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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の下りリンクキャリアと第２の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信
するように、第１の下りリンクキャリアに関する１タイムスロットあたり１つの第１のチ
ャネル品質指標の値を決定するように、および第２の下りリンクキャリアに関する１タイ
ムスロットあたり１つの第２のチャネル品質指標の値を決定するように構成された受信機
と、
　第１の上りリンクキャリアで無線基地局へ１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィー
ルド内のチャネル品質指標値を送信するように構成された送信機と、
　第１の上りリンクキャリアで送信されるＣＱＩフィールドが、第１の複数のタイムスロ
ットの各タイムスロットに対する第１の下りリンクキャリアのチャネル品質に関する情報
と第２の下りリンクキャリアのチャネル品質に関する情報とを伝達するように、前記第１
の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、（１）前記第
１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値か
ら導出される値、および（２）前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対
応する第２のチャネル品質指標の値から導出される値とで符号化するように構成された、
受信機および送信機へ接続された処理回路であって、ＣＱＩフィールドは、単一のタイム
スロット内に、第１の下りリンクキャリアと第２の下りリンクキャリアに対する、第１の
チャネル品質指標と第２のチャネル品質指標の両方を含む、処理回路
とを含む、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デバイス。
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【請求項２】
　処理回路が、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチ
ャネル品質指標の値から導出される値を、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムス
ロットに対応する第１のチャネル品質指標の値の分解能を低下することによって得るよう
にさらに構成された、請求項１に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項３】
　処理回路が、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチ
ャネル品質指標の値から導出される値を、（１）前記第１の複数のタイムスロットの各タ
イムスロットに対応する第２のチャネル品質指標の値と、（２）前記第１の複数のタイム
スロットの各タイムスロットの直前のタイムスロットに対応する第２のチャネル品質指標
の値との間の差を計算することによって得るようにさらに構成された、請求項２に記載の
無線ユーザ機器デバイス。
【請求項４】
　処理回路が、第２の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィール
ドを、前記第２の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチャネル品
質指標の値から導出される値と前記第２の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対
応する第２のチャネル品質指標の値から導出される値とで符号化するようにさらに構成さ
れ、
　第１の複数のタイムスロットのタイムスロットが、第２の複数のタイムスロットに属さ
ず、また第２の複数のタイムスロットのタイムスロットが、第１の複数のタイムスロット
に属さない、請求項３に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項５】
　第１および第２の複数のタイムスロットのタイムスロットがインタリーブされる請求項
４に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項６】
　ＣＱＩフィールドが５ビットの長さであり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイ
ムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値から導出される値が３ビットの長さで
あり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品
質指標の値から導出される値が２ビットの長さである、請求項４に記載の無線ユーザ機器
デバイス。
【請求項７】
　処理回路が、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィ
ールドを、下りリンクキャリアで無線基地局から無線ユーザ装置によって受信されたペイ
ロードデータに対応するＡＣＫ／ＮＡＫ応答値で符号化するようにさらに構成された、請
求項３に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項８】
　ＣＱＩフィールドが５ビットの長さであり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイ
ムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値から導出される値が３ビットの長さで
あり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品
質指標の値から導出される値が１ビットの長さであり、ＡＣＫ／ＮＡＫ応答値が１ビット
の長さである、請求項７に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項９】
　処理回路が、
　前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品質指
標の値から導出される値を、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応
する第２のチャネル品質指標の値の分解能を低下することによって得るように、
　前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、下
