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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンポーネントキャリアの中の少なくとも１つのコンポーネントキャリアのため
のチャネル状態情報（ＣＳＩ）報告への要求を受信すること、
　前記要求が複数のビットを備えるとき、前記要求に少なくとも一部基づいてコンポーネ
ントキャリアのセットを決定することと、
　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットの中の各コンポーネントキャリアに係
る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を送信することと、　
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記要求が、ＣＳＩ報告がトリガされないことを示すとき、前記複数のコンポーネント
キャリアのうちのいずれかに係るＣＳＩを決定することを控えること、をさらに備え、
　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットが、コンポーネントキャリアを含まな
い、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記要求が、前記ＣＳＩ報告がトリガされることを示すとき、前記決定されたコンポー
ネントキャリアのセットに係るＣＳＩを決定すること、をさらに備え、前記ＣＳＩ報告が
前記決定されたＣＳＩを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記要求が１ビットを含むとき、前記決定されたコンポーネントキャリアのセットは、
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特定のコンポーネントキャリアのみを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記要求が２ビットを含むとき、前記決定されたコンポーネントキャリアのセットは、
所定のコンポーネントキャリアを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットは、前記要求が２ビットを含むとき、
無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的（semi-statically）に構成さ
れたコンポーネントキャリアの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセッ
トにおける前記コンポーネントキャリアを含み、前記２ビットは、前記ＣＳＩ報告がコン
ポーネントキャリアの前記第１のセットまたはコンポーネントキャリアの前記第２のセッ
トのためにトリガされることを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記要求が、それに係る前記フィードバックを与えるべき５つのコンポーネントキャリ
アの任意のサブセットを示すための５ビットを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記要求が１ビットを含むとき、アップリンクサブフレーム番号、システムフレーム番
号、またはそれらの組み合わせのうちの１つまたは複数に基づいて、それに係るフィード
バックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定すること、をさらに備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　アップリンク許可からの復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）に係るサイクリックシフトを受信
することと、
　前記報告が１ビットを含むとき、前記受信したサイクリックシフトに基づいて、それに
係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定することと、
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットは、受信し
た予備の変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）インデックスに基づいてさらに決定され
る、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記要求が１ビットを含むとき、前記受信された要求と同じサブフレームにおけるコン
ポーネントキャリア上で、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）が受信されるか
どうかに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアの
セットを決定すること、　
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記要求が１ビットを含むとき、前記受信された要求と同じサブフレームにおいて受信
された物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の中のキャリアインジケータフィー
ルド（ＣＩＦ）に基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキ
ャリアのセットを決定すること、をさらに備え、
　前記受信されたＰＤＣＣＨは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）をスケジ
ュールするためのダウンリンク許可を含み、
　前記ＣＩＦは、それに対して前記受信されたＰＤＣＣＨが適用するコンポーネントキャ
リアを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記要求が１ビットを含むとき、リソース割当てフィールドのビットのサブセットに基
づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決
定すること、をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成された情報に基づいて
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、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定する
ことをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリアのセットのためのチャネ
ル状態情報（ＣＳＩ）報告への要求を送信することと、
　前記コンポーネントキャリアのセットの中の各コンポーネントキャリアに係るフィード
バックを含む前記ＣＳＩ報告を受信することと、　
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項１６】
　前記要求は、前記複数のコンポーネントキャリアの１つのコンポーネントキャリアを示
すための１ビットを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記複数のビットは、コンポーネントキャリアを含まないか、所定のコンポーネントキ
ャリアか、あるいは無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成され
たコンポーネントキャリアの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセット
を示す、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数のビットをもつ前記要求を送信する前に、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナ
リングを介して、コンポーネントキャリアの前記第１のセットとコンポーネントキャリア
の前記第２のセットとを半静的に構成すること、をさらに備える、請求項１７に記載の方
法。
【請求項１９】
　複数のコンポーネントキャリアの中の少なくとも１つのコンポーネントキャリアのため
のチャネル状態情報（ＣＳＩ）報告への要求を受信するための手段と、
　前記要求が複数のビットを備えるとき、前記要求に少なくとも一部基づいてコンポーネ
ントキャリアのセットを決定するための手段と、
　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットの中の各コンポーネントキャリアに係
る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を送信するための手段と、を備える、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２０】
　ＣＳＩ報告がトリガされないことを前記要求が示すとき、前記複数のコンポーネントキ
ャリアのうちのいずれかに係るＣＳＩを決定することを控えるための手段、をさらに備え
、
　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットがコンポーネントキャリアを含まない
、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記要求が示すとき、前記決定されたコンポーネ
ントキャリアのセットについてのＣＳＩを決定するための手段、をさらに備え、
　前記ＣＳＩ報告が前記決定されたＣＳＩを含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記要求が１ビットを含むとき、前記決定されたコンポーネントキャリアのセットは特
定のコンポーネントキャリアのみを含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記要求が２ビットを含むとき、前記決定されたコンポーネントキャリアのセットが所
定のコンポーネントキャリアを含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットは、前記要求が２ビットを含むとき、
無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成されたコンポーネントキ
ャリアの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセットにおける前記コンポ
ーネントキャリアを含み、前記２ビットは、前記ＣＳＩ報告がコンポーネントキャリアの
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前記第１のセットまたはコンポーネントキャリアの前記第２のセットのためにトリガされ
ることを示す、請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　前記要求が、それに係る前記フィードバックを与えるべき５つのコンポーネントキャリ
アの任意のサブセットを示すための５ビットを含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
　前記要求が１ビットを含むとき、アップリンクサブフレーム番号、システムフレーム番
号、またはそれらの組み合わせのうちの１つまたは複数に基づいて、それに係るフィード
バックを送るべきコンポーネントキャリアの前記セットを決定するための手段、をさらに
備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２７】
　アップリンク許可からの復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）に係るサイクリックシフトを受信
するための手段と、
　前記報告が１ビットを含むとき、前記受信されサイクリックシフトに基づいて、それに
係るフィードバックを送るべきコンポーネントキャリアの前記セットを決定するための手
段と、をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２８】
　それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定する
ための前記手段は、受信された予備の変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）インデック
スに少なくとも一部基づいて、前記コンポーネントキャリアのセットを決定するための手
段をさらに備える、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記要求が１ビットを含むとき、前記受信された要求と同じサブフレームにおけるコン
ポーネントキャリア上で、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）が受信されるか
どうかに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアの
セットを決定するための手段、をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項３０】
　前記要求が１ビットを含むとき、前記受信された要求と同じサブフレームにおいて受信
された物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の中のキャリアインジケータフィー
ルド（ＣＩＦ）に基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキ
ャリアのセットを決定するための手段、をさらに備え、
　前記受信されたＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）をスケジ
ュールするためのダウンリンク許可を含み、
　前記ＣＩＦは、それに対して前記受信されたＰＤＣＣＨが適用するコンポーネントキャ
リアを示す、請求項１９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記要求が１ビットを含むとき、リソース割当てフィールドのビットのサブセットに基
づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決
定するための手段、をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記要求が１ビットを含むとき、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半
静的に構成された情報に基づいて、それに係るフィードバックを送るべきコンポーネント
キャリアの前記セットを決定するための手段、をさらに備える、請求項１９に記載の装置
。
【請求項３３】
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリアのセットのためのチャネ
ル状態情報（ＣＳＩ）報告への要求を送信するための手段と、
　前記要求がコンポーネントキャリアの前記セットを示すための複数のビットを備えると
き、前記コンポーネントキャリアのセットの中の各コンポーネントキャリアに係る、フィ
ードバックを含む前記ＣＳＩ報告を受信するための手段と、　
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を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３４】
　前記要求は、前記複数のコンポーネントキャリアの１つのコンポーネントキャリアを示
すための１ビットを含む、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記複数のビットは、コンポーネントキャリアを含まないか、所定のコンポーネントキ
ャリアか、あるいは無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成され
たコンポーネントキャリアの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセット
を示す、請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　前記複数のビットをもつ前記要求を送信する前に、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナ
リングを介してコンポーネントキャリアの前記第１のセットとコンポーネントキャリアの
前記第２のセットとを半静的に構成するための手段、をさらに備える、請求項３５に記載
の装置。
【請求項３７】
　　複数のコンポーネントキャリアの中の少なくとも１つのコンポーネントキャリアのた
めのチャネル状態情報（ＣＳＩ）報告への要求を受信することと、
　　前記要求が複数のビットを備えるとき、前記要求に少なくとも一部基づいてコンポー
ネントキャリアのセットを決定することと、
　　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットの中の各コンポーネントキャリアに
係る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を送信することと、
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、　
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、ＣＳＩ報告がトリガされないことを前記要求が示
すとき、前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれかに係るＣＳＩを決定するこ
とを控えること、のためにさらに構成され、
　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットが、コンポーネントキャリアを含まな
い、請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記要求が
示すとき、前記コンポーネントキャリアのセットに係るＣＳＩを決定すること、のために
