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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を行うための端末装置（ＵＥ）であって、
　プロセッサを備え、
　前記プロセッサは、
　セルごとの物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）ハイブリッド自動再送要求／肯
定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信タイミングを確定するように構成またはプログラム可能
であり、少なくとも１つの周波数分割多重（ＦＤＤ）セルおよび少なくとも１つの時分割
多重（ＴＤＤ）セルに関して、プライマリセルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセ
ルである場合、当該第１セルに対する前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミング
は、当該ＦＤＤセルのための前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに従い、
　前記プロセッサは、さらに
　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミン
グに基づいて送信するように構成またはプログラム可能である、
前記ＵＥ。
【請求項２】
　前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）または物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上のうちの１つで送信される、請求
項１に記載のＵＥ。
【請求項３】
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　キャリアアグリゲーションを行うための基地局装置（ｅＮＢ）であって、
　プロセッサを備え、
　前記プロセッサは、
　セルごとの物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）ハイブリッド自動再送要求／肯
定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信タイミングを確定するように構成またはプログラム可能
であり、少なくとも１つの周波数分割多重（ＦＤＤ）セルおよび少なくとも１つの時分割
多重（ＴＤＤ）セルに関して、プライマリセルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセ
ルである場合、当該第１セルに対する前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミング
は、当該ＦＤＤセルのための前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに従い、
　前記プロセッサは、さらに
　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミン
グに基づいて受信するように構成またはプログラム可能である、
前記ｅＮＢ。
【請求項４】
　前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）または物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上のうちの１つで受信される、請求
項３に記載のｅＮＢ。
【請求項５】
　端末装置（ＵＥ）によってキャリアアグリゲーションを行うための方法であって、
　セルごとの物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）ハイブリッド自動再送要求／肯
定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信タイミングを確定することを備え、少なくとも１つの周
波数分割多重（ＦＤＤ）セルおよび少なくとも１つの時分割多重（ＴＤＤ）セルに関して
、プライマリセルがＦＤＤセルであり、第１セルが時分割多重ＴＤＤセルである場合、当
該第１セルに対する前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングは、当該ＦＤＤセ
ルのための前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに従い、
　前記方法は、さらに
　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミン
グに基づいて送信することを備える、前記方法。
【請求項６】
　前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）または物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上のうちの１つで送信される、請求
項５に記載の方法。
【請求項７】
　基地局装置（ｅＮＢ）によってキャリアアグリゲーションを行うための方法であって、
　セルごとの物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）ハイブリッド自動再送要求／肯
定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信タイミングを確定することを備え、少なくとも１つの周
波数分割多重（ＦＤＤ）セルおよび少なくとも１つの時分割多重（ＴＤＤ）セルに関して
、プライマリセルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセルである場合、当該第１セル
に対する前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングは、当該ＦＤＤセルのための
前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに従い、
　前記方法は、さらに
　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミン
グに基づいて受信することを備える、前記方法。
【請求項８】
　前記ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）または物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のうちの１つの上で受信される、請
求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、一般に、通信システムに関する。より具体的には、本開示は、キャリアアグ
リゲーションのためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス通信デバイスは、消費者ニーズを満たし、可搬性と便利さとを改善するため
により小さくより強力になった。消費者は、ワイヤレス通信デバイスに依存するようにな
り、高信頼性のサービス、カバレッジエリアの拡大および機能性の向上を期待するように
なった。ワイヤレス通信システムは、多数のワイヤレス通信デバイスに通信を提供し、そ
れぞれのデバイスが基地局によるサービスを享受する。基地局は、ワイヤレス通信デバイ
スと通信するデバイスである。
【０００３】
　ワイヤレス通信デバイスが進歩するにつれて、通信容量、速度、フレキシビリティおよ
び／または効率の向上が求められてきた。しかしながら、通信容量、速度、フレキシビリ
ティおよび／または効率を向上させることがいくつかの問題を提起することがある。
【０００４】
　例えば、ワイヤレス通信デバイスは、通信構造を用いて１つ以上のデバイスと通信する
。しかしながら、用いられる通信構造は、限られたフレキシビリティおよび／または効率
を提供するに過ぎない。この考察により示されるように、通信のフレキシビリティおよび
／または効率を向上させるシステムおよび方法が有益であろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態は、キャリアアグリゲーションを行うための端末装置（ＵＥ：Ｕｓ
ｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）を開示し、ＵＥは、プロセッサと、プロセッサと電子通信を
行うメモリとを備え、メモリに記憶された命令は、セルごとの物理下りリンク共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）ハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ：Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍ
ａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）送信タイミングを確定するように実行可能
であり、少なくとも１つの周波数分割多重（ＦＤＤ：ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）セルおよび少なくとも１つの時分割多重（ＴＤＤ：ｔｉｍｅ
　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）セルのキャリアアグリゲーションに関して、
プライマリセルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセルである場合、第１セルのため
のＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングは、プライマリセルのためのＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに従い、前記メモリに記憶された前記命令は、さらに
ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに基
づいて送信するように実行可能である。
【０００６】
　本発明の別の実施形態は、キャリアアグリゲーションを行うための基地局装置（ｅＮＢ
：ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）を開示し、ｅＮＢは、プロセッサと、プロセッサと電
子通信を行うメモリとを備え、メモリに記憶された命令は、セルごとの物理下りリンク共
有チャネル（ＰＤＳＣＨ）ハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送
信タイミングを確定するように実行可能であり、少なくとも１つの周波数分割多重（ＦＤ
Ｄ）セルおよび少なくとも１つの時分割多重（ＴＤＤ）セルのキャリアアグリゲーション
に関して、プライマリセルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセルである場合、第１
セルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングは、プライマリセルのＰＤＳＣＨ　
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに従い、前記メモリに記憶された前記命令は、さらにＰ
ＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信に基づいて受信す
るように実行可能である。
【０００７】
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　本発明の別の実施形態は、端末装置（ＵＥ）によってキャリアアグリゲーションを行う
ための方法を開示し、方法は、セルごとの物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）ハ
イブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信タイミングを確定すること
を備え、少なくとも１つの周波数分割多重（ＦＤＤ）セルおよび少なくとも１つの時分割
多重（ＴＤＤ）セルのキャリアアグリゲーションに関して、プライマリセルがＦＤＤセル
であり、第１セルがＴＤＤセルである場合、第１セルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送
信タイミングは、プライマリセルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに従い
、前記方法は、さらにＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに基づいてＰＤＳＣ
Ｈ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信することを備える。
【０００８】
　本発明の別の実施形態は、基地局装置（ｅＮＢ）によってキャリアアグリゲーションを
行うための方法を開示し、方法は、セルごとの物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
）ハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）送信タイミングを確定する
ことを備え、少なくとも１つの周波数分割多重（ＦＤＤ）セルおよび少なくとも１つの時
分割多重（ＴＤＤ）セルのキャリアアグリゲーションに関して、プライマリセルがＦＤＤ
セルであり、第１セルがＴＤＤセルである場合、第１セルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ送信タイミングは、プライマリセルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信タイミングに
従い、前記方法は、さらにＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ送信に基づいて受信することを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】キャリアアグリゲーションのためのシステムおよび方法が実装された１つ以上の
基地局装置（ｅＮＢ）および１つ以上の端末装置（ＵＥ）の一構成を示すブロック図であ
る。
【図２】ＵＥによってキャリアアグリゲーションを行うための方法の一実装を示すフロー
図である。
【図３】ｅＮＢによってキャリアアグリゲーションを行うための方法の一実装を示すフロ
ー図である。
【図４】本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って用いられる無線フレームの一
例を示す図である。
【図５】本明細書に開示されるシステムおよび方法によるいくつかの時分割多重（ＴＤＤ
）上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を示す図である。
【図６】ＵＬ－ＤＬ構成ｏｎｅをもつＴＤＤセルのアソシエーション・タイミングの具体
的な実装を示す。
【図７】周波数分割多重（ＦＤＤ）セルのアソシエーション・タイミングを示す。
【図８】ＵＥによってキャリアアグリゲーションを行うための方法のより具体的な実装を
示すフロー図である。
【図９】ｅＮＢによってキャリアアグリゲーションを行うための方法のより具体的な実装
を示すフロー図である。
【図１０】ＵＥにおいて利用される様々なコンポーネントを示す。
【図１１】ｅＮＢにおいて利用される様々なコンポーネントを示す。
【図１２】キャリアアグリゲーションを行うためのシステムおよび方法が実装されたＵＥ
の一構成を示すブロック図である。
【図１３】キャリアアグリゲーションを行うためのシステムおよび方法が実装されたシス
テムおよび方法が実装されたｅＮＢの一構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　キャリアアグリゲーションを行うためのＵＥが開示される。ＵＥは、プロセッサと、プ
ロセッサと電子通信を行うメモリとを含む。実行可能な命令は、メモリに記憶される。Ｕ
Ｅは、少なくとも１つのＦＤＤセルおよび少なくとも１つのＴＤＤセルをもつワイヤレス
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通信ネットワークにおける上りリンク制御情報（ＵＣＩ：ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）送信セルを確定する。ＵＥは、また、ＦＤＤおよびＴＤＤキ
ャリアアグリゲーションのための第１セルを選択する。ＵＥは、さらに、ＵＣＩ送信セル
の少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームを指示する、第１セルに関わる
下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを確定する。加えて、ＵＥは、物
理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）ハイブリッド自動再送要求／肯定応答（ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ）情報をＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで送信する。
【００１１】
　ＵＥは、また、第１セルに関わるＰＤＳＣＨスケジューリングを確定する。ＰＤＳＣＨ
スケジューリングは、クロスキャリアスケジューリングを含みうる。第１セルのスケジュ
ーリングは、スケジューリング・セル・タイミングに基づく。第１セルに関わるＰＤＳＣ
Ｈスケジューリングは、スケジューリング・セルの下りリンク割り当てサブフレームで生
じる。スケジューリング・セルは、ＴＤＤセルであってもよい。ＵＥは、第１セルに関わ
る物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）スケジューリングおよびＰＵＳＣＨ　ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫアソシエーションも確定する。
【００１２】
　第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットは、ＵＣＩ送
信セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを含んでもよい。ＵＣＩ送信セルがＦ
ＤＤであり、第１セルがＴＤＤセルであってもよい。
【００１３】
　第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを確定するス
テップは、第１セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを維持することを含んで
もよい。ＵＣＩ送信セルがＦＤＤであり、第１セルがＴＤＤセルであってもよい。
【００１４】
　加えて、ＵＥは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ：ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）を確定す
る。ＰＣｅｌｌがＴＤＤセルであり、ＵＣＩ送信セルが参照セルであってもよい。参照セ
ルは、ＦＤＤセルであってもよい。
【００１５】
　ＵＥは、ＵＣＩ送信のための第２のＵＣＩ送信セルも確定してよい。ＵＣＩ送信セルと
第２のＵＣＩ送信セルとは異なる多重を利用する。加えて、ＵＥは、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで送信する。Ｆ
ＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、ＵＣＩ送信セルによって送信さ
れ、ＴＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、第２のＵＣＩ送信セルに
よって送信される。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、物理上りリンク制御チャネル
（ＰＵＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）ま
たはＰＵＳＣＨ上のうちの１つで送信される。
【００１６】
　キャリアアグリゲーションを行うためのｅＮＢも記載される。ｅＮＢは、プロセッサと
、プロセッサと電子通信を行うメモリとを備える。実行可能な命令は、メモリに記憶され
る。ｅＮＢは、少なくとも１つのＦＤＤセルおよび少なくとも１つのＴＤＤセルをもつワ
イヤレス通信ネットワークにおけるＵＣＩ送信セルを確定する。ｅＮＢは、また、ＦＤＤ
およびＴＤＤキャリアアグリゲーションのための第１セルを選択する。ｅＮＢは、さらに
、ＵＣＩ送信セルの少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームを指示する、
第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを確定する。加
えて、ｅＮＢは、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上り
リンク・サブフレームで受信する。
【００１７】
　ＵＥによってキャリアアグリゲーションを行うための方法も記載される。方法は、少な
くとも１つのＦＤＤセルおよび少なくとも１つのＴＤＤセルをもつワイヤレス通信ネット
ワークにおけるＵＣＩ送信セルを確定するステップを含む。方法は、また、ＦＤＤおよび
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ＴＤＤキャリアアグリゲーションのための第１セルを選択するステップを含む。方法は、
さらに、ＵＣＩ送信セルの少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームを指示
する、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを確定す
るステップを含む。加えて、方法は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信セ
ルのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで送信するステップを含む。
【００１８】
　ｅＮＢによってキャリアアグリゲーションを行うための方法も記載される。方法は、少
なくとも１つのＦＤＤセルおよび少なくとも１つのＴＤＤセルをもつワイヤレス通信ネッ
トワークにおけるＵＣＩ送信セルを確定するステップを含む。方法は、また、ＦＤＤおよ
びＴＤＤキャリアアグリゲーションのための第１セルを選択するステップを含む。方法は
、さらに、ＵＣＩ送信セルの少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームを指
示する、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを確定
するステップを含む。加えて、方法は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信
セルのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで受信するステップを含む。
【００１９】
　「３ＧＰＰ」とも呼ばれる第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ｒｄ　Ｇｅｎ
ｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）は、第３および第４世代ワ
イヤレス通信システムに関する世界的に適用可能な技術仕様および技術レポートを定める
