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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置（ＵＥ）により実行される電力を割り当てるための方法であって、
　二重接続が設定された前記ユーザ装置（ＵＥ）が、第１のセルを含む第１のセルグルー
プに第１のアップリンク送信に対する電力を割り当てるステップと、
　第２のセルを含む第２のセルグループに第２のアップリンク送信に対する電力を割り当
てるステップと、
　前記第１のセルグループ及び前記第２のセルグループの前記割り当てられた電力の少な
くとも一つに対する電力スケーリングを実行するステップと、を含み、
　第１のサブフレームにおいて、前記第１のセルグループへの前記第１のアップリンク送
信が、前記第２のセルグループへの前記第２のアップリンク送信と重複することの決定に
基づいて、スケーリングダウンが実行され、
　前記電力のスケーリングダウンは、ＰＵＣＣＨとＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びスケ
ジューリング要求（ＳＲ）を含むＰＵＳＣＨとの少なくとも一つに対して実行される、方
法。
【請求項２】
　前記電力スケーリングは、ＳＲＳが送信されるか否に基づいて実行される、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記電力スケーリングは、前記第１のセルグループがＭＣＧに対応し、前記第２のセル



(2) JP 6611723 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

グループがＳＣＧに対応するか、または前記第１のセルグループが前記ＳＣＧに対応し、
前記第２のセルグループが前記ＭＣＧに対応するかに基づいて実行される、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　二重接続が設定された前記ユーザ装置（ＵＥ）が、前記二重接続のために使われる設定
情報を含む上位階層シグナルを受信するステップをさらに含み、
　前記設定情報は、第１の設定及び第２の設定のいずれか一つを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　前記電力は、ＰＲＡＣＨ、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨの順序で特定される優先度に基づ
いて割り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　電力を割り当てるためのユーザ装置（ＵＥ）であって、
　二重接続が設定された受信部と、
　第１のセルを含む第１のセルグループに第１のアップリンク送信に対する電力を割り当
て、
　第２のセルを含む第２のセルグループに第２のアップリンク送信に対する電力を割り当
て、
　前記第１のセルグループ及び前記第２のセルグループの前記割り当てられた電力の少な
くとも一つに対する電力スケーリングを実行するよう構成されたプロセッサと、を含み、
　第１のサブフレームにおいて、前記第１のセルグループへの前記第１のアップリンク送
信が、前記第２のセルグループへの前記第２のアップリンク送信と重複することの決定に
基づいて、スケーリングダウンが実行され、
　前記電力のスケーリングダウンは、ＰＵＣＣＨとＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びスケ
ジューリング要求（ＳＲ）を含むＰＵＳＣＨとの少なくとも一つに対して実行される、ユ
ーザ装置。
【請求項７】
　前記電力スケーリングは、ＳＲＳが送信されるか否に基づいて実行される、請求項６に
記載のユーザ装置。
【請求項８】
　前記電力スケーリングは、前記第１のセルグループがＭＣＧに対応し、前記第２のセル
グループがＳＣＧに対応するか、または前記第１のセルグループが前記ＳＣＧに対応し、
前記第２のセルグループが前記ＭＣＧに対応するかに基づいて実行される、請求項６に記
載のユーザ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の向上である３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は
、３ＧＰＰリリース（ｒｅｌｅａｓｅ）８で紹介されている。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、ダウ
ンリンクでＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）を使用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎ
ｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
ａｃｃｅｓｓ）を使用する。
【０００３】
　このようなＬＴＥは、ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ



(3) JP 6611723 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

）方式とＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）方式とに分けられる。
【０００４】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ１０．４．０（２０１１－１２）「Ｅｖｏｌｖｅｄ
　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴ
ＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　１０）」に開示されているように、ＬＴＥにおいて、物理チャネルは、ダウン
リンクチャネルであるＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）とＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、アップリンクチャネルであるＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕ
ｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に分けられる。
【０００５】
　一方、益々増加するデータを処理するために、次世代移動通信システムでは、セルカバ
レッジ半径が小さい小規模セル（ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ）が既存マクロセルのカバレッジ
内に追加されることが予想され、小規模セルは、より多いトラフィックを処理することが
予想される。
【０００６】
　他方、端末は、マクロセルと小規模セルに二重接続（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉ
ｔｙ）することもできる。
【０００７】
　しかし、このような二重接続状況を考慮した端末の電力制御方案がいままで研究されな
い問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、本明細書の開示は、前述した問題点を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した目的を達成するために、本明細書の一開示は、ユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕ
ｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）における電力制御を実行する方法を提供する。前記方法は、第１の
セル及び第２のセルとの二重接続（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）が設定された
ユーザ装置（ＵＥ）が上位階層シグナルを受信するステップを含む。ここで、前記上位階
層シグナルは、前記二重接続のために使われる設定情報を含む。前記設定情報は、第１の
設定と第２の設定のうちいずれか一つを含む。前記二重接続が設定されたユーザ装置（Ｕ
Ｅ）は、前記第１のセルが含まれている第１のセルグループと第２のセルが含まれている
第２のセルグループに各々接続される。ここで、各セルグループは、個別基地局（ｅＮｏ
ｄｅＢ）に属する。前記方法は、前記第１の設定及び第２の設定のうちいずれか一つに基
づいて、第１のセル及び第２のセルのうちいずれか一つ以上へのアップリンク送信に対す
る電力制御を実行するステップを含む。
【００１０】
　前述した目的を達成するために、本明細書の一開示は、電力制御を実行するユーザ装置
（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）を提供する。前記ユーザ装置は、第１のセル及
び第２のセルとの二重接続（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）が設定された状態で
、上位階層シグナルを受信する受信部を含む。ここで、前記上位階層シグナルは、前記二
重接続のために使われる設定情報を含み、前記設定情報は、第１の設定と第２の設定のう
ちいずれか一つを含む。ここで、前記二重接続によると、前記第１のセルが含まれている
第１のセルグループと第２のセルが含まれている第２のセルグループに各々接続され、各
セルグループは、個別基地局（ｅＮｏｄｅＢ）に属する。前記ユーザ装置は、前記第１の
設定及び第２の設定のうちいずれか一つに基づいて、第１のセル及び第２のセルのうちい
ずれか一つ以上へのアップリンク送信に対する電力制御を実行するプロセッサを含む。
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【００１１】
　前記電力制御は、スケーリングダウン（ｓｃａｌｉｎｇ　ｄｏｗｎ）に該当する。
【００１２】
　前記電力制御は、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨのうちいずれか一つ以上に対して実行され
る。
【００１３】
　前記第１の設定による場合、前記ＰＵＣＣＨ及び前記ＰＵＳＣＨのうちいずれか一つ以
上がＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）
を含むかどうかによって前記電力制御が異なるように実行される。
【００１４】
　前記第１の設定による場合、前記ＰＵＣＣＨ及び前記ＰＵＳＣＨのうちいずれか一つ以
上がＵＣＩ（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を含むかどうか
によって前記電力制御が異なるように実行される。
【００１５】
　前記第１の設定による場合、ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇ
ｎａｌ）の送信可否によって前記電力制御が異なるように実行される。
【００１６】
　前記第１の設定による場合、前記第１のセルが属するセルグループがＭＣＧ（Ｍａｓｔ
ｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐ）であり、第２のセルが属するセルグループがＳＣＧ（Ｓｅ
ｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐ）であるか、または前記第１のセルが属するセル
グループがＳＣＧであり、前記第２のセルが属するセルグループがＭＣＧであるか、によ
って前記電力制御が異なるように実行される。
【発明の効果】
【００１７】
　本明細書の開示によると、前述した従来技術の問題点が解決される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】無線通信システムである。
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、ＦＤＤによる無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍ
ｅ）の構造を示す。
【図３】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、一つのアップリンクまたはダウンリンクスロットに
対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を示す例示図である。
【図４】ダウンリンクサブフレームの構造を示す。
【図５】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、アップリンクサブフレームの構造を示す。
【図６ａ】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、周期的なＣＳＩ報告の一例を示す。
【図６ｂ】３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、非周期的なＣＳＩ報告の一例を示す。
【図６ｃ】ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信の一例を示す。
【図７】アップリンクサブフレーム上へのＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを示す。
【図８】次世代無線通信システムになる可能性があるマクロセルと小規模セルの混合され
た異種ネットワークの環境を示す。
【図９ａ】マクロセルと小規模セルに対して可能な二重接続のシナリオを示す。
【図９ｂ】マクロセルと小規模セルに対して可能な二重接続のシナリオを示す。
【図１０】本明細書の第１の開示による一方案を示す例示図である。
【図１１ａ】ｅＮｏｄｅＢ間にサブフレーム同期が合わない状況で電力制御に対する一例
を示す。
【図１１ｂ】ｅＮｏｄｅＢ間にサブフレーム同期が合わない状況で電力制御に対する一例
を示す。
【図１１ｃ】ｅＮｏｄｅＢ間にサブフレーム同期が合わない状況で電力制御に対する一例
を示す。
【図１１ｄ】ｅＮｏｄｅＢ間にサブフレーム同期が合わない状況で電力制御に対する一例
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を示す。
【図１１ｅ】ｅＮｏｄｅＢ間にサブフレーム同期が合わない状況で電力制御に対する一例
を示す。
【図１２】本明細書の開示が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔ）ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）または３ＧＰＰ　ＬＴＥ－
Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）に基づいて本発明が適用されることを記述する。これは
例示に過ぎず、本発明は、多様な無線通信システムに適用されることができる。以下、Ｌ
ＴＥとは、ＬＴＥ及び/またはＬＴＥ－Ａを含む。
【００２０】
　本明細書で使われる技術的用語は、単に特定の実施例を説明するために使われたもので
あり、本発明を限定するものではないことを留意しなければならない。また、本明細書で
使われる技術的用語は、本明細書で特別に他の意味で定義されない限り、本発明が属する
技術分野において、通常の知識を有する者により一般的に理解される意味で解釈されなけ
ればならず、過度に包括的な意味または過度に縮小された意味で解釈されてはならない。
また、本明細書で使われる技術的な用語が本発明の思想を正確に表現することができない
技術的用語である場合、当業者が正確に理解することができる技術的用語に変えて理解し
なければならない。また、本発明で使われる一般的な用語は、辞書の定義によって、また
は前後の文脈によって解釈されなければならず、過度に縮小された意味で解釈されてはな
らない。
【００２１】
　また、本明細書で使われる単数の表現は、文脈上、明白に異なる意味ではない限り、複
数の表現を含む。本出願において、「構成される」または「含む」などの用語は、明細書
上に記載された複数の構成要素、または複数のステップを必ず全部含むと解釈されてはな
らず、そのうち一部構成要素または一部ステップは含まないこともあり、または追加的な
構成要素またはステップをさらに含むこともあると解釈されなければならない。
【００２２】
　また、本明細書で使われる第１及び第２などのように序数を含む用語は、多様な構成要
素の説明に使われることができるが、前記構成要素は、前記用語により限定されてはなら
ない。前記用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的としてのみ使われる
。例えば、本発明の権利範囲を外れない限り、第１の構成要素は第２の構成要素と命名す
ることができ、同様に、第２の構成要素も第１の構成要素と命名することができる。
【００２３】
　一構成要素が他の構成要素に「連結されている」または「接続されている」と言及され
た場合、該当他の構成要素に直接的に連結されており、または接続されていることもある
が、中間に他の構成要素が存在することもある。それに対し、一構成要素が他の構成要素
に「直接連結されている」または「直接接続されている」と言及された場合、中間に他の
構成要素が存在しないと理解しなければならない。
【００２４】
　以下、添付図面を参照して本発明による好ましい実施例を詳細に説明し、図面符号に関
係なしに同じまたは類似の構成要素は同じ参照番号を付与し、これに対する重なる説明は
省略する。また、本発明を説明するにあたって、関連した公知技術に対する具体的な説明
が本発明の要旨を不明にすると判断される場合、その詳細な説明を省略する。また、添付
図面は、本発明の思想を容易に理解することができるようにするためのものであり、添付
図面により本発明の思想が制限されると解釈されてはならないことを留意しなければなら
ない。本発明の思想は、添付図面外に全ての変更、均等物乃至代替物にまで拡張されると
解釈されなければならない。
【００２５】
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　以下で使われる用語である基地局は、一般的に無線機器と通信する固定局（ｆｉｘｅｄ
　ｓｔａｔｉｏｎ）を意味し、ｅＮｏｄｅＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ｅＮＢ（
ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）等、他の用語で呼ばれることも
ある。
【００２６】
　また、以下で使われる用語であるＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、固定され
てもよいし、移動性を有してもよく、機器（Ｄｅｖｉｃｅ）、無線機器（Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓ　Ｄｅｖｉｃｅ）、端末（Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＭＳ（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ
）、ＵＴ（ｕｓｅｒ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏ
ｎ）、ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）等、他の用語で呼ばれることもある。
【００２７】
　図１を参照して分かるように、無線通信システムは、少なくとも一つの基地局（ｂａｓ
ｅ　ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）２０を含む。各基地局２０は、特定の地理的領域（一般的に
セルという）２０ａ、２０ｂ、２０ｃに対して通信サービスを提供する。
【００２８】
　ＵＥは、通常的に、一つのセルに属し、ＵＥが属するセルをサービングセル（ｓｅｒｖ
ｉｎｇ　ｃｅｌｌ）という。サービングセルに対して通信サービスを提供する基地局をサ
ービング基地局（ｓｅｒｖｉｎｇ　ＢＳ）という。無線通信システムは、セルラーシステ
ム（ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｓｙｓｔｅｍ）であるため、サービングセルに隣接する他のセル
が存在する。サービングセルに隣接する他のセルを隣接セル（ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ｃｅｌ
ｌ）という。隣接セルに対して通信サービスを提供する基地局を隣接基地局（ｎｅｉｇｈ
ｂｏｒ　ＢＳ）という。サービングセル及び隣接セルは、ＵＥを基準にして相対的に決定
される。
【００２９】
　以下、ダウンリンクは、基地局２０からＵＥ１０への通信を意味し、アップリンクは、
ＵＥ１０から基地局２０への通信を意味する。ダウンリンクにおいて、送信機は基地局２
０の一部分であり、受信機はＵＥ１０の一部分である。アップリンクにおいて、送信機は
ＵＥ１０の一部分であり、受信機は基地局２０の一部分である。
【００３０】
　以下、ＬＴＥシステムに対して、より詳細に説明する。
【００３１】
　図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、ＦＤＤによる無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａ
ｍｅ）の構造を示す。
【００３２】
　図２に示す無線フレームは、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ１０．４．０（２０１
１－１２）「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍ
ｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）」の５節を参照することができる。
【００３３】
　図２を参照すると、無線フレームは、１０個のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）を含
み、一つのサブフレームは、２個のスロット（ｓｌｏｔ）を含む。無線フレーム内のスロ
ットは、０から１９までのスロット番号が付けられる。一つのサブフレームの送信にかか
る時間を送信時間区間（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ：ＴＴ
Ｉ）という。ＴＴＩは、データ送信のためのスケジューリング単位である。例えば、一つ
の無線フレームの長さは１０ｍｓであり、一つのサブフレームの長さは１ｍｓであり、一
つのスロットの長さは０．５ｍｓである。
【００３４】
　無線フレームの構造は、例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数また
はサブフレームに含まれるスロットの数等は、多様に変更されることができる。
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【００３５】
　一方、一つのスロットは、複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含むことができる。一つ
のスロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、循環前置（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ
：ＣＰ）によって変わることができる。
【００３６】
　図３は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、一つのアップリンクまたはダウンリンクスロット
に対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を示す例示図である。
【００３７】
　図３を参照すると、アップリンクスロットは、時間領域（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で
複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周波数領域（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｍａｉ
ｎ）でＮRB個のリソースブロック（ＲＢ）を含む。例えば、ＬＴＥシステムにおいて、リ
ソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　ＲＢ）の個数、即ち、ＮRBは、６乃至
１１０のうちいずれか一つである。ＲＢは、ＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｂｌｏｃｋ）で呼ばれることもある。
【００３８】
　リソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ：ＲＢ）は、リソース割当単位であ
り、一つのスロットで複数の副搬送波を含む。例えば、一つのスロットが時間領域で７個
のＯＦＤＭシンボルを含み、リソースブロックが周波数領域で１２個の副搬送波を含む場
合、一つのリソースブロックは、７×１２個のリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅ
ｍｅｎｔ：ＲＥ）を含むことができる。
【００３９】
　一方、一つのＯＦＤＭシンボルにおける副搬送波の数は、１２８、２５６、５１２、１
０２４、１５３６及び２０４８の中から一つを選定して使用することができる。
【００４０】
　図４の３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、一つのアップリンクスロットに対するリソースグリ
ッドは、ダウンリンクスロットに対するリソースグリッドにも適用されることができる。
【００４１】
　図４は、ダウンリンクサブフレームの構造を示す。
【００４２】
　図４では、正規ＣＰを仮定し、例示的に一つのスロット内に７ＯＦＤＭシンボルが含む
ことを図示した。
【００４３】
　ＤＬ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）サブフレームは、時間領域で制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒ
ｅｇｉｏｎ）とデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ）とに分けられる。制御領域は、サ
ブフレーム内の第１のスロットの前方部の最大３個のＯＦＤＭシンボルを含むが、制御領
域に含まれるＯＦＤＭシンボルの個数は変わることができる。制御領域にはＰＤＣＣＨ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及び他の制御
チャネルが割り当てられ、データ領域にはＰＤＳＣＨが割り当てられる。
【００４４】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、物理チャネルは、データチャネルであるＰＤＳＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、及び制御チャネルであ
るＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に分けられる。
【００４５】
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　サブフレームの１番目のＯＦＤＭシンボルで送信されるＰＣＦＩＣＨは、サブフレーム
内で制御チャネルの送信に使われるＯＦＤＭシンボルの数（即ち、制御領域の大きさ）に
対するＣＦＩ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を伝送する。無線
機器は、まず、ＰＣＦＩＣＨ上にＣＦＩを受信した後、ＰＤＣＣＨをモニタリングする。
【００４６】
　ＰＤＣＣＨと違って、ＰＣＦＩＣＨは、ブラインドデコーディングを使用せずに、サブ
フレームの固定されたＰＣＦＩＣＨリソースを介して送信される。ＰＨＩＣＨは、ＵＬ　
ＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）のため
のＡＣＫ（ｐｏｓｉｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を伝送する。無線機器により送信され
るＰＵＳＣＨ上のＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、ＰＨＩ
ＣＨ上に送信される。
【００４７】
　ＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、無線フレー
ムの１番目のサブフレームの第２のスロットの前方部の４個のＯＦＤＭシンボルで送信さ
れる。ＰＢＣＨは、無線機器が基地局と通信するときに必須なシステム情報を伝送し、Ｐ
ＢＣＨを介して送信されるシステム情報をＭＩＢ（ｍａｓｔｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　ｂｌｏｃｋ）という。これと比較して、ＰＤＣＣＨにより指示されるＰＤＳＣＨ上に
送信されるシステム情報をＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ
）という。
【００４８】
　ＰＤＣＣＨは、ＤＬ－ＳＣＨ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ－ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の
リソース割当及び送信フォーマット、ＵＬ－ＳＣＨ（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ）のリソース割当情報、ＰＣＨ上のページング情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステ
ム情報、ＰＤＳＣＨ上に送信されるランダムアクセス応答のような上位階層制御メッセー
ジのリソース割当、任意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する送信パワー制御命令のセッ
ト及びＶｏＩＰ（ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の活性
化などを伝送することができる。複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信されることができ
、ＵＥは、複数のＰＤＣＣＨをモニタリングすることができる。ＰＤＣＣＨは、一つまた
は複数の連続的なＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）のアグ
リゲーション（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上に送信される。ＣＣＥは、無線チャネルの状
態による符号化率をＰＤＣＣＨに提供するために使われる論理的な割当単位である。ＣＣ
Ｅは、複数のリソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）
に対応される。ＣＣＥの数とＣＣＥにより提供される符号化率の関係によって、ＰＤＣＣ
Ｈのフォーマット及び可能なＰＤＣＣＨのビット数が決定される。
【００４９】
　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：ＤＣＩ）という。ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨのリ
ソース割当（これをＤＬグラント（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、ＰＵＳ
ＣＨのリソース割当（これをＵＬグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、任
意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する送信パワー制御命令のセット及び／またはＶｏＩ
Ｐ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の活性化を含むこと
ができる。
【００５０】
　基地局は、ＵＥに送るＤＣＩによって、ＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、制御情報に
ＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）を付ける。ＣＲＣにはＰＤ
ＣＣＨのオーナ（ｏｗｎｅｒ）や用途によって、固有な識別子（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：ＲＮＴＩ）がマスキングされる。特
定ＵＥのためのＰＤＣＣＨの場合、ＵＥの固有識別子、例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ（ｃｅｌｌ
－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。または、ページングメッセージ
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のためのＰＤＣＣＨの場合、ページング指示識別子、例えば、Ｐ－ＲＮＴＩ（ｐａｇｉｎ
ｇ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。システム情報ブロック（ｓｙ
ｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ：ＳＩＢ）のためのＰＤＣＣＨの場合、
システム情報識別子、ＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ＲＮＴ
Ｉ）がＣＲＣにマスキングされることができる。ＵＥのランダムアクセスプリアンブルの
送信に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するためにＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎ
ｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。
【００５１】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、ＰＤＣＣＨの検出のためにブラインド復号を使用する。ブライ
ンド復号は、受信されるＰＤＣＣＨ（これを候補（ｃａｎｄｉｄａｔｅ）ＰＤＣＣＨとい
う）のＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）に所望する識別子を
デマスキングし、ＣＲＣエラーをチェックすることで、該当ＰＤＣＣＨが自分の制御チャ
ネルかどうかを確認する方式である。基地局は、無線機器に送るＤＣＩによって、ＰＤＣ
ＣＨフォーマットを決定した後、ＤＣＩにＣＲＣを付けて、ＰＤＣＣＨのオーナ（ｏｗｎ
ｅｒ）や用途によって、固有な識別子（ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスキングする。
【００５２】
　アップリンクチャネルは、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、ＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を含む。
【００５３】
　図５は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、アップリンクサブフレームの構造を示す。
【００５４】
　図５を参照すると、アップリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域
とに分けられる。制御領域には、アップリンク制御情報が送信されるためのＰＵＣＣＨ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられる
。データ領域には、データ（場合によって、制御情報も共に送信されることができる）が
送信されるためのＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）が割り当てられる。
【００５５】
　一つのＵＥに対するＰＵＣＣＨは、サブフレームでリソースブロック対（ＲＢ　ｐａｉ
ｒ）で割り当てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは、第１のスロッ
トと第２のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。ＰＵＣＣＨに割り当てられ
るリソースブロック対に属するリソースブロックが占める周波数は、スロット境界（ｓｌ
ｏｔ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）を基準にして変更される。これをＰＵＣＣＨに割り当てられる
ＲＢ対がスロット境界で周波数がホッピングされた（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－ｈｏｐｐｅｄ
）という。
【００５６】
　ＵＥがアップリンク制御情報を時間によって互いに異なる副搬送波を介して送信するこ
とによって、周波数ダイバーシティ利得を得ることができる。ｍは、サブフレーム内でＰ
ＵＣＣＨに割り当てられたリソースブロック対の論理的な周波数領域位置を示す位置イン
デックスである。
【００５７】
　ＰＵＣＣＨ上に送信されるアップリンク制御情報には、ＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）ＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅ
ｎｔ）／ＮＡＣＫ（ｎｏｎ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）、ダウンリンクチャネル
状態を示すＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、アップリ
ンク無線リソース割当要求であるＳＲ（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）などが
ある。
【００５８】
　ＰＵＳＣＨは、トランスポートチャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）であ
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るＵＬ－ＳＣＨにマッピングされる。ＰＵＳＣＨ上に送信されるアップリンクデータは、
ＴＴＩ中に送信されるＵＬ－ＳＣＨのためのデータブロックであるトランスポートブロッ
ク（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）である。トランスポートブロックは、ユーザ情報
である。または、アップリンクデータは、多重化された（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ）デー
タである。多重化されたデータは、ＵＬ－ＳＣＨのためのトランスポートブロックと制御
情報が多重化されたものである。例えば、データに多重化される制御情報には、ＣＱＩ、
ＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＨＡＲＱ、ＲＩ（
ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などがある。または、アップリンクデータは、制御情報
のみで構成されることもできる。
【００５９】
＜キャリアアグリゲーション（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：ＣＡ）＞
　以下、キャリアアグリゲーションシステムに対して説明する。
【００６０】
　キャリアアグリゲーションシステムは、多数のコンポーネントキャリア（ｃｏｍｐｏｎ
ｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ：ＣＣ）をアグリゲーションすることを意味する。このようなキ
ャリアアグリゲーションにより、既存のセルの意味が変更された。キャリアアグリゲーシ
ョンによると、セルとは、ダウンリンクコンポーネントキャリアとアップリンクコンポー
ネントキャリアの組合せ、または単独のダウンリンクコンポーネントキャリアを意味する
。
【００６１】
　また、キャリアアグリゲーションにおいて、セルは、プライマリセル（ｐｒｉｍａｒｙ
　ｃｅｌｌ）、セカンダリセル（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）、サービングセル（ｓ
ｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）に区分されることができる。プライマリセルは、プライマリ周
波数で動作するセルを意味し、ＵＥが基地局との最初接続確立過程（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）または接続再
確立過程を実行するセル、またはハンドオーバ過程でプライマリセルとして指示されたセ
ルを意味する。セカンダリセルは、セカンダリ周波数で動作するセルを意味し、ＲＲＣ接
続が確立されると設定され、追加的な無線リソースの提供に使われる。
【００６２】
　キャリアアグリゲーションシステムは、アグリゲーションされる搬送波が連続する連続
（ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）キャリアアグリゲーションシステムと、アグリゲーションされ
る搬送波が互いに離れている不連続（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）キャリアアグリゲ
ーションシステムとに区分されることができる。以下、単純にキャリアアグリゲーション
システムとする時、これはコンポーネントキャリアが連続する場合と不連続する場合の両
方とも含むと理解しなければならない。ダウンリンクとアップリンクとの間にアグリゲー
ションされるコンポーネントキャリアの数は、異なるように設定されることができる。ダ
ウンリンクＣＣ数とアップリンクＣＣ数が同じ場合を対称的（ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ）アグ
リゲーションといい、その数が異なる場合を非対称的（ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ）アグリゲ
ーションという。
【００６３】
　１個以上のコンポーネントキャリアをアグリゲーションする時、対象となるコンポーネ
ントキャリアは、既存システムとの下位互換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉ
ｌｉｔｙ）のために、既存システムで使用する帯域幅をそのまま使用することができる。
例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、１．４ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨ
ｚ、１５ＭＨｚ及び２０ＭＨｚの帯域幅をサポートし、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステムで
は、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの帯域幅のみを利用して２０ＭＨｚ以上の広帯域を構成す
ることができる。または、既存システムの帯域幅をそのまま使用せずに、新しい帯域幅を
定義して広帯域を構成することもできる。
【００６４】
　一方、キャリアアグリゲーションにおいて、特定セカンダリセルを介してパケット（ｐ
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ａｃｋｅｔ）データの送受信が行われるためには、ＵＥは、まず、特定セカンダリセルに
対して設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を完了しなければならない。ここで、設定（
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）とは、該当セルに対するデータ送受信に必要なシステム情
報受信を完了した状態を意味する。例えば、設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）は、デ
ータ送受信に必要な共通物理階層パラメータ、またはＭＡＣ（ｍｅｄｉａ　ａｃｃｅｓｓ
　ｃｏｎｔｒｏｌ）階層パラメータ、またはＲＲＣ階層で特定動作に必要なパラメータを
受信する全般の過程を含むことができる。設定完了したセルは、パケットデータが送信さ
れることができるという情報のみを受信すると、直ちにパケットの送受信が可能になる状
態である。
【００６５】
　設定完了状態のセルは、活性化（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）または非活性化（Ｄｅａｃｔ
ｉｖａｔｉｏｎ）状態に存在できる。ここで、活性化は、データの送信または受信が行な
われ、またはレディー状態（ｒｅａｄｙ　ｓｔａｔｅ）にあることを意味する。ＵＥは、
自分に割り当てられたリソース（周波数、時間など）を確認するために、活性化されたセ
ルの制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）及びデータチャネル（ＰＤＳＣＨ）をモニタリングまた
は受信することができる。
【００６６】
　非活性化は、トラフィックデータの送信または受信が不可能であり、測定や最小情報の
送信／受信が可能であることを意味する。ＵＥは、非活性化セルからパケット受信のため
に必要なシステム情報（ＳＩ）を受信することができる。それに対して、ＵＥは、自分に
割り当てられたリソース（周波数、時間など）を確認するために、非活性化されたセルの
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）及びデータチャネル（ＰＤＳＣＨ）をモニタリングまたは受
信しない。
【００６７】
＜アップリンク制御情報（ＵＣＩ）の送信＞
　ＰＵＣＣＨ上にはアップリンク制御情報（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ：ＵＣＩ）が送信されることができる。このとき、ＰＵＣＣＨは、フォーマ
ット（ｆｏｒｍａｔ）によって多様な種類の制御情報を伝送する。ＵＣＩは、ＨＡＲＱ　
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）、そしてダウンリン
クチャネル状態を示すチャネル状態情報（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ：ＣＳＩ）を含む。
【００６８】
　以下、ＣＳＩの周期的な送信と非周期的な送信に対して説明する。
【００６９】
　ＣＳＩは、ＤＬチャネルの状態を示す指標であり、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌ
ｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）及びＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）のうち少なくともいずれか一つを含むことができる。また、ＰＴＩ（ｐｒ
ｅｃｏｄｉｎｇ　ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ）などが含まれることもできる。
【００７０】
　ＣＱＩは、与えられた時間に対して端末がサポートできるリンク適応的なパラメータに
対する情報を提供する。ＣＱＩは、多様な方法により生成できる。例えば、チャネル状態
をそのまま量子化してフィードバックする方法、ＳＩＮＲ（ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　ｉｎｔ
ｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ）を計算してフィードバックす
る方法、ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）のようにチャネ
ルに実際適用される状態を知らせる方法などがある。ＣＱＩがＭＣＳに基づいて生成され
る場合、ＭＣＳは、変調方式と符号化方式及びこれによる符号化率（ｃｏｄｉｎｇ　ｒａ
ｔｅ）等を含むようになる。この場合、基地局は、ＣＱＩを利用してダウンリンクチャネ
ルに適用される変調、例えば、ｍ－ＰＳＫ（ｍ－Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ
）またはｍ－ＱＡＭ（ｍ－Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔ
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ｉｏｎ）及びコーディング率を決定することができる。以下の表は、ＣＱＩインデックス
による変調方式、コードレート（ｃｏｄｅｒａｔｅ）、そして効率を示す。以下の表に示
すＣＱＩインデックスは、４ビットで表現されることができる。
【表１】

