
JP 6105000 B2 2017.3.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信のための方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定することと
、
　　　前記複数のＣＣのおのおのは、前記ＣＣのために周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ
）または時分割デュプレクス（ＴＤＤ）が利用されているのかと、ＴＤＤが利用されてい
る場合には、前記ＣＣのための特定のアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーシ
ョンとを示す、複数のシステム・コンフィギュレーションのうちの特定のシステム・コン
フィギュレーションに関連付けられ、
　　　前記複数のＣＣは、前記複数のシステム・コンフィギュレーションのうちの少なく
とも２つの異なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられた少なくとも２つの
ＣＣを含み、
　前記複数のＣＣのうちの第２のＣＣの前記システム・コンフィギュレーションに基づい
て決定された、前記複数のＣＣのうちの第１のＣＣのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の定期
的なレポーティングのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを
取得することと、
　前記第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて
、前記第１のＣＣのＣＳＩを前記第２のＣＣで送信することと、
を備える方法。
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【請求項２】
　前記複数のＣＣのおのおのは、ＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレーム
のそれぞれのセットに関連付けられ、前記ＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基
づいて決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも２つのＣＣは、周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）のために設定された
少なくとも１つのＣＣと、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）のために設定された別の少なく
とも１つのＣＣとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも２つのＣＣは、異なるアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレー
ションを有し、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）のために設定される、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記第１のＣＣは、定期的なＣＳＩレポーティングのための第１のセットのパラメータ
値に関連付けられ、
　前記第２のＣＣは、定期的なＣＳＩレポーティングのための第２のセットのパラメータ
値に関連付けられ、
　前記方法はさらに、前記第２のＣＣのための前記第２のセットのパラメータ値に基づい
て決定された前記第１のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレー
ションを取得すること、を備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のＣＣのＣＳＩを送信する前記第２のＣＣの第２のサブフレームに基づいて、
前記第１のＣＣのＣＳＩのための測定を行う前記第１のＣＣの第１のサブフレームを決定
すること、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定する手段と
、
　　　前記複数のＣＣのおのおのは、前記ＣＣのために周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ
）または時分割デュプレクス（ＴＤＤ）が利用されているのかと、ＴＤＤが利用されてい
る場合には、前記ＣＣのための特定のアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーシ
ョンとを示す、複数のシステム・コンフィギュレーションのうちの特定のシステム・コン
フィギュレーションに関連付けられ、
　　　前記複数のＣＣは、前記複数のシステム・コンフィギュレーションのうちの少なく
とも２つの異なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられた少なくとも２つの
ＣＣを含み、
　前記複数のＣＣのうちの第２のＣＣの前記システム・コンフィギュレーションに基づい
て決定された、前記複数のＣＣのうちの第１のＣＣのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の定期
的なレポーティングのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを
取得する手段と、
　前記第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて
、前記第１のＣＣのＣＳＩを前記第２のＣＣで送信する手段と、
を備える装置。
【請求項８】
　前記第１のＣＣのＣＳＩを送信する前記第２のＣＣの第２のサブフレームに基づいて、
前記第１のＣＣのＣＳＩのための測定を行う前記第１のＣＣの第１のサブフレームを決定
する手段、をさらに備える請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　無線通信のための方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定することと
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、
　　　前記複数のＣＣのおのおのは、前記ＣＣのために周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ
）または時分割デュプレクス（ＴＤＤ）が利用されているのかと、ＴＤＤが利用されてい
る場合には、前記ＣＣのための特定のアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーシ
ョンとを示す、複数のシステム・コンフィギュレーションのうちの特定のシステム・コン
フィギュレーションに関連付けられ、
　　　前記複数のＣＣは、前記複数のシステム・コンフィギュレーションのうちの少なく
とも２つの異なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられた少なくとも２つの
ＣＣを含み、
　前記複数のＣＣのうちの第２のＣＣの前記システム・コンフィギュレーションに基づい
て、前記複数のＣＣのうちの第１のＣＣのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の定期的なレポー
ティングのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを決定するこ
とと、
　前記第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて
、前記ＵＥによって前記第２のＣＣで送信された前記第１のＣＣのＣＳＩを受信すること
と、
を備える方法。
【請求項１０】
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定する手段と
、
　　　前記複数のＣＣのおのおのは、前記ＣＣのために周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ
）または時分割デュプレクス（ＴＤＤ）が利用されているのかと、ＴＤＤが利用されてい
る場合には、前記ＣＣのための特定のアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーシ
ョンとを示す、複数のシステム・コンフィギュレーションのうちの特定のシステム・コン
フィギュレーションに関連付けられ、
　　　前記複数のＣＣは、前記複数のシステム・コンフィギュレーションのうちの少なく
とも２つの異なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられた少なくとも２つの
ＣＣを含み、
　前記複数のＣＣのうちの第２のＣＣの前記システム・コンフィギュレーションに基づい
て決定された、前記複数のＣＣのうちの第１のＣＣのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の定期
的なレポーティングのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを
決定する手段と、
　前記第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて
、前記ＵＥによって前記第２のＣＣで送信された前記第１のＣＣのＣＳＩを受信する手段
と、
を備える装置。
【請求項１１】
　少なくとも１つのプロセッサに対して、請求項１乃至６、及び、９に記載の方法のうち
の何れか１つを実行させるためのコードを含むコンピュータ・プログラムを格納する非一
時的なプロセッサ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　本特許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡され、本明細書において参照によって明確に
組み込まれている２０１１年４月１１日出願の「ＦＤＤ－ＴＤＤキャリア・アグリゲーシ
ョンおよび定期的なＣＱＩレポーティング」（FDD-TDD CARRIER AGGREGATION AND PERIOD
IC CQI REPORTING）と題された米国仮出願６１／４７４，２２７に対する優先権を主張す
る。
【技術分野】



(4) JP 6105000 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

【０００２】
　本開示は、一般に、通信に関し、さらに詳しくは、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術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信ネットワークは、例えば音声、ビデオ、パケット・データ、メッセージング、
ブロードキャスト等のようなさまざまな通信コンテンツを提供するために広く開発された
。これら無線ネットワークは、使用可能なネットワーク・リソースを共有することにより
、複数のユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークでありうる。このよう
な多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多
元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交
ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングル・キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤ
ＭＡ）ネットワークを含む。
【０００４】
　無線通信ネットワークは、多くのユーザ機器（ＵＥ）のための通信をサポートしうる多
くの基地局を含みうる。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップリンクによって基地局と通信
しうる。ダウンリンク（すなわち順方向リンク）は、基地局からＵＥへの通信リンクを称
し、アップリンク（すなわち逆方向リンク）は、ＵＥから基地局への通信リンクを称する
。
【０００５】
　無線通信ネットワークは、複数の成分キャリア（ＣＣ）における動作をサポートしうる
。ＣＣは、通信のために使用される周波数の範囲を称し、ある特性に関連付けられうる。
例えば、ＣＣは、ＣＣにおける動作を定義するシステム情報に関連付けられうる。ＣＣは
、キャリア、周波数チャネル、セル等とも称されうる。基地局は、データおよび制御情報
を、１または複数のＣＣで、ＵＥへ送信しうる。ＵＥは、基地局によるデータ送信をサポ
ートする制御情報を送信しうる。
【発明の概要】
【０００６】
　本明細書では、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのための
チャネル状態情報（ＣＳＩ）の定期的なレポーティングをサポートする技術が開示される
。ＵＥは、キャリア・アグリゲーションのために複数のＣＣを用いて設定されうる。各Ｃ
Ｃは、ＣＣのために周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）が利用されているか時分割デュプ
レクス（ＴＤＤ）が利用されているかを示す特定のシステム・コンフィギュレーションに
、ＴＤＤが利用されている場合にはさらに、ＣＣのための特定のアップリンク－ダウンリ
ンク・コンフィギュレーションに関連付けられうる。各ＣＣは、そのＣＣでＣＳＩを送信
するために利用可能なサブフレームのセットに関連付けられうる。これは、そのＣＣのシ
ステム・コンフィギュレーションに基づいて決定されうる。ＵＥのために設定された複数
のＣＣは、別のシステム・コンフィギュレーション、すなわち、ＣＳＩを送信するために
利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも２つのＣＣを含みうる
。
【０００７】