ことを目指した連携合意である。３ＧＰＰは、次世代モバイル・ネットワーク、システム
およびデバイスに関する仕様を定める。
【００２０】
　３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ）は、将来の要求に対処すべくユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴ
Ｓ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）モバイルフォンまたはデバイス規格を改善するためのプロジェクトに与えられ
た名称である。一態様において、ＵＭＴＳは、進化型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ
－ＵＴＲＡ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ）および進化型ユニバーサル地上無線アクセス・ネットワーク（Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）にサポートおよび仕様を提供するために修正された。
【００２１】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法の少なくともいくつかの態様は、３ＧＰＰ　
ＬＴＥ、ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）および他の規格（例えば、３ＧＰＰリリース
８、９、１０および／または１１）に関して記載される。しかしながら、本開示の範囲は
、この点で限定されるべきではない。本明細書に開示されるシステムおよび方法の少なく
ともいくつかの態様は、他のタイプのワイヤレス通信システムに利用されてもよい。
【００２２】
　ワイヤレス通信デバイスは、音声および／またはデータを基地局へ通信するために用い
られる電子デバイスであり、次には基地局がデバイスのネットワーク（例えば、公衆交換
電話網（ＰＳＴＮ：ｐｕｂｌｉｃ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）、インターネットなど）と通信する。本明細書にシステムおよび方法を記載する際
に、ワイヤレス通信デバイスは、代わりに、移動局、ＵＥ、アクセス端末、加入者局、移
動端末、遠隔局、ユーザ端末、端末、加入者ユニット、モバイルデバイスなどと呼ばれる
こともある。ワイヤレス通信デバイスの例は、セルラーフォン、スマートフォン、携帯情
報端末（ＰＤＡ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ラップト
ップコンピュータ、ネットブック、電子書籍リーダ、ワイヤレス・モデムなどを含む。３
ＧＰＰ仕様では、ワイヤレス通信デバイスは、典型的にＵＥと呼ばれる。しかしながら、
本開示の範囲は、３ＧＰＰ規格に限定されるべきではないので、より一般的な用語「ワイ
ヤレス通信デバイス」を意味するために、本明細書では用語「ＵＥ」および「ワイヤレス
通信デバイス」が同義で用いられる。
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【００２３】
　３ＧＰＰ仕様では、基地局は、典型的にＮｏｄｅ　Ｂ、ｅＮＢ、ｈｏｍｅ　ｅｎｈａｎ
ｃｅｄまたはｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ＨｅＮＢ）、あるいはいくつかの他の同様
の用語で呼ばれる。本開示の範囲は、３ＧＰＰ規格に限定されるべきではないので、より
一般的な用語「基地局」を意味するために、本明細書では用語「基地局」、「Ｎｏｄｅ　
Ｂ」、「ｅＮＢ」および「ＨｅＮＢ」が同義で用いられる。さらにまた、用語「基地局」
は、アクセスポイントを示すために用いられてもよい。アクセスポイントとは、ワイヤレ
ス通信デバイスのためにネットワーク（例えば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ：
Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネットなど）へのアクセスを提供す
る電子デバイスである。用語「通信デバイス」は、ワイヤレス通信デバイスおよび／また
は基地局の両方を示すために用いられる。
【００２４】
　本明細書では、「セル」は、インターナショナル・モバイル・テレコミュニケーション
ズ－アドバンスト（ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）またはその拡張に用
いるべく、ＵＥとｅＮＢとの間の通信のためのプロトコルが規格化によって指定され、ま
たは規制団体によって管理される通信チャネルの任意のセットを指し、そのすべてまたは
そのサブセットが、ｅＮＢとＵＥとの間の通信に用いることが認可されたバンド（例えば
、周波数バンド）として３ＧＰＰに採用されることに留意すべきである。「設定されたセ
ル（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｃｅｌｌ）」は、ＵＥが認識しており、情報を送信または受
信することがｅＮＢによって許可されたセルである。「設定されたセル（単数または複数
）」は、在圏セル（単数または複数）であってもよい。ＵＥは、すべての設定されたセル
上でシステム情報を受信して必要な測定を行う。「アクティブ化されたセル（ａｃｔｉｖ
ａｔｅｄ　ｃｅｌｌ）」は、ＵＥが送受信を行っている設定されたセルである。すなわち
、アクティブ化されたセルは、ＵＥが物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）をモニタする対象と
なるセルであり、下りリンク送信の場合には、ＵＥがＰＤＳＣＨを復号する対象となるセ
ルである。「非アクティブ化されたセル（ｄｅａｃｔｉｖａｔｅｄ　ｃｅｌｌ）」は、Ｕ
Ｅが送信ＰＤＣＣＨをモニタしていない設定されたセルである。留意すべきは、「セル」
が異なる次元の観点から記載されることである。例えば、「セル」は、時間、空間（例え
ば、地理的）および周波数特性を有する。
【００２５】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法は、キャリアアグリゲーションを記載する。
いくつかの構成において、本明細書に開示されるシステムおよび方法は、ハイブリッド多
重を用いたＬＴＥ拡張キャリアアグリゲーション（ｅＣＡ）を記載する。例えば、ＰＣｅ
ｌｌが周波数分割多重（ＦＤＤ）を用いて設定され、セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ：ｓｅ
ｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）が時分割多重（ＴＤＤ）を用いて設定される場合に関して、
アソシエーション・タイミングが記載される。加えて、ＰＣｅｌｌがＴＤＤを用いて設定
され、ＳＣｅｌｌがＦＤＤを用いて設定される場合に関しても、アソシエーション・タイ
ミングが記載される。
【００２６】
　現在、ＦＤＤおよびＴＤＤという２つのＬＴＥ多重システムがある。しかしながら、現
在のアプローチの下で、ＦＤＤおよびＴＤＤシステムは、ＣＡのために一緒に機能するこ
とはできない。例えば、既知のアプローチ（例えば、ＬＴＥリリース１０（以下、「リリ
ース１０」））および提案されたアプローチ（例えば、ＬＴＥリリース１１（以下、「リ
リース１１」））の下で、キャリアアグリゲーション（ＣＡ：ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒ
ｅｇａｔｉｏｎ）は、複数のＦＤＤセルまたは複数のＴＤＤセルのいずれかに許可される
が、両方のセル・タイプのハイブリッドに対しては許可されない。
【００２７】
　キャリアアグリゲーションは、１つより多いキャリアの同時利用を指す。キャリアアグ
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リゲーションでは、１つより多いキャリアがＵＥへアグリゲートされる。一例において、
キャリアアグリゲーションは、ＵＥが利用できる有効バンド幅を増加させるために用いら
れる。リリース１０におけるＴＤＤ　ＣＡおよびリリース１１におけるバンド内ＣＡに対
して、同じＴＤＤ上り下りリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成を用いる必要がある。リリース１１
では、複数の異なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成を用いたバンド間ＴＤＤ　ＣＡがサポートさ
れる。複数の異なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成を用いたバンド間ＴＤＤ　ＣＡは、ＣＡの展
開のためにＴＤＤネットワークのフレキシビリティを提供する。そのうえ、トラフィック
アダプテーションにより強化された干渉管理（ｅＩＭＴＡ：ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｉｎｔｅ
ｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　ｔｒａｆｆｉｃ　ａｄａｐｔａｔ
ｉｏｎ）が、ネットワーク・トラフィック負荷に基づくフレキシブルなＴＤＤ　ＵＬ－Ｄ
Ｌ再構成を可能にする。しかしながら、いずれの現在のアプローチにおいても、ハイブリ
ッド多重ネットワーク（例えば、ＦＤＤおよびＴＤＤセルの両方をもつネットワーク）で
ＣＡはサポートされない。留意すべきは、本明細書に用いられる用語「同時の」およびそ
の変形は、２つ以上のイベントが時間的に重なり合うか、および／または時間的に互いに
接近して生じることを示すことである。加えて、「同時の」およびその変形は、２つ以上
のイベントが正確に同時刻に生じることを意味しても、しなくてもよい。
【００２８】
　ＦＤＤセルは、スペクトルにおける切れ目なく連続したサブセットが、ＵＬまたはＤＬ
のいずれかには専ら割り当てられるが、両方には割り当てられないスペクトル（例えば、
無線通信周波数）を必要とする。従って、ＦＤＤは、対をなすキャリアを有しても、有さ
なくてもよい（例えば、ＵＬよりＤＬキャリアを有してもよい）。しかしながら、ＴＤＤ
は、同じキャリア周波数上にＵＬおよびＤＬリソースを割り当てる。それゆえに、ＴＤＤ
は、スペクトルの使用法により多くのフレキシビリティを提供する。ワイヤレスネットワ
ーク・トラフィックの増加に伴い、かつスペクトル資源が非常に貴重になるにつれて、新
たに割り当てられるスペクトルは、再分化される傾向にあり、より狭いバンド幅を有し、
ＴＤＤおよび／またはスモールセルの展開により適する。そのうえ、ＴＤＤは、複数の異
なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成および動的なＤＬ－ＵＬ再構成を用いたトラフィックアダプ
テーションを通じて、フレキシブルなチャンネル使用法を提供する。
【００２９】
　本明細書に記載されるシステムおよび方法は、マクロセルおよびスモールセル（例えば
、フェムトセル、ピコセル、マイクロセルなど）ヘテロジニアスネットワーク・シナリオ
による、同じスケジューラ制御の下でのキャリアアグリゲーション（ＣＡ）を含む。ＬＴ
Ｅネットワーク展開のために大部分のキャリアがＦＤＤ－ＬＴＥを選択するが、多くのマ
ーケットにおいてＴＤＤ－ＬＴＥがますます重要になっている。ＴＤＤの実装は、迅速な
トラフィックアダプテーションによってスモールセルにフレキシビリティを提供する。
【００３０】
　ＴＤＤ　ＣＡおよびハイブリッド多重ネットワークに伴って、マクロセルおよびスモー
ルセルは、異なる周波数バンドを用いる。周波数バンドは、通信チャネルが確立されたス
ペクトルの小区分である。例えば、典型的なＣＡの場合、マクロセルが低い方の周波数バ
ンドを用い、スモールセルが高い方の周波数バンドを用いる。ハイブリッド多重ネットワ
ークに関して、可能な組み合わせは、マクロセル上にＦＤＤ、およびスモールセル上にＴ
ＤＤを有することである。それゆえに、シームレス動作を可能にするために、ハイブリッ
ド多重ネットワークにおけるＣＡには２対のアソシエーション・タイミング、すなわち、
（１）物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）スケジューリングおよびＰＤＳＣＨ　
ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング、ならびに（２）物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳ
ＣＨ）スケジューリングおよびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングが重要である。
【００３１】
　ＰＤＳＣＨスケジューリングおよびＰＵＳＣＨスケジューリングは、対応するＰＤＣＣ
Ｈフォーマットによって行われる。本明細書に開示されるシステムおよび方法は、提案さ
れたリリース１１および将来のＬＴＥ仕様に準拠するＵＥに用いることができる。例えば
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、ＰＤＳＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨ送信をスケジュールするために、ＰＤＣＣＨもし
くは拡張型ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）が用いられる。ＣＡセルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ
－ＡＣＫは、サポートされていれば、１つのセルもしくは複数のセルのＰＵＣＣＨまたは
ＰＵＳＣＨ上でレポートされる。ＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、物理ハイブリッド自
動再送要求（ＡＲＱ：ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）インジケー
タ・チャンネル（ＰＨＩＣＨ）、ＰＤＣＣＨもしくはｅＰＤＣＣＨ上でシグナリングされ
る。提案されたリリース１１および将来のＬＴＥ仕様に準拠するＵＥにおいて、ＰＵＳＣ
Ｈ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックには拡張型ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）および／ま
たは拡張型ＰＨＩＣＨ（ｅＰＨＩＣＨ）も用いられる。
【００３２】
　１つの実装では、ＰＣｅｌｌは、ＦＤＤを用いて設定されたマクロセルであり、ＳＣｅ
ｌｌは、ＴＤＤを用いて設定されたスモールセル（例えば、ピコセル）である。ハイブリ
ッド多重ＣＡは、ＦＤＤを用いた少なくとも１つのセル（またはキャリア）およびＴＤＤ
を用いた少なくとも１つのセル（またはキャリア）を含む。この実装（例えば、ＦＤＤ　
ＰＣｅｌｌおよびＴＤＤ　ＳＣｅｌｌ）は、２つの場合、すなわち、セルフスケジューリ
ングおよびクロスキャリアスケジューリングにさらに分類される。
【００３３】
　ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに関わるＰＤＳＣＨスケジューリングは、
次のように行われる。ＰＤＳＣＨセルフスケジューリングに関しては、セル上のＰＤＳＣ
Ｈ送信が、同じサブフレーム（例えば、同じ送信時間間隔（ＴＴＩ：ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）における同じセル上の対応するＰＤＣＣＨ（もし
くはｅＰＤＣＣＨ）によって、または下りリンク・セミパーシステント・スケジューリン
グ（ＳＰＳ：ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）リリースを指示
する同じサブフレームにおける同じセル上のＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）に対し
て指示される。セルフスケジューリングでは、すべてのＰＤＳＣＨ送信が同じセルのＰＤ
ＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）に対してスケジュールされるため、ハイブリッド多重ネ
ットワークに同じ技術を用いることができる。言い換えれば、ハイブリッド多重ネットワ
ークでは、ＰＤＳＣＨ送信に関わるセルフスケジューリングが同じサブフレームにおける
同じセル上の対応するＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）によって行われる。
【００３４】
　クロスキャリアスケジューリングを用いると、セル上のＰＤＳＣＨ送信は、別のセル上
のＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）によってスケジュールされる。ハイブリッド多重
ネットワークに伴って、スケジューリング・セルがＦＤＤセルであり、スケジュールされ
るセルがＴＤＤセルであれば、ＰＤＳＣＨ送信は、常に、ＦＤＤスケジューリング・セル
によってクロスキャリアスケジュールできる。言い換えれば、クロスキャリアスケジュー
リングにおいて、ＰＤＳＣＨスケジューリングは、スケジューリング・セル・タイミング
に従う。
【００３５】
　一方、ハイブリッド多重ネットワークに伴って、スケジューリング・セルがＴＤＤセル
であり、スケジュールされるセルがＦＤＤセルであれば、ＰＤＳＣＨ送信は、いくつかの
制約条件を用いてクロスキャリアスケジュールされる。１つの実装では、スケジュールさ
れるセル上のＰＤＳＣＨ送信は、スケジューリングＴＤＤセル上にＤＬが割り当てられた
サブフレームにおいてクロスキャリアスケジュールされる。それゆえに、クロスキャリア
スケジューリングを用いると、スケジュールされるセルのＰＤＳＣＨスケジューリングは
、スケジュールリング・セルの下りリンク割り当てサブフレームにおいて生じる。
【００３６】
　ＰＵＳＣＨスケジューリングおよびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、次のように行わ
れる。ＰＵＳＣＨセルフスケジューリングのために、ｅＮＢは、下りリンク制御情報（Ｄ
ＣＩ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマット０／
４をもつＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）および／または在圏セル上のＰＨＩＣＨ（
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もしくはｅＰＨＩＣＨ）送信を、ＵＥを対象としたＤＬサブフレームにおいてスケジュー
ルする。ＵＥは、ＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）およびＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰ
ＨＩＣＨ）情報に基づいてサブフレームｎ＋ｋでの対応するＰＵＳＣＨ送信を調整し、こ
こでＦＤＤに対してｋは４であり、ｋは、ＴＤＤセルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成によって
決定される。ＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポートは、対応するアソシエーション・タ
イミングに従って、同じセル上のＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）またはＰＤＣＣＨ
（もしくはｅＰＤＣＣＨ）によりＰＵＳＣＨ送信と関連付けられる。セルフスケジューリ
ングでは、ＰＵＳＣＨが同じセルのＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）上にスケジュー
ルされるため、同じ技術をハイブリッド多重ネットワークにおけるＰＵＳＣＨスケジュー
リングおよびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングに用いることができる。
【００３７】
　クロスキャリアスケジューリングを用いると、ＰＵＳＣＨスケジューリングおよびＰＵ
ＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングは、スケジューリング・セル・タイミングに従
う。例えば、セル上のＰＵＳＣＨ送信は、別のセルからのＵＬグラントまたはＰＨＩＣＨ
（もしくはｅＰＨＩＣＨ）フィードバックによってスケジュールされる。ハイブリッド多
重ネットワークに伴って、スケジューリング・セルがＦＤＤセルであり、スケジュールさ
れるセルがＴＤＤセルであれば、ＰＵＳＣＨ送信は、クロスキャリアスケジュールされる
。
【００３８】
　１つの実装では、スケジューリングＦＤＤセルのすべてのサブフレームにＵＬが割り当
てられるため、スケジュールされるＴＤＤセルは、常に、ＰＵＳＣＨスケジューリングお
よびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングにおけるＦＤＤセル・タイミングを用
いてクロスキャリアスケジュールされる。例えば、ＴＤＤセルをクロスキャリアスケジュ
ールするために、ＦＤＤセルの一定の４ミリ秒（ｍｓ）のＰＵＳＣＨスケジューリングお
よびフィードバック・アソシエーション・タイミングが用いられる。
【００３９】
　別の実装では、スケジューリングＦＤＤセルによるクロスキャリアスケジューリングの
ために、ＴＤＤセルのＰＵＳＣＨスケジューリングおよびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
レポーティング・タイミングが用いられる。このアプローチは、セルフスケジューリング
およびクロスキャリアスケジューリングの両方の場合に同じＰＵＳＣＨスケジューリング
およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングを保証する。
【００４０】
　一方、スケジューリング・セルがＴＤＤセルであり、スケジュールされるセルがＦＤＤ
セルであるハイブリッド多重ネットワークを用いると、ＰＵＳＣＨ送信は、いくつかの制
約条件を用いてクロスキャリアスケジュールされる。スケジュールされるＦＤＤセルは、
ＰＵＳＣＨスケジューリングおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングにおけるスケジュー
リングＴＤＤセル・タイミングに従う。しかし、ＴＤＤスケジューリング・セルにＤＬ割
り当てをもつサブフレームは、スケジュールされるＦＤＤセル上にＰＵＳＣＨ送信をスケ
ジュールすることができない。例えば、ＦＤＤセルは、ＰＵＳＣＨスケジューリングおよ
びＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングに関わる８ｍｓの一定のターンアラウンド時間を有す
るが、すべてのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成は、少なくとも１０ｍｓのターンアラウンド時間
を有する。それゆえに、スケジューリング・セルがＴＤＤセルであり、スケジュールされ
るセルがＦＤＤであるとき、クロスキャリアスケジューリングを伴うハイブリッド多重ネ
ットワークにおけるＣＡに関わるＰＵＳＣＨスケジューリングおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫレ
ポーティングにＦＤＤセル・タイミングを適用することはできない。
【００４１】
　加えて、２つより多いセルをもつハイブリッド多重ネットワークのＣＡに対して、ＰＵ