【００７１】
　ＰＭＩは、コードブックベースのプリコーディングでプリコーディング行列に対する情
報を提供する。ＰＭＩは、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　ｏｕｔｐｕｔ）と関連している。ＭＩＭＯでＰＭＩがフィードバックされることを閉ル
ープＭＩＭＯ（ｃｌｏｓｅｄ　ｌｏｏｐ　ＭＩＭＯ）という。
【００７２】
　ＲＩは、端末が推薦するレイヤの数に対する情報である。即ち、ＲＩは、空間多重化に
使われる独立的なストリームの数を示す。ＲＩは、端末が空間多重化を使用するＭＩＭＯ
モードで動作する場合にのみフィードバックされる。ＲＩは、常に一つ以上のＣＱＩフィ
ードバックと関連している。即ち、フィードバックされるＣＱＩは、特定のＲＩ値を仮定
して計算される。チャネルのランク（ｒａｎｋ）は、一般的にＣＱＩより遅く変化するた
め、ＲＩは、ＣＱＩより少ない回数でフィードバックされる。ＲＩの送信周期は、ＣＱＩ
／ＰＭＩ送信周期の倍数である。ＲＩは、全体システム帯域に対して与えられ、周波数選
択的なＲＩフィードバックはサポートされない。
【００７３】
　図６ａは、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、周期的なＣＳＩ報告の一例を示す。
【００７４】
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　図６ａを参照して分かるように、ＣＳＩは、上位階層で定めた周期によって周期的にＰ
ＵＣＣＨ６２１を介して送信されることができる。即ち、周期的な（ｐｅｒｉｏｄｉｃ）
チャネル状態情報（ＣＳＩ）は、ＰＵＣＣＨを介して送信されることができる。
【００７５】
　端末は、ＰＵＣＣＨを介して周期的に差分（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ）ＣＳＩ（ＣＱ
Ｉ、ＰＭＩ、ＲＩ）をフィードバックするように、上位階層信号により半静的に設定され
ることができる。このとき、端末は、以下の表のように定義されたモードによって該当Ｃ
ＳＩを送信する。
【表２】

【００７６】
　前述した各送信モード別に以下のようなＰＵＣＣＨでの周期的なＣＳＩリポーティング
モードがサポートされる。
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【表３】

【００７７】
　一方、ＣＳＩリポートの衝突とは、第１のＣＳＩを送信するように設定されたサブフレ
ームと第２のＣＳＩを送信するように設定されたサブフレームが同じ場合を意味する。Ｃ
ＳＩリポートの衝突が発生する場合、第１のＣＳＩと第２のＣＳＩを同時に送信し、また
は第１のＣＳＩと第２のＣＳＩの優先順位（ｐｒｉｏｒｉｔｙ）によって、優先順位が低
いＣＳＩの送信を欠落（または、ドロップ）（ｄｒｏｐ）し、優先順位が高いＣＳＩを送
信することができる。
【００７８】
　ＰＵＣＣＨを介したＣＳＩリポートは、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩの送信組合せによって、
下記のように多様なリポートタイプが存在でき、各リポートタイプ（以下、タイプと略称
）によって区分される周期及びオフセット値がサポートされる。
【００７９】
　タイプ１：端末が選択したサブバンドに対するＣＱＩフィードバックをサポートする。
　タイプ１ａ：サブバンドＣＱＩ及び第２のＰＭＩフィードバックをサポートする。
　タイプ２、２ｂ、２ｃ：広帯域ＣＱＩとＰＭＩフィードバックをサポートする。
　タイプ２ａ：広帯域ＰＭＩフィードバックをサポートする。
　タイプ３：ＲＩフィードバックをサポートする。
　タイプ４：広帯域ＣＱＩを送信する。
　タイプ５：ＲＩと広帯域ＰＭＩフィードバックをサポートする。
　タイプ６：ＲＩとＰＴＩフィードバックをサポートする。
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　以下、ＣＳＩの非周期的な送信に対して説明する。
【００８１】
　図６ｂは、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、非周期的なＣＳＩ報告の一例を示す。
【００８２】
　ＰＤＣＣＨ６１２に送信されるＰＵＳＣＨに対するスケジューリング制御信号、即ち、
ＵＬグラントにはＣＳＩを送信するように要求する制御信号、即ち、非周期的なＣＳＩ要
求信号が含まれることができる。この場合、端末は、ＰＵＳＣＨ６３２を介して非周期的
にＣＳＩをリポーティングする。このように、ＰＵＳＣＨ上のＣＳＩ送信は、基地局の要
求によりトリガ（ｔｒｉｇｇｅｒ）される点で非周期的（ａｐｅｒｉｏｄｉｃ）なＣＳＩ
報告という。ＣＳＩ報告は、ＵＬグラントまたはランダムアクセス応答グラントによりト
リガリングされることができる。
【００８３】
　より具体的に、無線機器は、サブフレームｎでＰＤＣＣＨ６１２にＰＵＳＣＨ６３２に
対するスケジューリング情報を含むＵＬグラントを受信する。ＵＬグラントは、ＣＱＩ要
求フィールドが含まれることができる。以下の表は、２ビットのＣＱＩ要求フィールドの
一例を示す。ＣＱＩ要求フィールドの値やビット数は、例示に過ぎない。
【表４】

