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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用いてキャリアアグリゲーション
を行う移動通信システムにおけるユーザ装置であって、
　前記ユーザ装置における前記キャリアアグリゲーションで使用可能なバンドの組み合わ
せを示すバンド組み合わせ情報を格納する情報格納部と、
　前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーションにおいて、前記第１の複信方式のバ
ンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを示す能力情報を、前記バンド組み合わせ
情報に明示的又は暗黙的に付加し、当該能力情報を付加した前記バンド組み合わせ情報を
基地局に通知する通知制御部と
　を備えることを特徴とするユーザ装置。
【請求項２】
　前記通知制御部は、前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定し得る
バンドの組み合わせ毎に、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライ
マリセルを設定可能か否かを示す能力情報を付加し、当該能力情報を付加したバンド組み
合わせ情報を基地局に通知する
　ことを特徴とする請求項１に記載のユーザ装置。
【請求項３】
　前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可能であ
る場合において、前記通知制御部は、前記バンド組み合わせ情報に前記能力情報を付加せ
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ずに当該バンド組み合わせ情報を前記基地局に通知する
　ことを特徴とする請求項１に記載のユーザ装置。
【請求項４】
　前記通知制御部は、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリ
セルを設定可能でない場合において、前記ユーザ装置が、全二重複信方式に対応している
か、又は半二重複信方式に対応しているかを示す能力情報を明示的又は暗黙的に前記基地
局に通知する
　ことを特徴とする請求項１ないし３のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
【請求項５】
　前記通知制御部は、前記プライマリセルに関する能力情報を、デュアルコネクティビテ
ィにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセル
に関する能力情報として通知する
　ことを特徴とする請求項１ないし４のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
【請求項６】
　前記通知制御部は、前記プライマリセルに関する能力情報に加えて、デュアルコネクテ
ィビティにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダ
リセルに関する能力情報を通知する
　ことを特徴とする請求項１ないし５のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
【請求項７】
　前記通知制御部は、前記プライマリセルに関する能力情報を、フレーム構造の異なるセ
ルを同一セルグループに設定する場合における当該セルグループに設定するプライマリセ
ルに関する能力情報として通知する
　ことを特徴とする請求項１ないし６のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
【請求項８】
　前記通知制御部は、前記能力情報を、バンドの組み合わせを構成するバンド毎に通知す
る
　ことを特徴とする請求項１ないし７のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
【請求項９】
　前記通知制御部は、バンド組み合わせ情報を、バンドの組み合わせを構成する複数バン
ドのセットの組み合わせとして通知するとともに、前記能力情報を、当該複数バンドのセ
ット毎に通知する
　ことを特徴とする請求項１ないし８のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
【請求項１０】
　第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用いてキャリアアグリゲーション
を行う移動通信システムにおける基地局であって、
　ユーザ装置から、キャリアアグリゲーションにおけるバンドの組み合わせを示すバンド
組み合わせ情報を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された前記バンド組み合わせ情報に、明示的又は暗黙的に付加さ
れた能力情報に基づいて、前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーションにおいて、
前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを判定する判定部
と
　を備えることを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＴＥ等の移動通信システムにおけるユーザ装置ＵＥが、基地局ｅＮＢに自
身の能力情報を通知する技術に関連するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄでは、ＬＴＥとのバックワードコンパチビリティを保ちつつ
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、ＬＴＥを上回るスループットを実現するために、ＬＴＥでサポートされている帯域幅（
最大２０ＭＨｚ）を基本単位として、複数のキャリアを同時に用いて通信を行うキャリア
アグリゲーション（ＣＡ：Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）が採用されている
。キャリアアグリゲーションにおいて基本単位となるキャリアはコンポーネントキャリア
（ＣＣ：Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）と呼ばれる。
【０００３】
　ＣＡが行われる際には、ユーザ装置ＵＥに対して、接続性を担保する信頼性の高いセル
であるＰＣｅｌｌ（Ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）及び付随的なセルであるＳＣｅｌｌ（Ｓ
ｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）が設定される。ユーザ装置ＵＥは、第１に、ＰＣｅｌｌに
接続し、必要に応じて、ＳＣｅｌｌを追加することができる。ＰＣｅｌｌは、ＲＬＭ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）及びＳＰＳ（Ｓｅｍｉ-Ｐｅｒｓｉｓｔｅ
ｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）等をサポートするＬＴＥ方式におけるセルと同様のセルで
ある。
【０００４】
　ＳＣｅｌｌは、ＰＣｅｌｌに追加されてユーザ装置ＵＥに対して設定されるセルである
。Ｓｃｅｌｌの追加及び削除は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）シグナリングによって行われる。ＳＣｅｌｌは、ユーザ装置ＵＥに対して設定された
直後は、非アクティブ状態（ｄｅａｃｔｉｖａｔｅ状態）であるため、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉ
ａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤにおいてアクティブ化することで初めて通信
可能（スケジューリング可能）となるセルである。なお、ＰＣｅｌｌに対応するＣＣをＰ
ＣＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）と呼び、ＳＣｅｌｌに対
応するＣＣをＳＣＣ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）と呼
ぶ。
【０００５】
　また、ＬＴＥでは、周波数分割複信（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐ
ｌｅｘ：ＦＤＤ）方式と時分割複信（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ：ＴＤ
Ｄ）方式との２つの複信方式（Ｄｕｐｌｅｘモード）が規定されている。ＦＤＤ方式では
、アップリンク通信とダウンリンク通信とが互いに異なる周波数帯で実行され、ＴＤＤ方
式では、アップリンク通信とダウンリンク通信とが同一の周波数帯を利用し、アップリン
ク通信とダウンリンク通信とが時間で分離される。また、それぞれのＤｕｐｌｅｘモード
間は、異周波（Ｉｎｔｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）ハンドオーバで切り替えることができ
る。
【０００６】
　なお、ＬＴＥでは、ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｔｙｐｅ　１（フレーム構造タ
イプ１）を有するキャリアがＦＤＤのキャリアに相当し、ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒ
ｅ　ｔｙｐｅ　２（フレーム構造タイプ２）を有するキャリアがＴＤＤのキャリアに相当
することから、フレーム構造タイプにより複信方式を識別することが可能である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１　Ｖ１０．９．０　（２０１３－０３）
、６．３．６　Ｏｔｈｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ、ＵＥ－ＥＵＴ
ＲＡ－Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記背景技術で説明したＣＡ及びＤｕｐｌｅｘモードに関し、ＬＴＥのＲｅｌ．１０－
１１ではＣＡを構成する複数ＣＣは同一Ｄｕｐｌｅｘモードに限られていた。すなわち、
例えば、図１に示すような、マクロセル（ＭｅＮＢのセル）とスモールセル（ＳｅＮＢの
セル）を形成するＣＡの一形態において、（ａ）のように、複数のＣＣ（ＰＣｅｌｌ、Ｓ
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ｃｅｌ）がいずれもＦＤＤであるか、（ｂ）に示すように、複数のＣＣがいずれもＴＤＤ
である形態に限られていた。
【０００９】
　一方、Ｒｅｌ－１２においてはＣＡを拡張し、異なるＤｕｐｌｅｘモードのＣＣを用い
てＣＡを行うことが検討されている。図２には、異なるＤｕｐｌｅｘモードのＣＣを用い
たＣＡの一例として、ＰＣｅｌｌ（ＰＣＣ）にＦＤＤを用い、ＳＣｅｌｌ（ＳＣＣ）にＴ
ＤＤを用いる形態が示されている。以降、異なるＤｕｐｌｅｘモードのＣＣを用いたＣＡ
をＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡと記述する。なお、図２（及び図１）は、ＤＣ（Ｄｕａｌ　Ｃｏ
ｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）を想定した図であるが、これは例であり、ＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡ
はＤＣでないＣＡにも適用される。これは、例えば、図２において、ＳｅＮＢで示される
装置が、ＭｅＮＢで示される基地局ｅＮＢから延びるＲＲＥ（遠隔無線装置）であるよう
な場合である。
【００１０】
　ＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡにおいては、ＴＤＤとＦＤＤのどちらのＤｕｐｌｅｘモードもＰ
Ｃｅｌｌとして動作できるように設計することが検討されている。この場合、ＣＡにおい
てＰＣｅｌｌでＰＵＣＣＨ（下りデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を送信するため、常
にＵＬサブフレームの存在するＦＤＤをＰＣｅｌｌとするＣＡは簡易に実現できるが、Ｕ
Ｌサブフレームが限られているＴＤＤをＰＣｅｌｌとするＣＡは、ＦＤＤ制御を複雑に変
更する必要があり、ＵＥ／ｅＮＢ実装のリリースを遅延させる可能性がある。
【００１１】
　すなわち、例えば図３（ａ）に示すように、ＦＤＤをＰＣｅｌｌに使用し、ＴＤＤをＳ
Ｃｅｌｌに使用した場合、ＳＣｅｌｌのＤＬで受信したデータに対し、ＰＣｅｌｌでのＵ
ＬのＰＵＣＣＨはＳＣｅｌｌのＤＬ受信のタイミングに応じて送信することができる。他
方、図３（ｂ）に示すように、ＴＤＤをＰＣｅｌｌに使用し、ＦＤＤをＳＣｅｌｌに使用
した場合、ＰＣｅｌｌでのＵＬのタイミングが限られているため、ＳＣｅｌｌの数回分の
ＤＬ受信に対して、１回のＰＣｅｌｌのＵＬ送信を使用するといった制御が必要になる。
【００１２】
　一方で、ＦＤ－ＬＴＥ（ＦＤＤ方式のＬＴＥ）は既に広く普及しており（カバレッジバ
ンドとして用いられ）、ＣＡにおけるＰＣｅｌｌとしても用いられることが想定されるた
め、ＰＣｅｌｌをＦＤＤに限定するＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡを導入しても、運用の制約はそ
れほど厳しくない。
【００１３】
　以上のような状況において、ＰＣｅｌｌをＦＤＤのみとするユーザ装置ＵＥと、ＰＣｅ
ｌｌをＦＤＤとＴＤＤの両方で対応可能なユーザ装置ＵＥが混在することが考えられる。
ＬＴＥでは、ユーザ装置ＵＥは、自身の能力情報（ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）を所定のメッ
セージ"ＵＥ－ＥＵＴＲＡ－Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ"で通知することが規定されている（非
特許文献１：ＴＳ３６．３３１）。ＣＡに関する能力情報としては、例えばユーザ装置Ｕ
ＥにおいてＣＡを行う際に使用可能なバンドの組み合わせを示すＣＡバンドコンビネーシ
ョンの情報がある。
【００１４】
　しかし、現状では、ユーザ装置ＵＥは、ＰＣｅｌｌの設定がＦＤＤに限定されているか
否かを基地局ｅＮＢに通知することができないことから、基地局ｅＮＢは現状、ユーザ装
置ＵＥに対してＰＣｅｌｌの設定がＦＤＤに限定されているか否かを区別することができ
