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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信装置（ＵＥ）に情報を通知する方法であって、
　基地局と前記ＵＥとの間で第１コンポーネントキャリア（ＣＣ）に関連するプライマリ
コンポーネントキャリアセル（Ｐｃｅｌｌ）を確立するステップと、
　ＵＥに利用される第２ＣＣに関連するセカンダリコンポーネントキャリア（Ｓｃｅｌｌ
）が物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）、同期信号（ＳＣＨ）及びセル固有リフ
ァレンス信号（ＣＲＳ）を有する必要があるか前記ＵＥのバージョンに基づき判定するス
テップと、
　前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ又は前記ＣＲＳの少なくとも１つが前記Ｓｃｅｌｌに含まれ
る必要がない場合、前記Ｐｃｅｌｌを介し前記基地局から前記ＵＥに判定情報を送信する
ステップであって、前記判定情報は、前記Ｓｃｅｌｌを特定し、前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣ
Ｈ又は前記ＣＲＳの少なくとも１つの欠落を前記ＵＥに通知するよう機能する、前記送信
するステップと、
　前記Ｓｃｅｌｌにおける前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ又は前記ＣＲＳの少なくとも１つに
通常関連する１以上のリソースエレメント内でユーザデータを送信するステップと、
　前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ及び前記ＣＲＳが前記Ｓｃｅｌｌに含まれる必要がある場合
、前記Ｓｃｅｌｌ内の前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ及び前記ＣＲＳは従来通り前記ＵＥによ
り受信及び利用されるステップと、
を有する方法。
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【請求項２】
　前記ＵＥに前記判定情報を送信するステップは、前記Ｐｃｅｌｌを介しＲＲＣ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリングを用いて前記判定情報を送信す
るステップを有する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ＲＲＣシグナリングを用いて前記判定情報を送信するステップは、ＲＲＣ専用シグ
ナリング又はＲＲＣブロードキャストシグナリングの少なくとも１つを有する、請求項２
記載の方法。
【請求項４】
　前記ＲＲＣシグナリングを用いて前記判定情報を送信するステップは、マスタ情報ブロ
ック（ＭＩＢ）又はシステム情報ブロック（ＳＩＢ）の少なくとも１つにおいてＲＲＣ専
用シグナリングを利用して前記判定情報を送信するステップを有する、請求項３記載の方
法。
【請求項５】
　前記判定情報は、前記ＵＥが前記Ｓｃｅｌｌにおいて利用する帯域幅リソースの割当て
を特定する情報を有する、請求項１乃至４何れか一項記載の方法。
【請求項６】
　前記基地局は、ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ装置であり、
　前記Ｐｃｅｌｌは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）規格に準拠す
る、請求項１乃至５何れか一項記載の方法。
【請求項７】
　前記Ｓｃｅｌｌが前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ及び前記ＣＲＳを有しないと判断するステ
ップと、
　前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ又は前記ＣＲＳに関連する１以上のリソースエレメントを他
のデータを搬送するためのダウンリンク物理共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に割り当てるス
テップと、
をさらに有する、請求項１乃至６何れか一項記載の方法。
【請求項８】
　無線通信装置（ＵＥ）に情報を通知し、データを送信する基地局であって、
　送受信機と、
　１以上のアンテナと、
　プロセッサと、
を有し、
前記プロセッサは、
　当該基地局と前記ＵＥとの間で第１コンポーネントキャリアに関連するプライマリコン
ポーネントキャリアセル（Ｐｃｅｌｌ）を確立し、
　前記ＵＥのために当該基地局により確立された又は確立されるセカンダリキャリアセル
（Ｓｃｅｌｌ）が、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）、同期信号（ＳＣＨ）及
びセル固有リファレンス信号（ＣＲＳ）を含むか前記ＵＥのバージョンに基づき判断し、
　前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ又は前記ＣＲＳの１以上が前記Ｓｃｅｌｌに含まれる必要が
ない場合、当該基地局から前記ＵＥに前記Ｐｃｅｌｌを介し前記Ｓｃｅｌｌを特定する判
定情報であって、前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ又は前記ＣＲＳの少なくとも１つの欠落を前
記ＵＥに通知する前記判定情報を送信し、
　前記Ｓｃｅｌｌにおける前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ又は前記ＣＲＳの少なくとも１つに
通常関連する１以上のリソースエレメント内でユーザデータを送信し、
　前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ及び前記ＣＲＳが前記Ｓｃｅｌｌに含まれる必要がある場合
、前記Ｓｃｅｌｌ内の前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ及び前記ＣＲＳは前記ＵＥにより従来通
り受信及び利用される、
よう動作可能である基地局。
【請求項９】
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　前記プロセッサはさらに、前記Ｐｃｅｌｌを介しＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリングを利用して前記判定情報を送信するよう動作可能であ
る、請求項８記載の基地局。
【請求項１０】
　前記ＲＲＣシグナリングは、ＲＲＣ専用シグナリング又はＲＲＣブロードキャストシグ
ナリングの少なくとも１つを有する、請求項９記載の基地局。
【請求項１１】
　前記プロセッサはさらに、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）又はシステム情報ブロック（
ＳＩＢ）の少なくとも１つにおいてＲＲＣ専用シグナリングを利用して前記判定情報を送
信するよう動作可能である、請求項１０記載の基地局。
【請求項１２】
　前記判定情報は、前記ＵＥが前記Ｓｃｅｌｌにおいて利用する帯域幅リソースの割当て
を特定する情報を有する、請求項８乃至１１何れか一項記載の基地局。
【請求項１３】
　当該基地局は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）規格に準拠したｅ
ｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ装置からなる、請求項８乃至１２何れか一項記載の基地局。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、
　前記Ｓｃｅｌｌが前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ及び前記ＣＲＳを含まないと判断し、
　前記ＰＢＣＨ、前記ＳＣＨ又は前記ＣＲＳに関連する１以上のリソースエレメントを他
のデータを搬送するためのダウンリンク物理共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に割り当てる、
よう動作可能である、請求項８乃至１２何れか一項記載の基地局。
【請求項１５】
　無線通信システムにおけるセカンダリコンポーネントキャリアセル（Ｓｃｅｌｌ）内の
リソースエレメント（ＲＥ）を動的に割り当てる方法であって、
　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）とユーザ装置（ＵＥ）との間で第１コ
ンポーネントキャリア（ＣＣ）に関連するプライマリコンポーネントキャリアセル（Ｐｃ
ｅｌｌ）を確立するステップと、
　ＵＥに利用される前記Ｓｃｅｌｌが所定の第１ＲＥセットに割り当てられたブロードキ
ャストチャネル、所定の第２ＲＥセットに割り当てられた同期信号及び所定の第３ＲＥセ
ットに割り当てられたリファレンス信号を含む必要があるか前記ＵＥのバージョンに基づ
き判定するステップと、
　前記Ｓｃｅｌｌが前記所定の第１ＲＥセットに割り当てられたブロードキャストチャネ
ル、前記所定の第２ＲＥセットに割り当てられた同期信号又は前記所定の第３ＲＥセット
に割り当てられたリファレンス信号の１以上を含む必要がないことを示す判定情報を前記
ｅＮｏｄｅＢによって生成するステップと、
　前記ｅＮｏｄｅＢから前記ＵＥに前記Ｐｃｅｌｌを介し前記判定情報を送信するステッ
プと、
　前記所定の第１ＲＥセット、第２ＲＥセット又は第３ＲＥセットの１つの内のＲＥの１
以上を、前記ＲＥが前記ＵＥにデータを搬送することを可能にする前記Ｓｃｅｌｌのダウ
ンリンク物理共有チャネルに割り当てるステップと、
　前記Ｓｃｅｌｌを介し前記ＵＥに前記１以上の割り当てられたＲＥ内においてデータを
送信するステップと、
を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、通信システム及び方法に関し、特に無線信号の送受信のための方法及びシス
テム並びに関連するシグナリング方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　参照することによりここに援用されるＴｈｅ　Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐ
ａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ，Ｒｅｑｕ
ｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅ－