　ＵＥは、複数のＣＣのおのおののため、定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュ
レーションを取得しうる。１つの設計では、各ＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティン
グ・コンフィギュレーションは、例えば、ＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基
づいて、そのＣＣのために独立して決定されうる。別の設計では、所与のＣＣ　Ｘのため
の定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションは、ＣＣ　ＸのＣＳＩが送信
される別のＣＣ　Ｙのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定されうる。
【０００８】
　ＵＥは、第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づ
いて、第２のＣＣで、第１のＣＣのためのＣＳＩを送信しうる。第１のＣＣと第２のＣＣ
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とは、ＵＥのために設定された複数のＣＣにありうる。１つの設計では、複数のＣＣが、
少なくとも２つのグループ内にアレンジされうる。ここで、各グループは、同じシステム
・コンフィギュレーションを有する少なくとも１つのＣＣを含む。第１のＣＣおよび第２
のＣＣは、同じグループにありうる。ＵＥは、グループ内の少なくとも１つのＣＣのうち
の１つのＣＣで、各グループにおける各ＣＣのＣＳＩを送信しうる。別の設計では、ＵＥ
は、複数のＣＣのおのおののＣＳＩを、指定されたＣＣで送信しうる。複数のＣＣのすべ
てが、指定された同じＣＣに関連付けられうる。あるいは、各ＣＣは、そのＣＣのために
選択された、指摘されたＣＣに関連付けられうる。何れの場合であれ、指定されたＣＣは
、ＣＳＩを送信するために利用可能な最大番号のサブフレームに関連付けられうるか、お
よび／または、他の基準に基づいて決定されうる。また別の設計では、ＵＥは、アップリ
ンク制御情報を送信するためにＵＥによって使用されるプライマリＣＣで、複数のＣＣの
おのおののＣＳＩを送信しうる。
【０００９】
　本開示のさまざまな態様および特徴が、以下にさらに詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、無線通信ネットワークを示す。
【図２Ａ】図２Ａは、ＦＤＤのための典型的なフレーム構造を示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、ＴＤＤのための典型的なフレーム構造を示す。
【図３Ａ】図３Ａは、隣接したＣＣを用いたキャリア・アグリゲーションを示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、非隣接のＣＣを用いたキャリア・アグリゲーションを示す。
【図４】図４は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する３つのＣＣの例を示
す。
【図５】図５は、ＵＥによって３つのＣＣのＣＳＩを送信する例を示す。
【図６Ａ】図６Ａは、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのた
めの定期的なＣＳＩレポートをサポートするスキームを示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのた
めの定期的なＣＳＩレポートをサポートするスキームを示す。
【図６Ｃ】図６Ｃは、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのた
めの定期的なＣＳＩレポートをサポートするスキームを示す。
【図７】図７は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのＣＳＩ
を送信する処理を示す。
【図８】図８は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのＣＳＩ
を受信する処理を示す。
【図９】図９は、ＵＥおよび基地局のブロック図を示す。
【図１０】図１０は、ＵＥと基地局との別のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本明細書に記載された技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ、およびその他の無線ネットワークのようなさまざまな無線通信ネットワークのた
めに使用されうる。用語「ネットワーク」および「システム」は、しばしば置換可能に使
用される。ＣＤＭＡネットワークは、例えば、ユニバーサル地上ラジオ・アクセス（ＵＴ
ＲＡ）、ｃｄｍａ２０００等のようなラジオ技術を実現しうる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤ
ＭＡ（WCDMA（登録商標））、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）、およびＣＤＭ
Ａのその他の変形を含んでいる。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５
規格、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、例えばグローバ
ル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））のようなラジオ技術を実現しうる。ＯＦＤ
ＭＡネットワークは、例えばイボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、超モバイル・ブロー
ドバンド、ＩＥＥＥ　８０２．１１（WiFi（登録商標）およびWiFi（登録商標）ダイレク
ト）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ(登録商標））、ＩＥＥＥ　８０２．２０、
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Ｆｌａｓｈ（登録商標）－ＯＦＤＭ等のようなラジオ技術を実施しうる。ＵＴＲＡおよび
Ｅ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（ＵＭＴ
Ｓ）の一部である。３ＧＰＰロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥ
アドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、ＦＤＤとＴＤＤとの両方において、ダウンリンクにおい
てＯＦＤＭＡを適用しアップリンクにおいてＳＣ－ＦＤＭＡを適用するＥ－ＵＴＲＡを用
いるＵＭＴＳの新たなリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、Ｌ
ＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナシップ計画」（３ＧＰＰ）と命名された
団体からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パート
ナシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と命名された団体からの文書に記載されている。本明細
書において記載された技術は、他の無線ネットワークおよびラジオ技術と同様に、前述さ
れた無線ネットワークおよびラジオ技術のために使用されうる。明確化のために、これら
技術のある態様は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに関して以下に記載されており、ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ用語が、以下の記載の大部分において使用されている。
【００１２】
　図１は、無線通信ネットワーク１００を示す。これは、ＬＴＥネットワークまたはその
他いくつかの無線ネットワークでありうる。無線ネットワーク１００は、多くのイボルブ
ド・ノードＢ（ｅＮＢ）１１０およびその他のネットワーク・エンティティを含みうる。
ｅＮＢは、ＵＥと通信する局であり、基地局、ノードＢ、アクセス・ポイント等とも称さ
れうる。おのおののｅＮＢ１１０は、特定の地理的エリアのために通信有効通信範囲エリ
アを提供しうる。３ＧＰＰでは、用語「セル」は、この用語が使用されるコンテキストに
依存して、この有効通信範囲エリアにサービス提供しているｅＮＢおよび／またはｅＮＢ
サブシステムからなる有効通信範囲エリアを称しうる。
【００１３】
　ｅＮＢは、マクロ・セル、ピコ・セル、フェムト・セル、および／または、その他のタ
イプのセルのために、通信有効通信範囲を提供しうる。マクロ・セルは、比較的大きな地
理的エリア（例えば、半径数キロメータ）をカバーし、サービス加入を持つＵＥによる無
制限のアクセスを許可しうる。ピコ・セルは、比較的小さな地理的エリアをカバーし、サ
ービス加入を持つＵＥによる無制限のアクセスを許可しうる。フェムト・セルは、比較的
小さな地理的エリア（例えば、住宅）をカバーし、フェムト・セルとの関連付けを有する
ＵＥ（例えば、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）におけるＵＥ）によって制限された
アクセスを許可しうる。図１に示す例では、ｅＮＢ１１０ａ，１１０ｂ，１１０ｃは、マ
クロ・セル１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃそれぞれのためのマクロｅＮＢでありうる。ｅ
ＮＢ１１０ｄは、ピコ・セル１０２ｄのためのピコｅＮＢでありうる。ｅＮＢ１１０ｅお
よびｅＮＢ１１０ｆは、それぞれフェムト・セル１０２ｅおよび１０２ｆのためのフェム
トｅＮＢでありうる。ｅＮＢは、１または複数（例えば３つ）のセルをサポートしうる。
【００１４】
　無線ネットワーク１００はさらに、リレーをも含みうる。図１に示す例では、リレー１
１０ｒは、ｅＮＢ１１０ａとＵＥ１２０ｒとの間の通信を容易にするために、ｅＮＢ１１
０およびとＵＥ１２０ｒと通信しうる。
【００１５】
　ネットワーク・コントローラ１３０は、ｅＮＢのセットに接続しており、これらｅＮＢ
のための調整および制御を提供しうる。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と通信しうる。ｅＮＢはまた、例えば、ダイレクトに、または、無線
または有線のバックホールを介して非ダイレクトに、互いに通信しうる。
【００１６】
　ＵＥ１２０（例えば１２０ｄ、１２０ｅ等）は、無線ネットワーク１００にわたって分
散され、各ＵＥは、固定式またはモバイルでありうる。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユ
ニット、局等とも称されうる。ＵＥは、セルラ電話、スマートフォン、タブレット、携帯
情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、ネットブック、スマートブック、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、コードレス電話、無線ローカル
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Ｂ、リレー等と通信することができうる。
【００１７】
　無線ネットワーク１００は、ＦＤＤおよび／またはＴＤＤを利用しうる。ＦＤＤの場合
、ダウンリンクとアップリンクは、個別の周波数チャネルを割り当てられ、ダウンリンク
送信およびアップリンク送信は、２つの周波数チャネルで同時に送信されうる。ＴＤＤの
場合、アップリンクとダウンリンクとが同じ周波数チャネルを共有し、ダウンリンク送信
およびアップリンク送信が、異なる期間において、同じ周波数チャネルで送信されうる。
【００１８】
　図２Ａは、ＬＴＥにおける典型的なフレーム構造２００を示す。ダウンリンクおよびア
ップリンクのおのおののための送信タイムラインは、ラジオ・フレームの単位に分割され
うる。おのおののラジオ・フレームは、（例えば１０ミリ秒（ｍｓ）のような）予め定め
られた持続時間を有し、０乃至９のインデクスを付された１０個のサブフレームへ分割さ
れうる。おのおののサブフレームは、２つのスロットを含みうる。したがって、おのおの
のラジオ・フレームは、０乃至１９のインデクスを付された２０のスロットを含みうる。
各スロットは、例えば、（図２Ａに示すような）通常のサイクリック・プレフィクスのた
めの７つのシンボル期間、または拡張サイクリック・プレフィクスのための６つのシンボ
ル期間、のようなＬ個のシンボル期間を含みうる。おのおののサブフレームでは、２Ｌ個
のシンボル期間が、０乃至２Ｌ－１のインデクスを割り当てられうる。利用可能な時間周
波数リソースが、リソース・ブロックへ分割されうる。おのおののリソース・ブロックは
、１つのスロットにおいてＮ個のサブキャリア（例えば、１２のサブキャリア）をカバー
しうる。
【００１９】
　図２Ｂは、ＬＴＥにおけるＴＤＤのための典型的なフレーム構造２５０を示す。ダウン
リンクおよびアップリンクの送信タイムラインは、ラジオ・フレームの単位に分割され、
各ラジオ・フレームは、０乃至９のインデクスを持つ１０個のサブフレームに分割されう
る。ＬＴＥは、ＴＤＤのための多くのアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーシ
ョンをサポートする。すべてのアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションに
関し、サブフレーム０，５は、ダウンリンクのために使用され、サブフレーム２は、アッ
プリンクのために使用される。サブフレーム３，４，７，８，９は、アップリンク－ダウ
ンリンク・コンフィギュレーションに依存して、ダウンリンクまたはアップリンクのため
に使用されうる。サブフレーム１は、ダウンリンク・パイロット時間スロット（ＤｗＰＴ