さらに構成され、
　前記ＣＳＩ報告は前記決定されたＣＳＩを含む、請求項３７に記載の装置。
【請求項４０】
　前記要求が１ビットを含むとき、前記決定されたコンポーネントキャリアのセットは、
特定のコンポーネントキャリアのみを含む、請求項３７に記載の装置。
【請求項４１】
　前記要求が２ビットを含むとき、前記決定されたコンポーネントキャリアのセットが所
定のコンポーネントキャリアを含む、請求項３７に記載の装置。
【請求項４２】
　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットは、前記要求が２ビットを含むとき、
無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成されたコンポーネントキ
ャリアの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセットにおける前記コンポ
ーネントキャリアを含み、前記２ビットは、ＣＳＩ報告がコンポーネントキャリアの前記
第１のセットまたはコンポーネントキャリアの前記第２のセットのためにトリガされるこ
とを示す、請求項３７に記載の装置。
【請求項４３】
　前記要求が、それに係る前記フィードバックを与えるべき５つのコンポーネントキャリ
アの任意のサブセットを示すための５ビットを含む、請求項３７に記載の装置。
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【請求項４４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記要求が１ビットを含むとき、アップリンクサ
ブフレーム番号、システムフレーム番号、またはそれらの組み合わせのうちの１つまたは
複数に基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセ
ットを決定すること、のためにさらに構成される、請求項３７に記載の装置。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　アップリンク許可から、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）に係るサイクリックシフトを受信
すること、
　前記報告が１ビットを含むとき、前記受信されたサイクリックシフトに基づいて、それ
に係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定すること、
　
のためにさらに構成される、請求項３７に記載の装置。
【請求項４６】
　少なくとも１つのプロセッサは、受信された予備の変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）インデックスに少なくとも一部基づいてそれに係るフィードバックを送るべき前記コ
ンポーネントキャリアのセットを決定することのためにさらに構成される、請求項４５に
記載の装置。
【請求項４７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記要求が１ビットを含むとき、前記受信された
要求と同じサブフレームにおけるコンポーネントキャリア上で、物理ダウンリンク共有チ
ャネル（ＰＤＳＣＨ）が受信されるかどうかに基づいて、それに係るフィードバックを送
るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定すること、のためにさらに構成される
、請求項３７に記載の装置。
【請求項４８】
　前記要求が１ビットを含むとき、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記受信された
要求と同じサブフレームにおいて受信された物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）の中のキャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ）に基づいて、それに係るフィードバ
ックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定すること、のためにさらに構
成され、
　前記受信されたＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）をスケジ
ュールするためのダウンリンク許可を含み、
　前記ＣＩＦは、それに対して前記受信されたＰＤＣＣＨが適用するコンポーネントキャ
リアを示す、請求項３７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記要求が１ビットを含むとき、リソース割当て
フィールドのビットのサブセットに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記
コンポーネントキャリアのセットを決定すること、のためにさらに構成される、請求項３
７に記載の装置。
【請求項５０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記要求が１ビットを含むとき、無線リソース制
御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成された情報に基づいて、それについての
フィードバックを送るべきコンポーネントキャリアの前記セットを決定すること、のため
にさらに構成される、請求項３７に記載の装置。
【請求項５１】
　　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリアのセットのためのチャ
ネル状態情報（ＣＳＩ）報告への要求を送信することと、
　　前記要求がコンポーネントキャリアの前記セットを示すための複数のビットを備える
とき、前記コンポーネントキャリアのセットの中の各コンポーネントキャリアに係る、フ
ィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を受信すること、
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　のために構成される少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、　
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項５２】
　前記要求は、前記複数のコンポーネントキャリアの１つのコンポーネントキャリアを示
すための１ビットを含む、請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記複数のビットは、コンポーネントキャリアを含まないか、所定のコンポーネントキ
ャリアか、あるいは無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成され
たコンポーネントキャリアの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセット
かを示す、請求項５１に記載の装置。
【請求項５４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数のビットをもつ前記要求を送信する前に
、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介してコンポーネントキャリアの前記第１
のセットとコンポーネントキャリアの前記第２のセットとを半静的に構成すること、のた
めにさらに構成される、請求項５３に記載の装置。
【請求項５５】
　複数のコンポーネントキャリアの中の少なくとも１つのコンポーネントキャリアのため
のチャネル状態情報（ＣＳＩ）報告への要求を受信することと、
　前記要求が複数のビットを備えるとき、前記要求の少なくとも一部に基づいてコンポー
ネントキャリアの１セットを決定することと、
　前記決定されたコンポーネントキャリアのセットの中のコンポーネントキャリアの各々
に係る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を送信することと、
をコンピュータに行わせるための、格納された命令を含む、コンピュータ可読記録媒体。
【請求項５６】
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリアのセットのためのチャネ
ル状態情報（ＣＳＩ）報告への要求を送信することと、
　前記要求がコンポーネントキャリアの前記セットを示すための複数のビットを備えると
き、前記コンポーネントキャリアのセットの中の各コンポーネントキャリアに係る、フィ
ードバックを含む前記ＣＳＩ報告を受信することと、
をコンピュータに行わせるための、格納された命令を含む、コンピュータ可読記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１０年４月５日
に出願された「Method and Apparatus that Facilitates Aperiodic Channel Quality In
dicator Requests in Long Term Evolution Systems」と題する米国仮出願第６１／３２
１，０４３号の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、ワイヤレス通信における非周期
（aperiodic）チャネル状態情報（ＣＳＩ：channel state information）要求に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、および放送など
の様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。一般的なワイヤレス通信シ
ステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送信電力）を共有すること
によって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。
そのような多元接続技術の例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元
接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割
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多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）システムがある
。
【０００４】
　これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国、地域、さらには地球
規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な通信規格において
採用されている。現出している通信規格の一例はＬｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ（ＬＴＥ）である。ＬＴＥは、Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ
ｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）によって公表されたＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）モバイル規格
の拡張セットである。ＬＴＥは、スペクトル効率性を改善することによってモバイルブロ
ードバンドインターネット接続をよりうまくサポートし、コストを下げ、サービスを改善
し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウンリンク（ＤＬ）上ではＯＦＤＭＡを、アッ
プリンク（ＵＬ）上ではＳＣ－ＦＤＭＡを、および多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技
術を使用して、他のオープン規格とより良く統合するように設計されている。しかしなが
ら、モバイルブロードバンド接続に対する需要が増加し続けるにつれて、ＬＴＥ技術のさ
らなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの
技術を採用する通信規格とに適用可能であるべきである。
【０００５】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０（Ｒｅｌ－１０）では、キャリアアグリゲーションが、
ＤＬ／ＵＬ中の複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）を用いてサポートされる。１つの
ＵＬ　ＣＣが複数のＣＣについての非周期ＣＳＩ報告を担当する場合、ＵＥは、どのＤＬ
　ＣＣについてＣＳＩを報告すべきかを決定することが可能である必要がある。したがっ
て、それについてのＣＳＩ報告が与えられるべき１組のＣＣを搬送するための方法および
装置が必要である。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示の一態様では、ＣＳＩ報告についての要求が複数のＣＣのうちの１つのＣＣ上で
受信されることにおける、方法、コンピュータプログラム製品、および装置が提供される
。その要求は、それについてのＣＳＩ報告を与えるべき、複数のＣＣのうちの１組のＣＣ
を示す。さらに、１セットのＣＣの中の示されたＣＣの各々についてのフィードバックを
含むＣＳＩ報告が送信される。
【０００７】
　本開示の一態様では、複数のＣＣのうちの１つのＣＣ上のＣＳＩ報告についての要求を
送信する、方法、コンピュータプログラム製品、および装置が提供される。その要求は、
それについてのＣＳＩ報告を受信すべき、複数のＣＣのうちの１セットのＣＣを示す。加
えて、１セットのＣＣの中の示されたＣＣの各々についてのフィードバックを含むＣＳＩ
報告が受信される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示
す図である。
【図２】図２は、ネットワークアーキテクチャの一例を示す図である。
【図３】図３は、アクセスネットワークの一例を示す図である。
【図４】図４は、アクセスネットワークの中での使用のためのフレーム構造の一例を示す
図である。
【図５】図５は、ＬＴＥにおけるＵＬのための例示的なフォーマットを示す図である。
【図６】図６は、ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテク
チャの一例を示す図である。
【図７】図７は、アクセスネットワークの中の発展型ノードＢおよびユーザ機器の一例を



(9) JP 5529336 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

示す図である。
【図８】図８は、ＬＴＥにおける非周期ＣＳＩ要求を示す図である。
【図９】図９は、ＬＴＥにおける非周期ＣＳＩ要求を示す図である。
【図１０】図１０、非周期ＣＳＩ要求のための例示的な方法を示す図である。
【図１１】図１１は、それについてのＣＳＩ報告が与えられ得る、１セットのＣＣを搬送
するための第１の例示的な方法を示す図である。
【図１２】図１２は、それについてのＣＳＩ報告が与えられ得る、１セットのＣＣを搬送
するための第２の例示的な方法を示す第１の図である。
【図１３】図１３は、それについてのＣＳＩ報告が与えられ得る、１セットのＣＣを搬送
するための第２の例示的な方法を示す第２の図である。
【図１４】図１４は、それについてのＣＳＩ報告が与えられ得る、１セットのＣＣを搬送
するための第３の例示的な方法を示す図である。
【図１５】図１５は、それについてのＣＳＩ報告が与えられ得る、１セットのＣＣを搬送
するための第４の例示的な方法を示す第１の図である。
【図１６】図１６は、それについてのＣＳＩ報告が与えられ得る、１セットのＣＣを搬送
するための第４の例示的な方法を示す第２の図である。
【図１７】図１７は、それについてのＣＳＩ報告が与えられ得る、１セットのＣＣを搬送
するための第５の例示的な方法を示す図である。
【図１８】図１８は、それについてのＣＳＩ報告が与えられ得る、１セットのＣＣを搬送
するための第６の例示的な方法を示す第１の図である。
【図１９】図１９は、それについてのＣＳＩ報告が与えられ得る、１セットのＣＣを搬送
するための第６の例示的な方法を示す第２の図である。
【図２０】図２０は、ユーザ機器のワイヤレス通信の方法のフローチャートである。
【図２１】図２１は、ユーザ機器のワイヤレス通信の第２の方法のフローチャートである
。
【図２２】図２２、ユーザ機器のワイヤレス通信の第３の方法のフローチャートである。
【図２３】図２３は、ユーザ機器のワイヤレス通信の第４の方法のフローチャートである
。
【図２４】図２４は、ユーザ機器のワイヤレス通信の第５の方法のフローチャートである
。
【図２５】図２５は、ユーザ機器のワイヤレス通信の第６の方法のフローチャートである
。
【図２６】図２６は、ユーザ機器のワイヤレス通信の第７の方法のフローチャートである
。
【図２７】図２７は、例示的なユーザ機器装置の機能を示す概念的なブロック図である。
【図２８】図２８は、発展型ノードＢのワイヤレス通信の方法のフローチャートである。
【図２９】図２９は、例示的な発展型ノードＢ装置の機能を示す概念的なブロック図であ
る。
【詳細な説明】
【０００９】
　添付の図面に関して以下に記載される詳細な説明は、様々な構成の説明として意図され
るものであり、この中で説明される概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。
詳細な説明は、様々な概念の十分な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、こ
れらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが、本技術における技量を有
する者には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にすることを避
けるために、よく知られている構造および構成要素がブロック図の形式で示される。
【００１０】
　様々な装置および方法を参照して、通信システムのいくつかの態様が提示される。これ
