制御情報は、ＳＣＣに関するＨ
ＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。ＳＣＣの場合は、アップリンク－ダ
ウンリンク構成１に関して、６つのサブフレーム０、１、４、５、６及び９はダウンリン
クサブフレームであり、４つのサブフレーム２、３、７及び８は、アップリンクサブフレ
ームである。ダウンリンクサブフレーム０、１、５及び６におけるＳＣＣでのダウンリン
クデータ送信は、（ｉ）ダウンリンクサブフレーム０、１、５及び６においてＰＣＣでダ
ウンリンク許可をそれぞれ送信し及び（ｉｉ）７、７、２及び２においてＰＣＣでＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送信することによって達成することができる。図７Ａでは、ＰＣＣでのダウ
ンリンクサブフレームからＳＣＣでのダウンリンクサブフレームまでの単一の矢印を有す
る線は、ＳＣＣでのダウンリンクデータ送信に関してＰＣＣで送信されたダウンリンク許
可を示す。線の中央の数字は、ＨＡＲＱプロセス番号を示す。ＳＣＣでのダウンリンクサ
ブフレームからＰＣＣでのアップリンクサブフレームまでの単一の矢印を有する線は、Ｓ
ＣＣでのダウンリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを示す。
【００５４】
　ダウンリンクサブフレーム４及び９におけるＳＣＣでのダウンリンクデータ送信は、Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫを送信するためのアップリンクサブフレームがないことに起因してサポー
トすることができない。特に、ダウンリンクサブフレーム４でのデータ送信に関しては、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＳＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成１に基づいてアッ
プリンクサブフレーム８においてＰＣＣで送信されるべきである。しかしながら、サブフ
レーム８は、ＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成２に起因するＰＣＣでのダ
ウンリンクサブフレームであり、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ダウンリンクサブフレーム８にお
いてＰＣＣでアップリンクでは送信することができない。
【００５５】
　図７Ｂは、ＳＣＣでのアップリンクデータ送信を示し、制御情報は、ＳＣＣに関するＨ
ＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。アップリンクサブフレーム２、３、



(26) JP 5815862 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

７及び８におけるＳＣＣでのアップリンクデータ送信は、（ｉ）ダウンリンクサブフレー
ム６、９、１及び４においてＰＣＣでアップリンク許可をそれぞれ送信し及び（ｉｉ）ダ
ウンリンクサブフレーム６、９、１及び４においてＰＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫをそれぞれ
送信することによって達成することができる。
【００５６】
　概して、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を有する複数のＣＣのアグリゲーショ
ンは、その結果として、幾つかのサブフレームがＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに
基づいてスケジューリング不能になることがある。幾つかのアップリンク－ダウンリンク
構成は特に問題である。例えば、ダウンリンクサブフレーム数とアップリンクサブフレー
ム数の点で非対称性が非常に高いアップリンク－ダウンリンク構成（例えば、アップリン
ク－ダウンリンク構成１及び５）は、サブフレームをスケジューリングできない可能性が
高くなる。幾つかのサブフレームがある１つのＣＣでのダウンリンクサブフレームであり
、他のＣＣでのアップリンクサブフレームであるアップリンク－ダウンリンク構成（例え
ば、アップリンク－ダウンリンク構成１及び３、アップリンク－ダウンリンク構成２及び
３、及びアップリンク－ダウンリンク構成２及び４）も問題になることがある。ＳＣＣに
関するアップリンク－ダウンリンク構成のＨＡＲＱタイムラインに基づいたＳＣＣでのデ
ータ送信は、スケジューリング不能なサブフレームに起因してピークのデータレートに悪
影響を及ぼすことがある。
【００５７】
　異なるアップリンク－ダウンリンク構成を有する複数のＣＣでのデータ送信をサポート
するために様々な方式を使用することができる。これらの方式は、以下の方式のうちの１
つ以上を含むことができる。
【００５８】
　　方式１－ＳＣＣのためのＤＣＩ及び／又はＵＣＩをＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムラ
インに基づいてＰＣＣで送信する
　　方式２－クロスサブフレームスケジューリングを使用する
　　方式３－個々のＵＥごとのダウンリンクＰＣＣ及びアップリンクＰＣＣを使用する
　　方式４－複数のＣＣでＵＣＩを送信する

　上記の４つの方式が以下においてさらに詳細に説明される。
【００５９】
　第１の方式では、ＳＣＣのための制御情報は、ＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに
基づいてＰＣＣで送信することができる。第１の方式は、ＤＣＩのみ、又はＵＣＩのみ、
又はＤＣＩとＵＣＩの両方に対して適用可能である。従って、ＳＣＣのための制御情報は
、制御情報が意図されるＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づくのではなく、制御
情報が送信されるＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいて送信することができる
。ＵＥは、複数のＣＣを用いて構成することができる。ＵＥは、ＰＣＣに関するＨＡＲＱ
タイムラインをサポートすることができ及びＳＣＣに関して同じＨＡＲＱタイムラインを
使用することができる。
【００６０】
　第１の方式では、ＳＣＣでのデータ送信に関するスケジューリングは、ＳＣＣに関する
ＨＡＲＱに従うことができる。クロスキャリアスケジューリング（制御情報がＰＣＣで送
信され、データがＳＣＣで送信される）及び同一搬送波スケジューリング（制御情報およ
びデータの両方がＳＣＣで送信される）を介してのＳＣＣでのデータ送信に関するスケジ
ューリングを時間的に整合させることができる。ダウンリンクデータ送信の場合は、ダウ
ンリンク許可はＰＤＣＣＨで送信することができ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＣＣに関する
アップリンク－ダウンリンク構成に関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＵＣＣＨで
送信することができる。アップリンクデータ送信の場合は、アップリンク許可は、ＰＤＣ
ＣＨで送信することができ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＣＣに関するアップリンク－ダウン
リンク構成に関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＨＩＣＨで送信することができる
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。ＳＣＣのためのＤＣＩは、ＰＣＣのためのＤＣＩの部分組であることができ、ＰＣＣで
簡単に送信することができる。代替として、ＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインは、Ｓ
ＣＣでのすべてのアップリンクサブフレームに関しては定義することができない、この場
合は、これらのアップリンクサブフレームに関するスケジューリングは、ＳＣＣに関する
ＨＡＲＱタイムライン又は新しいＨＡＲＱタイムラインに基づくことができる。
【００６１】
　図８Ａ及び８Ｂは、第１の方式に基づいて複数のＣＣでのデータ送信をサポートする例
を示す。この例では、ＵＥは、２つのＣＣ、ＣＣ１及びＣＣ２で構成され、ＣＣ１は、ア
ップリンク－ダウンリンク構成１を有するＳＣＣであり、ＣＣ２は、アップリンク－ダウ
ンリンク構成２を有するＰＣＣである。各ＣＣに関するダウンリンクサブフレーム及びア
ップリンクサブフレームは、図８Ａ及び８Ｂにおいてラベルが付されている。ＰＣＣに関
しては、アップリンク－ダウンリンク構成２に関して８つのサブフレーム０、１、３、４
、５、６、８及び９がダウンリンクサブフレームであり、４つのフレーム２及び７がアッ
プリンクサブフレームである。ＳＣＣに関しては、アップリンク－ダウンリンク構成１に
関して６つのサブフレーム０、１、４、５、６及び９がダウンリンクサブフレームであり
、４つのフレーム２、３、７及び８がアップリンクサブフレームである。
【００６２】
　図８Ａは、ＳＣＣでのダウンリンクデータ送信を示し、制御情報は、ＰＣＣに関するＨ
ＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。ＳＣＣでのダウンリンクデータ送信
に関して、ダウンリンク許可は、ダウンリンクサブフレーム１、４、５、６及び９におけ
るＳＣＣでのデータ送信に関してダウンリンクサブフレーム１、４、５、６及び９におい
てＰＣＣでそれぞれ送信することができる。ダウンリンクサブフレーム０、１、４、５、
６及び９におけるＳＣＣでのデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ダウンリンクサブ
フレーム７、７、２、２、２及び７においてＰＣＣでそれぞれ送信することができ、それ
は、ＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成２に基づいて決定することができる
。
【００６３】
　図８Ａに示されるように、第１の方式は、ＰＣＣがＳＣＣよりもダウンリンクヘビーで
あるときにダウンリンクデータ送信に関して特に適用可能である。この場合は、ＤＣＩを
送信する上でＳＣＣよりもＰＣＣにおいてより多くのダウンリンクサブフレームが存在し
、ＳＣＣで利用可能なダウンリンクサブフレーム数のほうが少ない。ＳＣＣでのダウンリ
ンクサブフレームは、ＰＣＣでのダウンリンクサブフレームの部分組であることができる
。
【００６４】
　図８Ｂは、ＳＣＣでのアップリンクデータ送信を示し、制御情報は、ＰＣＣに関するＨ
ＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。ＳＣＣでのアップリンクデータ送信
に関して、アップリンク許可は、アップリンクサブフレーム７、８、２及び３におけるＳ
ＣＣでのデータ送信に関してダウンリンクサブフレーム３、４、８及び９においてＰＣＣ
でそれぞれ送信することができる。アップリンクサブフレーム７、８、２及び３における
ＳＣＣでのデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ダウンリンクサブフレーム３、３、
８及び８においてＰＣＣでそれぞれ送信することができ、それは、ＰＣＣに関するアップ
リンク－ダウンリンク構成に基づいて決定することができる。
【００６５】
　図８Ｂに示される一設計では、ＳＣＣでのアップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫは、ＰＣＣに関するゼロでないＰＨＩＣＨサブフレームのみにおいてＰＣＣでＰＨ
ＩＣＨで送信することができ、それは、ＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成
に基づいて決定することができる。表３に示されるように、ＰＣＣに関するアップリンク
－ダウンリンク構成２に基づきサブフレーム３及び８のみがＰＣＣに関するゼロでないＰ
ＨＩＣＨサブフレームである。この場合は、サブフレーム７、８、２及び３でのアップリ
ンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、図８Ｂに示されるように、ダウンリンクサ
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ブフレーム３、３、８及び８においてＰＣＣでそれぞれ送信することができる。ＳＣＣに
関するゼロでないＰＨＩＣＨサブフレームは、ＰＣＣに関するゼロのＰＨＩＣＨサブフレ
ームに対応することができるため、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＳＣＣのＨＡＲＱタイムライン
に基づいては送信されない。
【００６６】
　図８Ｃ及び８Ｄは、第１の方式に基づいて複数のＣＣでのデータ送信をサポートする他
の例を示す。この例では、ＵＥは、２つのＣＣ、ＣＣ１及びＣＣ２で構成され、ＣＣ１は
、アップリンク－ダウンリンク１を有するＰＣＣであり、ＣＣ２は、アップリンク－ダウ
ンリンク構成２を有するＳＣＣである。
【００６７】
　図８Ｃは、ＳＣＣでのダウンリンクデータ送信を示し、制御情報は、ＰＣＣに関するＨ
ＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。ダウンリンクでのデータ送信に関し
ては、ｅＮＢは、ダウンリンク許可はダウンリンクサブフレーム０、１、１、４、５、６
、６及び９で、データはダウンリンクサブフレーム０、１、３、４、５、６、８及び３で
それぞれ送信することができ、ＵＥは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを、ＰＣＣに関するアップリン
ク－ダウンリンク構成１に基づいて、アップリンクサブフレーム７、７、８、８、２、２
、３及び３でそれぞれ送信することができる。複数のダウンリンクサブフレーム（例えば
、サブフレーム１及び３）をスケジューリングするために複数のダウンリンク許可を同じ
ダウンリンクサブフレーム（例えば、サブフレーム１）で送信するためにクロスサブフレ
ーム（ｃｒｏｓｓ－ｓｕｂｆｒａｍｅ）スケジューリングを使用することができる。
【００６８】
　図８Ｄは、ＳＣＣでのアップリンクデータ送信を示し、制御情報は、ＰＣＣに関するＨ
ＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信される。この例では、ｅＮＢは、ダウンリン
クサブフレーム１及び６でアップリンク許可を送信することができ、ＵＥは、アップリン
クサブフレーム７及び２でデータをそれぞれ送信することができ、ｅＮＢは、ＰＣＣに関
するアップリンク－ダウンリンク構成１に基づいてダウンリンクサブフレーム１及び６に
おいてＡＣＫ／ＮＡＣＫをそれぞれ送信することができる。
【００６９】
　図８Ｄに示されるように、第１の方式は、ＰＣＣがＳＣＣよりもアップリンクヘビーで
あるときにアップリンクでのデータ送信に関して特に適用可能である。この場合は、（図
８Ｄにおいて破線で示されるように、ＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰ
ＣＣのアップリンクサブフレームにマッピングされる代わりに）ＰＣＣに関するＨＡＲＱ
タイムラインに基づいてＰＣＣでダウンリンクサブフレームにおいて送信することができ
る。
【００７０】
　第１の方式では、ダウンリンクでのデータ送信に関しては、ダウンリンク許可は、ＳＣ
Ｃでのデータ送信をスケジューリングするためにＰＣＣのＨＡＲＱタイムラインに基づい
てＰＣＣで送信することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＣＣのＨＡＲＱタイムライン
に基づいてＰＣＣでＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨで送信することができる。アップリンクで
のデータ送信に関しては、アップリンク許可は、ＳＣＣでのデータ送信をスケジューリン
グするためにＰＣＣのＨＡＲＱタイムライン（又はＳＣＣのＨＡＲＱタイムライン）に基
づいてＰＣＣで送信することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＣＣのＨＡＲＱタイムラ
インに基づいてＰＣＣでＰＨＩＣＨで送信することができる。クロスキャリアスケジュー
リング及び同一搬送波スケジューリングによるＳＣＣのスケジューリングは、時間を整合
させることができる。
【００７１】
　第１の方式では、ＳＣＣでのダウンリンクサブフレームは、例えば、図８Ａ及び８Ｂに
示されるように、ＰＣＣでのダウンリンクサブフレームの部分組であることができる。こ
の場合は、例えば、８Ａに示されるように、ＳＣＣのすべてのダウンリンクサブフレーム
をＰＣＣのダウンリンクサブフレームでスケジューリングすることができる。例えば、図
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８Ａ及び８Ｂに示されるように、ＰＣＣでのアップリンクサブフレームは、ＳＣＣでのア
ップリンクサブフレームの部分組であることができる。ＰＣＣのダウンリンクサブフレー
ムに対応するＳＣＣでのアップリンクサブフレーム（例えば、図８Ｂにおけるアップリン
クサブフレーム３及び８）は、ＳＣＣのＨＡＲＱタイムライン又は新しいＨＡＲＱタイム
ラインに基づいてスケジューリングすることができる。
【００７２】