Ｓ）、ガード期間（ＧＰ）、およびアップリンク・パイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ
）を含む。サブフレーム６は、アップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションに
依存して、ＤｗＰＴＳのみ、または３つのすべての特別なフィールド、またはダウンリン
ク・サブフレームを含みうる。
【００２０】
　表１は、ＴＤＤのためのＬＴＥによってサポートされている７つのアップリンク－ダウ
ンリンク・コンフィギュレーションをリストする。各アップリンク－ダウンリンク・コン
フィギュレーションは、各サブフレームが（表１において「Ｄ」と示されているような）
ダウンリンク・サブフレームであるか、（表１において「Ｕ」と示されているような）ア
ップリンク・サブフレームであるか、（表１において「Ｓ」として示されているような）
特別のサブフレームであるかを示している。　
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【表１】

【００２１】
　ＦＤＤとＴＤＤとの両方について、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・サブフレームと称されうる。アップリンクのために使用されるサブフレー
ムは、アップリンク・サブフレームと称されうる。ＦＤＤのために設定されたＣＣは、Ｆ
ＤＤ　ＣＣと称されうる。ＴＤＤのために設定されたＣＣは、ＴＤＤ　ＣＣと称されうる
。
【００２２】
　ＦＤＤとＴＤＤとの両方について、セルは、ダウンリンク・サブフレームの制御領域で
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＦＤＣＣＨ）および／またはその他の物理チャネルを
送信しうる。ＰＤＣＣＨは、例えばダウンリンク許可、アップリンク許可等のようなダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）を伝送しうる。セルはさらに、ダウンリンク・サブフレーム
のデータ領域で、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）および／またはその他の
物理チャネルを送信しうる。ＰＤＳＣＨは、ダウンリンクで、データ送信のためにスケジ
ュールされたＵＥのためのデータを伝送しうる。
【００２３】
　セルはまた、各ダウンリンク・サブフレームのあるシンボル期間で、セル特有の基準信
号（ＣＲＳ）を送信しうる。基準信号は、送信機および受信機に演繹的に知られている信
号であり、パイロットと称されうる。ＣＲＳは、例えば、セル識別情報（ＩＤ）に基づい
て生成された、セルに特有の基準信号である。セルは、（図２Ａに示すように）各サブフ
レームのシンボル期間０，４，７，１１において、２つのアンテナ・ポート０，１からＣ
ＲＳを送信しうる。セルはまた、（図２Ａに示されていないが）各サブフレームのシンボ
ル期間１，８において、さらに２つのアンテナ・ポート２，３からＣＲＳを送信しうる。
セルは、セルＩＤに基づいて決定されうる等間隔で配置されたサブキャリアでＣＲＳを送
信しうる。
【００２４】
　セルはまた、あるサブフレームのあるシンボル期間で、ＣＳＩ基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信しうる。例えば、ＣＳＩ－ＲＳは、各ラジオ・フレームのサブフレーム０，５に
おいて、５ミリ秒毎に送信されうる。ＣＳＩ－ＲＳはまた、別の周期で、および／または
、別のサブフレームでも送信されうる。ＣＳＩ－ＲＳは、例えばチャネル測定、チャネル
・フィードバック・レポーティング等のようなさまざまな目的のために使用されうる。
【００２５】
　ＴＤＤとＦＤＤの両方について、ＵＥは、アップリンク・サブフレームの制御領域にお
いて物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を送信するか、アップリンク・サブフ
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レームのデータ領域において物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を送信するか
の何れかを行いうる。ＰＵＣＣＨは、ダウンリンクにおけるデータ送信や、スケジューリ
ング要求等をサポートするために、例えばＣＳＩのようなアップリンク制御情報（ＵＣＩ
）を伝送しうる。ＰＵＳＣＨは、データおよび／またはＵＣＩを伝送しうる。
【００２６】
　ＬＴＥにおけるさまざまな信号およびチャネルは、公的に利用可能な「イボルブド・ユ
ニバーサル地上ラジオ・アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理チャネルおよび変調」（Evolve
d Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation
）と題された３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。
【００２７】
　無線ネットワーク１００は、キャリア・アグリゲーション（ＣＡ）またはマルチ・キャ
リア動作とも称されうる、複数のＣＣとの動作をサポートしうる。ＵＥは、キャリア・ア
グリゲーションのために、ダウンリンクの場合、複数のＣＣを用いて設定され、アップリ
ンクの場合、１または複数のＣＣを用いて設定されうる。ｅＮＢは、１または複数のＣＣ
で、ＵＥへ、データおよびＤＣＩを送信しうる。ＵＥは、１または複数のＣＣで、ｅＮＢ
へ、データおよびＵＣＩを送信しうる。
【００２８】
　図３Ａは、連続的なキャリア・アグリゲーションの例を示す。Ｋ個のＣＣが、通信のた
めに利用可能であり、互いに隣接しうる。ここで、Ｋは、任意の整数値でありうる。
【００２９】
　図３Ｂは、不連続なキャリア・アグリゲーションの例を示す。Ｋ個のＣＣが、通信のた
めに利用可能であり、互いに分離されうる。
【００３０】
　ＬＴＥリリース１０では、例えば、ＵＥは、キャリア・アグリゲーションのために、最
大５つのＣＣで設定されうる。各ＣＣは、最大２０ＭＨｚの帯域幅を有しうる。そして、
ＬＴＥリリース８との後方互換性を有しうる。したがって、ＵＥは、最大５つのＣＣのた
めに、最大１００ＭＨｚで設定されうる。１つのＣＣが、プライマリ・ダウンリンクＣＣ
として指定され、１つのＣＣが、プライマリ・アップリンクＣＣとして指定されうる。ｅ
ＮＢは、プライマリ・ダウンリンクＣＣにおける共通の探索スペースでＰＤＣＣＨを送信
しうる。ＵＥは、プライマリ・アップリンクＣＣでＰＵＣＣＨを送信しうる。
【００３１】
　ＣＣは、システム・タイプ、ＣＣタイプ、ＣＣコンフィギュレーション等とも称されう
る特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けられうる。ＣＣのシステム・コン
フィギュレーションは、ＣＣのためにＦＤＤが利用されているかＴＤＤが利用されている
かと、ＴＤＤが利用されている場合には、さらにＣＣの特定のアップリンク－ダウンリン
ク・コンフィギュレーション、およびＣＣのためのダウンリンク・サブフレームおよびア
ップリンク・サブフレーム等を示しうる。
【００３２】
　ＬＴＥリリース１０は、同じシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣの
キャリア・アグリゲーションをサポートする。特に、キャリア・アグリゲーションのため
すべてのＣＣが、ＦＤＤまたはＴＤＤの何れかのために設定され、ＦＤＤ　ＣＣとＴＤＤ
　ＣＣとの混合は許可されない。さらに、ＣＣがＴＤＤのために設定されている場合、異
なるＣＣのために特別なサブフレームが別々に設定されていても、すべてのＣＣが同じア
ップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションを有する。すべてのＣＣが、同じＦ
ＤＤコンフィギュレーションまたはＴＤＤコンフィギュレーションを有するように制限す
ることのみならず、同じアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションを有する
ように制限することは、動作を簡素化しうる。
【００３３】
　ＬＴＥリリース１１および／またはその後のリリースは、異なるシステム・コンフィギ
ュレーションを有する複数のＣＣのためのキャリア・アグリゲーションをサポートしうる
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。例えば、ＦＤＤ　ＣＣとＴＤＤ　ＣＣとのアグリゲーションがサポートされうる。別の
例として、異なるアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションを有するＣＣの
アグリゲーションがサポートされうる。異なるＣＣのための異なるアップリック－ダウン
リンク・コンフィギュレーションは、例えば表１に示すように、ＴＤＤのための異なるア
ップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションによりうる。異なるＣＣのための異
なるアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションはまた、リレー、ホームｅＮ
Ｂ、ピコｅＮＢ等の動作をサポートするためにダウンリンク・サブフレームとアップリン
ク・サブフレームとを分割することによりうる。異なるシステム・コンフィギュレーショ
ンを有するＣＣをサポートすることは、展開におけるより高い柔軟性を提供しうる。各Ｃ
Ｃは、単一のキャリア・モードにおいて、ＬＴＥリリース８，９または１０における単一
のＣＣに対する後方互換性を有しうる。例えばＣＣセグメント、拡張ＣＣ等のような非後
方互換性ＣＣをサポートすることも可能でありうる。
【００３４】
　図４は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する３つのＣＣの例を示す。こ
の例において、ＣＣ　１は、ＦＤＤのために設定され、ダウンリンク周波数チャネルおよ
びアップリンク周波数チャネルを含む。ダウンリンク周波数チャネルは、図４において「
Ｄ」として示されているダウンリンク・サブフレームを含む。アップリンク周波数チャネ
ルは、図４において「Ｕ」として示されているアップリンク・サブフレームを含む。ＣＣ
　２は、アップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーション０を有するＴＤＤのため
に構成されている。ＣＣ　２のサブフレーム０，５は、ダウンリンク・サブフレームであ
り、ＣＣ　２のサブフレーム１，６は、特別のサブフレームであり、ＣＣ　２の残りのサ
ブフレーム２－４，７－９は、アップリンク・サブフレームである。ＣＣ　３は、アップ
リンク－ダウンリンク・サブフレーム１を有するＴＤＤのために構成されている。ＣＣ　
３のサブフレーム０，４，５，９はダウンリンク・サブフレームであり、ＣＣ　３のサブ
フレーム１，６は特別なサブフレームであり、ＣＣ　３の残りのサブフレーム２，３，７
，８はアップリンク・サブフレームである。
【００３５】
　図４に示されるように、複数のＣＣ（例えばＣＣ　１およびＣＣ　２）は、ＦＤＤおよ
びＴＤＤによって、異なるシステム・コンフィギュレーションを有しうる。複数のＣＣ（
例えばＣＣ　２およびＣＣ　３）はまた、ＴＤＤのための異なるアップリンク－ダウンリ
ンク・コンフィギュレーションによって、異なるシステム・コンフィギュレーションを有
しうる。図４は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する３つのＣＣの例を示
す。一般に、任意の数のＣＣがサポートされうる。異なるＣＣは、異なるＦＤＤコンフィ
ギュレーションまたはＴＤＤコンフィギュレーション、異なるアップリンク－ダウンリン
ク・コンフィギュレーション等によって、異なるシステム・コンフィギュレーションを有
しうる。
【００３６】
　ＵＥは、ダウンリンクにおけるデータ送信をサポートするために、ｅＮＢにＣＳＩを送
信しうる。ＣＳＩは、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、プリコーディング行列イン
ジケータ（ＰＭＩ）、チャネル方向インジケーション（ＣＤＩ）、プリコーディング・タ
イプ・インジケータ（ＰＴＩ）、ランク・インジケータ（ＲＩ）、および／またはその他
の情報を含みうる。ＲＩは、データ送信のために使用するレイヤの番号を示しうる。各レ
イヤは、空間チャネルとして見られうる。ＰＴＩは、例えば広帯域対サブ帯域のようなプ
リコーディング・タイプ・フィードバックを示しうる。ＰＭＩは、送信に先立ってデータ
をプリコーディングするために使用するプリコーディング行列またはベクトルを示しうる
。ＣＤＩは、データを送信するための空間方向（例えば、支配的な固有ベクトル）を示し
うる。ＣＱＩは、送信するための少なくとも１つのパケットのおのおののチャネル品質を
示しうる。ＣＳＩはまた、データを送信するために使用されるその他の情報を含みうる。
【００３７】
　ＵＥは、ｅＮＢへＣＳＩを定期的にレポートするように構成されうる。この定期的なＣ
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ＳＩレポーティングは、例えば、ラジオ・リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングのような
上部レイヤ・シグナリングを介してＵＥのために設定されうる。ＵＥはまた、ＰＤＣＣＨ
で送信されたＣＳＩ要求によって、所与のサブフレームでＣＳＩをレポートするように要
求されうる。この非定期的なＣＳＩレポーティングは、必要な場合、および、必要に応じ
て、ｅＮＢによって開始されうる。
【００３８】
　ＵＥは、キャリア・アグリゲーションのために複数のＣＣで動作するように構成され、
複数のＣＣのＣＳＩをｅＮＢへ定期的にレポートするように構成されうる。ＵＥは、各Ｃ
Ｃのための定期的なＣＳＩレポーティングのための特定のコンフィギュレーションを有し
うる。所与のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションは、