ず、適切な制御を行うことができないという課題がある。
【００１５】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、第１の複信方式のバンドと第２の複信
方式のバンドを用いてキャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユー
ザ装置が基地局に対して、特定の複信方式でプライマリセルを設定可能か否かを示す情報
を通知する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１６】
　本発明の実施の形態によれば、第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用
いてキャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおけるユーザ装置であって、
　前記ユーザ装置における前記キャリアアグリゲーションで使用可能なバンドの組み合わ
せを示すバンド組み合わせ情報を格納する情報格納部と、
　前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーションにおいて、前記第１の複信方式のバ
ンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを示す能力情報を、前記バンド組み合わせ
情報に明示的又は暗黙的に付加し、当該能力情報を付加した前記バンド組み合わせ情報を
基地局に通知する通知制御部とを備えるユーザ装置が提供される。
【００１７】
　また、本発明の実施の形態によれば、第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバン
ドを用いてキャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおける基地局であって、
　ユーザ装置から、キャリアアグリゲーションにおけるバンドの組み合わせを示すバンド
組み合わせ情報を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された前記バンド組み合わせ情報に、明示的又は暗黙的に付加さ
れた能力情報に基づいて、前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーションにおいて、
前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを判定する判定部
とを備える基地局が提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の実施の形態によれば、第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用
いてキャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が基地局に
対して、特定の複信方式でプライマリセルを設定可能か否かを示す情報を通知する技術が
提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】複数ＣＣで同一Ｄｕｐｌｅｘモードを使用するＣＡの例を示す図である。
【図２】複数ＣＣで異なるＤｕｐｌｅｘモードを使用するＣＡの例を示す図である。
【図３】ＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡにおけるＤＬとＵＬの通信の例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る通信システムの構成図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図６】通知例１において、ＴＤＤ／ＦＤＤの両方をＰＣｅｌｌとすることができるユー
ザ装置ＵＥが基地局ｅＮＢに通知するＣＡバンドコンビネーション情報の例を示す図であ
る。
【図７】通知例１において、一部のＴＤＤのみをＰＣｅｌｌとすることができるユーザ装
置ＵＥが基地局ｅＮＢに通知するＣＡバンドコンビネーション情報の例を示す図である。
【図８】通知例２において、一部のＴＤＤのみをＰＣｅｌｌとすることができるユーザ装
置ＵＥが基地局ｅＮＢに通知するＣＡバンドコンビネーション情報の例を示す図である。
【図９】変形例において、一部のＦＤＤのみをＰＣｅｌｌとすることができるユーザ装置
ＵＥが基地局ｅＮＢに通知するＣＡバンドコンビネーション情報の例（通知例１に対応）
を示す図である。
【図１０】変形例において、一部のＦＤＤのみをＰＣｅｌｌとすることができるユーザ装
置ＵＥが基地局ｅＮＢに通知するＣＡバンドコンビネーション情報の例（通知例２に対応
）を示す図である。
【図１１】変形例３における通信システムの構成例を示す図である。
【図１２】ＣＡにおけるＳＣｅｌｌのＰＵＣＣＨについて説明するための図である。
【図１３】変形例３における通知例２を説明するための図である。
【図１４】変形例３における通知例２を説明するための図である。
【図１５】変形例４において前提とする詳細な課題を説明するための図である。
【図１６】変形例４において前提とする詳細な課題を説明するための図である。
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【図１７】変形例４において前提とする詳細な課題を説明するための図である。
【図１８】変形例４において前提とする詳細な課題を説明するための図である。
【図１９】変形例４においてＰＣｅｌｌ　ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ　ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙを読み替えた場合の想定動作例を説明するための図である。
【図２０】変形例４においてＰＣｅｌｌ　ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ　ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙを読み替えた場合の想定動作例を説明するための図である。
【図２１】変形例４においてＰＣｅｌｌ　ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ　ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙを読み替えた場合の想定動作例を説明するための図である。
【図２２】変形例５において前提とする詳細な課題を説明するための図である。
【図２３】変形例５における通知例１を説明するための図である。
【図２４】変形例５における通知例２を説明するための図である。
【図２５】本発明の実施の形態に係るユーザ装置ＵＥの機能構成図である。
【図２６】ユーザ装置ＵＥの動作を示すフローチャートである。
【図２７】本発明の実施の形態に係る基地局ｅＮＢの機能構成図である。
【図２８】基地局ｅＮＢの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形
態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけ
ではない。例えば、本実施の形態の通信システムは、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄを含むＬ
ＴＥに対応していることを想定しているが、本発明はＬＴＥに限らず、ＣＡ（ＤＣを含む
）を行う他の方式にも適用可能である。以下、特に断らない限り、「ＬＴＥ」は、ＬＴＥ
－Ａｄｖａｎｃｅｄを含む意味で使用する。
【００２３】
　（システム全体構成）
　図４に本発明の実施の形態（全ての変形例を含む）に係る通信システムの構成図を示す
。本実施の形態に係る通信システムは、ＬＴＥ方式の通信システムであり、図４に示すよ
うに、ユーザ装置ＵＥ、及び基地局ｅＮＢを含む。基地局ｅＮＢは、例えば遠隔にＲＲＥ
を接続しており、スモールセルとマクロセルを形成可能である。ユーザ装置ＵＥ、及び基
地局ｅＮＢは、ＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡを行うことが可能である。図４には、ユーザ装置Ｕ
Ｅ、及び基地局ｅＮＢが１つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であっ
てもよい。また、ユーザ装置ＵＥは、複数の基地局ｅＮＢと同時に通信を行う能力（Ｄｕ
ａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）を備えていてもよい。
【００２４】
　本実施の形態において、図５に示すように、ユーザ装置ＵＥは、ステップ１で基地局ｅ
ＮＢから送信されるＵＥ能力情報要求（例：ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　ｅｎｑｕｉｒ
ｙ）に基づいて、基地局ｅＮＢに対してＵＥ能力情報を送信する（ステップ２）。
【００２５】
　なお、図５に示す通知方法は例であり、例えば、ユーザ装置ＵＥは、基地局ｅＮＢから
ＵＥ能力情報要求を受信することなくＵＥ能力情報を基地局ｅＮＢに通知してもよい。
【００２６】
　上記の能力情報の通知において、ユーザ装置ＵＥは、自身がＣＡにおいてサポートする
バンドの組み合わせ（ＣＡバンドコンビネーション、ＣＡ　ｂａｎｄ　ｃｏｍｂｉｎａｔ
ｉｏｎ）を示す情報を基地局ｅＮＢに通知する。ユーザ装置ＵＥが複数種類のＣＡバンド
コンビネーションに対応できる場合、ユーザ装置ＵＥは、対応する全てのＣＡバンドコン
ビネーションのパターンを基地局ｅＮＢに通知するように規定されている。
【００２７】
　本実施の形態では、基地局ｅＮＢがユーザ装置ＵＥに対してＰＣｅｌｌの設定がＦＤＤ
に限定されているか否かを区別することができないという従来の課題を解決するために、
ＰＣｅｌｌの設定がＦＤＤに限定されているか否かを示す能力情報（Ｃａｐａｂｉｌｉｔ
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ｙ）を通知することとしている。
【００２８】
　これにより、基地局ｅＮＢは、ＰＣｅｌｌの設定がＦＤＤに限定されていることを示す
能力情報を通知（暗黙的な通知を含む）するユーザ装置ＵＥに対しては、ＴＤＤのバンド
をＰＣｅｌｌとしたＣＡを設定しない（後述する変形例４を考慮しない場合）。また、基
地局ｅＮＢは、ＰＣｅｌｌの設定がＦＤＤに限定されていることを示す能力情報を通知し
たユーザ装置ＵＥから、ＴＤＤのバンドをＰＣｅｌｌとするＣＡを設定するＲＲＣメッセ
ージを受信した場合、正常な通知ではないと判断し、エラーメッセージ（例：ｒｅｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｆａｉｌｕｒｅ）をユーザ装置ＵＥに通知することができる。
【００２９】
　本実施の形態では、ＰＣｅｌｌの設定がＦＤＤに限定されているか否かを示す能力情報
の通知方法の例として、通知例１と通知例２を説明する。通知例１では、ユーザ装置ＵＥ
から基地局ｅＮＢに能力情報を通知するメッセージにおいて新規の情報要素（ＩＥ：Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を追加することで、ＰＣｅｌｌの設定がＦＤＤに
限定されているか否かを明示的に通知する。通知例２では、現状の情報要素を変更せずに
、暗黙的（暗示的）に通知を行う。以下、それぞれの例をより詳細に説明する。
【００３０】
　なお、以下、バンドの組み合わせを意図する場合は主に「ＣＡバンドコンビネーション
」を用い、メッセージで運ばれる情報を意図する場合は主に「ＣＡバンドコンビネーショ
ン情報」等を用いる。
【００３１】
　（通知例１）
　通知例１では、ＴＤＤ－ＦＤＤのＣＡバンドコンビネーション毎にＴＤＤのバンドをＰ
Ｃｅｌｌとして設定することができるか否かを示す情報を通知することとしている。
【００３２】
　図６に、ユーザ装置ＵＥにおいてＰＣｅｌｌを設定できるＤｕｐｌｅｘモードに制限が
なく、ＴＤＤのバンドもＦＤＤのバンドもいずれもＰＣｅｌｌとして設定できる場合に、
当該ユーザ装置ＵＥが基地局ｅＮＢに通知するＣＡバンドコンビネーション情報の例を示
す。
【００３３】
　図６に示す例は、ユーザ装置ＵＥがＸ（ＴＤＤ）、Ｙ（ＦＤＤ）、Ｚ（ＦＤＤ）という
３つのバンドを用いた３ＤＬ／２ＵＬ　ＣＡを行うことができる場合の例を示す。ここで
、Ｘ（ＴＤＤ）はバンドＸがＴＤＤに対応していることを意味し、Ｙ（ＦＤＤ）はバンド
ＹがＦＤＤに対応していることを意味し、Ｚ（ＦＤＤ）はバンドＺがＦＤＤに対応してい
ることを示す。
【００３４】
　「３ＤＬ／２ＵＬ」は、下り（ＤＬ）で３つのバンドのキャリアを使用したＣＡが可能
であり、上り（ＵＬ）で２つのバンドのキャリアを使用したＣＡが可能であることを示す
。
【００３５】
　図６に示す例は、ユーザ装置ＵＥが、３ＤＬ／２ＵＬのバンドの全ての組み合わせにつ
いてＣＡが可能であることを示している。なお、「全ての組み合わせ」とは、必ずしも算
術的な意味での全ての組み合わせを示すわけではなく、実際上、組み合わせることが可能
な組み合わせとして予め定められた組み合わせである。なお、ＣＡをしない場合（ＤＬ：
ＸＡ、ＵＬ：ＸＡ等）もサブセットとして通知することが規定されている。
【００３６】
　また、「ＸＡ」等におけるＡとは、ＣＡ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈｃｌａｓｓを示し、周波
数バンド毎に、ユーザ装置ＵＥでアグリゲート可能な帯域幅、ＣＣ数を示す。例えば、周
波数帯２ＧＨｚ（Ｂａｎｄ　１）と１．５ＧＨｚ（Ｂａｎｄ　２１）で各バンドの最大Ｃ
Ｃ数が１、アグリゲート可能な最大帯域幅が１００ＲＢであり、かつ２ＣＣのｉｎｔｅｒ
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－ｂａｎｄ　ＣＡの場合、１Ａ＿２１Ａと記述される。
【００３７】
　本実施の形態では、ユーザ装置ＵＥにおいてＰＣｅｌｌを設定できるＤｕｐｌｅｘモー
ドに制限がない場合には、図６に示すとおり、ユーザ装置ＵＥは、ＴＤＤでＰＣｅｌｌを
設定できるか否かを示す情報（ＰＣｅｌｌの設定がＦＤＤに限定されているか否かを示す
情報）を付けずに、ユーザ装置ＵＥがサポートしている全てのＣＡバンドコンビネーショ
ンの情報を基地局ｅＮＢに通知する。
【００３８】
　例えば、図６においてＡで示すＣＡバンドコンビネーションに関し、当該ユーザ装置Ｕ
Ｅは、バンドＸでＴＤＤのＰＣｅｌｌを設定し、バンドＹでＦＤＤのＳＣｅｌｌを設定す
ることもできるし、バンドＹでＦＤＤのＰＣｅｌｌを設定し、バンドＸでＴＤＤのＳＣｅ
ｌｌを設定することもできる。実際にどのバンドコンビネーションでＣＡを行い、どのバ
ンドをＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌとするかは、例えば、キャリア（周波数）の品質等に応じ
て、基地局ｅＮＢがユーザ装置ＵＥに指示（設定）することができる。
【００３９】
　ユーザ装置ＵＥにおいて、ＰＣｅｌｌを設定できるＤｕｐｌｅｘモードに制限がある場
合には、図７に示すとおり、ユーザ装置ＵＥは、ＴＤＤでＰＣｅｌｌを設定できるか否か
を示す情報を付けて、ユーザ装置ＵＥがサポートしている全てのＣＡバンドコンビネーシ
ョンの情報を通知することとしている。
【００４０】
　すなわち、図７に示す例では、ＣＡバンドコンビネーション情報を通知するメッセージ
に、ＴＤＤでＰＣｅｌｌを設定できるか否かを示す情報要素（図７の例ではＴＤＤ　ＰＣ
ｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）を追加し、ＴＤＤでのＰＣｅｌｌ設定を行い得るＣＡバ
ンドコンビネーションについて、実際にＴＤＤでＰＣｅｌｌを設定できるか否かを示すフ
ラグ（図７の例では、Ｔｒｕｅ、Ｆａｌｓｅ）を付加することとしている。
【００４１】
　例えば、図７のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅに示すＣＡバンドコンビネーションについて、それ
ぞれバンドＸ（ＴＤＤ）がＤＬとＵＬの両方に存在するため、バンドＸはＰＣｅｌｌとし
て設定できる可能性がある。そして、Ａ、Ｂ、Ｅについては、フラグがＴｒｕｅであるた
め、当該ユーザ装置ＵＥは、Ａ、Ｂに示すＣＡバンドコンビネーションについて、バンド
Ｘ（ＴＤＤ）でのＰＣｅｌｌ設定を行うことが可能である。一方、Ｃ、Ｄについては、フ
ラグがＦａｌｓｅであるため、バンドＸ（ＴＤＤ）を用いたＰＣｅｌｌ設定を行うことが
できない。従って、例えば、図７のＣに示すＣＡバンドコンビネーションに関しては、バ
ンドＺ（ＦＤＤ）を用いたＰＣｅｌｌと、バンドＸ（ＴＤＤ）を用いたＳＣｅｌｌの設定
のみができることになる。
【００４２】
　なお、図７に示す例では、ＴＤＤでのＰＣｅｌｌ設定を行い得るＣＡバンドコンビネー
ション毎に、ＴＤＤでＰＣｅｌｌを設定できるか否かを示すフラグを付けることとしたが
、ユーザ装置ＵＥが対応可能なＣＡバンドコンビネーション情報の全体に対して、ＴＤＤ
でＰＣｅｌｌを設定できるか否かを示す情報（フラグ）を付することとしてもよい。
【００４３】
　この場合、例えば、Ｔｒｕｅというフラグが付けられていた場合、基地局ｅＮＢでは、
ユーザ装置ＵＥから通知されたＣＡバンドコンビネーション情報において、ＴＤＤでのＰ
Ｃｅｌｌ設定を行い得るＣＡバンドコンビネーションがある場合に（例：図７でのＡ、Ｂ
、Ｃ、Ｄ、Ｅ）、それらは全てＴＤＤでのＰＣｅｌｌ設定ができるＣＡバンドコンビネー
ションであると解釈する。
【００４４】
　一方、例えば、Ｆａｌｓｅというフラグが付けられていた場合、基地局ｅＮＢでは、ユ
ーザ装置ＵＥから通知されたＣＡバンドコンビネーション情報において、ＴＤＤでのＰＣ
ｅｌｌ設定を行い得るＣＡバンドコンビネーションがあっても、それらは全てＴＤＤでの
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ＰＣｅｌｌ設定ができないＣＡバンドコンビネーションであると解釈する。
【００４５】
　なお、Ｔｒｕｅの場合には、図６の状況と同じになるため、ＴＤＤでＰＣｅｌｌを設定
できるか否かを示すフラグを付けないこととしてもよい。
【００４６】
　また、逆に、Ｆａｌｓｅの場合には、ＴＤＤでＰＣｅｌｌを設定できるか否かを示すフ
ラグを付けないこととしてもよい。この場合において、Ｔｒｕｅというフラグが付けられ
ていた場合、基地局ｅＮＢでは、ユーザ装置ＵＥから通知されたＣＡバンドコンビネーシ
ョン情報において、ＴＤＤでのＰＣｅｌｌ設定を行い得るＣＡバンドコンビネーションが
ある場合に、それらは全てＴＤＤでのＰＣｅｌｌ設定ができるＣＡバンドコンビネーショ
ンであると解釈する。一方、フラグが付されていない場合、基地局ｅＮＢでは、ユーザ装
置ＵＥから通知されたＣＡバンドコンビネーション情報において、ＴＤＤでのＰＣｅｌｌ
設定を行い得るＣＡバンドコンビネーションがあっても、それらは全てＴＤＤでのＰＣｅ
ｌｌ設定ができないＣＡバンドコンビネーションであると解釈する。
【００４７】
　（通知例２）
　次に、通知例２を説明する。通知例２では、ＣＡコンビネーション情報を通知する現状
のメッセージへの情報要素の追加等を行わずに、ＴＤＤでのＰＣｅｌｌ設定を行う可能性
のあるＣＡバンドコンビネーション毎に、ユーザ装置ＵＥにおいてＴＤＤでのＰＣｅｌｌ
設定が可能か否かを暗黙的に（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙに）基地局ｅＮＢに通知する。
【００４８】
　具体的には、ユーザ装置ＵＥは、ＴＤＤによるＰＣｅｌｌ設定ができないＣＡバンドコ
ンビネーションを基地局ｅＮＢに通知しないことで、当該ＣＡバンドコンビネーションが
サブセット（ｓｕｂｓｅｔ）となるＣＡバンドコンビネーションについてＴＤＤによるＰ
Ｃｅｌｌ設定ができないことを暗黙的に通知することとしている。
【００４９】
　ここで、あるＣＡバンドコンビネーションのサブセットのＣＡバンドコンビネーション
とは、ＤＬについて、当該あるＣＡバンドコンビネーションのＤＬにおける一部又は全部
のバンドを有し、ＵＬについて、当該あるＣＡバンドコンビネーションのＵＬにおける一
部又は全部のバンドを有し、更に、ＤＬ又はＵＬ、もしくはこれら両方について、ＣＡを
構成するバンド数が当該あるＣＡバンドコンビネーションにおけるバンド数よりも少ない
ＣＡバンドコンビネーションである。
【００５０】
　なお、あるＣＡバンドコンビネーションに対し、どのＣＡバンドコンビネーションをサ
ブセットとするかは、上記の定義に限定されるわけではなく、例えば、あるＣＡバンドコ
ンビネーションに対するサブセットを個別に決めてもよい。
【００５１】
　また、あるＣＡバンドコンビネーションのサブセットのＣＡバンドコンビネーションに
ついて、当該サブセットのＣＡバンドコンビネーションから見て、当該あるＣＡバンドコ
ンビネーションを上位のＣＡバンドコンビネーションと呼ぶことができる。
【００５２】
　一例として、前述した図７におけるＣＡバンドコンビネーション情報において、Ｅで示
されるＣＡバンドコンビネーション（ＤＬ：ＸＡ＿ＹＡ＿ＺＡ、ＵＬ：ＺＡ＿ＸＡ）のサ
ブセットは、（ＤＬ：ＸＡ＿ＹＡ＿ＺＡ、ＵＬ：ＺＡ）、（ＤＬ：ＸＡ＿ＹＡ＿ＺＡ、Ｕ
Ｌ：ＸＡ）、（ＤＬ：ＺＡ＿ＸＡ、ＵＬ：ＺＡ＿ＸＡ）、（ＤＬ：ＺＡ＿ＸＡ、ＵＬ：Ｚ
Ａ）、（ＤＬ：ＺＡ＿ＸＡ、ＵＬ：ＸＡ）、（ＤＬ：ＹＡ＿ＺＡ、ＵＬ：ＺＡ）、（ＤＬ
：ＸＡ＿ＹＡ、ＵＬ：ＸＡ）である。なお、（ＤＬ：ＺＡ、ＵＬ：ＺＡ）と（ＤＬ：ＸＡ
、ＵＬ：ＸＡ）をサブセットに含めてもよいが、これらはＣＡを構成するものではないの
で、上記では、ＣＡバンドコンビネーションのサブセットとして含めないこととした。
【００５３】
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　通知例２において、ユーザ装置ＵＥでＰＣｅｌｌを設定できるＤｕｐｌｅｘモードに制
限がない場合には、通知例１の場合と同様に、図６に示すとおり、ユーザ装置ＵＥは、ユ
ーザ装置ＵＥがサポートしている全てのＣＡバンドコンビネーションの情報を基地局ｅＮ
Ｂに通知する。当該情報を受信した基地局ｅＮＢでは、例えば、図６のＡで示すＣＡバン
ドコンビネーションに関し、当該通知を行ったユーザ装置ＵＥは、バンドＸのキャリアで
ＴＤＤのＰＣｅｌｌを設定し、バンドＹのキャリアでＦＤＤのＳＣｅｌｌを設定すること
もできるし、バンドＹのキャリアでＦＤＤのＰＣｅｌｌを設定し、バンドＸのキャリアで
ＴＤＤのＳＣｅｌｌを設定することもできると解釈する。
【００５４】
　ユーザ装置ＵＥにおいて、ＰＣｅｌｌを設定できるＤｕｐｌｅｘモードに制限がある場
合に基地局ｅＮＢに通知するＣＡバンドコンビネーション情報の例を図８に示す。図８に
おいて、右側の記載（"通知しない"等）は、説明であり、通知される情報ではない。
【００５５】
　例えば、Ａに示すＣＡバンドコンビネーションを通知しない、すなわち、Ａに示すＣＡ
バンドコンビネーションを含まないＣＡバンドコンビネーション情報を通知する場合、基
地局ｅＮＢは、Ａに示すＣＡバンドコンビネーションの設定は不可であると判断するとと
もに、Ａに示すＣＡバンドコンビネーションをサブセットとするＣＡコンビネーションで
あるＢ、Ｃ、Ｄ、ＥについてＴＤＤによるＰＣｅｌｌ設定は不可であると判断する。なお
、この場合、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅは通知はされており、例えば、Ｂについて、バンドＺをＰＣ
ｅｌｌとし、バンドＸをＳＣｅｌｌとするＣＡは可能であると判断される。Ｃ、Ｄ、Ｅに
ついても同様である。
【００５６】
　また、Ａを通知しない場合、Ａをサブセットとせず、かつＴＤＤによりＰＣｅｌｌ設定
を行い得るＣＡバンドコンビネーションであるＦ、Ｇに関しては、基地局ｅＮＢはＴＤＤ
によりＰＣｅｌｌ設定が可能であると判断する。
【００５７】
　次に、例えば、Ｃに示すＣＡバンドコンビネーションを通知しない（Ａ、Ｂは通知する
）、すなわち、Ｃに示すＣＡバンドコンビネーションを含まないＣＡバンドコンビネーシ
ョン情報を通知する場合、基地局ｅＮＢは、Ｃに示すＣＡバンドコンビネーションの設定
は不可であると判断するとともに、Ｃに示すＣＡバンドコンビネーションをサブセットと
するＣＡコンビネーションであるＤ、ＥについてＴＤＤによるＰＣｅｌｌ設定は不可であ
ると判断する。なお、この場合、Ｄ、Ｅは通知はされており、例えば、Ｄについて、バン
ドＹをＰＣｅｌｌとし、バンドＸをＳＣｅｌｌとするＣＡは可能であると判断される。Ｅ
についても同様である。
【００５８】
　また、Ｃを通知しない場合、Ｃをサブセットとせず、かつＴＤＤによりＰＣｅｌｌ設定
を行い得るＣＡバンドコンビネーションであるＦ、Ｇ、Ａ、Ｂに関しては、基地局ｅＮＢ
はＴＤＤによりＰＣｅｌｌ設定が可能であると判断する。
【００５９】
　また、例えば、ＡとＣを通知しない、すなわち、ＡとＣに示すＣＡバンドコンビネーシ
ョンを含まないＣＡバンドコンビネーション情報を通知する場合、基地局ｅＮＢは、Ａ、
Ｃに示すＣＡバンドコンビネーションの設定は不可であると判断するとともに、Ｂに示す
ＣＡバンドコンビネーションをサブセットとするＣＡコンビネーションであるＢについて
ＴＤＤによるＰＣｅｌｌ設定は不可であると判断し、更に、Ｃに示すＣＡバンドコンビネ
ーションをサブセットとするＣＡコンビネーションであるＤ、ＥについてもＴＤＤによる
ＰＣｅｌｌ設定は不可であると判断する。
【００６０】
　なお、通知例２においては、通知しないＣＡバンドコンビネーションをサブセットとす
る全てのＣＡバンドコンビネーションがＴＤＤによるＰＣｅｌｌ設定非対応となるため、
通知例１に比べてＴＤＤによるＰＣｅｌｌ設定可否を通知できるＣＡバンドコンビネーシ
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ョンのバリエーションの数が少なくなるが、通知例２では、既存の通知メッセージをその
まま利用できるという利点がある。
【００６１】
　また、通知例１と通知例２を併用してもよい。例えば、一部のＣＡバンドコンビネーシ
ョンについて通知例１のようにＴｒｕｅ、Ｆａｌｓｅを明示的に表示し、一部のＣＡバン
ドコンビネーションについて通知例２のように暗黙的に通知を行ってもよい。
【００６２】
　以下、各変形例を説明する。なお、これまでに説明した例を基本例と呼ぶことにする。
【００６３】
　（変形例１）
　ＴＤＤにおいては、送信と受信を同時に行うことができるＦｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘ（全
二重複信）モードと、送信と受信を同時に行うことができないＨａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘ（
半二重複信）モードがあり、バンド毎にどちらに対応しているのかの能力情報（ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ）をユーザ装置ＵＥは基地局ｅＮＢへ通知している。なお、Ｒｅｌ－１０ま
でのＴＤＤ対応ユーザ装置ＵＥはＨａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘである。
【００６４】
　ＴＤＤでＦｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードが必要になるケースとは、例えば、ＴＤＤの複
数コンポーネントキャリア（便宜上、ＣＣ１、ＣＣ２とする）を用いたＣＡにおいて、Ｃ
Ｃ１のＤＬのサブフレームとＣＣ２のＵＬのサブフレームが同時に生じる場合である。
【００６５】
　また、ＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡにおいては、例えば図３に示したように、通常、ＴＤＤの
ＵＬとＦＤＤのＤＬが同時に生じ、また、ＴＤＤのＤＬとＦＤＤのＵＬが同時に生じるか
ら、Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードでの通信になる。
【００６６】
　ただし、ユーザ装置ＵＥがＨａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘモードにしか対応していなくても、
ＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡは可能であり、その場合、例えば、ユーザ装置ＵＥに上りデータが
あるときにはそれを優先して送信させ、その間、下りデータを止めるといった制御が基地
局ｅＮＢにおいて行われる（この制御は例に過ぎない）。すなわち、ＴＤＤ－ＦＤＤ　Ｃ
Ａにおいて、基地局ｅＮＢは、ユーザ装置ＵＥがＦｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応し
ているのか、それともＨａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応しているのかを把握する必要
がある。
【００６７】
　ここで、ＦＤＤをベースとして設計されたＴＤＤ－ＦＤＤに対応するユーザ装置ＵＥは
、基本的にＦｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応しているが、Ｒｅｌ－１０　ＴＤＤ－Ｕ
Ｅをベースに設計されたＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　＝　Ｆａｌｓｅの
ＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡに対応するユーザ装置ＵＥはＨａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘモードにしか
対応していない可能性がある。
【００６８】
　そこで、本変形例では、ユーザ装置ＵＥは、これまでに説明したＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　
ｃａｐａｂｉｌｉｔｙの情報に加えて、Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードとＨａｌｆ－ｄｕ
ｐｌｅｘモードのどちらに対応しているかを示す能力情報（ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）も通
知することとしている。
【００６９】
　具体的な通知方法の例１、例２を以下で説明する。以下の例では、ユーザ装置ＵＥにお
いて、ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＝Ｔｒｕｅである場合は、当該ユーザ
装置ＵＥは、Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応していることを前提としている。
【００７０】
　＜変形例１：通知例１＞
　変形例の通知例１では、ユーザ装置ＵＥにおいて、ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ＝Ｆａｌｓｅの場合に、ユーザ装置ＵＥは、Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードに対
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応しているのか、あるいはＨａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応しているのかを示す能力
情報を明示的に基地局ｅＮＢに通知する。例えば、Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応
している場合に、Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応していることを示す「Ｔｒｕｅ」
を通知する。この場合、基地局ｅＮＢでは、Ｔｒｕｅを受信した場合にＦｕｌｌ－ｄｕｐ
ｌｅｘモードに対応していると判断し、Ｈａｌｆ／Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードに関す
る能力情報を受信しなかったときにＨａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応していると判断
する。
【００７１】
　ユーザ装置ＵＥにおいて、ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＝Ｆａｌｓｅの
場合とは、基本的には、ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌに対応できるＣＡバンドコンビネーションが
１つもない場合である。また、ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＝Ｆａｌｓｅ
となるＣＡバンドコンビネーション毎に、上記のＨａｌｆ／Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモー
ドに関する能力情報を通知することとしてもよい。
【００７２】
　＜変形例１：通知例２＞
　変形例の通知例２では、ユーザ装置ＵＥは、Ｈａｌｆ／Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモード
に関する能力情報を明示的には基地局ｅＮＢに送信しない。通知例２では、ユーザ装置Ｕ
ＥからＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＝Ｆａｌｓｅの能力情報を受信した基
地局ｅＮＢが、当該ユーザ装置ＵＥはＨａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応していると判
断する。もしくは、ユーザ装置ＵＥからＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＝Ｆ
ａｌｓｅの能力情報を受信した基地局ｅＮＢが、当該ユーザ装置ＵＥはＦｕｌｌ－ｄｕｐ
ｌｅｘモードに対応していると判断することとしてもよい。規定によりいずれかに定めら
れる。
【００７３】
　上記ユーザ装置ＵＥにおけるＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＝Ｆａｌｓｅ
の能力情報とは、基本的には、ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌに対応できるＣＡバンドコンビネーシ
ョンが１つもない場合である。ただし、基地局ｅＮＢは、ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ＝ＦａｌｓｅとなるＣＡバンドコンビネーション毎に、上記のようにして、
Ｈａｌｆ／Ｆｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードを判断してもよい。
【００７４】
　また、基地局ｅＮＢは、１つでもＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＝Ｔｒｕ
ｅとなるＣＡバンドコンビネーションをユーザ装置ＵＥから受信したときに、当該ユーザ
装置ＵＥはＦｕｌｌ－ｄｕｐｌｅｘモードに対応していると判断することとしてもよい。
【００７５】
　（変形例２）
　これまでは、ユーザ装置ＵＥにおいて、ＴＤＤをＰＣｅｌｌとしたＣＡを行うことがで
きるか否かに関する能力情報通知の実施形態を説明したが、その逆に、ＦＤＤをＰＣｅｌ
ｌとしたＣＡを行うことができるか否かに関する能力情報通知についてもこれまでの説明
と同様に実施可能である。
【００７６】
　例えば、ＴＤＤベースに設計されているユーザ装置ＵＥに対してＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡ
を対応させる場合、実装によってはＴＤＤの制御をＦＤＤの制御に併せて実装した方がよ
り、簡易に実装できる可能性もある。このような観点からＦＤＤをＰＣｅｌｌとしたＣＡ
を行うことができるか否かに関する能力情報通知を行うことが考えられる。ＦＤＤをＰＣ
ｅｌｌとしたＣＡを行うことができるか否かに関する能力情報通知方法は、これまでの説
明において、ＴＤＤとＦＤＤとし、ＦＤＤをＴＤＤとしたものに相当する。
【００７７】
　例えば、ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙの情報要素を設ける例と同様に、
図９に示すように、ＦＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙの情報要素を設けて能力
情報を通知することができる。また、ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙを暗黙
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的に通知する場合と同様に、図１０に示すように、ＦＤＤ－ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌ
ｉｔｙを暗黙的に通知することができる。
【００７８】
　また、ＴＤＤをＰＣｅｌｌとしたＣＡを行うことができるか否かに関する能力情報と、
ＦＤＤをＰＣｅｌｌとしたＣＡを行うことができるか否かに関する能力情報の両方を通知
することとしてもよい。
【００７９】
　　（変形例３）
　次に、変形例３について説明する。ＬＴＥのＲｅｌ－１１までは、ＰＣｅｌｌでしかＰ
ＵＣＣＨをサポートしていなかったが、Ｒｅｌ－１２において、ＳＣｅｌｌでもＰＵＣＣ
Ｈを送信することが検討されている。変形例３（及び後述する変形例４）は、ＳＣｅｌｌ
でのＰＵＣＣＨ送信に関連している。ＳＣｅｌｌでのＰＵＣＣＨ送信を行う１つの例とし
てＤｕａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ（以下、ＤＣ）がある。
【００８０】
　図１１は、変形例３（変形例４も同様）においてＤＣを行う通信システムの構成例を示
す図である。図１１に示すように、当該通信システムは、それぞれコアネットワーク１０
に接続される基地局ＭｅＮＢと基地局ＳｅＮＢを備え、ユーザ装置ＵＥとの間でＤＣを可
能としている。また、基地局ＭｅＮＢと基地局ＳｅＮＢとの間は、例えばＸ２インターフ
ェースにより通信可能である。
【００８１】
　ＤＣは、ＣＡの一種であり、Ｉｎｔｅｒ　ｅＮＢ　ＣＡ（基地局間キャリアアグリゲー
ション）とも呼ばれ、上記のようにＭａｓｔｅｒ－ｅＮＢ（ＭｅＮＢ）と、Ｓｅｃｏｎｄ
ａｒｙ－ｅＮＢ（ＳｅＮＢ）が導入される。
【００８２】
　ＤＣにおいて、ＭｅＮＢ配下のセル（１つ又は複数）で構成されるセルグループをＭＣ
Ｇ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐ、マスターセルグループ）、ＳｅＮＢ配下のセ
ル（１つ又は複数）で構成されるセルグループをＳＣＧ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ
　Ｇｒｏｕｐ、セカンダリセルグループ）と呼ぶ。ＳＣＧのうちの少なくとも１つのＳＣ
ｅｌｌにはＵＬのＣＣが設定され、そのうちの１つにＰＵＣＣＨが設定される。このＳＣ
ｅｌｌをＰＳＣｅｌｌ（ｐｒｉｍａｒｙ　ＳＣｅｌｌ）と呼ぶ。また、これを特別セル（
ｓｐｅｃｉａｌ　ｃｅｌｌ）と呼んでもよい。
【００８３】
　図１１に示す通信システムにおいて、例えば、ＭＣＧをマクロセルとし、ＳＣＧをスモ
ールセルとして、ＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌを含む）の設定を行うことがで
きる。ユーザ装置ＵＥにおけるＳＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌを含む）の追加、削除、設定変
更は、基地局ＭｅＮＢからのＲＲＣシグナリングで行うこととするが、これに限られるわ
けではない。また、ＳＣｅｌｌのアクティベーション／非アアクティベーションは、ＳＣ
Ｇについては基地局ＳｅＮＢが行い、ＭＣＧについては基地局ＭｅＮＢが行うこととして
もよいし、全てのＳＣｅｌｌについて基地局ＭｅＮＢが行うこととしてもよい。
【００８４】
　ＤＣは、遅延の大きいｂａｃｋｈａｕｌで接続されたｅＮＢ配下のＣＣでｉｎｔｅｒ－
ｅＮＢ　ＣＡを行う制御であり、ＳＣｅｌｌ側のＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫをＰＣｅｌ
ｌ経由でフィードバックすることが難しいため、上記のとおり、ＳＣｅｌｌでのＰＵＣＣ
Ｈが必要となる。
【００８５】
　ＤＣでないＣＡにおいてＣＣ数を増加させると、ＰＣｅｌｌにおけるＰＵＣＣＨリソー
スが不足し、スループットが減少したり、接続出来るＵＥ数が減少し、セル容量が減少す
ることから、ＤＣでないＣＡにおいても、上記ＰＳＣｅｌｌと同様にＳＣｅｌｌでＰＵＣ
ＣＨを送信することが検討されている。このようなＳＣｅｌｌを使用するＣＡを「ＣＡ　
ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨ」と称する。また、ＰＵＣＣＨを送信するＳＣｅｌｌ
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をＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌと称してもよい。ＰＳＣｅｌｌとＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌとを
総称して特別セルと称してもよい。また、ＰＳＣｅｌｌとＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌは、Ｓ
Ｃｅｌｌのグループ内ではＰＣｅｌｌと同様にＰＵＣＣＨを設定してＡＣＫ／ＮＡＣＫを
送信することから、これらは「プライマリセル」の一種である考えることも可能である。
【００８６】
　図１２は、ＳＣｅｌｌにおけるＰＵＣＣＨ送信の対応を方式毎に示した図である。図１
２に示すとおり、Ｒｅｌ－１１までのＣＡでは、ＰＣｅｌｌでのみでしかＰＵＣＣＨを送
信できないが、ＤＣ及びＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨでは、ＳＣｅｌｌ（Ｐ
ＳＣｅｌｌ）でもＰＵＣＣＨを送信できる。
【００８７】
　さて、これまでに説明したｃａｐａｂｉｌｉｔｙの通知は、あるＣＡバンドコンビネー
ションにおいて、ＴＤＤのＰＣｅｌｌ設定が可能か、ＦＤＤのＰＣｅｌｌ設定が可能かを
示すものであり、上記のようにＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ又
はＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌを意味する）については考慮されていない。しかし、ＰＵＣＣ
Ｈが設定されるＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌについては、図３を参照して説明
したＰＣｅｌｌでの課題と同様の課題がある。そこで、変形例３では、ＰＳＣｅｌｌ／Ｐ
ＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌに関するｃａｐａｂｉｌｉｔｙも通知できるような構成としている
。以下、変形例３における通知例１、通知例２について説明する。
【００８８】
　　＜変形例３の通知例１＞
　通知例１では、ＰＣｅｌｌのｃａｐａｂｉｌｉｔｙの通知方法はこれまでの説明と同じ
であるが、基地局ｅＮＢ（ＤＣの場合は例えばＭｅＮＢ）が、能力情報を、ＰＣｅｌｌの
みならずＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌにも適用されるように読み替えることとす
る。
【００８９】
　すなわち、これまでに説明した通知方法で、あるＣＡバンドコンビネーションにおいて
、ＴＤＤでＰＣｅｌｌが設定できると解釈する場合（例：ＴＤＤがｔｒｕｅであると明示
的に通知される場合）には、基地局ｅＮＢは、ＰＣｅｌｌのみならずＰＳＣｅｌｌ／ＰＵ
ＣＣＨ－ＳＣｅｌｌもＴＤＤで設定可能であると解釈する。また、これまでに説明した通
知方法で、あるＣＡバンドコンビネーションにおいて、ＦＤＤでＰＣｅｌｌが設定できる