　ＵＥは、ＰＣＣでＰＵＣＣＨでＣＳＩフィードバックを送信することができ、それは、
ＳＣＣよりもダウンリンクヘビーであることができる。ＣＳＩフィードバックは、チャネ
ル品質インジケータ（ＣＱＩ）、プリコーディングマトリクスインジケータ（ＰＭＩ）、
ランクインジケータ（ＲＩ）、等を含むことができる。ＵＥは、ＣＳＩを報告する周期性
及びＣＳＩを報告する特定のサブフレームを示すことができるＣＳＩ構成を有することが
できる。ＵＥのＣＳＩ構成は、ＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成に基づい
て決定することができる。周期的なＣＳＩ報告に関しては、各アップリンク－ダウンリン
ク構成に関して幾つかの周期性値を利用可能である。例えば、アップリンク－ダウンリン
ク構成０、１、３、４及び６に関しては１ｍｓの報告周期を適用可能であり、無線フレー
ム内のすべてのアップリンクサブフレームをＣＳＩ報告のために使用することができる。
アップリンク－ダウンリンク構成０、１、２及び６に関しては５ｍｓの報告周期を適用可
能である。すべてのアップリンク－ダウンリンク構成に関して１０、２０、４０、８０及
び１６０ｍｓの報告周期を適用可能である。例えば、ＰＣＣがアップリンク－ダウンリン
ク構成２と関連付けられ、ＳＣＣがアップリンク－ダウンリンク構成１と関連付けられる
場合、ＵＥのＣＳＩ構成は、ＣＳＩがＳＣＣの代わりにＰＣＣで送信された場合は１ｍｓ
のＣＳＩ報告周期性をサポートすることはできない。
【００７３】
　例えば、図８Ａに示されるように、ダウンリンクデータ送信は、ＳＣＣで送信すること
ができ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＣＣで送信することができる。一設計では、ＬＴＥ　Ｒ
ｅｌｅａｓｅ１０で定義されたＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピング規則を再使用することができ
る。ＬＴＥではＡＣＫ／ＮＡＣＫは様々な方法で送信することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するためにチャネル選択を有するＰＵＣＣＨ形式１ｂが使用される場合は、ＵＥ
に関して構成された全ＣＣにわたるＭの最大値に関してＡＣＫ／ＮＡＣＫマッピングテー
ブルを選択することができ、ここで、Ｍは、単一のアップリンクサブフレームと関連付け
られたダウンリンクサブフレーム数である。Ｍは、異なるＣＣに関する異なるアップリン
ク－ダウンリンク構成に関して異なることができる。Ｍの最大値は、ＵＥに関して構成さ
れた全ＣＣの間で最もダウンリンクヘビーになる可能性があるＰＣＣに関するものである
。一設計では、ＡＣＫは、より小さいＭを有するＣＣの仮想サブフレームに関して仮定す
ることができる。仮想サブフレームは、ダウンリンクサブフレームではないがＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫマッピングテーブルの観点から１つのダウンリンクサブフレームとして計算される
ＣＣのサブフレームである。ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するためにＰＵＣＣＨ形式３が使用
される場合は、適用可能なＣＣ及びサブフレームのみに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを多重化
することができる。
【００７４】
　第２の方式では、異なるアップリンク－ダウンリンク構成を有する複数のＣＣでのデー
タ送信をサポートするためにクロスサブフレームスケジューリングを使用することができ
る。クロスサブフレームスケジューリングに関しては、許可は、クロスサブフレームスケ
ジューリングなしのＨＡＲＱタイムラインによって指定されたサブフレームと異なるサブ
フレームで送信することができる。複数のサブフレームでのデータ送信をスケジューリン
グするために複数の許可を同じダウンリンクサブフレームで送信することができる。クロ
スサブフレームスケジューリングは、スケジューリングＣＣ（すなわち、許可を送信する
ために使用されるＣＣ）がアップリンクヘビーのときに特に適用可能である。ここにおけ
る説明では、アップリンクスケジューリングは、アップリンクでのデータ送信をスケジュ
ーリングするためのアップリンク許可の送信を意味する。ダウンリンクスケジューリング
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は、ダウンリンクでのデータ送信をスケジューリングするためのダウンリンク許可の送信
を意味する。
【００７５】
　第２の方式では、ＳＣＣのためのＵＣＩをＰＣＣで送信することができ、及び、ＳＣＣ
のＨＡＲＱタイムラインに従うことができる。ＤＣＩ（例えば、アップリンク許可及びＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ）は、ＰＣＣのＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣで送信することが
できる。これは、ＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに従う上でＰＣＣでのダウンリン
クサブフレームがないことに起因することができる。
【００７６】
　図９Ａ及び９Ｂは、第２の方式に基づいて複数のＣＣでのデータ送信をサポートする例
を示す。この例では、ＵＥは、２つのＣＣ、ＣＣ１及びＣＣ２、で構成され、ＣＣ１は、
アップリンク－ダウンリンク構成１を有するＰＣＣであり、ＣＣ２は、アップリンク－ダ
ウンリンク構成２を有するＳＣＣである。ＰＣＣに関しては、アップリンク－ダウンリン
ク構成１に関して、６つのサブフレーム０、１、４、５、６及び９がダウンリンクサブフ
レームであり、４つのサブフレーム２、３、７及び８がアップリンクサブフレームである
。ＳＣＣに関しては、アップリンク－ダウンリンク構成２に関して、８つのサブフレーム
０、１、３、４、５、６、８及び９がダウンリンクサブフレームであり、２つのサブフレ
ーム２及び７がアップリンクサブフレームである。
【００７７】
　図９Ａは、クロスサブフレームスケジューリングを有するＳＣＣでのダウンリンクデー
タ送信を示す。ＳＣＣでのダウンリンクデータ送信に関しては、ダウンリンク許可は、ダ
ウンリンクサブフレーム０、１、３、４、５、６、８及び９におけるＳＣＣでのデータ送
信のためのダウンリンクサブフレーム０、１、１、４、５、６、６及び９のそれぞれにお
いてＰＣＣで送信することができる。クロスサブフレームスケジューリングを用いたダウ
ンリンクサブフレーム１及び３におけるＳＣＣでのデータ送信のためにダウンリンクサブ
フレーム１においてＰＣＣで複数のダウンリンク許可を送信することができる。ダウンリ
ンクサブフレーム０、１及び３におけるＳＣＣでのデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
は、アップリンクサブフレーム７においてＰＣＣで送信することができる。ダウンリンク
サブフレーム４、５、６及び８におけるＳＣＣでのデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
は、次の無線フレームのアップリンクサブフレーム２においてＰＣＣで送信することがで
きる。ダウンリンクサブフレーム９におけるＳＣＣでのデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫは、次の無線フレームのアップリンクサブフレーム７においてＰＣＣで送信すること
ができる。
【００７８】
　図９Ｂは、クロスサブフレームスケジューリングを有するＳＣＣでのアップリンクデー
タ送信を示す。ＳＣＣでのアップリンクデータ送信に関しては、アップリンク許可は、ア
ップリンクサブフレーム７及び２におけるＳＣＣでのデータ送信のためにダウンリンクサ
ブフレーム１及び６においてＰＣＣで送信することができる。アップリンクサブフレーム
７及び２におけるＳＣＣでのデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、それぞれダウンリ
ンクサブフレーム１及び６においてＰＣＣで送信することができる。
【００７９】
　第２の方式では、例えば、図９Ａに示されるように、ＰＣＣでのダウンリンクサブフレ
ームに対応するＳＣＣでのサブフレームに関するダウンリンクスケジューリングは、ＰＣ
Ｃ又はＳＣＣのＨＡＲＱタイムラインに従うことができる。ＳＣＣに関してはダウンリン
クサブフレームであるがＰＣＣに関してはアップリンクサブフレームであるサブフレーム
に関してはクロスサブフレームスケジューリングを使用することができる。クロスサブフ
レームスケジューリングは、クロスサブフレームスケジューリングに関する静的又は半静
的構成に基づいて、ＰＤＣＣＨで許可を動的に送信することによって達成することができ
る。例えば、ＵＥは、特定のサブフレームでのデータ送信に関する許可を指定されたサブ
フレームで及び／又は指定されたＣＣで送信できるように構成することができる。



(31) JP 5815862 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

【００８０】
　一設計では、ダウンリンク許可は、次の無線フレームの同じサブフレームにおける次の
スケジューリング機会まで十分な時間（例えば、少なくとも３ｍｓ）を許容することがで
きる他のＣＣでのダウンリンクサブフレームにおけるデータ送信をスケジューリングする
ためにダウンリンクサブフレーム又は特別なサブフレームｎで送信することができる。例
えば、ダウンリンク許可は、サブフレームｎ、ｎ＋１、ｎ＋２、ｎ＋３、ｎ＋４、ｎ＋５
、又はｎ＋６でのデータ送信をスケジューリングするためにサブフレームｎで送信するこ
とができる。
【００８１】
　表５は、クロスサブフレームスケジューリングのために使用することができるすべての
可能なダウンリンクサブフレームを記載する。表５において、各アップリンク－ダウンリ
ンク構成に関するダウンリンクサブフレームは、灰色の陰影によって表される。各々の記
入された数字は、ダウンリンク許可を搬送するダウンリンクサブフレームとデータ送信用
にスケジューリングされたダウンリンクサブフレームとの間のオフセットを示す。表５に
示されるように、各ダウンリンクサブフレーム（又は特別なサブフレーム）は、０のエン
トリを含む。この０のエントリは、ダウンリンク許可は同じダウンリンクサブフレームで
のスケジューリングされたデータ送信にダウンリンクサブフレームで送信できることを意
味する。クロスサブフレームスケジューリングのために使用することができるダウンリン
クサブフレームは、１つ以上のゼロでないエントリを含む。各々のゼロでないエントリは
、クロスサブフレームスケジューリングでスケジューリングすることができる他のダウン
リンクサブフレームのオフセットを示す。例えば、アップリンク－ダウンリンク構成３に
関するダウンリンクサブフレーム１は、０、１、２及び３の４つのエントリを含み、それ
は、ダウンリンク許可は、他のＣＣでのサブフレーム１、２、３又は４におけるスケジュ
ーリングされたデータ送信に対してダウンリンクサブフレーム１で送信できることを意味
する。
【表５】

【００８２】
　表５は、所定のダウンリンクサブフレームでのデータ送信をスケジューリングする上で
一組のダウンリンクサブフレームのうちのいずれか１つでダウンリンク許可が送信される
のを可能にすることによってスケジューリング上の最大の柔軟性を提供することができる
。しかしながら、各ダウンリンクサブフレームに関するクロスサブフレームスケジューリ
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ングのために使用することができるダウンリンクサブフレーム数を制限することによって
動作を簡略化することができる。
【００８３】
　表６は、スケジューリングＣＣがアップリンク－ダウンリンク構成１を有する例に関し
てクロスサブフレームスケジューリングのために使用することができるダウンリンクサブ
フレームを記載する。スケジューリングＣＣは、６つのダウンリンクサブフレーム０、１
、４、５、６及び９及び４つのアップリンクサブフレーム２、３、７及び８を有する。表
６において、ＳＣＣに関する各アップリンク－ダウンリンク構成に関するダウンリンクサ
ブフレームは灰色の陰影によって表される。表内の各々の数字のエントリは、特定のアッ
プリンク－ダウンリンク構成に関するスケジューリングＣＣでのダウンリンクサブフレー
ムとＳＣＣでのダウンリンクサブフレームとの間のオフセットを示す。例えば、アップリ
ンク－ダウンリンク構成に関するサブフレーム６は、０、１及び２の３つの値を含む。こ
のことは、アップリンク－ダウンリンク構成３を有するＳＣＣでダウンリンクサブフレー
ム６、７又は８においてデータ送信をスケジューリングするためにダウンリンクサブフレ
ーム６においてスケジューリングＣＣでダウンリンク許可を送信できることを意味する。
【表６】

【００８４】
　一設計では、静的又は半静的構成が、所定のダウンリンクサブフレームをスケジューリ
ングするためのダウンリンク許可を送信するために使用することができるダウンリンクサ
ブフレーム数を（例えば、１つのダウンリンクサブフレームのみに）制限することができ
る。すべての可能な選択肢の部分組に制限することは、動作を簡略化することができる。
例えば、サブフレームは、特定のＣＣで特定のサブフレームにおいて送信された許可によ
ってスケジューリングすることができる。この制限は、各対のアップリンク－ダウンリン
ク構成に関して定義することができ、それは、例えば、表６に示されるように、スケジュ
ーリングＣＣのアップリンク－ダウンリンク構成に関するものであることができる。
【００８５】
　一設計では、ＵＥは、同一サブフレームスケジューリング及びクロスサブフレームスケ
ジューリングに関して互いに重なり合わない個々のＵＥごとの探索空間（ｓｅａｒｃｈ　
ｓｐａｃｅ）を用いて構成することができる。ＵＥは、例えば、ＰＣＣでのデータ送信の
ために、クロスサブフレームスケジューリングなしで許可を送信することができる第１の
個々のＵＥごとの探索空間を用いて構成することができる。ＵＥは、例えば、ＳＣＣでの
データ送信のために、クロスサブフレームスケジューリングを用いて許可を送信すること
ができる第２の個々のＵＥごとの探索空間を用いて構成することができる。他の設計では
、同一サブフレームスケジューリング及びクロスサブフレームスケジューリングの両方に
関して単一の個々のＵＥごとの探索空間を使用することができる。両設計に関して、ＵＥ
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は、ＵＥに送信された許可に関して検出するためのそれ自体の探索空間内で探索すること
ができる。
【００８６】
　第３の方式では、ダウンリンクＰＣＣ及びアップリンクＰＣＣは、ＵＥに関して独立し
て選択することができる。例えば、ダウンリンクＰＣＣは、ダウンリンクヘビーであるこ
とができ（例えば、ＵＥに関して構成されたすべてのＣＣ間でダウンリンクが最もヘビー
）、アップリンクＰＣＣは、アップリンクヘビーであることができる（例えば、ＵＥに関
して構成されたすべてのＣＣ間でアップリンクが最もヘビー）。この場合は、ＤＣＩは、
十分な数のダウンリンクサブフレームにおいてダウンリンクＰＣＣで送信することができ
、ＵＣＩは、十分な数のアップリンクサブフレームにおいてアップリンクＰＣＣで送信す
ることができる。一設計では、異なるＵＥに関するアップリンクＰＣとして異なるＣＣを
選択することができる。他の設計では、セル内のすべてのＵＥに関して共通のアップリン
クＰＣＣ（例えば、アップリンクヘビー又は最もアップリンクヘビーであるＣＣ）を使用
することができる。
【００８７】
　第３の方式では、ＳＣＣ（すなわち、ダウンリンクＰＣＣでないＣＣ）でのデータ送信
に関するスケジューリングは、そのＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに従うことがで
きる。クロスキャリア（ｃｒｏｓｓ－ｃａｒｒｉｅｒ）スケジューリング及び同一搬送波
スケジューリングによるＳＣＣでのデータ送信に関するスケジューリングは、時間的に整
合させることができる。ダウンリンクＰＣＣのＨＡＲＱタイムラインは、ＳＣＣでのすべ
てのアップリンクサブフレームに関して定義することができない。一設計では、ダウンリ
ンクデータ送信に関しては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、アップリンクＰＣＣに関するアップリ
ンク－ダウンリンク構成に関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＵＣＣＨで送信する
ことができる。一設計では、アップリンクデータ送信に関しては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、
ダウンリンクＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成に基づいて決定されたＰＨ
ＩＣＨサブフレームで送信することができる。
【００８８】
　図１０Ａ及び１０Ｂは、第３の方式に基づいて複数のＣＣでのデータ送信をサポートす
る例を示す。この例では、ＵＥは、２つのＣＣ、ＣＣ１及びＣＣ２、を用いて構成され、
ＣＣ１は、アップリンク－ダウンリンク構成１を有するアップリンクＰＣＣであり、ＣＣ
２は、アップリンク－ダウンリンク構成２を有するダウンリンクＰＣＣである。ＣＣ１は
、ＳＣＣとみなすこともできる。ダウンリンクＰＣＣに関しては、アップリンク－ダウン