ＵＴＲＡ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ又はＬＴＥ－Ａ），Ｒｅｌｅａｓｅ－１０（３ＧＰ
Ｐ　ＴＲ　３６．９１３　Ｖ８．０．０　（２００８－０６））のＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃ
ｅｄネットワークは、１Ｇｂｐｓのダウンリンク（ＤＬ）ピークデータレートと、５００
Ｍｂｐｓのアップリンク（ＵＬ）ピークデータレートとをターゲットとする。Ｒｅｌｅａ
ｓｅ－８（ＬＴＥ）とＲｅｌｅａｓｅ－１０（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）とを比較する
と、ＵＬピークデータレートは５０Ｍｂｐｓから５００Ｍｂｐｓまで増加し、ピークダウ
ンリンク（ＤＬ）レートは１Ｇｐｂｓまで増加した。
【０００３】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄの１つの重要な特徴は、提供することが意図される先進的な
トポロジーネットワークであるラージセル（マクロ）とスモールセル（ピコ、フェムト、
リモートラジオヘッド）との混合と中継ノードとを備えたヘテロジーニアスネットワーク
である。ＬＴＥと比較して、ＬＴＥ－Ａは、多数のより小型で低電力のノード又はセルの
追加を提供し、キャパシティ及びカバレッジを向上させる。向上したデータレートを提供
するため、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄは、データレートを増加し、ユーザ装置（ＵＥ）に
対してより大きな帯域幅を提供するため、複数のキャリアのアグリゲーションを表す“マ
ルチキャリア”を導入する。セル間協調送受信（ＣｏＭＰ）として知られるさらなるエン
ハンスメントが、例えば、Ｒｅｌｅａｓｅ－１１，Ｒｅｌｅａｓｅ－１１，Ｒｅｌｅａｓ
ｅ－１２又は以降のものなどのＬＴＥの将来のリリースにおいて検討されている。ＣｏＭ
Ｐによると、ＵＥは、複数のポイントから連係して信号を送受信でき、複数のポイントは
複数のセル又は複数のサイト、さらに複数のアンテナであってもよい。
【０００４】
　ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａに準拠したシステムでは、キャリアアグリゲーションのための複
数のコンポーネントキャリアが存在する。ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１０では、各コンポ
ーネントキャリア（ＣＣ）は、Ｒｅｌｅａｓｅ－８に互換的なコンポーネントキャリアで
ある。すなわち、Ｒｅｌｅａｓｅ－８のＵＥは、各コンポーネントキャリアを介しデータ
を送受信する機能を有する。従って、Ｒｅｌｅａｓｅ－８に互換的な各コンポーネントキ
ャリアについて、ブロードキャストチャネル（ＰＣＨ）を搬送する物理ブロードキャスト
チャネル（ＰＢＣＨ）、ダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）及びページングチャ
ネル（ＰＣＨ）を搬送するダウンリンク物理共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）、マルチキャス
トチャネル（ＭＣＨ）を搬送する物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）、ＤＣＩ情報
を搬送するダウンリンク物理制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、ＨＩ情報を搬送する物理制御
フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、及びＣＦＩ情報を搬送する物理ハ
イブリッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）を含むダウンリンクにおける各Ｃ
Ｃの複数の物理／トランスポートチャネルがある。さらに、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１
１，３６．２１２，３６．２１３などの３ＧＰＰ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８規格に示されるよ
うに、共通リファレンス信号（ＣＲＳ）、チャネル状態情報リファレンス信号又はチャネ
ル状態インジケータリファレンス信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、ポジショニングリファレンス信
号（ＰＲＳ）、復調リファレンス信号（ＤＭ－ＲＳ）、プライマリ同期信号及びセカンダ
リ同期信号を含むダウンリンクの各ＣＣの多数のリファレンス及び同期信号がある。
【０００５】
　Ｒｅｌｅａｓｅ－８及びＲｅｌｅａｓｅ－１０では、ＣＲＳ信号は、ＵＥがＰＤＣＣＨ
及び他の共通チャネルの復調と共に、測定及びフィードバックのためにチャネル推定を実
行することを可能にするリファレンス信号である。Ｒｅｌｅａｓｅ－１０では、ＣＳＩ－
ＲＳ信号が、特に複数のアンテナケースにためチャネル状態を測定するために、Ｒｅｌｅ
ａｓｅ－１０のＵＥのため導入及び利用される。さらに、他のフィードバック情報は、プ
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リコーディングマトリックスのプリコーディングマトリックスインジケータ（ＰＭＩ）、
チャネルクオリティインジケータ（ＣＱＩ）及びランクインジケータ（ＲＩ）などのＣＳ
Ｉ－ＲＳの測定に基づくものであってもよい。ＣＳＩ－ＲＳ信号（Ｒｅｌｅａｓｅ－１０
において）は、８つまでの送信アンテナをサポート可能である一方、ＣＲＳ信号（Ｒｅｌ
ｅａｓｅ－８／９）は、最大で４つの送信アンテナしかサポートできない。ＣＳＩ－ＲＳ
アンテナポートの個数は、１，２，４及び８とすることが可能である。ＣＲＳ信号と同数
のアンテナポートをサポートしながら、ＣＳＩ－ＲＳ信号は、時間及び周波数においてそ
れの低密度のためはるかに少ないオーバヘッドしか利用しない。ＣＳＩ－ＲＳ信号パター
ンは、ラジオリソースコントローラ（ＲＲＣ）信号を用いてＵＥに送信され、８つまでの
送信アンテナをサポートできる。ＣＳＩ－ＲＳ信号は、サブフレームオフセットにより繰
り返し／定期的に送信される。
【０００６】
　近傍セルのＣＳＩ－ＲＳ信号により生じる干渉を低減するため、ミュート処理がＰＤＳ
ＣＨの送信の対して実行される。すなわち、ＰＤＳＣＨの送信は、理想的にはミュート処
理パターンにより示されるミュート化されたリソースエレメントにおいては何も送信すべ
きでない。ミュート処理パターンをＲｅｌｅａｓｅ－１０のＵＥに通知するシグナリング
があるため、ＵＥは、ＰＤＳＣＨの受信においてミュート化されたリソースエレメントを
破棄することができる。
【０００７】
　ミュート処理パターンは、１６ビットのビットマップを用いてＵＥに通知される。各ビ
ットは、４ポートのＣＳＩ－ＲＳパターンを表す。ビット１は、４ポートＣＳＩ－ＲＳパ
ターンがミュート化されていることを示し、ビット０は、４ポートＣＳＩ－ＲＳパターン
がミュート化されていないことを示す。
【０００８】
　一般的な用語では、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）は、周波数帯域幅を周波数
領域において複数のサブキャリアに分割する。時間領域では、１つのサブフレームは、複
数のＯＦＤＭシンボルに分割される。各ＯＦＤＭシンボルは、複数のパス遅延から生じる
シンボル間干渉を回避又は低減するためサイクリックプリフィックスを有してもよい。１
つのリソースエレメントは、１つのサブキャリア及び１つのＯＦＤＭシンボル内の時間周
波数リソースにより規定される。リファレンス信号と、データチャネル（ＰＤＳＣＨ）及
び制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）などの他の信号とは直交し、時間周波数領域において異な
るリソースエレメントに多重化される。これらの信号は、リソースエレメントに変調及び
マッピングされる（周波数領域の各ＯＦＤＭシンボル変換信号毎に時間領域の信号への逆
フーリエ変換）。
【０００９】
　キャリアアグリゲーションが利用されるとき、ＵＥ及びｅＮｏｄｅＢは、２以上のコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）を用いて通信する。各コンポーネントキャリアはまた、“セ
ル”とも呼ばれる。参考のため、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）という用語は、ＵＥが初
期的な接続確立処理を実行するか、又は接続再確立処理を開始するプライマリ周波数（コ
ンポーネントキャリア）において動作するセル、又はハンドオーバ処理においてプライマ
リセルとして示されるセルを含む。セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）という用語は、ＵＥと
のＰＣｅｌｌが確立されると設定され、追加的な無線リソースを提供するのに利用される
セカンダリ周波数（コンポーネントキャリア）上で動作するセルを含む。
【００１０】
　確立されると、Ｐｃｅｌｌ接続は、Ｓｃｅｌｌの設定のためシステム情報及びセルＩＤ
情報をＵＥに通知するのに利用される。ヘテロジーニアスタイプネットワークでは、この
Ｓｃｅｌｌは、他のセルによる干渉を受ける可能性があり、これにより、ＵＥはＳｃｅｌ
ｌの同期信号を検出することに失敗する。Ｐｃｅｌｌは、ＵＥにＰｃｅｌｌの同期情報（
及びサイクリックプリフィックス情報）がまたＳｃｅｌｌに対して利用可能であることを
通知してもよい。



(6) JP 5755800 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

【００１１】
　しかしながら、この従来のシステム設計は、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ
）、同期信号（ＳＣＨ）及び／又はＣＲＳ信号（ＣＲＳ）が常にセカンダリコンポーネン
トキャリア上で報知されることを想定している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本開示によると、無線通信装置（ＵＥ）に情報を通知する方法が提供される。第１コン
ポーネントキャリアに関連するプライマリコンポーネントキャリアセル（Ｐｃｅｌｌ）は
、基地局とＵＥとの間で確立され、第１コンポーネントキャリア（ＣＣ）に関連する。判
定情報は、Ｐｃｅｌｌを介し基地局からＵＥに送信され、第２ＣＣに関連するセカンダリ