と解釈する場合（例：ＦＤＤがｔｒｕｅであると明示的に通知される場合）には、基地局
ｅＮＢは、ＰＣｅｌｌのみならずＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌもＦＤＤで設定
可能であると解釈する。
【００９０】
　また、通知例１では、基地局ｅＮＢが上記の解釈を行うことから、ユーザ装置ＵＥは、
実際の能力として基地局ｅＮＢが解釈するとおりの能力を有する場合（つまり、ＴＤＤで
ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌも設定可能な場合）に当該通知を行うこととして
もよいし、ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ－ＳＣｅｌｌでの設定能力にかかわらずにＰＣｅｌ
ｌの設定能力に応じて通知を行うこととしてもよい。
【００９１】
　　＜変形例３の通知例２＞
　通知例２では、ＰＣｅｌｌのｃａｐａｂｉｌｉｔｙとは別にＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ
‐ＳＣｅｌｌのｃａｐａｂｉｌｉｔｙを通知する。すなわち、通知例２では、基本例～変
形例２でこれまでに説明したＰＣｅｌｌに関するｃａｐａｂｉｌｉｔｙの通知方法により
、ＰＣｅｌｌに関するｃａｐａｂｉｌｉｔｙの通知を行うことに加えて、ＰＳＣｅｌｌ／
ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌに関するｃａｐａｂｉｌｉｔｙの通知を基本例～変形例２で説明
したＰＣｅｌｌに関する通知方法と同じようにして行う。ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐Ｓ
Ｃｅｌｌに関するｃａｐａｂｉｌｉｔｙの通知は、基本例～変形例２で説明したＰＣｅｌ
ｌに関する通知方法において、ＰＣｅｌｌをＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌに置
き換えたものである。
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【００９２】
　例えば、ユーザ装置ＵＥは、ＰＣｅｌｌの場合における図７、図９で示した通知方法と
同様にして、図１３、図１４に示すように、ＰＳＣｅｌｌ（ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌにつ
いても同様）に関するＴＤＤ　ＰＳＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙを通知する。なお、
図７、図９、図１３、図１４に示すように、ＣＡコンビネーション毎に別々に通知するこ
ととしてもよいし、ＣＡコンビネーション毎に、例えば、（ＴＤＤ－ＰＣｅｌｌ＝Ｆａｌ
ｓｅ、ＦＤＤ－ＰＣｅｌｌ＝Ｔｒｕｅ、ＴＤＤ－ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌ
＝Ｆａｌｓｅ、ＦＤＤ－ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌ＝Ｔｒｕｅ）のような情
報で、まとめて能力を通知してもよい。また、ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌの
場合も、ＰＣｅｌｌの場合と同様に、ＵＥ単位で通知してもよいし、ＣＡコンビネーショ
ン毎、或いは、ＣＡコンビネーションの組み合わせ毎に通知してもよい。
【００９３】
　　（変形例４）
　「発明が解決しようとする課題」の欄等で既に説明したように、ＵＥ実装によってはｄ
ｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ間の連携が困難である。その能力の有無の通知を行うために、基本
例～変形例３で説明したように、本実施の形態においては、ＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／
ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌ）　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙの通知を行うこととしている。
【００９４】
　基本例～変形例３で説明した通知において、例えば、２ＤＬ／２ＵＬのＣＡバンドコン
ビネーションに対して、ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓ
ｅが通知される場合を考える。この場合、図１５の左側に示すように、ＦＤＤ　ＰＣｅｌ
ｌとＴＤＤ　ＳＣｅｌｌとの組み合わせによるＣＡが可能であるが、図１５の右側に示す
ように、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌとＦＤＤ　ＳＣｅｌｌとの組み合わせによるＣＡは不可であ
る。基本例～変形例３では、ユーザ装置ＵＥは、図１５に示す能力を有する場合、「ＦＤ
Ｄ　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」を通知し、これを受信し
た基地局ｅＮＢは、図１５に示す能力があると解釈することが想定される。
【００９５】
　しかし、例えば図１６に示すように、ＤＣやＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨ
を導入すると、Ｃｅｌｌのグルーピングの仕方によっては、ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ間の
連携が無くてもＣＡが出来るようになる。すなわち、ＤＣ／ＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ
　ＰＵＣＣＨを設定したユーザ装置ＵＥはＣＣをグルーピングしたセルグループ内でＨＡ
ＲＱ制御を行うため、図１６に示すように同一Ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅのＣＣをグルーピ
ングする限り、（ＵＬのある）どのＣｅｌｌをＰＣｅｌｌとしてもよいはずである。よっ
て、この場合、ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ間の連携が可能であるか否かに関わらず、ＴＤＤ
／ＦＤＤ　ＣｅｌｌをＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌも同様）とし
て選択可能である。
【００９６】
　しかしながら、基本例～変形例３の通知においては、ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ間の連携
が不要なケースを想定していないので、例えば、ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ
　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅの場合、基地局ｅＮＢは、図１７に示すように、一律に「ＦＤ
Ｄ　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」を適用することで、ｄｕ
ｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ間の連携が不要で、実際にはＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ
‐ＳＣｅｌｌ）設定が可能である場合にもこれが不可であると解釈することが想定される
。
【００９７】
　ユーザ装置ＵＥからすれば、このような解釈をされることが前提になると、図１６に示
すグルーピングのときにＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌ）設定が可
能であることを通知する手段がないことになる。
【００９８】
　そこで、変形例４では、例えば図１５に示すように、Ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ間のセル
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連携ができないユーザ装置ＵＥであっても、図１６で示したような連携が不要な設定にお
いては、ＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌ）をどのセルでも設定でき
るようにしている。
【００９９】
　つまり、ユーザ装置ＵＥが「ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆ
ａｌｓｅ」を通知する場合、それは図１５に示すように連携が必要なＣＡ設定における能
力を示し、連携が不要な場合は、通知内容「ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ　Ｐ
Ｃｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」に関わらずに、図１８に示すようにグルーピングのＣＡ設定可能
の場合はＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌ）をどのセルでも設定でき
ることを示すようにする。なお、グルーピングのＣＡ設定が可能か否かは、別の能力通知
で通知することが可能である（例：ＤＣ可能、ＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨ
可能、など）。
【０１００】
　上記を可能とするために、変形例４では、基地局ｅＮＢが、ユーザ装置ＵＥから受信す
るＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌ）のＴＤＤ／ＦＤＤに関する能力
を、「Ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅの異なるセルを同一セルグループへ設定する場合
に、当該セルグループにおいて、能力有りと通知されたｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅのセルを
ＰＣｅｌｌ／ＰＳＣｅｌｌ（ＰＵＣＣＨ　ＳＣｅｌｌ）とすることができる」ものと解釈
する。Ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅの異なるセルを同一セルグループへ設定する場合
とは、ＴＤＤのセルとＦＤＤのセルが混在したセルグループを設定する場合であり、例え
ば、図１５（ＤＣ／ＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨ無し）の場合の全体のセル
のグループ、ＤＣにおけるＴＤＤのセルとＦＤＤのセルが混在するＭＣＧあるいはＳＣＧ
等である。
【０１０１】
　変形例４でも、能力の通知方法自体は基本例～変形例３で説明したものと同じである（
ＰＣｅｌｌをＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌと解釈すること等を含む）が、基地
局ｅＮＢでの解釈が異なる。変形例４では、例えば、Ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅの
異なるセルを同一セルグループへ設定しない場合、つまり、図１８で示すように、セルグ
ループが１つの複信方式（つまり、１つのフレーム構造タイプ）のみから構成される場合
には、ユーザ装置ＵＥから受信する能力情報に関わらずに、当該セルグループにおいて、
当該複信方式でＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌ）の設定が可能であ
ると解釈する。
【０１０２】
　変形例４における上記の解釈はユーザ装置ＵＥにおいても同様に適用されてよい。つま
り、ユーザ装置ＵＥは、ＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌ）のＴＤＤ
／ＦＤＤに関する能力を通知する際に、その能力とは、「Ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒ
ｅの異なるセルを同一セルグループへ設定する場合に、当該セルグループにおいて、能力
有りと通知されたｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅのセルをＰＣｅｌｌ／ＰＳＣｅｌｌ（ＰＵＣＣ
Ｈ　ＳＣｅｌｌ）とすることができる」ものとして通知を行う。
【０１０３】
　変形例４において、３ＤＬ／３ＵＬのＣＡバンドコンビネーションに対して「ＦＤＤ　
ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」という能力を通知する場合に
おける、ＣＡの設定内容に応じたＰＣｅｌｌ／ＰＳＣｅｌｌ設定可否の例を図１９、図２
０、図２１に示す。
【０１０４】
　図１９は、ＤＣ／ＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨ無しの場合であり、全体が
１つのセルグループとなり、「Ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅの異なるセルを同一セル
グループへ設定する場合」の解釈のとおりに、「ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ
　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」のとおりのＰＣｅｌｌ可否となる。
【０１０５】
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　図２０は、ＤＣ／ＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨ有りの場合であり、右側／
左側、ＣＧ（セルグループ）＃１とＣＧ＃２のいずれも、「Ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅの異なるセルを同一セルグループへ設定する場合」ではないため、通知内容「ＦＤＤ
　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」に関わらず、ＰＣｅｌｌ／
ＰＳＣｅｌｌ可となる。
【０１０６】
　図２１は、ＤＣ／ＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨ有りの場合であり、ＣＧ＃
２は、「Ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅの異なるセルを同一セルグループへ設定する場