そのＣＣのためどのタイプのＣＳＩ（例えば、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＣＤＩ、ＰＴＩ、および
／またはＲＩ）をレポートするのか、各タイプのＣＳＩをレポートする周期、各タイプの
ＣＳＩをレポートするサブフレーム等を示しうる。ＣＳＩをレポートするための周期は、
例えば２，５，１０，２０，・・・ミリ秒のような可能な周期のセットから選択されうる
。ＣＳＩをレポートする特定のサブフレームは、システム・フレーム番号および／または
サブフレーム番号に対するオフセットによって与えられうる。ＵＥは、異なる周期で、お
よび／または、異なるオフセットで、異なるタイプのＣＳＩをレポートするように構成さ
れうる。例えば、ＵＥは、第１のオフセットを有する第１の周期で、ＣＱＩおよびＰＭＩ
をレポートし、第２のオフセットを有する第２の周期で、ＲＩをレポートするように構成
されうる。ＣＱＩおよび／またはＰＭＩをレポートするための周期およびオフセットは、
パラメータＩＣＱＩ／ＰＭＩによって与えられうる。ＲＩをレポートするための周期およ
びオフセットは、パラメータＩＲＩによって与えられうる。
【００３９】
　ＵＥは、キャリア・アグリゲーションを伴う複数のＣＣにおける動作のために構成され
、各ＣＣにおける定期的なＣＳＩレポーティングのために独立して構成されうる。同じ定
期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションが、すべてのＣＣに適用可能であ
りうる。あるいは、異なる定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションが、
異なるＣＣのために適用可能でありうる。何れの場合であれ、ＵＥは、そのＣＣのための
定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションに基づいて、各ＣＣのためのＣ
ＳＩを定期的に送信しうる。
【００４０】
　ＵＥは、所与のサブフレームにおいて、１つののみのＣＣのＣＳＩ、または、複数のＣ
ＣのＣＳＩを送信することができうる。ＵＥは、所与のサブフレームにおいて送信する複
数のＣＣのＣＳＩを有している場合、最高優先度を有するＣＣのＣＳＩを送信し、他のＣ
ＣのＣＳＩをドロップしうる（すなわち、送信しない）。最高優先度を有するＣＣは、Ｃ
ＳＩレポーティング・タイプに基づいて決定されうる。各ＣＣは、サブフレームにおける
特定のＣＳＩレポーティング・タイプに関連付けられうる。ＣＳＩレポーティング・タイ
プは、どのタイプのＣＳＩをレポートするか、ＣＳＩがサブ帯域に関するのか広帯域に関
するのか等を示しうる。最高優先度を有するＣＣは、最高優先度を有するＣＳＩレポーテ
ィング・タイプを有するＣＣでありうる。複数のＣＣが、最高優先度を有するＣＳＩレポ
ーティング・タイプに関連付けられているのであれば、最高優先度を有するＣＣは、ＲＲ
Ｃシグナリングを介して上部レイヤによって設定されるように、複数のＣＣの優先度に基
づいて決定されうる。ＵＥは、所与のサブフレームにおいて、所与のＣＣ（例えば、最高
優先度を有するＣＣ）のためにレポートするべき複数のタイプのＣＳＩを有しうる。ＵＥ
は、異なるタイプのＣＳＩに割り当てられた優先度に基づいて、１または複数のタイプの
ＣＳＩをレポートしうる。
【００４１】
　図５は、ＵＥよって、３つのＣＣのＣＳＩを送信する例を示す。ＵＥは、３つのＣＣの
ための異なる定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを有しうる。各Ｃ
Ｃのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションは、ＵＥに対して、



(12) JP 6105000 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

特定の周期および特定のオフセットでＣＳＩを送信するように指示しうる。ＵＥは、サブ
フレームＴ１においてＣＣ　１のＣＳＩを送信し、サブフレームＴ２においてＣＣ　２の
ＣＳＩを送信し、サブフレームＴ３においてＣＣ　３のＣＳＩを送信しうる。ＵＥは、サ
ブフレームＴ４においてレポートすべきＣＣ　１およびＣＣ　２のＣＳＩを有し、このサ
ブフレームにおいて衝突が生じうる。ＵＥは、（ＣＣ　１およびＣＣ　２のうち最高優先
度を有しうる）ＣＣ　１のＣＳＩをレポートし、ＣＣ　２のＣＳＩをドロップしうる。Ｕ
Ｅは、同様の方式で、その後のサブフレームで、ＣＣ　１、ＣＣ　２、およびＣＣ　３の
ＣＳＩをレポートしうる。
【００４２】
　ＵＥは、キャリア・アグリゲーションのため、同じシステム・コンフィギュレーション
の複数のＣＣで構成されうる。この場合、ＣＣのすべてがＦＤＤまたはＴＤＤであり、も
しもＴＤＤである場合には、同じアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーション
を有しうる。定期的なＣＳＩレポーティングは、何ら複雑さなく、各ＣＣのために独立し
て構成されうる。ＵＥは、（ｉ）プライマリ・アップリンクＣＣにおけるＰＵＣＣＨで、
または（ｉｉ）ＵＥがデータ送信のためにスケジュールされているＣＣにおけるＰＵＳＣ
Ｈで、所与のＣＣのＣＳＩを送信しうる。したがって、所与のＣＣ　ＸのＣＳＩは、ＣＣ
　Ｘの代わりに、ＣＣ　Ｙで送信されうる。すべてのＣＣが同じシステム・コンフィギュ
レーションを有している場合、各サブフレームは、すべてのＣＣについてのダウンリンク
・サブフレームまたはアップリンク・サブフレームであり、すべてのＣＣが、同じアップ
リンク・サブフレームのセットを有するであろう。したがって、ＣＣ　Ｘの所与のサブフ
レームｎが、ＣＳＩを送信するために利用可能なアップリンク・サブフレームである場合
、（ＣＣ　Ｙを含む）その他すべてのＣＣのサブフレームｎもまた、ＣＳＩを送信するた
めに利用可能なアップリンク・フレームである。これは、そのＣＣのＣＳＩが別のＣＣで
送信されるか否かを心配する必要なく、そのＣＣのシステム・コンフィギュレーションに
基づいて、定期的なＣＳＩレポーティングが、そのＣＣのために独立して設定されうるこ
とを意味する。
【００４３】
　ＵＥは、例えば図４に示すように、キャリア・アグリゲーションのために異なるシステ
ム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣで設定されうる。この場合、所与のＣＣ
　Ｘの定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションは、ＣＣ　ＹのＣＳＩが
送信される別のＣＣ　Ｙのシステム・コンフィギュレーションによってインパクトを受け
うる。ＣＣ　Ｘは、ＣＣ　Ｘのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定されう
る特定のダウンリンク・サブフレームおよびアップリンク・サブフレームを有しうる。Ｃ
Ｃ　Ｘのための定期的なＣＳＩレポーティングは、ＣＣ　ＸのＣＳＩが、ＣＣ　Ｘのアッ
プリンク・サブフレームにおいてのみ送信されるようスケジュールされうるように、ＣＣ
　Ｘのシステム・コンフィギュレーションに基づいて設定されうる。ＣＳＩが送信される
サブフレームは、レポーティング・サブフレームと称されうる。しかしながら、ＣＣ　Ｘ
のためのレポーティング・サブフレームは、ＣＣ　ＸのＣＳＩが送信されるＣＣ　Ｙのた
めのアップリンク・サブフレームに対応しない場合がありうる。例えば、図４に示すよう
に、ＣＣ　１のＣＳＩは、ＣＣ　１の定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレー
ションに基づいて、図４におけるサブフレーム４で送信されるようにスケジュールされう
る。ＣＣ　１のＣＳＩは、ＣＣ　３で送信されうる。この場合、ＣＣ　１のＣＳＩは、サ
ブフレーム４においてＣＣ　３で送信されない。なぜなら、これは、ＣＣ　３のためのダ
ウンリンク・サブフレームであるからである。一般に、異なるシステム・コンフィギュレ
ーションを有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティングは、ＣＳＩを送信す
るために異なるＣＣで利用可能な異なるサブフレームによって複雑化されうる。
【００４４】
　異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩ
レポーティングをサポートするために、さまざまなスキームが使用されうる。
【００４５】
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いくつかの典型的なスキームが、以下に示される。
【００４６】
　異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩ
レポーティングをサポートする第１のスキームでは、定期的なＣＳＩレポーティングが、
各ＣＣのために独立して設定され、各ＣＣのＣＳＩは、同じシステム・コンフィギュレー
ションを有する任意のＣＣで送信されうる。ＵＥは、キャリア・アグリゲーションのため
複数のＣＣで設定されうる。複数のＣＣが、これらシステム・コンフィギュレーションに
基づいて、グループへアレンジされ、これによって、各グループは、同じシステム・コン
フィギュレーションを有するＣＣを含むようになる。各グループについて、グループにお
ける各ＣＣは、定期的なＣＳＩレポートのために独立して設定されうる。グループにおけ
る各ＣＣのＣＳＩは、このグループにおける任意のＣＣで送信されうる。なぜなら、この
グループにおけるすべてのＣＣは、同じシステム・コンフィギュレーションを有しており
、もって、同じアップリンク・サブフレームを有しているからである。
【００４７】
　図６Ａは、第１のスキームにしたがって、異なるシステム・コンフィギュレーションを
有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティングの例を示す。ＵＥは、キャリア
・アグリゲーションのため３つのＣＣで設定されうる。ＣＣ　１およびＣＣ　２は、同じ
システム・コンフィギュレーションを有し、ＣＣ　３は、ＣＣ　１およびＣＣ　２のもの
とは異なるシステム・コンフィギュレーションを有する。第１のグループは、ＣＣ　１お
よびＣＣ　２を含むように定義され、第２のグループは、ＣＣ　３のみを含むように定義
されうる。定期的なＣＳＩレポーティングは、ＣＣ　１，２，３のおのおののために独立
して設定されうる。ＣＣ　１のＣＳＩと、ＣＣ　２のＣＳＩとは、ＣＣ　１またはＣＣ　
２のうちの何れかで送信されうる。ＣＣ　３のＣＳＩは、ＣＣ　３で送信されうる。
【００４８】
　第１のスキームでは、各ＣＣのＣＳＩは、同じシステム・コンフィギュレーションを有
する任意のＣＣで送信されうる。これによって、各ＣＣは、そのＣＣのＣＳＩを送信する
ためにアップリンク・サブフレームが利用可能であるか否かについて心配する必要なく、
独立して設定されることが可能となりうる。第１のスキームは、ＣＳＩを送信するＣＣを
選択する際における柔軟性を提供しうる。
【００４９】
　異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩ
レポートティングをサポートする第２のスキームでは、定期的なＣＳＩレポーティングは
、各ＣＣのために独立して設定され、ＣＣのＣＳＩは、指定されたＣＣで送信されうる。
指定されたＣＣは、ＣＣのシステム・コンフィギュレーションおよび／またはその他の基
準に基づいて選択されうる。例えば、指定されたＣＣは、最大番号のアップリンク・サブ
フレームを有するＣＣでありうるか、ＣＳＩがレポートされるＣＣに対するアップリンク
・サブフレームのスーパセットを有するＣＣでありうる。１つの設計では、すべてのＣＣ
のＣＳＩが、すべてのＣＣのために選択されうる、指定された１つのＣＣで送信されうる
。別の設計では、別のＣＣのために、別の指定されたＣＣが選択され、各ＣＣのＣＳＩが
、その指定されたＣＣで送信されうる。
【００５０】
　１つの設計では、ＵＥがＦＤＤ　ＣＣおよびＴＤＤ　ＣＣで設定されているのであれば
、両ＣＣのＣＳＩが、ＦＤＤ　ＣＣで送信されうる。１つの設計では、ＵＥが複数のＴＤ
Ｄ　ＣＣで設定されている場合、すべてのＣＣまたはいくつかのＣＣのＣＳＩが、最大番
号のアップリンク・サブフレームを有するＴＤＤ　ＣＣで送信されうる。例えば、ＵＥが
、アップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーション１を有する１つのＴＤＤ　ＣＣ
と、アップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーション２を有する別のＴＤＤ　ＣＣ
とで設定されている場合、両ＣＣのためのＣＳＩが、より多くのアップリンク・サブフレ
ームを有するアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーション１を有するＴＤＤ　
ＣＣで送信されうる。
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【００５１】
　図６Ｂは、第２のスキームにしたがって、異なるシステム・コンフィギュレーションを
有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティングの例を示す。ＵＥは、キャリア
・アグリゲーションのため３つのＣＣで設定されうる。ＣＣ　１およびＣＣ　２は、同じ
または異なるアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションを有するＴＤＤ　Ｃ
Ｃであり、ＣＣ　３は、ＦＤＤ　ＣＣである。定期的なＣＳＩレポーティングは、ＣＣ　
１，２，３のおのおのについて独立して設定されうる。ＣＣ　１，２，３のＣＳＩは、最
大番号のアップリンク・サブフレームを有するＣＣ　３で送信されうる。
【００５２】
　第２のスキームでは、各ＣＣのＣＳＩは、そのＣＣのために適用可能な指定されたＣＣ
で送信されうる。これは、ＣＳＩを送信するために指定されたＣＣにおいてアップリンク
・サブフレームが利用できないことによって、ＣＳＩがドロップされる確率を低減しうる