コンポーネントキャリアセル（Ｓｃｅｌｌ）を特定し、Ｓｃｅｌｌにおける物理ブロード
キャストチャネル（ＰＢＣＨ）、１以上の同期信号（ＳＣＨ）又は１以上のセル固有リフ
ァレンス信号（ＣＲＳ）の少なくとも１つの欠落をＵＥに通知するよう機能する。ユーザ
データは、ＳｃｅｌｌにおけるＰＢＣＨ、ＳＣＨ又はＣＲＳの少なくとも１つに通常関連
する１以上のリソースエレメント内においてＵＥに送信される。
【００１３】
　本開示の他の実施例によると、無線通信装置（ＵＥ）に情報を通知し、データを送信す
る基地局が提供される。基地局は、送信機、１以上のアンテナ及びプロセッサを含む。プ
ロセッサは、基地局とＵＥとの間で第１コンポーネントキャリア（ＣＣ）に関連するプラ
イマリコンポーネントキャリアセル（Ｐｃｅｌｌ）を確立し、基地局により確立された又
は確立されるセカンダリキャリアセル（Ｓｃｅｌｌ）が、Ｓｃｅｌｌにおける物理ブロー
ドキャストチャネル（ＰＢＣＨ）、１以上の同期信号（ＳＣＨ）又は１以上のセル固有リ
ファレンス信号（ＣＲＳ）の少なくとも１つの１以上を有するか判断し、Ｓｃｅｌｌを特
定し、ＳｃｅｌｌにおけるＰＢＣＨ、ＳＣＨ又はＣＲＳの少なくとも１つの欠落をＵＥに
通知する判定情報を基地局からＵＥにＰｃｅｌｌを介し送信し、ＳｃｅｌｌにおけるＰＢ
ＣＨ、ＳＣＨ又はＣＲＳの少なくとも１つに通常関連する１以上のリソースエレメント内
でユーザデータを送信するよう動作可能である。
【００１４】
　本開示のさらなる他の実施例によると、無線通信システムにおけるセカンダリコンポー
ネントキャリアセル（Ｓｃｅｌｌ）内のリソースエレメント（ＲＥ）を動的に割当て（又
は再割当て）する方法が提供される。本方法は、ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ（ｅＮｏ
ｄｅＢ）とＵＥとの間でＰｃｅｌｌが第１コンポーネントキャリア（ＣＣ）に関連するプ
ライマリコンポーネントキャリアセル（Ｐｃｅｌｌ）を確立するステップと、Ｓｃｅｌｌ
が所定の第１ＲＥセットに割り当てられるブロードキャストチャネル、所定の第２ＲＥセ
ットに割り当てられる同期信号、又は所定の第３ＲＥセットに割り当てられるリファレン
ス信号の１以上を含まないことを示す判定情報をｅＮｏｄｅＢによって生成するステップ
とを有する。ｅＮｏｄｅＢは、Ｐｃｅｌｌを介しＵＥに判定情報を送信し、所定の第１Ｒ
Ｅセット、第２ＲＥセット又は第３ＲＥセットの１つ内のＲＥの１以上が、ＲＥがデータ
をＵＥに搬送することを可能にするＳｃｅｌｌのダウンリンク物理共有チャネルに割り当
てられる（再割り当てされる）。本方法はさらに、Ｓｃｅｌｌを介し１以上の割り当てら
れた（又は再割り当てされた）ＲＥ内でデータをＵＥに送信することを含む。
【００１５】
　他の技術的特徴は、以下の図面、説明及び請求項から当業者に容易に明らかになるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明及びそれの効果のより完全な理解のため、同様の番号が同様のオブジェクトを示
す添付した図面と共に行われる以下の説明が参照される。
【図１】図１は、ここに開示される１以上の実施例が実現可能な通信システムのシステム
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ブロック図である。
【図２】図２は、図１に示されるＵＥを示す全体的なブロック図である。
【図３】図３は、図１に示されるｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）を示す
全体的なブロック図である。
【図４】図４は、本開示の実施例によるＲＡＮ及びコアネットワークの一例となるシステ
ム図を示す。
【図５】図５は、本開示によるリソースエレメントを動的に割り当てる処理のフロー図で
ある。
【図６】図６は、ｅＮｏｄｅＢ及びリモートラジオヘッドを有するシステムセルを示す。
【図７】図７は、ｅＮｏｄｅＢ及びリモートラジオヘッドを有するシステムセルを示す。
【図８】図８は、セルの２つのコンポーネントキャリアのリソースと、セカンダリＣＣ内
のリソースブロックの部分的な割当の一例とを示す。
【図９】図９は、セカンダリＣＣ内のリソースの部分的な割当の他の具体例を示す。
【図１０】図１０は、セカンダリＣＣ内のリソースの部分的な割当のさらなる他の具体例
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　各種実施例の構成及び実現が、以下において詳細に説明される。しかしながら、本開示
は広範な具体的なコンテクストにおいて実現可能な多数の適用可能な発明概念を提供する
ことが理解されるべきである。ここに開示される特定の実施例がここでの教示及び技術を
作成及び実現するための具体的な方法の単なる例示であるが、それらは、本開示の範囲を
限定するものでない。
【００１８】
　図１を参照して、１以上の実施例が実現される一例となる通信システム１００の全体的
なブロック図が示される。システム１００は、複数の無線ユーザがデータ及びコンテンツ
を送受信することを可能にし、符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）、時分割多重接続（ＴＤＭ
Ａ）、周波数分割多重接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、シングルキャリ
アＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）及び他のチャネル接続プロトコルなどの１以上のチャネル
接続方法を実現するものであってもよい。
【００１９】
　通信システム１００は、ＵＥ１１０ａ，１１０ｂ，１１０ｃ、第１及び第２無線アクセ
スネットワーク（ＲＡＮ）１２０ａ，１２０ｂ、コアネットワーク１３０、ＰＳＴＮ（Ｐ
ｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１４０、インタ
ーネット１５０及び他のネットワーク１６０を含む。これらのコンポーネント又は要素の
何れかのタイプ及び個数がシステム１００に含まれてもよい。ＵＥ１１０は、システム１
００において動作及び／又は通信するよう構成される。例えば、ＵＥ１１０は、無線信号
を送信及び／又は受信するよう構成されてもよく、ユーザ装置（ＵＥ）、無線送受信ユニ
ット（ＷＴＲＵ）、移動局、固定又は移動加入ユニット、ページャ、携帯電話、ＰＤＡ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、スマートフォン、ラップト
ップ、コンピュータ、タッチパッド、無線センサ、家電機器などとして当該装置を有して
もよい（又は参照されてもよい）。
【００２０】
　図１に示されるように、システム１００はまた、複数の基地局１７０ａ及び１７０ｂを
有する。各基地局は、コアネットワーク１３０、ＰＳＴＮ１４０、インターネット１５０
及び／又は他のネットワーク１６０へのアクセスを可能にするため、ＵＥ１１０の１以上
と無線によりやりとりするよう構成される。例えば、基地局１７０ａ，１７０ｂは、ＢＴ
Ｓ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｎｏｄｅ－Ｂ（ＮｏｄｅＢ
）、ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）、Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍ
ｅ　ｅＮｏｄｅＢ、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）及び無線ルータなど
の複数の周知の装置の１以上を含むものであってもよい（であってもよい）。
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【００２１】
　図示された実施例では、基地局１７０ａは、他の基地局、要素及び／又は装置を含むＲ
ＡＮ１２０ａの一部を構成し、基地局１７０ｂは、他の基地局、要素及び／又は装置を含
むＲＡＮ１２０ｂの一部を構成する。各基地局１７０ａ，１７０ｂは、“セル”と呼ばれ
ることもある特定の地理的領域又はエリア内で無線信号を送受信するよう動作する。さら
に、各セルに対して複数の送受信機を有するＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｉｎｐｕｔ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｏｕｔｐｕｔ）技術が、利用されてもよい。
【００２２】
　基地局１７０ａ，１７０ｂは、無線通信リンクを利用して１以上の無線インタフェース
（参照番号１９０により特定される）を介しＵＥ１１０の１以上と通信する。無線インタ
フェース１９０は、何れか適切な無線アクセス技術を利用してもよい。
【００２３】
　システム１００は、上述されたような方式を含む複数のチャネルアクセス機能を利用し
てもよいことが想定される。実施例では、基地局及びＵＥは、ＬＴＥ及び／又はＬＴＥ－
Ａを実現する。理解されるように、他の複数のアクセス方式及び無線プロトコルが利用さ
れてもよい。
【００２４】
　ＲＡＮ１２０ａと１２０ｂとは共に、ＵＥに音声、データ、アプリケーション及び／又
はＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サービスを
提供するため、コアネットワーク１３０と通信する。理解できるように、ＲＡＮ１２０及
び／又はコアネットワーク１３０は、１以上の他のＲＡＮ（図示せず）と直接的又は間接
的な通信を行ってもよい。コアネットワーク１３０は、他のネットワーク（ＰＳＴＮ１４
０、インターネット１５０、他のネットワーク１６０）のためのゲートウェイアクセスと
して機能してもよい。さらに、ＵＥ１１０の一部又は全ては、異なる無線技術及び／又は
プロトコルを利用して異なる無線リンクを介し異なる無線ネットワークと通信する機能を
有してもよい。
【００２５】
　図２を参照して、一例となるＵＥ１１０の全体的なブロック図が示される。ＵＥ１１０
は、プロセッサ２００、送受信機２１０、アンテナ要素２２０、１以上の入出力装置２３
０（スピーカー／マイクロフォン、キーパッド、ディスプレイ／タッチパッドなど）及び
メモリ２４０を有する。ＵＥ１１０は、１以上の他のコンポーネント、装置又は機能（図
示せず）を有してもよい。ＵＥ１１０は、上述された要素のうちより少数又は多数を含む
ものであってもよいことが理解されるであろう。
【００２６】
　プロセッサ２００は、汎用、特定用途又はデジタル信号プロセッサであってもよく、複
数のプロセッサ又はこれらのプロセッサの組み合わせであってもよい。プロセッサ１２０