ＳＣＨクロスキャリアスケジューリングおよびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティ
ングのための参照セルが用いられてもよい。例えば、ＰＣｅｌｌがＴＤＤセルであれば、
ＰＵＳＣＨクロスキャリアスケジューリングおよびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポー
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ティングのための参照セルとしてＦＤＤセルが設定されてもよい。
【００４２】
　ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに関わるＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレ
ポーティングは、次のようにスケジュールされる。ＦＤＤおよびＴＤＤネットワークでは
ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングが非常に異なる。ＦＤＤを用いると、サブ
フレームｎにおけるＰＤＳＣＨ送信に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫは、サブフレームｎ＋４に
おけるＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ送信でレポートされる。しかしながら、ＴＤＤを用い
ると、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、ＵＬ割り当てをもつサブフレーム上でしかレポ
ートされない。それゆえに、ＴＤＤでは、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング
のためにＵＬサブフレームが１つより多いＤＬサブフレームと関連付けられる。それに従
って、ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに関わるマルチセルＨＡＲＱ－ＡＣＫ
レポーティングが指定される。
【００４３】
　ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに関わるＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレ
ポーティングは、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を１つのセルのみにおけるＰＵＣＣ
Ｈ上でレポートすることを含む。例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、ＰＣｅ
ｌｌのＰＵＣＣＨ上でレポートされる。リリース１０およびリリース１１では、ＦＤＤ　
ＣＡおよび複数の同じかまたは異なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成を用いたＴＤＤ　ＣＡに関
して、ＰＵＣＣＨは、ＰＣｅｌｌ上でレポートされる。ハイブリッド多重ネットワークに
おけるＣＡに関しても、ＰＵＣＣＨをＰＣｅｌｌ上でレポートできる。
【００４４】
　１つの実装では、ＰＣｅｌｌがＦＤＤを用いて設定されていれば、すべてのＴＤＤセル
にＦＤＤ　ＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングが適用される。例えば、ＴＤＤセル
は、ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに関わるＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
レポーティングの際に、ＦＤＤセルのタイミングに従う。ＦＤＤセル上のすべてのサブフ
レームでＤＬが利用できるため、ＴＤＤセル上のＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、
常に、ＦＤＤセル（例えば、ＰＣｅｌｌ）の対応するＵＬ上でレポートされる。それゆえ
に、ＴＤＤセルは、ＵＬおよびＤＬに対して別個の周波数キャリアではなく単一の周波数
キャリア上で動作する、半二重ＦＤＤセルとして取り扱われる。言い換えれば、ＴＤＤセ
ルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションは、ＦＤＤセルのＰＤＳＣＨア
ソシエーション・タイミングに従う。
【００４５】
　この実装は、ＴＤＤセルの数およびＴＤＤセルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成に関わらず適
用される。そのうえ、この実装は、アソシエーション・タイミングを変更することなしに
フレキシブルなＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成を提供する。それゆえに、この実装は、トラフ
ィックアダプテーションにより強化された干渉管理（ｅＩＭＴＡ）にさらに良好なサポー
トを提供する。
【００４６】
　このアプローチは、複数の異なるＵＬ－ＤＬ構成を利用するハイブリッド多重ネットワ
ークにおけるＣＡに簡単で一貫性のあるタイミングを提供する。そのうえ、ＰＤＳＣＨ　
ＨＡＲＱ－ＡＣＫペイロードが小さくなり、すべてのＵＬサブフレームにより均等に配分
される。この実装を用いると、ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡをＦＤＤネッ
トワークにおけるＣＡの特別の場合として取り扱うことができる。
【００４７】
　スケジューリング・セルがＦＤＤを用いて設定され、スケジュールされるセルがＴＤＤ
を用いて設定されたクロスキャリアスケジューリングの場合には、この実装は、スケジュ
ーリング・セルのタイミングをスケジュールされるセルに適用することを可能にする。こ
の実装は、セルフスケジューリングにも用いることができる。
【００４８】
　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫに加えて、ＦＤＤおよびＴＤＤセルのチャンネル状態情
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報（ＣＳＩ）レポートがＰＣｅｌｌのみのＰＵＣＣＨ上でレポートされてもよい。ＣＳＩ
およびＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含んだＵＣＩが最小Ｃｅｌｌ＿ＩＤをもつ割り当
てられたセルのＰＵＳＣＨ上でレポートされてもよい。
【００４９】
　別の実装では、ハイブリッド多重ネットワークにおける各セルは、それ自体のタイミン
グに従う。ＵＬサブフレームｎにおいて、すべてのセルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
ビットが各セル自体のアソシエーション・タイミングに基づいて生成される。すべてのセ
ルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは、次に、ＰＣｅｌｌにおけるＰＵＣＣＨ上で
多重されて、レポートされる。サブフレームｎにＰＵＳＣＨがスケジュールされる場合、
ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは、最小Ｃｅｌｌ＿ＩＤをもつセルのＰＵＳＣＨ上
で多重される。
【００５０】
　ＰＣｅｌｌがＦＤＤを用いて設定されていれば、ＴＤＤ　ＳＣｅｌｌは、それ自体のＰ
ＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを維持する。例えば、ＰＣｅｌｌがＦＤＤを用い
て設定されている場合、すべてのサブフレームでＵＬサブフレームが利用できる。それゆ
えに、ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡの１つの実装では、それ自体のＰＤＳ
ＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングに従うＴＤＤセルは、常に、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－
ＡＣＫをＰＣｅｌｌにおけるＵＬ上でレポートする。言い換えれば、ＴＤＤ　ＳＣｅｌｌ
に関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを確定するとき、ＴＤＤ
　ＳＣｅｌｌは、ＴＤＤ　ＳＣｅｌｌのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを維持
する。
【００５１】
　この実装は、たとえハイブリッド多重ネットワークが同じかまたは異なるＴＤＤ　ＵＬ
－ＤＬ構成をもつ複数のＴＤＤセルを含んでも適用される。このアプローチは、複数の異
なるＵＬサブフレームに不均衡なＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫペイロードをもたらす。
ＴＤＤセルにＵＬが割り当てられたサブフレームにおいて、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ
レポーティングは、ＴＤＤセルにＤＬが割り当てられたサブフレームより多くのＨＡＲＱ
－ＡＣＫビットを運ぶ。
【００５２】
　セルフスケジューリングを用いたＰＤＳＣＨ送信に対して、この実装は、各セルのＰＤ
ＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングを維持する。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫビット
は、ＰＣｅｌｌにおけるＰＵＣＣＨ上で多重されて、レポートされる。クロスキャリアス
ケジューリングにもこの実装が適用できる。１つの場合には、クロスキャリアスケジュー
リングを用いたＰＤＳＣＨ送信のために、スケジューリング・セルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫタイミングが用いられる。別の場合には、クロスキャリアスケジューリングを
用いたＰＤＳＣＨ送信のために、スケジュールされるセルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋタイミングが用いられる。
【００５３】
　ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに関わるＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレ
ポーティングのさらに別の実装では、ＰＣｅｌｌがＴＤＤセルであれば、レポーティング
・セルを用いることができる。マクロセルおよびスモールセル構成は、ＰＣｅｌｌがマク
ロセルであり、ＳＣｅｌｌがスモールセルであることを必ずしも意味しないことに留意す
べきである。いくつかの場合には、ＰＣｅｌｌがスモールセルであり、ＳＣｅｌｌがマク
ロセルであってもよい。それゆえに、上記のシステムおよび方法は、ＰＣｅｌｌがＦＤＤ
を用いて設定され、ＳＣｅｌｌがＴＤＤを用いて設定された場合について主に考察される
が、別の実装では、ＰＣｅｌｌがＴＤＤを用いて設定され、ＳＣｅｌｌがＦＤＤを用いて
設定されてもよい。
【００５４】
　ＦＤＤタイミングは、ＴＤＤタイミングと比べて、簡単で一貫性がある。ＴＤＤタイミ
ングは、より大きいセルの傘下に置かれるか、またはより大きいセルと結合されたエリア
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と空間的に関連するスモールセルのセットに現れる、異なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成によ
って異なる。従って、ＵＣＩ（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫおよびＣＳＩ）を
レポートするためにはＦＤＤセル（より大きいセル）を用いる方がよいであろう。それゆ
えに、ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに対して、たとえＰＣｅｌｌがＴＤＤ
セルであっても、（参照セルとも記される）ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティン
グ・セルとしてＦＤＤセルが設定される。言い換えれば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
レポーティングは、ＦＤＤを用いて設定されたＳＣｅｌｌ上で行われる。ＰＤＳＣＨ　Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・セルまたは参照セルは、ＵＣＩレポーティング・セル（
例えば、ＵＣＩ送信セル）または参照セルであり、従って、ＵＣＩレポーティング・セル
上ですべてのＵＣＩがレポートされる。ＵＣＩは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫおよびチャンネル状
態情報（ＣＳＩ）を含む。ＣＳＩは、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）および／また
はランク指標（ＲＩ：ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）および／またはプレコーディン
グマトリックス識別子（ＰＭＩ：ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ）および／またはプレコーディングタイプ識別子（ＰＴＩ：ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｔｙ
ｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などを含む。
【００５５】
　別の実装では、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・セルまたはＵＣＩレポ
ーティング・セルは、最小Ｃｅｌｌ＿ＩＤをもつＦＤＤセルとして暗黙的に決定される。
加えて、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・セルまたはＵＣＩレポーティン
グ・セルは、物理（ＰＨＹ：ｐｈｙｓｉｃａｌ）層シグナリングによって（例えば、同期
、ブロードキャスト信号、システム情報ブロック（ＳＩＢ：ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）１および／またはＳＩＢメッセージで）設定されてもよい。そ
のうえ、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・セルまたはＵＣＩレポーティン
グ・セルは、上位層シグナリング（例えば、無線リソース制御（ＲＲＣ：ｒａｄｉｏ　ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリング）によって設定されてもよい。それゆえ
に、すべてのセルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、設定されたレポーティング・セル
のＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上でレポートされる。
【００５６】
ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに関わるＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポ
ーティングは、ＦＤＤセルとＴＤＤセルでは別個で独立していてもよい。言い換えれば、
セルは、多重ごとに独立したＰＵＣＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨレポートを維持しても
よい。
【００５７】
　ＴＤＤおよびＦＤＤシステムは、非常に異なるＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエ
ーション・タイミングを有する。また、ＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）フォーマッ
トおよびＣＳＩ評価ならびにレポートについてもかなり違いがある。それゆえに、ハイブ
リッド多重ネットワークにおけるＣＡの実装では、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセルが別個の
独立したＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングおよびＣＳＩフィードバック・メ
カニズムを維持してもよい。例えば、すべてのＦＤＤセルに関わるＰＣｅｌｌ（またはア
ンカーセル）として１つのＦＤＤセルが設定され、すべてのＴＤＤセルに関わるＰＣｅｌ
ｌ（またはアンカーセル）として１つのＴＤＤセルが設定される。ＦＤＤセルは、リリー
ス１０／１１におけるようにＣＡを行い、ＴＤＤセルは、すべてのＴＤＤセルが同じＴＤ
Ｄ　ＵＬ－ＤＬ構成を有する場合にリリース１０におけるようにＣＡを行い、あるいは、
ＴＤＤセルは、ＴＤＤセルに異なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成が用いられる場合にはリリー
ス１１におけるようにＣＡを行う。それゆえに、ＰＣｅｌｌがＦＤＤを用いたマクロセル
であり、ＳＣｅｌｌがＴＤＤを用いたスモールセルであれば、スモールセルは、マクロセ
ルとは別個の独立したＰＵＣＣＨレポーティングを行うことができる。
【００５８】
　ハイブリッド多重ネットワークにおいて、ＰＣｅｌｌは、ＦＤＤセルまたはＴＤＤセル
であってもよい。ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌおよびＴＤＤ　ＰＣｅｌｌがハイブリッド多重ネッ
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トワークにおけるＣＡを行うように設定されたＰＣｅｌｌまたはＳＣｅｌｌであってもよ
い。ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌは、ＦＤＤアンカーセルとしても設定される。そのうえ、ＴＤＤ
　ＰＣｅｌｌは、ＴＤＤアンカーセルとしても設定される。ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ（もしく
はＦＤＤアンカーセル）またはＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ（もしくはＴＤＤアンカーセル）がＰ
ＣｅｌｌまたはセカンダリＰＣｅｌｌであってもよい。
【００５９】
　それゆえに、すべてのＦＤＤセルではＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫをレポートするた
めにＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ上のＰＵＣＣＨが用いられ、すべてのＴＤＤセルではＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をレポートするためにＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ上のＰＵＣＣＨが用い
られる。従って、ハイブリッド多重ネットワークを用いたＣＡでは、ＳＣｅｌｌ上のＰＵ
ＣＣＨレポーティングがサポートされ、所与のＳＣｅｌｌがアンカーセルまたはセカンダ
リセルＰＣｅｌｌとして動作する。
【００６０】
　ＵＣＩ（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報および／またはＣＳＩ）がＦＤＤ
セルのみに関してレポートされるサブフレームでは、ＵＣＩは、ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌのＰ
ＵＣＣＨ上でレポートされる。ＵＣＩ（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報およ
び／またはＣＳＩ）がＴＤＤセルのみに関してレポートされるサブフレームでは、ＵＣＩ
は、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ上でレポートされる。
【００６１】
　同じサブフレームにおいてＦＤＤセルおよびＴＤＤセル上の両方のＰＤＳＣＨ　ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫビットをレポートするために、２つの実装を用いることができる。１つの実装
では、複数のＰＵＣＣＨがＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ（もしくはＦＤＤアンカーセル）およびＴ
ＤＤ　ＰＣｅｌｌ（もしくはＴＤＤアンカーセル）上で同時にレポートされる。別の実装
では、１つだけのＰＵＣＣＨがレポートされ、ＦＤＤおよびＴＤＤセルの両方のＰＤＳＣ
Ｈ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットがＰＣｅｌｌのみのＰＵＣＣＨ上で多重されて、レポートさ
れる。
【００６２】
　ＦＤＤおよびＴＤＤセルでは独立したレポーティングを用いて、ＰＵＳＣＨ上でＰＤＳ
ＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報またはＣＳＩをレポートしてもよい。１つの実装では、すべ
てのＦＤＤセルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報およびＣＳＩは、最小Ｃｅｌｌ＿Ｉ
ＤをもつＦＤＤセルの割り当てられたＰＵＳＣＨ上でレポートされる。すべてのＴＤＤセ
ルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報および／またはＣＳＩも、最小Ｃｅｌｌ＿ＩＤを
もつＴＤＤセルの割り当てられたＰＵＳＣＨ上でレポートされる。別の実装では、ＦＤＤ
セルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報および／またはＣＳＩレポーティング、
ならびにＴＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報および／またはＣＳＩレ
ポーティングが異なるチャネル・フォーマットを用いる。例えば、ＦＤＤセルのＰＤＳＣ
Ｈ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報およびＣＳＩがＰＵＣＣＨ上でレポートされ、ＴＤＤセルのＰ
ＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報およびＣＳＩがＰＵＳＣＨ上でレポートされ、逆もまた
同様である。さらに別の実装では、すべてのＦＤＤおよびＴＤＤセルのＰＤＳＣＨ　ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ情報およびＣＳＩが最小Ｃｅｌｌ＿ＩＤをもつセルの割り当てられたＰＵＳ
ＣＨ上で一緒に多重されて、レポートされる。
【００６３】
　留意すべきは、ＰＣｅｌｌがＦＤＤまたはＴＤＤのいずれに設定されても、ＦＤＤおよ
びＴＤＤセルによる（ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上の）独立したレポーティングを用い
うることである。そのうえ、留意すべきは、ＦＤＤおよびＴＤＤセルによる（ＰＵＣＣＨ
またはＰＵＳＣＨ上の）独立したレポーティングがセルフスケジューリングおよびクロス
キャリアスケジューリングの両方に適用されることである。