らの装置および方法は、以下の詳細な説明に記載され、様々なブロック、モジュール、構
成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなど（「要素」と総称される）によっ
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て添付の図面に示される。これらの要素は、電子的なハードウェア、コンピュータソフト
ウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような要素がハード
ウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例およびシ
ステム全体に課せられる設計上の制約に依存する。
【００１１】
　例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、１つまたは
それより多くのプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの
例には、本開示全体を通じて説明される様々な機能を実行するように構成される、マイク
ロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールド
プログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、状
態マシン、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および他の好適なハードウェアを含む。
処理システム中の１つまたはそれより多くのプロセッサは、ソフトウェアを実行し得る。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハー
ドウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメン
ト、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリ
ケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブ
ルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、機能などを意味
すると広く解釈される。ソフトウェアは、コンピュータ可読媒体上に存在し得る。コンピ
ュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体であり得る。非一時的コンピュータ可
読媒体は、例として、磁気格納デバイス（たとえば、ハードディスク、フロッピー（登録
商標）ディスク、磁気ストリップ）、光ディスク（たとえば、コンパクトディスク（ＣＤ
）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ））、スマートカード、フラッシュメモリデバイス
（たとえば、カード、スティック、キードライブ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ
（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、リムーバブルデ
ィスク、ならびにコンピュータによってアクセスされ、読み取られ得るソフトウェアおよ
び／または命令を格納するための任意の他の好適な媒体を含む。コンピュータ可読媒体は
、処理システムの内部に存在するか、処理システムの外部にあるか、または処理システム
を含む複数のエンティティにわたって分散され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュー
タプログラム製品の中に実装され得る。例として、コンピュータプログラム製品は、パッ
ケージング材料の中にあるコンピュータ可読媒体を含み得る。本技術において技量を有す
る者は、特定の適用例およびシステム全体的に課せられた全体的な設計上の制約に応じて
、本開示全体にわたって提示される記載された機能をどのようにしたら最も良く実装する
ことができるかを認識する。
【００１２】
　したがって、１つまたはそれより多くの例示的な実施形態では、説明される機能は、ハ
ードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得
る。ソフトウェアで実装された場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に格納されるか、
あるいはコンピュータ可読媒体上の１つまたはそれより多くの命令またはコードとして符
号化され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ格納媒体を含む。格納媒体は、コ
ンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例
として、そのようなコンピュータ可読媒体は、命令またはデータ構造の形態の所望のプロ
グラムコードを搬送または格納するために使用され得るとともにコンピュータによってア
クセスされ得る、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクス
トレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは任意の
他の媒体を備えることができる。本の中で用いられるようなディスク（disk）およびディ
スク（disc）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザディスク、光ディスク、デジタル
バーサタイルディスク（ＤＶＤ）、フロッピーディスク、およびブルーレイディスクを含
み、この場合、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）
はデータをレーザで光学的に再生する。また、上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範
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囲内に含められる。
【００１３】
　図１は、処理システム１１４を採用する装置１００のためのハードウェア実装形態の一
例を示す図である。この例では、処理システム１１４は、バス１０２によって概略的に表
されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス１０２は、処理システム１１４の
特定の適用例および全体的な設計上の制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリ
ッジを含み得る。バス１０２は、プロセッサ１０４によって概略的に表される１つまたは
それより多くのプロセッサと、コンピュータ可読媒体１０６によって概略的に表されるコ
ンピュータ可読媒体とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス１０２はまた、タイミ
ングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンク
し得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上
説明しない。バスインターフェース１０８は、バス１０２とトランシーバ１１０との間の
インターフェースを与える。トランシーバ１１０は、伝送媒体上で様々な他の装置と通信
するための手段を与える。装置の性質に応じて、ユーザインターフェース１１２（たとえ
ば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロホン、ジョイスティック）も与えら
れ得る。
【００１４】
　プロセッサ１０４は、バス１０２を管理することと、コンピュータ可読媒体１０６に格
納されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理とを担当する。ソフトウェアは、プロセ
ッサ１０４によって実行されたとき、処理システム１１４に、特定の装置のための以下で
説明される様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体１０６は、また、ソフトウェ
アを実行するときに、プロセッサ１０４によって操作されるデータを格納するために使用
され得る。
【００１５】
　図２は、様々な装置（図１参照）を採用するＬＴＥネットワークアーキテクチャ２００
を示す図である。ＬＴＥネットワークアーキテクチャ２００はＥｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（発展型パケットシステム： ＥＰＳ）２００と呼ばれる。ＥＰＳ２
００は、１つまたはそれより多くのユーザ機器（ＵＥ）２０２と、発展型ＵＭＴＳ地上無
線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Ne
twork）２０４と、発展型パケットコア（ＥＰＣ：Evolved Packet Core）２１０と、ホー
ム加入者サーバ（ＨＳＳ：Home Subscriber Server）２２０と、事業者のＩＰサービス２
２２とを含み得る。ＥＰＳは他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、
簡単のために、それらの構成体／インターフェースは図示されない。図示のように、ＥＰ
Ｓはパケット交換サービスを与えるが、本技術におい技量を有する者なら容易に理解する
ように、本開示全体にわたって提示される様々な概念は、回線交換サービスを与えるネッ
トワークに拡張され得る。
【００１６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、発展型ノードＢ（evolved Node B（ｅＮＢ））２０６と他のｅＮＢ
２０８とを含む。ｅＮＢ２０６は、ＵＥ２０２に対してユーザプレーンプロトコル終端と
制御プレーンプロトコル終端とを与える。ｅＮＢ２０６は、Ｘ２インターフェース（すな
わち、バックホール）を介して他のｅＮＢ２０８に接続され得る。ｅＮＢ２０６はまた、
この技術において技量を有するにより、基地局、基地トランシーバ局、無線基地局、無線
トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット（ＢＳＳ：basic service set）
、拡張サービスセット（ＥＳＳ：extended service set）、または何らかの他の好適な用
語で呼ばれ得る。ｅＮＢ２０６は、ＵＥ２０２に対し、ＥＰＣ２１０へのアクセスポイン
トを与える。ＵＥ２０２の例は、セルラ電話、スマートフォン、セッション開始プロトコ
ル（ＳＩＰ：session initiation protocol）電話、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジ
タルオーディオプレーヤ（たとえば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、タブレット
または任意の他の同様の機能デバイスを含む。ＵＥ２０２は、また、この技術において技
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量を有する者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤ
レスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモー
トデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモー
ト端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、ま
たは何らかの他の好適な用語で呼ばれ得る。
【００１７】
　ｅＮＢ２０６は、Ｓ１インターフェースによってＥＰＣ２１０に接続される。ＥＰＣ２
１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ：Mobility Management Entity）２１２と
、他のＭＭＥ２１４と、サービングゲートウェイ２１６と、パケットデータネットワーク
（ＰＤＮ：Packet Data Network）ゲートウェイ２１８とを含む。ＭＭＥ２１２は、ＵＥ
２０２とＥＰＣ２１０との間のシグナリングを処理する制御ノードである。一般的に言っ
て、ＭＭＥ２１２は、ベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザＩＰパケットは、サ
ービングゲートウェイ２１６を介して転送され、サービングゲートウェイ２１６自体は、
ＰＤＮゲートウェイ２１８に接続される。ＰＤＮゲートウェイ２１８は、ＵＥのＩＰアド
レス割付けならびに他の機能を与える。ＰＤＮゲートウェイ２１８は、事業者のＩＰサー
ビス２２２に接続される。事業者のＩＰサービス２２２は、インターネットと、イントラ
ネットと、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ：IP Multimedia Subsystem）と、
ＰＳストリーミングサービス（ＰＳＳ：PS Streaming Service）とを含む。
【００１８】
　図３は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワークの一例を示
す図である。この例では、アクセスネットワーク３００は、いくつかのセルラ領域（セル
）３０２に分割される。１つまたはそれより多くのより低い電力クラスのｅＮＢ３０８、
３１２は、セル３０２のうちの１つまたは複数と重複する、それぞれ、セルラ領域３１０
、３１４を有し得る。より低い電力クラスのｅＮＢ３０８、３１２は、フェムトセル（た
とえば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ））、ピコセル、またはマイクロセルであり得る。より
高い電力クラスのｅＮＢまたはマクロｅＮＢ３０４は、セル３０２に割り当てられ、セル
３０２中のすべてのＵＥ３０６にＥＰＣ２１０へのアクセスポイントを与えるように構成
される。アクセスネットワーク３００のこの例には集中コントローラはないが、代替構成
では集中コントローラが使用され得る。ｅＮＢ３０４は、無線ベアラ制御、アドミッショ
ン制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウ
ェイ２１６（図２参照）への接続性を含む、無線に関係するすべての機能を担当する。
【００１９】
　アクセスネットワーク３００によって採用される変調および多元接続方式は、展開され
ている特定の通信規格に応じて異なり得る。ＬＴＥ適用例では、周波数分割多重（ＦＤＤ
：frequency division duplexing）と時分割多重（ＴＤＤ：time division duplexing）
の両方をサポートするために、ＯＦＤＭがＤＬ上で使用され、ＳＣ－ＦＤＭＡがＵＬ上で
使用される。本技術に技量を有する者が以下に続く詳細な説明から容易に理解するように
、この中で提示される様々な概念は、ＬＴＥ適用例に好適である。ただし、これらの概念
は、他の変調および多元接続技法を採用する他の通信規格に容易に拡張され得る。例とし
て、これらの概念は、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－Ｄａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ（ＥＶ－ＤＯ
）またはＵｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）に拡張され得る。Ｅ
Ｖ－ＤＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリーの一部として３ｒｄ　Ｇｅｎ
ｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２（３ＧＰＰ２）によって
公表されたエアインターフェース規格であり、移動局にブロードバンドインターネットア
クセスを提供するためにＣＤＭＡを利用する。これらの概念は、また、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ
、ＴＤＭＡを採用するＧｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ
）、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１
（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、および
ＯＦＤＭＡを採用するＦｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）な
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らびにＣＤＭＡの他の変形態を採用するＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　
Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）に拡張され得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭ
ＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、３ＧＰＰという組織からの文書に記載されている。ＣＤＭ
Ａ２０００およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２団体からの文書に記載されている。採用される実
際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課せられ
る全体的な設計上の制約に依存することになる。
【００２０】
　ｅＮＢ３０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。ＭＩＭＯ技
術の使用は、ｅＮＢ３０４に、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバーシ
ティをサポートするために空間領域を活用することが可能にする。
【００２１】
　空間多重化は、異なるデータストリームを、同じ周波数上で同時に送信するために使用
され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のＵＥ３０６に送
信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のＵＥ３０６に送信さ
れ得る。これは、各データストリームを空間的にプリコードし（すなわち、振幅および位
相のスケーリングを適用し）、次いでダウンリンク上で複数の送信アンテナを介して空間
的にプリコードされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコ
ードされたデータストリームは、異なる空間シグナチャとともにＵＥ（１つまたはそれよ
り多くの）３０６に到着し、これにより、ＵＥ３０６の各々が、そのＵＥ（１つまたはそ
れより多くの）３０６に宛てられた１つまたはそれより多くのデータストリームを復元す
ることが可能になる。アップリンク上で、各ＵＥ３０６は、空間的にプリコードされたデ
ータストリームを送信し、これにより、ｅＮＢ３０４に、空間的にプリコードされた各デ
ータストリームのソースを識別することを可能にする。
【００２２】
　空間多重化は、一般的には、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル状
態があまり良好でないときは、送信エネルギーを１つまたはそれより多くの方向に集中さ
せるためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信す
るためのデータを空間的にプリコードすることによって達成され得る。セルのエッジにお
いて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルス
トリームビームフォーミング送信が使用され得る。
【００２３】
　以下の詳細な説明では、ダウンリンク上でＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムを
参照しながらアクセスネットワークの様々な態様が説明される。ＯＦＤＭは、ＯＦＤＭシ
ンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法である
。サブキャリアは、正確な周波数で、間を離される。間隔は、受信器がサブキャリアから
データを復元することを可能にする「直交性（orthogonality）」を与える。時間領域で
は、ＯＦＤＭシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル（たとえば、サイクリ
ックプレフィックス）が各ＯＦＤＭシンボルに追加され得る。アップリンクは、高いピー
ク対平均電力比（ＰＡＲＲ：peak-to-average power ratio）を補償するために、ＳＣ－
ＦＤＭＡを、ＤＦＴ拡散ＯＦＤＭ信号の形態で使用し得る。
【００２４】
　様々なフレーム構造は、ＤＬ送信とＵＬ送信とをサポートするために使用され得る。次
に図４を参照しながら、ＤＬフレーム構造の一例が提示される。ただし、本技術に技量を
有する者なら容易に理解するように、特定の適用例のためのフレーム構造は、任意数のフ
ァクタに応じて異なり得る。この例では、フレーム（１０ｍｓ）は、等しい大きさにされ
た１０個のサブフレームに分割される。各サブフレームは、２つの連続するタイムスロッ
トを含む。
【００２５】
　２つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロット
はリソースブロックを含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。ＬＴ
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Ｅでは、リソースブロックは、周波数領域中に１２個の連続サブキャリアを含んでおり、
各ＯＦＤＭシンボル中の通常のサイクリックプレフィックスについて、時間領域中に７個
の連続ＯＦＤＭシンボル、または８４個のリソース要素を含んでいる。Ｒ４０２、４０４
として示されるリソース要素のいくつかは、ＤＬ基準信号（ＤＬ－ＲＳ：DL reference s
ignal）を含む。ＤＬ－ＲＳは、（共通ＲＳと呼ばれることもある）セル固有ＲＳ（ＣＲ
Ｓ：Cell-specific RS）４０２と、ＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ：UE-specific RS）４０４
とを含む。ＵＥ－ＲＳ４０４は、対応する物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：
physical downlink shared channel）がマッピングされるリソースブロック上でのみ送信
される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。すなわち、
ＵＥが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、ＵＥのデータレ
ートは高くなる。
【００２６】
　ここで、図５を参照しながら、ＵＬフレーム構造５００の一例が提示される。図５は、
ＬＴＥにおけるＵＬのための例示的なフォーマットを示す。ＵＬのために利用可能なリソ
ースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクション
は、システム帯域幅の２つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。
制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するためにＵＥに割り当てられ
得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを
含み得る。図５の設計例は、データセクション中の連続するサブキャリアのすべてを、単
一のＵＥが割り当てられることを可能にし、連続サブキャリアを含むデータセクションを
生じる。
【００２７】
　ＵＥには、ｅＮＢに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロック
５１０ａ、５１０ｂを割り当てられ得る。ＵＥには、ｅＮＢにデータを送信するために、
データセクション中のリソースブロック５２０ａ、５２０ｂも割り当てられ得る。ＵＥは
、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク制御チャネ
ル（ＰＵＣＣＨ：physical uplink control channel）中で制御情報を送信し得る。ＵＥ
は、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ：physical uplink shared channel）の中で、データのみまたはデー
タと制御情報の両方を送信し得る。ＵＬ送信は、サブフレームの両方のスロットに広がり
得、図５に示すように周波数をまたがってホッピングし得る。
【００２８】
　図５に示すように、リソースブロックのセットは、初期システムアクセスを実行し、物
理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：physical random access channel）５３０に
おいてＵＬ同期を達成するために使用され得る。ＰＲＡＣＨ５３０は、ランダムシーケン
スを搬送し、いかなるＵＬデータ／シグナリングも搬送することができない。各ランダム
アクセスプリアンブルは、６つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する
。開始周波数は、ネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリア
ンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソースに制限される。ＰＲＡＣＨにつ
いての周波数ホッピングはない。ＰＲＡＣＨ試行は、単一のサブフレーム（１ｍｓ）の中
で搬送され、ＵＥは、フレーム（１０ｍｓ）ごとに単一のＰＲＡＣＨ試行だけを行うこと
ができる。
【００２９】
　ＬＴＥにおけるＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、およびＰＲＡＣＨは、公開されている「Evol
ved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channels and Modulation
」と題する３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載される。
【００３０】
　無線プロトコルアーキテクチャは、特定の適用例に応じて様々な形態をとり得る。次に
図６を参照しながら、ＬＴＥシステムの一例が提示される。図６は、ユーザプレーンおよ
び制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す概念図である。
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【００３１】
　図６を参照すると、ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコルアーキテクチャは、レイ
ヤ１と、レイヤ２と、レイヤ３との３つのレイヤとともに示されている。レイヤ１は最下
位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。レイヤ１は、この中では物
理レイヤ６０６と呼ばれる。レイヤ２（Ｌ２レイヤ）６０８は、物理レイヤ６０６の上に
あり、物理レイヤ６０６を介したＵＥとｅＮＢとの間のリンクを担当する。
【００３２】
　ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ６０８は、ネットワーク側のｅＮＢにおいて終端とな
る、メディアアクセス制御（ＭＡＣ：media access control）サブレイヤ６１０と、無線
リンク制御（ＲＬＣ：radio link control）サブレイヤ６１２と、パケットデータコンバ
ージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ：packet data convergence protocol）６１４サブレイ
ヤとを含む。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲートウェイ２０８
（図２参照）において終端とされるネットワークレイヤ（たとえば、ＩＰレイヤ）と、接
続の他端（たとえば、ファーエンドＵＥ、サーバなど）において終端とされるアプリケー
ションレイヤとを含むＬ２レイヤ６０８の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
【００３３】
　ＰＤＣＰサブレイヤ６１４は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化を行う
。ＰＤＣＰサブレイヤ６１４はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するために上位レイ
ヤデータパケットに係るヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリ
ティと、ＵＥに対するｅＮＢ間のハンドオーバサポートとを与える。ＲＬＣサブレイヤ６
１２は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよび再組立てと、紛失データ
パケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：hybrid automatic repeat 
request）により順番が異なった受信を補償するためのデータパケットの並べ替えとを行
う。ＭＡＣサブレイヤ６１０は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化
を行う。ＭＡＣサブレイヤ６１０はまた、ＵＥの間で１つのセル中の様々な無線リソース
（たとえば、リソースブロック）を割り振ることを担当する。ＭＡＣサブレイヤ６１０は
、また、ＨＡＲＱ動作を担当する。
【００３４】
　制御プレーンでは、ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御
プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ６０６およびＬ２レイ
ヤ６０８について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ３中に無線リソース
制御（ＲＲＣ：radio resource control）サブレイヤ６１６を含む。ＲＲＣサブレイヤ６
１６は、無線リソース（すなわち、無線ベアラ）を取得することと、ｅＮＢとＵＥとの間
のＲＲＣシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担当する。
【００３５】
　図７は、アクセスネットワーク中でＵＥ７５０と通信するｅＮＢ７１０のブロック図で
ある。ＤＬでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットがコントローラ／プロセッ
サ７７５に与えられる。コントローラ／プロセッサ７７５は、図６に関して前に説明した
Ｌ２レイヤの機能を実装する。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ７７５は、様々な優
先度メトリックに基づいてヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ
替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、ＵＥ７５０への無線
リソース割当てとを行う。コントローラ／プロセッサ７７５はまた、ＨＡＲＱ動作と、紛
失パケットの再送信と、ＵＥ７５０へのシグナリングとを担当する。
【００３６】
　ＴＸプロセッサ７１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のための様々な信号処
理機能を実装する。信号処理機能は、ＵＥ７５０における前方誤り訂正（ＦＥＣ：forwar
d error correction）を可能にするために符号化とインタリーブを行うことと、様々な変
調方式（たとえば、２位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ：binary phase-shift keying）
、４位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ：quadrature phase-shift keying）、Ｍ位相シフ
トキーイング（Ｍ－ＰＳＫ：M-phase-shift keying）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ：
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M-quadrature amplitude modulation））に基づいた信号コンスタレーションへのマッピ
ングを行うこととを含む。次いで、符号化され変調されたシンボルは、並列のストリーム
に分割される。各ストリームは、次いでＯＦＤＭサブキャリアにマッピングされ、時間領
域および／または周波数領域の中で基準信号（たとえば、パイロット）と多重化され、次
いで逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse Fast Fourier Transform）を使用して互い
に結合されて、時間領域ＯＦＤＭシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成する
。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコードさ
れる。チャネル推定器７７４からのチャネル推定値は、符号化および変調方式を決定する
ために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、ＵＥ７５０によっ
て送信される基準信号および／またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。次
いで、各空間ストリームは、別個の送信器（ＴＸ）７１８を介して異なるアンテナ７２０
に与えられる。各送信器（ＴＸ）７１８は、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲ
Ｆキャリアを変調する。
【００３７】
　ＵＥ７５０において、各受信器（ＲＸ）７５４は、そのそれぞれのアンテナ７５２を介
して信号を受信する。各受信器（ＲＸ）７５４は、ＲＦキャリア上に変調されている情報
を復元し、受信器（ＲＸ）プロセッサ７５６に情報を与える。
【００３８】
　ＲＸプロセッサ７５６は、Ｌ１レイヤの様々な信号処理機能を実装する。ＲＸプロセッ
サ７５６は、ＵＥ７５０に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対
して空間処理を実行する。複数の空間ストリームがＵＥ７５０に宛てられた場合、それら
はＲＸプロセッサ７５６によって単一のＯＦＤＭシンボルストリームに合成され得る。Ｒ
Ｘプロセッサ７５６は、次いで高速フーリエ変換（ＦＦＴ：Fast Fourier Transform）を
使用してＯＦＤＭシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域
信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキャリアごとに別々のＯＦＤＭシンボルストリームを備える
。各サブキャリア上のシンボルと基準信号とは、ｅＮＢ７１０によって送信される、可能
性が最も高い信号のコンスタレーションポイントを決定することによって復元され、復調