リンク構成２に関して、８つのサブフレーム０、１、３、４、５、６、８及び９がダウン
リンクサブフレームであり、２つのサブフレーム２及び７がアップリンクサブフレームで
ある。アップリンクＰＣＣ／ＳＣＣに関しては、アップリンク－ダウンリンク構成１に関
して、６つのサブフレーム０、１、４、５、６及び９がダウンリンクサブフレームであり
、４つのサブフレーム２、３、７及び８がアップリンクサブフレームである。
【００８９】
　図１０Ａは、別々のダウンリンクＰＣＣ及びアップリンクＰＣＣを有するＳＣＣでのダ
ウンリンクデータ送信を示す。ＳＣＣ（又はアップリンクＰＣＣ）でのダウンリンクデー
タ送信に関して、ダウンリンク許可は、ダウンリンクサブフレーム０、１、４、５、６及
び９のそれぞれにおけるＳＣＣでのデータ送信に関してダウンリンクサブフレーム０、１
、４，５、６及び９においてダウンリンクＰＣＣで送信することができる。ダウンリンク
サブフレーム１、４、５、６及び９におけるＳＣＣでのデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫは、それぞれアップリンクサブフレーム７、７、８、２、２及び３においてＳＣＣ（
又はアップリンクＰＣＣ）で送信することができ、それは、ＳＣＣに関するアップリンク
－ダウンリンク構成１に関するＨＡＲＱタイムラインに基づいて決定することができる。
【００９０】
　図１０Ｂは、別々のダウンリンクＰＣＣ及びアップリンクＰＣＣを有するＳＣＣでのア
ップリンクデータ送信を示す。ＳＣＣでのアップリンクデータ送信に関しては、アップリ
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ンク許可は、アップリンクサブフレーム７、８、２及び３のそれぞれにおけるＳＣＣでの
データ送信に関してダウンリンクサブフレーム１、４，６及び９においてダウンリンクＰ
ＣＣで送信することができる。アップリンクサブフレーム７、８、２及び３におけるＳＣ
Ｃでのデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、それぞれダウンリンクサブフレーム３、
３、８、及び８においてダウンリンクＰＣＣで送信することができ、それは、ダウンリン
クＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成２に関するＨＡＲＱタイムラインに基
づいて決定することができる。
【００９１】
　第３の方式では、アップリンクデータ送信に関しては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、（ＳＣＣ
のアップリンク－ダウンリンク構成に基づく代わりに）ダウンリンクＰＣＣのアップリン
ク－ダウンリンク構成に基づいて決定されたＰＨＩＣＨサブフレームで送信することがで
きる。例えば、図１０Ｂに示されるように、アップリンクデータ送信は、ＳＣＣでのアッ
プリンクサブフレーム８に関してスケジューリングすることができる。アップリンクサブ
フレーム８でのデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＳＣＣに関するアップリンク－
ダウンリンク構成１に基づいてダウンリンクサブフレーム４においてＰＨＩＣＨで送信す
ることができる。しかしながら、ダウンリンクサブフレーム３（ダウンリンクサブフレー
ム４ではない）は、ダウンリンクＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成２に基
づくダウンリンクＰＣＣでのＰＨＩＣＨサブフレームである。この場合は、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫは、アップリンクサブフレーム８でのデータ送信に関して（ダウンリンクサブフレー
ム４の代わりに）ダウンリンクサブフレーム３においてＰＨＩＣＨで送信することができ
る。従って、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ダウンリンクＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリ
ンク構成に関するＰＨＩＣＨサブフレームで送信することができ（ただし、ＨＡＲＱタイ
ムラインに従うことはできない）。
【００９２】
　第４の方式では、ＵＥは、様々な方法で複数のＣＣでＰＵＣＣＨでＵＣＩを送信するこ
とができる。一設計では、ＵＣＩは、同じサブフレームにおいて複数のＣＣで複数のＰＵ
ＣＣＨで送信することができる。所定のＣＣでのデータ送信のためのＵＣＩは、そのＣＣ
で送信することができる。例えば、ＰＣＣでのデータ送信のためのＵＣＩは、ＰＣＣで送
信することができ、ＳＣＣでのデータ送信のためのＵＣＩは、ＳＣＣで送信することがで
きる。他の設計では、ＵＣＩは、１つのサブフレームにおいて１つのＣＣで１つのＰＵＣ
ＣＨで送信することができ及び異なるサブフレームにおいて複数のＣＣで送信することが
できる。例えば、ＵＣＩは、可能なときは常にＰＣＣで送信することができ及びＳＣＣに
関してはアップリンクサブフレームであるがＰＣＣに関してはダウンリンクサブフレーム
であるサブフレームにおいてＳＣＣで送信することができる。
【００９３】
　第４の方式では、ＳＣＣでのアップリンクデータ送信に関するスケジューリングは、Ｓ
ＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに従うことができる。クロスキャリアスケジューリン
グ及び同一搬送波スケジューリングによるＳＣＣでのデータ送信に関するスケジューリン
グは、時間的に整合させることができる。ＰＣＣのＨＡＲＱタイムラインは、ＳＣＣでの
すべてのアップリンクサブフレームに関して定義することができない。アップリンクデー
タ送信に関しては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構
成に関するＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＨＩＣＨで送信することができる。概して
、ＰＣＣは、ダウンリンクヘビー又はアップリンクヘビーであることができる。ＰＣＣが
ダウンリンクヘビーである場合は、ダウンリンク及びアップリンクでのデータ送信のため
のスケジューリングは、影響を受けないであろう。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＣＣに関する
アップリンク－ダウンリンク構成に基づいて決定されたＰＨＩＣＨサブフレームにおいて
ＰＨＩＣＨで送信することができる。アップリンクでのＵＣＩの送信は影響を受けること
がある。第２、第３、又は第４の方式は、アップリンクでのＵＣＩの送信を容易にするた
めに使用することができる。逆に、ＰＣＣがアップリンクヘビーである場合は、ダウンリ
ンクでのデータ送信のためのスケジューリングが影響を受けることがあり、それは、第２
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の方式でクロスサブフレームスケジューリングを用いることによって解決することができ
る。アップリンクでのデータ送信のためのスケジューリング及びＰＨＩＣＨでのＡＣＫ／
ＮＡＣＫフィードバックは、ＰＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに従うことができる。
これは、ＳＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインに基づくダウンリンクサブフレーム及びＰ
ＨＣＩＨサブフレームがないことに起因して好ましい。
【００９４】
　上記の第１乃至第４の方式において、クロスキャリアスケジューリングは、複数のＣＣ
でのデータ送信をサポートするために使用することができる。代替設計では、クロスキャ
リアスケジューリングは、複数のＣＣでのデータ送信をサポートするために利用されない
。この代替設計では、すべてのＣＣに関するアップリンクでの共通のＰＵＣＣＨの送信に
起因して複数のＣＣ間での動作を結合させることができる。（例えば、負荷の均衡化、異
なるＣＣが異なるＵＥに関するＰＣＣとして選択される、ことに起因して）ＰＣＣがアッ
プリンクヘビーでない場合は、第１又は第４の方式を使用することができる。第１の方式
に関しては、ＳＣＣのためのＵＣＩは、ＰＣＣのＨＡＲＱタイムラインに基づいてＰＣＣ
で送信することができる。第４の方式に関しては、ＵＥのためのＵＣＩは、２つ以上のＣ
ＣでＰＵＣＣＨで送信することができる。
【００９５】
　図１１は、複数のＣＣでの動作をサポートするためのプロセス１１００の設計を示す。
プロセス１１００は、ｅＮＢ／基地局によって（後述）又は何らかのその他のエンティテ
ィによって実施することができる。ｅＮＢは、キャリアアグリゲーションのためにＵＥに
関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを識別することができ、第１及び第２のＣＣ
は、異なるシステム構成と関連付けられる（ブロック１１１２）。第１のＣＣは、ＰＣＣ
であることができ、第２のＣＣは、ＵＥに関するＳＣＣであることができる。ｅＮＢは、
第２のＣＣでのデータ送信に関してＥＵをスケジューリングするために第１のＣＣでダウ
ンリンク許可を送信することができる（ブロック１１１４）。ダウンリンク許可は、第２
のＣＣに関するものであることができ、及び、第１のＣＣに関するダウンリンク許可送信
タイムラインに基づいて送信することができる。ｅＮＢは、データ送信を第２のＣＣでＵ
Ｅに送ることができる（ブロック１１１６）。ｅＮＢは、第２のＣＣでデータ送信のため
のＵＣＩを受信することができる（ブロック１１１８）。ＵＣＩは、第２のＣＣに関する
ものであることができ、及び、第１のＣＣに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいてＵ
Ｅによって第１のＣＣで送信することができる。ダウンリンク許可送信タイムライン及び
ＵＣＩ送信タイムラインは、第１のＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインの一部であること
ができる。
【００９６】
　一設計では、第１及び第２のＣＣは、異なる複信モード、例えば、ＦＤＤ及びＴＤＤ、
と関連付けることができる。他の設計では、第１及び第２のＣＣは、例えば、ＴＤＤに関
して、異なるアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けることができる。例えば、第１
のＣＣは、第１のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けることができ、第２のＣＣ
は、第２のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けることができる。第１のＣＣに関
するＵＣＩ送信タイムラインは、第１のＣＣに関する第１のアップリンク－ダウンリンク
構成に基づいて決定することができる。一設計では、第１のＣＣは、第２のＣＣよりも多
くのダウンリンクサブフレームと関連付けることができる。
【００９７】
　一設計では、ＵＣＩは、ＵＥに対して第２のＣＣで送られたデータ送信に関するＡＣＫ
／ＮＡＣＫを備えることができる。一設計では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、チャネル選択を有
するＰＵＣＣＨ形式１ｂに基づいてＵＥによって送信することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋに関するマッピングテーブルは、ＵＥに関して構成されたすべてのＣＣに関して単一の
アップリンクサブフレームと関連付けられた最大数のダウンリンクサブフレームに基づい
て決定することができる。他の設計では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＵＣＣＨ形式３又は何
らかのその他のＰＵＣＣＨ形式に基づいて送信することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、
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ＰＵＳＣＨでデータとともに送信することもできる。
【００９８】
　他の設計では、ＵＣＩは、ＵＥに関するＣＳＩ構成に基づいてＵＥによって送信された
ＣＳＩを備えることができる。ｅＮＢは、第２のＣＣに関するＣＳＩをＵＥから周期的に
受信することができる。ＣＳＩは、第１のＣＣに関する第１のアップリンク－ダウンリン
ク構成に基づいて決定された周期性でＵＥによって送信することができる。
【００９９】
　一設計では、ｅＮＢは、第１のＣＣ又は第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関し
てＵＥをスケジューリングするためのアップリンク許可を送信することができる。アップ
リンク許可は、第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて第１の
ＣＣで送信することができる。
【０１００】
　他の設計では、ｅＮＢは、第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関してＥＵをスケ
ジューリングするためのアップリンク許可を送信することができる。第２のＣＣに関する
アップリンク許可は、（ｉ）第２のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基
づく第１のＣＣ、又は（ｉｉ）第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに
基づく第１のＣＣ、又は（ｉｉｉ）第３のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムライ
ンに基づく第３のＣＣで送信することができる。ｅＮＢは、ＵＥから第２のＣＣでアップ
リンクデータ送信を受信することができる。ｅＮＢは、第２のＣＣでのアップリンクデー
タ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを決定することができる。ｅＮＢは、第１のＣＣに関す
るダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームに
おいて第１のＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる。
【０１０１】
　図１２は、複数のＣＣで動作するためのプロセス１２００の設計を示す。プロセス１２
００は、ＵＥによって（後述）又は何らかのその他のエンティティによって実施すること
ができる。ＵＥは、ＵＥに関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを決定することが
でき、第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウ
ンリンク構成、と関連付けられる（ブロック１２１２）。ＵＥは、第２のＣＣでのデータ
送信に関してＵＥをスケジューリングするために第１のＣＣで送信されたダウンリンク許
可を受信することができる（ブロック１２１４）。ダウンリンク許可は、第２のＣＣに関
するものであることができ及び第１のＣＣに関するダウンリンク許可送信タイムラインに
基づいて送信することができる。ＵＥは、第２のＣＣでのデータ送信を受信することがで
きる（ブロック１２１６）。ＵＥは、第２のＣＣでデータ送信のためのＵＣＩを送信する
ことができる（１２１８）。ＵＣＩは、第２のＣＣに関するものであることができ及び第
１のＣＣに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいて第１のＣＣで送信することができる
。ＵＣＩは、第２のＣＣでＵＥに送信されたデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを備え
ることができる。ＵＣＩは、ＣＳＩを備えることもでき、それは、第２のＣＣでデータ送
信を送信するために使用することができる。
【０１０２】
　一設計では、ＵＥは、第１のＣＣ又は第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して
ＵＥをスケジューリングするアップリンク許可を受信することができる。アップリンク許
可は、第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて第１のＣＣで送
信することができる。他の設計では、ＵＥは、第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に
関してＵＥをスケジューリングするアップリンク許可を受信することができる。アップリ
ンク許可は、（ｉ）第２のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づく第１
のＣＣ又は（ｉｉ）第３のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づく第３
のＣＣで送信することができる。ＵＥは、第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信す
ることができる。その後、ＵＥは、第２のＣＣでアップリンクデータ送信に関するＡＣＫ
／ＮＡＣＫを受信することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、第１のＣＣに関するダウンリ
ンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームにおいて第１
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のＣＣで送信することができる。
【０１０３】
　図１３は、複数のＣＣでの動作をサポートするためのプロセス１３００の設計を示す。
プロセス１３００は、ｅＮＢ／基地局によって（後述）又は何らかのその他のエンティテ
ィによって実施することができる。ｅＮＢは、キャリアアグリゲーションのためにＵＥに
関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを識別することができ、第１及び第２のＣＣ
は、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウンリンク構成、と関連付け
られる（ブロック１３１２）。ｅＮＢは、第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関し
てＥＵをスケジューリングするために第１のＣＣでアップリンク許可を送信することがで
きる（ブロック１３１４）。アップリンク許可は、第２のＣＣに関するものであることが
でき、及び、第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて第１のＣ
Ｃで送信することができる。
【０１０４】
　ｅＮＢは、アップリンク許可に基づいてＵＥによって第２のＣＣで送信されたアップリ
ンクデータ送信を受信することができる（ブロック１３１６）。ｅＮＢは、アップリンク
データ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを決定することができる（ブロック１３１８）。ｅ
ＮＢは、第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサ
ブフレームにおいて第１のＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる（ブロック１
３２０）。一設計では、決定されたサブフレームは、第１のＣＣに関するＰＨＩＣＨサブ
フレームであることができ、それは、第１のＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構
成に基づいて第１のＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができるサブフレームである
ことができる。アップリンク許可送信タイムライン及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムライ
ンは、第１のＣＣに関するＨＡＲＱタイムラインの一部であることができる。
【０１０５】
　一設計では、第１のＣＣは、ＵＥに関するプライマリＣＣであることができ、及び第２
のＣＣは、ＵＥに関するセカンダリＣＣであることができる。第１のＣＣは、第１のアッ
プリンク－ダウンリンク構成と関連付けることができ、第２のＣＣは、第２のアップリン
ク－ダウンリンク構成と関連付けることができる。第１のＣＣに関するアップリンク許可
送信タイムラインは、第１のＣＣに関する第１のアップリンク－ダウンリンク構成に基づ
いて決定することができる。一設計では、第１のＣＣは、第２のＣＣよりも多くのアップ
リンクサブフレームと関連付けることができる。
【０１０６】
　一設計では、ｅＮＢは、第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関してＵＥをスケジ
ューリングするために第１のＣＣで第２のアップリンク許可を送信することができる。第
２のアップリンク許可は第１のＣＣに関するものであることができ、及び、第１のＣＣに
関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信することができる。ｅＮＢは、
第２のアップリンク許可に基づいてＵＥによって第２のＣＣで送信されたアップリンクデ
ータ送信を受信することができる。
【０１０７】
　図１４は、複数のＣＣで動作するためのプロセス１４００の設計を示す。プロセス１４
００は、ＵＥによって（後述）又は何らかのその他のエンティティによって実施すること
ができる。ＵＥは、ＵＥに関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを決定することが
でき、第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウ
ンリンク構成、と関連付けられる（ブロック１４１２）。ＵＥは、第２のＣＣでのアップ
リンクデータ送信に関してＥＵをスケジューリングするために第１のＣＣで送信されたア
ップリンク許可を受信することができる（ブロック１４１４）。アップリンク許可は、第
２のＣＣに関するものであることができ、及び、第１のＣＣに関するアップリンク許可送
信タイムラインに基づいて第１のＣＣで送信することができる。ＵＥは、アップリンク許
可に基づいて第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信することができる（ブロック１
４１６）。ＵＥは、第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決
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定されたサブフレームにおいて第１のＣＣでアップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫを受信することができる（ブロック１４１８）。
【０１０８】
　ＵＥは、第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関してＵＥをスケジューリングする
ために第１のＣＣで送信された第２のアップリンク許可を受信することもできる。第２の
アップリンク許可は、第１のＣＣに関するものであることができ、及び、第１のＣＣに関
するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信することができる。ＵＥは、第２
のアップリンク許可に基づいて第１のＣＣでアップリンクデータ送信を送信することがで
きる。
【０１０９】
　図１５は、複数のＣＣでの動作をサポートするためのプロセス１５００の設計を示す。
プロセス１５００は、ｅＮＢ／基地局によって（後述）又は何らかのその他のエンティテ
ィによって実施することができる。ｅＮＢは、キャリアアグリゲーションのためにＵＥに
関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを識別することができ、第１及び第２のＣＣ
は、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウンリンク構成、と関連付け
られる（ブロック１５１２）。クロスサブフレームスケジューリングに関しては、ｅＮＢ
は、第１のサブフレームと異なる第２のサブフレームにおける第２のＣＣでのダウンリン
クデータ送信をスケジューリングするために第１のサブフレームにおいて第１のＣＣでダ
ウンリンク許可を送信することができる（ブロック１５１４）。同一サブフレームスケジ
ューリングに関しては、ｅＮＢは、第１のサブフレームにおける第２のＣＣでのダウンリ
ンクデータ送信をスケジューリングするために第１のサブフレームにおいて第１のＣＣで
第２のダウンリンク許可を送信することができる（ブロック１５１６）。
【０１１０】
　一設計では、クロスサブフレームスケジューリングに関しては、例えば、図６に示され
るように、第２のＣＣに関する各ダウンリンクサブフレームは、第１のＣＣに関する１つ
のダウンリンクサブフレームのみを介してスケジューリング可能である。他の設計では、
第２のＣＣに関する各ダウンリンクサブフレームは、第１のＣＣに関する１つ以上のダウ
ンリンクサブフレームを介してスケジューリング可能である。
【０１１１】
　一設計では、ｅＮＢは、第１のＣＣで第２のＣＣのためのＵＣＩを受信することができ
る。第２のＣＣのためのＵＣＩは、第２のＣＣに関するＵＣＩ送信タイムライン（例えば
、ＨＡＲＱタイムライン）に基づいて第１のＣＣで送信することができる。
【０１１２】
　一設計では、ｅＮＢは、第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関してＵＥをスケジ
ューリングするために第１のＣＣでアップリンク許可を送信することができる。第２のＣ
Ｃでのアップリンクデータ送信に関するアップリンク許可は、第１のＣＣに関するアップ
リンク許可送信タイムライン（例えば、ＨＡＲＱタイムライン）に基づいて第１のＣＣで
送信することができる。ｅＮＢは、第２のＣＣでアップリンクデータ送信を受信すること
ができ及びアップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを決定することができる。
ｅＮＢは、第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定された
サブフレームにおいて第１のＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる。
【０１１３】
　図１６は、複数のＣＣで動作するためのプロセス１６００の設計を示す。プロセス１６
００は、ＵＥによって（後述）又は何らかのその他のエンティティによって実施すること
ができる。ＵＥは、ＵＥに関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを決定することが
でき、第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウ
ンリンク構成、と関連付けられる（ブロック１６１２）。第１のＣＣは、第２のＣＣより
も多くのアップリンクサブフレームと関連付けることができる。クロスサブフレームスケ
ジューリングに関しては、ＵＥは、第１のサブフレームと異なる第２のサブフレームにお
ける第２のＣＣでのダウンリンクデータ送信に関して第１のサブフレームにおいて第１の
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ＣＣで送信されたダウンリンク許可を受信することができる（ブロック１６１４）。同一
サブフレームスケジューリングに関しては、ＵＥは、第１のサブフレームにおける第２の
ＣＣでのダウンリンクデータ送信に関して第１のサブフレームにおいて第１のＣＣで送信
された第２のダウンリンク許可を受信することができる（１６１６）。一設計では、ＵＥ
は、第２のＣＣに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいて第１のＣＣで第２のＣＣに関
するＵＣＩを送信することができる。
【０１１４】
　一設計では、ＵＥは、第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関してＵＥをスケジュ
ーリングするために第１のＣＣでアップリンク許可を受信することができる。第２のＣＣ
でのアップリンクデータ送信のためのアップリンク許可は、第１のＣＣに関するアップリ
ンク許可送信タイムラインに基づいて第１のＣＣで送信することができる。ＵＥは、第２
のＣＣでアップリンクデータ送信を送信することができる。その後は、ＵＥは、アップリ
ンクデータ送信に関してＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは
、第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレ
ームにおいて第１のＣＣで送信することができる。
【０１１５】
　図１７は、複数のＣＣでの動作をサポートするためのプロセス１７００の設計を示す。
プロセス１７００は、ｅＮＢ／基地局によって（後述）又は何らかのその他のエンティテ
ィによって実施することができる。ｅＮＢは、キャリアアグリゲーションのためにＵＥに
関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを識別することができ、第１及び第２のＣＣ
は、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウンリンク構成、と関連付け
られる（ブロック１７１２）。第１のＣＣは、第２のＣＣよりも多くのサブフレームと関
連付けることができる。第２のＣＣは、ダウンリンクサブフレームよりも多くのアップリ
ンクサブフレーム及び／又は第１のＣＣよりも多くのアップリンクサブフレームと関連付
けることができる。ｅＮＢは、第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関してＵＥをス
ケジューリングするために第１のＣＣでアップリンク許可を送信することができる（ブロ
ック１７１４）。アップリンク許可は、第２のＣＣに関するアップリンク許可送信タイム
ライン（例えば、ＨＡＲＱタイムライン）に基づいて第１のＣＣで送信することができる
。ｅＮＢは、第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関してＵＥをスケジューリングす
るために第１のＣＣで第２のアップリンク許可を送信することができる（ブロック１７１
６）。第２のアップリンク許可は、第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムライ
ンに基づいて送信することができる。
【０１１６】
　一設計では、ｅＮＢは、第２のＣＣでアップリンクデータ送信を受信することができ及
びアップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを決定することができる。ｅＮＢは
、第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレ
ームにおいて第１のＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる。
【０１１７】
　ｅＮＢは、第２のＣＣでのダウンリンクデータ送信に関してＵＥをスケジューリングす
るために第１のＣＣでダウンリンク許可を送信することができる。ダウンリンク許可は、
第２のＣＣに関するダウンリンク許可送信タイムラインに基づいて送信することができる
（例えば、クロスサブフレームダウンリンクスケジューリングを除く）。ｅＮＢは、第２
のＣＣでダウンリンクデータ送信を送信することができ及びダウンリンクデータ送信に関
するＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信することができる。
【０１１８】
　一設計では、上記の第１の方式に関しては、第１のＣＣはＰＣＣであることができ及び
第２のＣＣはＵＥに関するＳＣＣであることができる。ｅＮＢは、第２のＣＣでデータ送
信のためのＵＣＩを受信することができ、ＵＣＩは、第１のＣＣに関するＵＣＩ送信タイ
ムラインに基づいて第１のＣＣで送信される。
【０１１９】
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　一設計では、上記の第３の方式に関しては、第１のＣＣはダウンリンクＰＣＣであるこ
とができ及び第２のＣＣはＵＥに関するアップリンクＰＣＣであることができる。ｅＮＢ
は、ＵＥに対してダウンリンクＰＣＣでＤＣＩを送信することができ及びＵＥからアップ
リンクＰＣＣでＵＣＩを受信することができる。
【０１２０】
　第４の方式に関して、ｅＮＢは、ＵＥから第１のＣＣで第１のＵＣＩを受信することが
でき及びＵＥから第２のＣＣで第２のＵＣＩを受信することができる。一設計では、第１
のＵＣＩは、第１のＣＣでのデータ送信のためのものであることができ、第２のＵＣＩは
、第２のＣＣでのデータ送信のためのものであることができる。一設計では、第１のＵＣ
Ｉは、第１のＣＣで送信することができ、第２のＵＣＩは、同じサブフレームにおいて第
２のＣＣで送信することができる。他の設計では、第１のＵＣＩは、第１のＣＣで送信す
ることができ、第２のＵＣＩは、異なるサブフレームにおいて第２のＣＣで送信すること
ができる。例えば、第２のＵＣＩは、第２のＣＣに関してはアップリンクサブフレームで
あるが第１のＣＣに関してはダウンリンクサブフレームであるサブフレームで送信するこ
とができる。
【０１２１】
　図１８は、複数のＣＣで動作するためのプロセス１８００の設計を示す。プロセス１８
００は、ＵＥによって（後述）又は何らかのその他のエンティティによって実施すること
ができる。ＵＥは、ＵＥに関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを決定することが
でき、第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウ
ンリンク構成、と関連付けられる（ブロック１８１２）。第１のＣＣは、第２のＣＣより
も多くのサブフレームと関連付けることができる。第２のＣＣは、ダウンリンクサブフレ
ームよりも多くのアップリンクサブフレーム及び／又は第１のＣＣよりも多くのアップリ
ンクサブフレームと関連付けることができる。ＵＥは、第２のＣＣでのアップリンクデー
タ送信に関して第１のＣＣで送信されたアップリンク許可を受信することができる（１８
１４）。アップリンク許可は、第２のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに
基づいて第１のＣＣで送信することができる。ＵＥは、第１のＣＣでのアップリンクデー