【００６４】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法は、以下の利益を提供する。ＦＤＤおよびＴ
ＤＤセルを含むハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡがシームレスに動作する。Ｕ
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ＥによってＦＤＤおよびＴＤＤの両方を用いるときに、リソース利用がフレキシブルであ
る。ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング方法がＴＤＤセルの動的なＵＬ－ＤＬ再構成をサポ
ートする。異なる多重方法を用いたキャリアにより、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で独
立した上りリンク制御情報（ＵＣＩ）レポーティングが行われる。異なる多重方法を用い
たキャリアに対するスタンドアロン動作がサポートされる。ハイブリッドＣＡシナリオで
のＴＤＤセル上のＦＤＤセル・タイミングの使用がサポートされる。加えて、物理（ＰＨ
Ｙ）層シグナリング、暗黙的なシグナリングおよび／または上位層シグナリングによるレ
ポーティング・セル（または参照セル）の実装がサポートされる。
【００６５】
　次に図面を参照して本明細書に開示されるシステムおよび方法の様々な例が記載される
。図面中、同様の参照番号は、機能的に類似した要素を示す。本明細書において図面に一
般的に記載され、説明されるシステムおよび方法は、多種多様に異なった実装に配置し、
かつ設計することができるであろう。従って、図面に表現される、いくつかの実装の以下
のさらに詳細な記載は、特許請求の範囲を限定するものではなく、システムおよび方法を
単に代表するに過ぎない。
【００６６】
　図１は、キャリアアグリゲーションのためのシステムおよび方法が実装された１つ以上
のｅＮＢ１６０および１つ以上のＵＥ１０２の一構成を示すブロック図である。１つ以上
のＵＥ１０２は、１つ以上のアンテナ１２２ａ～ｎを用いて１つ以上のｅＮＢ１６０と通
信する。例えば、ＵＥ１０２は、１つ以上のアンテナ１２２ａ～ｎを用いてｅＮＢ１６０
へ電磁信号を送信し、かつｅＮＢ１６０から電磁信号を受信する。ｅＮＢ１６０は、１つ
以上のアンテナ１８０ａ～ｎを用いてＵＥ１０２と通信する。
【００６７】
　ＵＥ１０２およびｅＮＢ１６０は、相互に通信するために１つ以上のチャネル１１９、
１２１を用いる。例えば、ＵＥ１０２は、１つ以上の上りリンク・チャネル１２１を用い
てｅＮＢ１６０へ情報またはデータを送信する。上りリンク・チャネル１２１の例は、Ｐ
ＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨなどを含む。１つ以上のｅＮＢ１６０も、例として、１つ以上
の下りリンク・チャネル１１９を用いて１つ以上のＵＥ１０２へ情報またはデータを送信
する。下りリンク・チャネル１１９の例は、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨなどを含む。他の種
類のチャネルが用いられてもよい。
【００６８】
　１つ以上のＵＥ１０２のそれぞれは、１つ以上のトランシーバ１１８、１つ以上の復調
器１１４、１つ以上のデコーダ１０８、１つ以上のエンコーダ１５０、１つ以上の変調器
１５４、データバッファ１０４およびＵＥオペレーション・モジュール１２４を含む。例
えば、１つ以上の受信および／または送信経路がＵＥ１０２に実装される。便宜上、ＵＥ
１０２では単一のトランシーバ１１８、デコーダ１０８、復調器１１４、エンコーダ１５
０および変調器１５４のみが示されるが、複数の並列要素（例えば、トランシーバ１１８
、デコーダ１０８、復調器１１４、エンコーダ１５０および変調器１５４）が実装されて
もよい。
【００６９】
　トランシーバ１１８は、１つ以上の受信機１２０および１つ以上の送信機１５８を含む
。１つ以上の受信機１２０は、１つ以上のアンテナ１２２ａ～ｎを用いてｅＮＢ１６０か
ら信号を受信する。例えば、受信機１２０は、１つ以上の受信信号１１６を作り出すため
に信号を受信してダウンコンバートする。１つ以上の受信信号１１６は、復調器１１４へ
供給される。１つ以上の送信機１５８は、１つ以上のアンテナ１２２ａ～ｎを用いてｅＮ
Ｂ１６０へ信号を送信する。例えば、１つ以上の送信機１５８は、１つ以上の変調信号１
５６をアップコンバートして送信する。
【００７０】
　復調器１１４は、１つ以上の復調信号１１２を作り出すために１つ以上の受信信号１１
６を復調する。１つ以上の復調信号１１２は、デコーダ１０８へ供給される。ＵＥ１０２
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は、信号を復号するためにデコーダ１０８を用いる。デコーダ１０８は、１つ以上の復号
信号１０６、１１０を作り出す。例えば、第１のＵＥ複合信号１０６は、受信したペイロ
ード・データを備え、このデータがデータバッファ１０４に記憶される。第２のＵＥ復号
信号１１０は、オーバーヘッド・データおよび／または制御データを備える。例えば、第
２のＵＥ復号信号１１０は、１つ以上のオペレーションを行うためにＵＥオペレーション
・モジュール１２４によって用いられるデータを供給する。
【００７１】
　本明細書では、用語「モジュール」は、特定の要素またはコンポーネントがハードウェ
ア、ソフトウェアまたはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせで実装されることを
意味する。しかしながら、本明細書に「モジュール」として示される任意の要素は、代わ
りにハードウェアで実装されてもよいことに留意すべきである。例えば、ＵＥオペレーシ
ョン・モジュール１２４は、ハードウェア、ソフトウェアまたは両方の組み合わせで実装
されてもよい。
【００７２】
　一般に、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ＵＥ１０２が１つ以上のｅＮＢ１
６０と通信することを可能にする。ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ＵＥ　Ｕ
ＣＩ送信セル確定モジュール１２６、ＵＥ第１セル選択モジュール１２８、ＵＥ下りリン
ク・サブフレーム・アソシエーション確定モジュール１３０およびＵＥ　ＰＤＳＣＨ　Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１３２のうちの１つ以上を含む。
【００７３】
　ＵＥ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１２６は、ＵＥ１０２とｅＮＢ１６０との間でＵ
ＣＩ情報を送信するセルを確定する。ＵＣＩの例は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報
およびＣＳＩを含む。ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤセルまたはＴＤＤセルのいずれであって
もよい。それゆえに、ＵＥ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１２６は、ＦＤＤまたはＴＤ
ＤセルのいずれかであるＵＣＩ送信セルを確定する。１つの実装では、ＵＥ　ＵＣＩ送信
セル確定モジュール１２６は、どのセルがＵＣＩ送信セルであるかを選択する。別の実装
では、ＵＥ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１２６は、どのセルをＵＣＩ送信に用いるべ
きかを（例えば、ｅＮＢ１６０によって）命令する。例えば、ＵＥ１０２は、ＵＣＩ送信
のための１つ以上のセルを指示するインジケータをｅＮＢ１６０から受信する。それに従
って、ＵＥ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１２６は、インジケータに基づいて（例えば
、インジケータによって指示される）ＵＣＩ送信のための１つ以上のセルを確定する。Ｕ
ＣＩ送信セルは、ＵＣＩを送信するためのＵＥ１０２とｅＮＢ１６０との間の通信チャネ
ル１１９、１２１を含む。
【００７４】
　１つの実装では、ＵＥ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１２６は、ＵＣＩ送信セルがＦ
ＤＤセルであることを確定する。一例において、ＵＥ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１
２６は、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤを用いて設定されたＰＣｅｌｌであることを確定する。
この例では、ＵＣＩは、ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡセル（例えば、ＦＤ
Ｄセル（単数または複数）およびＴＤＤセル（単数または複数））のすべてに関して１つ
のセル（例えば、ＰＣｅｌｌ）上でのみ送信される。
【００７５】
　別の実装では、ＵＥ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１２６は、ＵＣＩ送信セルがＦＤ
Ｄレポーティング・セルであることを確定する。例えば、ＰＣｅｌｌがＴＤＤセルであり
、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤを用いて設定されたレポーティング・セルである。
【００７６】
　さらに別の実装では、ＵＥ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１２６は、異なる多重を利
用したＵＣＩ送信セルおよび第２のＵＣＩ送信セルを確定する。例えば、ＵＥ　ＵＣＩ送
信セル確定モジュール１２６は、１つ以上のＦＤＤセルのためのＵＣＩ送信セルを確定し
、かつＵＥ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１２６は、１つ以上のＴＤＤセルのための別
個の第２のＵＣＩ送信セルも確定する。この実装では、ＦＤＤセルのためのＵＣＩ送信セ
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ルは、ＦＤＤアンカーセルであり、ＴＤＤセルのための第２のＵＣＩ送信セルは、ＴＤＤ
アンカーセルである。
【００７７】
　ＵＥ第１セル選択モジュール１２８は、ＦＤＤおよびＴＤＤキャリアアグリゲーション
のためのセルを選択する。１つの実装では、ＵＥ第１セル選択モジュール１２８は、ＣＡ
を行う際にＵＣＩ送信セルが含まれるＴＤＤセルを選択する。代わりに、ＵＥ第１セル選
択モジュール１２８は、ＣＡを行う際にＵＣＩ送信セルが含まれるＦＤＤセルを選択する
。いくつか実装において、ＵＥ第１セル選択モジュール１２８は、ＦＤＤおよびＴＤＤキ
ャリアアグリゲーションのためのセルを指示する（ｅＮＢ１６０からの）インジケータに
基づいて、ＦＤＤおよびＴＤＤキャリアアグリゲーションのためのセルを確定する。
【００７８】
　ＵＥ下りリンク・サブフレーム・アソシエーション確定モジュール１３０は、ＵＣＩ送
信セルの少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームを指示する、第１セルに
関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを確定する。下りリンク・
サブフレーム・アソシエーションのセットは、ＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームに対
応するタイミング（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション）を含む。
いくつかの実装において、ＵＥ下りリンク・サブフレーム・アソシエーション確定モジュ
ール１３０は、下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを指示する（ｅＮ
Ｂ１６０からの）インジケータに基づいて下りリンク・サブフレーム・アソシエーション
のセットを確定する。
【００７９】
　１つの実装では、ＵＥ下りリンク・サブフレーム・アソシエーション確定モジュール１
３０は、第１セルに関わる下りリンク・アソシエーションのセットがＵＣＩ送信セルのＰ
ＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを含むことを確定する。例えば、ＵＣＩ送信セル
がＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１セルは、ＦＤＤセルのアソシ
エーション・タイミングに従う。
【００８０】
　別の実装では、ＵＥ下りリンク・サブフレーム・アソシエーション確定モジュール１３
０は、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットが第１セ
ルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを維持することを含むことを確定する。例
えば、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１セルは
、それ自体のＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを維持する。それゆえに、第１セ
ルは、図５および図６に関連して以下に記載されるようにＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成を用い
る。
【００８１】
　ＵＥ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１３２は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ情報をＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで送信する。例えば、
ＵＥ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１３２は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ情報を下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットに対応するＵＣＩ送信上
りリンク・サブフレームで送信する。例として、ＵＥ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモ
ジュール１３２は、下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットに基づいて、
ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をいつ送信すべきか、いつすべきでないかを送信機（
単数または複数）１５８に通知する。
【００８２】
　１つの実装では、ＵＥ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１３２は、ＰＤＳＣ
Ｈ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を１つのセルのみのＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で送信する
。例えば、ＵＥ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１３２は、（第１セルを含む
）すべてのセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を、ＦＤＤセルであるＵＣＩ
送信セルのＰＵＣＣＨ上で送信する。
【００８３】
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　別の実装では、ＵＥ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１３２は、ＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を複数のセルへ送信する。例えば、ＦＤＤおよびＴＤＤセルが別
個のＵＣＩ送信セルを有するところでは、ＵＥ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュー
ル１３２は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信上りリンク・サブフレーム
でＦＤＤセルのためのＵＣＩ送信セルへ、およびＴＤＤセルのための第２のＵＣＩ送信セ
ルへ送信する。言い換えれば、ＦＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は
、ＵＣＩ送信セルによって送信され、ＴＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
情報は、第２のＵＣＩ送信セルによって送信される。
【００８４】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１４８を１つ以上の受信機１２０に提
供する。例えば、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、再信号をいつ受信すべきか
を受信機（単数または複数）１２０に通知する。
【００８５】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１３８を復調器１１４に提供する。例
えば、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ｅＮＢ１６０からの送信に予想される
変調パターンを復調器１１４に通知する。
【００８６】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１３６をデコーダ１０８に提供する。
例えば、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ｅＮＢ１６０からの送信に予想され
る符号化法をデコーダ１０８に通知する。
【００８７】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１４２をエンコーダ１５０に提供する
。情報１４２は、符号化すべきデータおよび／または符号化のための命令を含む。例えば
、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、送信データ１４６および／または他の情報
１４２を符号化するようにエンコーダ１５０に命令する。他の情報１４２は、ＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を含む。
【００８８】
　エンコーダ１５０は、送信データ１４６および／またはＵＥオペレーション・モジュー
ル１２４によって提供された他の情報１４２を符号化する。例えば、データ１４６および
／または他の情報１４２の符号化は、誤り検出および／または訂正符号化、送信のための
空間、時間および／または周波数リソースへのデータのマッピング、多重化などを伴う。
エンコーダ１５０は、符号化データ１５２を変調器１５４へ供給する。
【００８９】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１４４を変調器１５４に提供する。例
えば、ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、ｅＮＢ１６０への送信に用いられるこ
とになる変調型（例えば、コンステレーション・マッピング）を変調器１５４に通知する
。変調器１５４は、１つ以上の変調信号１５６を１つ以上の送信機１５８へ供給するため
に符号化データ１５２を変調する。
【００９０】
　ＵＥオペレーション・モジュール１２４は、情報１４０を１つ以上の送信機１５８に提
供する。この情報１４０は、１つ以上の送信機１５８に対する命令を含む。例えば、ＵＥ
オペレーション・モジュール１２４は、信号をｅＮＢ１６０へいつ送信すべきかを１つ以
上の送信機１５８に命令する。いくつかの構成において、これは、ＵＥ下りリンク・サブ
フレーム・アソシエーション確定モジュール１３０に基づく（例えば、ＵＬ－ＤＬ構成に
基づく）。例として、１つ以上の送信機１５８は、ＵＬサブフレームの間に送信する。１
つ以上の送信機１５８は、１つ以上のｅＮＢ１６０へ変調信号（単数または複数）１５６
をアップコンバートして送信する。
【００９１】
　ｅＮＢ１６０は、１つ以上のトランシーバ１７６、１つ以上の復調器１７２、１つ以上
のデコーダ１６６、１つ以上のエンコーダ１０９、１つ以上の変調器１１３、データバッ
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ファ１６２およびｅＮＢオペレーション・モジュール１８２を含む。例えば、１つ以上の
受信および／または送信経路がｅＮＢ１６０で実装される。便宜上、ｅＮＢ１６０では単
一のトランシーバ１７６、デコーダ１６６、復調器１７２、エンコーダ１０９および変調
器１１３のみが示されるが、複数の並列要素（例えば、トランシーバ１７６、デコーダ１
６６、復調器１７２、エンコーダ１０９および変調器１１３）が実装されてもよい。
【００９２】
　トランシーバ１７６は、１つ以上の受信機１７８および１つ以上の送信機１１７を含む
。１つ以上の受信機１７８は、１つ以上のアンテナ１８０ａ～ｎを用いてＵＥ１０２から
信号を受信する。例えば、受信機１７８は、１つ以上の受信信号１７４を作り出すために
信号を受信してダウンコンバートする。１つ以上の受信信号１７４は、復調器１７２へ供
給される。１つ以上の送信機１１７は、１つ以上のアンテナ１８０ａ～ｎを用いてＵＥ１
０２へ信号を送信する。例えば、１つ以上の送信機１１７は、１つ以上の変調信号１１５
をアップコンバートして送信する。
【００９３】
　復調器１７２は、１つ以上の復調信号１７０を作り出すために１つ以上の受信信号１７
４を復調する。１つ以上の復調信号１７０は、デコーダ１６６へ供給される。ｅＮＢ１６
０は、信号を復号するためにデコーダ１６６を用いる。デコーダ１６６は、１つ以上の復
号信号１６４、１６８を作り出す。例えば、第１のｅＮＢ復号信号１６４は、データバッ
ファ１６２に記憶される、受信したペイロード・データを備える。第２のｅＮＢ復号信号
１６８は、オーバーヘッド・データおよび／または制御データを備える。例えば、第２の
ｅＮＢ復号信号１６８は、１つ以上のオペレーションを行うためにｅＮＢオペレーション
・モジュール１８２によって用いられるデータ（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
情報）を供給する。
【００９４】
　一般に、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、ｅＮＢ１６０が１つ以上のＵＥ
１０２と通信することを可能にする。ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、ｅＮ
Ｂ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１９４、ｅＮＢ第１セル選択モジュール１９６、ｅＮ
Ｂ下りリンク・サブフレーム・アソシエーション確定モジュール１９８およびｅＮＢ　Ｐ
ＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１０７のうちの１つ以上を含む。
【００９５】
　ｅＮＢ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１９４は、ＵＥ１０２とｅＮＢ１６０との間で