される。これらのソフトな判定は、チャネル推定器７５８によって計算されるチャネル推
定値に基づき得る。ソフトな判定は、次いで、物理チャネル上でｅＮＢ７１０によって最
初に送信されたデータおよび制御信号を復元するために復号され、デインターリーブされ
る。データおよび制御信号は、次いでコントローラ／プロセッサ７５９に与えられる。
【００３９】
　コントローラ／プロセッサ７５９は、図６に関して前に説明したＬ２レイヤを実装する
。ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ７５９は、コアネットワークからの上位レイヤパ
ケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間でのデマルチプ
レクシングと、パケット再組立てと、復号と、ヘッダの圧縮復元と、制御信号処理とを行
う。上位レイヤパケットは、次いで、Ｌ２レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す
データシンク７６２に与えられる。また、様々な制御信号がＬ３処理のためにデータシン
ク７６２に与えられ得る。コントローラ／プロセッサ７５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポ
ートするために肯定応答（ＡＣＫ）および／または否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使
用した誤り検出を担当する。
【００４０】
　ＵＬでは、データソース７６７は、コントローラ／プロセッサ７５９に上位レイヤパケ
ットを与えるために使用される。データソース７６７は、Ｌ２レイヤ（Ｌ２）の上のすべ
てプロトコルレイヤを表す。ｅＮＢ７１０によるＤＬ送信に関して説明される機能と同様
に、コントローラ／プロセッサ７５９は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメン
ト化および並べ替えと、ｅＮＢ７１０による無線リソース割当てに基づいた論理チャネル
とトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび
制御プレーンのためのＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロセッサ７５９はまた、
ＨＡＲＱ動作、紛失パケットの再送信、およびｅＮＢ７１０へのシグナリングを担当する
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。
【００４１】
　チャネル推定器７５８によって、ｅＮＢ７１０によって送信される基準信号またはフィ
ードバックから導びかれるチャネル推定値は、適切な符号化および変調方式を選択するこ
とと、空間処理を可能にすることとを行うために、ＴＸプロセッサ７６８によって使用さ
れ得る。ＴＸプロセッサ７６８によって生成される空間ストリームは、別個の送信器（Ｔ
Ｘ）７５４を介して異なるアンテナ７５２に与えられる。各送信器（ＴＸ）７５４は、送
信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【００４２】
　ＵＬ送信は、ＵＥ７５０における受信器機能に関して説明した方法と同様の方法でｅＮ
Ｂ７１０において処理される。各受信器（ＲＸ）７１８は、それのそれぞれのアンテナ７
２０を通して信号を受信する。各受信器（ＲＸ）７１８は、ＲＦキャリア上に変調された
情報を復元し、ＲＸプロセッサ７７０に情報を与える。ＲＸプロセッサ７７０はＬ１レイ
ヤを実装する。
【００４３】
　コントローラ／プロセッサ７５９は、図６に関して前に説明したＬ２レイヤを実装する
。ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ７５９は、ＵＥ７５０からの上位レイヤパケット
を復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間のデマルチプレクシン
グと、パケット再組立てと、復号（decipher）と、ヘッダ圧縮復元（decompression）と
、制御信号処理とを行う。コントローラ／プロセッサ７７５からの上位レイヤパケットは
コアネットワークに与えられ得る。コントローラ／プロセッサ７５９はまた、ＨＡＲＱ動
作をサポートするためにＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロトコルを使用した誤り検出を
担当する。
【００４４】
　一つの構成例では、図１に関して説明された処理システム１１４は、ｅＮＢ７１０を含
む。特に、処理システム１１４は、ＴＸプロセッサ７１６と、ＲＸプロセッサ７７０と、
コントローラ／プロセッサ７７５とを含む。一つの構成例では、図１に関して説明した処
理システム１１４は、ＵＥ７５０を含む。特に、処理システム１１４は、ＴＸプロセッサ
７６８と、ＲＸプロセッサ７５６と、およびコントローラ／プロセッサ７５９とを含む。
【００４５】
　図８は、ＬＴＥにおける非周期（aperiodic）チャネル状態情報（ＣＳＩ）要求を示す
図８００である。図８に示したように、ｅＮｏｄｅＢ８０２は、物理ＤＬ制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）上のＵＬ許可（grant）の中のＤＬ制御情報（ＤＣＩ）の一部としてＣＳＩ
要求をＵＥ８０４に送る。ＣＳＩ要求は、ＵＥ８０４に、ＣＳＩを決定し、ＰＵＳＣＨを
使用してｅＮｏｄｅＢ８０２に戻して、ＣＳＩを報告するように要求する。ＣＳＩは、チ
ャネル品質インジケータ（ＣＱＩ：channel quality indicator）と、プリコーディング
行列インジケータ（ＰＭＩ：precoding matrix indicator）と、ランクインデックス（Ｒ
Ｉ：rank index）フィードバックとを含む。
【００４６】
　図９は、ＬＴＥにおける非周期ＣＳＩ要求を示す図９００である。ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８
では、ＤＣＩフォーマット０は１ビットＣＳＩ要求フィールド（ＣＱＩ要求フィールドと
も呼ばれる）を含む。ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８にはＤＬ　ＣＣが１つしかないので、ＣＳＩ要
求ビットが、ＤＬ　ＣＣ上で受信されたＣＳＩ要求のために１に設定されているときはい
つでも、ＵＥは、ＰＵＳＣＨを使用してＤＬ　ＣＣについての非周期ＣＳＩ報告を実行す
る。
【００４７】
　図１０は、非周期ＣＳＩ要求のための例示的な方法を示す図１０００である。ＬＴＥ　
Ｒｅｌ－１０では、キャリアアグリゲーションは、ＤＬ／ＵＬにおいて５つまでのＣＣを
用いてサポートされる。１つのＵＬ　ＣＣが複数のＣＣについての非周期ＣＳＩ報告を担
当する場合、ＵＥ８０４は、どのＤＬ　ＣＣについてＣＳＩを報告すべきかを決定するこ
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とが可能でなければならない。例示的な方法では、ｅＮｏｄｅＢ８０２は、複数のＣＣの
うちのＣＣに関するＣＳＩ報告についての要求を送信する。ＵＥ８０４は、複数のＣＣの
うちのＣＣに関するＣＳＩ報告についての要求を受信する。その要求は、それについてｅ
ＮｏｄｅＢ８０２がＣＳＩ報告を受信し、それについてＵＥがＣＳＩ報告を与えるべき複
数のＣＣのうちの１組のＣＣを示す。ＵＥ８０４は、１セットのＣＣ中にその示されたＣ
Ｃの各々についてのフィードバックを含むＣＳＩ報告を送信する。ｅＮｏｄｅＢ８０２は
、１セットのＣＣ中にその示されたＣＣの各々についてのフィードバックを含むＣＳＩ報
告を受信する。たとえば、ｅＮｏｄｅＢ８０２は、ＣＣ０と、ＣＣ１と、ＣＣ２と、ＣＣ
３と、ＣＣ４とを含む複数のＣＣのうちのＣＣ１のＰＤＣＣＨ上で、ＵＬ許可の中でＣＳ
Ｉ要求を送信し得る。ＵＥ８０４は、ＣＣ１上でＣＳＩ要求を受信する。その要求は、ｅ
ＮｏｄｅＢ８０２が受信することを望み、ＵＥ８０４がＣＣ０とＣＣ１とを含む１セット
のＣＣについてのＣＳＩを与えるべきであることを示し得る。ＵＥ８０４は、１セットの
ＣＣ中の複数のＣＣについてのＣＳＩを決定し、ＣＳＩを含むＣＳＩ報告をｅＮｏｄｅＢ
８０２に送信する。
【００４８】
　図１１は、それについてのＣＳＩ報告が与えられるべき１セットのＣＣを搬送するため
の第１の例示的な方法を示す図１１００である。本方法によれば、ＬＴＥ－ＡにおけるＵ
Ｌスケジューリングのための新たなＤＣＩフォーマットでは、ｎビットビットマップは、
特定のＤＬ　ＣＣが非周期ＣＳＩ報告を必要とするかどうかを示し得る。ビットマップは
、ｎ個のＣＣのうちいずれが非周期ＣＳＩ報告を必要とするかを示すためのｎビットを有
する。したがって、キャリアアグリゲーションが最高５つのＣＣを用いてサポートされる
場合、ｎ＝５であり、新たなＤＣＩフォーマットは、５つのＤＬ　ＣＣのうちいずれが非
周期ＣＳＩ報告を必要とするかを示すための５ビットビットマップを含む。図１１に示す
ように、ＣＣ０が非周期ＣＳＩ報告を必要とすることを第１のビットが示し、ＣＣ１が非
周期ＣＳＩ報告を必要とすることを第２のビットが示し、ＣＣ２が非周期ＣＳＩ報告を必
要としないことを第３のビットが示し、ＣＣ３が非周期ＣＳＩ報告を必要としないことを
第４のビットが示し、ＣＣ４が非周期ＣＳＩ報告を必要としないことを第５のビットが示
すように、ビットマップは“１１０００”に設定され得る。
【００４９】
　図１２は、それについてのＣＳＩ報告が与えられるべき１セットのＣＣを搬送するため
の第２の例示的な方法を示す第１の図１２００である。本方法によれば、ＵＥ８０４は、
ＵＬ許可に係るＵＬサブフレーム番号および／またはシステムフレーム番号（ＳＦＮ）に
基づいて、それについてのＣＳＩ報告が与えられるべき１セットのＣＣを決定する。ＵＬ
サブフレーム番号の各々は、１セットのＣＣにマッピングされる。任意の特定のＵＬサブ
フレーム番号のための１セットのＣＣは、各無線フレームの繰返しにならないようにＳＦ
Ｎに基づいて変化し得る。したがって、ＣＳＩ要求の中のビットがＵＬ許可において１に
設定されているとき、ＵＥ８０４は、ＣＳＩを決定し、特定のＵＬサブフレーム番号にマ
ッピングされたＤＬ　ＣＣについてのＣＳＩ報告を送る。図１２に示されるように、ＵＬ
許可がサブフレーム０、１、２、３、４、または５の中でＰＵＳＣＨを送るためのもので
ある場合、ＵＥ８０４は、ＣＣ０、ＣＣ１、ＣＣ２、ＣＣ３、ＣＣ４またはＣＣ０のそれ
ぞれに係るＣＳＩ報告を与える。１セットのＣＣは、それについてＵＬ許可が適用するサ
ブフレームに基づくのではなく、それにおいてＵＬ許可が受信されるサブフレームに基づ
き得る。たとえば、ＵＬ許可がサブフレームｋにおいて受信された場合、ＵＥ８０４は、
サブフレームｋにマッピングされたＣＣに基づいて、それについてのＣＳＩ報告を与える
べき１セットのＣＣを決定し得る。別の構成では、ＵＬ許可がサブフレームｋ＋４中でＰ
ＵＳＣＨを送るためのものである場合、ＵＥ８０４は、サブフレームｋ＋４にマッピング
されたＣＣに基づいて、それについてのＣＳＩ報告を与えるべき１セットのＣＣを決定し
得る。また、他の構成も可能である。
【００５０】
　図１３は、それについてのＣＳＩ報告が与えられるべき１セットのＣＣを搬送するため
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の第２の例示的な方法を示す第２の図１３００である。図１３に示したように、各ＵＬサ
ブフレーム番号は、同じくＳＦＮに基づいて変化し得る２つ以上のＣＣにマッピングされ
得る。したがって、特定のＳＦＮについて、ＵＬサブフレーム０はＣＣ０、１にマッピン
グされ得、ＵＬサブフレーム１はＣＣ１、２にマッピングされ得、ＵＬサブフレーム２は
ＣＣ２、３にマッピングされ得、ＵＬサブフレーム３はＣＣ３、４にマッピングされ得、
ＵＬサブフレーム４はＣＣ１、４にマッピングされ得、サブフレーム５はＣＣ０、１、２
、３にマッピングされ得る。
【００５１】
　図１４は、それについてのＣＳＩ報告が与えられるべき１セットのＣＣを搬送するため
の第３の例示的な方法を示す図１４００である。本方法によれば、それについてのＣＳＩ
報告が与えられるべき１セットのＣＣは、ＵＬ許可に係るＤＣＩの中の復調基準信号（Ｄ
Ｍ－ＲＳ）のための３ビットサイクリックシフトによってマッピングされる。したがって
、ＣＳＩ要求の中のビットが、ＵＬ許可において１に設定されているとき、ＵＥ８０４は
、ＵＬ許可の中のＤＣＩにおいて受信される特定のサイクリックシフトにマッピングされ
たＣＣに基づいて、それについてのＣＳＩ報告を与えるべき１セットのＣＣを決定する。
たとえば、１セットのＣＣは、図１４に示す８つの可能なサイクリックシフトの各々につ
いて定義され得る。したがって、サイクリックシフト０００、００１、０１０、０１１、
および１００は、それぞれＣＣ０、１、２、３、および４にマッピングされ得る。サイク
リックシフトのいくつか（たとえば、図１４中の１０１、１１０、１１１）は、ＣＣにマ
ッピングされず、予備とされてよい。複数のＤＬ　ＣＣについての複数の非周期ＣＳＩ報
告を送る必要があるときに、予備エントリが定義され得る。図１４に示されるように、Ｕ
Ｅ８０４がＵＬ許可のＣＳＩとともに０１０のサイクリックシフトを受信し、ＣＳＩ要求
中のビットが１に設定されている場合、ＵＥ８０４は、ＣＣ２についてのＣＳＩを決定し
、決定されたＤＣＩを含むＣＳＩ報告を、ｅＮｏｄｅＢ８０２に送信する。
【００５２】
　一つの構成例では、非周期ＣＳＩ報告に関連づけられるスケジュールされたＵＬのため
のトランスポートブロックがない場合、予備の変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）イ
ンデックス２９、３０、３１が、それについてのＣＳＩ報告を与えるべき１セットのＤＬ
　ＣＣを定義するために、ＤＭ－ＲＳ用のサイクリックシフトと一緒に利用され得る。し
たがって、８つのサイクリックシフト値と３つの異なるＭＣＳインデックスとを用いて、
２４個の異なる可能なＣＣのセットが定義され得る。
【００５３】
　図１５は、それについてのＣＳＩ報告が与えられるべき１セットのＣＣを搬送するため
の第４の例示的な方法を示す第１の図１５００である。図１６は、それについてのＣＳＩ
報告が与えられるべき１セットのＣＣを搬送するための第４の例示的な方法を示す第２の
図１６００である。本方法によれば、ＣＳＩ要求中のビットが、ＵＬ許可において１に設
定されているとき、ＵＥ８０４は、ＵＬ許可と同じサブフレームの中でＰＤＳＣＨ送信を
有するＤＬ　ＣＣのために、対応するＰＵＳＣＨ中でＣＳＩ報告を与える。したがって、
ＣＳＩ要求の中で１に設定されたビットをもつＵＬ許可がサブフレームｋにおいて受信さ
れる場合、ＵＥ８０４は、それらの上のサブフレームｋにおいてＰＤＳＣＨが受信された
ＣＣに係るＣＳＩ報告を与える。たとえば、図１５および図１６に示すように、積極的な
ＣＳＩ要求（すなわち、１に設定されたビット）をもつＵＬ許可が、サブフレームｋのＣ
Ｃ３上でＰＤＣＣＨの中で受信され、ＰＤＳＣＨが同じサブフレームｋのＣＣ０およびＣ
Ｃ２上で受信される場合、ＵＥ８０４は、ＣＣ０、２に係るＣＳＩ報告を与え、ＣＣ１、
３、４に係るＣＳＩ報告を与えない。
【００５４】
　代替的に、ＵＥ８０４は、受信した要求と同じサブフレームにおいて受信されたＰＤＣ
ＣＨの中のキャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ）に基づいて、それについてのＣＳ
Ｉ報告を送るべき１セットのＣＣを決定し得る。そのような構成では、受信されＰＤＣＣ
Ｈは、ＰＤＳＣＨをスケジュールするためのＤＬ許可を含み、ＣＩＦは、それについて受
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信されたＰＤＣＣＨがそれに対して適用するＣＣを示す。したがって、ＵＥ８０４がサブ
フレームｋにおいて複数のＰＤＣＣＨを受信し、各ＰＤＣＣＨがＰＤＳＣＨをスケジュー
ルするためのＤＬ許可を含む場合、ＵＥ８０４は、ＤＬ許可の各々の中に含まれる、受信
されたＰＤＣＣＨがそれについて適用するＣＣを示すためのＣＩＦに基づいて、それ係る
ＣＳＩ報告を送るべき１セットのＣＣを決定する。
【００５５】
　図１７は、それについてのＣＳＩ報告が与えられるべき１セットのＣＣを搬送するため
の第５の例示的な方法を示す図１７００である。本方法によれば、ＤＣＩフォーマット０
では、ＣＳＩフィールド中のビットが１に設定されているとき、リソース割当てフィール
ドは、非周期ＣＳＩ報告を要求する１セットのＤＬ　ＣＣを示すフィールド中のいくつか
のビットを用いて再定義され得る。ＤＣＩフォーマット０では、リソース割当てフィール
ドはＳビットを有し、Ｓは次のように定義される。
【数１】

【００５６】
Ｓビットは、１個のＲＢから
【数２】

【００５７】
個のＲＢまでの範囲の割当て帯域幅で、任意のシングルキャリアリソース割当てをアドレ
ッシングすることができる。一部の割当て帯域幅は、ＬＴＥでは低い離散フーリエ変換（
ＤＦＴ）実装の複雑性を維持するために、実際上は許可されない。ＬＴＥでは、割当てら
れるＲＢの数は、２、３、５、または７の倍数でなければならない。一例では、５０個の
ＲＢの割当て帯域幅をもつ１０ＭＨｚのシステムでは、Ｓ＝１１ビットである。１１ビッ
トは、１２７５個の仮想設定（hypothesis）を特定することができる。スケジューリング
制限を考慮に入れると、７３８個の仮想設定だけが存在する。７３８個の仮想設定を十分
にアドレッシングするためには、１０ビットだけ必要とされる。したがって、それについ
てのＣＳＩ報告が与えられるべき１セットのＣＣを搬送するために使用され得る、１ビッ
トが残る。たとえば、図１７に示すように、２X個よりも少ない仮想設定と２X-1個よりも
多くの仮想設定とを含むより小さいセットにおけるリソース割当てをアドレッシングする
ために、Ｓビット（たとえば、１１ビット）の中からＸビット（たとえば、網掛けされて
いない１０ビット）が使用され得る。残りのＳ－Ｘビット（たとえば、網掛けされた１ビ
ット）は、非周期ＣＳＩ報告のための１セットのＤＬ　ＣＣを特定するために使用され得
る。
【００５８】
　図１８は、それに係るＣＳＩ報告が与えられるべき１セットのＣＣを搬送するための第
６の例示的な方法を示す第１の図１８００である。図１９は、それに係るＣＳＩ報告が与