【００８４】
　ＣＳＩ報告がトリガされる第１及び第２のセットに対する情報は、基地局が無線機器に
あらかじめ知らせることができる。
【００８５】
　ＣＳＩ報告がトリガされると、サブフレームｎ＋ｋで、無線機器は、ＣＳＩをＰＵＳＣ
Ｈ６２０上に送信する。ここで、ｋ＝４であるが、これは例示に過ぎない。
【００８６】
　ＣＳＩの報告モード（報告ｍｏｄｅ）は、基地局が無線機器にあらかじめ指定できる。
【００８７】
　以下の表は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、ＣＳＩ報告モードの一例を示す。
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【表５】

【００８８】
（１）モード１－２（Ｍｏｄｅ１－２）
　各サブバンド（サブバンド）に対してＤＬデータが該当サブバンドのみを介して送信さ
れるという仮定下にプリコーディング行列を選択する。無線機器は、システム帯域または
上位階層信号により指定された帯域（これを帯域セットＳという）全体に対して選択した
プリコーディング行列を仮定し、ＣＱＩ（これを広帯域（ｗｉｄｅｂａｎｄ）ＣＱＩとい
う）を生成する。
【００８９】
　無線機器は、広帯域ＣＱＩと各サブバンドのＰＭＩを含むＣＳＩを送信する。このとき
、各サブバンドの大きさは、システム帯域の大きさによって変わることができる。
【００９０】
（２）モード２－０
　無線機器は、システム帯域または上位階層信号により指定された帯域（帯域セットＳ）
に対して選好するＭ個のサブバンドを選択する。無線機器は、選択されたＭ個のサブバン
ドでデータが送信されたという仮定下に、サブバンドＣＱＩを生成する。無線機器は、追
加にシステム帯域または帯域セットＳに対して一つの広帯域ＣＱＩを生成する。
【００９１】
　無線機器は、選択されたＭ個のサブバンドに対する情報、サブバンドＣＱＩ、広帯域Ｃ
ＱＩを含むＣＳＩを送信する。
【００９２】
（３）モード２－２
　無線機器は、Ｍ個の選好するサブバンドを介してＤＬデータを送信するという仮定下に
、Ｍ個の選好サブバンドとＭ個の選好サブバンドに対する単一プリコーディング行列を選
択する。
【００９３】
　Ｍ個の選好サブバンドに対するサブバンドＣＱＩは、コードワード毎に定義される。追
加にシステム帯域または帯域セットＳに対して広帯域ＣＱＩを生成する。
【００９４】
　無線機器は、Ｍ個の選好するサブバンド、一つのサブバンドＣＱＩ、Ｍ個の選好するサ
ブバンドに対するＰＭＩ、広帯域ＰＭＩ及び広帯域ＣＱＩを含むＣＳＩを送信する。
【００９５】
（４）モード３－０
　無線機器は、広帯域ＣＱＩと設定されたサブバンドに対するサブバンドＣＱＩを含むＣ
ＳＩを送信する。
【００９６】
（５）モード３－１
　無線機器は、システム帯域または帯域セットＳに対して単一プリコーディング行列を生
成する。無線機器は、生成した単一プリコーディング行列を仮定し、コードワード別にサ
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ブバンドＣＱＩを生成する。無線機器は、単一プリコーディング行列を仮定し、広帯域Ｃ
ＱＩを生成することができる。
【００９７】
　以下、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信に対して説明する。
【００９８】
　３ＧＰＰリリース（Ｒｅｌｅａｓｅ）８またはリリース９システムでは、ＵＥがアップ
リンク送信にＳＣ－ＦＤＭＡ方式を使用する時、単一搬送波特性を維持するために、一つ
の搬送波上でＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを同時に送信できないようにした。
【００９９】
　しかし、３ＧＰＰリリース（Ｒｅｌｅａｓｅ）１０システムでは、ＰＵＣＣＨとＰＵＳ
ＣＨの同時送信サポート可否が上位階層で指示されることができる。即ち、上位階層の指
示によって、端末は、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを同時に送信することもでき、ＰＵＣＣＨ
とＰＵＳＣＨのうちいずれか一つのみを送信することもできる。
【０１００】
　図６ｃは、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信の一例を示す。
【０１０１】
　図６ｃを参照して分かるように、ＵＥは、サブフレームｎでＰＤＣＣＨ６１３を受信す
る。
【０１０２】
　そして、ＵＥは、例えば、サブフレームｎ＋４でＰＵＣＣＨ６２３とＰＵＳＣＨ６３３
を同時送信することができる。
【０１０３】
　前記のようなＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信に対して、３ＧＰＰリリース（Ｒｅｌ
ｅａｓｅ）１０システムでは下記のように定義する。
【０１０４】
　ＵＥが単独サービングセルのためにのみ設定され、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信
はしないように設定された場合を仮定する。このとき、ＵＥがＰＵＳＣＨを送信しない場
合、ＵＣＩは、ＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂ／３を介して送信されることがで
きる。もし、ＵＥがＰＵＳＣＨを送信し、ＰＵＳＣＨがランダムアクセス応答グラント（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｇｒａｎｔ）に該当するものではない
場合、ＵＣＩは、ＰＵＳＣＨを介して送信されることができる。
【０１０５】
　前記と違って、ＵＥが単独サービングセルのためにのみ設定され、ＰＵＳＣＨとＰＵＣ
ＣＨを同時送信するように設定された場合を仮定する。このとき、ＵＣＩがＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫとＳＲのみからなる場合、ＵＣＩは、ＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂ／３を
介してＰＵＣＣＨを介して送信されることができる。しかし、ＵＣＩが周期的なＣＳＩの
みからなる場合、ＵＣＩは、ＰＵＣＣＨフォーマット２を介してＰＵＣＣＨ上で送信され
ることができる。または、ＵＣＩが周期的なＣＳＩとＨＡＲＱ－ＡＣＫで構成され、ＵＥ
がＰＵＳＣＨを送信しない場合、ＵＣＩは、ＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂを介
してＰＵＣＣＨ上に送信されることができる。または、ＵＣＩがＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫのみからなり、またはＵＣＩがＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫとＳＲからなり、または
ＵＣＩが肯定ＳＲと周期的／非周期的なＣＳＩからなり、またはＵＣＩが非周期的なＣＳ
Ｉのみからなる場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＳＲ、肯定ＳＲは、ＰＵＣＣＨに送
信され、周期的／非周期的なＣＳＩは、ＰＵＳＣＨを介して送信されることができる。
【０１０６】
　また、前記と違って、ＵＥが一つ以上のサービングセルのために設定され、ＰＵＳＣＨ
とＰＵＣＣＨの同時送信はしないように設定された場合を仮定する。このとき、ＵＥがＰ
ＵＳＣＨを送信しない場合、ＵＣＩは、ＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂ／３によ
ってＰＵＣＣＨ上に送信されることができる。しかし、ＵＣＩが非周期的なＣＳＩからな
り、または非周期的なＵＣＩとＨＡＲＱ－ＡＣＫからなる場合、ＵＣＩは、サービングセ
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ルのＰＵＳＣＨを介して送信されることもできる。または、ＵＣＩが周期的なＣＳＩとＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫからなり、ＵＥが１次セルのサブフレームｎでＰＵＳＣＨを送
信しない場合、ＵＣＩは、ＰＵＳＣＨ上で送信されることができる。
【０１０７】
　また、前記と違って、ＵＥが一つ以上のサービングセルのために設定され、ＰＵＳＣＨ
とＰＵＣＣＨを同時送信するように設定された場合を仮定する。このとき、ＵＣＩがＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫとＳＲのうち一つ以上からなる場合、ＵＣＩは、ＰＵＣＣＨフォーマット１
／１ａ／１ｂ／３を介してＰＵＣＣＨ上で送信されることができる。しかし、ＵＣＩが周
期的なＣＳＩのみからなる場合、ＵＣＩは、ＰＵＣＣＨフォーマット２を利用してＰＵＣ
ＣＨ上に送信されることができる。または、ＵＣＩが周期的なＣＳＩとＨＡＲＱ－ＡＣＫ
／ＮＡＣＫからなり、ＵＥがＰＵＳＣＨを送信しない場合、一部条件によっては、ＣＳＩ
は送信されずに欠落（ｄｒｏｐ）（または、ドロップ）されることができる。または、Ｕ
ＣＩがＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫと周期的なＣＳＩに送信され、ＵＥがＰＵＳＣＨを１
次セルのサブフレーム上で送信する場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＵＣＣＨフ
ォーマット１ａ／１ｂ／３を利用してＰＵＣＣＨ上で送信されることができ、周期的なＣ
ＳＩは、ＰＵＳＣＨ上で送信されることができる。
【０１０８】
　図７は、アップリンクサブフレーム上へのＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを示す。
【０１０９】
　図７を参照してＰＵＣＣＨフォーマット（ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ）に対して説明す
る。
【０１１０】
　ＰＵＣＣＨフォーマット１は、スケジューリング要求（ＳＲ；Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ）を伝送する。このとき、ＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式が
適用されることができる。ＰＵＣＣＨフォーマット１ａは、一つのコードワード（ｃｏｄ
ｅｗｏｒｄ）に対してＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ
）方式に変調されたＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｏｎ－Ａｃ
ｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を伝送する。ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂは、２個のコー
ドワードに対してＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉ
ｎｇ）方式に変調されたＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送する。ＰＵＣＣＨフォーマット２は、Ｑ
ＰＳＫ方式に変調されたＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）を伝送する。ＰＵＣＣＨフォーマット２ａと２ｂは、ＣＱＩとＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送
する。
【０１１１】
　以下の表は、ＰＵＣＣＨフォーマットを示す。
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【表６】

【０１１２】
　各ＰＵＣＣＨフォーマットは、ＰＵＣＣＨ領域にマッピングされて送信される。例えば
、ＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂは、端末に割り当てられた帯域エッジのリソー
スブロック（図６において、ｍ＝０、１）にマッピングされて送信される。混合ＰＵＣＣ
Ｈリソースブロック（ｍｉｘｅｄ　ＰＵＣＣＨ　ＲＢ）は、ＰＵＣＣＨフォーマット２／
２ａ／２ｂが割り当てられるリソースブロックに帯域の中心方向に隣接したリソースブロ
ック（例えば、ｍ＝２）にマッピングされて送信されることができる。ＳＲ、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫが送信されるＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂは、ｍ＝４またはｍ＝５であ
るリソースブロックに配置されることができる。ＣＱＩが送信されるＰＵＣＣＨフォーマ
ット２／２ａ／２ｂに使われることができるリソースブロックの数（Ｎ（２）ＲＢ）は、
ブロードキャスティングされる信号を介して端末に指示されることができる。
【０１１３】
　一方、ＰＵＳＣＨは、トランスポートチャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ
）であるＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングさ
れる。ＰＵＳＣＨ上に送信されるアップリンクデータは、ＴＴＩ中に送信されるＵＬ－Ｓ
ＣＨのためのデータブロックであるトランスポートブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌ
ｏｃｋ）である。トランスポートブロックは、ユーザデータを含むことができる。または
、アップリンクデータは、多重化された（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ）データである。多重
化されたデータは、ＵＬ－ＳＣＨ（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）のた
めのトランスポートブロックとチャネル状態情報が多重化されたものである。例えば、デ
ータに多重化されるチャネル状態情報（ＣＳＩ）には、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩなどがある
。または、アップリンクデータは、チャネル状態情報のみで構成されることもできる。周
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期的または非周期的なチャネル状態情報は、ＰＵＳＣＨを介して送信されることができる
。
【０１１４】
　ＰＵＳＣＨは、ＰＤＣＣＨ上のＵＬグラントにより割り当てられる。図面には示されて
いないが、ノーマルＣＰの各スロットの４番目のＯＦＤＭシンボルは、ＰＵＳＣＨのため
のＤＭＲＳ（Ｄｅｍｏｄｕａｌｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の送信に
使われる。
【０１１５】
＜小規模セル（ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ）の導入＞
　一方、次世代移動通信システムでは、セルカバレッジ半径が小さい小規模セル（ｓｍａ
ｌｌ　ｃｅｌｌ）が既存セルのカバレッジ内に追加されることが予想され、小規模セルは
、より多いトラフィックを処理することが予想される。既存セルは、小規模セルに比べて
カバレッジが大きいため、マクロセル（Ｍａｃｒｏ　ｃｅｌｌ）とも呼ばれる。以下、図
１０を参照して説明する。
【０１１６】
　図８は、次世代無線通信システムになる可能性があるマクロセルと小規模セルの混合さ
れた異種ネットワークの環境を示す。
【０１１７】
　図８を参照すると、既存基地局２００によるマクロセルは、一つ以上の小規模基地局３
００ａ、３００ｂ、３００ｃ、３００ｄによる小規模セルと重なった異種ネットワーク環
境が示されている。既存基地局は、小規模基地局に比べて大きいカバレッジを提供するた
め、マクロ基地局（Ｍａｃｒｏ　ｅＮｏｄｅＢ、ＭｅＮＢ）とも呼ばれる。本明細書では
、マクロセルとマクロ基地局という用語を混用して使用する。マクロセル２００に接続さ
れたＵＥは、マクロＵＥ（Ｍａｃｒｏ　ＵＥ）と呼ばれる。マクロＵＥは、マクロ基地局
からダウンリンク信号を受信し、マクロ基地局にアップリンク信号を送信する。
【０１１８】
　このような異種ネットワークでは、マクロセルをプライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）に設定
し、小規模セルをセカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）に設定することによって、マクロセルの
カバレッジ隙間を補うことができる。また、小規模セルをプライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）
に設定し、マクロセルをセカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）に設定することによって、全体的
な性能を向上（ｂｏｏｓｔｉｎｇ）させることができる。
【０１１９】
　一方、小規模セルは、現在ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに配分された周波数帯域を使用したり、
またはより高い周波数帯域（例えば、３．５ＧＨｚ以上の帯域）を使用したりすることも
できる。
【０１２０】
　他方、今後ＬＴＥ－Ａシステムでは、小規模セルは、独立的に使われることができずに
、マクロセルのアシスト下に使われることができるマクロセル－アシスト小規模セル（ｍ
ａｃｒｏ－ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ）としてのみ使用することも考慮し
ている。
【０１２１】
　このような小規模セル３００ａ、３００ｂ、３００ｃ、３００ｄは、互いに類似するチ
ャネル環境を有することができ、互いに近接した距離に位置するため、小規模セル間の干
渉が大きい問題になることができる。
【０１２２】
　このような干渉影響を減らすために、小規模セル３００ｂ、３００ｃは、自分のカバレ
ッジを拡張したり縮小したりすることができる。このように、カバレッジの拡張及び縮小
をセルブリージング（ｃｅｌｌ　ｂｒｅａｔｈｉｎｇ）という。例えば、図示されたよう
に、小規模セル３００ｂ、３００ｃは、状況によって、オン（ｏｎ）またはオフ（ｏｆｆ
）されることができる。