ＵＣＩ情報を送信するセルを確定する。ＵＣＩの例は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫお
よびＣＳＩを含む。ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤセルまたはＴＤＤセルのいずれであっても
よい。それゆえに、ｅＮＢ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１９４は、ＦＤＤまたはＴＤ
ＤセルのいずれかであるＵＣＩ送信セルを確定する。１つの実装では、ｅＮＢ　ＵＣＩ送
信セル確定モジュール１９４は、どのセルがＵＣＩ送信セルであるかを選択する。別の実
装では、ｅＮＢ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１９４は、どのセルがＵＣＩ送信セルで
あるかを（例えば、ＵＥ１０２に）命令する。例えば、ｅＮＢ　ＵＣＩ送信セル確定モジ
ュール１９４は、ＵＣＩ送信のための１つ以上のセルを指示するインジケータを生成して
送信する。ＵＣＩ送信セルは、ＵＣＩを送信するためのＵＥ１０２とｅＮＢ１６０との間
の通信チャネル１１９、１２１を含む。
【００９６】
　１つの実装では、ｅＮＢ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１９４は、ＵＣＩ送信セルが
ＦＤＤセルであることを確定する。加えて、ｅＮＢ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１９
４は、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤを用いて設定されたＰＣｅｌｌであることを確定する。こ
の実装では、ＵＣＩは、ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡセル（例えば、ＦＤ
ＤセルおよびＴＤＤセル）のすべてに関して１つだけのセル（例えば、ＰＣｅｌｌ）上で
のみ受信される。
【００９７】
　別の実装では、ｅＮＢ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１９４は、ＵＣＩ送信セルがＦ
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ＤＤレポーティング・セルであることを確定する。例えば、ＰＣｅｌｌは、ＴＤＤセルで
あり、ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤを用いて設定されたレポーティング・セルである。
【００９８】
　さらに別の実装では、ｅＮＢ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１９４は、異なる多重を
利用したＵＣＩ送信セルおよび第２のＵＣＩ送信セルを確定する。例えば、ｅＮＢ　ＵＣ
Ｉ送信セル確定モジュール１９４は、１つ以上のＦＤＤセルのためのＵＣＩ送信セルを確
定し、かつｅＮＢ　ＵＣＩ送信セル確定モジュール１９４は、１つ以上のＴＤＤセルのた
めの別個の第２のＵＣＩ送信セルも確定する。この実装では、ＦＤＤセルのためのＵＣＩ
送信セルは、ＦＤＤアンカーセルであり、ＴＤＤセルのための第２のＵＣＩ送信セルは、
ＴＤＤアンカーセルである。
【００９９】
　ｅＮＢ第１セル選択モジュール１９６は、ＦＤＤおよびＴＤＤキャリアアグリゲーショ
ンのためのセルを選択する。１つの実装では、ｅＮＢ第１セル選択モジュール１９６は、
ＣＡを行う際にＵＣＩ送信セルが含まれるＴＤＤセルを選択する。代わりに、ｅＮＢ第１
セル選択モジュール１９６は、ＣＡを行う際にＵＣＩ送信セルが含まれるＦＤＤセルを選
択してもよい。いくつかの実装において、ｅＮＢ第１セル選択モジュール１９６は、ＦＤ
ＤおよびＴＤＤキャリアアグリゲーションのためのセルを指示する（ＵＥ１０２への）イ
ンジケータを生成して送信する。
【０１００】
　ｅＮＢ下りリンク・サブフレーム・アソシエーション確定モジュール１９８は、ＵＣＩ
送信セルの少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームを指示する、第１セル
に関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを確定する。下りリンク
・サブフレーム・アソシエーションのセットは、ＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームに
対応するタイミング（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション）を含む
。いくつかの実装において、ｅＮＢ下りリンク・サブフレーム・アソシエーション確定モ
ジュール１９８は、下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを指示する（
ＵＥ１０２への）インジケータを生成して送信する。
【０１０１】
　１つの実装では、ｅＮＢ下りリンク・サブフレーム・アソシエーション確定モジュール
１９８は、第１セルに関わる下りリンク・アソシエーションのセットがＵＣＩ送信セルの
ＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを含むことを確定する。例えば、ＵＣＩ送信セ
ルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１セルは、ＦＤＤセルのアソ
シエーション・タイミングに従う。
【０１０２】
　別の実装では、ｅＮＢ下りリンク・サブフレーム・アソシエーション確定モジュール１
９８は、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットが第１
セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを維持することを含むことを確定する。
例えば、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１セル
は、それ自体のＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを維持する。それゆえに、第１
セルは、図５および図６に関連して以下に記載されるようにＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成を用
いる。
【０１０３】
　ｅＮＢ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１０７は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで受信する。例えば
、ｅＮＢ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１０７は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ情報を下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットに対応するＵＣＩ送
信上りリンク・サブフレームで受信する。例として、ｅＮＢ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫモジュール１０７は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を下りリンク・サブフレー
ム・アソシエーションのセットに基づいて、いつ受信すべきか、いつすべきでないかを受
信機（単数または複数）１７８に通知する。
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【０１０４】
　１つの実装では、ｅＮＢ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１０７は、ＰＤＳ
ＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を１つのセルのみのＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で受信す
る。例えば、ｅＮＢ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１０７は、（第１セルを
含む）すべてのセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＦＤＤセルであるＵＣ
Ｉ送信セルのＰＵＣＣＨ上で受信する。
【０１０５】
　別の実装では、ｅＮＢ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモジュール１０７は、ＰＤＳＣ
Ｈ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を複数のセル上で受信する。例えば、ＦＤＤおよびＴＤＤセル
が別個のＵＣＩ送信セルを有するところでは、ｅＮＢ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫモ
ジュール１０７は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＦＤＤセルのためのＵＣＩ送信
セルおよび／またはＴＤＤセルのための第２のＵＣＩ送信セルにおけるＵＣＩ送信上りリ
ンク・サブフレームで同時に受信する。
【０１０６】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１９０を１つ以上の受信機１７８に
提供する。例えば、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、下りリンク・サブフレ
ーム・アソシエーションのセットに基づいて、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をいつ
受信すべきか、いつすべきでないかを受信機（単数または複数）１７８に通知する。
【０１０７】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１８８を復調器１７２に提供する。
例えば、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、ＵＥ（単数または複数）１０２か
らの送信に予想される変調パターンを復調器１７２に通知する。
【０１０８】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１８６をデコーダ１６６に提供する
。例えば、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、ＵＥ（単数または複数）１０２
からの送信に予想される符号化法をデコーダ１６６に通知する。
【０１０９】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１０１をエンコーダ１０９に提供す
る。情報１０１は、符号化すべきデータおよび／または符号化のための命令を含む。例え
ば、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、送信データ１０５および／または他の
情報１０１を符号化するようにエンコーダ１０９に命令する。
【０１１０】
　エンコーダ１０９は、ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２によって供給された送
信データ１０５および／または他の情報１０１を符号化する。例えば、データ１０５およ
び／または他の情報１０１の符号化は、誤り検出および／または訂正符号化、送信のため
の空間、時間および／または周波数リソースへのデータのマッピング、多重化などを伴う
。エンコーダ１０９は、符号化データ１１１を変調器１１３へ供給する。送信データ１０
５は、ＵＥ１０２へ伝えられることになるネットワーク・データを含む。
【０１１１】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１０３を変調器１１３に提供する。
この情報１０３は、変調器１１３に対する命令を含む。例えば、ｅＮＢオペレーション・
モジュール１８２は、ＵＥ（単数または複数）１０２への送信に用いるための変調型（例
えば、コンステレーション・マッピング）を変調器１１３に通知する。変調器１１３は、
１つ以上の変調信号１１５を１つ以上の送信機１１７へ供給するために符号化データ１１
１を変調する。
【０１１２】
　ｅＮＢオペレーション・モジュール１８２は、情報１９２を１つ以上の送信機１１７に
提供する。この情報１９２は、１つ以上の送信機１１７に対する命令を含む。例えば、ｅ
ＮＢオペレーション・モジュール１８２は、信号をＵＥ（単数または複数）１０２へいつ
送信すべきか（または、いつすべきでないか）を１つ以上の送信機１１７に命令する。い
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くつかの実装において、これは、ＵＬ－ＤＬ構成に基づく。１つ以上の送信機１１７は、
変調信号（単数または複数）１１５を１つ以上のＵＥ１０２へアップコンバートして送信
する。
【０１１３】
　留意すべきは、ＤＬサブフレームがｅＮＢ１６０から１つ以上のＵＥ１０２へ送信され
、ＵＬサブフレームが１つ以上のＵＥ１０２からｅＮＢ１６０へ送信されることである。
そのうえ、ｅＮＢ１６０も１つ以上のＵＥ１０２も標準スペシャルサブフレームでデータ
を送信する。
【０１１４】
　留意すべきは、ｅＮＢ（単数または複数）１６０およびＵＥ（単数または複数）１０２
に含まれる要素またはその部分の１つ以上がハードウェアで実装されてもよいことである
。例えば、これらの要素またはその部分の１つ以上は、チップ、回路素子またはハードウ
ェア・コンポーネントなどとして実装されてもよい。本明細書に記載される機能または方
法の１つ以上は、ハードウェアで実装されてもよく、および／またはハードウェアを用い
て行われてもよいことにも留意すべきである。例えば、本明細書に記載される方法の１つ
以上は、チップセット、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、大規模集積回路（ＬＳＩ：
ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）または集積回路など
で実装されてもよく、および／またはそれらを用いて実現されてもよい。
【０１１５】
　図２は、ＵＥ１０２によってキャリアアグリゲーションを行うための方法２００の一実
装を示すフロー図である。ＵＥ１０２は、少なくとも１つのＦＤＤセルおよび少なくとも
１つのＴＤＤセルをもつワイヤレス通信ネットワークにおけるＵＣＩ送信セルを確定する
（ステップ２０２）。例えば、ワイヤレス通信ネットワークは、１つ以上のＦＤＤセルお
よび１つ以上のＴＤＤセルを用いてキャリアアグリゲーションが行われるハイブリッド多
重ネットワークである。加えて、１つの実装では、ワイヤレス通信ネットワークは、ＬＴ
Ｅネットワークである。ＵＣＩは、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報およびＣＳＩのう
ちの１つ以上を含む。ＵＣＩ送信セルは、ＵＣＩを送信するためのＵＥ１０２とｅＮＢ１
６０との間の通信チャネル１１９、１２１を含む。ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤセルまたは
ＴＤＤセルのいずれであってもよい。それゆえに、ＵＥ１０２は、ＦＤＤまたはＴＤＤセ
ルのいずれかであるＵＣＩ送信セルを確定する（ステップ２０２）。いくつかの実装にお
いて、ＵＥ１０２は、ＵＣＩ送信セルを指示する、ｅＮＢ１６０から受信したインジケー
タに基づいてこの確定（ステップ２０２）を行う。
【０１１６】
　１つの実装では、ＵＥは、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであることを確定する（ステッ
プ２０２）。例えば、ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤを用いて設定されたマクロセルであるＰ
Ｃｅｌｌである。この実装では、ＵＣＩは、ハイブリッド多重ネットワークにおけるセル
（例えば、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセル）のすべてに関して１つのセル（例えば、ＰＣｅ
ｌｌ）上でのみレポートされる。ＵＣＩは、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ上でレポートされる
。あるいは、ＵＣＩは、最小Ｃｅｌｌ＿ＩＤをもつ割り当てられたセルのＰＵＳＣＨ上で
レポートされてもよい。
【０１１７】
　別の実装では、ＵＥは、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤレポーティング・セルであることを確
定する（ステップ２０２）。例えば、ＰＣｅｌｌは、ＴＤＤセルであるが、ＵＣＩ送信セ
ルは、ＦＤＤを用いて設定されたレポーティング・セルであることが確定される（ステッ
プ２０２）。それゆえに、この実装では、ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤを用いて設定された
ＳＣｅｌｌである。
【０１１８】
　さらに別の実装では、ＵＥ１０２は、ＦＤＤセルのためのＵＣＩ送信セルを確定し（ス
テップ２０２）、かつＵＥ１０２は、ＴＤＤセルのための別個の第２のＵＣＩ送信セルも
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確定する（ステップ２０２）。例えば、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセルは、独立したＵＣＩ
レポートを維持する。この実装では、ＵＥ１０２は、ＦＤＤアンカーセルがＦＤＤセルの
ためのＵＣＩ送信セルであることを確定する（ステップ２０２）。ＦＤＤアンカーセルは
、ＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌまたはセカンダリＰＣｅｌｌであってもよい。ＵＥ１０２は、
ＴＤＤアンカーセルがＴＤＤセルのための第２のＵＣＩ送信セルであることも確定する（
ステップ２０２）。ＴＤＤアンカーセルは、ＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌまたはセカンダリＰ
Ｃｅｌｌであってもよい。
【０１１９】
　ＵＥ１０２は、ＦＤＤおよびＴＤＤキャリアアグリゲーションのための第１セルを選択
する（ステップ２０４）。例えば、ＵＥ１０２は、キャリアアグリゲーションのための第
１セルとしてＦＤＤセルまたはＴＤＤセルを選択する（ステップ２０４）。第１セルは、
ＰＣｅｌｌまたはＳＣｅｌｌであってもよい。加えて、第１セルは、ＵＣＩ送信セルと同
じセルであってもよく、または第１セルは、ＵＣＩ送信セルと異なるセルであってもよい
。いくつかの実装において、ＵＥ１０２は、ｅＮＢ１６０から受信した、ＦＤＤおよびＴ
ＤＤキャリアアグリゲーションのための第１セルを指示するインジケータに基づいてこの
選択（ステップ２０４）を行う。
【０１２０】
　ＵＥ１０２は、ＵＣＩ送信セルの少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレー
ムを指示する、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセット
を確定する（ステップ２０６）。下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセット
は、図５、図６および図７と関連して以下に記載されるように、少なくとも１つの対応す
るＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームのためのタイミング（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫアソシエーション）を含む。いくつかの実装において、ＵＥ１０２は、下り
リンク・サブフレーム・アソシエーションのセットを指示する、ｅＮＢ１６０から受信し
たインジケータに基づいてこの確定（ステップ２０６）を行う。
【０１２１】
　１つの実装では、ＵＥ１０２は、第１セルに関わる下りリンク・アソシエーションのセ
ットがＵＣＩ送信セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを含むことを確定する
（ステップ２０６）。例えば、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセ
ルであれば、第１セルは、ＦＤＤセルのアソシエーション・タイミングに従う。言い換え
れば、ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに関わるＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋレポーティングの際に、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１セルは、ＦＤＤセルのア
ソシエーション・タイミングに従う。
【０１２２】
　別の実装では、ＵＥ１０２は、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエ
ーションのセットが第１セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを維持すること
を含むことを確定する（ステップ２０６）。例えば、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり
、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１セルは、それ自体のＰＤＳＣＨアソシエーション
・タイミングを維持する。例として、第１セルは、図５および図６に関連して以下に記載
されるようにＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成を用いる。
【０１２３】
　この実装では、第１セルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは、ＵＣＩ送信セルに
おけるＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で多重されて、レポートされる。代わりに、ＦＤＤ
セルおよびＴＤＤセルは、それら自体のＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングによる
独立したレポーティング・メカニズムを維持してもよい。
【０１２４】
　ＵＥ１０２は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上り
リンク・サブフレームで送信する（ステップ２０８）。例えば、ＵＥ１０２は、ＰＤＳＣ
Ｈ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を下りリンク・サブフレーム・アソシエーションの確定された
（ステップ２０６）セットに対応するＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで送信する（
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ステップ２０８）。
【０１２５】
　１つの実装では、ＵＥ１０２は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を１つのセルのみ
のＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で送信する（ステップ２０８）。例えば、ＵＣＩ送信セ
ルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤであり、第１セルに関わる下りリンク・サブフ
レーム・アソシエーションのセットがＵＣＩ送信セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タ
イミングを含む場合、ＵＥ１０２は、ＴＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
情報をＦＤＤセルのＵＬ（例えば、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ）で送信する（ステップ
２０８）。ＦＤＤセル上のすべてのサブフレームでＤＬが利用できるため、ＴＤＤセル上
のＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、常に、ＦＤＤセルの対応するＵＬ上でレポートされ
る。
【０１２６】
　ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤであるが、第１セルに関わる下
りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットが第１セルのＰＤＳＣＨアソシエー
ション・タイミングを維持することを含む、別の実装では、ＵＥ１０２は、やはりＰＤＳ
ＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を１つのセルのみのＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で送信す
る（ステップ２０８）。この実装では、セルごとのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は
、それ自体のソシエーション・タイミングに基づいて生成される。例えば、ＴＤＤセルは
、図５に関連して記載されるようなＴＤＤ　ＤＬ－ＵＬ構成に従い、ＦＤＤセルは、図７
に関連して記載されるようなアソシエーション・タイミングを従う。それゆえに、第１セ
ルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、第１セルのアソシエーション・タイミ
ングに従って生成される。加えて、第１セルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報
は、ＵＥ１０２によりＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで多重され
て、送信される（ステップ２０８）。言い換えれば、ＵＥ１０２は、ＴＤＤセルに関する
ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＦＤＤセルのＵＬ（例えば、ＰＵＣＣＨまたはＰＵ
ＳＣＨ）で送信する（ステップ２０８）。
【０１２７】
　ＦＤＤセルがＵＣＩ送信セルを有し、ＴＤＤセルが第２のＵＣＩ送信セルを有する、さ
らに別の実装では、ＵＥ１０２は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信上り
リンク・サブフレームで１つ以上のセルへ送信する（ステップ２０８）。例えば、上記の
ように、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセルは、独立したＵＣＩレポートを維持する。この場合
、ＦＤＤセルは、ＵＣＩ送信セル（例えば、ＦＤＤアンカーセル）を含み、ＴＤＤセルは
、第２のＵＣＩ送信セル（例えば、ＴＤＤアンカーセル）を含む。複数のＰＵＣＣＨおよ
びＰＵＳＣＨがＦＤＤアンカーセルおよびＴＤＤアンカーセル上で同時にレポートされる
。ＵＥ１０２は、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情
報をＵＣＩ送信セルまたは第２のＵＣＩ送信セルに対応するＵＣＩ送信上りリンク・サブ
フレームで同時に送信する（ステップ：２０８）。代わりに、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセ
ルの両方に関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報が１つのセル（例えば、ＰＣｅｌｌ
）のＵＬ（例えば、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ）で多重されて、送信されてもよい（ス
テップ：２０８）。
【０１２８】
　図３は、ｅＮＢ１６０によってキャリアアグリゲーションを行うための方法３００の一
実装を示すフロー図である。ｅＮＢ１６０は、少なくとも１つのＦＤＤセルおよび少なく
とも１つのＴＤＤセルをもつワイヤレス通信ネットワークにおけるＵＣＩ送信セルを確定
する（ステップ３０２）。例えば、ワイヤレス通信ネットワークは、１つ以上のＦＤＤセ
ルおよび１つ以上のＴＤＤセルを用いてキャリアアグリゲーションが行われるハイブリッ
ド多重ネットワークである。加えて、１つの実装では、ワイヤレス通信ネットワークは、
ＬＴＥネットワークである。ＵＣＩは、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報およびＣＳＩ
のうちの１つ以上を含む。ＵＣＩ送信セルは、ＵＣＩを送信するためのｅＮＢ１６０とＵ
Ｅ１０２との間の通信チャネル１１９、１２１を含む。ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤセルま
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たはＴＤＤセルのいずれであってもよい。それゆえに、ｅＮＢ１６０は、ＦＤＤまたはＴ
ＤＤセルのいずれかであるＵＣＩ送信セルを確定する（ステップ３０２）。いくつかの実
装において、ｅＮＢ１６０は、ＵＣＩ送信セルを指示するこの確定（ステップ３０２）に
基づいてインジケータを生成して送信する。
【０１２９】
　１つの実装では、ＵＥは、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであることを確定する（ステッ
プ３０２）。例えば、ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤを用いて設定されたマクロセルであるＰ
Ｃｅｌｌである。この実装では、ＵＣＩは、ハイブリッド多重ネットワークにおけるセル
（例えば、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセル）のすべてに関して１つのセル（例えば、ＰＣｅ
ｌｌ）上でのみレポートされる。ＵＣＩは、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ上でレポートされる
。代わりに、ＵＣＩは、最小Ｃｅｌｌ＿ＩＤをもつ割り当てられたセルのＰＵＳＣＨ上で
レポートされてもよい。
【０１３０】
　別の実装では、ＵＥは、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤレポーティング・セルであることを確
定する（ステップ３０２）。例えば、ＰＣｅｌｌは、ＴＤＤセルであるが、ＵＣＩ送信セ
ルは、ＦＤＤを用いて設定されたレポーティング・セルであることが確定される（ステッ
プ３０２）。それゆえに、この実装では、ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤを用いて設定された
ＳＣｅｌｌである。
【０１３１】
　さらに別の実装では、ｅＮＢ１６０は、ＦＤＤセルのためのＵＣＩ送信セルを確定し（
ステップ３０２）、ｅＮＢ１６０は、ＴＤＤセルのための別個の第２のＵＣＩ送信セルも
確定する（ステップ３０２）。例えば、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセルは、独立したＵＣＩ
レポートを維持する。この実装では、ｅＮＢ１６０は、ＦＤＤアンカーセルがＦＤＤセル
のためのＵＣＩ送信セルであることを確定する（ステップ３０２）。ＦＤＤアンカーセル
は、ＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌまたはセカンダリＰＣｅｌｌであってもよい。ｅＮＢ１６０
は、ＴＤＤアンカーセルがＴＤＤセルのための第２のＵＣＩ送信セルであることも確定す
る（ステップ３０２）。ＴＤＤアンカーセルは、ＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌまたはセカンダ
リＰＣｅｌｌであってもよい。
【０１３２】
　ｅＮＢ１６０は、ＦＤＤおよびＴＤＤキャリアアグリゲーションのための第１セルを選
択する（ステップ３０４）。例えば、ｅＮＢ１６０は、キャリアアグリゲーションのため
の第１セルとしてＦＤＤセルまたはＴＤＤセルを選択する（ステップ３０４）。第１セル
は、ＰＣｅｌｌまたはＳＣｅｌｌであってもよい。いくつか実装において、ｅＮＢ１６０
は、ＦＤＤおよびＴＤＤキャリアアグリゲーションのための第１セルを指示するこの選択
（ステップ３０４）に基づいてインジケータを生成して送信する。
【０１３３】
　ｅＮＢ１６０は、ＵＣＩ送信セルの少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレ
ームを指示する、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセッ
トを確定する（ステップ３０６）。下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセッ
トは、図５、図６および図７と関連して以下に記載されるように、少なくとも１つの対応
するＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームのためのタイミング（例えば、アソシエーショ
ン・タイミング）を含む。いくつかの実装において、ｅＮＢ１６０は、下りリンク・サブ
フレーム・アソシエーションのセットを指示するこの確定（ステップ３０６）に基づいて
インジケータを生成して送信する。
【０１３４】
　１つの実装では、ｅＮＢ１６０は、第１セルに関わる下りリンク・アソシエーションの
セットがＵＣＩ送信セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを含むことを確定す
る（ステップ３０６）。例えば、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤ
セルであれば、第１セルは、ＦＤＤセルのアソシエーション・タイミングに従う。言い換
えれば、ハイブリッド多重ネットワークにおけるＣＡに関わるＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－Ａ
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ＣＫレポーティングの際に、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１セルは、ＦＤＤセルの
アソシエーション・タイミングに従う。
【０１３５】
　別の実装では、ｅＮＢ１６０は、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシ
エーションのセットが第１セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを維持するこ
とを含むことを確定する（ステップ３０６）。例えば、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであ
り、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１セルは、それ自体のＰＤＳＣＨアソシエーショ
ン・タイミングを維持する。例として、第１セルは、図５および図６に関連して以下に記
載されるようにＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成を用いる。
【０１３６】
　この実装では、第１セルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは、ＵＣＩ送信セルに
おけるＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で多重されて、報告される。代わりに、ＦＤＤセル
およびＴＤＤセルは、それら自体のＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングによる独立
したレポーティング・メカニズムを維持してもよい。
【０１３７】
　ｅＮＢ１６０は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上
りリンク・サブフレームで受信する（ステップ３０８）。例えば、ｅＮＢ１６０は、ＰＤ
ＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を下りリンク・サブフレーム・アソシエーションの確定さ
れた（ステップ３０６）セットに対応するＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで受信す
る（ステップ３０８）。
【０１３８】
　１つの実装では、ｅＮＢ１６０は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を１つのセルの
みのＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で受信する（ステップ３０８）。例えば、ＵＣＩ送信
セルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤであり、第１セルに関わる下りリンク・サブ
フレーム・アソシエーションのセットがＵＣＩ送信セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・
タイミングを含む場合、ｅＮＢ１６０は、ＴＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ情報をＦＤＤセルのＵＬ（例えば、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ）で受信する（ステ
ップ３０８）。ＦＤＤセル上のすべてのサブフレームでＤＬが利用できるため、ＴＤＤセ
ル上のＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、常に、ＦＤＤセルの対応するＵＬ上でレポート
される。
【０１３９】
　ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤであるが、第１セルに関わる下
りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットが第１セルのＰＤＳＣＨアソシエー
ション・タイミングを維持することを含む、別の実装では、ｅＮＢ１６０は、ＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をやはり１つのセルのみのＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で受信
する（ステップ３０８）。この実装では、セルごとのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報
は、それ自体のソシエーション・タイミングに基づいて生成される。例えば、ＴＤＤセル
は、図５に関連して記載されるようなＴＤＤ　ＤＬ－ＵＬ構成に従い、ＦＤＤセルは、図
７に関連して記載されるようなアソシエーション・タイミングに従う。それゆえに、第１
セルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、第１セルのアソシエーション・タイ
ミングに従って生成される。加えて、第１セルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情
報は、ｅＮＢ１６０によりＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで多重
されて、受信される（ステップ３０８）。言い換えれば、ｅＮＢ１６０は、ＴＤＤセルに
関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＦＤＤセルのＵＬ（例えば、ＰＵＣＣＨまた
はＰＵＳＣＨ）で受信する（ステップ３０８）。
【０１４０】
　ＦＤＤセルがＵＣＩ送信セルを有し、ＴＤＤセルが第２のＵＣＩ送信セルを有する、さ
らに別の実装では、ｅＮＢ１６０は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を１つ以上のセ
ルへのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームで受信する（ステップ３０８）。例えば、上
記のように、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセルは、独立したＵＣＩレポートを維持する。この
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場合、ＦＤＤセルは、ＵＣＩ送信セル（例えば、ＦＤＤアンカーセル）を含み、ＴＤＤセ
ルは、第２のＵＣＩ送信セル（例えば、ＴＤＤアンカーセル）を含む。複数のＰＵＣＣＨ
およびＰＵＳＣＨがＦＤＤアンカーセルおよびＴＤＤアンカーセル上で同時にレポートさ
れる。ｅＮＢ１６０は、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ情報をＵＣＩ送信セルまたは第２のＵＣＩ送信セルに対応するＵＣＩ送信上りリンク
・サブフレームで同時に受信する（ステップ：３０８）。代わりに、ＦＤＤセルおよびＴ
ＤＤセルの両方に関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報が１つのセル（例えば、ＰＣ
ｅｌｌ）のＵＬ（例えば、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ）で多重されて、受信されてもよ
い（ステップ：３０８）。
【０１４１】
　図４は、本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って用いられる無線フレーム４
３５の一例を示す図である。この無線フレーム４３５構造はＴＤＤ構造を示す。各無線フ
レーム４３５は、
Ｔｆ＝３０７２００・Ｔｓ＝１０
ｍｓの長さを有し、ここでＴｆは無線フレーム４３５の継続時間であり、Ｔｓは、
１／（１５０００×２０４８）
秒に等しい時間単位である。無線フレーム４３５は、
１５３６００・Ｔｓ＝５
ｍｓの長さをそれぞれが有する２つのハーフフレーム４３３を含む。各ハーフフレーム４
３３は、
３０７２０・Ｔｓ＝１
ｍｓの長さをそれぞれが有する５つのサブフレーム４２３ａ～ｅ、４２３ｆ～ｊを含む。
【０１４２】
　（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１における表４．２－２からの）下の表（１）にＴＤＤ　
ＵＬ－ＤＬ構成０～６が示される。下りリンクから上りリンクへの切り替えポイント周期
が５ミリ秒（ｍｓ）および１０ｍｓの両方のＵＬ－ＤＬ構成がサポートされる。特に、下
の表（１）に示されるように、３ＧＰＰ仕様では７つのＵＬ－ＤＬ構成が指定される。表
（１）では、「Ｄ」は下りリンク・サブフレームを示し、「Ｓ」はスペシャルサブフレー
ムを示し、「Ｕ」はＵＬサブフレームを示す。
【表１】

【０１４３】
　上の表（１）では、無線フレームにおけるサブフレームごとに、「Ｄ」は、サブフレー
ムが下りリンク送信のために予約されていることを示し、「Ｕ」は、サブフレームが上り
リンク送信のために予約されていることを示し、「Ｓ」は、３つのフィールド、すなわち
、下りリンク・パイロット時間スロット（ＤｗＰＴＳ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｐｉｌｏｔ　
ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ）、ガード期間（ＧＰ：ｇｕａｒｄ　ｐｅｒｉｏｄ）および上りリン
ク・パイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ：ｕｐｌｉｎｋ　ｐｉｌｏｔ　ｔｉｍｅ　ｓｌ
ｏｔ）をもつスペシャルサブフレームを示す。ＤｗＰＴＳおよびＵｐＰＴＳの長さは、Ｄ
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ｗＰＴＳ、ＧＰおよびＵｐＰＴＳの全長が
３０７２０・Ｔｓ＝１
ｍｓに等しいことを前提として、（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１の表４．２－１からの）
表（２）に示される。表（２）では、便宜上、「サイクリックプレフィックス」は「ＣＰ
：ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ」と略記され、「構成」は「Ｃｏｎｆｉｇ：ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ」と略記される。
【表２】

【０１４４】
　下りリンクから上りリンクへの切り替えポイント周期が５ｍｓおよび１０ｍｓの両方の
ＵＬ－ＤＬ構成がサポートされる。下りリンクから上りリンクへの切り替えポイント周期
が５ｍｓの場合、スペシャルサブフレームが両方のハーフフレームに存在する。下りリン
クから上りリンクへの切り替えポイント周期が１０ｍｓの場合には、スペシャルサブフレ
ームが第１のハーフフレームのみに存在する。サブフレーム０および５ならびにＤｗＰＴ
Ｓは、下りリンク送信のために予約される。ＵｐＰＴＳおよびスペシャルサブフレームの
すぐ後に続くサブフレームは、上りリンク送信のために予約される。
【０１４５】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って、用いられるサブフレーム４２３の
いくつかのタイプは、下りリンク・サブフレーム、上りリンク・サブフレームおよびスペ
シャルサブフレーム４３１を含む。図４に示される５ｍｓ周期を有する例では、無線フレ
ーム４３５に２つの標準スペシャルサブフレーム４３１ａ～ｂが含まれる。
【０１４６】
　第１のスペシャルサブフレーム４３１ａは、下りリンク・パイロット時間スロット（Ｄ
ｗＰＴＳ）４２５ａ、ガード期間（ＧＰ）４２７ａおよび上りリンク・パイロット時間ス
ロット（ＵｐＰＴＳ）４２９ａを含む。この例では、第１の標準スペシャルサブフレーム
４３１ａは、サブフレームｏｎｅ４２３ｂに含まれる。第２の標準スペシャルサブフレー
ム４３１ｂは、下りリンク・パイロット時間スロット（ＤｗＰＴＳ）４２５ｂ、ガード期
間（ＧＰ）４２７ｂおよび上りリンク・パイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ）４２９ｂ
を含む。この例では、第２の標準スペシャルサブフレーム４３１ｂは、サブフレームｓｉ
ｘ４２３ｇに含まれる。ＤｗＰＴＳ４２５ａ～ｂおよびＵｐＰＴＳ４２９ａ～ｂの長さは
、ＤｗＰＴＳ４２５、ＧＰ４２７およびＵｐＰＴＳ４２９の各セットの全長が
３０７２０・Ｔｓ＝１
ｍｓに等しいことを前提として、（上の表（５）に示される）３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１
１の表４．２－１によって示される。
【０１４７】
　各サブフレームｉ４２３ａ～ｊ（この例では、ｉは、サブフレームｚｅｒｏ４２３ａ（
例えば０）からサブフレームｎｉｎｅ４２３ｊ（例えば９）に及ぶサブフレームを示す）