タ送信に関して第１のＣＣで送信された第２のアップリンク許可を受信することができる
（ブロック１８１６）。第２のアップリンク許可は、第１のＣＣに関するアップリンク許
可送信タイムラインに基づいて送信することができる。
【０１２２】
　一設計では、ＵＥは、第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信することができる。
ＵＥは、第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサ
ブフレームにおいて第１のＣＣでアップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを受
信することができる。
【０１２３】
　ＵＥは、第２のＣＣでのダウンリンクデータ送信に関してＵＥをスケジューリングする
ために第１のＣＣで送信されたダウンリンク許可を受信することができる。ダウンリンク
許可は、第２のＣＣに関するダウンリンク許可送信タイムラインに基づいて送信すること
ができる（例えば、クロスサブフレームダウンリンクスケジューリングを除く）。ＵＥは
、第２のＣＣでダウンリンクデータ送信を受信することができ及びダウンリンクデータ送
信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる。
【０１２４】
　一設計では、上記の第１の方式に関しては、第１のＣＣはＰＣＣであることができ及び
第２のＣＣはＵＥに関するＳＣＣであることができる。ＵＥは、第１のＣＣに関するＵＣ
Ｉ送信タイムラインに基づいて第１のＣＣで第２のＣＣでのデータ送信のためのＵＣＩを
送信することができる。
【０１２５】
　一設計では、上記の第３の方式に関しては、第１のＣＣはダウンリンクＰＣＣであるこ
とができ及び第２のＣＣはＵＥに関するアップリンクＰＣＣであることができる。ＵＥは
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、ダウンリンクＰＣＣでＤＣＩを受信することができ及びアップリンクＣＣでＵＣＩを送
信することができる。
【０１２６】
　第４の方式に関して、ＵＥは、第１のＣＣで第１のＵＣＩを送信することができ及び第
２のＣＣで第２のＵＣＩを送信することができる。一設計では、第１のＵＣＩは、第１の
ＣＣでのデータ送信のためのものであることができ、第２のＵＣＩは、第２のＣＣでのデ
ータ送信のためのものであることができる。一設計では、第１のＵＣＩは、第１のＣＣで
送信することができ、第２のＵＣＩは、同じサブフレームにおいて第２のＣＣで送信する
ことができる。他の設計では、第１のＵＣＩは、第１のＣＣで送信することができ、第２
のＵＣＩは、異なるサブフレームにおいて第２のＣＣで送信することができる。例えば、
第２のＵＣＩは、第２のＣＣに関してはアップリンクサブフレームであるが第１のＣＣに
関してはダウンリンクサブフレームであるサブフレームで送信することができる。
【０１２７】
　図１９は、複数のＣＣでの動作をサポートするためのプロセス１９００の設計を示す。
プロセス１９００は、ｅＮＢ／基地局によって（後述）又は何らかのその他のエンティテ
ィによって実施することができる。ｅＮＢは、キャリアアグリゲーションのためにＵＥに
関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを識別することができ、第１及び第２のＣＣ
は、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウンリンク構成、と関連付け
られる（ブロック１９１２）。第１のＣＣはＵＥに関するダウンリンクＰＣＣであること
ができ及び第２のＣＣはＵＥに関するアップリンクＰＣＣであることができる。一設計で
は、ダウンリンクＰＣＣは、アップリンクＰＣＣよりも多くのダウンリンクサブフレーム
と関連付けることができ、アップリンクＰＣＣは、ダウンリンクＰＣＣよりも多くのアッ
プリンクサブフレームと関連付けることができる。ｅＮＢは、ＵＥに対してダウンリンク
ＰＣＣでＤＣＩを送信することができる（ブロック１９１４）。ｅＮＢは、ＵＥからアッ
プリンクＰＣＣでＵＣＩを受信することができる（ブロック１９１６）。
【０１２８】
　ブロック１９１４の一設計では、ｅＮＢは、アップリンクＰＣＣでのアップリンクデー
タ送信に関してＵＥをスケジューリングするためにダウンリンクＰＣＣで第１のアップリ
ンク許可を送信することができる。第１のアップリンク許可は、アップリンクＰＣＣに関
するアップリンク許可送信タイムラインに基づいてダウンリンクＰＣＣで送信することが
できる。ｅＮＢは、アップリンクＰＣＣでアップリンクデータ送信を受信することができ
る。ｅＮＢは、アップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを決定することができ
及びダウンリンクＰＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定され
たサブフレームにおいてダウンリンクＰＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる
。
【０１２９】
　ブロック１９１４の他の設計では、ｅＮＢは、ダウンリンクＰＣＣでのアップリンクデ
ータ送信に関してＵＥをスケジューリングするためにダウンリンクＰＣＣで第２のアップ
リンク許可を送信することができる。第２のアップリンク許可は、ダウンリンクＰＣＣに
関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信することができる。
【０１３０】
　図２０は、複数のＣＣで動作するためのプロセス２０００の設計を示す。プロセス２０
００は、ＵＥによって（後述）又は何らかのその他のエンティティによって実施すること
ができる。ＵＥは、ＵＥに関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを決定することが
でき、第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウ
ンリンク構成、と関連付けられる（ブロック２０１２）。第１のＣＣはＵＥに関するダウ
ンリンクＰＣＣであることができ及び第２のＣＣはＵＥに関するアップリンクＰＣＣであ
ることができる。ＵＥは、ダウンリンクＰＣＣでＤＣＩを受信することができる（ブロッ
ク２０１４）。ＵＥは、アップリンクＰＣＣでＵＣＩを送信することができる（ブロック
２０１６）。
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【０１３１】
　ブロック２０１４の一設計では、ＵＥは、アップリンクＰＣＣでのアップリンクデータ
送信に関してＵＥをスケジューリングするためにダウンリンクＰＣＣで送信された第１の
アップリンク許可を受信することができる。アップリンク許可は、アップリンクＰＣＣに
関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいてダウンリンクＰＣＣで送信すること
ができる。ＵＥは、アップリンクＰＣＣでアップリンクデータ送信を送信することができ
る。ＵＥは、ダウンリンクＰＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて
決定されたサブフレームにおいてダウンリンクＰＣＣでアップリンクデータ送信に関する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信することができる。
【０１３２】
　ブロック２０１４の他の設計では、ＵＥは、ダウンリンクＰＣＣでのアップリンクデー
タ送信に関してＵＥをスケジューリングするためにダウンリンクＰＣＣで送信された第２
のアップリンク許可を受信することができる。第２のアップリンク許可は、ダウンリンク
ＰＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信することができる。
【０１３３】
　図２１は、複数のＣＣでの動作をサポートするためのプロセス２１００の設計を示す。
プロセス２１００は、ｅＮＢ／基地局によって（後述）又は何らかのその他のエンティテ
ィによって実施することができる。ｅＮＢは、キャリアアグリゲーションのためにＵＥに
関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを識別することができ、第１及び第２のＣＣ
は、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウンリンク構成、と関連付け
られる（ブロック２１１２）。第１のＣＣはＰＣＣであることができ及び第２のＣＣはＵ
Ｅに関するＳＣＣであることができる。ＰＣＣは、ＳＣＣよりも多くのダウンリンクサブ
フレームと関連付けることができる。ｅＮＢは、ＵＥから第１のＣＣで第１のＵＣＩを受
信することができる（ブロック２１１４）。ｅＮＢは、ＵＥから第２のＣＣで第２のＵＣ
Ｉを受信することができる（ブロック２１１６）。
【０１３４】
　一設計では、第１のＵＣＩは、第１のＣＣで送信することができ、第２のＵＣＩは、同
じサブフレームにおいて第２のＣＣで送信することができる。第１のＣＣで送信された第
１のＵＣＩは、第１のＣＣでのダウンリンクデータ送信に関して適用可能である。第２の
ＣＣで送信された第２のＵＣＩは、第２のＣＣでのダウンリンクデータ送信に関して適用
可能である。他の設計では、第１のＵＣＩは、第１のサブフレームにおいて第１のＣＣで
送信することができ、第２のＵＣＩは、第１のサブフレームと異なる第２のサブフレーム
において第２のＣＣで送信することができる。第２のサブフレームは、第１のＣＣに関す
るダウンリンクサブフレーム及び第２のＣＣに関するアップリンクサブフレームであるこ
とができる。
【０１３５】
　一設計では、ｅＮＢは、第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関してＵＥをスケジ
ューリングするために第１のＣＣでアップリンク許可を送信することができる。アップリ
ンク許可は、第２のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて第１のＣ
Ｃで送信することができる。ｅＮＢは、第２のＣＣでアップリンクデータ送信を受信する
ことができ及びアップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを決定することができ
る。ｅＮＢは、第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定さ
れたサブフレームにおいて第１のＣＣでアップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信することができる。
【０１３６】
　図２２は、複数のＣＣで動作するためのプロセス２２００の設計を示す。プロセス２２
００は、ＵＥによって（後述）又は何らかのその他のエンティティによって実施すること
ができる。ＵＥは、ＵＥに関して構成された第１のＣＣ及び第２のＣＣを決定することが
でき、第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成、例えば、異なるアップリンク－ダウ
ンリンク構成、と関連付けられる（ブロック２２１２）。第１のＣＣはＰＣＣであること
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ができ及び第２のＣＣはＵＥに関するＳＣＣであることができる。ＰＣＣは、ＳＣＣより
も多くのダウンリンクサブフレームと関連付けることができる。ＵＥは、第１のＣＣで第
１のＵＣＩを送信することができる（ブロック２２１４）。ＵＥは、第２のＣＣで第２の
ＵＣＩを送信することができる（ブロック２２１６）。
【０１３７】
　一設計では、第１のＵＣＩは、第１のＣＣで送信することができ、及び、第２のＵＣＩ
は、同じサブフレームにおいて第２のＣＣで送信することができる。第１のＣＣで送信さ
れた第１のＵＣＩは、第１のＣＣでのダウンリンクデータ送信に関して適用可能である。
第２のＣＣで送信された第２のＵＣＩは、第２のＣＣでのダウンリンクデータ送信に関し
て適用可能である。他の設計では、第１のＵＣＩは、第１のサブフレームにおいて第１の
ＣＣで送信することができ、第２のＵＣＩは、第１のサブフレームと異なる第２のサブフ
レームにおいて第２のＣＣで送信することができる。第２のサブフレームは、第１のＣＣ
に関するダウンリンクサブフレーム及び第２のＣＣに関するアップリンクサブフレームで
あることができる。
【０１３８】
　ＵＥは、第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関してＵＥをスケジューリングする
ために第１のＣＣでアップリンク許可を受信することができる。アップリンク許可は、第
２のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて第１のＣＣで送信するこ
とができる。ＵＥは、第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信することができる。Ｕ
Ｅは、第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブ
フレームにおいて第１のＣＣで送信されたアップリンクデータ送信に関するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを受信することができる。
【０１３９】
　図２３は、ＵＥ１２０ｘｘ及び基地局／ｅＮＢ１１０ｘｘの設計のブロック図であり、
それらは、図１のＵＥのうちの１つ及びｅＮＢのうちの１つであることができる。ＵＥ１
２００ｘｘ内では、受信機２３１０は、基地局、中継器、等によって送信された信号を受
信することができる。モジュール２３１２は、受信された信号を処理して復号されたデー
タ及びＤＣＩを提供することができる。モジュール２３１４は、復号されたＤＣＩを処理
し、ＵＥ１２０ｘｘを対象とするＤＣＩを決定することができる。モジュール２３１２及
び／又は２３１４は、ＵＥ１２０ｘｘに関して適用可能なＨＡＲＱタイムライン（例えば
、ダウンリンク許可及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムライン）に基づいてＤＣＩを処理す
ることができ、それは、ＵＥ１２０ｘｘに関するＣＣ構成に依存することができる。モジ
ュール２３１６は、ＵＣＩを送信のために生成することができる。モジュール２３１８は
、データ及び／又はＵＣＩを備えるアップリンク信号を生成することができる。送信機２
３２０は、アップリンク信号をコンディショニングして送信することができる。モジュー
ル２３２２は、キャリアアグリゲーションのためにＵＥ１２０ｘｘに関して構成された複
数のＣＣを決定することができる。モジュール２３２４は、ＵＥ１２０ｘｘに関して構成
されたＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成に基づいてＵＥ１２０ｘｘに関する
許可及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインを決定することができる。ＵＥ１２０ｘｘに
関する送信タイムラインは、ＤＣＩを受信するためにモジュール２３１２及び／又は２３
１４によって及びＵＣＩを送信するためにモジュール２３１６及び／又は２３１８によっ
て使用することができる。モジュール２３２６は、ダウンリンク及びアップリンクデータ
送信のためにデータを処理することができる。ＵＥ１２００ｘｘ内の様々なモジュールが
上述されるように動作することができる。コントローラ／プロセッサ２３３０は、ＵＥ１
２０ｘｘ内の様々なモジュールの動作を指示することができる。メモリ２３２８は、ＵＥ
１２０ｘｘに関するデータ及びプログラムコードを格納することができる。
【０１４０】
　基地局１１０ｘｘ内において、モジュール２３５０は、ＤＣＩを送信のために生成する
ことができる。モジュール２３５２は、データ及び／又はＤＣＩを備えるダウンリンク信
号を生成することができる。送信機２３５４は、ダウンリンク信号をコンディショニング
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して送信することができる。受信機２３５６は、ＵＥによって送信された信号を受信する
ことができる。モジュール２３５８は、受信された信号を処理して復号されたデータ及び
ＵＣＩを提供することができる。モジュール２３６０は、復号されたＵＣＩを処理し、Ｕ
Ｅ１２０ｘｘ及びその他のＵＥによって送信されたＵＣＩを決定することができる。モジ
ュール２３６２は、ダウンリンク及びアップリンクデータ送信のためにデータを処理する
ことができる。モジュール２３６４は、キャリアアグリゲーションのためにＵＥ１２０ｘ
ｘに関して構成された複数のＣＣを決定することができる。モジュール２３６６は、ＵＥ
１２０ｘｘに関して構成されたＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成に基づいて
ＵＥ１２０ｘｘに関する許可及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインを決定することがで
きる。ＵＥ１２０ｘｘに関する送信タイムラインは、ＵＥ１２０ｘｘにＤＣＩを送信する
ためにモジュール２３５０及び／又は２３５２によって及びＵＥ１２０ｘｘからＵＣＩを
受信するためにモジュール２３５８及び／又は２３６０によって使用することができる。
基地局１１０ｘｘ内の様々なモジュールが上述されるように動作することができる。コン