は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理及び／又はＵＥ１１０がシステム１
００において動作することを可能にする他の何れかの機能を実行するための機能を有する
。プロセッサ２００は、アンテナ要素２２０に接続される送受信機２１０に接続される。
プロセッサ２００及び送受信機２１０が別々のコンポーネントであるか、又は一緒に統合
されていることが理解されるであろう。同様に、アンテナ要素２２０は、単一の要素又は
複数の要素であってもよい（複数のアンテナ又は要素）。
【００２７】
　送受信機２１０は、アンテナ２２０による送信用のデータ又は信号を変調し、アンテナ
２２０により受信されたデータ又は信号を復調するよう構成される。
【００２８】
　プロセッサ２００は、ユーザデータを入出力するよう動作可能な１以上の入出力装置２
３０（ポート又はバスを含む）に接続される。さらに、プロセッサ２００は、データを格
納及び抽出するよう動作可能なメモリ２３０に接続される。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ハードディ
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スク、ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カード、メモ
リスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードなどの何れか適切なタイプのメモ
リストレージ装置が含まれてもよい。
【００２９】
　ＵＥ１１０内に含まれる他の要素又は装置は、本開示の理解に必要又は関連しない場合
には、ここでは説明されない。
【００３０】
　図３を参照して、本開示の実施例によるＲＡＮ１２０ａ及びコアネットワーク１３０の
システム図が示される。本実施例では、ＲＡＮ１２０ａは、無線インタフェース１９０を
介しＷＴＲＵ１１０ａ，１１０ｂと通信するため、ＬＴＥ－Ａ無線アクセスインタフェー
ス技術を利用する。ＲＡＮ１２０ａはまた、コアネットワーク１３０６と通信し、ＲＡＮ
１２０ｂと通信してもよい（ＲＡＮ１２０ｂは図３には図示されていないが）。
【００３１】
　図示されるように、ＲＡＮ１２０ａは、ｅＮｏｄｅＢ３００ａ，３００ｂ，３００ｃな
どの１以上のｅＮｏｄｅＢを有する。ｅＮｏｄｅＢのそれぞれは、無線インタフェース１
９０を介しＵＥと通信するための１以上の送受信機を有する。一実施例では、ｅＮｏｄｅ
Ｂは、ＵＥ１１０ａ，１１０ｂと無線信号を送受信するため複数のアンテナを利用するＭ
ＩＭＯ技術を実現する。
【００３２】
　参照の容易のため、以下の説明は、ｅＮｏｄｅＢ３００ａ及びＵＥ１１０ａのインタラ
クションに着目する。ｅＮｏｄｅＢ３００ａは、各セルが異なるキャリア周波数又はコン
ポーネントキャリア（ＣＣ）を含む可能性があり、無線リソース管理判定、ハンドオーバ
判定、アップリンク及び／又はダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどの典
型的なｅＮｏｄｅＢ機能を処理するよう構成される１以上のセル（図示せず）と関連付け
される。図３に示されるように、ｅＮｏｄｅＢは、Ｘ２インタフェースを介し互いに通信
してもよい。
【００３３】
　コアネットワーク１３０は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）３１０、サービン
グゲートウェイ３２０及びパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ３３０を
有してもよい。ＭＭＥ３１０は、Ｓ１インタフェースを介しＲＡＮ１２０ａにおいて各ｅ
ＮｏｄｅＢと接続され、ＵＥのユーザの認証、ベアラセットアップ／コンフィギュレーシ
ョン／リリース、及びＷＴＲＵの初期的な取得中の特定のサービングゲートウェイの選択
を行う制御ノードとして機能する。ＭＭＥはまた、ＲＡＮ１２０ａと他のＲＡＮ（図示せ
ず）との間のスイッチングのための制御プレーン機能を提供してもよい。
【００３４】
　サービングゲートウェイ３２０は、Ｓ１インタフェースを介し各ｅＮｏｄｅＢに接続さ
れ、ＵＥとの間でユーザデータパケットをルーティング及び転送する。サービングゲート
ウェイ３２０は、ｅＮｏｄｅＢ間ハンドオーバ中のユーザプレーンのアンカー処理、ダウ
ンリンクデータがＵＥに対して利用可能であるときのページングのトリガ、及びＵＥのコ
ンテクストの管理及び格納などの他の機能を実行してもよい。サービングゲートウェイ１
４４はまた、通信を実現するため、インターネット１５０などの他のパケット交換ネット
ワークへのアクセスをＵＥに提供するＰＤＮゲートウェイ３３０に接続されてもよい。
【００３５】
　コアネットワーク１３０はまた、従来の固定通信装置との回線交換ネットワーク（ＰＳ
ＴＮ１４０）とＵＥとの間などの他のネットワークとの通信を実現してもよい。
【００３６】
　図４を参照して、プロセッサ４００、送信機４１０、受信機４２０、アンテナ４３０及
びメモリ４４０を有する一例となるｅＮｏｄｅＢ３００のブロック図が示される。さらな
る適したコンポーネント又は装置が含まれてもよい（図示されないが）。アンテナ４３０
は、１以上のアンテナ及び／又は１以上の要素を有してもよい（複数のアンテナ又は要素
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）。
【００３７】
　ｅＮｏｄｅＢ３００の構成及び処理は、当業者により容易に認識及び理解され、本開示
の理解に筆等でない場合、又はここに提案される新規又は追加的な機能を除き、それの構
成又は処理のさらなる説明はここでは提供されない。
【００３８】
　本明細書における参照のため、“コンポーネントキャリア（ＣＣ）”という用語は、Ｕ
Ｅ（及びｅＮｏｄｅＢ）が動作する周波数を含む。
【００３９】
　ＵＥは、ダウンリンク（ＤＬ）ＣＣ上の伝送を受信する。ＤＬ　ＣＣは、マッピングさ
れたトランスポートチャネルと共に１以上のＤＬ物理チャネルを有してもよい（上述した
背景で説明されたように）。
【００４０】
　ＰＣＦＩＣＨにおいて、ＵＥは、ＤＬ　ＣＣの制御領域のサイズを示す制御データを受
信する。ＰＨＩＣＨにおいて、ＵＥは、以前のアップリンク送信のためのＨＡＲＱ（Ｈｙ
ｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）アクノリッジメント／
ネガティブアクノリッジメント（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを示す制御データを
受信してもよい。ＰＤＣＣＨにおいて、ＵＥは、ダウンリンク及びアップリンクリソース
をスケジューリングするのに主として利用されるＤＣＩメッセージを受信する。ＰＤＳＣ
Ｈにおいて、ＵＥは、ユーザ及び／又は制御データを受信してもよい。
【００４１】
　ＵＥは、アップリンク（ＵＬ）ＣＣ上の伝送を送信してもよい。ＵＬ　ＣＣは、アップ
リンク物理制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）及びアップリンク物理共有チャネル（ＰＵＳＣＨ
）などの１以上のＵＬ物理チャネルを含むものであってもよい。ＰＵＳＣＨにおいて、Ｕ
Ｅは、ユーザ及び／又は制御データを送信してもよい。ＰＵＣＣＨにおいて、及びいくつ
かのケースではＰＵＳＣＨにおいて、ＵＥは、アップリンク制御情報（ＣＱＩ（Ｃｈａｎ
ｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）／プリコーディングマトリックスインデ
ックス（ＰＭＩ）／ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）又はスケジューリングリク
エスト（ＳＲ）など）及び／又はＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを送信して
もよい。ＵＬ　ＣＣにおいて、ＵＥにはまた、サウンディングリファレンス信号（ＳＲＳ
）の送信のための専用のリソースが割り当てられてもよい。
【００４２】
　“セル”は、任意的には、ＵＥにより受信されるシステム情報（ＳＩ）に基づきＵＬ　
ＣＣにリンクされるＤＬ　ＣＣとして説明される。このＳＩは、ＤＬ　ＣＣ上で報知され
るか、又はネットワークから専用のコンフィギュレーションシグナリングを用いて送信さ
れる。例えば、ＤＬ　ＣＣ上で報知されるとき、ＵＥは、ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ２（ＳＩＢ２）情報要素の一部としてリンクされたＵＬ　ＣＣ
のアップリンク周波数及び帯域幅を受信してもよい。
【００４３】
　参照のため、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）という用語は、ＵＥが初期的な接続確立処
理を実行するか、又は接続再確立処理を開始するプライマリ周波数（コンポーネントキャ
リア）で動作するセル、又はハンドオーバ処理におけるプライマリセルとして示されるセ
ルを含む。セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）という用語は、ＲＲＣ接続が確立されると設定
され、追加的な無線リソースを提供するのに利用されるセカンダリ周波数（コンポーネン
トキャリア）上で動作するセルを含む。
【００４４】
　典型的には、互換的なコンポーネントキャリア（ＣＣ）がプライマリセル（Ｐｃｅｌｌ
）として機能し、互換的なＣＣがセカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）として機能する。Ｒｅｌ
ｅａｓｅ－１０では、Ｓｃｅｌｌは、Ｐｃｅｌｌと同じシステムフレーム番号又は同じ時
間／周波数同期を有すると想定されてもよく、従って、時間／周波数同期が、ＵＥによる
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Ｐｃｅｌｌのモニタリングによって取得及び／又は維持できる。従って、ＰｃｅｌｌのＰ
ＤＣＣＨ情報は、ＳｃｅｌｌのＰＤＳＣＨをスケジューリングするのに利用可能であり、
これは、キャリアアグリゲーションシナリオのケースにおけるＲｅｌｅａｓｅ－１０に規
定されるクロスキャリアスケジューリングである。
【００４５】
　Ｒｅｌｅａｓｅ－１０では、Ｓｃｅｌｌ設定情報（ＳｃｅｌｌのセルＩＤ、Ｓｃｅｌｌ
コンポーネントキャリアの中心周波数、アンテナポート情報など）が、Ｐｃｅｌｌのコン
ポーネントキャリアを用いてＵＥに送信される。ヘテロジーニアスタイプネットワークで