えられるべき１セットのＣＣを搬送するための第６の例示的な方法を示す第２の図１９０
０である。本方法によれば、ＣＳＩ要求フィールドが１ビットであり、ＣＳＩ報告がトリ
ガされたことをそのビットが示す（たとえば、そのビットが１に設定されている）場合、
たとえば、それに関するＣＳＩ要求が受信されたＣＣなど、ＣＣの特定のまたは所定のセ
ットについてのＣＳＩ報告がトリガされる。ただし、ＣＳＩ要求フィールドが２ビットで
ある場合、複数のＣＣのうちのいずれかについてのＣＳＩ報告がトリガされ得る。たとえ
ば、一つの構成例では、ＣＳＩ要求フィールドが「００」である場合、非周期ＣＳＩ報告
はトリガされず、ＣＳＩ要求フィールドが「０１」である場合、定義されたまたは所定の
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ＣＣについての非周期ＣＳＩ報告がトリガされ、ＣＳＩ要求フィールドが「１０」である
場合、ＲＲＣシグナリングを介して半静的に構成されたＣＣの第１のセットについての非
周期ＣＳＩ報告がトリガされ、ＣＳＩ要求フィールドが「１１」である場合、ＲＲＣシグ
ナリングを介して半静的に構成されたＣＣの第２のセットについての非周期ＣＳＩ報告が
トリガされる。他の構成も可能である。
【００５９】
　本方法の一例が図１８および図１９に与えられている。ｅＮｏｄｅＢ８０２は、ＣＣ０
とＣＣ２とを含むようにＣＣの第１のセットを構成し、ＣＣ３とＣＣ４とを含むようにＣ
Ｃの第２のセットを構成し得る。あるＵＬ許可において、ｅＮｏｄｅＢ８０２は、ＣＳＩ
要求フィールドの中に２ビットを含み、その２ビットを、図１８に示すように、ＵＥ８０
４がＣＣ０、２についてのＣＳＩ報告を与えるべきであることを示す「１０」に設定し得
、他のＵＬ許可においては、ｅＮｏｄｅＢ８０２は、ＣＳＩ要求フィールド中に２ビット
を含み、図１９に示すように、ＵＥ８０４がＣＣ３、４についてのＣＳＩ報告を与えるべ
きであることを示すために、その２ビットを「１１」に設定し得る。
【００６０】
　要約すれば、本方法の場合、ＰＵＳＣＨを使用した非周期ＣＳＩ報告について、ＵＥ８
０４は、ＵＬ　ＤＣＩフォーマットか、または、特定のＤＬサービングセル（すなわち、
特定のＣＣ）上でのランダムアクセス応答許可のいずれかにおけるサブフレームｎの中の
ＣＳＩ要求を復号することで、対応するＰＵＳＣＨ送信のサービングセル上のサブフレー
ムｎ＋ｋにおいてＰＵＳＣＨを使用して非周期のＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩの報告を実行し、
それぞれのＣＳＩ要求フィールドは、報告をトリガするように設定され、予備とされない
。ＣＳＩ要求フィールドが１ビットである場合、ＣＳＩ要求フィールドが１に設定されて
いると、報告がトリガされる。ＣＳＩ要求フィールドが２ビットに設定されている場合、
以下の表中の値に従って報告がトリガされ得る。
【表１】

【００６１】
上記で説明したように、値の表は一例にすぎず、異なる構成が可能である。
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【００６２】
　図２０は、ＵＥのワイヤレス通信の方法のフローチャート２０００である。本方法は、
ＵＥ８０４などのＵＥによって実行され得る。本方法によれば、ＵＥ８０４は、複数のＣ
Ｃのうちの１つのＣＣに関するＣＳＩ報告についての要求を受信する（ステップ２００２
において）。その要求は、それについてのＣＳＩ報告を与えるべき複数のＣＣ２のうちの
１セットのＣＣを示す。ＣＳＩ報告がトリガされないことをその要求が示すとき、ＵＥ８
０４は、複数のＣＣのうちのいずれかについてのＣＳＩを決定することを控える（ステッ
プ２００４において）。ＣＳＩ報告がトリガされないことをその要求が示すとき、１セッ
トのＣＣはＣＣを含まない。ＣＳＩ報告がトリガされたことをその要求が示すとき、ＵＥ
８０４は、１セットのＣＣについてのＣＳＩを決定する（ステップ２００６において）。
ＵＥ８０４は、１セットのＣＣ中にその示されたＣＣの各々についての決定されたＣＳＩ
を含むＣＳＩ報告を送信する（ステップ２００８において）。一つの構成例では、その要
求が１セットのＣＣを示すための１ビットのみを含み、ＣＳＩ報告がトリガされることを
その１ビットが示すときのみ、１セットのＣＣは前記ＣＣを含む。一つの構成例では、そ
の要求が１セットのＣＣを示すための２ビットを含み、その２ビットが所定のＣＣについ
てのＣＳＩ報告がトリガされたことを示すとき、１セットのＣＣは所定のＣＣを含む。一
つの構成例では、その要求が１セットのＣＣを示すための２ビットを含み、その２ビット
がＣＣの第１のセットまたはＣＣの第２のセットについてのＣＳＩ報告がトリガされたこ
とを示すとき、１セットのＣＣは、ＲＲＣシグナリングを介して半静的に構成されたＣＣ
の第１のセットまたはＣＣの第２のセット中にＣＣを含む。他の構成例では、その要求は
、それについてのフィードバックを与えるべき５つのＣＣの任意のサブセットを示すため
の５ビットを含み得る。より一般的いうと、その要求は、それについてのフィードバック
を与えるべきｎ個のＣＣの任意のサブセットを示すためのｎビットを含み得る。
【００６３】
　図２１は、ＵＥのワイヤレス通信の第２の方法のフローチャート２１００である。本方
法は、ＵＥ８０４などのＵＥによって実行され得る。本方法によれば、ＵＥ８０４は、複
数のＣＣのうちの１つのＣＣに関するＣＳＩ報告についての要求を受信する（ステップ２
１０２において）。その要求は、それについてのＣＳＩ報告を与えるべき複数のＣＣ２の
うちの１セットのＣＣを示す。その要求が１セットのＣＣを示すためだけの１ビットを含
み、ＣＳＩ報告がトリガされたことをその１ビットが示すとき、ＵＥ８０４は、ＵＬサブ
フレーム番号およびＳＦＮのうちの少なくとも１つに基づいて、それに係るフィードバッ
クを送るべき１セットのＣＣを決定する（ステップ２１０４において）。ＵＥ８０４は、
１セットのＣＣの中の示されたＣＣの各々に係る、決定されたＣＳＩを含むＣＳＩ報告を
送信する（ステップ２１０６において）。
【００６４】
　図２２は、ＵＥのワイヤレス通信の第３の方法のフローチャート２２００である。本方
法は、ＵＥ８０４などのＵＥによって実行され得る。本方法によれば、ＵＥ８０４は、複
数のＣＣのうちの１つのＣＣに係るＣＳＩ報告についての要求を受信する（ステップ２２
０２において）。その要求は、それに係るＣＳＩ報告を与えるべき複数のＣＣ２のうちの
１セットのＣＣを示す。その報告が１セットのＣＣを示すためだけの１ビットを含み、Ｃ
ＳＩ報告がトリガされることをその１ビットが示すとき、ＵＥ８０４は、ＵＬ許可からの
ＤＭ－ＲＳのサイクリックシフトを受信し、受信したサイクリックシフトに基づいてそれ
についてのフィードバックを送るべき１セットのＣＣを決定する（ステップ２２０４にお
いて）。ＵＥ８０４は、１セットのＣＣ中にその示されたＣＣの各々についての決定され
たＣＳＩを含むＣＳＩ報告を送信する（ステップ２２０６において）。一つの構成例では
、それに係るフィードバックを送るべき１セットのＣＣは、受信された予備のＭＣＳイン
デックスに基づいてさらに決定される。
【００６５】
　図２３は、ＵＥのワイヤレス通信の第４の方法のフローチャート２３００である。本方
法は、ＵＥ８０４などのＵＥによって実行され得る。本方法によれば、ＵＥ８０４は、複
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数のＣＣのうちのＣＣに係るＣＳＩ報告についての要求を受信する（ステップ２３０２に
おいて）。その要求は、それに係るＣＳＩ報告を与えるべき複数のＣＣ２のうちの１セッ
トのＣＣを示す。その要求が１セットのＣＣを示すためだけの１ビットを含み、ＣＳＩ報
告がトリガされることをその１ビットが示すとき、ＵＥ８０４は、ＰＤＳＣＨがその受信
した要求と同じサブフレーム中のＣＣ上で受信されるかどうかに基づいて、それについて
のフィードバックを送るべき１セットのＣＣを決定する（ステップ２３０４において）。
ＵＥ８０４は、１セットのＣＣ中にその示されたＣＣの各々に係る、決定されたＣＳＩを
含むＣＳＩ報告を送信する（ステップ２３０６において）。
【００６６】
　図２４は、ＵＥのワイヤレス通信の第５の方法のフローチャート２４００である。本方
法は、ＵＥ８０４などのＵＥによって実行され得る。本方法によれば、ＵＥ８０４は、複
数のＣＣのうちのＣＣに係るＣＳＩ報告についての要求を受信する（ステップ２４０２に
おいて）。その要求は、それに係るＣＳＩ報告を与えるべき複数のＣＣ２のうちの１セッ
トのＣＣを示す。その要求が１セットのＣＣを示すためだけの１ビットを含み、ＣＳＩ報
告がトリガされることをその１ビットが示すとき、ＵＥ８０４は、受信した要求と同じサ
ブフレーム中の受信したＰＤＣＣＨ中のＣＩＦに基づいて、それについてのフィードバッ
クを送るべき１セットのＣＣを決定する（ステップ２４０４において）。受信したＰＤＣ
ＣＨは、ＰＤＳＣＨをスケジュールするためのＤＬ許可を含み、ＣＩＦは、それについて
受信したＰＤＣＣＨが適用するＣＣを示す。ＵＥ８０４は、１セットのＣＣ中にその示さ
れたＣＣの各々に係る、決定されたＣＳＩを含むＣＳＩ報告を送信する（ステップ２４０
６において）。
【００６７】
　図２５は、ＵＥのワイヤレス通信の第６の方法のフローチャート２５００である。本方
法は、ＵＥ８０４などのＵＥによって実行され得る。本方法によれば、ＵＥ８０４は、複
数のＣＣのうちのＣＣに係るＣＳＩ報告についての要求を受信する（ステップ２５０２に
おいて）。その要求は、それに係るＣＳＩ報告を与えるべき複数のＣＣ２のうちの１セッ
トのＣＣを示す。その要求が１セットのＣＣを示すための１ビットのみを含み、ＣＳＩ報
告がトリガされることをその１ビットが示すとき、ＵＥ８０４は、リソース割当てフィー
ルドのビットのサブセットに基づいて、それについてのフィードバックを送るべき１セッ
トのＣＣを決定する（ステップ２５０４において）。ＵＥ８０４は、１セットのＣＣの中
の示されたＣＣの各々に係る、決定されたＣＳＩを含むＣＳＩ報告を送信する（ステップ
２５０６において）。
【００６８】
　図２６は、ＵＥのワイヤレス通信の第７の方法のフローチャート２６００である。本方
法は、ＵＥ８０４などのＵＥによって実行され得る。本方法によれば、ＵＥ８０４は、複
数のＣＣのうちのＣＣに係るＣＳＩ報告についての要求を受信する（ステップ２６０２に
おいて）。その要求は、それに係るＣＳＩ報告を与えるべき複数のＣＣ２のうちの１セッ
トのＣＣを示す。その要求が１セットのＣＣを示すためだけの１ビットを含み、ＣＳＩ報
告がトリガされることをその１ビットが示すとき、ＵＥ８０４は、ＲＲＣシグナリングを
介して半静的に構成された情報に基づいて、それに係るフィードバックを送るべき１セッ
トのＣＣを決定する（ステップ２６０４において）。ＵＥ８０４は、１セットのＣＣの中
の示されたＣＣの各々に係る、決定されたＣＳＩを含むＣＳＩ報告を送信する（ステップ
２６０６において）。
【００６９】
　図２７は、例示的なＵＥ装置１００の機能を示す図２７００である。装置１００はＵＥ
８０４であり得る。装置１００は、複数のＣＣのうちのＣＣに係るＣＳＩ報告への要求を
受信するモジュール２７０２を含む。その要求は、それに係るＣＳＩ報告を与えるべき、
複数のＣＣのうちの１セットのＣＣを示す。装置１００は、１セットのＣＣの中の示され
たＣＣの各々に係る、フィードバックを含むＣＳＩ報告を送信するモジュール２７０４を
さらに含む。装置１００は、上述の図２０～図２６のフローチャート中のステップの各々
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を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、上述の図２０～図２６のフローチ
ャート中の各ステップは、１つのモジュールによって実行され得、装置１００は、それら
のモジュールのうちの１つまたは複数を含み得る。
【００７０】
　図２８は、ｅＮｏｄｅＢのワイヤレス通信の方法のフローチャート２８００である。本
方法は、ｅＮｏｄｅＢ８０２などのｅＮｏｄｅＢによって実行され得る。ｅＮｏｄｅＢ８
０２は、複数のＣＣのうちのＣＣに係るＣＳＩ報告への要求を送信する（ステップ２８０
２において）。要求は、それに係るＣＳＩ報告を受信すべき、複数のＣＣのうちの１セッ
トのＣＣを示す。ｅＮｏｄｅＢ８０２は、ＣＳＩフィードバックのためのＣＣの単一のセ
ットを示すための１ビットをその要求中に含める（ステップ２８０４において）。１セッ
トのＣＣがＣＣを含まないか、所定のＣＣを含むか、あるいはＲＲＣシグナリングを介し
て半静的に構成されたＣＣの第１のセットまたはＣＣの第２のセットを含むとき、ｅＮｏ
ｄｅＢ８０２は、１セットのＣＣを示すための２ビットをその要求中に含める（ステップ
２８０６において）。ＣＣの第１のセットまたはＣＣの第２のセットについてのＣＳＩ報
告がトリガされることを示すための２ビットをもつ要求を送信する前に、ｅＮｏｄｅＢ８
０２は、ＲＲＣシグナリングを介して、ＣＣの第１のセットとＣＣの第２のセットとを半
静的に構成する（ステップ２８０８において）。ｅＮｏｄｅＢ８０２は、１セットのＣＣ
中にその示されたＣＣの各々についてのフィードバックを含むＣＳＩ報告を受信する（ス
テップ２８１０において）。
【００７１】
　図２９は、例示的なｅＮｏｄｅＢ装置１００の機能を示す図２９００である。装置１０
０はｅＮｏｄｅＢ８０２であり得る。装置１００は、複数のＣＣのうちのＣＣに係るＣＳ
Ｉ報告への要求を送信するモジュール２９０２を含む。その要求は、それに係るＣＳＩ報
告を受信すべき、複数のＣＣのうちの１セットのＣＣを示す。装置１００は、１セットの
ＣＣの中の示されたＣＣの各々に係る、フィードバックを含むＣＳＩ報告を受信するモジ
ュール２９０４をさらに含む。装置１００は、上述の図２８のフローチャート中のステッ
プの各々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、上述の図２８のフローチ
ャート中の各ステップは、１つのモジュールによって実行され得、装置１００は、それら
のモジュールのうちの１つまたは複数を含み得る。
【００７２】
　図１および図７を参照すると、一つの構成例では、ワイヤレス通信のための装置１００
は、複数のＣＣのうちのＣＣに係るＣＳＩ報告への要求を送信するための手段を含む。要
求は、それに係るＣＳＩ報告を受信すべき、複数のＣＣのうちの１セットのＣＣを示す。
装置１００は、１セットのＣＣ中にその示されたＣＣの各々に係るフィードバックを含む
ＣＳＩ報告を受信するための手段をさらに含む。装置１００は、１セットのＣＣがＣＣの
みを含むとき、１セットのＣＣを示すためだけの１ビットをその要求中に含めるための手
段をさらに含み得る。１セットのＣＣがＣＣを含まないか、所定のＣＣを含むか、あるい
はＲＲＣシグナリングを介して半静的に構成されたＣＣの第１のセットまたはＣＣの第２
のセットを含むとき、装置１００は、１セットのＣＣを示すための２ビットをその要求中
に含めるための手段をさらに含み得る。ＣＣの第１のセットまたはＣＣの第２のセットに
ついてのＣＳＩ報告がトリガされたことを示すための２ビットをもつ要求を送信する前に
、装置１００は、ＲＲＣシグナリングを介してＣＣの第１のセットとＣＣの第２のセット
とを半静的に構成するための手段をさらに含み得る。上述の手段は、上述の手段によって
具陳された機能を実行するように構成された処理システム１１４である。上記で説明した
ように、処理システム１１４は、ＴＸプロセッサ７１６と、ＲＸプロセッサ７７０と、コ
ントローラ／プロセッサ７７５とを含む。したがって、一つの構成例では、上述の手段は
、上述の手段によって記載された機能を実行するように構成されたＴＸプロセッサ７１６
と、ＲＸプロセッサ７７０と、コントローラ／プロセッサ７７５とであり得る。
【００７３】
　一つの構成例では、ワイヤレス通信のための装置１００は、複数のＣＣのうちのＣＣに



(25) JP 5529336 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

係るＣＳＩ報告への要求を受信するための手段を含む。要求は、それに係るＣＳＩ報告を
与えるべき複数のＣＣのうちの１セットのＣＣを示す。装置１００は、１セットのＣＣの
中の示されたＣＣの各々に係る、フィードバックを含むＣＳＩ報告を送信するための手段
をさらに含む。ＣＳＩ報告がトリガされないことをその要求が示すとき、装置１００は、
複数のＣＣのうちのいずれかについてのＣＳＩを決定することを控えるための手段をさら
に含み得る。そのような構成では、１セットのＣＣはＣＣを含まない。ＣＳＩ報告がトリ
ガされることを要求が示すとき、装置１００は、１セットのＣＣについてのＣＳＩを決定
するための手段をさらに含み得る。そのような構成では、ＣＳＩ報告は、決定されたＣＳ
Ｉを含む。要求が１セットのＣＣを示すためだけの１ビットを含み、ＣＳＩ報告がトリガ
されることをその１ビットが示すとき、装置１００は、ＵＬサブフレーム番号およびシス
テムフレーム番号のうちの少なくとも１つに基づいて、それに係るフィードバックを送る
べき１セットのＣＣを決定するための手段をさらに含み得る。その報告が１セットのＣＣ
を示すためのだけの１ビットを含み、ＣＳＩ報告がトリガされることをその１ビットが示
すとき、装置１００は、ＵＬ許可からのＤＭ－ＲＳのサイクリックシフトを受信するため
の手段と、受信したサイクリックシフトに基づいて、それに係るフィードバックを送るべ
き１セットのＣＣを決定するための手段とをさらに含み得る。要求が１セットのＣＣを示
すためだけの１ビットを含み、ＣＳＩ報告がトリガされることをその１ビットが示すとき
、装置１００は、ＰＤＳＣＨが、その受信された要求と同じサブフレームにおけるＣＣ上
で受信されるかどうかに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき１セットのＣＣ
を決定するための手段をさらに含み得る。要求が１セットのＣＣを示すためだけの１ビッ
トを含み、ＣＳＩ報告がトリガされることをその１ビットが示すとき、装置１００は、受
信された要求と同じサブフレームにおいて、受信されたＰＤＣＣＨの中のＣＩＦに基づい
て、それについてのフィードバックを送るべき１セットのＣＣを決定するための手段、を
さらに含み得る。そのような構成例では、受信されたＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨをスケジ
ュールするためのＤＬ許可を含み、ＣＩＦは、それに対して受信されたＰＤＣＣＨが適用
するＣＣを示す。その要求が１セットのＣＣを示すためだけの１ビットを含み、ＣＳＩ報
告がトリガされることをその１ビットが示すとき、装置１００は、リソース割当てフィー
ルドのビットのサブセットに基づいて、それについてのフィードバックを送るべき１セッ
トのＣＣを決定するための手段をさらに含み得る。その要求が１セットのＣＣを示すため
だけの１ビットを含み、ＣＳＩ報告がトリガされたことをその１ビットが示すとき、装置
１００は、ＲＲＣシグナリングを介して半静的に構成された情報に基づいて、それに係る
フィードバックを送るべき１セットのＣＣを決定するための手段をさらに含み得る。上述
の手段は、上述の手段によって記載された機能を実行するように構成される処理システム
１１４である。上記で説明したように、処理システム１１４は、ＴＸプロセッサ７６８と
、ＲＸプロセッサ７５６と、コントローラ／プロセッサ７５９とを含む。したがって、一
つの構成例では、上述の手段は、上述の手段によって記載された機能を実行するように構
成されるＴＸプロセッサ７６８と、ＲＸプロセッサ７５６と、コントローラ／プロセッサ
７５９とであり得る。
【００７４】
　開示されたプロセス中のステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例であ
ることが理解される。設計上の選択に基づいて、プロセス中のステップの特定の順序また
は階層は再構成され得ることが理解される。添付の方法クレームは、例示的な順序で様々
なステップの要素を提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定される
ものではない。
【００７５】
　以上の説明は、この技術に技量を有する者がこの中に記載された様々な態様を実施でき
るようにするために提示される。これらの態様に対する様々な変更は、この技術に技量を
有する者には容易に明らかであり、この中で定義された一般的原理は、他の態様に適用さ
れ得る。したがって、特許請求の範囲は、この中に示された態様に限定されるものではな
く、請求の範囲の記載に一致する全範囲を与えられるべきであり、ここで、単数形の要素
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への言及は、そのように明記されていない限り、「１つや１つだけ」を意味するものでは
なく、むしろ、「１つまたはそれより多くの」を意味する。他に明記されない限り、「い
くつかの」という用語は、「１つまたはそれより多くの」を指す。この技術に技量を有す
る者に知られている、または後に知られることになる、この開示にわたって説明された様
々な態様の要素の、すべての構造的および機能的均等物は、参照により本明細書に明示的
に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに、この中に開示されるい
かなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に記載されるかどうかにかかわ
らず、公に供されるものではない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリア上で、チャネル状態情報
（ＣＳＩ）報告への要求を受信すること、前記要求は、それに係る前記ＣＳＩ報告を与え
るべき、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１セットのコンポーネントキャリア
を示す、と、
　前記コンポーネントキャリアのセットの中の前記示されたコンポーネントキャリアの各
々に係る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を送信することと、　
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[Ｃ２]
　前記要求が、ＣＳＩ報告がトリガされないことを示すとき、前記複数のコンポーネント
キャリアのうちのいずれかに係るＣＳＩを決定することを控えること、をさらに備え、
　前記コンポーネントキャリアのセットが、コンポーネントキャリアを含まない、Ｃ１に
記載の方法。
[Ｃ３]
　前記要求が、前記ＣＳＩ報告がトリガされることを示すとき、前記コンポーネントキャ
リアのセットに係るＣＳＩを決定すること、をさらに備え、前記ＣＳＩ報告が前記決定さ
れたＣＳＩを含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ４]
　前記要求が、コンポーネントキャリアの前記セットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すときのみ、前記コンポーネント
キャリアのセットは、前記コンポーネントキャリアを含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ５]
　前記要求が、コンポーネントキャリアの前記セットを示すための２ビットを含み、所定
のコンポーネントキャリアについてのＣＳＩ報告がトリガされることを前記２ビットが示
すとき、前記コンポーネントキャリアのセットは、前記所定のコンポーネントキャリアを
含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ６]
　前記要求が、コンポーネントキャリアの前記セットを示すための２ビットを含み、無線
リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的（semi-statically）に構成された
コンポーネントキャリアの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセットに
係るＣＳＩ報告がトリガされることを前記２ビットが示すとき、前記コンポーネントキャ
リアのセットは、コンポーネントキャリアの前記第１のセットまたはコンポーネントキャ
リアの前記第２のセット中に前記コンポーネントキャリアを含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ７]
　前記要求が、それに係る前記フィードバックを与えるべき５つのコンポーネントキャリ
アの任意のサブセットを示すための５ビットを含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ８]
　前記要求が、コンポーネントキャリアの前記セットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すとき、アップリンクサブフレー
ム番号およびシステムフレーム番号のうちの少なくとも１つに基づいて、それに係るフィ
ードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定すること、をさらに備
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える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ９]
　アップリンク許可からの復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）に係るサイクリックシフトを受信
することと、
　前記報告が、コンポーネントキャリアの前記セットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すとき、前記受信したサイクリッ
クシフトに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリア
のセットを決定することと、をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１０]
　それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットは、受信し
た予備の変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）インデックスに基づいてさらに決定され
る、Ｃ９に記載の方法。
[Ｃ１１]
　前記要求が、コンポーネントキャリアの前記セットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すとき、前記受信された要求と同
じサブフレームにおけるコンポーネントキャリア上で、物理ダウンリンク共有チャネル（
ＰＤＳＣＨ）が受信されるかどうかに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前
記コンポーネントキャリアのセットを決定すること、をさらに備える、Ｃ１に記載の方法
。
[Ｃ１２]
　前記要求がコンポーネントキャリアの前記セットを示すためだけの１ビットを含み、前
記ＣＳＩ報告がトリガされたことを前記１ビットが示すとき、前記受信された要求と同じ
サブフレームにおいて受信された物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の中のキ
ャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ）に基づいて、それに係るフィードバックを送る
べき前記コンポーネントキャリアのセットを決定すること、をさらに備え、
　前記受信されたＰＤＣＣＨは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）をスケジ
ュールするためのダウンリンク許可を含み、
　前記ＣＩＦは、それに対して前記受信されたＰＤＣＣＨが適用するコンポーネントキャ
リアを示す、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１３]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すとき、リソース割当てフィール
ドのビットのサブセットに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポー
ネントキャリアのセットを決定すること、をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１４]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされたことを前記１ビットが示すとき、無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）シグナリングを介して半静的に構成された情報に基づいて、それに係るフィードバッ
クを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定することをさらに備える、Ｃ１
に記載の方法。
[Ｃ１５]
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリア上で、チャネル状態情報
（ＣＳＩ）報告への要求を送信すること、前記要求は、それに係る前記ＣＳＩ報告を受信
すべき、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１セットのコンポーネントキャリア
を示す、と、
　前記コンポーネントキャリアのセットの中の前記示されたコンポーネントキャリアの各
々に係るフィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を受信することと、　
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[Ｃ１６]
　前記コンポーネントキャリアのセットが前記コンポーネントキャリアのみを含むとき、
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前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを、前記要求中に含める
こと、をさらに備える、Ｃ１５に記載の方法。
[Ｃ１７]
　前記コンポーネントキャリアのセットがコンポーネントキャリアを含まないか、所定の
コンポーネントキャリアを含むか、あるいは無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを
介して半静的に構成されたコンポーネントキャリアの第１のセットまたはコンポーネント
キャリアの第２のセットを含むとき、前記コンポーネントキャリアのセットを示すための
２ビットを前記要求中に含めること、をさらに備える、Ｃ１５に記載の方法。
[Ｃ１８]
　コンポーネントキャリアの前記第１のセットまたはコンポーネントキャリアの前記第２
のセットに係る前記ＣＳＩ報告がトリガされることを示すための２ビットをもつ前記要求
を送信する前に、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して、コンポーネントキ
ャリアの前記第１のセットとコンポーネントキャリアの前記第２のセットとを半静的に構
成すること、をさらに備える、Ｃ１７に記載の方法。
[Ｃ１９]
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリアに係るチャネル状態情報
（ＣＳＩ）報告への要求を受信するための手段、前記要求は、それに係る前記ＣＳＩ報告
を与えるべき前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１セットのコンポーネントキャ
リアを示す、と、
　前記コンポーネントキャリアのセットの中の前記示されたコンポーネントキャリアの各
々に係る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を送信するための手段と、　
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[Ｃ２０]
　ＣＳＩ報告がトリガされないことを前記要求が示すとき、前記複数のコンポーネントキ
ャリアのうちのいずれかに係るＣＳＩを決定することを控えるための手段、をさらに備え
、
　前記コンポーネントキャリアのセットがコンポーネントキャリアを含まない、Ｃ１９に
記載の装置。
[Ｃ２１]
　前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記要求が示すとき、前記コンポーネントキャリ
アのセットについてのＣＳＩを決定するための手段、をさらに備え、
　前記ＣＳＩ報告が前記決定されたＣＳＩを含む、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ２２]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すときのみ、コンポーネントキャ
リアの前記セットは前記コンポーネントキャリアを含む、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ２３]
　前記要求がコンポーネントキャリアのセットを示すための２ビットを含み、所定のコン
ポーネントキャリアに係るＣＳＩ報告がトリガされることを前記２ビットが示すとき、前
記コンポーネントキャリアのセットが前記所定のコンポーネントキャリアを含む、Ｃ１９
に記載の装置。
[Ｃ２４]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すための２ビットを含み、無線
リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成されたコンポーネントキャリ
アの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセットに係るＣＳＩ報告がトリ
ガされることを前記２ビットが示すとき、前記コンポーネントキャリアのセットが、コン
ポーネントキャリアの前記第１のセットまたはコンポーネントキャリアの前記第２のセッ
ト中に前記コンポーネントキャリアを含む、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ２５]
　前記要求が、それに係る前記フィードバックを与えるべき５つのコンポーネントキャリ
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アの任意のサブセットを示すための５ビットを含む、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ２６]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すとき、アップリンクサブフレー
ム番号およびシステムフレーム番号のうちの少なくとも１つに基づいて、それに係るフィ
ードバックを送るべきコンポーネントキャリアの前記セットを決定するための手段、をさ
らに備える、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ２７]
　アップリンク許可からの復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）に係るサイクリックシフトを受信
するための手段と、
　前記報告が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされたことを前記１ビットが示すとき、前記受信されサイクリッ
クシフトに基づいて、それに係るフィードバックを送るべきコンポーネントキャリアの前
記セットを決定するための手段と、をさらに備える、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ２８]
　それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットが、受信さ
れた予備の変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）インデックスに基づいてさらに決定さ
れる、Ｃ２７に記載の装置。
[Ｃ２９]
　前記要求が、コンポーネントキャリアの前記セットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すとき、前記受信された要求と同
じサブフレームにおけるコンポーネントキャリア上で、物理ダウンリンク共有チャネル（