(21) JP 6611723 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

【０１２３】
　他方、小規模セルは、現在ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに配分された周波数帯域を使用したり、
またはより高い周波数帯域（例えば、３．５ＧＨｚ以上の帯域）を使用したりすることも
できる。
【０１２４】
　一方、ＵＥは、マクロセルと小規模セルに二重接続（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉ
ｔｙ）することもできる。二重接続（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）が可能なシ
ナリオを図９ａ乃至図９ｄに示す。
【０１２５】
　図９ａ及び図９ｂは、マクロセルと小規模セルに対して可能な二重接続のシナリオを示
す。
【０１２６】
　図９ａに示すように、ＵＥは、マクロセルを制御平面（Ｃｏｎｔｒｏｌ－ｐｌａｎｅ：
以下、「Ｃ－ｐｌａｎｅ」という）で設定を受け、小規模セルをユーザ平面（Ｕｓｅｒ－
ｐｌａｎｅ：以下、「Ｕ－ｐｌａｎｅ」という）で設定を受けることができる。
【０１２７】
　または、図９ｂに示すように、ＵＥは、小規模セルをＣ－ｐｌａｎｅで設定を受け、マ
クロセルをＵ－ｐｌａｎｅで設定を受けることができる。本明細書では、便宜のために、
Ｃ－Ｐｌａｎｅのセルを「Ｃ－Ｃｅｌｌ」といい、Ｕ－Ｐｌａｎｅのセルを「Ｕ－Ｃｅｌ
ｌ」という。
【０１２８】
　ここで、言及したＣ－Ｐｌａｎｅとは、ＲＲＣ接続設定及び再設定、ＲＲＣアイドルモ
ード、ハンドオーバを含む移動性、セル選択、再選択、ＨＡＲＱプロセス、キャリアアグ
リゲーション（ＣＡ）の設定及び再設定、ＲＲＣ設定のための必要な手順、ランダムアク
セス手順などをサポートすることを意味する。そして、言及したＵ－Ｐｌａｎｅとは、ア
プリケーションのデータ処理、ＣＳＩ報告、アプリケーションデータに対するＨＡＲＱプ
ロセス、マルチキャスティング／ブロードキャスティングサービスなどをサポートするこ
とを意味する。
【０１２９】
　ＵＥの観点で、Ｃ－ｐｌａｎｅ及びＵ－ｐｌｎｅの設定は、次の通りである。Ｃ－Ｃｅ
ｌｌは、プライマリセルに設定され、Ｕ－Ｃｅｌｌは、セカンダリセルに設定されること
ができる。または、逆に、Ｕ－Ｃｅｌｌは、プライマリセルに設定され、Ｃ－Ｃｅｌｌは
、セカンダリセルに設定されることができる。または、Ｃ－Ｃｅｌｌは、別途に特別に処
理し、Ｕ－Ｃｅｌｌは、プライマリセルに設定されることもできる。または、Ｃ－Ｐｌａ
ｎｅ及びＵ－Ｃｅｌｌの両方とも、プライマリセルに設定されることができる。ただし、
本明細書において、説明の便宜上、Ｃ－Ｃｅｌｌは、プライマリセルに設定され、Ｕ－Ｃ
ｅｌｌは、セカンダリセルに設定されると仮定して以下説明する。
【０１３０】
　一方、ＵＥ１００が短い距離を頻繁に移動する状況では、ハンドオーバが過度に頻繁に
発生できるため、これを防止するために、ＵＥは、マクロセルをＣ－ｃｅｌｌまたはプラ
イマリセルとして設定を受け、小規模セルをＵ－ｃｅｌｌまたはセカンダリセルとして設
定を受けることが有利である。
【０１３１】
　このような理由で、マクロセルは、ＵＥのプライマリセルであって、ＵＥと常に連結し
ている。
【０１３２】
　一方、図９ａ及び図９ｂでは、ＵＥがマクロセルのｅＮｏｄｅＢと小規模セルのｅＮｏ
ｄｅＢと二重接続されていることを示すが、これに限定されるものではない。例えば、Ｕ
Ｅは、第１の小規模セル（または、第１の小規模セルのグループ）のための第１のｅＮｏ
ｄｅＢと第２の小規模セル（または、第２の小規模セルのグループ）のための第２のｅＮ



(22) JP 6611723 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

ｏｄｅＢに二重接続されていることもある。
【０１３３】
　前記のような全ての例を考慮する時、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）のためのｅＮｏｄ
ｅＢをマスタ（Ｍａｓｔｅｒ）ｅＮｏｄｅＢ（以下、ＭｅＮＢという）ということができ
る。そして、セカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）のみのためのｅＮｏｄｅＢをセカンダリ（Ｓ
ｅｃｏｎｄａｒｙ）ｅＮｏｄｅＢ（以下、ＳｅＮＢという）ということができる。
【０１３４】
　ＭｅＮＢによるプライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）を含むセルグループをマスタセルグルー
プ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐ：ＭＣＧ）ということができ、ＳｅＮＢによる
セカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）を含むセルグループをセカンダリセルグループ（Ｓｅｃｏ
ｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐ：ＳＣＧ）ということができる。
【０１３５】
　一方、以上で説明したように、次期システムでは、ＵＥが地理的位置が互いに異なる複
数のセルまたはセルグループと制御信号／データを送受信する状況を考慮することができ
る。例えば、ＵＥは、ＲＲＣ接続と音声を処理するプライマリセルを含むＭＣＧとデータ
処理の増大のための小規模セルを含むＳＣＧに同時に連結された形態を考慮することがで
きる。このとき、地理的位置が互いに異なる複数のセルまたはセルグループ間にはスケジ
ューリング情報が動的（ｄｙｎａｍｉｃ）に共有されずに、スケジューリングが独立的に
実行されることができる。このとき、ＵＥは、各該当セルにＵＣＩを独立的に送信するこ
とを考慮することができる。即ち、ＵＥは、ＭＣＧのためのＵＣＩをＭｅＮＢに送信し、
ＳＣＧのためのＵＣＩをＳｅＮＢに送信することを考慮することができる。
【０１３６】
　しかし、ＭｅＮＢに対するＵＣＩを含むＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨが送信されるサブフレ
ームとＳｅＮＢに対するＵＣＩを含むＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨが送信されるサブフレーム
が一部重なる場合、問題が発生できる。
【０１３７】
　そのような問題状況に対して、既存システムでは、ＵＥの最大送信電力Ｐｃｍａｘによ
って、全体または一部のアップリンクチャネルの最終送信電力に対してスケーリングダウ
ン（ｓｃａｌｉｎｇ　ｄｏｗｎ）した。減少の対象となるチャネルを定める基準は、チャ
ネルの種類、セルインデックスなどが考慮された優先順位規則（ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｒｕ
ｌｅ）に従うようになった。一例として、任意セルにＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨがいずれか
一つのサブフレーム上で同時送信される状況では、既存システムによると、Ｐｃｍａｘに
よって、ＰＵＣＣＨ、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ、残りのＰＵＳＣＨの順序に電力割当及び
スケーリングダウンされた。また、既存システムによると、ＵＥの同時送信性能によって
または上位階層（ｈｉｇｈ　ｌａｙｅｒ）からの同時送信関連パラメータ設定によっても
、一部アップリンクチャネルがドロップ（ｄｒｏｐ）される場合もあり、このとき、優先
順位規則によって該当チャネルを選択するようになった。一例として、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
とＣＳＩが同時送信されるように設定された場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫとＣＳＩが同じサブ
フレームで衝突する時、ＣＳＩはドロップ（ｄｒｏｐ）された。
【０１３８】
　しかし、前述したように、次期システムでは、ＵＣＩをセルグループ毎に別途に送信で
きるようになり、一部セルグループのみがＲＲＣ接続設定を担当するようになって、優先
順位規則が変更される必要がある。以下、本明細書の開示に対して説明する。
【０１３９】
＜本明細書の第１の開示＞
　本明細書の第１の開示は、複数の優先順位規則（または、モード）を設定して適用する
方案を提示する。
【０１４０】
　二重接続（Ｄｕａｌ－ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）状況で、プライマリセル（ＰＣｅｌ
ｌ）（例えば、マクロセル）は、セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）（例えば、小規模セル）
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と差別点として、ＲＲＣ接続設定及び再設定を担当し、音声通話を担当することができる
。前記において、ＲＲＣ接続設定及び再設定を担当するという意味は、ＲＲＣ接続を設定
または変更する過程で送信されることができる（Ｅ）ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＵＳＣ
Ｈなどが該当プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）（例えば、マクロセル）を介してのみ送信さ
れるという意味で解釈できる。また、音声通信を担当するということは、ＶｏＬＴＥ（Ｖ
ｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＬＴＥ）をサポートするための目的としてＤＬ　ＳＰＳ　ＰＤＳＣ
ＨとＵＬ　ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨなどの組合せがプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）（例えば、
マクロセル）を介してのみ送信されるという意味で解釈できる。このような場合、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ、ＣＳＩ、ＳＲなどを含むＵＣＩは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）（例えば
、マクロセル）に対応される場合がセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）（例えば、小規模セル
）に対応される場合より重要に考慮することができ、二重接続（ｄｕａｌ－ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｖｉｔｙ）に対する優先順位規則設定時にも考慮することができる。しかし、セカン
ダリセル（ＳＣｅｌｌ）（例えば、小規模セル）がデータ処理の増大（ｄａｔａ　ｂｏｏ
ｓｔｉｎｇ）を目的として運用される場合であるとしても、ＵＣＩ（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、
ＣＳＩ等）の制限（例えば、ドロップまたは電力スケーリングダウン）は、性能を低下し
たり効率を落ちたりすることができる。それによって、サブフレームまたはサブフレーム
の区間別に優先順位規則を独立的に（互いに異なるように）設定して適用することを考慮
することができる。より具体的な方式に、セルは、第の１優先順位規則（または、第１の
モード）と第２の優先順位規則（または、第２のモード）を設定し、各優先順位規則（ま
たは、モード）が適用されるサブフレームまたはサブフレーム区間を上位階層シグナルを
介してＵＥに設定できる。ＵＥは、サブフレームまたはサブフレーム区間に適用される優
先順位規則（または、モード）の設定を受けない場合、基本的（ｄｅｆａｕｌｔ）に一つ
の優先順位規則（または、モード）を適用することができる。これに対して図面を参照し
てより詳細に説明すると、下記の通りである。
【０１４１】
　図１０は、本明細書の第１の開示による一方案を示す例示図である。
【０１４２】
　図１０を参照して分かるように、ＵＥ１００は、第１のセル及び第２のセルと二重接続
（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）を有している。このような状況でＵＥ１００は
、第１のセルから上位階層シグナルを受信する。上位階層シグナルは、第１の設定及び第
２の設定のうちいずれか一つを含む。ここで、第１の設定は、第１の優先順位規則（また
は、第１のモード）を意味し、第２の設定は、第２の優先順位規則（または、第２のモー
ド）を意味する。
【０１４３】
　その後、ＵＥ１００は、第１の設定または第２の設定に基づいて電力スケーリングを実
行し、電力に基づいてアップリンク送信を実行する。
【０１４４】
　活用に対する一例として、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）（例えば、マクロセル）の優
先順位を高く設定する第２の優先順位規則（または、第２のモード）を適用する区間では
、ＲＲＣ設定や音声通話を実行することによって該当作業に対する性能を最大化し、セカ
ンダリセル（ＳＣｅｌｌ）（例えば、小規模セル）の優先順位を高く設定する第１の優先
順位規則（または、第１のモード）を適用する区間では、ＦＴＰなどのようなデータ通信
を実行することによってデータ処理増大を最大化する等の作業を実行することができる。
前記において、ＵＥの基本動作は、ＲＲＣ設定初期設定に焦点を合わせることができるよ
うに、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）（例えば、マクロセル）の優先順位を高く設定する
第２の優先順位規則（または、第２のモード）を従うことができる。
【０１４５】
　以下、具体的な方案に対して説明する。
【０１４６】
１．第１の優先順位規則（または、第１のモード）設定方法及び適用方法
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　基本的に、無条件的にプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）（例えば、マクロセル）またはプ
ライマリセルを含むセルグループ（例えば、ＭＣＧ）に対する優先順位を高く設定するも
のではなく、その他の要因（例えば、ＵＣＩタイプ、パワーレベル、チャネルの種類、Ｕ
ＣＩサイズ、フレーム構造タイプ、ＣＰ長さ等）を基準にして優先順位を設定することが
できる。このような優先順位が同じ状況では、追加的に、セルに対する情報、例えば、セ
ルインデックス、該当セルのｅＮｏｄｅＢのタイプ（例えば、マクロセルのｅＮｏｄｅＢ
または小規模セルのｅＮｏｄｅＢ）、ＰＵＣＣＨ送信が可能なセルに該当するかどうかな
どによって、優先順位を設定することを考慮することができる。
【０１４７】
　一例として、トランスポートチャネル（ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨ）に関係なしにＵ
ＣＩタイプによって、優先順位が設定されることができる。より具体的な方式に、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ、ＳＲ、非周期的なＣＳＩ、非周期的なＳＲＳ、周期的なＣＳＩ、周期的なＳ
ＲＳの順序に高い優先順位を有するように設定されることができる。このとき、ＵＣＩが
複数の組合せで構成された場合には、優先順位が最も高いものを基準にして電力スケーリ
ング（ｐｏｗｅｒ　ｓｃａｌｉｎｇ）及びドロップ可否が決定されるようにする。一例と
して、ＨＡＲＱ－ＡＣＫと周期的なＣＳＩが同時送信される状況では、最も優先順位が高
いＨＡＲＱ－ＡＣＫを基準にして電力スケーリング及びドロップ可否が決定されることが
できる。より特徴的に、ＨＡＲＱ－ＡＣＫがＣＳＳ（ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐ
ａｃｅ）に対応される場合には、その他のＨＡＲＱ－ＡＣＫまたはＰＲＡＣＨより高い優
先順位を有するように設定することもできる。ＣＳＳに対応されるＨＡＲＱ－ＡＣＫは、
プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）に対するものと限定できる。
【０１４８】
　列挙した優先順位規則で特徴的にＳＰＳ　ＰＵＳＣＨの優先順位を高く設定することも
でき、これに対する具体的な例は、下記の通りである。
【０１４９】
　第１の例示として、ＣＳＩを含むＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ＜ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨ＜＝Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫ及び／またはＳＲを含むＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨの順に優先順位が設定さ
れることもできる。
【０１５０】
　第２の例示として、ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨ＝ＣＳＩを含むＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ。
【０１５１】
　第３の例示として、ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨ＝非周期的なＣＳＩを含むＰＵＳＣＨ。
【０１５２】
　ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨは、ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨが音声通信の用途として使われることがで
きる場合（一部実際使用しない場合も含む）であり、または特定セルに限定してＳＰＳが
設定される場合である。
【０１５３】
　以後に同じ優先順位によってはセルに対する情報を基準にして細部優先順位を設定する
ことができ、次は、セルに対する情報による優先順位規則の具体的な例である。下記の例
示において、スーパーセカンダリセル（Ｓｕｐｅｒ　ＳＣｅｌｌ）は、セカンダリセルグ
ループ（ＳＣＧ）内のセカンダリセルのうちＵＣＩ送信またはＰＵＣＣＨを受信するセカ
ンダリセル（ＳＣｅｌｌ）を指示することができる。スーパーセカンダリセル（Ｓｕｐｅ
ｒ　ＳＣｅｌｌ）は、ＰＳＣｅｌｌともいう。これは、小規模ｅＮｏｄｅＢに対応される
ことができる。そして、セカンダリセルグループ（ＳＣＧ）は、スーパーセカンダリセル
（例えば、小規模ｅＮｏｄｅＢ）でキャリアアグリゲーション（ＣＡ）されるセルのセッ
トを意味し、プライマリセルグループ（ＰＣｅｌｌ　ｇｒｏｕｐ）は、プライマリセルと
、プライマリセルを提供するｅＮｏｄｅＢでキャリアアグリゲーションされるセルのセッ
トを意味する。プライマリセルグループ（ＰＣｅｌｌ　ｇｒｏｕｐ）は、マスタセルグル
ープ（ＭＣＧ）とも呼ばれる。同じｅＮｏｄｅＢによりキャリアアグリゲーションされる
セル間には理想的なバックホール（ｉｄｅａｌ－ｂａｃｋｈａｕｌ）を仮定することがで
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き、互いに異なるｅＮｏｄｅＢに対応されるセル間には理想的なバックホールを期待する
ことができない。
【０１５４】
　第１の例示的な優先順位として、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）＞スーパーセカンダリ
セル（または、ＰＳＣｅｌｌ）＞セカンダリセルグループ（ＳＣＧ）に対応するセカンダ
リセル（例えば、小規模ｅＮｏｄｅＢのセカンダリセル）＞＝プライマリセルグループ（
または、ＭＣＧ）に対応するセカンダリセル（例えば、Ｍａｃｒｏ　ｅＮｏｄｅＢのセカ
ンダリセル）。
【０１５５】
　第２の例示的な優先順位として、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）＞スーパーセカンダリ
セル（または、ＰＳＣｅｌｌ）＞プライマリセルグループ（または、ＭＣＧ）に対応する
セカンダリセル（例えば、Ｍａｃｒｏ　ｅＮｏｄｅＢのセカンダリセル）＞＝ＳＣＧに対
応するセカンダリセル（例えば、小規模ｅＮｏｄｅＢのセカンダリセル）。
【０１５６】
　第３の例示的な優先順位として、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）＞プライマリセルグル
ープ（または、ＭＣＧ）に対応するセカンダリセル＞スーパーセカンダリセル（または、
ＰＳＣｅｌｌ）＞ＳＣＧに対応するセカンダリセル（例えば、小規模ｅＮｏｄｅＢのセカ
ンダリセル）
【０１５７】
　第１の優先順位規則（または、第１のモード）設定において、ＭＣＧ（または、ＭｅＮ
Ｂ、またはＰＣｅｌｌ）の一部物理チャネルに対する優先順位を高く設定するために特定
の状況または条件に対する例外事項を追加に考慮することができる。第１の優先順位規則
（または、第１のモード）を参照する時、次の状況でＭＣＧの全体または一部のチャネル
の優先順位をＳＣＧより高く設定できる。一例として、ＳＣＧを介してＨＡＲＱ－ＡＣＫ
を含むＰＵＣＣＨが送信中であり、ＭＣＧを介してはＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨが送信
中であるとしても、下記に列挙された例示的な状況ではＭＣＧに対するＰＵＳＣＨがＳＣ
Ｇに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨより高い優先順位に設定されることができる。
【０１５８】
　第１の例示的な状況として、ＭＣＧに対応されるチャネル（例えば、ＰＵＳＣＨ）に対
するＵＬグラントを含むＰＤＣＣＨがＣＳＳで送信される状況を挙げることができる。こ
こで、ＣＳＳでＰＤＣＣＨが送信されるとは、共通（ｃｏｍｍｏｎ）Ｃ－ＲＮＴＩでスク
ランブリングされたＰＤＣＣＨが送信されることを意味し、またはＰＤＣＣＨの物理リソ
ースマッピング位置がＣＳＳであることを意味する。ＭＣＧに対応されるチャネルがＰＵ
ＣＣＨである場合（特に、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）には該当ＰＵＣＣＨのＵＣＩに対応される
ＰＤＣＣＨがＣＳＳに対応される場合も含むことができる。
【０１５９】
　第２の例示的な状況として、ＭＣＧに対応されるチャネル（例えば、ＰＵＳＣＨ）対す
る電力スケーリング（ｐｏｗｅｒ　ｓｃａｌｉｎｇ）を実行する時にあらかじめまたは上
位階層で設定した最小電力の値以下に設定される状況を挙げることができる。このとき、
ＳＣＧに対するＰＵＣＣＨは、ドロップ（ｄｒｏｐ）され、または電力スケーリングされ
、ＭＣＧに対するＰＵＳＣＨは、ＳＣＧに対するＰＵＣＣＨより高い優先順位に設定され
ることができる。
【０１６０】
　第３の例示的な状況として、ＭＣＧに対応されるチャネル（例えば、ＰＵＳＣＨ）に対
するアップリンクグラントの送信形態によって、優先順位を再設定する状況を挙げること
ができる。ここで、アップリンクグラントの送信形態とは、スクランブリングシーケンス
またはＣＲＣマスキングまたは新しいフィールドに対する特定値または既存フィールドの
一部値の特定組合せによって区分されることができる。
【０１６１】
　第４の例示的な状況として、ＳＣＧに対応されるチャネル（例えば、ＰＵＣＣＨ）に対
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する最小パワーがあらかじめ決められ、または上位階層シグナルによって決められる場合
、該当ＳＣＧに対するチャネルの電力が最小電力値以下または未満の時にＭＣＧに対する
チャネルの優先順位を高く設定する。
【０１６２】
２．第２の優先順位規則（または、第２のモード）設定方法及び適用方法
　基本的に、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）またはプライマリセルグループ（即ち、ＭＣ
Ｇ）に対する優先順位を最も高く設定する。ただし、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）また
はプライマリセルグループ（即ち、ＭＣＧ）に対するＳＲＳは除外することができる。こ
の場合、ＵＥで複数のセルに対するアップリンクチャネルの送信がＰｃｍａｘ以上の電力
を要求すると、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）またはプライマリセルグループ（即ち、Ｍ
ＣＧ）に対するチャネルに対しては電力スケーリング（例えば、スケーリングダウン）を
しない。この時のチャネルは、次のチャネルは該当しない：ＳＲＳ、ＵＣＩを含まないで
ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）内のグラントまたはランダムアクセス手順に対する再送
信に対応されないＰＵＳＣＨ。その理由は、ＲＲＣ設定及び再設定または音声通信のよう
な重要な通信を保護するためである。または、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）またはプラ
イマリセルグループ（即ち、ＭＣＧ）に対する優先順位を最も高く設定する場合、電力ス
ケーリングされないチャネルは、ＰＲＡＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨである。
即ち、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）またはプライマリセルグループ（即ち、ＭＣＧ）に
ＰＲＡＣＨ、ＰＵＣＣＨ、またはＳＰＳ　ＰＵＳＣＨを送信する場合にのみ該当チャネル
に優先順位をおき、残りは、第１の優先順位規則（または、第１のモード）を適用するこ
とができる。この場合、優先順位をおくとする場合、電力スケーリング（ｐｏｗｅｒ　ｓ
ｃａｌｉｎｇ）をしない場合を仮定することもできる。以後には残りのセルに対して第１
の優先順位規則（または、第１のモード）によって動作する場合を考慮することができる
。前述したように、優先順位が最も高く設定されるセルがプライマリセルグループ（即ち
、ＭＣＧ）内のプライマリセルに限定される場合、プライマリセルグループ（即ち、ＭＣ
Ｇ）の残りのセルに対しては第１の優先順位規則（または、第１のモード）が適用される
こともできる。追加的に、類似の方式に、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）またはプライマ
リセルグループ（即ち、ＭＣＧ）の代りにスーパーセカンダリセル（Ｓｕｐｅｒ　ＳＣｅ
ｌｌ）またはＰＳＣｅｌｌに対する優先順位を（常にまたは特定ＵＣＩまたはｃｈａｎｎ
ｅｌに対して）最も高く設定する第３の優先順位を考慮することもできる。
【０１６３】
　より具体的に、セルグループ間の電力スケーリングまたはチャネルの送信ドロップ（ｄ
ｒｏｐ）可否を決定する時、下記の優先順位セットに基づいて実行することができる。こ
のとき、各セット別に電力スケーリング（ｐｏｗｅｒ　ｓｃａｌｉｎｇ）可否とＭｅＮＢ
に対する優先順位を高く設定するかどうかを決定することができる。
【０１６４】
　セット０：ＰＲＡＣＨ
　セット１：ＳＲ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
　セット２：非周期的なＣＳＩ、周期的なＣＳＩ
　セット３：ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨ
　セット４：ＰＵＳＣＨ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ＵＣＩ（ＵＬ－ＳＣＨ）
　セット５：ＳＲＳ
　セット６：Ｄ２Ｄチャネルら
【０１６５】
　セットのインデックスによって低いインデックスであるほど優先順位が高いと仮定する
ことができる。または、セット０とセット１を同じ優先順位として考慮したり、セット２
とセット３を同じ優先順位として考慮したり、セット１とセット２を同じ優先順位として
考慮したり、セット１とセット２とセット３を同じ優先順位として考慮することもできる
。セット１の場合、より細分化することで、ＳＲがＨＡＲＱ－ＡＣＫより高い優先順位を
有することを考慮することもできる。ＳＲは、肯定（ｐｏｓｉｔｉｖｅ）ＳＲである場合
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てＨＡＲＱ－ＡＣＫのみを送信し、ＳＣＧに対してＰＵＣＣＨフォーマットを介してＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫとＳＲを送信する時、肯定（ｐｏｓｉｔｉｖｅ）ＳＲである場合には、ＳＣ
Ｇに優先順位を高く設定し、否定（ｎｅｇａｔｉｖｅ）ＳＲである場合には、ＭＣＧに優
先順位を高く設定することを考慮することができる。ＳＲがＰＵＣＣＨフォーマット１／
１ａ／１ｂを介して送信される時、否定ＳＲである場合、ＰＵＣＣＨが送信されない、ま
たはＨＡＲＱ－ＡＣＫリソースを介して送信されるため、ＳＲが送信されないと解釈する
こともできる。前記において、｛セット０、セット１｝または｛セット０、セット１、セ
ット２｝または｛セット０、セット１、セット２、セット３｝の組合せに対しては電力ス
ケーリング（ｐｏｗｅｒ　ｓｃａｌｉｎｇ）をしない。このとき、割り当てる電力が足り
ない場合、ＵＥが該当チャネルの送信をドロップ（ｄｒｏｐ）することを考慮することが
できる。このように該当チャネルの送信をドロップすることによって、電力が余るように
なると、残った電力を次の優先順位を有するチャネルに割り当てることを考慮することも
でき、使用しないことを考慮することもできる。基本的に、互いに異なるセルグループ（
ＭＣＧ、ＳＣＧ）が同じセットに該当する場合または同じ優先順位セットに該当する場合
には、ＭＣＧまたはプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）に対する優先順位を高く設定できる。
前記において、｛セット２、セット３、セット４、セット５｝または｛セット２、セット
３、セット４｝または｛セット４、セット５｝または｛セット４｝の組合せに対しては、
簡単な動作のために電力スケーリング（ｐｏｗｅｒ　ｓｃａｌｉｎｇ）時に区分無しで各
セット別に同等（ｅｑｕａｌ）にまたは加重値（ｗｅｉｇｈｔ）を与えて適用することを
考慮することもできる。ここで、加重値は、セットまたは優先順位セットのグループによ
ってあらかじめ指定され、または上位階層で設定することと限定することができる。セッ
ト５に該当するチャネルがセット５を除外した残りのチャネルと衝突時に、セット５に該
当するチャネルの送信は、ドロップ（ｄｒｏｐ）されることを考慮することができる。以
後の過程は、Ｒｅｌ－１１原則によって電力スケーリング（ｐｏｗｅｒ　ｓｃａｌｉｎｇ
）が実行されたり、該当チャネルの送信がドロップされたりすることができる。
【０１６６】
　例えば、セット１とセット２が同じ優先順位と仮定すると、下記のような優先順位規則
を考慮することができる。
【０１６７】
　ＭｅＮＢに送信されるＰＲＡＣＨが最も高い優先順位を有する。
【０１６８】
　宛先ｅＮＢと関係無しで他のチャネルに比べてＰＲＡＣＨが最も高い優先順位を有する
。
【０１６９】
　ＭｅＮＢに送信されるＰＵＣＣＨまたはＵＣＩを含むＰＵＳＣＨがＭｅＮＢに送信され
るＰＵＣＣＨまたはＵＣＩを含むＰＵＳＣＨより高い優先順位を有する。
【０１７０】
　ＰＵＣＣＨまたはＵＣＩを含むＰＵＳＣＨがＵＣＩまたはＳＲＳを含まないＰＵＳＣＨ
に比べて高い優先順位を有する。
【０１７１】
　ＰＵＣＣＨまたはＵＣＩを含むＰＵＳＣＨに対しては、電力スケーリングが実行されな
い。他のチャネルに対しては、同じ電力スケーリング（または、加重値が適用された電力
スケーリング）が実行されることができる。
【０１７２】
　次は、異種のｅＮＢ間の衝突時、優先順位設定を整理した表である。
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【表７】