。第２のスキームは、ＣＳＩがドロップされる確率を低減しながら、定期的なＣＳＩレポ
ーティングが、各ＣＣについて独立して設定されることを可能にしうる。
【００５３】
　異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩ
レポーティングをサポートする第３のスキームでは、各ＣＣのための定期的なＣＳＩレポ
ーティングは、ＣＳＩが送信されるＣＣのパラメータ値に基づいて（かつ、ＣＳＩがレポ
ートされるＣＣのパラメータ値に基づかないで）独立して設定されうる。例えば、ＦＤＤ
　ＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティングは、ＦＤＤ　ＣＣのために利用可能なオフ
セットおよび周期からなる第１のセットに基づいて設定されうる。同様に、ＴＤＤ　ＣＣ
のための定期的なＣＳＩレポーティングは、ＴＤＤ　ＣＣのために利用可能なオフセット
および周期からなる第２のセットに基づいて設定されうる。ＦＤＤ　ＣＣのためのオフセ
ットおよび周期からなる第１のセットは、ＴＤＤ　ＣＣのオフセットおよび周期からなる
第２のセットとは異なりうる。オフセットおよび周期からなるこれら両セットは、公的に
利用可能である「イボルブド・ユニバーサル地上ラジオ・アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；多
重化およびチャネル符号化」（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
 Multiplexing and channel coding）と題された３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３で与えら
れる。
【００５４】
　第３のスキームでは、所与のＣＣ　Ｘのための定期的なＣＳＩレポーティングは、ＣＣ
　ＸのＣＳＩが送信されるＣＣ　Ｙのために利用可能なオフセットおよび周期からなるセ
ットに基づいて、かつ、ＣＣ　Ｘのために利用可能なオフセットおよび周期からなるセッ
トに基づくことなく、設定されうる。ＣＣ　Ｙのための定期的なＣＳＩレポーティングは
また、ＣＣ　ＹのＣＳＩが送信されるＣＣ　Ｙのために利用可能なオフセットおよび周期
からなるセットに基づいて設定されうる。たとえＣＣ　ＸとＣＣ　Ｙとの両方のための定
期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションが、オフセットと周期からなる同
じセットに基づいて決定されても、ＣＣ　Ｘの定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィ
ギュレーションは、ＣＣ　Ｙの定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーション
と異なりうる。
【００５５】
　図６Ｃは、第３のスキームにしたがって、異なるシステム・コンフィギュレーションを
有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティングの例を示す。ＵＥは、キャリア
・アグリゲーションのため３つのＣＣで設定されうる。ＣＣ　１，２は、同じまたは異な
るアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションを有するＴＤＤ　ＣＣであり、
ＣＣ３は、ＦＤＤ　ＣＣである。３つすべてのＣＣのＣＳＩが、ＣＣ　３で送信されうる
。定期的なＣＳＩレポーティングは、ＣＣ　３のために利用可能なオフセットおよび周期
からなるセットに基づいて、ＣＣ　１，２，３のおのおののために独立して設定されうる
。
【００５６】
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　第３のスキームでは、ＴＤＤのための定期的なＣＳＩレポーティングは、ＴＤＤ　ＣＣ
のＣＳＩが送信されるＴＤＤ　ＣＣのために利用可能なオフセットおよび周期からなるセ
ットに基づいて設定されうる。同様に、ＦＤＤ　ＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティ
ングは、ＦＤＤ　ＣＣのＣＳＩが送信されるＴＤＤ　ＣＣのために利用可能なオフセット
および周期からなるセットに基づいて設定されうる。第３のスキームによって、定期的な
ＣＳＩレポーティングは、ＣＣのＣＳＩを送信するために利用可能なアップリンク・サブ
フレームを保証しながら、各ＣＣのために独立して設定されるようになる。
【００５７】
　異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩ
レポーティングをサポートする第４のスキームでは、定期的なＣＳＩレポーティングが、
各ＣＣについて独立して設定され、すべてのＣＣのＣＳＩが、１または複数の指定された
ＣＣで送信されうる。指定されたＣＣは、プライマリ・アップリンクＣＣでありうるか、
別の手法で選択されたＣＣでありうる。１つの設計では、すべてのＣＣのＣＳＩが、指定
された単一のＣＣで送信されうる。別の設計では、すべてのＣＣのＣＳＩが、指定された
複数のＣＣで送信されうる。例えば、複数のプライマリ・アップリンクＣＣが、ＵＥのた
めに設定され、指定されたＣＣとしてサービス提供しうる。
【００５８】
　所与のＣＣ　Ｘのシステム・コンフィギュレーションは、ＣＳＩフィードバックのため
に指定されたＣＣのシステム・コンフィギュレーションとは異なりうる。この場合、ＣＣ
　Ｘのアップリンク・サブフレームは、指定されたＣＣのアップリンク・サブフレームに
対応しない場合がありうる。ＣＣ　ＸのＣＳＩは、ＣＣ　Ｘの定期的なＣＳＩレポーティ
ング・コンフィギュレーションに基づいて、ＣＣ　Ｘのアップリンク・サブフレームで送
信されるようにスケジュールされうる。ＣＣ　ＸのＣＳＩが、指定されたＣＣのダウンリ
ンク・サブフレームに対応する、ＣＣ　Ｘのアップリンク・サブフレームで送信されるよ
うにスケジュールされた場合には常に、ＣＣ　ＸのＣＳＩがドロップされうるか、または
、指定されたＣＣの次に利用可能なアップリンク・サブフレームで送信されうる。したが
って、ＣＣ　ＸのＣＳＩを、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する別のＣＣ
で送信すると、ＣＳＩがドロップされうる、および／または、ＣＳＩが遅れるという結果
になりうる。この問題を緩和するために、ＵＥは、ＣＣ　ＸにおけるＰＵＳＣＨでのデー
タ送信のためにスケジュールされ、その後、ＣＣ　ＸのＣＳＩを、ＣＣ　ＸにおけるＰＵ
ＳＣＨで、データとともに送信しうる。
【００５９】
　異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩ
レポーティングをサポートするための４つの典型的なスキームが前述された。異なるシス
テム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティン
グは、別の手法でもサポートされうる。一般に、ＵＥは、複数のＣＣで設定されうる。こ
れらは、異なるシステム・コンフィギュレーション、すなわち、ＣＳＩを送信するために
利用可能な異なるアップリンク・サブフレームを有しうる。所与のＣＣ　ＹのＣＳＩは、
ＣＣ　Ｙのために利用可能なアップリンク・サブフレームに基づいて別のＣＣ　Ｙで送信
されうる。
【００６０】
　前述したすべてのスキームのため、ＵＥは、所与のＣＣ　Ｘで、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ
、および／または、その他の基準信号の測定を行いうる。ＵＥは、これら測定に基づいて
、ＣＣ　ＸのＣＳＩを決定しうる。ＵＥは、ＣＣ　Ｘのための定期的なＣＳＩレポーティ
ング・コンフィギュレーションに基づいて、アップリンク・サブフレームｎで、ＣＣ　Ｘ
のＣＳＩを送信するようにスケジュールされうる。ＵＥは、ダウンリンク・サブフレーム
ｍで、ＣＣ　Ｘの測定を行いうる。これは、アップリンク・サブフレームｎよりも前の少
なくとも４つのサブフレームである第１の有効なダウンリンク・サブフレームでありうる
。有効なダウンリンク・サブフレームは、ダウンリンク・サブフレームでありうる。この
ダウンリンク・サブフレームは、測定ギャップに入っておらず、少なくとも１つの基準信
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号を含み、より高次のレイヤ等によって設定されている場合、サブフレームの特定のサブ
セットに入っている。ダウンリンク・サブフレームｍを、アップリンク・サブフレームｎ
よりも少なくとも４サブフレーム前にすることは、測定およびレポーティングのための十
分な時間を保証しうる。このルールは、ＣＣ　ＸのＣＳＩがＣＣ　Ｘで送信されるか、ま
たは、別のＣＣ　Ｙで送信されるかに関わらず適合しうる。ＣＣ　ＸのＣＳＩがＣＣ　Ｙ
で送信される場合、アップリンク・サブフレームｎは、ＣＣ　Ｙ用であり、ダウンリンク
・サブフレームｍは、ＣＣ　Ｙのアップリンク・サブフレームｎよりも少なくとも４サブ
フレーム前の、ＣＣ　Ｘの第１の有効なダウンリンク・サブフレームでありうる。
【００６１】
　図７は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのＣＳＩを送信
するための処理７００の設計を示す。処理７００は、（以下に説明するように）ＵＥによ
って実行されうるか、または、その他いくつかのエンティティによって実行されうる。Ｕ
Ｅは、キャリア・アグリゲーションのためＵＥのために設定された複数のＣＣを決定しう
る（ブロック７１２）。複数のＣＣは、ＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレーム
の別のセットに関連付けられた少なくとも２つのＣＣを含みうる。ＵＥは、第２のＣＣで
ＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第２のＣＣで、第
１のＣＣのＣＳＩを送信しうる（ブロック７１４）。第１および第２のＣＣは、複数のＣ
Ｃの中にありうる。ＣＳＩは、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＣＤＩ、ＰＴＩ、ＲＩ、および／または
、その他の情報を備えうる。
【００６２】
　複数のＣＣのうちの各々は、特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けられ
うる。各ＣＣのシステム・コンフィギュレーションは、そのＣＣのためにＦＤＤが利用さ
れているか、またはＴＤＤが利用されているかと、もしもＴＤＤが利用されているのであ
れば、そのＣＣのための特定のアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションと
を示しうる。複数のＣＣのおのおのは、ＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフ
レームのそれぞれのセットに関連付けられうる。これは、そのＣＣのシステム・コンフィ
ギュレーションに基づいて決定されうる。少なくとも２つのＣＣは、少なくとも２つの異
なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられうる。例えば、少なくとも２つの
ＣＣは、ＦＤＤのために設定された少なくとも１つのＣＣと、ＴＤＤのために設定された
別の少なくとも１つのＣＣとを含みうる。あるいは、これら少なくとも２つのＣＣは、異
なるアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレーションを有するＴＤＤのために構成
されうる。
【００６３】
　ＵＥは、複数のＣＣのおのおののための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュ
レーションを取得しうる。１つの設計では、各ＣＣの定期的なＣＳＩレポーティング・コ
ンフィギュレーションは、例えば、そのＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基づ
いて、そのＣＣのために独立して決定されうる。この設計は、前述した第１、第２、およ
び第４のスキームに適用可能でありうる。前述した第３のスキームに適用可能でありうる
別の設計では、（例えば、第１のＣＣのような）ＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティ
ング・コンフィギュレーションが、そのＣＣのＣＳＩが送信される（例えば、第２のＣＣ
のような）別のＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定されうる。例え
ば、第１のＣＣは、定期的なＣＳＩレポーティングのための第１のセットのパラメータ値
に関連付けられ、第２のＣＣは、定期的なＣＳＩレポーティングのための第２のセットの
パラメータ値に関連付けられうる。第１のＣＣの定期的なＣＳＩレポーティング・コンフ
ィギュレーションは、第２のＣＣに適用可能な第２のセットのパラメータ値に基づいて決
定されうる。
【００６４】
　前述された第１のスキームのために適用可能な１つの設計では、複数のＣＣが、少なく
とも２つのグループにアレンジされ、各グループは、同じシステム・コンフィギュレーシ
ョンを有する少なくとも１つのＣＣを含む。第１および第２のＣＣは、同じグループにあ
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りうる。ＵＥは、グループ内の少なくとも１つのＣＣのうちの１つで、各グループにおけ
る各ＣＣのＣＳＩを送信しうる。
【００６５】
　前述した第２および第３のスキームのために適用可能でありうる別の設計では、ＵＥは
、指定されたＣＣで、複数のＣＣのおのおののＣＳＩを送信しうる。１つの設計では、複
数のＣＣのすべてが、指定された単一のＣＣに関連付けられうる。ＵＥは、この指定され
たＣＣで、すべてのＣＣのＣＳＩを送信しうる。別の設計では、各ＣＣは、指定されたそ
れぞれのＣＣに関連付けられうる。ＵＥは、指定されたＣＣで、各ＣＣのＣＳＩを送信し
うる。両設計について、例えば複数のＣＣのうちの指定されたＣＣは、ＣＳＩを送信する