合」ではないため、通知内容「ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆ
ａｌｓｅ」に関わらず、ＰＳＣｅｌｌ可となる。一方、ＣＧ＃１は、「Ｆｒａｍｅ　ｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅの異なるセルを同一セルグループへ設定する場合」であるため、通知内容
「ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｔｒｕｅ、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」に従ったＰＣｅｌ
ｌ可否となる。
【０１０７】
　　（変形例５）
　次に、変形例５を説明する。基本例～変形例４で説明したＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌ
ｉｔｙは、基本的にＣＡバンドコンビネーション毎に設定、通知され、コンビネーション
内における個々のバンドの能力は通知されない。従って、例えば、コンビネーション内に
ＴＤＤバンドが複数あり、ＴＤＤ　ｔｒｕｅである場合においては、全てのＴＤＤバンド
でＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ設定可能であると解釈されることになる。ユーザ装置ＵＥにとって
は、コンビネーション内にＴＤＤバンドが複数あり、ＴＤＤ　ｔｒｕｅを通知するには、
どのＴＤＤバンドでもＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ設定可能であることを確認できている必要があ
る。
【０１０８】
　一例として、図２２に示すように、バンドＡ（ＴＤＤ）とバンドＢ（ＦＤＤ）のコンビ
ネーションにおいて、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ可能であり、バンドＣ（ＴＤＤ）とバンドＤ（
ＦＤＤ）のコンビネーションにおいて、ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ不可である場合において、こ
れら４つのバンドＡ～Ｄを用いた４ＣＣ　ＣＡとしてはＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ
とせざるを得ない。
【０１０９】
　しかし、上記の例では、４ＣＣ　ＣＡとしてバンドＡ（ＴＤＤ）でのＴＤＤ　ＰＣｅｌ
ｌができる場合に、基地局ｅＮＢはそれを認識できず、また、ユーザ装置ＵＥはそれを通
知できない。そこで、変形例５では、以下の通知例１、通知例２の通知を行うこととして
いる。以下の例において、ＰＣｅｌｌに関する能力のみを通知する場合でも、それをＰＳ
Ｃｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐ＳＣｅｌｌの能力とも見なしたり、ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐
ＳＣｅｌｌの能力をＰＣｅｌｌとは別に通知することなどは、これまでに説明した例と同
様である。
【０１１０】
　　＜変形例５の通知例１＞
　通知例１では、バンド毎にＴＤＤ／ＦＤＤでＰＣｅｌｌ（ＰＳＣｅｌｌ／ＰＵＣＣＨ‐
ＳＣｅｌｌ）になることが可能であるかを通知する。通知は、例えば、各バンドに対応す
るビットマップを用いて行うことができる。ビットマップを用いる場合、ＣＡバンドコン
ビネーション毎にビットマップの長さが変わっても良い。
【０１１１】
　なお、通知例１において、全てのＣＡバンドコンビネーションに対してビットマップを
通知するとオーバヘッドになるため、特定のケースのみ、当該ビットマップが適用されて
もよい。例えば、バンド毎でなくコンビネーション毎にｃａｐａｂｉｌｉｔｙを通知する
場合のｃａｐａｂｉｌｉｔｙが「ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」又は「ＴＤＤ　ＰＣ
ｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」となっている場合に、ビットマップを含めるようにしてもよい。「
ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」又は「ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ＝ｆａｌｓｅ」の場合、バ
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ンド単位であればｔｒｕｅのバンドがあるかもしれないからである。
【０１１２】
　図２３に、通知例１の具体例を説明する。図２３の例では、図示するようにバンドＡ、
Ｂ、Ｃ、Ｄがあり、コンビネーション８として４ＤＬ／４ＵＬが示され、コンビネーショ
ン９として４ＤＬ／３ＵＬが示されている。
【０１１３】
　そして、ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙとしてバンド毎のビットマップで通知する
例が示される。なお、これは一例に過ぎない。コンビネーション８では、（Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄ）＝１００１０００１が通知される。これは、ビットの順番で各２ビットが各バンド（
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順）に対応し、２ビットの最初のビットがＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ可否（１
／０）、次のビットがＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ可否を示す。例えば、１００１０００１は、バ
ンドＡ（ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ可、ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ不可）、バンドＢ（ＴＤＤ　ＰＣｅ
ｌｌ不可、ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ可）、バンドＣ（ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ不可、ＦＤＤ　ＰＣ
ｅｌｌ不可）、バンドＤ（ＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ不可、ＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ可）を示す。コ
ンビネーション９も同様である。なお、バンド毎に１ビットでＰＣｅｌｌ可否を示すこと
としてもよい。
【０１１４】
　上記のような能力通知を可能とすることで、基地局ｅＮＢは、バンド毎の能力を考慮し
た柔軟な制御を行うことができるとともに、ユーザ装置ＵＥは、例えばＴＤＤ　ＰＣｅｌ
ｌ不可と可が混在する場合でもそれを通知することができる。
【０１１５】
　　＜変形例５の通知例２＞
　通知例２では、ＣＡバンドコンビネーションのサブセットの組み合わせによって通知す
る。例えば、バンドＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄで４ＣＣ　ＣＡが可能である場合、これまでに説明し
たＣＡバンドコンビネーションではＡ＿Ｂ＿Ｃ＿Ｄと通知されるが、変形例５の通知例２
では、これを、ＣＡバンドコンビネーションＡ＿ＢとＣＡバンドコンビネーションＣ＿Ｄ
の組み合わせを示す（Ａ＿Ｂ）＿（Ｃ＿Ｄ）と通知し、Ａ＿Ｂ、Ｃ＿ＤそれぞれでＰＣｅ
ｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙを通知する。ｃａｐａｂｉｌｉｔｙは、例えば、サブセット
のＣＡコンビネーション毎に２ビットを割り当てたビットマップで通知してよい。
【０１１６】
　全体のコンビネーション（例：Ａ＿Ｂ＿Ｃ＿Ｄ）を、どのサブセットの組み合わせで通
知するかについては、例えば、ＴＤＤとＦＤＤの両方を含むサブセットを選択して、その
組み合わせで通知することが考えられる。Ａ＿Ｂ、Ｃ＿Ｄはその一例である。
【０１１７】
　図２４に、通知例２の具体例を説明する。図２４の例では、図示するようにバンドＡ、
Ｂ、Ｃ、Ｄがあり、コンビネーション８として４ＤＬ／４ＵＬが示され、コンビネーショ
ン９として４ＤＬ／３ＵＬが示されている。
【０１１８】
　上記で説明したように、ＵＬ、ＤＬのそれぞれで、４ＣＣのコンビネーションについて
は（Ａ＿Ｂ）＿（Ｃ＿Ｄ）とし、３ＣＣのコンビネーションでは、例として（Ａ＿Ｂ）＿
Ｃを通知することとしている。
【０１１９】
　ＰＣｅｌｌ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙについて、本例ではビットマップを用いている。例
えばコンビネーション８の１１０１は、最初の２ビットが（Ａ＿Ｂ）におけるＴＤＤ　Ｐ
Ｃｅｌｌ可否のビットとＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ可否のビットであり、次の２ビットが（Ｃ＿
Ｄ）におけるＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ可否のビットとＦＤＤ　ＰＣｅｌｌ可否のビットである
。コンビネーション９についても同様である。
【０１２０】
　上記のような能力通知を可能とすることで、基地局ｅＮＢは、サブセットの組み合わせ
毎の能力を考慮した柔軟な制御を行うことができるとともに、ユーザ装置ＵＥは、例えば
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、全体のコンビネーションの中にＴＤＤ　ＰＣｅｌｌ不可と可が混在する場合でもそれを
通知することができる。
【０１２１】
　なお、これまでに説明した基本例、及び全ての変形例は、矛盾が生じない限り、いかな
る組み合わせにおいても実施することが可能である。
【０１２２】
　（装置構成、動作フロー）
　以下、本実施の形態（基本例と全変形例を含む）におけるユーザ装置ＵＥと基地局ｅＮ
Ｂの構成と、動作フローの一例について説明する。
【０１２３】
　＜ユーザ装置ＵＥ＞
　図２５に、本実施の形態におけるユーザ装置ＵＥの機能構成図を示す。図２５に示すよ
うに、ユーザ装置ＵＥは、ＤＬ信号受信部１０１、ＵＬ信号送信部１０２、ＵＥ能力情報
格納部１０３、ＵＥ能力情報通知制御部１０４、ＣＡ制御部１０５を備える。なお、図２
５は、ユーザ装置ＵＥにおいて本発明に特に関連する機能部のみを示すものであり、少な
くともＬＴＥに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。
【０１２４】
　ＤＬ信号受信部１０１は、基地局ｅＮＢから各種の下り信号を受信し、受信した物理レ
イヤの信号からより上位のレイヤの情報を取得する機能を含み、ＵＬ信号送信部１０２は
、ユーザ装置ＵＥから送信されるべき上位のレイヤの情報から、物理レイヤの各種信号を
生成し、基地局ｅＮＢに対して送信する機能を含む。
【０１２５】
　ＵＥ能力情報格納部１０３は、ユーザ装置ＵＥ自身がサポートしているＣＡバンドコン
ビネーション、ＴＤＤ／ＦＤＤ―ＰＣｅｌｌ設定能力、Ｆｕｌｌ／Ｈａｌｆ－ｄｕｐｌｅ
ｘ能力、ＤＣ／ＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨ能力等を含むＵＥ能力情報を格
納する。
【０１２６】
　ＵＥ能力情報通知制御部１０４は、ＣＡバンドコンビネーション情報を基地局ｅＮＢに
送信する場合に、ＵＥ能力情報格納部１０３を参照し、明示的又は暗黙的にＴＤＤ／ＦＤ
Ｄ―ＰＣｅｌｌ設定能力やＦｕｌｌ／Ｈａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘ能力を付加したＣＡバンド
コンビネーション情報の送信をＵＬ信号送信部１０２に行わせる。通知方法は基本例～変
形例５で説明したとおりである。ＵＬ信号送信部１０２は、ＣＡバンドコンビネーション
情報を所定のメッセージに載せて、例えばＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ等のチャネルで基地局
ｅＮＢに送信する。
【０１２７】
　ＣＡ制御部１０５は、ＣＡを構成しているＰＣｅｌｌ（ＰＣＣ）、ＳＣｅｌｌ（ＳＣＣ
）の管理や、基地局ｅＮＢからの指示に基づくＳＣｅｌｌの追加／削除、Ａｃｔｉｖａｔ
ｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ等のユーザ装置ＵＥにおけるＣＡに関する制御を行う
。また、ＣＡ制御部１０５は、ＤＣ、ＣＡ　ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨの制御を
行うことも可能である。
【０１２８】
　次に、図２６に示すフローチャートを参照して、ユーザ装置ＵＥの動作例を説明する。
【０１２９】
　例えば、ユーザ装置ＵＥが基地局ｅＮＢと接続するタイミング（ＲＲＣコネクションを
設定するタイミング）において、ユーザ装置ＵＥが基地局ｅＮＢからＵＥ能力情報要求を
受信する（ステップ１０１）。ユーザ装置ＵＥは、当該ＵＥ能力情報要求に応じて、明示
的又は暗黙的にＴＤＤ／ＦＤＤ―ＰＣｅｌｌ設定能力やＦｕｌｌ／Ｈａｌｆ－ｄｕｐｌｅ
ｘ能力を付加したＣＡバンドコンビネーション情報を基地局ｅＮＢに送信する（ステップ
１０２）。
【０１３０】
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　ステップ１０２において、ユーザ装置ＵＥのＵＥ能力情報通知制御部１０４は、ＵＥ能
力情報格納部１０３を参照することで、対応可能なＣＡバンドコンビネーションの情報を
取得するとともに、ＴＤＤ（ＦＤＤ）によるＰＣｅｌｌ設定を行い得るＣＡバンドコンビ
ネーションについて、ＴＤＤ（ＦＤＤ）によるＰＣｅｌｌ設定の可否を判断し、判断に基
づいて、ＣＡコンビネーション情報にフラグを付したり（基本例の通知例１）、もしくは
一部のＣＡバンドコンビネーションを通知しない（基本例の通知例２）制御を行ったり、
各変形例で説明した通知を実行する。
【０１３１】
　なお、ユーザ装置ＵＥの能力が固定的であると想定される場合には、上記のような判断
を毎回行うことなく、ユーザ装置ＵＥの能力に基づいて予め決めておいた（記憶手段に記
憶しておいた）ＣＡバンドコンビネーション情報と（明示又は暗黙の）付加情報を送信す
るようにしてもよい。
【０１３２】
　なお、ユーザ装置ＵＥの機能構成は上記のものに限られるわけではなく、本実施の形態
で説明する処理を実現できるいかなる構成を採用してもよい。例えば、ユーザ装置ＵＥと