は、Ｓｃｅｌｌの同期信号は、近傍セルによる干渉のため検出不可である可能性がある。
３ＧＰＰ　ＲＡＮ１　ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｒ１－１１００３１では、近傍セルか
らの重大な干渉を有する互換的なコンポーネントキャリアＳｃｅｌｌ（それのＰｃｅｌｌ
について同じＣＣを利用するマクロセルなど）が導入される。Ｓｃｅｌｌは、同期信号（
ＳＣＨ）の検出及びＰＢＣＨの復号化に基づきＲｅｌｅａｓｅ－８／Ｒｅｌｅａｓｅ－１
０のＵＥによってアクセス不可である（ＳＣＨ／ＰＢＣＨ信号／チャネルは干渉を受ける
可能性があるため）。従って、重大な干渉のあるＳｃｅｌｌの時間／周波数同期に対して
リファレンスセル及びサイクリックプリフィックス長（通常又は拡張）をＵＥのＰｃｅｌ
ｌを介しＵＥに通知するための様々な提案が、Ｒ１－１１００３１において導入された。
【００４６】
　例えば、Ｒｅｌｅａｓｅ－１１又は以降のＵＥなどの互換性のないＣＣを用いた通信機
能を備えたＵＥに対して、Ｓｃｅｌｌはオーバヘッドを削除することによってより良好な
スペクトル効率のため、又はＲｅｌ－８において規定される６つの値、１．４ＭＨｚ（６
ＲＢ），３ＭＨｚ（１５ＲＢ），５ＭＨｚ（２５ＲＢ），１０ＭＨｚ（５０ＲＢ），１５
ＭＨｚ（７５ＲＢ）及び２０ＭＨｚ（１００ＲＢ）の１つの代わりに、フレキシブルな帯
域幅コンフィギュレーションを有するようフレキシブルに設定可能である。しかしながら
、Ｓｃｅｌｌが従来のＵＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ－８又はＲｅｌｅａｓｅ－１０）に対してサ
ービス提供する必要がある場合、Ｓｃｅｌｌの帯域幅／チャネルのコンフィギュレーショ
ンに対して制約がある。すなわち、ＳｃｅｌｌのＣＣは、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳチャ
ネル／信号のすべてを含むことが必要となる可能性がある。そうでない場合、従来のＵＥ
は、データ送信及び／又は受信のためＳｃｅｌｌを利用することができなくなる可能性が
ある。
【００４７】
　従って、本開示は、ＳｃｅｌｌのＣＣがＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳチャネル／信号を有
するかＵＥに通知するためのシグナリング方法及びシステムを提供する。理解されるよう
に、“ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳチャネル／信号”という用語は、特段の断りがない場合
、チャネル又は信号のすべて又は何れか一部を表す可能性がある。
【００４８】
　Ｓｃｅｌｌ　ＣＣがＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳチャネル／信号を含まない場合、これら
のチャネル／信号に通常関連付けされるリソースエレメントは、ユーザデータ（又は他の
情報）をＵＥに送信するため割り当てられてもよい。ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａ規格によると
、ＰＢＣＨ、ＳＣＨ及びＣＲＳのそれぞれには、ＬＴＥ　ＤＬフレーム内の所定のリソー
スエレメントセットが割当又は配分される。ＣＣがＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳチャネル／
信号を有しない場合、ＵＥは従来のように動作し（Ｒｅｌｅａｓｅ－８，Ｒｅｌｅａｓｅ
－１０など）、すなわち、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳのリソース（所定のリソースエレメ
ントなど）が、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳのためリザーブ（及び利用）される。ネットワ
ークがＵＥにＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳがあるか通知する場合、ＵＥは、それに従ってＰ
ＤＣＣＨにおいて搬送される従来のリソース割当シグナリングを解釈する。従って、本開
示は、同期検出が必要とされるとき、又はＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳがセカンダリセルに
おいて従来のＵＥに対する互換性を維持するのに必要とされるときなど、異なる状況に基
づきＵＥに対してＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳを動的に設定することを提案する。従来のＵ
Ｅは常に、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳリソースエレメントがＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳの
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ためにリザーブされていると想定する。従って、従来のＵＥについて、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ
／ＣＲＳリソースは、他のデータ送信には利用できない。
【００４９】
　非互換的なＳｃｅｌｌと動作不可なＵＥについて（現在、Ｒｅｌｅａｓｅ－１０のＵＥ
は互換的なＳｃｅｌｌのみと動作することが想定される）、ＰＢＣＨ／ＳＣＨがヘテロジ
ーニアスタイプネットワークトポロジー（上述されるような）において同期取得及びセル
特定のために利用できなくても、ＵＥは、Ｓｃｅｌｌが従来のチャネル／信号（すなわち
、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳチャネル／信号）を有すると想定できる。非互換的なＳｃｅ
ｌｌと動作する能力を備えたＵＥに対して、Ｓｃｅｌｌを利用するためのより効率的な方
法が可能である。
【００５０】
　Ｒｅｌｅａｓｅ－１０では、Ｓｃｅｌｌ（ＣＣ）の中心周波数、物理的なセルＩＤ、ア
ンテナポート情報及び帯域幅情報が、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）シグナリングを利用してＵＥに送信され、すなわち、Ｐｃｅｌｌにより確立され
たＲＲＣ接続を介し送信される。Ｒｅｌｅａｓｅ－１０では、ＤＣサブキャリアは、ＵＥ
のＣＣ（又はセル）の帯域幅の中心周波数と常に同じであり、このため、ＣＣ（又はセル
）の中心周波数及び帯域幅のサイズのシグナリングは、ＵＥがＲｅｌｅａｓｅ－１０にお
いて実際の周波数リソースを決定するのに十分である。さらに、ＳｃｅｌｌのＣＲＣ信号
が、３６．２１４において規定されるＲＳＲＳ／ＲＳＰＱ測定又はＲｅｌｅａｓｅ－１０
のＵＥによるＲＬＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　ｆａｉｌｕｒｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒ）測定な
どのＲＲＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）測定のため利用さ
れてもよい。従って、ＣＲＳ信号は、従来のＵＥがＳｃｅｌｌを利用するのに必要である
。
【００５１】
　他方、Ｒｅｌｅａｓｅ－１１又は以降のＵＥについて、ＣＲＳは不要である一方、ＤＭ
ＲＳ及びＣＳＩ－ＲＳしか測定及び／又はチャネル推定のため設定されないことが可能で
ある。これはオーバヘッドを低減する。この結果、従来のＵＥのサポートとＳｃｅｌｌを
利用する効率との双方を考慮する方式がここで検討される。
【００５２】
　図５を参照して、本開示の一実施例による処理５００を示すフロー図が示される。処理
５００は、追加的なデータ（すなわち、非ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳデータ）を搬送する
ためのＳｃｅｌｌのＰＤＳＣＨリソースエレメントとして、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳリ
ソースエレメントなどの非ＰＤＳＣＨリソースエレメントを動的に割り当てる。
【００５３】
　ＵＥ１１０ａ及びｅＮｏｄｅＢ３００ａは、第１キャリアコンポーネントに関するＰｃ
ｅｌｌ接続を確立する（ステップ５０２）。第２キャリアコンポーネント（Ｐｃｅｌｌと
のアグリゲーション用）に関する候補となるＳｃｅｌｌが特定され、関連するＳｃｅｌｌ
識別情報（コンポーネントキャリア（ＣＣ）、物理セルＩＤ、アンテナポート情報、帯域
幅情報など）がＵＥ１１０ａに送信される（ステップ５０４）。理解されるように、この
情報の一部又はすべてがＵＥ１１０ａへの以降の送信中に伝送されてもよい。
【００５４】
　ｅＮｏｄｅＢ３００ａは、候補となるＳｃｅｌｌに関する以下の判定を行う（ステップ
５０６）。すなわち、ＰＢＣＨが必要又は要求されるか（ステップ５０６ａ）、（２）Ｓ
ＣＨが必要又は要求されるか（ステップ５０６ｂ）、及び／又は（３）ＣＳＲ／ＣＳＩ－
ＲＳが必要又は要求されるか（ステップ５０６ｃ）判定する。このステップ又は異なるス
テップにおいて、ｅＮｏｄｅＢ３００ａはまた、帯域幅全体が配分されない場合にＵＥ１
１０ａに配分される特定の帯域幅を特定する情報をＵＥ１１０ａに送信してもよい。（Ｓ
ｃｅｌｌ帯域幅の部分的割当に関する以降のさらなる説明を参照されたい。）
　一実施例では、従来のＵＥがＳｃｅｌｌによりサポートされる必要がある場合、Ｓｃｅ
ｌｌにＰＢＣＨ、ＳＣＨ及びＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳを含めることが要求されてもよい。従
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来のＵＥは、ＬＴＥ規格のＲｅｌｅａｓｅ－８／１０による互換的なコンポーネントキャ
リアとの処理をサポートするＵＥとして規定される。サポートされる従来のＵＥは、ｅＮ
ｏｄｅＢ３００ａとＳｃｅｌｌにおいて現在動作中の従来のＵＥ又はＳｃｅｌｌを介しｅ
ＮｏｄｅＢとの接続を待機する従来のＵＥ（Ｐｃｅｌｌですでに動作しているが、追加的
な帯域幅をリクエストしている従来のＵＥなど）を含むことができる。
【００５５】
　一実施例では、ｅＮｏｄｅＢ３００ａは、既存のＰｃｅｌｌを介し当該情報をＵＥ１１
０ａに送信する（ステップ５０８）。動作について、ＵＥ１１０ａには、所与のＳｃｅｌ
ｌがＰＢＣＨ（ステップ５０８ａ）、ＳＣＨ（ステップ５０８ｂ）及び／又はＣＲＳ／Ｃ
ＳＩ－ＲＳ（ステップ５０８ｃ）を含むか通知される。この例では、ＵＥ１１０ａは、非