は、各サブフレーム４２３における長さが
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Ｔｓｌｏｔ＝１５３６０・Ｔｓ＝０．５
ｍｓの２つのスロット、２ｉおよび２ｉ＋１として定義される。例えば、サブフレームｚ
ｅｒｏ（例えば０）４２３ａは、第１のスロットを含めて、２つのスロットを含む。
【０１４８】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法に従って、下りリンクから上りリンクへの切
り替えポイント周期が５ｍｓおよび１０ｍｓの両方のＵＬ－ＤＬ構成が用いられる。図４
は、切り替えポイント周期が５ｍｓの無線フレーム４３５の一例を示す。下りリンクから
上りリンクへの切り替えポイント周期が５ｍｓの場合、各ハーフフレーム４３３が標準ス
ペシャルサブフレーム４３１ａ～ｂを含む。下りリンクから上りリンクへの切り替えポイ
ント周期が１０ｍｓの場合には、スペシャルサブフレームが第１のハーフフレーム４３３
のみに存在する。
【０１４９】
　サブフレームｚｅｒｏ（例えば０）４２３ａおよびサブフレームｆｉｖｅ（例えば５）
４２３ｆならびにＤｗＰＴＳ４２５ａ～ｂは、下りリンク送信のために予約される。Ｕｐ
ＰＴＳ４２９ａ～ｂおよびスペシャルサブフレーム（単数または複数）４３１ａ～ｂのす
ぐ後に続くサブフレーム（単数または複数）（例えば、サブフレームｔｗｏ４２３ｃおよ
びサブフレームｓｅｖｅｎ４２３ｈ）は、上りリンク送信のために予約される。留意すべ
きは、いくつかの実装において、ＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレーム
を指示するＤＬサブフレーム・アソシエーションのセットを確定するために、スペシャル
サブフレーム４３１がＤＬサブフレームと見做されることである。
【０１５０】
　図５は、本明細書に記載されるシステムおよび方法に従って、いくつかのＴＤＤ　ＵＬ
－ＤＬ構成５３７ａ～ｇを示す図である。特に、図５は、サブフレーム５２３ａおよびサ
ブフレーム番号５３９ａをもつＵＬ－ＤＬ構成ｚｅｒｏ５３７ａ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ
構成０」）、サブフレーム５２３ｂおよびサブフレーム番号５３９ｂをもつＵＬ－ＤＬ構
成ｏｎｅ５３７ｂ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成１」）、サブフレーム５２３ｃおよびサブ
フレーム番号５３９ｃをもつＵＬ－ＤＬ構成ｔｗｏ５３７ｃ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成
２」）、ならびにサブフレーム５２３ｄおよびサブフレーム番号５３９ｄをもつＵＬ－Ｄ
Ｌ構成ｔｈｒｅｅ５３７ｄ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成３」）を示す。図５は、サブフレ
ーム５２３ｅおよびサブフレーム番号５３９ｅをもつＵＬ－ＤＬ構成ｆｏｕｒ５３７ｅ（
例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成４」）、サブフレーム５２３ｆおよびサブフレーム番号５３９
ｆをもつＵＬ－ＤＬ構成ｆｉｖｅ５３７ｆ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成５」）、ならびに
サブフレーム５２３ｇおよびサブフレーム番号５３９ｇをもつＵＬ－ＤＬ構成ｓｉｘ５３
７ｇ（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成６」）も示す。
【０１５１】
　図５は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１（例えば、ＰＵＣＣＨ
またはＰＵＳＣＨ上のＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバック・アソシエーション
）をさらに示す。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１は、ＰＤＳＣＨ
送信のためのサブフレーム（例えば、ＰＤＳＣＨ送信が送られるか、および／または受信
されるサブフレーム）に対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレームを示す
。図５に示される無線フレームのいくつかは、便宜上、切り詰められていることに留意す
べきである。
【０１５２】
　本明細書に開示されるシステムおよび方法は、図５に示されるＵＬ－ＤＬ構成５３７ａ
～ｇのうちの１つ以上に適用される。例えば、図５に示されるＵＬ－ＤＬ構成５３７ａ～
ｇのうちの１つに対応する１つ以上のＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５
４１がＵＥ１０２とｅＮＢ１６０との間の通信に適用される。例えば、ＵＬ－ＤＬ構成５
３７がＰＣｅｌｌに確定される（例えば、割り当てられる、適用される）。この場合、Ｐ
ＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１は、ＰＣｅｌｌに対応するＨＡＲＱ
－ＡＣＫフィードバック送信のためのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミング（例えば
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、ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレーム）を指定する。ＳＣｅｌｌ　ＨＡＲＱ
－ＡＣＫフィードバック送信に関しては、フィードバックパラメータに従って参照ＵＬ－
ＤＬ構成に対応するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１が利用される
。
【０１５３】
　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１は、ＰＤＳＣＨに対応するＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ情報を受信するための特定の（ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）タイミング
を指定する。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション５４１は、ＵＥ１０２がＰ
ＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をｅＮＢ１６０にレポートするレポーティング
・サブフレームを指定する。レポーティング・サブフレームは、ｅＮＢ１６０により送信
されたＰＤＳＣＨを含むサブフレームに基づいて確定される。
【０１５４】
　図６は、ＵＬ－ＤＬ構成ｏｎｅ６３７をもつＴＤＤセルのアソシエーション・タイミン
グの具体的な実装を示す。図６は、サブフレーム６２３およびサブフレーム番号６３９を
もつＵＬ－ＤＬ構成ｏｎｅ６３７（例えば、「ＵＬ－ＤＬ構成１」）を示す。ＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４１、ＰＵＳＣＨスケジューリング６４３および
ＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５が示される。ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫアソシエーション６４１は、ＰＤＳＣＨ送信のためのサブフレーム（例えば、
ＰＤＳＣＨ送信が送られるか、および／または受信されるサブフレーム）に対応するＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレームを示す。１つの実装では、ＰＤＳＣＨ　ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫレポーティングは、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で生じる。ＰＵＳＣＨ　
ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５は、ＰＵＳＣＨ送信のためのサブフレーム（例
えば、ＰＵＳＣＨ送信が送られるか、および／または受信されるサブフレーム）に対応す
るＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレームを示す。別の実装では、ＰＵＳＣＨ　
ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングは、ＰＨＩＣＨまたはＰＤＣＣＨ上で生じる。さらに別
の実装では、ＰＵＳＣＨスケジューリング６４３は、別のセルからのＵＬグラントまたは
ＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）フィードバックによるスケジューリングを含む。
【０１５５】
　図５に関連して上述されたように、７つの異なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成５３７ａ～ｇ
があり、すべてが異なるアソシエーション・タイミングをもつ。そのうえ、複数の異なる
ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成によるバンド間ＴＤＤ　ＣＡを用いると、１つのＴＤＤセルのア
ソシエーション・タイミングは、参照ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成のタイミングに従う。その
うえ、複数の異なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成によるＴＤＤ　ＣＡでは、ＰＤＳＣＨ　ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫタイミングは、１つの参照ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成に従い、ＰＵＳＣＨスケ
ジューリングおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングは、別の参照ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成に
従う。これらの参照構成は、同じことも異なることもある。
【０１５６】
　図７は、ＦＤＤセルのアソシエーション・タイミングを示す。ＦＤＤセルは、対をなす
下りリンク・サブフレーム７４７および上りリンク・サブフレーム７４９を含む。ＰＤＳ
ＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４１、ＰＵＳＣＨスケジューリング７４３お
よびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４５が示される。ＰＤＳＣＨ　Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４１は、ＰＤＳＣＨ送信のためのサブフレーム（例え
ば、ＰＤＳＣＨ送信が送られるか、および／または受信されるサブフレーム）に対応する
ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレームを示す。いくつかの実装において、ＰＤ
ＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングは、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ上で生じる。
ＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４５は、ＰＵＳＣＨ送信のためのサブ
フレーム（例えば、ＰＵＳＣＨ送信が送られるか、および／または受信されるサブフレー
ム）に対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティング・サブフレームを示す。いくつかの実装
において、ＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポーティングは、ＰＨＩＣＨまたはＰＤＣＣ
Ｈ上で生じる。いくつかの実装において、ＰＵＳＣＨスケジューリング７４３は、別のセ
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ルからのＵＬグラントまたはＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）フィードバックによる
スケジューリングを含む。
【０１５７】
　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４１、ＰＵＳＣＨスケジューリング
７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４５に一定の４ｍｓ間隔
が適用される。例えば、下りリンク・サブフレーム７４７および上りリンク・サブフレー
ム７４９は、それぞれが１ｍｓである。それゆえに、サブフレームｍ＋４でのＰＤＳＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信は、サブフレームｍでのＰＤＳＣＨ送信と関連付けられる。サブ
フレームｎでのＰＵＳＣＨ送信は、サブフレームｎ－４でのＰＵＳＣＨスケジューリング
７４３と関連付けられる。そのうえ、サブフレームｎ＋４でのＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ送信は、サブフレームｎでのＰＵＳＣＨ送信と関連付けられる。例えば、ＦＤＤセル
に関しては、ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨタイミングの両方に一定の４ｍｓが適用できる
。
【０１５８】
　図８は、ＵＥ１０２によってアグリゲーションを行うための方法８００のより具体的な
実装を示すフロー図である。これは、例えば、図２に関連して上述されたように達成され
る。ＵＥ１０２は、少なくとも１つのＦＤＤセルおよび少なくとも１つのＴＤＤセルをも
つワイヤレス通信ネットワークにおけるＵＣＩ送信セルを確定する（ステップ８０２）。
例えば、ワイヤレス通信ネットワークは、１つ以上のＦＤＤセルおよび１つ以上のＴＤＤ
セルを用いてキャリアアグリゲーションが行われるハイブリッド多重ネットワークである
。ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤセルまたはＴＤＤセルのいずれであってもよい。
【０１５９】
　１つの実装では、ＵＥ１０２は、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルまたはＴＤＤセルである
ことを確定する（ステップ８０２）。これは、図２に関連して上述されたように達成され
る。例えば、ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤを用いて設定されたマクロセルであるＰＣｅｌｌ
である。この実装では、ＵＣＩは、ハイブリッド多重ネットワークにおけるセル（例えば
、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセル）のすべてに関して１つのセル（例えば、ＰＣｅｌｌ）上
でのみレポートされる。例として、ＵＣＩは、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ上でレポートされ
る。
【０１６０】
　ＵＥ１０２は、ＦＤＤおよびＴＤＤキャリアアグリゲーションのための第１セルを選択
する（ステップ８０４）。これは、例として、図２に関連して上述されるように達成され
る。例えば、ＵＥ１０２は、キャリアアグリゲーションのための第１セルとしてＴＤＤセ
ルを選択する（ステップ８０４）。
【０１６１】
　ＵＥ１０２は、第１セルに関わるＰＤＳＣＨスケジューリングを確定する（ステップ８
０６）。例えば、ＰＤＳＣＨセルフスケジューリングを用いると、第１セルに対するＰＤ
ＳＣＨ送信は、同じサブフレーム（例えば、同じ送信時間間隔（ＴＴＩ））における第１
セル上の対応するＰＤＣＣＨ（またはｅＰＤＣＣＨ）によって、または下りリンク・セミ
パーシステント・スケジューリング（ＳＰＳ）リリースを指示する同じサブフレームにお
ける第１セル上のＰＤＣＣＨ（またはｅＰＤＣＣＨ）に対して指示される。
【０１６２】
　クロスキャリアスケジューリングを用いると、第１セル上のＰＤＳＣＨ送信は、別のセ
ル上のＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）によってスケジュールされる。例えば、スケ
ジューリング・セルがＦＤＤセル（例えば、ＰＣｅｌｌ）であり、第１セルがＴＤＤセル
であれば、ＰＤＳＣＨスケジューリングは、スケジューリング・セル・タイミングに従う
。一方、スケジューリング・セルがＴＤＤセルであり、第１セルがＦＤＤセルであれば、
ＰＤＳＣＨ送信は、例えば、スケジューリングＴＤＤセル上にＤＬが割り当てられたサブ
フレームにおいてクロスキャリアスケジュールされる。
【０１６３】
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　ＵＥ１０２は、第１セルに関わるＰＵＳＣＨスケジューリング６４３、７４３およびＰ
ＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５、７４５を確定する（ステップ８０
８）。例えば、ＰＵＳＣＨセルフスケジューリングのために、ｅＮＢ１６０は、下りリン
ク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット０／４をもつＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）お
よび／または第１セル上のＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）送信を、ＵＥ１０２を対
象としたＤＬサブフレームにおいてスケジュールする。ＵＥ１０２は、ＰＤＣＣＨ（もし
くはｅＰＤＣＣＨ）およびＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）情報に基づいてサブフレ
ームｎ＋ｋでの対応するＰＵＳＣＨ送信を調整し、ここでＦＤＤに対してｋは４であり、
３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３における表８．３－１によれば、ｋは、ＴＤＤセルのＴＤＤ
　ＵＬ－ＤＬ構成によって（例えば、基づいて）決定される。ＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫレポートは、対応するＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５、７４
５に従って、第１セル上のＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）またはＰＤＣＣＨ（もし
くはｅＰＤＣＣＨ）によりＰＵＳＣＨ送信と関連付けられる。
【０１６４】
　クロスキャリアスケジューリングを用いると、第１セルに関わるＰＵＳＣＨスケジュー
リング６４３、７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５、７
４５は、スケジューリング・セル・タイミングに基づいて確定される（ステップ８０８）
。例えば、セル上のＰＵＳＣＨ送信は、別のセル（例えば、スケジューリング・セル）か
らのＵＬグラントまたはＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）フィードバックによってス
ケジュールされる。ハイブリッド多重ネットワークに伴って、スケジューリング・セルが
ＦＤＤセルであり、スケジュールされるセルがＴＤＤセルであれば、ＰＵＳＣＨ送信は、
クロスキャリアスケジュールされる。
【０１６５】
　１つの実装では、スケジューリングＦＤＤセルのすべてのサブフレームにＵＬが割り当
てられるため、スケジュールされるＴＤＤセルは、常に、ＦＤＤセルのＰＵＳＣＨスケジ
ューリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４５を用いて
クロスキャリアスケジュールされる。例えば、ＴＤＤセルをクロスキャリアスケジュール
するために、（図７に関連して示されるような）ＦＤＤセルの一定の４ｍｓのＰＵＳＣＨ
スケジューリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４５が
用いられる。
【０１６６】
　一方、スケジューリング・セルがＴＤＤセルであり、第１セル（例えば、スケジュール
されるセル）がＦＤＤセルであれば、第１セルは、ＰＵＳＣＨスケジューリング６４３お
よびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５におけるスケジューリング・
セル・タイミングに従う。しかし、ＴＤＤスケジューリング・セルにＤＬ割り当てをもつ
サブフレームは、スケジュールされるＦＤＤセル上にＰＵＳＣＨ送信をスケジュールする
ができない。例えば、第１セルがＦＤＤセルであれば、第１セルは、ＰＵＳＣＨスケジュ
ーリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４５に関わる８
ｍｓの一定のターンアラウンド時間を有する。しかしながら、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成５
３７ａ～ｇは、少なくとも１０ｍｓのターンアラウンド時間を有する。それゆえに、スケ
ジューリング・セルがＴＤＤセルであり、スケジュールされるセル（例えば、第１セル）
がＦＤＤセルであるとき、クロスキャリアスケジューリングに関わるＰＵＳＣＨスケジュ
ーリングおよびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションにはＦＤＤセル・タイミ
ング（例えば、ＰＵＳＣＨスケジューリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
アソシエーション７４５）を適用することができない。
【０１６７】
　加えて、第１セルは、クロスキャリアＰＵＳＣＨスケジューリング６４３、７４３およ
びＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５、７４５のための参照セルであ
ってもよい。例えば、ＰＣｅｌｌがＴＤＤセルであり、第１セルがＦＤＤセルであれば、
クロスキャリアＰＵＳＣＨスケジューリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
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アソシエーション７４５のための参照セルとして第１セルが設定されてもよい。
【０１６８】
　ＵＥ１０２は、ＵＣＩ送信セルの少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレー
ムを指示する、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセット
を確定する（ステップ８１０）。これは、例えば、図２に関連して上述されたように達成
される。下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセットは、少なくとも１つの対
応するＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームのためのタイミング（例えば、ＰＤＳＣＨ　
ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４１、７４１）を含む。これは、図２に関連して上
述されたように達成される。例えば、ＵＥ１０２は、第１セルに関わる下りリンク・アソ
シエーションのセットがＵＣＩ送信セルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーショ
ン６４１、７４１を含むことを確定する（ステップ８１０）。ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセ
ルであり、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１セルは、ＦＤＤを用いて設定されたＵＣ
Ｉ送信セルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４１に従う。
【０１６９】
　ＵＥ１０２は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上り
リンク・サブフレームで送信する（ステップ８１２）。これは、例として、図２に関連し
て上述されたように達成される。例えば、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり、第１セル
がＴＤＤであり、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセッ
トがＵＣＩ送信セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを含む場合、ＵＥ１０２
は、ＴＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＦＤＤセルのＵＬ（例えば
、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ）で送信する（ステップ８１２）。
【０１７０】
　図９は、ｅＮＢ１６０によってキャリアアグリゲーションを行うための方法９００のよ
り具体的な実装を示すフロー図である。ｅＮＢ１６０は、少なくとも１つのＦＤＤセルお
よび少なくとも１つのＴＤＤセルをもつワイヤレス通信ネットワークにおけるＵＣＩ送信
セルを確定する（ステップ９０２）。これは、例として、図３に関連して上述されたよう
に達成される。例えば、ワイヤレス通信ネットワークは、１つ以上のＦＤＤセルおよび１
つ以上のＴＤＤセルを用いてキャリアアグリゲーションが行われるハイブリッド多重ネッ
トワークである。ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤセルまたはＴＤＤセルのいずれであってもよ
い。
【０１７１】
　１つの実装では、ｅＮＢ１６０は、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルまたはＴＤＤセルであ
ることを確定する（ステップ９０２）。これは、例として、図２に関連して上述されたよ
うに達成される。例えば、ＵＣＩ送信セルは、ＦＤＤを用いて設定されたマクロセルであ
るＰＣｅｌｌである。この実装では、ＵＣＩは、ハイブリッド多重ネットワークにおける
セル（例えば、ＦＤＤセルおよびＴＤＤセル）のすべてに関して１つのセル（例えば、Ｐ
Ｃｅｌｌ）上でのみレポートされる。例として、ＵＣＩは、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ上で
レポートされる。
【０１７２】
　ｅＮＢ１６０は、ＦＤＤおよびＴＤＤキャリアアグリゲーションのための第１セルを選
択する（ステップ９０４）。これは、例として、図３に関連して上述されたように達成さ
れる。例えば、ｅＮＢ１６０は、キャリアアグリゲーションのための第１セルとしてＴＤ
Ｄセルを選択する（ステップ９０４）。
【０１７３】
　ｅＮＢ１６０は、第１セルに関わるＰＤＳＣＨスケジューリングを確定する（ステップ
９０６）。例えば、ＰＤＳＣＨセルフスケジューリングを用いると、第１セルに対するＰ
ＤＳＣＨ送信は、第１セル上の同じサブフレーム（例えば、同じ送信時間間隔（ＴＴＩ）
）に対応するＰＤＣＣＨ（またはｅＰＤＣＣＨ）によって、または下りリンク・セミパー
システント・スケジューリング（ＳＰＳ）リリースを指示する第１セル上の同じサブフレ
ームにおけるＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）に対して指示される。
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【０１７４】
　クロスキャリアスケジューリングを用いると、第１セル上のＰＤＳＣＨ送信は、別のセ
ル上のＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）によってスケジュールされる。例えば、スケ
ジューリング・セルがＦＤＤセルであり、スケジュールされるリングセルがＴＤＤセルで
あれば、ＰＤＳＣＨスケジューリングは、スケジューリング・セル・タイミングに従う。
一方、スケジューリング・セルがＴＤＤセルであり、スケジュールされるセルがＦＤＤセ
ルであれば、ＰＤＳＣＨ送信は、例えば、スケジューリングＴＤＤセル上にＤＬが割り当
てられたサブフレームにおいてクロスキャリアスケジュールされる。
【０１７５】
　ｅＮＢ１６０は、第１セルに関わるＰＵＳＣＨスケジューリング６４３、７４３および
ＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５、７４５を確定する（ステップ９
０８）。例えば、ＰＵＳＣＨセルフスケジューリングのために、ｅＮＢ１６０は、下りリ
ンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット０／４をもつＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）
、および／または第１セル上のＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）送信を、ＵＥ１０２
を対象としたＤＬサブフレームにおいてスケジュールする。ＵＥ１０２は、ＰＤＣＣＨ（
もしくはｅＰＤＣＣＨ）およびＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）情報に基づいてサブ
フレームｎ＋ｋでの対応するＰＵＳＣＨ送信を調整し、ここでＦＤＤに対してｋは４であ
り、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３における表８．３－１によれば、ｋは、ＴＤＤセルのＴ
ＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成により決定される。ＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫレポートは、対
応するＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５、７４５に従って、第１セ
ル上のＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）またはＰＤＣＣＨ（もしくはｅＰＤＣＣＨ）
によりＰＵＳＣＨ送信と関連付けられる。
【０１７６】
　クロスキャリアスケジューリングを用いると、第１セルに関わるＰＵＳＣＨスケジュー
リング６４３、７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションは、スケジ
ューリング・セル・タイミングに基づいて確定される（ステップ９０８）。例えば、セル
上のＰＵＳＣＨ送信は、別のセル（例えば、スケジューリング・セル）からのＵＬグラン
トまたはＰＨＩＣＨ（もしくはｅＰＨＩＣＨ）フィードバックによってスケジュールされ
る。ハイブリッド多重ネットワークに伴って、スケジューリング・セルがＦＤＤセルであ
り、スケジュールされるセルがＴＤＤセルであれば、ＰＵＳＣＨ送信は、クロスキャリア
スケジュールされる。
【０１７７】
　１つの実装では、スケジューリングＦＤＤセルのすべてのサブフレームにＵＬが割り当
てられるため、スケジュールされるＴＤＤセルは、常に、ＦＤＤセルのＰＵＳＣＨスケジ
ューリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４５を用いて
クロスキャリアスケジュールされる。例えば、ＴＤＤセルをクロスキャリアスケジュール
するために、（図７に関連して示されるような）ＦＤＤセルの一定の４ｍｓのＰＵＳＣＨ
スケジューリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４５が
用いられる。
【０１７８】
　一方、スケジューリング・セルがＴＤＤセルであり、第１セル（例えば、スケジュール
されるセル）がＦＤＤセルであれば、第１セルは、ＰＵＳＣＨスケジューリング６４３お
よびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５におけるスケジューリング・
セル・タイミングに従う。しかし、ＴＤＤスケジューリング・セルにＤＬ割り当てをもつ
サブフレームは、スケジュールされるＦＤＤセル上にＰＵＳＣＨ送信をスケジュールする
ことができない。例えば、第１セルがＦＤＤセルであれば、第１セルは、ＰＵＳＣＨスケ
ジューリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション７４５に関わ
る８ｍｓの一定のターンアラウンド時間を有する。しかしながら、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構
成５３７ａ～ｇは、少なくとも１０ｍｓのターンアラウンド時間を有する。それゆえに、
スケジューリング・セルがＴＤＤセルであり、スケジュールされるセル（例えば、第１セ
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ル）がＦＤＤセルであるとき、クロスキャリアスケジューリングに関わるＰＵＳＣＨスケ
ジューリングおよびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーションにはＦＤＤセル・タ
イミング（例えば、ＰＵＳＣＨスケジューリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫアソシエーション７４５）を適用することができない。
【０１７９】
　加えて、第１セルは、クロスキャリアＰＵＳＣＨスケジューリング６４３、７４３およ
びＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４５、７４５のための参照セルであ
ってもよい。例えば、ＰＣｅｌｌがＴＤＤセルであり、第１セルがＦＤＤセルであれば、
クロスキャリアＰＵＳＣＨスケジューリング７４３およびＰＵＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
アソシエーション７４５のための参照セルとして第１セルが設定されてもよい。
【０１８０】
　ｅＮＢ１６０は、ＵＣＩ送信セルの少なくとも１つのＵＣＩ送信上りリンク・サブフレ
ームを指示する、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセッ
トを確定する（ステップ９１０）。下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセッ
トは、少なくとも１つの対応するＵＣＩ送信上りリンク・サブフレームのためのタイミン
グ（例えば、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４１、７４１）を含む。
これは、例として、図３に関連して上述されたように達成される。例えば、ｅＮＢ１６０
は、第１セルに関わる下りリンク・アソシエーションのセットがＵＣＩ送信セルのＰＤＳ
ＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソシエーション６４１、７４１を含むことを確定する（ステッ
プ９１０）。ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり、第１セルがＴＤＤセルであれば、第１
セルは、ＦＤＤを用いて設定されたＵＣＩ送信セルのＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫアソ
シエーション７４１に従う。
【０１８１】
　ｅＮＢ１６０は、ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＵＣＩ送信セルのＵＣＩ送信上
りリンク・サブフレームで受信する（ステップ９１２）。これは、例として、図３に関連
して上述されたように達成される。例えば、ＵＣＩ送信セルがＦＤＤセルであり、第１セ
ルがＴＤＤであり、第１セルに関わる下りリンク・サブフレーム・アソシエーションのセ
ットがＵＣＩ送信セルのＰＤＳＣＨアソシエーション・タイミングを含む場合、ｅＮＢ１
６０は、ＴＤＤセルに関するＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をＦＤＤセルのＵＬ（例
えば、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ）で受信する（ステップ９１２）。
【０１８２】
　図１０は、ＵＥ１００２において利用される様々なコンポーネントを示す。図１０に関
連して記載されるＵＥ１００２は、図１に関連して記載されたＵＥ１０２に従って実装さ
れる。ＵＥ１００２は、ＵＥ１００２のオペレーションを制御するプロセッサ１０６３を
含む。プロセッサ１０６３は、中央処理装置（ＣＰＵ：ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　ｕｎｉｔ）とも呼ばれる。メモリ１０６９は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ：ｒ
ｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ：ｒａｎｄｏｍ　
ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、これら２つの組み合わせ、あるいは情報を記憶する任意
のタイプのデバイスを含み、プロセッサ１０６３に命令１０６５ａおよびデータ１０６７
ａを供給する。メモリ１０６９の一部分は、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡ
Ｍ：ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）も含んで
よい。命令１０６５ｂおよびデータ１０６７ｂは、プロセッサ１０６３にも存在する。プ
ロセッサ１０６３に読み込まれた命令１０６５ｂおよび／またはデータ１０６７ｂは、プ
ロセッサ１０６３による実行または処理のために読み込まれた、メモリ１０６９からの命
令１０６５ａおよび／またはデータ１０６７ａも含んでよい。命令１０６５ｂは、上記の
方法２００および８００の１つ以上を実装するためにプロセッサ１０６３によって実行さ
れる。
【０１８３】
　ＵＥ１００２は、データの送受信を可能にするための１つ以上の送信機１０５８および
１つ以上の受信機１０２０が入った筺体も含む。送信機（単数または複数）１０５８およ
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び受信機（単数または複数）１０２０は、１つ以上のトランシーバ１０１８に組み合わさ
れてもよい。１つ以上のアンテナ１０２２ａ～ｎは、筺体に取り付けられて、トランシー
バ１０１８に電気的に結合される。
【０１８４】
　ＵＥ１００２の様々なコンポーネントは、データバスに加えて、電力バス、制御信号バ
スおよびステータス信号バスを含む、バスシステム１０７１によって結合される。しかし
ながら、明確さのために、図１０では様々なバスがバスシステム１０７１として示される
。ＵＥ１００２は、信号処理用のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｓ
ｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１０７３も含んでよい。ＵＥ１００２は、ＵＥ１００
２の機能へのユーザ・アクセスを提供する通信インターフェース１０７５も含んでよい。
図１０に示されるＵＥ１００２は、具体的なコンポーネントのリスティングではなく、機
能ブロック図である。
【０１８５】
　図１１は、ｅＮＢ１１６０において利用される様々なコンポーネントを示す。図１１に
関連して記載されるｅＮＢ１１６０は、図１に関連して記載されたｅＮＢ１６０に従って
実装される。ｅＮＢ１１６０は、ｅＮＢ１１６０のオペレーションを制御するプロセッサ
１１７７を含む。プロセッサ１１７７は、中央処理装置（ＣＰＵ）とも呼ばれる。メモリ
１１８３は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、これ
ら２つの組み合わせ、あるいは情報を記憶する任意のタイプのデバイスを含み、プロセッ
サ１１７７に命令１１７９ａおよびデータ１１８１ａを供給する。メモリ１１８３の一部
分は、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）も含んでよい。命令１１７９ｂお
よびデータ１１８１ｂは、プロセッサ１１７７にも存在する。プロセッサ１１７７に読み
込まれた命令１１７９ｂおよび／またはデータ１１８１ｂは、プロセッサ１１７７による
実行または処理のために読み込まれた、メモリ１１８３からの命令１１７９ａおよび／ま
たは１１８１ａも含む。命令１１７９ｂは、上記の方法３００および９００の１つ以上を
実装するためにプロセッサ１１７７によって実行される。
【０１８６】
　ｅＮＢ１１６０は、データの送受信を可能にするための１つ以上の送信機１１１７およ
び１つ以上の受信機１１７８が入った筺体も含む。送信機（単数または複数）１１１７お
よび受信機（単数または複数）１１７８は、１つ以上のトランシーバ１１７６に組み合わ
されてもよい。１つ以上のアンテナ１１８０ａ～ｎは、筺体に取り付けられて、トランシ
ーバ１１７６に電気的に結合される。
【０１８７】
　ｅＮＢ１１６０の様々なコンポーネントは、データバスに加えて、電力バス、制御信号
バスおよびステータス信号バスを含む、バスシステム１１８５によって結合される。しか
しながら、明確さのために、図１１では様々なバスがバスシステム１１８５として示され
る。ｅＮＢ１１６０は、信号処理用のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１１８７も含ん
でよい。ｅＮＢ１１６０は、ｅＮＢ１１６０の機能へのユーザ・アクセスを提供する通信
インターフェース１１８９も含んでよい。図１１に示されるｅＮＢ１１６０は、具体的な
コンポーネントのリスティングではなく、機能ブロック図である。
【０１８８】
　図１２は、キャリアアグリゲーションを行うためのシステムおよび方法が実装されたＵ
Ｅ１２０２の一構成を示すブロック図である。ＵＥ１２０２は、送信手段１２５８、受信
手段１２２０および制御手段１２２４を含む。送信手段１２５８、受信手段１２２０およ
び制御手段１２２４は、上の図２、図８および図１０に関連して記載された機能の１つ以
上を行うように構成される。上の図１０は、図１２の具体的な装置構造の一例を示す。図
２、図８および図１０の機能の１つ以上を実現するために、他の様々な構造が実装されて
もよい。例えば、ＤＳＰがソフトウェアによって実現されてもよい。
【０１８９】
　図１３は、キャリアアグリゲーションを行うためのシステムおよび方法が実装されたｅ
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ＮＢ１３６０の一構成を示すブロック図である。ｅＮＢ１３６０は、送信手段１３１７、
受信手段１３７８および制御手段１３８２を含む。送信手段１３１７、受信手段１３７８
および制御手段１３８２は、上の図３、図９および図１１に関連して記載された機能の１
つ以上を行うように構成される。上の図１１は、図１３の具体的な装置構造の一例を示す
。図３、図９および図１１の機能の１つ以上を実現するために、他の様々な構造が実装さ
れてもよい。例えば、ＤＳＰがソフトウェアによって実現されてもよい。
【０１９０】
　用語「コンピュータ可読媒体」は、コンピュータまたはプロセッサによってアクセスで
きる任意の利用可能な媒体を指す。用語「コンピュータ可読媒体」は、本明細書では、非
一時的かつ有形のコンピュータおよび／またはプロセッサ可読媒体を示す。限定ではなく
、例として、コンピュータ可読またはプロセッサ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶、磁気ディスク記憶もしくは他の磁気記憶
デバイス、あるいは命令の形態の所望のプログラムコードまたはデータ構造を載せるか、
または記憶するために用いることができ、コンピュータまたはプロセッサによってアクセ
スできる任意の他の媒体を備える。ディスク（ｄｉｓｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ）は
、本明細書では、コンパクトディスク（ＣＤ：ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ）、レーザディ
スク（ｌａｓｅｒ　ｄｉｓｃ）、光ディスク（ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｃ）、デジタルバ
ーサタイルディスク（ＤＶＤ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）、フロ
ッピーディスク（ｆｌｏｐｐｙ　ｄｉｓｋ）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク
（ｄｉｓｃ）を含み、ディスク（ｄｉｓｋ）は、通常、磁気的にデータを再生し、一方で
ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザを用いて光学的にデータを再生する。
【０１９１】
　留意すべきは、本明細書に記載される方法の１つ以上がハードウェアで実装されてもよ
く、および／またはハードウェアを用いて行われてもよいことである。例えば、本明細書
に記載される方法の１つ以上は、チップセット、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、大
規模集積回路（ＬＳＩ）または集積回路などで実装されてもよく、および／またはそれら
を用いて実現されてもよい。
【０１９２】
　本明細書に開示されるそれぞれの方法は、記載される方法を達成するための１つ以上の
ステップまたは動作を備える。本方法のステップおよび／または動作は、特許請求の範囲
から逸脱することなく、相互に交換されてもよく、および／または単一のステップに組み
合わされてもよい。言い換えれば、記載される方法の適切なオペレーションのためにステ
ップまたは動作の特定の順序が必要とされない限り、特許請求の範囲から逸脱することな
く、特定のステップおよび／または動作の順序および／または使用が修正されてもよい
【０１９３】
　当然のことながら、特許請求の範囲は、上に示された通りの構成および構成要素には限
定されない。特許請求の範囲から逸脱することなく、本明細書に記載される配置、オペレ
ーション、ならびにシステム、方法、および装置の詳細に様々な修正、変更および変形が
なされてもよい。
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