ＰＤＳＣＨ）が受信されるかどうかに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前
記コンポーネントキャリアのセットを決定するための手段、をさらに備える、Ｃ１９に記
載の装置。
[Ｃ３０]
　前記要求が、コンポーネントキャリアの前記セットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すとき、前記受信された要求と同
じサブフレームにおいて受信された物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の中の
キャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ）に基づいて、それに係るフィードバックを送
るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定するための手段、をさらに備え、
　前記受信されたＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）をスケジ
ュールするためのダウンリンク許可を含み、
　前記ＣＩＦは、それに対して前記受信されたＰＤＣＣＨが適用するコンポーネントキャ
リアを示す、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ３１]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すとき、リソース割当てフィール
ドのビットのサブセットに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポー
ネントキャリアのセットを決定するための手段、をさらに備える、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ３２]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされたことを前記１ビットが示すとき、無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）シグナリングを介して半静的に構成された情報に基づいて、それに係るフィードバッ
クを送るべきコンポーネントキャリアの前記セットを決定するための手段、をさらに備え
る、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ３３]
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリア上で、チャネル状態情報
（ＣＳＩ）報告への要求を送信するための手段、前記要求が、それに係る前記ＣＳＩ報告
を受信すべき、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１セットのコンポーネントキ
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ャリアを示す、と、
　前記コンポーネントキャリアのセットの中の前記示されたコンポーネントキャリアの各
々に係る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を受信するための手段と、　
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[Ｃ３４]
　前記コンポーネントキャリアのセットが前記コンポーネントキャリアのみを含むとき、
前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを前記要求中に含めるた
めの手段、をさらに備える、Ｃ３３に記載の装置。
[Ｃ３５]
　前記コンポーネントキャリアのセットが、コンポーネントキャリアを含まないか、所定
のコンポーネントキャリアを含むか、あるいは無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング
を介して半静的に構成されたコンポーネントキャリアの第１のセットまたはコンポーネン
トキャリアの第２のセットを含むとき、前記コンポーネントキャリアのセットを示すため
の２ビットを前記要求中に含めるための手段、をさらに備える、Ｃ３３に記載の装置。
[Ｃ３６]
　コンポーネントキャリアの前記第１のセットまたはコンポーネントキャリアの前記第２
のセットに係る前記ＣＳＩ報告がトリガされることを示すための２ビットをもつ前記要求
を送信する前に、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介してコンポーネントキャ
リアの前記第１のセットとコンポーネントキャリアの前記第２のセットとを半静的に構成
するための手段、をさらに備える、Ｃ３５に記載の装置。
[Ｃ３７]
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリア上で、チャネル状態情報
（ＣＳＩ）報告への要求を受信すること、前記要求は、それに係る前記ＣＳＩ報告を与え
るべき、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１セットのコンポーネントキャリア
を示す、と、
　前記コンポーネントキャリアのセットの中の前記示されたコンポーネントキャリアの各
々に係る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を送信することと、を行うように構成さ
れた少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、　
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[Ｃ３８]
　前記少なくとも１つのプロセッサが、ＣＳＩ報告がトリガされないことを前記要求が示
すとき、前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれかに係るＣＳＩを決定するこ
とを控えること、のためにさらに構成され、
　コンポーネントキャリアの前記セットがコンポーネントキャリアを含まない、Ｃ３７に
記載の装置。
[Ｃ３９]
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記要求が
示すとき、前記コンポーネントキャリアのセットに係るＣＳＩを決定すること、のために
さらに構成され、
　前記ＣＳＩ報告は前記決定されたＣＳＩを含む、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ４０]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すときのみ、前記コンポーネント
キャリアのセットは、前記コンポーネントキャリアを含む、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ４１]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すための２ビットを含み、所定
のコンポーネントキャリアに係るＣＳＩ報告がトリガされることを前記２ビットが示すと
き、前記コンポーネントキャリアのセットが前記所定のコンポーネントキャリアを含む、
Ｃ３７に記載の装置。
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[Ｃ４２]
　前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すための２ビットを含み、無線
リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成されたコンポーネントキャリ
アの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセットに係るＣＳＩ報告がトリ
ガされることを前記２ビットが示すとき、前記コンポーネントキャリアのセットは、コン
ポーネントキャリアの前記第１のセットまたはコンポーネントキャリアの前記第２のセッ
トの中に前記コンポーネントキャリアを含む、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ４３]
　前記要求が、それに係る前記フィードバックを与えるべき５つのコンポーネントキャリ
アの任意のサブセットを示すための５ビットを含む、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ４４]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセッ
トを示すためだけの１ビットを含み、前記ＣＳＩ報告がトリガされたことを前記１ビット
が示すとき、アップリンクサブフレーム番号およびシステムフレーム番号のうちの少なく
とも１つに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリア
のセットを決定すること、のためにさらに構成される、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ４５]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　アップリンク許可から、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）に係るサイクリックシフトを受信
すること、
　前記報告が、前記コンポーネントキャリアのセットを示すためだけの１ビットを含み、
前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示すとき、前記受信されたサイクリ
ックシフトに基づいて、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリ
アのセットを決定すること、のためにさらに構成される、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ４６]
　それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットが、受信さ
れた予備の変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）インデックスに基づいてさらに決定さ
れる、Ｃ４５に記載の装置。
[Ｃ４７]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記要求がコンポーネントキャリアの前記セット
を示すためだけ１ビットを含み、前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが示
すとき、前記受信された要求と同じサブフレームにおけるコンポーネントキャリア上で、
物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）が受信されるかどうかに基づいて、それに
係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定すること、の
ためにさらに構成される、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ４８]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記要求が前記コンポーネントキャリアのセット
を示すためだけの１ビットを含み、前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが
示すとき、前記受信された要求と同じサブフレームにおいて受信された物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の中のキャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ）に基づい
て、それに係るフィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定す
ること、のためにさらに構成され、
　前記受信されたＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）をスケジ
ュールするためのダウンリンク許可を含み、
　前記ＣＩＦは、それに対して前記受信されたＰＤＣＣＨが適用するコンポーネントキャ
リアを示す、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ４９]
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記要求が、前記コンポーネントキャリアのセッ
トを示すためだけの１ビットを含み、前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビット
が示すとき、リソース割当てフィールドのビットのサブセットに基づいて、それに係るフ



(32) JP 5529336 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

ィードバックを送るべき前記コンポーネントキャリアのセットを決定すること、のために
さらに構成される、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ５０]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記要求がコンポーネントキャリアの前記セット
を示すためだけの１ビットを含み、前記ＣＳＩ報告がトリガされることを前記１ビットが
示すとき、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成された情報に
基づいて、それについてのフィードバックを送るべきコンポーネントキャリアの前記セッ
トを決定すること、のためにさらに構成される、Ｃ３７に記載の装置。
[Ｃ５１]
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリアに上で、チャネル状態情
報（ＣＳＩ）報告への要求を送信すること、前記要求は、それに係る前記ＣＳＩ報告を受
信すべき、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１セットのコンポーネントキャリ
アを示す、と、
　前記コンポーネントキャリアのセットの中の前記示されたコンポーネントキャリアの各
々に係る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を受信すること、のために構成される少
なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、　
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[Ｃ５２]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記コンポーネントキャリアのセットが前記コン
ポーネントキャリアのみを含むとき、コンポーネントキャリアの前記セットを示すためだ
けの１ビットを前記要求中に含めること、のためにさらに構成される、Ｃ５１に記載の装
置。
[Ｃ５３]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記コンポーネントキャリアのセットが、コンポ
ーネントキャリアを含まないか、所定のコンポーネントキャリアを含むか、あるいは無線
リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して半静的に構成されたコンポーネントキャリ
アの第１のセットまたはコンポーネントキャリアの第２のセットを含むとき、前記コンポ
ーネントキャリアのセットを示すための２ビットを前記要求中に含めること、のためにさ
らに構成される、Ｃ５１に記載の装置。
[Ｃ５４]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、コンポーネントキャリアの前記第１のセットまた
はコンポーネントキャリアの前記第２のセットに係る前記ＣＳＩ報告がトリガされること
を示すための２ビットをもつ前記要求を送信する前に、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグ
ナリングを介してコンポーネントキャリアの前記第１のセットとコンポーネントキャリア
の前記第２のセットとを半静的に構成すること、のためにさらに構成される、Ｃ５３に記
載の装置。
[Ｃ５５]
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリア上で、チャネル状態情報
（ＣＳＩ）報告への要求を受信すること、前記要求は、それに係る前記ＣＳＩ報告を与え
るべき、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１セットのコンポーネントキャリア
を示す、と、
　前記コンポーネントキャリアのセットの中の前記示されたコンポーネントキャリアの各
々に係る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を送信することと、　
をコンピュータに行わせるための、格納された命令を含むコンピュータ可読媒体を備える
、コンピュータプログラム製品。
[Ｃ５６]
　複数のコンポーネントキャリアの中のコンポーネントキャリア上で、チャネル状態情報
（ＣＳＩ）報告への要求を送信すること、前記要求は、それに係る前記ＣＳＩ報告を受信
すべき前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１セットのコンポーネントキャリアを
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示す、と、
　前記コンポーネントキャリアのセットの中の前記示されたコンポーネントキャリアの各
々に係る、フィードバックを含む前記ＣＳＩ報告を受信することと、をコンピュータに行
わせるための、格納された命令を含むコンピュータ可読媒体を備える、　
コンピュータプログラム製品。
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