トローラ／プロセッサ２３３０は、基地局１１０ｘｘ内の様々なモジュールの動作を指示
することができる。メモリ２３６８は、基地局１１０ｘｘに関するデータ及びプログラム
コードを格納することができる。スケジューリングモジュール２３７２は、ダウンリンク
及び／又はアップリンクでのデータ送信に関してＵＥをスケジューリングすることができ
る。
【０１４１】
　図２３のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子コン
ポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェア／ファームウェアコード、等、又はそれら
の組み合わせを備えることができる。
【０１４２】
　図２４は、基地局／ｅＮＢ１１０ｙｙ及びＵＥ１２０ｙｙの設計のブロック図であり、
それらは、図１の基地局／ｅＮＢのうちの１つ及びＵＥのうちの１つであることができる
。基地局１１０ｙｙは、Ｔのアンテナ２４３４ａ乃至２４３４ｔを装備することができ、
ＵＥ１２０ｙｙは、Ｒのアンテナ２４５２ａ乃至２４５２ｒを装備することができ、概し
て、Ｔ≧１及びＲ≧１である。
【０１４３】
　基地局１１０ｙｙにおいて、送信プロセッサ２４２０は、１つ以上のＣＣでの１つ以上
のＵＥへの送信のためにデータソース２４１２からデータを受信し、各ＵＥに関して選択
された１つ以上の変調及びコーディング方式に基づいてそのＵＥに関してデータを処理（
例えば、符号化及び変調）し、すべてのＵＥに関するデータシンボルを提供することがで
きる。送信プロセッサ２４２０は、ＤＣＩ（例えば、ダウンリンク許可、アップリンク許
可、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、構成メッセージ、等）を処理し、制御シンボルを提供することも
できる。プロセッサ２４２０は、基準信号に関する基準シンボルを生成することもできる
。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ２４３０は、データシンボル、制御
シンボル、及び／又は基準シンボル（該当する場合）をプリコーディングすることができ
及びＴの出力シンボルストリームをＴの変調器（ＭＯＤ）２４３２ａ乃至２４３２ｔに提
供することができる。各変調器２４３２は、（例えば、ＯＦＤＭに関する）それの出力シ
ンボルストリームを処理して出力サンプルストリームを得ることができる。各変調器２４
３２は、それの出力サンプルストリームをさらにコンディショニング（例えば、アナログ
への変換、増幅、フィルタリング、及びアップコンバージョン）してダウンリンク信号を
得ることができる。変調器２４３２ａ乃至２４３２ｔからのＴのダウンリンク信号を、Ｔ
のアンテナ２４３４ａ乃至２４３４ｔをそれぞれ介して送信することができる。
【０１４４】
　ＵＥ１２０ｙｙにおいて、アンテナ２４５２ａ乃至２４５２ｒは、基地局１１０ｙｙ及
び／又はその他の基地局からダウンリンク信号を受信することができ及び受信された信号
を復調器（ＤＥＭＯＤ）２４５４ａ乃至２４５４ｒにそれぞれ提供することができる。各
復調器２４５４は、それの受信された信号をコンディショニング（例えば、フィルタリン
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グ、増幅、ダウンコンバージョン、及びデジタル化）して入力サンプルを得ることができ
る。各復調器２４５４は、（例えば、ＯＦＤＭ、等に関する）入力サンプルをさらに処理
して受信されたシンボルを得ることができる。ＭＩＭＯ検出器２４５６は、すべてのＲの
復調器２４５４ａ乃至２４５４ｒから受信されたシンボルを入手し、該当する場合は受信
されたシンボルに関するＭＩＭＯ検出を行い、検出されたシンボルを提供することができ
る。受信プロセッサ２４５８は、検出されたシンボルを処理（例えば、復調及び復号）し
、ＵＥ１２０ｙｙに関する復号されたデータをデータシンク２４６０に提供し、復号され
たＤＣＩをコントローラ／プロセッサ２４８０に提供することができる。
【０１４５】
　アップリンクにおいて、ＵＥ１２０ｙｙで、送信プロセッサ２４６４は、データソース
２４６２からデータを及びコントローラ／プロセッサ２４８０からＵＣＩ（例えば、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ、ＣＳＩ、等）を受信して処理することができる。プロセッサ２４６４は、
１つ以上の基準信号に関する基準シンボルを生成することもできる。送信プロセッサ２４
６４からのシンボルは、該当する場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２４６６によってプリ
コーディングし、（例えば、ＳＣ－ＦＤＭ、ＯＦＤＭ、等に関して）変調器２４５４ａ乃
至２４５４ｒによってさらに処理し、基地局１１０ｙｙに送信することができる。基地局
１１０ｙｙにおいて、ＵＥ１２０ｙｙ及びその他のＵＥからのアップリンク信号をアンテ
ナ２４３４によって受信し、復調器２４３２によって処理し、該当する場合はＭＩＭＯ検
出器２４３６によって検出し、受信プロセッサ２４３８によってさらに処理し、ＵＥ１２
０ｙｙ及びその他のＵＥによって送信された復号されたデータ及び制御情報を得ることが
できる。プロセッサ２４３８は、復号されたデータをデータシンク２４３９に及び復号さ
れたＵＣＩをコントローラ／プロセッサ２４４０に提供することができる。
【０１４６】
　コントローラ／プロセッサ２４４０及び２４８０は、基地局１１０ｙｙ及びＵＥ１２０
ｙｙのそれぞれにおける動作を指示することができる。基地局１１０ｙｙにおけるプロセ
ッサ２４４０及び／又はその他のプロセッサ及びモジュールは、は、図１１のプロセス１
１００、図１３のプロセス１３００、図１５のプロセス１５００、図１７のプロセッサ１
７００、図１９のプロセス１９００、図２１のプロセス２１００、及び／又はここにおい
て説明される技法に関するその他のロセスを実施又は指示することができる。ＵＥ１２０
ｙｙにおけるプロセッサ２４８０及び／又はその他のプロセッサ及びモジュールは、図１
２のプロセス１２００、図１４のプロセス１４００、図１６のプロセス１６００、図１８
のプロセス１８００、図２０のプロセス２０００、図２２のプロセス２２００、及び／又
はここにおいて説明される技法に関するその他のロセスを実施又は指示することができる
。メモリ２４４２及び２４８２は、基地局１１０ｙｙ及びＵＥ１２０ｙｙのそれぞれに関
するデータ及びプログラムコードを格納することができる。スケジューラ２４４４は、ダ
ウンリンク及び／又はアップリンクでのデータ送信に関してＵＥをスケジューリングする
ことができる。
【０１４７】
　当業者は、情報及び信号は様々な異なる技術及び技法のうちのいずれかを用いて表すこ
とができることを理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて参照されることが
あるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電
流、電磁波、磁場、磁粒子、光学場、光学粒子、又はそれらのあらゆる組合せによって表
すことができる。
【０１４８】
　ここにおける開示と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
回路、及びアルゴリズムのステップは、電子ハードウェア、ソフトウェア／ファームウェ
ア、又はそれらの組み合わせとして実装可能であることを当業者はさらに評価するであろ
う。ハードウェアとソフトウェア／ファームウェアのこの互換性を明確に例示するため、
上記においては、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びス
テップが、それらの機能の観点で一般的に説明されている。該機能がハードウェアとして
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又はソフトウェア／ファームウェアとして実装されるかは、特定の用途及び全体的システ
ムに対する設計上の制約事項に依存する。当業者は、説明されている機能を各々の特定の
用途に合わせて様々な形で実装することができるが、該実装決定は、本開示の適用範囲か
らの逸脱を生じさせるものであるとは解釈されるべきではない。
【０１４９】
　ここにおける開示と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
及び回路は、ここにおいて説明される機能を果たすように設計された汎用プロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、その他のプログラマブル論理デバイス、ディスク
リートゲートロジック、ディスクリートトランジスタロジック、ディスクリートハードウ
ェアコンポーネント、又はそれらのあらゆる組合せ、を用いて実装又は実行することが可
能である。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであることができるが、代替においては
、プロセッサは、従来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
又はステートマシンであってもよい。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合
せ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッ
サとの組合せ、ＤＳＰコアと関連する１つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、又はあ
らゆるその他の構成、として実装することも可能である。
【０１５０】
　ここにおける開示と関係させて説明される方法又はアルゴリズムのステップは、直接ハ
ードウェア内において、プロセッサによって実行されるソフトウェア／ファームウェアモ
ジュール内において、又はそれらの組み合わせ内において具現化することが可能である。
ソフトウェア／ファームウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラ
ッシュメモリ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲ
ＯＭ）、電気的ＥＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能
なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当業において既知であるその他のあらゆる形態の記憶媒
体において常駐することができる。典型的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報
を読み出すこと及び記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合され
る。代替においては、記憶媒体は、プロセッサと一体化させることができる。プロセッサ
及び記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に常駐することができる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に常駐
することができる。代替においては、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末内において
個別コンポーネントとして常駐することができる。
【０１５１】
　１つ以上の典型的な設計において、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア／
ファームウェア、又はそれらの組み合わせにおいて実装することができる。ソフトウェア
／ファームウェアにおいて実装される場合は、これらの機能は、コンピュータによって読
み取り可能な媒体において１つ以上の命令又はコードとして格納すること又は送信するこ
とができる。コンピュータによって読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と、１
つの場所から他へのコンピュータプログラムの転送を容易にするあらゆる媒体を含む通信
媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用又は専用コンピュータによってアクセス可能なあ
らゆる利用可能な媒体であることができる。コンピュータによって読み取り可能な媒体は
、非一時的なコンピュータによって読み取り可能な媒体であることができる。一例として
、及び制限することなしに、該非一時的なコンピュータによって読み取り可能な媒体は、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又はその他の光学ディスク記憶装置、磁気
ディスク記憶装置又はその他の磁気記憶装置、又は、希望されるプログラムコード手段を
命令又はデータ構造の形態で搬送又は格納するために用いることができ及び汎用又は専用
コンピュータ又は汎用又は専用プロセッサによってアクセス可能なその他の媒体、を備え
ることができる。さらに、いずれの接続もコンピュータによって読み取り可能な媒体であ
ると適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェア／ファームウェアが、同軸ケーブル、光ファ
イバケーブル、より対線、デジタル加入者ライン（ＤＳＬ）、又は無線技術、例えば、赤
外線、無線、及びマイクロ波、を用いてウェブサイト、サーバ、又はその他の遠隔ソース
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から送信される場合は、該同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、ＤＳＬ、又は
無線技術、例えば赤外線、無線、及びマイクロ波、は、媒体の定義の中に含まれる。ここ
において用いられるときのディスク（ｄｉｓｋ及びｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（
ＣＤ）（ｄｉｓｃ）と、レーザディスク（ｄｉｓｃ）と、光ディスク（ｄｉｓｃ）と、デ
ジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ）と、フロッピー（登録商標）ディス
ク（ｄｉｓｋ）と、ブルーレイディスク（ｄｉｓｃ）と、を含み、ここで、ｄｉｓｋは通
常は磁気的にデータを複製し、ｄｉｓｃは、レーザを用いて光学的にデータを複製する。
コンピュータによって読み取り可能な媒体は、コンピュータプログラム製品において具現
化することができる。一例として、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料
内のコンピュータによって読み取り可能な媒体を含むことができる。上記の組合せも、コ
ンピュータによって読み取り可能な媒体の適用範囲に含めるべきである。
【０１５２】
　本開示に関する前の説明は、当業者が本開示を製造又は使用することを可能にするため
に提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明確になるであろう
、及びここにおいて定められる一般原理は、本開示の適用範囲を逸脱せずにその他の変形
に対しても適用することができる。以上のように、本開示は、ここにおいて説明される例
及び設計に限定されることが意図されるものではなく、ここにおいて開示される原理及び
新規の特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別することであって、前記第１及び第２
のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられることと、
　前記ＵＥに対して前記第２のＣＣでデータ送信を送信することと、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を受信する
ことであって、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関
するＵＣＩ送信タイムラインに基づいて前記ＵＥによって前記第１のＣＣで送信されるこ
とと、を備える、無線通信のための方法。
[Ｃ２]
　前記第１のＣＣは、前記ＵＥに関するプライマリＣＣ（ＰＣＣ）であり、前記第２のＣ
Ｃは、セカンダリＣＣ（ＳＣＣ）であるＣ１に記載の方法。
[Ｃ３]
　前記第１のＣＣは、第１のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記第２
のＣＣは、第２のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記第１のＣＣに関
する前記ＵＣＩ送信タイムラインは、前記第１のＣＣに関する前記第１のアップリンク－
ダウンリンク構成に基づいて決定されるＣ１に記載の方法。
[Ｃ４]
　前記第１のＣＣは、前記第２のＣＣよりも多くのダウンリンクサブフレームと関連付け
られるＣ１に記載の方法。
[Ｃ５]
　前記ＵＣＩは、前記ＵＥに前記第２のＣＣで送信された前記データ送信に関する肯定応
答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を備えるＣ１に記載の方法。
[Ｃ６]
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、チャネル選択を有する物理アップリンク制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）形式１ｂに基づいて前記ＵＥによって送信され、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫに関する