【０１７３】
　以上の表に示す細部オプション（Ｏｐｔｉｏｎ）のうち、ＭｅＮＢに対する優先順位を
高く設定するオプション、即ち、オプション１を基本的に考慮することができる。ただし
、ＭｅＮＢのセット４は、ＳｅＮＢのセット０、セット１、セット２、セット３より低い
優先順位を有することができる。または、ＭｅＮＢに送信するチャネルとＳｅＮＢに送信
するチャネルが同じセットに該当する場合には、ＭｅＮＢに送信するチャネルがより高い
優先順位を有することができる。または、ＭｅＮＢに送信されるチャネルが複数のセット
に該当する場合には、ＭｅＮＢに送信されるチャネルがより優先順位を有することができ
る。次は、基準と共に考慮することができる事項を羅列したものである。
【０１７４】
　－セット１の場合、ＳｅＮＢに送信されるＳＲのみが上位階層シグナルによって一層高
い優先順位に設定されることができる。ＭｅＮＢに送信されるチャネルがセット１に該当
し、同様にＳｅＮＢに送信されるチャネルもセット１に該当する場合、ＭｅＮＢに送信さ
れるチャネルのうちＳＲは送信されない。このとき、送信されないＳＲは、否定（ｎｅｇ
ａｔｉｖｅ）ＳＲである。上位階層シグナルは、ＳＲに対するＳｅＮＢの優先順位を示す
ものであり、またはＭＡＣ階層でベアラ分割（Ｂｅａｒｅｒ　ｓｐｌｉｔ）と関連したパ
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ラメータである。一例として、ベアラをＳｅＮＢにのみ割り当てる場合にはＳｅＮＢに対
するＳＲがＭｅＮＢのＨＡＲＱ－ＡＣＫより高く設定されることもできる。このときのＳ
Ｒは、肯定（ｐｏｓｉｔｉｖｅ）ＳＲである。
【０１７５】
　－ＭｅＮＢに送信されるチャネルがセット５に該当し、同様に、ＳｅＮＢに送信される
チャネルもセット５に該当する場合、同じ優先順位が使われることができる。
【０１７６】
　次は、各ｅＮＢ別に複数のチャネルを送信する場合、ｅＮＢ間に優先順位設定を整理し
た表である。
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【表８】