りリンクキャリアで無線基地局から無線ユーザ装置によって受信されたペイロードデータ
に対応するＡＣＫ／ＮＡＫ応答値で符号化するように、さらに構成された請求項２に記載
の無線ユーザ機器デバイス。
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【請求項１０】
　ＣＱＩフィールドが５ビットの長さであり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイ
ムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値から導出される値が２ビットの長さで
あり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品
質指標の値から導出される値が２ビットの長さであり、ＡＣＫ／ＮＡＫ応答値が１ビット
の長さである、請求項９に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項１１】
　複数の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信するように、および複数の下
りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を決定するよう
に構成された受信機と、
　第１の上りリンクキャリアで無線基地局へ１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィー
ルド内のチャネル品質指標値を送信するように構成された送信機と、
　受信機および送信機へ接続された処理回路とを含み、
　処理回路が、各下りリンクキャリアが１サイクル期間に１回選択されている複数の下り
リンクキャリアから、各タイムスロットに対して１個の選択された下りリンクキャリアを
選択するように、
　ＣＱＩフィールドを前記各タイムスロットに対する選択された下りリンクキャリアのチ
ャネル品質指標で符号化し、ＣＱＩフィールドが、単一のタイムスロット内に、複数の下
りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を含む、ように
構成される、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デバイス。
【請求項１２】
　サイクル期間が、複数の下りリンクキャリア内の下りリンクキャリアの数と等しいタイ
ムスロットの数に一致する、請求項１１に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項１３】
　複数の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信するように、および複数の下
りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャンネル品質指標の値を決定するよ
うに構成された受信機と、
　第１の上りリンクキャリアで無線ネットワークへ１タイムスロット当たり１個のフィー
ドバック指標（ＦＢＩ）フィールド内のデータを送信するように構成された送信機と、
　受信機および送信機へ接続された処理回路とを含み、
　処理回路がＦＢＩフィールドを複数の下りリンクキャリアから選択される第１の下りリ
ンクキャリアのチャネル品質指標の値の少なくとも一部分で符号化するように構成され、
ＣＱＩフィールドが、単一のタイムスロット内に、複数の下りリンクキャリアの各下りリ
ンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を含む、無線ネットワークの無線基地局と交
信するための無線ユーザ機器デバイス。
【請求項１４】
　送信機が、第１の上りリンクキャリアで無線基地局ネットワークへ１タイムスロットあ
たり１つのＣＱＩフィールド内のデータを送信するようにさらに構成され、
　処理回路が、ＣＱＩフィールドを、複数の下りリンクキャリアから選択される第２の下
りリンクキャリアのチャネル品質指標の値で符号化するようにさらに構成された、請求項
１３に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項１５】
　ＣＱＩフィールドを有するチャネルを含む第１の上りリンクキャリアで無線ユーザ機器
デバイスからデータを受信するように構成された受信機と、
　第１の下りリンクキャリアおよび第２の下りリンクキャリアで無線ユーザ機器デバイス
へデータを送信するように構成された送信機と、
　受信機および送信機に接続されたプロセッサとを含み、
　プロセッサが、
　　１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィールド内の受信値で、ＣＱＩフィールド内
の値を受信するように、
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　　第１の下りリンクキャリアの出力電力を、各タイムスロット内のＣＱＩフィールドの
受信された値の第１のサブフィールドに従って調整するように、
　　第２の下りリンクキャリアの出力電力を、前記各タイムスロット内のＣＱＩフィール
ドの受信された値の第２のサブフィールドに従って調整し、ＣＱＩフィールドが、単一の
タイムスロット内に、第１の下りリンクキャリアと第２の下りリンクキャリアに関する、
第１のチャネル品質指標と第２のチャネル品質指標の両方を含む、ように構成された、無
線ユーザ機器デバイスと交信する無線ネットワークにおける無線基地局。
【請求項１６】
　プロセッサが、
　ＣＱＩフィールドの受信された値の第３のサブフィールドを読み出し、
　第３のサブフィールドが第１の値を有する場合、下りリンクキャリアで無線ユーザ機器
デバイスへ送られた少なくとも１つのパケットを無線ユーザ機器デバイスが受信に成功し
たことを、無線ネットワークの無線ネットワーク制御装置へ通知するようにさらに構成さ
れた、請求項１５に記載の無線基地局。
【請求項１７】
　第１の上りリンクキャリアがフィードバック情報（ＦＢＩ）フィールドを有するチャネ
ルを含み、
　プロセッサが、ＦＢＩフィールドの第３のサブフィールドが第１の予め定めた値を有す
る場合、下りリンクキャリアで無線ユーザ機器デバイスへ送られた少なくとも１つのパケ
ットを、無線ユーザ機器デバイスが受信に成功したことを無線ネットワークの無線ネット
ワーク制御装置へ通知するようにさらに構成された、請求項１５に記載の無線基地局。
【請求項１８】
　第１の下りリンクキャリアおよび第２の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを
受信することと、
　第１の下りリンクキャリアに関する、１タイムスロットあたり１つの第１のチャネル品
質指標の値を決定することと、