互換的なコンポーネントキャリアと互換的なコンポーネントキャリア（Ｒｅｌｅａｓｅ－
１１及びそれ以降など）との双方をサポートするＵＥである。理解されるように、ｅＮｏ
ｄｅＢの判定ステップ（ステップ５０６）は、複数のステップ又は単一のステップとして
処理されてもよく、図示された５０６ａ～ｃのすべて又は一部のみが実行されてもよい。
同様に、ＵＥ１１０ａへの判定情報の送信（ステップ５０８）は、複数ステップ又は単一
ステップとして処理され、図示された５０８ａ～ｃのステップのすべて又は一部のみが実
行されてもよい。
【００５６】
　ｅＮｏｄｅＢ３００ａからＵＥ１１０ａへの判定情報（ステップ５０８ａ～ｃ）の送信
は、より上位のレイヤのシグナリングを利用して実現されてもよい（ＭＡＣシグナリング
又はＲＲＣシグナリングなど）。従って、ｅＮｏｄｅＢ３００ａは、所与のＳｃｅｌｌの
コンポーネントキャリアにおいてＰＢＣＨ、ＳＣＨ及び／又はＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳが存
在するか否か（又は以降の存在するか否か）ＵＥ１１０ａに通知する。
【００５７】
　一実施例では、ＲＲＣシグナリングは、専用又は報知シグナリングの形式によるそれの
より高い信頼性のため実現される。例えば、報知シグナリングでは、ｅＮｏｄｅＢ３００
ａは、既存のＰｃｅｌｌにおいてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）又はシステム情報ブロッ
ク（ＳＩＢ）内でこの情報を送信してもよい。既存のＰｃｅｌｌの他の部分がまた利用さ
れてもよい。他の実施例では、専用シグナリングが、追加されたフレキシビリティを提供
し、専用のＲＲＣシグナリングを利用して実現されてもよい。
【００５８】
　ＵＥ１１０ａにおいて受信された情報が、ＳｃｅｌｌがＰＢＣＨ、ＳＣＨ及びＣＲＳ／
ＣＳＩ－ＲＳを含むことを示す場合、従来、ＵＥ１１０ａは、動作中のＳｃｅｌｌ（図５
では図示せず）内においてＰＢＣＨ、ＳＣＨ及びＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳを受信及び利用し
てもよい。
【００５９】
　そうでない場合、ＵＥ１１０ａにおいて受信される情報（すなわち、Ｓｃｅｌｌについ
てＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳがない）が、ＰＢＣＨ、ＳＣＨ及び／又はＣＲＳ／ＣＳＩ－
ＲＳについて通常又は静的にリザーブされるリソースエレメントが、ｅＮｏｄｅＢ３００
ａからＵＥ１１０ａにユーザデータ又は他の情報を搬送するのに利用可能であることを示
す可能性がある。
【００６０】
　任意的には、ＵＥ１１０ａは、ＵＥ１１０ａへのデータ送信用のこれらの非ＰＤＳＣＨ
リソースエレメントの１以上をリザーブ／特定するためのリクエストを生成し、ｅＮｏｄ
ｅＢ３００ａに転送してもよい。すなわち、ＵＥ１１０ａは、ｅＮｏｄｅＢ３００ａが、
ＰＢＣＨ、ＳＣＨ及び／又はＣＳＲ／ＣＳＩ－ＲＳを搬送するためＲｅｌｅａｓｅ　８／
１０により規定される特定のリソースエレメントなどの非ＰＤＳＣＨリソースエレメント
を動的に割り当てる（又は再割り当てする）ことを要求してもよい。図示されるように、
ＵＥ１１０ａは、ＵＥ１１０ａへのデータ送信用にＰＤＣＨリソースエレメントの１以上
をリザーブ／特定するリクエストを送信してもよい（及びｅＮｏｄｅＢ３００は受信して
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もよい）（ステップ５１０ａ）。同様に、ＵＥ１１０ａは、ＵＥ１１０ａへのデータ送信
用のＳＣＨリソースエレメントの１以上をリザーブ／特定するためのリクエストを送信し
（及びｅＮｏｄｅＢ３００ａは受信し）（ステップ５１０ｂ）、ＵＥ１１０ａは、ＵＥ１
１０ａへのデータ送信用のＣＳＲ／ＣＳＩ－ＲＳリソースエレメントの１以上をリザーブ
／特定するためのリクエストを送信してもよい（ｅＮｏｄｅＢ３００ａは受信してもよい
（ステップ５１０ｃ）。理解されるように、ステップ５１０は任意的であり、必要ではな
い。当該ステップは、ＵＥ自体がこれらのリソースエレメントの一部を特定及びリザーブ
することが所望されるときに利用されてもよい。
【００６１】
　ｅＮｏｄｅＢ３００ａは、ＰＢＣＨに通常属するＰＢＣＨリソースエレメントによりデ
ータを送信する（及びＵＥ１１０ａは受信する）（ステップ５１２ａ）。同様に、ｅＮｏ
ｄｅＢ３００ａは、ＳＣＨに属するＳＣＨリソースエレメントによりデータを送信し（及
びＵＥ１１０ａは受信し）（ステップ５１２ｂ）、ｅＮｏｄｅＢ３００ａはＣＳＲ／ＣＳ
Ｉ－ＲＳに属するＣＳＲ／ＣＳＩ－ＲＳリソースエレメントによりデータを送信してもよ
い（ＵＥ１１０ａは受信してもよい）（ステップ５１２ｃ）。この“データ”は、これら
の所定のリソースエレメント内に通常は含まれないユーザトラフィックデータ又は他のシ
ステム情報データであってもよい。一実施例では、ｅＮｏｄｅＢ３００ａにより送信され
るデータは、ダウンリンク物理共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）によりＤＬ－ＳＣＨトランス
ポートチャネル内で通常送信されるユーザトラフィックデータである。
【００６２】
　理解されるように、リザーブステップ（任意的なステップ５１０）及びｅＮｏｄｅＢデ
ータ送信ステップ（ステップ５１２）に対する各ＵＥリクエストは、複数のステップ又は
単一のステップとして処理されてもよく、図示された５１０ａ～ｃ及び５１２ａ～ｃのス
テップのすべて又は一部のみが実行されてもよい。
【００６３】
　他の観点から、本開示は、ＰＤＳＣＨについて利用されるリソースエレメントの個数を
増加する。これは、ＰＤＳＣＨにおいて通常搬送されるデータを搬送するためにＰＢＣＨ
／ＳＣＨ／ＣＲＳのリソースエレメントを利用することによって実現される。従って、Ｐ
ＤＳＣＨ内のリソースエレメントの通常は静的な個数は、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳのリ
ソースエレメントを動的に利用することによって増加する。
【００６４】
　本開示のため、“割当て”、“再割当て”、“再配分”又は“再定義”されたリソース
エレメントという用語は、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳデータ以外のデータを現在動的に搬
送する（本開示の教示に従って）ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳデータ（又は以前に定義又は
割り当てられていない）を搬送するため、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８／１０に従って静
的に定義されたリソースエレメントを表す。さらに、“ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳリソー
スエレメント”という用語は、ダウンリンクブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）、同
期信号（ＳＣＨ）及びリファレンス信号（ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ）を搬送するため、ＬＴ
Ｅ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８／１０内で静的に指定されるリソースエレメントの何れかを表す
。
【００６５】
　理解されるように、追加的なリソースエレメントの一部のみがＵＥ１１０ａに（ｅＮｏ
ｄｅＢによって）割り当てられているか特定し、割り当てられている場合には何れの部分
かを特定するため、追加的なシグナリングがこれらの割り当てられている（又は再割当て
された）リソースエレメント内に含まれてもよい。他の実施例では、ＵＥはまた、これら
のリソースエレメントの特定のものを自らリザーブしてもよい（ステップ５１０を参照さ
れたい）。例えば、割り当てられた（又は再割当てされた）リソースエレメントの異なる
部分が異なるＵＥに配分されてもよい。
【００６６】
　本開示はさらに、システム１００において任意的に利用されるさらなる効果及び教示を
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提供する。Ｒｅｌｅａｓｅ－１１及び以降のＵＥについて、ＣＣの１以上のＣＳＩ－ＲＳ
パターンがＵＥに通知されてもよい。しかしながら、従来のＵＥについて、１つのみのＣ
ＳＩ－ＲＳパターンが、コンポーネントキャリアについてＵＥに通知できる。コンポーネ
ントキャリアについてＵＥに複数のＣＳＩ－ＲＳパターンがある場合、Ｓｃｅｌｌのセル
ＩＤなどのセルＩＤによって決定される同一のスクランブリングコードを有する必要はな
いかもしれない。他方、ＣＳＩ－ＲＳパターンは複数のＩＤに対応してもよい。例えば、
ＵＥについて通知されたＣＳＩ－ＲＳパターンは、他の近傍セルのＣＳＩ－ＲＳパターン
であってもよい。この場合、ＣＳＩ－ＲＳパターンは、近傍セルのセルＩＤにより決定さ
れるスクランブリングコードによってスクランブル化される。従って、ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンの周波数シフト又はスクランブリングコードを決定するため通知されたＩＤは、近傍
セルのセルＩＤと同じ値を有してもよい。ＣＳＩ－ＲＳパターンのスクランブリングコー
ドを決定するためのＩＤが実際のセルに関連しているか、又は関連していなくてもよいが
、ＵＥは知っている必要はないため、ＣＳＩ－ＲＳパターンのスクランブリングコードを
決定するのに利用されるＩＤを“バーチャル”セルＩＤと呼ぶ。ＣＳＩ－ＲＳパターンの
ＩＤに対するスクランブリングコードの生成方法は、ＣＳＩ－ＲＳパターンのＩＤと同じ
値を有するセルＩＤからＣＳＩ－ＲＳのスクランブリングコードを生成するためのＲｅｌ
ｅａｓｅ－８と同じものである。
【００６７】
　ＣＲＳについて、同様の方式が適用可能である。シグナリングは、シグナリングは、Ｕ
Ｅにコンポーネントキャリア（又はセル）について複数のＣＲＳを通知してもよく、ＣＲ
Ｓは複数のＩＤにより決定された複数のスクランブリングコードによってスクランブル化
されてもよい。ＣＲＳパターンの周波数シフトもまた、ＩＤにより決定されてもよい。一
般に、ＩＤからスクランブリングコードを生成する方法は、互換性を維持するため、すな
わち、Ｓｃｅｌｌが近傍のＬＴＥ－Ａ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１０の互換セルからＣＲＳ／Ｃ