【０１７７】
　次は、第２の優先順位規則（または、第２のモード）を適用する時、ＰＣｅｌｌまたは
プライマリセルグループ（即ち、ＭＣＧ）に送信されるチャネル間の優先順位設定方法に
対する具体的な例である。下記優先順位規則は、ＰＣｅｌｌに送信されるチャネルの電力
を設定時に考慮したり、ＰＣｅｌｌに送信されるチャネルをドロップするための規則を適
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用する時に考慮することができる。
【０１７８】
２．１　ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨ
　音声通信をサポートするための目的として、ＵＬ　ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨの使用を考慮す
ることができ、この場合に該当ＰＵＳＣＨの優先順位を高く設定することを考慮すること
ができる。次は、ＰＵＣＣＨとＵＬ　ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨに対する優先順位設定に対する
一例である。
【０１７９】
　第１のオプションとして、ＰＵＣＣＨに含まれているＵＣＩによって、優先順位を決定
する。より具体的な例として、次の順序に設定する：
【０１８０】
　第１のオプションの第１の例示として、周期的なＣＳＩを含むＰＵＣＣＨ＜ＵＬ　ＳＰ
Ｓ　ＰＵＳＣＨ＜＝ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＳＲを含むＰＵＣＣＨ
【０１８１】
　第１のオプションの第２の例示として、周期的なＣＳＩを含むＰＵＣＣＨ＜ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ／ＳＲを含むＰＵＣＣＨ＜ＵＬ　ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨ
【０１８２】
　第１のオプションの第３の例示として、ＵＬ　ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨ＜周期的なＣＳＩを
含むＰＵＣＣＨ＜ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＳＲを含むＰＵＣＣＨ
【０１８３】
　前記例示において、肯定（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ）ＳＲを含むＰＵＣＣＨのみがＳＲを含ま
なく、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＣＣＨより高い優先順位を有することができる。
【０１８４】
　第２のオプションとして、プライマリセルグループ（即ち、ＭＣＧ）内でＰＣｅｌｌに
対するチャネルの優先順位を最も高く設定する。第２のオプションは、プライマリセルグ
ループ（即ち、ＭＣＧ）に対する優先順位が高く設定され、プライマリセルグループ（即
ち、ＭＣＧ）内のｃｅｌｌ個数が複数である場合のためのものである。
【０１８５】
　ここで、ＰＵＣＣＨがＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＳＲを含むとする時にはＰＵＣＣＨが周期的
なＣＳＩも含むことを排除するものではないが、ＰＵＣＣＨが周期的なＣＳＩを含むとす
る時にはＰＵＣＣＨが周期的なＣＳＩのみ含むことを意味する。該当ｃｅｌｌのＵＬ　Ｓ
ＰＳ　ＰＵＳＣＨ以外のＰＵＳＣＨに対しては、既存３ＧＰＰ　Ｒｅｌ－１２の優先順位
規則に従うことを考慮することができる。
【０１８６】
２．２　ＰＵＳＣＨとＰＵＳＣＨ
　以下で説明する内容は、プライマリセルグループ（即ち、ＭＣＧ）の優先順位が高く設
定された場合に対するものである。Ｍａｃｒｏ　ｅＮｏｄｅＢは、複数のセルをアグリゲ
ーションすることができ、この場合、既存３ＧＰＰ　Ｒｅｌ－１２による優先順位規則が
そのまま適用されることもでき、音声通信を保護するための目的としてＳＰＳ　ＰＵＳＣ
Ｈに対する優先順位を再設定することもできる。次は、ＵＬ　ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨとプラ
イマリセルグループ（即ち、ＭＣＧ）の他のセルのＰＵＳＣＨに対する優先順位設定に対
する一例である。
【０１８７】
　第１の方案として、ＰＵＳＣＨに含まれているＵＣＩ有無または種類によって、優先順
位を決定する。より具体的な例として、次の順序に設定する：
【０１８８】
　第１の方案の第１のオプションとして、周期的なＣＳＩを含むＰＵＳＣＨ＜ＵＬ　ＳＰ
Ｓ　ＰＵＳＣＨ＜非周期的なＣＳＩを含むＰＵＳＣＨ
【０１８９】
　第１の方案の第２のオプションとして、周期的な／非周期的なＣＳＩを含むＰＵＳＣＨ
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＜ＵＬ　ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨ＜＝ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＳＣＨ
【０１９０】
　第１の方案の第３のオプションとして、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＳＣＨ＜ＵＬ　Ｓ
ＰＳ　ＰＵＳＣＨ
【０１９１】
　第２の方案として、ＰＵＳＣＨに含まれているＵＬ－ＳＣＨと割り当てられたＲＢ個数
に基づいて優先順位を決定する。より具体的な例として、ＰＵＳＣＨのコーディングレー
ト（ｃｏｄｉｎｇ　ｒａｔｅ）がＵＬ　ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨのコーディングレート（ｃｏ
ｄｉｎｇ　ｒａｔｅ）よりあらかじめ設定された閾値以上低い場合、ＵＬ　ＳＰＳ　ＰＵ
ＳＣＨの優先順位を高く設定する。
【０１９２】
　第３の方案として、プライマリセルグループ（即ち、ＭＣＧ）内でＰＣｅｌｌに対する
チャネルの優先順位を最も高く設定する。本オプションは、プライマリセルグループ（即
ち、ＭＣＧ）に対する優先順位が高く設定され、プライマリセルグループ（即ち、ＭＣＧ
）内のセル個数が複数である場合に限定できる。
【０１９３】
＜本明細書の第２の開示＞
　本明細書の第２の開示は、各ｅＮｏｄｅＢ別に、またはセルグループ別に、またはセル
別に最小電力を保障する方案を提示する。
【０１９４】
　次期システムでは、ＵＥが二重接続時に各ｅＮｏｄｅＢ（または、各セルグループまた
は各セルグループ内の特定セル）への送信を保障するために、ＵＥが最小に保障できる電
力を設定することを導入することができる。一例として、ＵＥが第２のｅＮｏｄｅＢへの
送信電力をＰｃｍｉｎ２で設定を受けた場合、第１のｅＮｏｄｅＢの優先順位が高く設定
されているとしても、第２のｅＮｏｄｅＢへの送信電力を少なくともＰｃｍｉｎ２以上に
設定することを考慮することができる。各ｅＮｏｄｅＢ／セルグループ／セルは、ＵＥが
最小に保障できる電力またはチャネル別電力値を決定して知らせることができる。
【０１９５】
　この場合に設定されたＵＥ最小電力によって、第１のｅＮｏｄｅＢと第２のｅＮｏｄｅ
Ｂに送信されるＵＬチャネルに対する電力制御（例えば、電力スケーリング、または送信
ドロップ）時に考慮対象に含まれる。
【０１９６】
１．第１のｅＮｏｄｅＢ（例えば、ＭｅＮＢ）に対する最小送信電力（最小ＵＥ送信電力
）が設定された場合
　二重接続（Ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）で、ＭｅＮＢは、ＲＲＣ接続設定、
移動性管理（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｈａｎｄｌｉｎｇ）などを担当するようになり、したが
って、一般的にＭｅＮＢに対するアップリンクチャネルの優先順位がＳｅＮＢに対するア
ップリンクチャネルの優先順位より高く設定されることもできる。また、アップリンクチ
ャネルは、例えば、ＰＲＡＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨ、ＵＣＩを含むＰＵＳ
ＣＨの組合せに該当することもできる。これはＭｅＮＢへのアップリンクチャネルの全体
または一部に対する送信性能を保障するために、最小限のＵＥ送信電力をＭｅＮＢに対し
て予約するためのことである。ここで、ＭｅＮＢが実際スケジューリングした電力の値が
最小限のＵＥ送信電力より小さい場合、最小ＵＥ送信電力の値の代りにスケジューリング
した電力値が使われることができる。
【０１９７】
　ＭＣＧまたはＳＣＧのうち少なくとも片方の最終送信電力（各チャネル別電力の総和）
がｅＮｏｄｅＢ（Ｐ＿ｘｅＮＢ）別に初期に設定された最小ＵＥ送信電力より小さい場合
、残りの電力（例えば、Ｐ＿ＣＭＡＸ　Ｐ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿ＣＭＡＸ　Ｐ＿ＳｅＮＢ
）を他のセルグループに割り当てることを考慮することができる。このとき、他のセルグ
ループは、残りの電力（Ｐ＿ＣＭＡＸ－ｔｏｔａｌ　ａｌｌｏｃａｔｅｄ　ｐｏｗｅｒ　
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ｔｏ　ｔｈｅ　ｏｔｈｅｒ　ｅＮｏｄｅＢ）を上限にして最終送信電力を割り当てること
ができる。このとき、ＵＥは、割当を受けた電力を自分が使用することができる最大パワ
ーに設定した後、既存Ｒｅｌ－１１による規則を適用して各チャネルに電力を割り当てる
ことができる。このとき、タイミングが同期されない状況、例えば、２個のサブフレーム
が重なる状況では、２個のサブフレームにわたり使われない電力の値が最小値にならなけ
ればならない。即ち、ｍｉｎ｛Ｐ＿ＣＭＡＸ（Ｉ、ｋ）　Ｐ＿ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢ（ｋ
）、Ｐ＿ＣＭＡＸ（Ｉ、ｋ＋１）　Ｐ＿ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢ（ｋ＋１）｝を使用するこ
とができる。ＵＥが電力制限状況（全体ＵＥ電力がＰｃｍａｘを超える場合）で電力スケ
ーリング方法は、下記の方式で動作できる。実施例では、便宜上、第１のｅＮｏｄｅＢを
ＭｅＮＢとして説明し、ｅＮｏｄｅＢ２をＳｅＮＢとして説明する。
【０１９８】
　第１の例示として、ＰＵＳＣＨの送信のためのＵＥ送信電力を最小電力に設定する。こ
のとき、ＰＵＳＣＨの送信は、再送信に該当できる。また、ここでのＰＵＳＣＨは、ＳＰ
Ｓ　ＰＵＳＣＨに対応され、またはランダムアクセス手順に対応されるものは含まない。
一例として、ランダムアクセス手順に対応されるＰＵＳＣＨは、電力制限である状況にも
最小電力以上に設定できる。
【０１９９】
　第２の例示として、ＳｅＮＢに送信されるアップリンクチャネル（タイミングが同期さ
れない状況では重複部分を考慮してサブフレームの全体または一部上のアップリンクチャ
ネル）が｛セット０、セット１、セット２、セット３｝または｛セット０、セット１、セ
ット２｝または｛セット０、セット１｝に該当する場合、ＭｅＮＢに送信されるＰＵＳＣ
Ｈに対するＵＥ送信電力を最小電力に設定する。ＭｅＮＢに対するＰＵＳＣＨは、再送信
されるものである。
【０２００】
２．第２のｅＮｏｄｅＢ（例えば、ＳｅＮＢ）に対する最小ＵＥ送信電力が設定された場
合
　二重接続で、ＭｅＮＢに送信される全体または一部のアップリンクチャネルに対する優
先順位を高く設定する場合には、ＳｅＮＢに対するアップリンクチャネル（例えば、ｐＳ
ＣｅｌｌへのＰＵＣＣＨ含む）が過度に低い電力で送信されるように電力スケーリングさ
れることによって、スペクトラム効率（ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）が落
ちる問題が発生できる。これに対する対策として、ＳｅＮＢに対する全体または一部のア
ップリンクチャネルに対して最小ＵＥ送信電力を設定し、これを保障することを考慮する
ことができる。例えば、第２のｅＮｏｄｅＢが実際スケジューリングした全体電力の値が
第２のｅＮｏｄｅＢに対して設定された最小限のＵＥ送信電力より小さい場合には、該当
値が最小ＵＥ送信電力の値に代替されることができる。ＭＣＧまたはＳＣＧのうち少なく
とも片方の最終送信電力（各チャネル別送信電力の総和）がｅＮｏｄｅＢ別に初期に設定
された最小ＵＥ送信電力（Ｐ＿ｘｅＮＢ）より小さい場合には、残りの電力（例えば、Ｐ
＿ＣＭＡＸ　Ｐ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿ＣＭＡＸ　Ｐ＿ＳｅＮＢ）を他のセルグループに割
り当てることを考慮することができる。このとき、該当他のセルグループは、残りの電力
（Ｐ＿ＣＭＡＸ－ｔｏｔａｌ　ａｌｌｏｃａｔｅｄ　ｐｏｗｅｒ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｏｔｈ
ｅｒ　ｅＮｏｄｅＢ）を上限にして最終送信電力を割り当てることができる。このとき、
タイミングが同期されない状況、例えば、２個のサブフレームが重なる状況では、２個の
サブフレームにわたり使われない電力の値が最小値にならなければならない。即ち、ｍｉ
ｎ｛Ｐ＿ＣＭＡＸ（Ｉ、ｋ）　Ｐ＿ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢ（ｋ）、Ｐ＿ＣＭＡＸ（Ｉ、ｋ
＋１）　Ｐ＿ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢ（ｋ＋１）｝である。次は、ＵＥが電力制限状況で電
力スケーリング方法に対する具体的な一例である。実施例では、便宜上、第１のｅＮｏｄ
ｅＢをＭｅＮＢとして説明し、ｅＮｏｄｅＢ２をＳｅＮＢとして説明する。
【０２０１】
　第１の例示として、ＳｅＮＢに送信されるアップリンクチャネルの全部または一部に対
して最小電力以上に設定する。ここでのアップリンクチャネルは、｛セット０、セット１
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、セット２、セット３｝または｛セット０、セット１、セット２｝または｛セット０、セ
ット１｝に該当できる。この場合、優先順位が高いアップリンクチャネルの場合にも最小
電力を保障するために電力スケーリングが実行されることができる。一例として、ＭｅＮ
Ｂに送信されるＵＣＩを含むＰＵＳＣＨがＳｅＮＢに送信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫを含む
ＰＵＣＣＨより優先順位が高く設定された場合にも、ＵＥが電力制限状況でＳｅＮＢの最
小電力を保障するためにＭｅＮＢのアップリンクチャネルに対して電力スケーリングを実
行することができる。
【０２０２】
　第２の例示として、ＳｅＮＢに送信されるアップリンクチャネルの全体または一部に対
して最小電力以上に設定する。ここでのアップリンクチャネルは、｛セット０、セット１
、セット２、セット３｝または｛セット０、セット１、セット２｝または｛セット０、セ
ット１｝に該当できる。例えば、ＭｅＮＢに送信されるアップリンクチャネルがＰＲＡＣ
Ｈ、ＰＵＣＣＨ、ＵＣＩを含むＰＵＳＣＨ、ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨである場合、ＳｅＮＢに
対する最小送信電力を保障しない。ただし、ここで、ＳＰＳ　ＰＵＳＣＨは除外されるこ
とができる。一例として、電力制限ＵＥがＳｅＮＢにＰＵＣＣＨを送信しようとし、Ｍｅ
ＮＢにはＵＣＩを含むＰＵＳＣＨを送信しようとすると、ＳｅＮＢに対するアップリンク
チャネルは送信されない、またはその送信電力が最小送信電力より低く設定されることが
できる。
【０２０３】
　第３の例示として、ＳｅＮＢへ向かうアップリンクチャネルの送信電力を常に最小電力
以上に予約することができる。ここでの最小電力は、特定チャネル毎に設定されることが
できる。特定チャネルは、｛セット０、セット１、セット２、セット３｝または｛セット
０、セット１、セット２｝または｛セット０、セット１｝に該当できる。この場合、Ｓｅ
ＮＢに対するアップリンクチャネルの送信が実際にはない場合にもＭｅＮＢが最大に使用
することができる電力は、Ｐｃｍａｘで最小電力を引いた値を超えない。
【０２０４】
　以後の動作は、優先順位規則によって、ＵＥが電力ｓｃａｌｉｎｇ／ｄｒｏｐｐｉｎｇ
を実行することができる。
【０２０５】
３．第１のｅＮｏｄｅＢとｅＮｏｄｅＢ２に対する最小ＵＥ送信電力が同時に設定された
場合]
　二重接続状況で、ＭｅＮＢのカバレッジを保護するための目的とＳｅＮＢによるスペク
トラム効率性（ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）を極大化するための方法とし
て、二つのｅＮｏｄｅＢに対して最小ＵＥ送信電力を設定することを考慮することができ
る。各ｅＮｏｄｅＢで実際スケジューリングした全体電力の値が最小限のＵＥ送信電力よ
り小さい場合、該当値が該当最小ＵＥ送信電力の値に代替されることができる。ここで、
ＭＣＧまたはＳＣＧのうち少なくとも片方の最終送信電力（各チャネル別電力の総和）が
ｅＮｏｄｅＢ別に初期設定された最小ＵＥ送信電力（Ｐ＿ｘｅＮＢ）より小さい場合には
、残りの電力（例えば、Ｐ＿ＣＭＡＸ　Ｐ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿ＣＭＡＸ　Ｐ＿ＳｅＮＢ
）を他のセルグループに割り当てることができ、このとき、該当他のセルグループは、残
りの電力（Ｐ＿ＣＭＡＸ－ｔｏｔａｌ　ａｌｌｏｃａｔｅｄ　ｐｏｗｅｒ　ｔｏ　ｔｈｅ
　ｏｔｈｅｒ　ｅＮｏｄｅＢ）を上限にして最終送信電力を割り当てることができる。割
当を受けた電力をＵＥが使用することができる最大パワーに設定した後、Ｒｅｌ－１１に
よる規則を適用して電力を各チャネルに割り当てることができる。このとき、タイミング
が同期されない状況、例えば、２個のサブフレームが重なる状況では、２個のサブフレー
ムにわたり使われない電力の値が最小値にならなければならない。即ち、ｍｉｎ｛Ｐ＿Ｃ
ＭＡＸ（Ｉ、ｋ）　Ｐ＿ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢ（ｋ）、Ｐ＿ＣＭＡＸ（Ｉ、ｋ＋１）　Ｐ
＿ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢ（ｋ＋１）｝である。次は、ＵＥが電力制限状況での電力スケー
リング方法に対する具体的な一例である。この場合、セルグループ別要求電力がＰ＿ｘｅ
ＮＢより大きいと仮定することができる。実施例では、便宜上、第１のｅＮｏｄｅＢをＭ
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ｅＮＢとして説明し、ｅＮｏｄｅＢ２をＳｅＮＢとして説明する。
【０２０６】
　第１の例示として、設定された最小ＵＥ送信電力ほど各ｅＮｏｄｅＢに対するアップリ
ンクチャネルの電力を設定する。その以後に残る電力（即ち、Ｐｃｍａｘから各最小電力
の和を引いた値）で公平にＭｅＮＢとＳｅＮＢに割り当てる。割当は、アップリンク送信
がない場合に該当電力を予約することも含むことができる。
【０２０７】
　第２の例示として、設定された最小ＵＥ送信電力ほど各ｅＮｏｄｅＢに対するアップリ
ンクチャネルの電力を設定する。その以後に残る電力（即ち、Ｐｃｍａｘから各最小電力
の和を引いた値を、ＭｅＮＢとＳｅＮＢに設定された最小電力の比率によって非均等に割
り当てる。割当は、アップリンク送信がない場合に該当電力を予約することも含むことが
できる。一例として、ＭｅＮＢに対する最小電力がＳｅＮＢに対する最小電力に比べて２
倍設定された場合、残る電力を割当時にもＭｅＮＢに追加に２倍割り当てられることを考
慮することができる。
【０２０８】
　第３の例示として、設定された最小ＵＥ送信電力ほどｅＮｏｄｅＢに対するアップリン
クチャネルの電力を設定する。その以後に残る電力（即ち、Ｐｃｍａｘから各最小電力の
和を引いた値）に対しては、優先順位規則によって高い側に該当するｅＮｏｄｅＢまたは
セルに電力を追加に割り当てる。
【０２０９】
　ここで、一部チャネル（例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫが含まれているＰＵＣＣＨ及び／ま
たはＰＵＳＣＨ）の最終設定された電力がＰ＿ｘｅＮＢ（セルグループ毎に設定された最
小ＵＥ送信電力）または初期にＴＰＣ等によりスケジューリングされた電力とＰ＿ＣＭＡ
Ｘ、ｃの最小値より小さくなる場合には、該当チャネルの送信をドロップ（ｄｒｏｐ）す
ることを追加に考慮することができる。以後の動作は、各セルグループ別にチャネルに割
り当てられた電力の総和を各セルグループで使用することができる最大電力に固定した後
、既存Ｒｅｌ－１１による優先順位規則または電力スケーリング規則を適用することがで
きる。ここで、最小電力の和がＰｃｍａｘを超える場合は発生しないと仮定することがで
き、該当場合にはＵＥが二重接続モードで動作しないと解釈できる。または、超える場合
、Ｐ＿ＭｅＮＢ＝Ｐ＿ＭｅＮＢ；Ｐ＿ＳｅＮＢ＝Ｐ＿ＣＭＡＸ－Ｐ＿ＭｅＮＢにＵＥが変
更することもできる。
【０２１０】
　最小ＵＥ送信電力は、ｅＮｏｄｅＢで設定した値をそのままＵＥが利用する形態であり
、またはサブフレーム別に上位階層で設定した値とＴＰＣを利用してＵＥが更新する形態
である。次は、各チャネル（ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ）別に最小ＵＥ送信電力を設定する
方法に対する一例である。
【数１】

【０２１１】
　ここで、Ｐ0_PUCCH、cは、既存Ｒｅｌ－１１ではＰＣｅｌｌによってのみ上位階層シグ
ナルを介して設定される値であるが、二重接続状況ではｐＳＣｅｌｌのようにＳｅＮＢに
よるセルによっても設定されることができる。他の方法では、追加的な既存フォーマット
を各チャネル別にＵＥに設定する方案も考慮できる。一例として、ＰＵＣＣＨに対する基
準フォーマットではＰＵＣＣＨフォーマット３で該当ｅＮｏｄｅＢにより設定されたセル
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ルは、ＭｅＮＢまたはＳｅＮＢによるセルである。
【０２１２】
　本開示において、
【数２】