マッピングテーブルは、前記ＵＥに関して構成された全ＣＣに関する単一のアップリンク
サブフレームと関連付けられた最大数のダウンリンクサブフレームに基づいて決定される
Ｃ５に記載の方法。
[Ｃ７]
　前記ＵＣＩは、前記ＵＥに関するチャネル状態情報（ＣＩＳ）構成に基づいて前記ＵＥ
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によって送信されるＣＳＩを備えるＣ１に記載の方法。
[Ｃ８]
　前記第２のＣＣのためのチャネル状態情報（ＣＳＩ）を前記ＵＥから周期的に受信する
ことであって、前記ＣＳＩは、前記第１のＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク構成
に基づいて決定された周期性で前記ＵＥによって送信されること、をさらに備えるＣ１に
記載の方法。
[Ｃ９]
　前記第２のＣＣでの前記データ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングするために前
記第１のＣＣでダウンリンク許可を送信することであって、前記ダウンリンク許可は、前
記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関するダウンリンク許可送信タイ
ムラインに基づいて送信されること、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
[Ｃ１０]
　前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをス
ケジューリングするためのアップリンク許可を送信することであって、前記アップリンク
許可は、前記第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１
のＣＣで送信されること、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
[Ｃ１１]
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ためのアップリンク許可を送信することであって、前記アップリンク許可は、前記第２の
ＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は第３の
ＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第３のＣＣで送信される
ことをさらに備えるＣ１に記載の方法。
[Ｃ１２]
　前記ＵＥから前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を受信することと、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を決定することと、
　前記第１のＣＣに関するダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決
定されたサブフレームにおいて前記第１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することと
、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
[Ｃ１３]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別するための手段であって、前記第１及
び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられる手段と、
　前記ＵＥに対して前記第２のＣＣでデータ送信を送信するための手段と、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を受信する
ための手段であって、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣ
Ｃに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいて前記ＵＥによって前記第１のＣＣで送信さ
れる手段と、を備える、無線通信のための装置。
[Ｃ１４]
　前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをス
ケジューリングするためのアップリンク許可を送信するための手段であって、前記アップ
リンク許可は、前記第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前
記第１のＣＣで送信される手段、をさらに備えるＣ１３に記載の装置。
[Ｃ１５]
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ためのアップリンク許可を送信するための手段であって、前記アップリンク許可は、前記
第２のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は
第３のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第３のＣＣで送信
される手段、をさらに備えるＣ１３に記載の装置。
[Ｃ１６]
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　前記ＵＥから前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を受信するための手段と、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を決定するための手段と、
　前記第１のＣＣに関するダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決
定されたサブフレームにおいて前記第１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための
手段と、をさらに備えるＣ１３に記載の装置。
[Ｃ１７]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別し、
　前記ＵＥに対して前記第２のＣＣでデータ送信を送信し、及び
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を受信する
ように構成された少なくとも１つのプロセッサを備え、前記第１及び第２のＣＣは、異な
るシステム構成と関連付けられ、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及び前
記第１のＣＣに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいて前記ＵＥによって前記第１のＣ
Ｃで送信される、無線通信のための装置。
[Ｃ１８]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリ
ンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングするためのアップリンク許可を送信
するようにさらに構成され、前記アップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するアップリ
ンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信されるＣ１７に記載の装置。
[Ｃ１９]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関
してＵＥをスケジューリングするためのアップリンク許可を送信するようにさらに構成さ
れ、前記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムライ
ンに基づいて前記第１のＣＣで又は第３のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムライ
ンにもとづいて前記第３のＣＣで送信されるＣ１７に記載の装置。
[Ｃ２０]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＵＥから前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を受信し、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を決定し、及び
　前記第１のＣＣに関するダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決
定されたサブフレームにおいて前記第１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように
さらに構成されるＣ１７に記載の装置。
[Ｃ２１]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別することを少なくとも１つのプロセッ
サに行わせるためのコードであって、前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と
関連付けられるコードと、
　前記ＵＥに対して前記第２のＣＣでデータ送信を送信することを前記少なくとも１つの
プロセッサに行わせるためのコードと、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を受信する
ことを前記少なくとも１つのプロセッサに行わせるためのコードであって、前記ＵＣＩは
前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関するＵＣＩ送信タイムライン
に基づいて前記ＵＥによって前記第１のＣＣで送信されるコードと、を備える、非一時的
なコンピュータによって読み取り可能な媒体、を備える、コンピュータプログラム製品。
[Ｃ２２]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定することであって、前記第１及び第２
のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられることと、
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　前記第２のＣＣでデータ送信を受信することと、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を送信する
ことであって、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関
するＵＣＩ送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信されることと、を備える、
無線通信のための方法。
[Ｃ２３]
　前記ＵＣＩは、前記ＵＥに対して前記第２のＣＣで送信された前記データ送信に関する
肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を備えるＣ２２に記載の方法。
[Ｃ２４]
　前記第２のＣＣでの前記データ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングするために前
記第１のＣＣで送信されたダウンリンク許可を受信することであって、前記ダウンリンク
許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関するダウンリンク許
可送信タイムラインに基づいて送信されること、をさらに備えるＣ２２に記載の方法。
[Ｃ２５]
　前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをス
ケジューリングするアップリンク許可を受信することであって、前記アップリンク許可は
、前記第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣ
で送信されること、をさらに備えるＣ２２に記載の方法。
[Ｃ２６]
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
アップリンク許可を受信することであって、前記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに
関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は第３のＣＣに
関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第３のＣＣで送信されること、
をさらに備えるＣ２２に記載の方法。
[Ｃ２７]
　前記ＵＥによって前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信することと、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を受信することであって、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、前記第１のＣＣに関す
るダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレームに
おいて前記第１のＣＣで送信されることと、をさらに備えるＣ２２に記載の方法。
[Ｃ２８]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定するための手段であって、前記第１及
び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられる手段と、
　前記第２のＣＣでデータ送信を受信するための手段と、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を送信する
ための手段であって、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣ
Ｃに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される手段と、を備
える、無線通信のための装置。
[Ｃ２９]
　前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをス
ケジューリングするアップリンク許可を受信するための手段であって、前記アップリンク
許可は、前記第１のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１
のＣＣで送信される手段、をさらに備えるＣ２８に記載の装置。
[Ｃ３０]
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
アップリンク許可を受信するための手段であって、前記アップリンク許可は、前記第２の
ＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は第３の
ＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインにもとづいて前記第３のＣＣで送信され
る手段、をさらに備えるＣ２８に記載の装置。
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[Ｃ３１]
　前記ＵＥによって前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信するための手段と、
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を受信するための手段であって、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、前記第１のＣＣ
に関するダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフレ
ームにおいて前記第１のＣＣで送信される手段と、をさらに備えるＣ２８に記載の装置。
[Ｃ３２]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定し、
　前記第２のＣＣでデータ送信を受信し、及び
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を送信する
ように構成された少なくとも１つのプロセッサを備え、前記第１及び第２のＣＣは、異な
るシステム構成と関連付けられ、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及び前
記第１のＣＣに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される、
無線通信のための装置。
[Ｃ３３]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＣＣ又は前記第２のＣＣでのアップリ
ンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングするアップリンク許可を受信するよ
うにさらに構成され、前記アップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するアップリンク許
可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信されるＣ３２に記載の装置。
[Ｃ３４]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