して使用できるユーザ装置は、第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用い
てキャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおけるユーザ装置であって、前記
ユーザ装置における前記キャリアアグリゲーションで使用可能なバンドの組み合わせを示
すバンド組み合わせ情報を格納する情報格納部と、前記ユーザ装置が、前記キャリアアグ
リゲーションにおいて、前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可能
か否かを示す能力情報を、前記バンド組み合わせ情報に明示的又は暗黙的に付加し、当該
能力情報を付加した前記バンド組み合わせ情報を基地局に通知する通知制御部とを備える
。
【０１３３】
　前記通知制御部は、例えば、前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設
定し得るバンドの組み合わせ毎に、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用い
てプライマリセルを設定可能か否かを示す能力情報を付加し、当該能力情報を付加したバ
ンド組み合わせ情報を基地局に通知する。この構成によれば、バンドの組み合わせ毎に的
確に第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを示す能力情報を
通知できる。
【０１３４】
　前記通知制御部は、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリ
セルを設定できないバンドの組み合わせのうち、一部のバンドの組み合わせを除いた前記
バンド組み合わせ情報を前記基地局に通知することにより、当該一部の組み合わせをサブ
セットに持つバンドの組み合わせについても前記第１の複信方式のバンドを用いてプライ
マリセルを設定できないことを通知することもできる。この構成では、現状のメッセージ
に情報要素を追加することなく通知を行うことができる。
【０１３５】
　また、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可
能である場合において、前記通知制御部は、前記バンド組み合わせ情報に前記能力情報を
付加せずに当該バンド組み合わせ情報を前記基地局に通知することもできる。この構成に
よっても、現状のメッセージに情報要素を追加することなく通知を行うことができる。
【０１３６】
　また、前記通知制御部は、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプラ
イマリセルを設定可能でない場合において、前記ユーザ装置が、全二重複信方式に対応し
ているか、又は半二重複信方式に対応しているかを示す能力情報を明示的又は暗黙的に前
記基地局に通知するようにしてもよい。この構成により、基地局は、ユーザ装置が、全二
重複信方式に対応しているか、又は半二重複信方式に対応しているかを把握でき、ユーザ
装置に対して適切な制御を行うことができる。
【０１３７】
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　例えば、前記第１の複信方式はＴＤＤであり、前記第２の複信方式はＦＤＤである、又
は、前記第１の複信方式はＦＤＤであり、前記第２の複信方式はＴＤＤである。
【０１３８】
　また、前記通知制御部は、前記プライマリセルに関する能力情報を、デュアルコネクテ
ィビティにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダ
リセルに関する能力情報として通知することとしてもよい。この構成により、デュアルコ
ネクティビティにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセ
カンダリセルに関する能力情報を通知できるようになる。
【０１３９】
　また、前記通知制御部は、前記プライマリセルに関する能力情報に加えて、デュアルコ
ネクティビティにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセ
カンダリセルに関する能力情報を通知するようにしてもよい。この構成により、デュアル
コネクティビティにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定する
セカンダリセルに関する能力情報を通知できるようになる。
【０１４０】
　また、前記通知制御部は、前記プライマリセルに関する能力情報を、フレーム構造の異
なるセルを同一セルグループに設定する場合における当該セルグループに設定するプライ
マリセルに関する能力情報として通知するようにしてもよい。この構成により、フレーム
構造の異なるセルを同一セルグループに設定しない場合において、任意の複信方式をＰＣ
ｅｌｌに設定する等、柔軟な制御が可能となる。
【０１４１】
　前記通知制御部は、前記能力情報を、バンドの組み合わせを構成するバンド毎に通知す
ることとしてもよい。この構成により、バンド毎の能力に応じた制御を実現できる。
【０１４２】
　前記通知制御部は、バンド組み合わせ情報を、バンドの組み合わせを構成する複数バン
ドのセットの組み合わせとして通知するとともに、前記能力情報を、当該複数バンドのセ
ット毎に通知することとしてもよい。この構成により、複数バンドのセット毎の能力に応
じた制御を実現できる。
【０１４３】
　　＜基地局ｅＮＢ＞
　図２７に、本実施の形態における基地局ｅＮＢの機能構成図を示す。図２７に示すよう
に、基地局ｅＮＢは、ＤＬ信号送信部２０１、ＵＬ信号受信部２０２、ＵＥ能力情報格納
部２０３、ＵＥ能力判定部２０４を有する。なお、図２７は、基地局ｅＮＢにおいて本発
明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともＬＴＥ方式に準
拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。
【０１４４】
　ＤＬ信号送信部２０１は、基地局ｅＮＢから送信されるべき上位のレイヤの情報から、
物理レイヤの各種信号を生成し、ユーザ装置ＵＥに対して送信する機能を含む。ＵＬ信号
受信部２０２は、ユーザ装置ＵＥから各種の上り信号を受信し、受信した物理レイヤの信
号からより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。
【０１４５】
　ＵＥ能力情報格納部２０３は、ＵＥ毎に、ＵＥの能力情報（ＣＡバンドコンビネーショ
ン情報、ＴＤＤ／ＦＤＤ－ＰＣｅｌｌ能力情報等を含む）を格納する。ＵＥ能力情報格納
部２０３に格納されたＵＥ能力情報は、例えば、ユーザ装置ＵＥへのＣＡ（ＤＣ、ＣＡ　
ｗｉｔｈ　ＳＣｅｌｌ　ＰＵＣＣＨ含む）に関する設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）
等に使用される。
【０１４６】
　ＵＥ能力判定部２０４は、明示的又は暗黙的にＴＤＤ／ＦＤＤ―ＰＣｅｌｌ設定能力や
Ｆｕｌｌ／Ｈａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘ能力を付加したＣＡバンドコンビネーション情報をユ
ーザ装置ＵＥから受信した際に、ＴＤＤ（又はＦＤＤ）―ＰＣｅｌｌ設定能力やＦｕｌｌ
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／Ｈａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘ能力を決定し、決定した能力とＣＡバンドコンビネーション等
を含む能力情報をＵＥ能力情報格納部２０３に格納する。ＵＥ能力判定部２０４が実行す
る判定は、基本例での判定のみならず、各変形例で説明した解釈に基づく判定を含む。
【０１４７】
　図２８のフローチャートを参照して、基地局ｅＮＢの動作例を説明する。図２８は、暗
黙的な情報付加を行う基本例の通知例２に対応している。
【０１４８】
　基地局ｅＮＢがユーザ装置ＵＥからＵＬ信号受信部２０２によりＣＡバンドコンビネー
ション情報を受信する（ステップ２０１）。次に、基地局ｅＮＢのＵＥ能力判定部２０４
は、ＣＡバンドコンビネーション情報の中に、ＴＤＤ（又はＦＤＤ）―ＰＣｅｌｌ設定を
行い得る上位のＣＡバンドコンビネーションに対して、通知されていないサブセットのＣ
Ａバンドコンビネーション（ＴＤＤ（又はＦＤＤ）―ＰＣｅｌｌ設定を行い得るもの）が
あるか否かを判定する（ステップ２０２）。
【０１４９】
　通知されていないサブセットのＣＡバンドコンビネーションがある場合（ステップ２０
２のＹｅｓ）、基地局ｅＮＢのＵＥ能力判定部２０４は、通知されていないＣＡバンドコ
ンビネーションをサブセットとするＣＡバンドコンビネーションについてＴＤＤ（ＦＤＤ
）－ＰＣｅｌｌ非対応と判断する（ステップ２０３）。通知されていないサブセットのＣ
Ａバンドコンビネーションがない場合（ステップ２０２のＮｏ）、基地局ｅＮＢのＵＥ能
力判定部２０４は、ＴＤＤ（ＦＤＤ）のバンドをＤＬとＵＬに有するＣＡバンドコンビネ
ーションについて、全てＴＤＤ（ＦＤＤ）－ＰＣｅｌｌに対応している判断する（ステッ
プ２０４）。これらの判断結果に対応する能力情報がＵＥ能力情報格納部２０３に格納さ
れる。
【０１５０】
　なお、ＣＡバンドコンビネーション情報を受信した基地局ｅＮＢは、その後、例えば、
ユーザ装置ＵＥのＣＣ毎の通信品質等に基づいて、ユーザ装置ＵＥがサポートするＣＡコ
ンビネーションの中からどのＣＡコンビネーションを適用するかを決定し、決定したＣＡ
コンビネーションをユーザ装置ＵＥに通知する（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅする）等の動作を行
う。
【０１５１】
　なお、基地局ｅＮＢの機能構成は上記のものに限られるわけではなく、本実施の形態で
説明する処理を実現できるいかなる構成を採用してもよい。例えば、基地局ｅＮＢとして
使用できる基地局は、第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用いてキャリ
アアグリゲーションを行う移動通信システムにおける基地局であって、ユーザ装置から、
キャリアアグリゲーションにおけるバンドの組み合わせを示すバンド組み合わせ情報を受
信する受信部と、前記受信部により受信された前記バンド組み合わせ情報に、明示的又は
暗黙的に付加された能力情報に基づいて、前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーシ
ョンにおいて、前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを
判定する判定部とを備える。
【０１５２】
　前記受信部が、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセル
を設定できないバンドの組み合わせのうち、一部のバンドの組み合わせを除いた前記バン
ド組み合わせ情報を受信した場合に、前記判定部は、当該一部の組み合わせをサブセット
に持つバンドの組み合わせについても前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセ
ルを設定できないと判定するようにしてもよい。この構成により、現状のメッセージに情
報要素を追加することなく通知を行うことができる。
【０１５３】
　前記判定部は、前記プライマリセルを、デュアルコネクティビティにおけるＰＳＣｅｌ
ｌ、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセルと解釈し、当該デュアルコネクティビテ
ィにおけるＰＳＣｅｌｌ、又は、当該ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセルに関する判定



(23) JP 5781674 B1 2015.9.24

10

20

30

40

50

を行うこととしてもよい。この構成により、デュアルコネクティビティにおけるＰＳＣｅ
ｌｌ、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセルについての設定制御を適切に行うこと
ができる。
【０１５４】
　前記判定部は、前記プライマリセルに関する能力情報に加えて、デュアルコネクティビ
ティにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセ
ルに関する能力情報を受信し、当該デュアルコネクティビティにおけるＰＳＣｅｌｌ、又
は、当該ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセルに関する判定を行うこととしてもよい。こ
れによっても、デュアルコネクティビティにおけるＰＳＣｅｌｌ、又は、ＰＵＣＣＨを設
定するセカンダリセルについての設定制御を適切に行うことができる。
【０１５５】
　前記判定部は、前記プライマリセルに関する能力情報を、フレーム構造の異なるセルを
同一セルグループに設定する場合における当該セルグループに設定するプライマリセルに
関する能力情報と解釈して前記判定を行うようにしてもよい。この構成により、フレーム
構造の異なるセルを同一セルグループに設定しない場合において、任意の複信方式をＰＣ
ｅｌｌに設定する等、柔軟な制御が可能となる。
【０１５６】
　前記受信部は、バンド組み合わせ情報とともに、前記能力情報を、バンドの組み合わせ
を構成するバンド毎の情報として受信することとしてもよい。この構成により、バンド毎
の能力に応じた制御を実現できる。
【０１５７】
　前記受信部は、バンド組み合わせ情報を、バンドの組み合わせを構成する複数バンドの
セットの組み合わせとして受信するとともに、前記能力情報を、当該複数バンドのセット
毎の情報として受信することとしてもよい。この構成により、複数バンドのセット毎の能
力に応じた制御を実現できる。
【０１５８】
　本実施の形態で説明したユーザ装置ＵＥは、ＣＰＵとメモリを備えるユーザ装置ＵＥに
おいて、プログラムがＣＰＵ（プロセッサ）により実行されることで実現される構成であ
ってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハ
ードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在してい
てもよい。
【０１５９】
　本実施の形態で説明した基地局ｅＮＢは、ＣＰＵとメモリを備える基地局ｅＮＢにおい
て、プログラムがＣＰＵ（プロセッサ）により実行されることで実現される構成であって
もよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハード
ウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していても
よい。
　以下、本明細書に開示される構成を例示的に列挙する。
　（第１項）
　第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用いてキャリアアグリゲーション
を行う移動通信システムにおけるユーザ装置であって、
　前記ユーザ装置における前記キャリアアグリゲーションで使用可能なバンドの組み合わ
せを示すバンド組み合わせ情報を格納する情報格納部と、
　前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーションにおいて、前記第１の複信方式のバ
ンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを示す能力情報を、前記バンド組み合わせ
情報に明示的又は暗黙的に付加し、当該能力情報を付加した前記バンド組み合わせ情報を
基地局に通知する通知制御部と
　を備えることを特徴とするユーザ装置。
　（第２項）
　前記通知制御部は、前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定し得る
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バンドの組み合わせ毎に、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライ
マリセルを設定可能か否かを示す能力情報を付加し、当該能力情報を付加したバンド組み
合わせ情報を基地局に通知する
　ことを特徴とする第１項に記載のユーザ装置。
　（第３項）
　前記通知制御部は、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリ
セルを設定できないバンドの組み合わせのうち、一部のバンドの組み合わせを除いた前記
バンド組み合わせ情報を前記基地局に通知することにより、当該一部の組み合わせをサブ
セットに持つバンドの組み合わせについても前記第１の複信方式のバンドを用いてプライ
マリセルを設定できないことを通知する
　ことを特徴とする第１項又は第２項に記載のユーザ装置。
　（第４項）
　前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可能であ
る場合において、前記通知制御部は、前記バンド組み合わせ情報に前記能力情報を付加せ
ずに当該バンド組み合わせ情報を前記基地局に通知する
　ことを特徴とする第１項に記載のユーザ装置。
　（第５項）
　前記通知制御部は、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリ
セルを設定可能でない場合において、前記ユーザ装置が、全二重複信方式に対応している
か、又は半二重複信方式に対応しているかを示す能力情報を明示的又は暗黙的に前記基地
局に通知する
　ことを特徴とする第１項ないし第４項のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
　（第６項）
　前記第１の複信方式はＴＤＤであり、前記第２の複信方式はＦＤＤである、又は、前記
第１の複信方式はＦＤＤであり、前記第２の複信方式はＴＤＤである
　ことを特徴とする第１項ないし第５項のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
　（第７項）
　前記通知制御部は、前記プライマリセルに関する能力情報を、デュアルコネクティビテ
ィにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセル
に関する能力情報として通知する
　ことを特徴とする第１項ないし第６項のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
　（第８項）
　前記通知制御部は、前記プライマリセルに関する能力情報に加えて、デュアルコネクテ
ィビティにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダ
リセルに関する能力情報を通知する
　ことを特徴とする第１項ないし第６項のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
　（第９項）
　前記通知制御部は、前記プライマリセルに関する能力情報を、フレーム構造の異なるセ
ルを同一セルグループに設定する場合における当該セルグループに設定するプライマリセ
ルに関する能力情報として通知する
　ことを特徴とする第１項ないし第８項のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
　（第１０項）
　前記通知制御部は、前記能力情報を、バンドの組み合わせを構成するバンド毎に通知す
る
　ことを特徴とする第１項ないし第９項のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
　（第１１項）
　前記通知制御部は、バンド組み合わせ情報を、バンドの組み合わせを構成する複数バン
ドのセットの組み合わせとして通知するとともに、前記能力情報を、当該複数バンドのセ
ット毎に通知する
　ことを特徴とする第１項ないし第９項のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
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　（第１２項）
　第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用いてキャリアアグリゲーション
を行う移動通信システムにおける基地局であって、
　ユーザ装置から、キャリアアグリゲーションにおけるバンドの組み合わせを示すバンド
組み合わせ情報を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された前記バンド組み合わせ情報に、明示的又は暗黙的に付加さ
れた能力情報に基づいて、前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーションにおいて、
前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを判定する判定部
と
　を備えることを特徴とする基地局。
　（第１３項）
　前記受信部が、前記ユーザ装置が前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセル
を設定できないバンドの組み合わせのうち、一部のバンドの組み合わせを除いた前記バン
ド組み合わせ情報を受信した場合に、前記判定部は、当該一部の組み合わせをサブセット
に持つバンドの組み合わせについても前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセ
ルを設定できないと判定する
　ことを特徴とする第１２項に記載の基地局。
　（第１４項）
　前記判定部は、前記プライマリセルを、デュアルコネクティビティにおけるＰＳＣｅｌ
ｌ、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセルと解釈し、当該デュアルコネクティビテ
ィにおけるＰＳＣｅｌｌ、又は、当該ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセルに関する判定
を行う
　ことを特徴とする第１２項又は第１３項に記載の基地局。
　（第１５項）
　前記判定部は、前記プライマリセルに関する能力情報に加えて、デュアルコネクティビ
ティにおけるＰＳＣｅｌｌに関する能力情報、又は、ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセ
ルに関する能力情報を受信し、当該デュアルコネクティビティにおけるＰＳＣｅｌｌ、又
は、当該ＰＵＣＣＨを設定するセカンダリセルに関する判定を行う
　ことを特徴とする第１２項又は第１３項に記載の基地局。
　（第１６項）
　前記判定部は、前記プライマリセルに関する能力情報を、フレーム構造の異なるセルを
同一セルグループに設定する場合における当該セルグループに設定するプライマリセルに
関する能力情報と解釈して前記判定を行う
　ことを特徴とする第１２項ないし第１５項のうちいずれか１項に記載の基地局。
　（第１７項）
　前記受信部は、バンド組み合わせ情報とともに、前記能力情報を、バンドの組み合わせ
を構成するバンド毎の情報として受信する
　ことを特徴とする第１２項ないし第１６項のうちいずれか１項に記載の基地局。
　（第１８項）
　前記受信部は、バンド組み合わせ情報を、バンドの組み合わせを構成する複数バンドの
セットの組み合わせとして受信するとともに、前記能力情報を、当該複数バンドのセット
毎の情報として受信する
　ことを特徴とする第１２項ないし第１６項のうちいずれか１項に記載の基地局。
　（第１９項）
　第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用いてキャリアアグリゲーション
を行う移動通信システムにおけるユーザ装置が実行する情報通知方法であって、
　前記ユーザ装置は、前記ユーザ装置における前記キャリアアグリゲーションで使用可能
なバンドの組み合わせを示すバンド組み合わせ情報を格納する情報格納部を備えており、
　前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーションにおいて、前記第１の複信方式のバ
ンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを示す能力情報を、前記バンド組み合わせ
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情報に明示的又は暗黙的に付加し、当該能力情報を付加した前記バンド組み合わせ情報を
基地局に通知する通知ステップ
　を備えることを特徴とする情報通知方法。
　（第２０項）
　第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用いてキャリアアグリゲーション
を行う移動通信システムにおける基地局が実行する能力判定方法であって、
　ユーザ装置から、キャリアアグリゲーションにおけるバンドの組み合わせを示すバンド
組み合わせ情報を受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにより受信された前記バンド組み合わせ情報に、明示的又は暗黙的に
付加された能力情報に基づいて、前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーションにお
いて、前記第１の複信方式のバンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを判定する
判定ステップと
　を備えることを特徴とする能力判定方法。
【０１６０】
　以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態
に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。
発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、
それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明に
おける項目の区分けは本発明に本質的ではなく、２以上の項目に記載された事項が必要に
応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載さ
れた事項に（矛盾しない限り）適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理
部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が
物理的には１つの部品で行われてもよいし、あるいは１つの機能部の動作が物理的には複
数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、ユーザ装置ＵＥ及び基地局ｅＮＢは機能
的なブロック図を用いて説明されたが、そのような各装置はハードウェアで、ソフトウェ
アで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装
置が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、及び、基地局が有するプロセッサに
より動作するソフトウェアは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、
読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク
（ＨＤＤ）、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、データベース、サーバその他の適切
な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の
精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含さ
れる。
【符号の説明】
【０１６１】
ＵＥ　ユーザ装置
ｅＮＢ　基地局
１０　コアネットワーク
１０１　ＤＬ信号受信部
１０２　ＵＬ信号送信部
１０３　ＵＥ能力情報格納部
１０４　ＵＥ能力情報通知制御部
１０５　ＣＡ制御部
２０１　ＤＬ信号送信部
２０２　ＵＬ信号受信部
２０３　ＵＥ能力情報格納部
２０４　ＵＥ能力判定部
【要約】
【課題】第１の複信方式のバンドと第２の複信方式のバンドを用いてキャリアアグリゲー
ションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が基地局に対して、特定の複信方式
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でプライマリセルを設定可能か否かを示す情報を通知する。
【解決手段】ユーザ装置において、前記ユーザ装置における前記キャリアアグリゲーショ
ンで使用可能なバンドの組み合わせを示すバンド組み合わせ情報を格納する情報格納部と
、前記ユーザ装置が、前記キャリアアグリゲーションにおいて、前記第１の複信方式のバ
ンドを用いてプライマリセルを設定可能か否かを示す能力情報を、前記バンド組み合わせ
情報に明示的又は暗黙的に付加し、当該能力情報を付加した前記バンド組み合わせ情報を
基地局に通知する通知制御部とを備える。
【選択図】図８

【図４】

【図５】

【図６】
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