ＳＩ－ＲＳを借用することを可能にするため、Ｒｅｌｅａｓｅ－１０のセルＩＤから生成
されるスクランブリングコードと同じであり、近傍セルのＩＤの値は、ＣＲＳ／ＣＳＩ－
ＲＳパターンのスクランブリングコード又は周波数シフトを生成するためＵＥに通知され
てもよい。
【００６８】
　Ｒｅｌｅａｓｅ－１０では、スクランブリングコードは、ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳのため
のシンボル／スロット／サブフレームとセルＩＤにより決定される初期的なフェーズによ
るＧｏｌｄシーケンスである。スクランブリングコードは、３ＧＰＰ規格で指定されるＣ
ＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ信号に変調される。
【００６９】
　ＣＣのための複数のＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳパターンのシグナリングによると、ＵＥは、
ＰＤＳＣＨのチャネル推定又は測定のためＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳを利用してもよく（ＲＲ
Ｍ測定又はＣＳＩ－ＲＳ測定）、ＵＥはＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳパターンに対応する実際の
近傍セルがあるか否か知る必要はない。すなわち、スクランブリングコードを決定するた
めのセルＩＤは、ＵＥの観点からの実際のセルＩＤでなく、スクランブリングコード及び
／又はＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳパターンを生成するためのバーチャルセルＩＤであってもよ
い。すなわち、セルＩＤは、実際のセルのＩＤでなく、ＵＥがＣｏＭＰを実現するためＣ
ＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳパターンを通知するのに利用されるバーチャルセルＩＤであってもよ
い。ＵＥは複数のＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳの情報を有しているため、例えば、ＵＥは、チャ
ネル推定のためＣＲＳを利用するか、又はチャネル状態情報のフィードバックのためＣＳ
Ｉ－ＲＳを利用してもよく、ＵＥはダウンリンク送信のため複数のＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ
に対応するアンテナを利用することが可能であってもよい。特に、ＵＥは、空間周波数ブ
ロック符号化（ＳＦＢＣ）又は空間時間ブロック符号化（ＳＴＢＣ）などの制御チャネル
の送信ダイバーシティのため、ＣＲＳに対応する複数のアンテナを利用してもよい。
【００７０】
　図６及び７に示されるように、ｅＮｏｄｅＢ３００ａ及び／又はリモートラジオヘッド
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（ＲＲＨ）６００は異なるセルＩＤを有してもよいが、ｅＮｏｄｅＢ３００ａ及び１つの
ＲＲＨ６００について、近傍のＲＲＨ／ｅＮｏｄｅＢ（又はセル）からの他のＣＲＳ／Ｃ
ＳＩ－ＲＳが、セルエッジパフォーマンスの向上のため現在のセルにおいてＵＥに通知可
能である。
【００７１】
　ＰＢＳＣＨ及び／又はＳＣＨ（以降においてＰＢＣＨ／ＳＣＨと呼ばれる）について、
Ｒｅｌｅａｓｅ－１１又は以降のＵＥは、セルが近傍セル（マクロセル）によって重大な
干渉を受けるヘテロジーニアスネットワークシナリオなどのいくつかのシナリオにおいて
セルを特定するため、ＰＢＣＨ／ＳＣＨを正確に検出しなくてもよい。しかしながら、Ｐ
ｃｅｌｌは、依然としてデータ送信又は受信のためのＳｃｅｌｌとしてセルを利用するよ
うＵＥに通知することが可能であってもよい。Ｒｅｌｅａｓｅ－１０のシステムでは、す
べてのコンポーネントキャリアは、Ｒｅｌｅａｓｅ－８に互換的なコンポーネントキャリ
アであることが想定され、従って、これらのＵＥは、ＰＤＳＣＨのリソース割当てを検討
するときに常にＰＢＣＨ／ＳＣＨが存在することを想定する。すなわち、ＰＢＣＨ／ＳＣ
Ｈに配分されるリソースはリザーブされ、ＰＤＳＣＨの送信用には利用できない。しかし
ながら、Ｒｅｌｅａｓｅ－１１又は以降のＵＥについて、コンポーネントキャリアは、Ｐ
ＢＣＨ／ＳＣＨを有しない、又はＰＢＣＨ／ＳＣＨリソースがリザーブされているが、他
のセルとの干渉を回避するため送信に利用されないなど、互換的でないかもしれない。従
って、ＰＢＣＨ／ＳＣＨがリザーブされ、ＰＤＳＣＨの送信に利用できないか示すための
シグナリングは、ＳｃｅｌｌのフレキシブルなＰＢＣＨ／ＳＣＨコンフィギュレーション
を可能にするための重要な考慮点である。
【００７２】
　さらに、このシグナリングは、ＵＥに割り当てられたＣＣの帯域幅をＵＥに通知しても
よい。データ送信に利用されないＣＣのＤＣサブキャリアの周波数位置は、一般にＤＣサ
ブキャリアはハードウェアの実現の制約から生じるものであるため、通知されるべきであ
る。実現の複雑さを回避するため（特に送信機における）、ＤＣサブキャリアが必要とさ
れる。当該信号は、ＵＥにＤＣサブキャリアの位置とＣＣの全システム帯域幅を通知して
もよい。全システム帯域幅は、システム帯域幅についてＲｅｌｅａｓｅ－８において定義
される６つの値の１つであってもよい。ＣＣの全システム帯域幅は、ＤＣサブキャリア周
波数と共に、ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ及びＲＡＮ４　ＲＦ要求をネゴシエートするの
に有用であるかもしれない。一般に、ＣＣのＤＣサブキャリアは、Ｒｅｌｅａｓｅ－１０
においてＣＣのシステム帯域幅のほぼ中心である。しかしながら、Ｒｅｌｅａｓｅ－１１
又は以降のＵＥについて、本開示はさらに、ＵＥがデータを送受信するか、又はシステム
をモニタリングするための周波数リソースの一部の割当てを創出／提案する。例えば、Ｃ
Ｃの周波数リソースの一部のみが測定のため割り当てられ、ＵＥは、測定用のセルのシス
テム帯域幅の通知された部分においてＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳを利用することのみ想定して
もよいさらに、ＣＣの全周波数リソース帯域幅の一部のみがＵＥに割り当てられ、他の部
分は割り当てられなくてもよい。
【００７３】
　図８を参照して、ＵＥについて２つのコンポーネントキャリアが示され、キャリア１は
プライマリＣＣであり、キャリア２はセカンダリＣＣである。図示されるように、本例で
は、キャリア２の斜線の周波数リソースのみがシステム１００によってＵＥに割り当てら
れる。
【００７４】
　割当てをＵＥに通知するため、各種の適切な方法が利用可能である。１つのシグナリン
グ方法及びリソース割当て方法は、ＤＣサブキャリアの周波数位置と共にＲＢ（リソース
ブロック）番号に関して、ＣＣの帯域幅のサイズと共にスタート又はストップＲＢ番号を
ＵＥに通知するものであってもよい。例えば、シグナリングは、ＵＥのためのＣＣの帯域
幅はＲＢ　ｎからｎ＋ｂまでであることを示すものであってもよく、ｎはスタートＲＢ番
号であり、ｂは当該ＵＥのためのトータルＲＢ数である。
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【００７５】
　従来のＵＥとの互換性を維持するため、ＵＥのＣＣ（又はセル）の特定の帯域幅のＣＲ
Ｓ／ＣＳＩ－ＲＳにおけるスクランブリングコードは、Ｒｅｌｅａｓｅ－８に定義される
最大システム帯域幅及び実際のＤＣサブキャリア位置に基づき生成されるべきである。
【００７６】
　他のシグナリング方法は、ビットマップに基づくものであってもよい。すなわち、ＲＢ
又はＲＢグループ（ＲＢＧ）は、１以上のビットにより表現できる。このビット値は、Ｒ
Ｂ／ＲＢＧがＵＥに割り当てられているか否かを決定する。図９において、一例が示され
る。ブランク部分は、ＤＣサブキャリアの中心である。ＤＣの周波数位置は、本例では６
つのＲＢ（又はＲＢＧ）であるシステムの帯域幅全体と共にＵＥに通知される。信号は、
当該ＵＥのリソース割当てのため、０と番号付けされたスタートＲＢと２つのＲＢ（斜線
により示される）とを示すものであってもよい。従って、２つのＲＢ（又はＲＢＧ）は、
ＵＥについて割り当てられた帯域幅である。本例では、ＵＥの帯域幅についてバーチャル
ＤＣが存在することを想定しない（実際、２つのＲＢ（ＲＢＧ）についてバーチャルＤＣ
は必要でない）。
【００７７】
　ＵＥについて特定の帯域幅を通知するための利益がある。例えば、ＵＥのための制限さ
れた帯域幅は、より少ない帯域幅がリソース配分のためのより少ないオーバヘッドを意味
するため、制限された帯域幅においてＰＤＳＣＨをスケジューリングするためのＰＤＣＣ
Ｈにおけるオーバヘッドを低減するようにしてもよい。他の効果は、干渉の調整を可能に
することである可能性がある。例えば、現在のセルのセルエッジユーザについて周波数リ
ソースの一部があってもよく、近傍セルはセルエッジユーザについて異なる周波数リソー
スを利用してもよい。従って、現在のセルについて、周波数リソースの２つの異なる部分
は異なる干渉を有してもよい。ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳについての２つの異なる周波数リソ
ースの通知は、干渉の調整に役立つかもしれない。ＵＥに割り当てられた異なる周波数リ
ソース部分について、異なるＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳが設定可能である。１つのＣＣの最大
システム帯域幅及びＤＣサブキャリア位置に基づきスクランブリングコードを生成するた
めＲｅｌｅａｓｅ－８と同じ方式を利用することによって、ＤＣサブキャリアを含む周波
数リソースの中心部分が、Ｒｅｌｅａｓｅ－１０に互換的なＵＥに割当て可能である。最
大システム帯域幅は、規格において予め定義される。
【００７８】
　他の実施例では、ＵＥに利用する帯域幅が通知され、ＵＥについて通知された帯域幅内
に含めるより大きなシステム帯域幅があってもよいし、なくてもよい。しかしながら、Ｕ
Ｅの割り当てられた帯域幅からの制限された周波数リソースが、ＣＳＩ－ＲＳ／ＣＲＳの
ためＵＥに通知できる。すなわち、ＵＥの帯域幅の周波数リソースの一部のみがＣＳＩ－
ＲＳ／ＣＲＳに割り当てられる。０から１４まで番号付けされたＲＢがそれの帯域幅とし
てＵＥに割り当てられた他の例が、図１０に示される。ＵＥには０～４及び１０～１４に
より番号付けされたＲＢ（斜線のＲＢ）のみがＣＳＩ－ＲＳ／ＣＲＳ情報を有すると通知