ために利用可能な最大番号のサブフレームに関連付けられうる。指定されたＣＣはまた、
その他の基準に基づいても決定されうる。
【００６６】
　前述した第４のスキームのために適用可能でありうるさらに別の設計では、ＵＥは、ア
ップリンク制御情報を送信するためにＵＥによって使用されるプライマリＣＣで、複数の
ＣＣのおのおののＣＳＩを送信しうる。第１のＣＣのアップリンク・サブフレームが、第
２のＣＣのダウンリンク・サブフレームに対応するのであれば、ＵＥは、第１のＣＣのア
ップリンク・サブフレームで送信されるようにスケジュールされた第１のＣＣのＣＳＩの
送信をドロップするか、または、遅れさせうる。
【００６７】
　１つの設計では、ＵＥは、第１のＣＣのＣＳＩを送信するための第２のＣＣの第２のサ
ブフレームに基づいて、第１のＣＣのＣＳＩの測定を行うための第１のＣＣの第１のサブ
フレームを決定しうる。例えば、第１のサブフレームは、第２のサブフレームよりも少な
くとも予め定められた数のサブフレーム（例えば、少なくとも４つのサブフレーム）前に
ある第１のＣＣのために利用可能な第１のダウンリンク・サブフレームでありうる。
【００６８】
　図８は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のＣＣのＣＳＩを受信
する処理８００の設計を示す。処理８００は、（以下に説明するように）基地局／ｅＮＢ
、または、その他いくつかのエンティティによって実行されうる。基地局は、ＵＥのため
に設定された複数のＣＣを決定しうる（ブロック８１２）。複数のＣＣは、ＣＳＩを送信
するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも２つのＣＣ
を含みうる。基地局は、第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームの
セットに基づいて、第２のＣＣにおいてＵＥによって送信される第１のＣＣのＣＳＩを受
信しうる（ブロック８１４）。複数のＣＣは、第１および第２のＣＣを含みうる。
【００６９】
　１つの設計では、基地局は、複数のＣＣのおのおののための定期的なＣＳＩレポーティ
ング・コンフィギュレーションを独立して決定しうる。別の設計では、基地局は、第２の
ＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、第１のＣＣのための定期的なＣＳ
Ｉレポーティング・コンフィギュレーションを決定しうる。
【００７０】
　１つの設計では、複数のＣＣが少なくとも２つのグループにおいてアレンジされ、各グ
ループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも１つのＣＣを含み
うる。第１および第２のＣＣは、同じグループにありうる。基地局は、グループにおける
少なくとも１つのＣＣのうちの１つで、各グループにおける各ＣＣのＣＳＩを受信しうる
。別の設計では、基地局は、指定されたＣＣで、複数のＣＣのおのおののＣＳＩを受信し
うる。指定されたＣＣは、ＣＳＩを送信するサブフレームの最大番号に関連付けられうる
か、または、その他の手法で決定されうる。また別の設計では、基地局は、アップリンク
制御情報を送信するためにＵＥによって使用されうるプライマリＣＣで、複数のＣＣのお
のおののＣＳＩを受信しうる。
【００７１】
　図９は、図１における複数のＵＥのうちの１つ、および複数のｅＮＢのうちの１つであ
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りうるＵＥ１２０ｘおよび基地局／ｅＮＢ１１０ｘの設計のブロック図を示す。ＵＥ１２
０ｘ内では、受信機９１０は、基地局、リレー等によって送信された信号を受信しうる。
モジュール９１２は、基準信号（例えば、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ等）を受信しうる。そし
て、基準信号に基づいて測定を行いうる。モジュール９１４は、この測定に基づいて、当
該セルのＣＳＩ（例えば、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＣＤＩ、ＰＴＩ、ＲＩ等）を決定しうる。モ
ジュール９２２は、キャリア・アグリゲーションのためＵＥ１２０ｘのために設定された
複数のＣＣのシステム・コンフィギュレーションを決定しうる。モジュール９１６は、複
数のＣＣのおのおのの定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを決定し
うる。モジュール９１８は、モジュール９１６，９２２からの情報に基づいて、各ＣＣの
ＣＳＩを決定しうる。モジュール９１８は、そのＣＣのＣＳＩを伝送するために指定され
たＣＣで、各ＣＣのＣＳＩを送信しうる。送信機９２０は、すべてのＣＣのＣＳＩを、他
の情報と同様に、送信しうる。モジュール９２４は、ＣＳＩに基づいて送信されたデータ
の送信を受信しうる。そして、受信した送信を処理して、データを復元する。前述したよ
うに、ＵＥ１２０ｘ内ではさまざまなモジュールが動作しうる。コントローラ／プロセッ
サ９２６は、ＵＥ１２０ｘ内のさまざまなモジュールの動作を指示しうる。メモリ９２８
は、ＵＥ１２０ｘのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。
【００７２】
　基地局１１０ｘ内では、受信機９５０が、ＵＥ１２０ｘおよびその他のＵＥによって送
信された信号を受信しうる。モジュール９５２は、ＵＥ１２０ｘからメッセージを受信し
うる。そして、ＵＥ１２０ｘのために設定された複数のＣＣのＣＳＩを抽出しうる。モジ
ュール９５６は、ＵＥ１２０ｘのために設定された複数のＣＣのシステム・コンフィギュ
レーションを決定しうる。モジュール９５４は、これらＣＣのシステム・コンフィギュレ
ーションおよび／またはその他の情報に基づいて、複数のＣＣのための定期的なＣＳＩレ
ポーティング・コンフィギュレーションを決定しうる。モジュール９５４は、複数のＣＣ
のための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションをＵＥ１２０ｘへ伝送
しうる。モジュール９５２は、複数のＣＣの定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギ
ュレーションに基づいて、ＵＥ１２０ｘから、複数のＣＣのＣＳＩを受信しうる。モジュ
ール９６２は、ＣＳＩに基づいて、ＵＥ１２０ｘのためのデータの送信を生成しうる。モ
ジュール９６２は、ランク、変調および符号化スキーム（ＭＣＳ）、および／または、デ
ータの送信のためのその他のパラメータを、ＣＳＩに基づいて決定しうる。モジュール９
６２は、ＣＳＩに基づいて、データの送信のためのプリコーディング・ベクトルを決定し
うる。モジュール９６２は、ＣＳＩから決定されたさまざまなパラメータに基づいて、デ
ータの送信を生成しうる。モジュール９５８は、基準信号を生成しうる。送信機９６０は
、基準信号、データの送信、および／または、その他の情報を送信しうる。前述したよう
にして、基地局１１０ｘ内のさまざまなモジュールが動作しうる。スケジューラ９６４は
、データ送信のためにＵＥをスケジュールしうる。コントローラ／プロセッサ９６６は、
基地局１１０ｘ内のさまざまなモジュールの動作を指示しうる。メモリ９６８は、基地局
１１０ｘのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。
【００７３】
　図１０は、図１の複数の基地局のうちの１つ、および、複数のＵＥのうちの１つであり
うる基地局／ｅＮＢ１１０ｙおよびＵＥ１２０ｙの設計のブロック図を示す。基地局１１
０ｙは、Ｔ個のアンテナ１０３４ａ乃至１０３４ｔを装備し、ＵＥ１２０ｙは、Ｒ個のア
ンテナ１０５２ａ乃至１０５２ｒを装備しうる。ここで、一般に、Ｔ≧１およびＲ≧１で
ある。
【００７４】
　基地局１１０ｙでは、送信プロセッサ１０２０が、１または複数のＵＥのデータをデー
タ・ソース１０１２から受信し、そのＵＥのために選択された１または複数の変調および
符号化スキームに基づいて、各ＵＥのデータを処理（例えば、符号化および変調）し、す
べてのＵＥのためにデータ・シンボルを提供しうる。送信プロセッサ１０２０はまた、（
例えば、コンフィギュレーション・メッセージ、許可等のような）制御情報を処理し、制
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御シンボルを提供しうる。プロセッサ１０２０はまた、例えばＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ等の
ような基準信号のための基準シンボルを生成しうる。送信（ＴＸ）ＭＩＭＯプロセッサ１
０３０は、データ・シンボル、制御シンボル、および／または（適用可能であれば）基準
シンボルをプリコードしうる。そして、Ｔ個の出力シンボル・ストリームを、Ｔ個の変調
器（ＭＯＤ）１０３２ａ乃至１０３２ｔへ提供しうる。おのおのの変調器１０３２は、（
例えば、ＯＦＤＭ等のため）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。おのおのの変調器１０３２はさらに、出力サンプル・ストリームを調整（
例えば、アナログ変換、増幅、フィルタ、およびアップコンバート）し、ダウンリンク信
号を取得する。変調器１０３２ａ乃至１０３２ｔからのＴ個のダウンリンク信号は、Ｔ個
のアンテナ１０３４ａ乃至１０３４ｔそれぞれを介して送信されうる。
【００７５】
　ＵＥ１２０ｙでは、アンテナ１０５２ａ乃至１０５２ｒが、基地局１１０ｙおよび／ま
たはその他のノードからダウンリンク信号を受信しうる。そして、受信した信号を、復調
器（ＤＥＭＯＤ）１０５４ａ乃至１０５４ｒへそれぞれ提供しうる。おのおのの復調器１
０５４は、受信された信号を調整（例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、および
デジタル化）して、入力サンプルを取得しうる。おのおのの復調器１０５４はさらに、（
例えば、ＯＦＤＭ等のため）これら入力サンプルを処理して、受信されたシンボルを取得
しうる。ＭＩＭＯ検出器１０５６は、受信されたシンボルを、Ｒ個すべての復調器１０５
４ａ乃至１０５４ｒから取得し、ＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを提供しう
る。受信プロセッサ１０５８は、検出されたシンボルを処理（例えば、復調および復号）
し、ＵＥ１２０ｙのために復号されたデータをデータ・シンク１０６０に提供し、復号さ
れた制御情報をコントローラ／プロセッサ１０８０へ提供しうる。チャンネル・プロセッ
サ１０８４は、当該各ＣＣの基準信号に基づいて測定を行いうる。プロセッサ１０８０お
よび／またはプロセッサ１０８４は、この測定に基づいて各ＣＣのＣＳＩを決定しうる。
【００７６】
　ＵＥ１２０ｙでは、送信プロセッサ１０６４が、データ・ソース１０６２からデータを
、コントローラ・プロセッサ１０８０から制御情報（例えば、ＣＳＩ）を受信し、これら
を処理しうる。プロセッサ１０６４はさらに、１または複数の基準信号のための基準シン
ボルを生成しうる。送信プロセッサ１０６４からのシンボルは、適用可能であればＴＸ　
ＭＩＭＯプロセッサ１０６６によってプリコードされ、さらに、（例えば、ＳＣ－ＦＤＭ
、ＯＦＤＭ等のため）変調器１０５４ａ乃至１０５４ｒによって処理され、送信されうる
。基地局１１０ｙでは、ＵＥ１２０ｙおよびその他のＵＥからのアップリンク信号が、ア
ンテナ１０３４によって受信され、復調器１０３２によって処理され、適用可能な場合に
はＭＩＭＯ検出器１０３６によって検出され、さらに、受信プロセッサ１０３８によって
処理されて、ＵＥ１２０ｙおよびその他のＵＥによって送信された復号されたデータおよ
び制御情報が取得される。プロセッサ１０３８は、復号されたデータをデータ・シンク１
０３９に提供し、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ１０４０へ提供しうる
。
【００７７】
　コントローラ／プロセッサ１０４０，１０８０は、基地局１１０ｙおよびＵＥ　１２０
ｙそれぞれにおける動作を指示しうる。ＵＥ１２０ｙにおけるプロセッサ１０８０および
／またはその他のプロセッサおよびモジュールは、図７における処理７００、および／ま
たは、本明細書に記載された技術のためのその他の処理を実行または指示しうる。基地局
１１０ｙにおけるプロセッサ１０４０および／またはその他のプロセッサおよびモジュー
ルは、図８における処理８００、および／または、本明細書に記載された技術のためのそ
の他の処理を実行または指示しうる。メモリ１０４２，１０８２は、基地局１１０ｙおよ
びＵＥ１２０ｙそれぞれのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。スケジ
ューラ１０４４は、データ送信のためにＵＥをスケジュールしうる。
【００７８】
　当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法のうちの何れか
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を用いて表されうることを理解するであろう。例えば、前述した説明を通じて参照されう
るデータ、命令群、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、
電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいはこれらの任意の組
み合わせによって表現されうる。
【００７９】
　当業者であればさらに、本明細書における開示に関連して記述された例示的なさまざま
な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズム・ステップが、ハードウェア、
ソフトウェア／ファームウェア、またはこれらの組み合わせで実施されうることを認識す
るだろう。ハードウェアとソフトウェア／ファームウェアとのこの相互置換性を明確に例
示するために、例示的なさまざまな構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステ
ップが、これらの機能の観点から一般に上述された。これら機能がハードウェアとしてま
たはソフトウェア／ファームウェアとして実現されるかは、特定の用途およびシステム全
体に課せられている設計制約に依存する。当業者であれば、特定の用途のおのおのに応じ
て変化する方式で、前述した機能を実現しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明
の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
【００８０】
　本明細書の開示に関連して記述されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路は、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）あるいは
その他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲートあるいはトランジスタ・
ロジック、ディスクリート・ハードウェア構成要素、または前述された機能を実現するた
めに設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現または実施されうる。汎用プロセッ
サは、マイクロ・プロセッサでありうるが、代替例では、このプロセッサは、従来のプロ
セッサ、コントローラ、マイクロ・コントローラ、またはステート・マシンでありうる。
プロセッサは、例えばＤＳＰとマイクロ・プロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロ・
プロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１または複数のマイクロ・プロセッサ、またはその他
任意のこのような構成であるコンピューティング・デバイスの組み合わせとして実現され
うる。
【００８１】
　本明細書における開示に関連して記述された方法またはアルゴリズムのステップは、ハ
ードウェアでダイレクトに、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・モジュールによって、またはこれらの組み合わせによって具体化されうる。ソフトウ
ェア／ファームウェア・モジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュ・メモリ、ＲＯＭメモ
リ、ＥＰＲＯＭメモリ、EEPROM（登録商標）メモリ、レジスタ、ハード・ディスク、リム
ーバブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式
の記憶媒体に収納されうる。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
取り、また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。ある
いは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体とは、Ａ
ＳＩＣ内に存在しうる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に存在しうる。あるいは、プロセッサ
および記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリートな構成要素として存在しうる。
【００８２】
　１または複数の典型的な設計では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア／
ファームウェア、あるいはそれらの任意の組み合わせによって実現されうる。ソフトウェ
ア／ファームウェアで実現される場合、これら機能は、コンピュータ読取可能な媒体上に
格納されるか、あるいは、コンピュータ読取可能な媒体上の１または複数の命令群または
コードとして送信されうる。コンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と通
信媒体との両方を含む。これらは、コンピュータ・プログラムのある場所から別の場所へ
の転送を容易にする任意の媒体を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特別目的コ
ンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく、
一例として、このようなコンピュータ読取可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、EEPROM（登録
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商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または
その他の磁気記憶装置、あるいは、命令群またはデータ構造の形式で所望のプログラム・
コード手段を伝送または格納するために使用され、かつ、汎用コンピュータまたは特別目
的コンピュータ、あるいは、汎用プロセッサまたは特別目的プロセッサによってアクセス
されうるその他任意の媒体を備えうる。さらに、いかなる接続も、コンピュータ読取可能
な媒体として適切に称される。同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、
デジタル加入者線（ＤＳＬ）、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような
無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、あるいはその他の遠隔ソースからソフトウ
ェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、ＤＳＬ
、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術が、媒体の定義に含
まれる。本明細書で使用されるようにディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパク
ト・ディスク（ｄｉｓｃ）（ＣＤ）、レーザ・ディスク（ｄｉｓｃ）、光ディスク（ｄｉ
ｓｃ）、デジタル多用途ディスク（ｄｉｓｃ）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディ
スク（ｄｉｓｋ）、Blu-ray（登録商標）ディスク（ｄｉｓｃ）を含む。ここで、ｄｉｓ
ｋは通常、データを磁気的に再生し、ｄｉｓｃは、レーザを用いてデータを光学的に再生
する。前述した組み合わせもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべき
である。
【００８３】
　本開示の上記記載は、当業者をして、本開示の製造または利用を可能とするように提供
される。この開示に対するさまざまな変形は、当業者に容易に明らかであって、本明細書
で定義された一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適
用されうる。このように、本開示は、本明細書で示された例および設計に限定されること
は意図されておらず、本明細書で開示された原理および新規な特徴に一致した最も広い範
囲に相当するとされている。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　無線通信のための方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定することと
、前記複数のＣＣは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を送信するために利用可能なサブフレ
ームの別のセットに関連付けられた少なくとも２つのＣＣを含む、
　第２のＣＣに基づいてＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づ
いて、第１のＣＣのＣＳＩを前記第２のＣＣで送信することと、前記複数のＣＣは、前記
第１のＣＣおよび前記第２のＣＣを含む、
を備える方法。
［Ｃ２］
　前記複数のＣＣのおのおのは、特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けら
れ、
　前記おのおののＣＣのシステム・コンフィギュレーションは、前記ＣＣのために周波数
分割デュプレクス（ＦＤＤ）または時分割デュプレクス（ＴＤＤ）が利用されているのか
と、ＴＤＤが利用されている場合にはさらに、前記ＣＣのための特定のアップリンク－ダ
ウンリンク・コンフィギュレーションとを示し、
　前記少なくとも２つのＣＣは、少なくとも２つの異なるシステム・コンフィギュレーシ
ョンに関連付けられる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記複数のＣＣのおのおのは、ＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレーム
のそれぞれのセットに関連付けられ、前記ＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基
づいて決定される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記少なくとも２つのＣＣは、周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）のために設定された
少なくとも１つのＣＣと、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）のために設定された別の少なく
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とも１つのＣＣとを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記少なくとも２つのＣＣは、異なるアップリンク－ダウンリンク・コンフィギュレー
ションを有し、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）のために設定される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記複数のＣＣのおのおののための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレー
ションを取得することをさらに備え、
　前記おのおののＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーション
は、前記ＣＣのために独立して決定される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記複数のＣＣは、少なくとも２つのグループにアレンジされ、おのおののグループは
、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも１つのＣＣを含み、前記第
１のＣＣおよび前記第２のＣＣは、同じグループにあり、
　前記方法はさらに、前記グループ内の少なくとも１つのＣＣのうちの１つで、おのおの
のグループにおけるおのおののＣＣのＣＳＩを送信すること、をさらに備えるＣ１に記載
の方法。
［Ｃ８］
　前記複数のＣＣのおのおののＣＳＩを、指定されたＣＣで送信すること、をさらに備え
るＣ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記指定されたＣＣは、前記複数のＣＣのうち、ＣＳＩを送信するために利用可能なサ
ブフレームの最大番号に関連付けられている、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　アップリンク制御情報を送信するために前記ＵＥによって使用されるプライマリＣＣで
、前記複数のＣＣのおのおののＣＳＩを送信すること、をさらに備えるＣ１に記載の方法
。
［Ｃ１１］
　前記第１のＣＣのアップリンク・サブフレームが、前記第２のＣＣのダウンリンク・サ
ブフレームに対応する場合、前記第１のＣＣのアップリンク・サブフレームで送信される
ようにスケジュールされた、前記ＣＣのＣＳＩの送信を、ドロップすること、または、遅
れさせること、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記第２のＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定された前記第１の
ＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを取得すること、
をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記第１のＣＣは、定期的なＣＳＩレポーティングのための第１のセットのパラメータ
値に関連付けられ、
　前記第２のＣＣは、定期的なＣＳＩレポーティングのための第２のセットのパラメータ
値に関連付けられ、
　前記方法はさらに、前記第２のＣＣのための前記第２のセットのパラメータ値に基づい
て決定された前記第１のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレー
ションを取得すること、を備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記第１のＣＣのＣＳＩを送信する前記第２のＣＣの第２のサブフレームに基づいて、
前記第１のＣＣのＣＳＩのための測定を行う前記第１のＣＣの第１のサブフレームを決定
すること、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記ＣＳＩは、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、プリコーディング行列インジケ
ータ（ＰＭＩ）、チャネル方向インジケーション（ＣＤＩ）、プリコーディング・タイプ
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・インジケータ（ＰＴＩ）、またはランク・インジケータ（ＲＩ）のうちの少なくとも１