は該当パラメータＰのｌｉｎｅａｒ値を示す。
【０２１３】
　第１のｅＮｏｄｅＢ及び／または第２のｅＮｏｄｅＢに対する最小保障ＵＥ送信電力を
指定する時、まず、各ｅＮｏｄｅＢに対して各々設定された電力値以下にＵＥ送信電力を
優先的に割り当てた以後に、残りの電力を割り当てる時に各ｅＮｏｄｅＢに複数のアップ
リンクチャネルを送信することを考慮することもできる。同じセルグループ内で複数のア
ップリンクチャネルに対しては、既存Ｒｅｌ－１１による優先順位規則によって電力割当
順番を定めることができる。そして、セルグループ間では第１の開示によって選択される
優先順位規則によって残りの電力を割り当てることができる。最小保障ＵＥ送信電力を各
セルグループに対してＰ＿ＭｅＮＢ、Ｐ＿ＳｅＮＢで表記するとする時、各セルグループ
に送信されるチャネルの電力がＰ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿ＳｅＮＢを超えるチャネルに限っ
て、残った電力を割り当てることができる。一例として、ＭＣＧにＰＵＣＣＨとＰＵＳＣ
Ｈが送信され、ＳＣＧにもＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨが送信されると仮定する。このとき、
ＭＣＧへのＰＵＣＣＨに対しては割当電力がＰ＿ＭｅＮＢより小さく設定され、ＳＣＧへ
のＰＵＣＣＨに対してはＰ＿ＳｅＮＢより大きく設定される場合、残った電力（実施例で
は線形的スケーリング観点でＰ＿ＣＭＡＸ　Ｐ＿ＭｅＮＢ　Ｐ＿ＳｅＮＢ）を優先順位規
則によってＭＣＧ　ＰＵＳＣＨ、ＳＣＧ　ＰＵＣＣＨ、ＳＣＧ　ＰＵＳＣＨに割り当てる
ことができる。
【０２１４】
　以下で説明する実施例では、説明の便宜上、残った電力が割り当てられるアップリンク
チャネルがＣＨ１＞ＣＨ２＞ＣＨ３＞ＣＨ４＞ＣＨ５＝ＣＨ６の順序に優先順位を有する
と仮定する。即ち、チャネルを優先順位規則によって整列した後、順序通りに残った電力
を割り当てると仮定する。また、ＣＨ１、ＣＨ３、ＣＨ５はＭＣＧに送信され、ＣＨ２、
ＣＨ４、ＣＨ６はＳＣＧに送信されると仮定する。
【０２１５】
　まず、ＣＨ１の電力を設定する。ＣＨ１の電力は、経路損失（ｐａｔｈｌｏｓｓ）、上
位階層シグナルに与えられた値、ＴＰＣ命令などの組合せを考慮して決定される送信電力
でＰ＿ＭｅＮＢ内に割り当てられた値（

【数３】

で表現され、各セルグループにＰ＿ｘｅＮＢを割当時に該当チャネルに割り当てられた電
力値）を引いた値と残った電力との間の最小値に割り当てることができる。ここで、
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【数４】

は、初期にＰ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿ＳｅＮＢほど各セルグループに電力を割り当てる状況
で、一部チャネルに割り当てられた量を表現し、したがって、Ｐ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿Ｓ
ｅＮＢに含まれない場合には該当値を０に指定し、該当チャネルが単独でＰ＿ＭｅＮＢま
たはＰ＿ＳｅＮＢ値を超える場合には該当値をＰ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿ＳｅＮＢに指定す
る。
【０２１６】
　まず、各ＣＨ別に電力を割り当てる前に各ｅＮｏｄｅＢ別に
【数５】

を割り当てる。ここで、Ｐalloc_by_TPCは、ＴＰＣに割当を受けたＰＲＡＣＨ、ＳＲＳを
除外した全てのアップリンクチャネルに対する電力の総和である。即ち、全てのスケジュ
ーリングされたアップリンクチャネルの電力の総和を意味する。したがって、もし、スケ
ジューリングされたアップリンクチャネルがない、または電力割当がＰ＿ｘｅＮＢより低
い場合、より少ない電力がセッティングされることができる。このようなセッティングは
、ＵＥが他のｅＮｏｄｅＢの以後タイミングにくるサブフレームに対する情報を知ってい
る時に適用されることができる。
【０２１７】
　ＣＨ１を一例としてＰＵＣＣＨとする時、電力設定数式は、以下の通りである。

【数６】

【０２１８】
　ここで、ＰPUCCH、PCell（ｉ）は、サブフレームｉでＭＣＧに送信されるＰＵＣＣＨの
ために割り当てられた電力で既存Ｒｅｌ－１１によって設定した値とみることができ、Ｐ
＿ＣＭＡＸ、ｃを上限として有する。以下の数式で表現される。
【数７】

【０２１９】
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　次に、ＣＨ２の電力を設定する。ＣＨ２の電力は、残った電力からＣＨ１の電力を除外
した値を上限として設定できる。そして、ＣＨＥの電力は、経路損失（ｐａｔｈｌｏｓｓ
）、上位階層シグナルに与えられた値、ＴＰＣ命令などの組合せを考慮して決定されるＰ
＿ＣＭＡＸ、ｃを上限として有する電力からＰ＿ＳｅＮＢ内に割り当てられた値（
【数８】

で表現され、各セルグループにＰ＿ｘｅＮＢを割当時に該当チャネルに割り当てられた電
力値）を引いた値と上限値との間の最小値に割り当てられる。ＣＨ２を一例としてＰＵＣ
ＣＨとする時、該当電力設定数式は、以下の通りである。
【数９】

【０２２０】
　ここで、ＰPUCCH、PSCell（ｉ）は、サブフレームｉでＳＣＧに送信されるＰＵＣＣＨ
に対して割り当てられた電力で既存Ｒｅｌ－１１によって設定した値とみることができ、
Ｐ＿ＣＭＡＸ、ｃを上限として有する。
【０２２１】
　次に、ＣＨ３の電力を設定する。同じ方式に、ＣＨ３の電力は、残った電力から優先順
位が高いチャネルの電力を除外した値を上限として決定されることができる。Ｐ＿ＣＭＡ
Ｘ、ｃを上限として有する電力でＰ＿ＭｅＮＢ内に割り当てられた値（
【数１０】

で表現され、各セルグループにＰ＿ｘｅＮＢを割当時に該当チャネルに割り当てられた電
力値）は適用されない。例えば、ＣＨ３がＵＣＩを含むＰＵＳＣＨとする時、該当電力設
定数式は、以下の通りである。
【数１１】

【０２２２】
　ここで、ＰPUSCH、MCG_i（ｉ）は、サブフレームｉでＭＣＧに送信されるＰＵＳＣＨに
対する電力で既存Ｒｅｌ－１１によって割り当てられた値であり、該当セルにＰＵＣＣＨ
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とＰＵＳＣＨが同時送信されるかどうかによってＰ＿ＣＭＡＸ、ｃまたは
【数１２】

を上限として有する。ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信でない場合には数式６で表現さ
れ、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信である場合には数式７で表現される。
【数１３】

【０２２３】
　または、二重接続を実行するＵＥに限って数式６に設定されるようにすることもできる
。
【０２２４】
　次に、ＣＨ４の電力を設定する。同じ方式に、ＣＨ４の電力は、残った電力から優先順
位が高いチャネルの電力を除外した値を上限として決定されることができる。Ｐ＿ＣＭＡ
Ｘ、ｃを上限として有する電力でＰ＿ＳｅＮＢ内に割り当てられた値（
【数１４】

で表現され、各セルグループにＰ＿ｘｅＮＢを割当時に該当チャネルに割り当てられた電
力値）は適用されない。例えば、ＣＨ４をＵＣＩを含むＰＵＳＣＨとする時、該当電力設
定数式は、以下の通りである。

【数１５】

【０２２５】
　ここで、ＰPUSCH、SCG_iは、サブフレームｉでＭＣＧに送信されるＰＵＳＣＨに対して
割り当てられた電力で既存Ｒｅｌ－１１によって割り当てられた値とみることができ、該
当セルへのＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信可否によって、Ｐ＿ＣＭＡＸ、ｃまたは
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【数１６】

を上限として有する。ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信でない場合には数式６で表現さ
れ、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信である場合には数式７で表現される。または、二
重接続したＵＥに限って数式６に設定されるようにすることもできる。
【０２２６】
　次に、ＣＨ５とＣＨ６は、同じ優先順位を有すると仮定し、両方とも同じセルグループ
に属するものである。一例として、ＣＨ５とＣＨ６がＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨとする
時、該当電力設定数式は、以下の通りである。
【数１７】

【０２２７】
　ここでＰPUSCH、c(i)は、サブフレームｉでＭＣＧに送信されるＰＵＳＣＨに対して割
り当てられた電力で既存Ｒｅｌ－１１によって設定した値とみることができ、該当セルへ
のＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信可否によって、Ｐ＿ＣＭＡＸ、ｃまたは

【数１８】

を上限として有する。ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信でない場合には数式６で表現さ
れ、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信である場合には数式７で表現される。または、二
重接続したＵＥに限って数式６に設定されるようにすることもできる。
【０２２８】
　数式９において、ＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨに対してＭＣＧに対する優先順位をＳＣ
Ｇに対する優先順位より高く設定する場合には、ＣＨ２、ＣＨ３、ＣＨ４などのような方
式に電力を設定することもできる。
【０２２９】
　また、言及した実施例で一部チャネルが送信されない場合には数式で該当ＣＨに対する
値を考慮しないと仮定することができる。また、優先順位規則設定によって各ＣＨが示す
チャネルは変わることができ、この場合にも本発明の思想を拡張して適用できる。
【０２３０】
　例示において、ＣＨ１とＣＨ２のように一部電力がＰ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿ＳｅＮＢ割
当に含まれる場合に、ＣＨ１とＣＨ２がＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨに該当すると、電力
スケーリング方法は、下記の具体的な例として説明されることができる。
【０２３１】
　第１の例示として、Ｐ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿ＳｅＮＢ割当以後に残った電力を割り当て
る時、電力スケーリングを実行する。
【０２３２】
　第２の例示として、Ｐ＿ＭｅＮＢまたはＰ＿ＳｅＮＢに割り当てられる部分を考慮して
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全体割当電力に対して電力スケーリングを実行する。
【０２３３】
　ここで、Ｐ＿ＭｅＮＢとＰ＿ＳｅＮＢの和は、Ｐ＿ＣＭＡＸより大きく設定されること
もでき、この場合には実際電力割当時に最小保障電力を再調整する必要がある。次は、Ｐ
＿ＭｅＮＢとＰ＿ＳｅＮＢの和がＰ＿ＣＭＡＸより大きく設定される場合に電力割当方法
に対するより具体的な例である。
【０２３４】
　第１の例示として、Ｐ＿ＭｅＮＢとＰ＿ＳｅＮＢの値を不公平にまたは公平に電力スケ
ーリングすることによって、和がＰ＿ＣＭＡＸ以下に設定されるようにする。以後に、Ｕ
Ｅは、該当電力割当手順を実行することができる。
【０２３５】
　第２の例示として、Ｐ＿ＭｅＮＢの値はそのまま維持し、Ｐ＿ＳｅＮＢの値をＰ＿ＣＭ
ＡＸ－Ｐ＿ＭｅＮＢ以下に再調整する。以後に、ＵＥは、該当電力割当手順を実行するこ
とができる。
【０２３６】
　第３の例示として、Ｐ＿ＳｅＮＢの値はそのまま維持し、Ｐ＿ＭｅＮＢの値をＰ＿ＣＭ
ＡＸ－Ｐ＿ＳｅＮＢ以下に再調整する。以後に、ＵＥは、該当電力割当手順を実行するこ
とができる。
【０２３７】
　第４の例示として、Ｐ＿ＭｅＮＢとＰ＿ＳｅＮＢのうちそのまま維持する値を上位階層
シグナルを介してＵＥに設定する。
【０２３８】
　Ｐ＿ＭｅＮＢとＰ＿ＳｅＮＢは、初期にＭｅＮＢで設定した値を示すものであり、また
は電力割当過程で
【数１９】

計算以後の値を示すものである。
【０２３９】
　一般的に、以下のように示すことができる。
【数２０】
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【０２４０】
　次の実施例ではＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨに対する電力割当に対して説明する。
【０２４１】
　まず、第１の優先順位を有するＣＨ１に対して説明する。
【０２４２】
【数２１】

は、第１の優先順位チャネルＣＨ１に対してＴＰＣにより要求された電力及びＰ＿ＣＭＡ
Ｘ、ｃにより上限が制限された電力を意味する。
【０２４３】
　まず、ＭｅＮＢの場合、

【数２２】

【０２４４】
　ＳｅＮＢの場合、
【数２３】

【０２４５】
　ＭｅＮＢに送信される場合
【数２４】

【０２４６】
　ＳｅＮＢに送信される場合
【数２５】

【０２４７】
　第２の優先順位に送信されるＣＨ２
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　ＭｅＮＢの場合、
【数２６】

【０２４９】
　ＳｅＮＢの場合、
【数２７】

【０２５０】
　送信がＭｅＮＢに対するものの場合、

【数２８】

【０２５１】
　送信がＳｅＮＢに対するものの場合、

【数２９】

【０２５２】
　ｍ番目の優先順位に送信されるＣＨｍ
【０２５３】
　ＭｅＮＢの場合、

【数３０】

【０２５４】
　ＳｅＮＢの場合、
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【数３１】

【０２５５】
　送信がＭｅＮＢに対するものの場合、
【数３２】

【０２５６】
　送信がＳｅＮＢに対するものの場合、
【数３３】

【０２５７】
　チャネルに全ての電力が割り当てられた後、各セルグループに対する電力の総和は、各
セルグループに送信されるチャネルの全ての電力を合算することによって算出されること
ができる。例えば、ＭＣＧにＣＨ１、ＣＨ３、ＣＨ５が送信される場合、

【数３４】

の総和は、ＭＣＧに割り当てられる電力のために使われる。
【０２５８】
　優先順位を管理する立場で、各セルグループに一つ以上のＰＵＳＣＨが存在する場合、
一つのＰＵＳＣＨに対する電力は、各セルグループ内の全てのＰＵＳＣＨ送信の和によっ
て設定される。ここでのＰＵＳＣＨは、ＵＣＩを含まない。その代案として、各セルグル
ープ内に一つ以上のＰＵＳＣＨが存在する場合、各ＰＵＳＣＨに対して設定されたパワー
を使用するように処理されることができる。この場合、高い優先順位を有する一部のＰＵ
ＳＣＨに対する電力は、調整されないが、それに対して、低い優先順位を有する一部のＰ
ＵＳＣＨは、送信ドロップされたり電力スケーリングされたりすることができる。ＭＣＧ
へ向かうＰＵＳＣＨは、ＳＣＧへ向かうＰＵＳＣＨに比べて高い優先順位を有するという
ことができる。他の方法として、ＰＵＳＣＨ（ＵＣＩを含まない）に対する電力設定のた
めの優先順位は、（i）セルインデックス、（ii）各セルグループに対するＰＵＳＣＨの
個数、（iii）全体ペイロードサイズに基づいて決定されることができる。ＭＣＧに対す
るＰＵＳＣＨ１＞ＳＣＧに対するＰＵＳＣＨ１＞ＭＣＧに対するＰＵＳＣＨ２＞ＳＣＧに
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対するＰＵＳＣＨ２＞、．．などの優先順位が決定されることができる。電力が割り当て
られると、既存Ｒｅｌ－１１による電力スケーリングが各セルグループ内のセルに対して
実行されることができる。したがって、電力割当が完了すると、各セルグループ内での電
力スケーリングが実行されることができる。
【０２５９】
　他の例としては、ＰＵＣＣＨ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＳＣＨの電力が決められる
と、残りの電力を加重値によって全てのＰＵＳＣＨに対して等しく分配することを考慮す
ることができる。しかし、セルグループ別に最小電力が設定されている場合、最小電力を
保障するために、残った残余電力にのみ適用することもできる。
【０２６０】
　一方、例えば、優先順位がＰＵＣＣＨ＝ＭＣＧに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＳ
ＣＨ＞ＰＵＣＣＨ＝ＳＣＧに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＳＣＨ＞ＭＣＧに対する
ＰＵＳＣＨ＞ＳＣＧに対するＰＵＳＣＨとする時、電力は、下記のように決定される。
【０２６１】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＣＣＨまたはＭＣＧに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵ
ＳＣＨに対する電力は、以下のように決定されることができる。
【数３５】

【０２６２】
　ここで、ＰreservedはＣＨ１に対して計算され、
【数３６】

は前記のように計算される。
【０２６３】
　もし、ＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＣＣＨまたはＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＳＣＨがＭ
ＣＧに送信される場合、ＳＣＧに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＣＣＨまたはＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫを含むＰＵＳＣＨに対する電力は、ＣＨ２に対して同じである。そうでない場
合、ＭＣＧに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＣＣＨ（または、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを含
むＰＵＳＣＨ）の電力は０である。
【数３７】

【０２６４】
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　ＭＣＧに対するＰＵＳＣＨは、以下の通りである。
【数３８】