アップリンク許可を受信するようにさらに構成され、前記アップリンク許可は、前記第２
のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで又は第３
のＣＣに関するアップリンク許可送信タイムラインにもとづいて前記第３のＣＣで送信さ
れるＣ３２に記載の装置。
[Ｃ３５]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＵＥによって前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信し、及び
　前記第２のＣＣでの前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）を受信するようにさらに構成され、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、前記第１のＣ
Ｃに関するダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブフ
レームにおいて前記第１のＣＣで送信されるＣ３２に記載の装置。
[Ｃ３６]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定することを少なくとも１つのプロセッ
サに行わせるためのコードと、
　前記第２のＣＣでデータ送信を受信することを前記少なくとも１つのプロセッサに行わ
せるためのコードと、
　前記第２のＣＣで前記データ送信のためのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を送信する
ことを前記少なくとも１つのプロセッサに行わせるためのコードと、を備える非一時的な
コンピュータによって読み取り可能な媒体を備え、前記第１及び第２のＣＣは、異なるシ
ステム構成と関連付けられ、前記ＵＣＩは前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第
１のＣＣに関するＵＣＩ送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される、コン
ピュータプログラム製品。
[Ｃ３７]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別することであって、前記第１及び第２
のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられることと、
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　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣでアップリンク許可を送信することであって、前記アップリンク許
可は、前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関するアップリンク許可
送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信されることと、を備える、無線通信の
ための方法。
[Ｃ３８]
　前記第１のＣＣは、前記ＵＥに関するプライマリＣＣであり、前記第２のＣＣは、前記
ＵＥに関するセカンダリＣＣであるＣ３７に記載の方法。
[Ｃ３９]
　前記第１のＣＣは、第１のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記第２
のＣＣは、第２のアップリンク－ダウンリンク構成と関連付けられ、前記第１のＣＣに関
する前記アップリンク許可送信タイムラインは、前記第１のＣＣに関する前記第１のアッ
プリンク－ダウンリンク構成に基づいて決定されるＣ３７に記載の方法。
[Ｃ４０]
　前記第１のＣＣは、前記第２のＣＣよりも多くのダウンリンクサブフレームと関連付け
られるＣ３７に記載の方法。
[Ｃ４１]
　前記アップリンク許可に基づいて前記ＵＥによって前記第２のＣＣで送信されたアップ
リンクデータ送信を受信することと、
　前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を決定
することと、
　前記第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブ
フレームにおいて前記第１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することと、をさらに備
えるＣ３７に記載の方法。
[Ｃ４２]
　前記決定されたサブフレームは、前記第１のＣＣに関するアップリンク－ダウンリンク
構成に基づいて前記第１のＣＣでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができるサブフレーム
であるＣ４１に記載の方法。
[Ｃ４３]
　前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで第２のアップリンク許可を送信することであって、前記第２のア
ップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関する前記
アップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信されること、をさらに備えるＣ３７に
記載の方法。
[Ｃ４４]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別するための手段であって、前記第１及
び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられる手段と、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣでアップリンク許可を送信するための手段であって、前記アップリ
ンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関するアップリン
ク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される手段と、を備える、無線
通信のための装置。
[Ｃ４５]
　前記アップリンク許可に基づいて前記ＵＥによって前記第２のＣＣで送信されたアップ
リンクデータ送信を受信するための手段と、
　前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を決定
するための手段と、
　前記第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブ
フレームにおいて前記第１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための手段と、をさ
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らに備えるＣ４４に記載の装置。
[Ｃ４６]
　前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで第２のアップリンク許可を送信するための手段であって、前記第
２のアップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関す
る前記アップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信される手段、をさらに備えるＣ
４４に記載の装置。
[Ｃ４７]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別し、及び
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣでアップリンク許可を送信するように構成された少なくとも１つの
プロセッサを備え、前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられ、前
記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関する
アップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される、無線通信の
ための装置。
[Ｃ４８]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記アップリンク許可に基づいて前記ＵＥによって前記第２のＣＣで送信されたアップ
リンクデータ送信を受信し、
　前記アップリンクデータ送信に関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を決定
し、及び
　前記第１のＣＣに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイムラインに基づいて決定されたサブ
フレームにおいて前記第１のＣＣで前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するようにさらに構成さ
れるＣ４７に記載の装置。
[Ｃ４９]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関
して前記ＵＥをスケジューリングするために前記第１のＣＣで第２のアップリンク許可を
送信するようにさらに構成され、前記第２のアップリンク許可は、前記第１のＣＣに関す
るものであり及び前記第１のＣＣに関する前記アップリンク許可送信タイムラインに基づ
いて送信されるＣ４７に記載の装置。
[Ｃ５０]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを識別することを少なくとも１つのプロセッ
サに行わせるためのコードと、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣでアップリンク許可を送信することを前記少なくとも１つのプロセ
ッサに行わせるためのコードと、を備える非一時的なコンピュータによって読み取り可能
な媒体を備え、前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられ、前記ア
ップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関するアッ
プリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される、コンピュータプ
ログラム製品。
[Ｃ５１]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定することであって、前記第１及び第２
のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられることと、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信されたアップリンク許可を受信することであって、前記アッ
プリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関するアップ
リンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信されることと、を備える、



(54) JP 5815862 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

無線通信のための方法。
[Ｃ５２]
　前記アップリンク許可に基づいて前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信する
ことと、
　前記第１のＣＣに関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）送信タイムラインに
基づいて決定されたサブフレームにおいて前記第１のＣＣでの前記アップリンクデータ送
信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信することと、をさらに備えるＣ５１に記載の方法。
[Ｃ５３]
　前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで第２のアップリンク許可を受信することであって、前記第２のア
ップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関する前記
アップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信されること、をさらに備えるＣ５１に
記載の方法。
[Ｃ５４]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定するための手段であって、前記第１及
び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付けられる手段と、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信されたアップリンク許可を受信するための手段であって、前
記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関する
アップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される手段と、を備
える、無線通信のための装置。
[Ｃ５５]
　前記アップリンク許可に基づいて前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信する
ための手段と、
　前記第１のＣＣに関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）送信タイムラインに
基づいて決定されたサブフレームにおいて前記第１のＣＣでの前記アップリンクデータ送
信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信するための手段と、をさらに備えるＣ５４に記載の装
置。
[Ｃ５６]
　前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信された第２のアップリンク許可を受信するための手段であっ
て、前記第２のアップリンク許可は、前記第１のＣＣに関するものであり及び前記第１の
ＣＣに関する前記アップリンク許可送信タイムラインに基づいて送信される手段、をさら
に備えるＣ５４に記載の装置。
[Ｃ５７]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定し、及び
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信されたアップリンク許可を受信するように構成された少なく
とも１つのプロセッサを備え、前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付
けられ、前記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣ
Ｃに関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される、
無線通信のための装置。
[Ｃ５８]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記アップリンク許可に基づいて前記第２のＣＣでアップリンクデータ送信を送信し、
及び
　前記第１のＣＣに関する肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）送信タイムラインに
基づいて決定されたサブフレームにおいて前記第１のＣＣでの前記アップリンクデータ送
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信に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信するようにさらに構成されるＣ５７に記載の装置。
[Ｃ５９]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＣＣでのアップリンクデータ送信に関
して前記ＵＥをスケジューリングするために前記第１のＣＣで送信された第２のアップリ
ンク許可を受信するようにさらに構成され、前記第２のアップリンク許可は、前記第１の
ＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣに関する前記アップリンク許可送信タイムラ
インに基づいて送信されるＣ５７に記載の装置。
[Ｃ６０]
　キャリアアグリゲーションのためにユーザ装置（ＵＥ）に関して構成された第１のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）及び第２のＣＣを決定することを少なくとも１つのプロセッ
サに行わせるためのコードと、
　前記第２のＣＣでのアップリンクデータ送信に関して前記ＵＥをスケジューリングする
ために前記第１のＣＣで送信されたアップリンク許可を受信することを前記少なくとも１
つのプロセッサに行わせるためのコードと、を備える非一時的なコンピュータによって読
み取り可能な媒体、を備え、前記第１及び第２のＣＣは、異なるシステム構成と関連付け
られ、前記アップリンク許可は、前記第２のＣＣに関するものであり及び前記第１のＣＣ
に関するアップリンク許可送信タイムラインに基づいて前記第１のＣＣで送信される、コ
ンピュータプログラム製品。
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