つを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定する手段と
、前記複数のＣＣは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を送信するために利用可能なサブフレ
ームの別のセットに関連付けられた少なくとも２つのＣＣを含む、
　第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第
１のＣＣのＣＳＩを前記第２のＣＣで送信する手段と、前記複数のＣＣは、前記第１のＣ
Ｃおよび前記第２のＣＣを含む、
を備える装置。
［Ｃ１７］
　前記複数のＣＣは、少なくとも２つのグループにアレンジされ、
　おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも１
つのＣＣを含み、
　前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣは、同じグループにあり、
　前記装置はさらに、前記グループ内の少なくとも１つのＣＣのうちの１つで、おのおの
のグループにおけるおのおののＣＣのＣＳＩを送信する手段、を備えるＣ１６に記載の装
置。
［Ｃ１８］
　アップリンク制御情報を送信するために前記ＵＥによって使用されるプライマリＣＣま
たは指定されたＣＣで、前記複数のＣＣのおのおののＣＳＩを送信する手段、をさらに備
えるＣ１６に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記第２のＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定された前記第１の
ＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを取得する手段、
をさらに備えるＣ１６に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記第１のＣＣのＣＳＩを送信する前記第２のＣＣの第２のサブフレームに基づいて、
前記第１のＣＣのＣＳＩのための測定を行う前記第１のＣＣの第１のサブフレームを決定
する手段、をさらに備えるＣ１６に記載の装置。
［Ｃ２１］
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定することと
、前記複数のＣＣは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を送信するために利用可能なサブフレ
ームの別のセットに関連付けられた少なくとも２つのＣＣを含む、
　第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第
１のＣＣのＣＳＩを前記第２のＣＣで送信することと、前記複数のＣＣは、前記第１のＣ
Ｃおよび前記第２のＣＣを含む、
を実行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る、装置。
［Ｃ２２］
　前記複数のＣＣは、少なくとも２つのグループにアレンジされ、
　おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも１
つのＣＣを含み、
　前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣは、同じグループにあり、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記グループ内の少なくとも１つのＣＣのうちの
１つで、おのおののグループにおけるおのおののＣＣのＣＳＩを送信するように構成され
た、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、アップリンク制御情報を送信するために前記ＵＥ
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によって使用されるプライマリＣＣまたは指定されたＣＣで、前記複数のＣＣのおのおの
のＣＳＩを送信するように構成された、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２のＣＣのシステム・コンフィギュレーシ
ョンに基づいて決定された前記第１のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティング・コン
フィギュレーションを取得するように構成された、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＣＣのＣＳＩを送信する前記第２のＣ
Ｃの第２のサブフレームに基づいて、前記第１のＣＣのＣＳＩのための測定を行う前記第
１のＣＣの第１のサブフレームを決定するように構成された、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２６］
　コンピュータ・プログラム製品であって、
　少なくとも１つのプロセッサに対して、ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の
成分キャリア（ＣＣ）を決定させるためのコードと、前記複数のＣＣは、チャネル状態情
報（ＣＳＩ）を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少
なくとも２つのＣＣを含む、
　前記少なくとも１つのプロセッサに対して、第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用
可能なサブフレームのセットに基づいて、第１のＣＣのＣＳＩを前記第２のＣＣで送信さ
せるためのコードと、前記複数のＣＣは、前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣを含む、
を備える非一時的なプロセッサ読取可能な媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品
。
［Ｃ２７］
　無線通信のための方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定することと
、前記複数のＣＣは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を送信するために利用可能なサブフレ
ームの別のセットに関連付けられた少なくとも２つのＣＣを含む、
　第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前
記第２のＣＣで前記ＵＥによって送信された第１のＣＣのＣＳＩを受信することと、前記
複数のＣＣは、前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣを含む、
を備える方法。
［Ｃ２８］
　前記複数のＣＣのおのおのは、特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けら
れ、
　前記おのおののＣＣのシステム・コンフィギュレーションは、前記ＣＣのために周波数
分割デュプレクス（ＦＤＤ）または時分割デュプレクス（ＴＤＤ）が利用されているのか
と、ＴＤＤが利用されている場合にはさらに、前記ＣＣのための特定のアップリンク－ダ
ウンリンク・コンフィギュレーションとを示し、
　前記少なくとも２つのＣＣは、少なくとも２つの異なるシステム・コンフィギュレーシ
ョンに関連付けられる、Ｃ２７に記載の方法。
［Ｃ２９］
　前記複数のＣＣは、少なくとも２つのグループにアレンジされ、
　おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも１
つのＣＣを含み、
　前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣは、同じグループにあり、
　前記方法はさらに、前記グループ内の少なくとも１つのＣＣのうちの１つで、おのおの
のグループにおけるおのおののＣＣのＣＳＩを受信すること、を備えるＣ２７に記載の方
法。
［Ｃ３０］
　アップリンク制御情報を送信するために前記ＵＥによって使用されるプライマリＣＣま
たは指定されたＣＣで、前記複数のＣＣのおのおののＣＳＩを受信すること、をさらに備
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えるＣ２７に記載の方法。
［Ｃ３１］
　前記第２のＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、前記第１のＣＣのた
めの定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを決定すること、をさらに
備えるＣ２７に記載の方法。
［Ｃ３２］
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定する手段と
、前記複数のＣＣは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を送信するために利用可能なサブフレ
ームの別のセットに関連付けられた少なくとも２つのＣＣを含む、
　第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前
記第２のＣＣで前記ＵＥによって送信された第１のＣＣのＣＳＩを受信する手段と、前記
複数のＣＣは、前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣを含む、
を備える装置。
［Ｃ３３］
　前記複数のＣＣは、少なくとも２つのグループにアレンジされ、
　おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも１
つのＣＣを含み、
　前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣは、同じグループにあり、
　前記装置はさらに、前記グループ内の少なくとも１つのＣＣのうちの１つで、おのおの
のグループにおけるおのおののＣＣのＣＳＩを受信する手段、を備えるＣ３２に記載の装
置。
［Ｃ３４］
　アップリンク制御情報を送信するために前記ＵＥによって使用されるプライマリＣＣま
たは指定されたＣＣで、前記複数のＣＣのおのおののＣＳＩを受信する手段、をさらに備
えるＣ３２に記載の装置。
［Ｃ３５］
　前記第２のＣＣのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、前記第１のＣＣのた
めの定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュレーションを決定する手段、をさらに
備えるＣ３２に記載の装置。
［Ｃ３６］
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の成分キャリア（ＣＣ）を決定することと
、前記複数のＣＣは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を送信するために利用可能なサブフレ
ームの別のセットに関連付けられた少なくとも２つのＣＣを含む、
　第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前
記第２のＣＣで前記ＵＥによって送信された第１のＣＣのＣＳＩを受信することと、前記
複数のＣＣは、前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣを含む、
を実行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る、装置。
［Ｃ３７］
　前記複数のＣＣは、少なくとも２つのグループにアレンジされ、
　おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも１
つのＣＣを含み、
　前記第１のＣＣおよび前記第２のＣＣは、同じグループにあり、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記グループ内の少なくとも１つのＣＣのうちの
１つで、おのおののグループにおけるおのおののＣＣのＣＳＩを受信するように構成され
た、Ｃ３６に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、アップリンク制御情報を送信するために前記ＵＥ
によって使用されるプライマリＣＣまたは指定されたＣＣで、前記複数のＣＣのおのおの
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［Ｃ３９］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２のＣＣのシステム・コンフィギュレーシ
ョンに基づいて、前記第１のＣＣのための定期的なＣＳＩレポーティング・コンフィギュ
レーションを決定するように構成された、Ｃ３６に記載の装置。
［Ｃ４０］
　コンピュータ・プログラム製品であって、
　少なくとも１つのプロセッサに対して、ユーザ機器（ＵＥ）のために設定された複数の
成分キャリア（ＣＣ）を決定させるためのコードと、前記複数のＣＣは、チャネル状態情
報（ＣＳＩ）を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少
なくとも２つのＣＣを含む、
　前記少なくとも１つのプロセッサに対して、第２のＣＣでＣＳＩを送信するために利用
可能なサブフレームのセットに基づいて、前記第２のＣＣで前記ＵＥによって送信された
第１のＣＣのＣＳＩを受信させるためのコードと、前記複数のＣＣは、前記第１のＣＣお
よび前記第２のＣＣを含む、
を備える非一時的なプロセッサ読取可能な媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品
。

【図１】 【図２Ａ】
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【図６Ｂ】 【図６Ｃ】
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