【０２６５】
　ＳＣＧに対する、ＰＵＳＣＨは、以下の通りである。
【数３９】

【０２６６】
　Ｐreservedは、各チャネル別に電力を割り当てる時に更新される。これは割り当てられ
たパワーで割り当てられたパワーを引くことを基本動作とする。したがって、追加に割り
当てることができる程度を意味するということができる。
【０２６７】
　再び整理すると、前記のオプションは、下記の二つの形態に整理されることができる。
【０２６８】
ケース１：
　セルグループ別に全体要求された電力がＰ＿ｘｅＮＢを超過しない場合、電力を割り当
てる。
【０２６９】
　セルグループ別に全体要求された電力がＰ＿ｘｅＮＢを超過する場合、
【０２７０】
　残った電力、即ち、Ｐ＿ＣＭＡＸ　Ｐ＿ＳｅＮＢ－Ｐ＿ＭｅＮＢに対して、ＵＣＩタイ
プに基づいた優先順位規則をセルグループに適用し、それによって、残った電力を割り当
てる。
【０２７１】
　各セルグループに対しては、既存Ｒｅｌ－１１による優先順位規則を適用し、各セルグ
ループ別ＵＥ全体電力がＰ＿ｘｅＮＢにより割り当てられた電力の総和が超えないように
する。
【０２７２】
ケース２：
　ＰＣｅｌｌへのＰＲＡＣＨは、要求された電力で送信される。
【０２７３】
　電力が制限された状況でＰＣｅｌｌへのＰＲＡＣＨと衝突する場合、ＳｃｅｌｌへのＰ
ＲＡＣＨは送信がドロップされる。
【０２７４】
　そうでない場合、ＳｃｅｌｌへのＰＲＡＣＨは、要求された電力が送信される。
【０２７５】
　セルグループｘに対するＰＵＣＣＨの送信電力＝ｍｉｎ｛ＰPUCCH、Ｐ＿ＣＭＡＸ－Ｐ
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＿ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢ｝
【０２７６】
　ここで、Ｐ＿ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢは、優先順位規則によってｘｅＮＢに割り当てられ
た電力と、ｍｉｎ｛Ｐ＿ｘｅＮＢ、ｔｏｔａｌ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ電力ｏｎ ｘＣＧ　
ｂｙ　ＴＰＣ｝の総和である。
【０２７７】
　セルグループｘに対するＵＣＩを含むＰＵＳＣＨの送信電力＝ｍｉｎ｛ＰPUSCH、Ｐ＿
ＣＭＡＸ－Ｐ＿ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢ－ＰPUCCH｝
【０２７８】
　セルグループｘに対するＵＣＩを含まないＰＵＳＣＨの送信電力＝Ｐ＿ＣＭＡＸ　Ｐ＿
ａｌｌｏｃ＿ｘｅＮＢ－ＰPUCCH－ＰPUSCH w/UCI｝＝ｓｕｍ｛ｗ（ｉ）＊ＰPUSCH｝
【０２７９】
　ＵＥ送信電力と関連したパラメータは、線形スケールである。
【０２８０】
　一方、ＳＲＳの場合にはＳＲＳが送信されるセルグループに割り当てられたまたは予約
電力がある場合にはＰ＿ＣＭＡＸを代えて該当割り当てられたまたは予約電力を利用し、
既存Ｒｅｌ－１１による規則を適用することができる。ここでの割り当てられた電力また
は予約電力は、（i）該当セルグループに対して設定された最小電力（例えば、Ｐ＿Ｍｅ
ＮＢまたはＰ＿ＳｅＮＢ）、または（ii）該当セルグループに対して設定された最小電力
と残余電力（Ｐ＿ＭｅＮＢとＰ＿ＳｅＮＢを除いて該当ＳＲＳより高い優先順位の他のチ
ャネルが使用した電力の総和）の和、または（iii）Ｐ＿ＣＭＡＸで該当ＳＲＳより高い
優先順位の他のチャネルが使用した電力の総和の差で設定されることができる。より具体
的に、セルグループ内に（i）ＳＲＳのみ存在する場合や（ii）一つのＳＲＳのみ存在す
る場合や（iii）周期的なＳＲＳのみ存在する場合や（iv）非周期的なＳＲＳのみ存在す
る場合など、特定状況にのみＳＲＳを送信することを考慮することができる。この場合、
ＳＲＳは、電力スケーリングされることができる。
【０２８１】
＜本明細書の第３の開示＞
　本明細書の第３の開示は、ＭＣＧとＳＣＧとの間に時間同期が合わない状況での電力制
御に対する解決方案を提示する。
【０２８２】
　二重接続状況で、二つのｅＮｏｄｅＢ間のサブフレームの境界が互いにタイミングが合
わない状況を仮定することができる。
【０２８３】
　図１１ａ乃至図１１ｅは、ｅＮｏｄｅＢ間にサブフレーム同期が合わない状況で電力制
御に対する一例を示す。
【０２８４】
　図示された例示を参照すると、第１のｅＮｏｄｅＢのサブフレームｉが第２のｅＮｏｄ
ｅＢのサブフレームｋとサブフレームｋ＋１に重なっている形態を考慮することができる
。この場合、重複領域を複数の部分に分けて電力制御及び電力スケーリングを実行するこ
とを考慮することができる。一例として、Ｐｃｍａｘ、Ｐｃｍａｘ、ｃを重複部分別に（
以下、サブフレーム（ｉ、ｋ）とサブフレーム（ｉ、ｋ＋１）に対して設定）設定するこ
ともでき、電力スケーリング時にも各重複部分別に前述した方式のように計算した後、各
サブフレーム当たり最終電力は、該当サブフレームに対応される重複部分に対する電力の
最小値に設定できる。一例として、第１のｅＮｏｄｅＢのサブフレームｉに対する電力を
計算時に第１のｅＮｏｄｅＢサブフレームｉと重なる第２のｅＮｏｄｅＢのサブフレーム
ｋに対して電力スケーリングによる電力（ｉ、ｋ）を設定し、第２のｅＮｏｄｅＢのサブ
フレームｋ＋１に対して電力スケーリングによる電力（ｉ、ｋ＋１）を計算した以後、第
１のｅＮｏｄｅＢのサブフレームｉに対する電力は、電力（ｉ、ｋ）と電力（ｉ、ｋ＋１
）の最小値に設定できる。前記した本明細書の第２の開示を一例として、ＣＨ１がＭＣＧ
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に対応され、ＣＨ２がＳＣＧに対応されるとする時、以下の数式にＣＨ２の電力を設定す
ることを考慮することができる。
【数４０】

【０２８５】
　前記の説明において、各ｅＮｏｄｅＢで該当アップリンクチャネルに対する電力を設定
時に他のｅＮｏｄｅＢに対するＴＰＣ命令などを取得するために（Ｅ）ＰＤＣＣＨなどを
検出する必要がある。場合によっては、処理時間不足により他のｅＮｏｄｅＢに対する電
力情報が完璧でなく、この場合には言及した重複部分を全て考慮した優先順位規則適用が
非効率的である。これを解決するためには、ネットワークが上位階層を介してｌｏｏｋ－
ａｈｅａｄをするかどうかを決定することができる。
【０２８６】
　処理時間不足などの理由で、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨに対して他のｅＮｏｄｅＢの電力
設定情報を活用することができない場合でも（即ち、ｌｏｏｋ－ａｈｅａｄが非活性化さ
れる）、例外的にＰＲＡＣＨ及び／またはＳＲＳに対しては他のｅＮｏｄｅＢに対する電
力設定情報を活用するように設定できる。一例として、ＰＲＡＣＨの場合にはＵＥ端であ
らかじめ送信可否を設定する環境を考慮することもでき、ＰＤＣＣＨ命令によるＰＲＡＣ
Ｈ送信の場合にはＰＤＣＣＨ命令が受信された時点から６個のサブフレームを含んで以後
から送信されることができるため、処理時間が十分である。また、ＳＲＳが先行送信され
、これより優先順位が高いチャネルが他のｅＮｏｄｅＢで送信される場合にも、ＳＲＳは
、サブフレームで最後のＯＦＤＭシンボルでのみ送信されるため、処理時間が十分である
と解釈できる。
【０２８７】
　または、ＳＲＳ送信に対して互いに異なるセルグループ間に電力制御を実行する時に先
行送信（ｅａｒｌｉｅｒ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）に対応されるセルグループに対し
て高い優先順位をおくとする時、ＳＲＳは、最後のＯＦＤＭシンボルでのみ送信されるた
め、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨの場合と異なるように設定することを考慮することができる
。下記は、より具体的な例である。
【０２８８】
　第１の例示として、ＳＲＳが送信されるサブフレームを基準にして先行送信されたチャ
ネルに高い優先順位を設定する。一例として、ＳＲＳが含まれているサブフレームが他の
セルグループで送信されたチャネルが含まれているサブフレームより先行される場合に、
ＳＲＳに対する優先順位を高く設定し、電力を優先的に割り当てることができる。チャネ
ルは、ＳＲＳを除外することができ、この場合にＳＲＳ間にはセルグループが異なる場合
にも優先順位が同じであると仮定することができる。また、ＰＲＡＣＨの場合にも除いて
ＰＲＡＣＨに常にＳＲＳより高い優先順位をおくことを考慮することもできる。ＰＲＡＣ
Ｈは、ＰＤＣＣＨ命令により送信されると限定することもできる。その理由は、電力制御
を実行するにあたって、ＳＲＳ電力設定をＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨのような他のチャネル
と同じ時点で実行する場合に効果的であるとみることもできる。
【０２８９】
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　第２の例示として、ＳＲＳが実際送信される時点（ＯＦＤＭシンボル単位等）を基準に
して先行送信されたチャネルに高い優先順位を設定する。一例として、ＳＲＳが含まれて
いるサブフレームがＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨなどが含まれている他のセルグ
ループのサブフレームより先行する場合でも、実際ＳＲＳが送信される最後のＯＦＤＭシ
ンボルが始まる位置が他のセルグループのＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨが送信さ
れる時点より遅い場合には、他のセルグループで送信されるＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／Ｐ
ＲＡＣＨなどが先行送信されるチャネルと認知して高い優先順位を設定する。同様に、実
際送信時点でもＳＲＳが先行送信される場合には、他のセルグループのチャネルより高い
優先順位に設定されることを考慮することができる。チャネルは、ＳＲＳを除外すること
ができ、この場合にＳＲＳ間には、セルグループが異なる場合にも優先順位が同じである
と仮定することができる。また、ＰＲＡＣＨの場合にも除いてＰＲＡＣＨに常にＳＲＳよ
り高い優先順位をおくことを考慮することもできる。ＰＲＡＣＨは、ＰＤＣＣＨ命令によ
り送信されると限定することもできる。本方式は、ＳＲＳに対する電力設定をＰＵＣＣＨ
／ＰＵＳＣＨと独立的な時点で実行される場合に効果的であるとみることもできる。
【０２９０】
　他方、ＭＣＧとＳＣＧで送信されたＰＲＡＣＨが一部重なる場合、一例として、ＳＣＧ
に送信される３個のサブフレーム長さのＰＲＡＣＨの時間的に後行位置にＭＣＧに送信さ
れるＰＲＡＣＨが衝突する場合やＳＲＳ送信時に具現によって処理時間が足りない場合が
発生でき、この場合にも依然としてＭＣＧまたはＰＣｅｌｌに送信されるＰＲＡＣＨに電
力を優先的に割り当て可能でなければならなく、ＳＲＳの場合には後の時間に重なる優先
順位が高い他のセルグループのチャネルの電力を保障することができるように設定されな
ければならない。
【０２９１】
　一例として、ＰＲＡＣＨの場合には、全体または一部のＰＲＡＣＨリソース（ＰＲＡＣ
Ｈが送信されることができるサブフレーム）に対して、他のｅＮｏｄｅＢのＵＬ送信電力
を制限する。該当電力は、該当セルグループの最小ＵＥ送信電力に設定されることもでき
、Ｐ＿ＣＭＡＸ－最小ＵＥ送信電力に設定されることもできる。一例として、ＳＲＳの場
合には、ＳＲＳの電力を全体または一部のＳＲＳリソース（ＳＲＳが送信されることがで
きるＳＦ）に対して該当セルグループの最小ＵＥ送信電力に設定することを考慮すること
ができる。前記において、一部サブフレームリソースを使用する場合、該当情報は、あら
かじめ指定された値であり、またはネットワークが上位階層信号を介して設定した値であ
る。
【０２９２】
＜本明細書の第４の開示＞
　本明細書の第４の開示は、二重接続状況で、ＵＥがＵＣＩをＰＵＳＣＨ上にピギーバッ
ク（ｐｉｇｇｙｂａｃｋ）する方案に対して説明する。
【０２９３】
　二重接続状況では、各々異なるセルグループに属するＰＵＣＣＨとＵＩＣを含むＰＵＳ
ＣＨとの間に衝突が発生でき、状況によっては電力スケーリングが要求されることができ
る。一例として、ＰＵＳＣＨに対して電力スケーリングすることを考慮した時、ＰＵＳＣ
Ｈに含まれているＵＣＩに対する送信信頼度は低くなることができる。その結果、該当Ｕ
ＣＩを受けたｅＮｏｄｅＢでの適したスケジューリングを実行することができなくて、ユ
ーザが経験するパケット性能が劣化されることができる。既存３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ
－１２基準に、ＵＣＩは、ＰＣｅｌｌへのＰＵＳＣＨ送信がある場合には、ＰＣｅｌｌへ
のＰＵＳＣＨ上にピギーバックされ、ＰＣｅｌｌへのＰＵＳＣＨがない場合には、ＰＵＳ
ＣＨが送信されることができるＳＣｅｌｌのうち最も低いセルインデックスを有するセル
のＰＵＳＣＨ上にピギーバックされる。次は、電力－制限ＵＥである場合または上位階層
シグナルを介してＵＣＩピギーバック動作が設定された場合、ＵＣＩをピギーバックする
ＰＵＳＣＨを選択する方法に対する具体的な例であり、各ＵＣＩ種類別に異なるように設
定されることもできる。
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【０２９４】
　第１の例示として、セルインデックスを基準にして、ＵＥは、最も低いセルインデック
スを有するセルのＰＵＳＣＨを選択する。この時も、ＰＣｅｌｌ（または、ＰＳＣｅｌｌ
）のＰＵＳＣＨが存在する場合、ＵＥは、ＰＣｅｌｌ（または、ＰＳＣｅｌｌ）のＰＵＳ
ＣＨを選択する。
【０２９５】
　第２の例示として、ＵＥは、該当ＵＣＩに対するコーディングされたビット（Ｃｏｄｅ
ｄ　ｂｉｔｓ）の個数が最も大きいセルに対応されるＰＵＳＣＨを選択する。または、該
当ＰＵＳＣＨの初期送信時に割り当てられた副搬送波個数、ＯＦＤＭシンボル個数、ＵＬ
－ＳＣＨに対するトランスポートブロック大きさ、ＰＵＳＣＨで使用する変調次数などを
基準にしてＵＣＩをピギーバックするＰＵＳＣＨが選択されることもできる。
【０２９６】
　第３の例示として、ＵＥは、ＰＵＳＣＨに対する電力が最も多く割り当てられたＰＵＳ
ＣＨを選択する。
【０２９７】
　第４の例示として、ＵＥは、ＵＣＩに対する単位ビット当たり電力が最も多く割り当て
られたＰＵＳＣＨを選択する。この場合、ＰＵＳＣＨに対する電力と該当ＵＣＩに対する
コーディングされた変調シンボルの個数、変調次数などに基づいてＰＵＳＣＨを選択する
こともできる。
【０２９８】
　以上、説明した本発明の実施例は、多様な手段を介して具現されることができる。例え
ば、本発明の実施例は、ハードウェア、ファームウエア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウ
ェアまたはそれらの結合などにより具現されることができる。具体的には図面を参照して
説明する。
【０２９９】
　図１２は、本明細書の開示が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
【０３００】
　基地局２００は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）２０１、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）
２０２及びＲＦ部（ＲＦ（ｒａｄｉｏ周波数）ｕｎｉｔ）２０３を含む。メモリ２０２は
、プロセッサ２０１と連結され、プロセッサ２０１を駆動するための多様な情報を格納す
る。ＲＦ部２０３は、プロセッサ２０１と連結され、無線信号を送信及び／または受信す
る。プロセッサ２０１は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。前述した
実施例において、基地局の動作は、プロセッサ２０１により具現されることができる。
【０３０１】
　ＵＥ１００は、プロセッサ１０１、メモリ１０２及びＲＦ部１０３を含む。メモリ１０
２は、プロセッサ１０１と連結され、プロセッサ１０１を駆動するための多様な情報を格
納する。ＲＦ部１０３は、プロセッサ１０１と連結され、無線信号を送信及び／または受
信する。プロセッサ１０１は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。
【０３０２】
　プロセッサは、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／またはデータ処理装置
を含むことができる。メモリは、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ
（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、メモリカード、格
納媒体及び／または他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部は、無線信号を処理するた
めのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述
した技法は、前述した機能を遂行するモジュール（過程、機能など）で具現されることが
できる。モジュールは、メモリに格納され、プロセッサにより実行されることができる。
メモリは、プロセッサの内部または外部にあり、よく知られた多様な手段でプロセッサと
連結されることができる。
【０３０３】
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　前述した例示的なシステムにおいて、方法は、一連のステップまたはブロックで流れ図
に基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あ
るステップは、前述と異なるステップと、異なる順序にまたは同時に発生できる。また、
当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、または
流れ図の一つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であ
ることを理解することができる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６ａ】

【図６ｂ】

【図６ｃ】

【図７】
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【図８】

【図９ａ】

【図９ｂ】

【図１０】

【図１１ａ】

【図１１ｂ】

【図１１ｃ】

【図１１ｄ】

【図１１ｅ】

【図１２】
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