されるか、又はＵＥは、これらのＲＢにおいて測定又はチャネル推定用のＣＳＩ－ＲＳ／
ＣＲＳが存在することしか想定しなくてもよい。
【００７９】
　他の例では、５～９と番号付けされた中心部分のＲＢのみが、ＣＳＩ－ＲＳ／ＣＲＳを
有するとしてＵＥに特定される。中心部分がＲｅｌｅａｓｅ－８に互換する場合、中心部
分はＣＲＳを有してもよいが、他の周波数リソースは、双方の周波数リソースが当該ＵＥ
の帯域幅の一部として通知されても、ＣＲＳを有しなくてもよい。すなわち、拡張キャリ
ア（Ｓｃｅｌｌ）上のＣＲＳ又はＣＳＩ－ＲＳは、ＵＥの完全な帯域幅又は部分的な帯域
幅にあってもよい。ＵＥについて制限された帯域幅及び／又は制限されたＣＲＳ／ＣＳＩ
－ＲＳによると、これは、干渉の影響を受けやすい帯域（例えば、ＧＰＳ周波数帯など）
に近い周波数リソースがプロテクト可能であるという効果を提供するものであってもよい
。
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【００８０】
　図８を再び参照して、キャリア２の下位部分のみが特定され、キャリア２の上位部分に
近い周波数帯域に対する干渉を回避するため、データ送信用にＵＥに割り当てられる。ア
ップリンク送信帯域幅について、ＵＥのための制限された帯域幅は、近傍の帯域に対する
アップリンク干渉を低減するものであってもよい。帯域幅の中心周波数がＤＣサブキャリ
アでないＤＣサブキャリア周波数及び帯域幅をＵＥに通知するための方式が、ダウンリン
クとアップリンクトの双方に適用可能である。
【００８１】
　上述されるように、本開示は複数の貴重な特徴を提供する。例えば、シグナリング方法
は、ｅＮｏｄｅＢがＵＥにＰＢＣＨ、ＳＣＨ及び／又はＣＲＳ（ＣＳＩ－ＲＳ）情報がセ
カンダリセル内に存在するか否かＵＥに通知する特徴を有する。このシグナリング情報は
、ＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳが存在してもいなくても同程度にシンプルにすることができ
る。このシグナリング情報はまた、ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳの帯域幅、ＵＥの帯域幅及び／
又は帯域幅が（Ｓｃｅｌｌの）全帯域幅の一部であるか否かを示すものであってもよい。
このシグナリングはまた、１以上のバーチャルセルＩＤに対応する１以上のスクランブリ
ングコードによって１以上のＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳパターンを示すようにしてもよい。
【００８２】
　ＵＥは、セカンダリセルにＰＢＣＨ／ＳＣＨ／ＣＲＳが存在するか判断するためシグナ
リングを復号化し、存在しない場合、追加的なリソースエレメントがＰＢＣＨ、ＳＣＨ及
び／又はＣＲＳの１以上のリソースエレメントを利用することによって、セカンダリセル
内のＰＤＳＣＨに動的に割当て可能である。シグナリングは、制御チャネルが存在するか
否か、及び／又は何れかの帯域幅が制御チャネルを有するか示すものであってもよい。シ
グナリングは、複数のバーチャルセルＩＤに対応する１以上のＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンを示すものであってもよい。しかしながら、バーチャルセルＩＤに対応しえないＣＲ
Ｓ／ＣＳＩ－ＲＳパターンを示すこともまた可能である。すなわち、より多くのＣＲＳ／
ＣＳＩ－ＲＳパターンを有するため、Ｒｅｌｅａｓｅ－１０のＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンに加えて、Ｒｅｌｅａｓｅ－８のスクランブリングコード生成方式に従ってバーチャ
ルセルＩＤにより生成されないスクランブリングコードを有するＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳパ
ターンがある。
【００８３】
　以下の参考文献は、本開示の主題に関連する。これらの参考文献のそれぞれは、その全
体が参照することによってここに援用される。
［１］３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１，Ｖ１０．１．０（２０１１－０３）、３ｒｄ　Ｇ
ｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　
Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃ
ｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ）；
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）
［２］３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３，Ｖ１０．１．０（２０１１－０３）、３ｒｄ　Ｇ
ｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　
Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃ
ｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ（Ｒｅ
ｌｅａｓｅ　１０）
［３］３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１，Ｖ１０．１．０（２０１１－０３）、３ｒｄ　Ｇ
ｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　
Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃ
ｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｏｄｕｌａ
ｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）
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　各特徴及び要素が特定の組み合わせにより上述されたが、各特徴又は要素は他の特徴及
び要素なく単独で、又は他の特徴及び要素を有する又は有さない各種組み合わせで利用可
能である。ここに提供される装置、方法又はフローチャートの１以上の機能又は処理の一
部又はすべては、汎用コンピュータ又はプロセッサにより実行のためコンピュータ可読記
憶媒体に実現されてもよい。コンピュータ可読記憶媒体の具体例として、ＲＯＭ（Ｒｅａ
ｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内部のハードディスク及び着脱可能な
ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭディスクやＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）などの光媒体などがあげられる。
【００８４】
　本特許明細書を通じて利用される特定の単語及びフレーズの定義を提供することが効果
的であるかもしれない。“含む”及び“有する”という用語は、それらの派生語と共に限
定することなく内包を意味する。“又は”という用語は、内包的であり、及び／又はを意
味する。“関連する”及び“それに関連する”というフレーズは、それらの派生語と共に
、内部に含まれる、相互接続される、含む、内部に含まれる、接続する、結合する、通信
可能である、連係する、インタリーブする、転置する、近接する、しなければならない、
有する、性質を有するなどを含むことを意味する。“コントローラ”という用語は、少な
くとも１つの処理を制御する何れかの装置、システム又はその一部を意味する。コントロ
ーラは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又は同じものの少なくとも１つの
組み合わせにより実現されてもよい。何れか特定のコントローラに関連する機能は、ロー
カル又はリモートにかかわらず、中央化又は分散化されてもよい。
【００８５】
　本開示は特定の実施例と全体的に関連する方法とを説明したが、これらの実施例及び方
法の変更及び組み合わせが当業者に明らかであろう。従って、実施例の上記説明は、本開
示を定義又は制限するものでない。以下の請求項により規定されるような本開示の趣旨及
び範囲から逸脱することなく、他の変更、置換及び変形がまた可能である。
 



(20) JP 5755800 B2 2015.7.29

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(21) JP 5755800 B2 2015.7.29

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100070150
            弁理士　伊東　忠彦
(74)代理人  100091214
            弁理士　大貫　進介
(72)発明者  シァオ，ウェイミン
            アメリカ合衆国　６００１０　イリノイ州　ホフマン・エステーツ　チェンバーズ・ドライブ　５
            １２９
(72)発明者  クラッソン，ブライアン
            アメリカ合衆国　６００６７　イリノイ州　パラティン　ウェスト・ブルームフィールド・コート
            　７５６
(72)発明者  チュ，ビンユー
            アメリカ合衆国　６０１７３　イリノイ州　ショームバーグ　ベリンダー・レーン　７１９

    審査官  伊東　和重

(56)参考文献  国際公開第２０１１／０３８２５２（ＷＯ，Ａ２）　　
              特表２００８－５３９６６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１０／０２３２３７３（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１０／０１６２２１（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－７／２６　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００
              ３ＧＰＰ　　　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－２
              　　　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