　第２の下りリンクキャリアに関する、１タイムスロットあたり１つの第２のチャネル品
質指標の値を決定することと、
　第１の上りリンクキャリアで無線ネットワークへ１タイムスロットあたり１つのＣＱＩ
フィールド内のチャネル品質指標を送信することと、
　第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、前記第
１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値か
ら導出される値、および前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する
第２のチャネル品質指標の値から導出される値とで符号化することであって、ＣＱＩフィ
ールドが、単一のタイムスロット内に、第１の下りリンクキャリアと第２の下りリンクキ
ャリアに関する、第１のチャネル品質指標と第２のチャネル品質指標の両方を含む、こと
とを含む、無線ネットワークの無線基地局と交信するため無線ユーザ機器デバイスを作動
させる方法。
【請求項１９】
　前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチャネル品質指
標の値から導出される値を、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応
する第１のチャネル品質指標の値の分解能を低下することによって得ることをさらに含む
、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品質指
標の値から導出される値を、（１）前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロット
に対応する第２のチャネル品質指標の値と、（２）前記複数のタイムスロットの各タイム
スロットの直前のタイムスロットに対応する第２のチャネル品質指標の値との間の差を計
算することによって得ることをさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
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　第２の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、前記第
２の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値か
ら導出される値と、および前記第２の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応す
る第２のチャネル品質指標の値から導出される値とで符号化することを含み、
　第１の複数のタイムスロットのタイムスロットが、第２の複数のタイムスロットに属さ
ず、また第２の複数のタイムスロットのタイムスロットが、第１の複数のタイムスロット
に属さない、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　第１および第２の複数のタイムスロットのタイムスロットがインタリーブされる、請求
項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　ＣＱＩフィールドが５ビットの長さであり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイ
ムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値から導出される値が３ビットの長さで
あり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品
質指標の値から導出される値が２ビットの長さである、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、下りリ
ンクキャリアで無線ネットワークから無線ユーザ装置によって受信されたペイロードデー
タに対応するＡＣＫ／ＮＡＫ応答値で符号化することをさらに含む、請求項２０に記載の
方法。
【請求項２５】
　ＣＱＩフィールドが５ビットの長さであり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイ
ムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値から導出される値が３ビットの長さで
あり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品
質指標の値から導出される値が１ビットの長さであり、ＡＣＫ／ＮＡＫ応答値が１ビット
の長さである、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品質指
標の値から導出される値を、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応
する第２のチャネル品質指標の値の分解能を低下させることによって、得ることと、
　第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、下りリ
ンクキャリアで無線ネットワークから無線ユーザ装置によって受信されたペイロードデー
タに対応するＡＣＫ／ＮＡＫ応答値で符号化することとをさらに含む、請求項１９に記載
の方法。
【請求項２７】
　ＣＱＩフィールドが５ビットの長さであり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイ
ムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値から導出される値が２ビットの長さで
あり、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品
質指標の値から導出される値が２ビットの長さであり、ＡＣＫ／ＮＡＫ応答値が１ビット
の長さである、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　複数の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信することと、
　複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を決
定することと、
　第１の上りリンクキャリアで無線ネットワークへ、１タイムスロットあたり１つのＣＱ
Ｉフィールド内のチャネル品質指標値を送信することと、
　複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアが１サイクル期間に１回選択されて
いる複数の下りリンクキャリアから、各タイムスロットに対して１個の選択された下りリ
ンクキャリアを選択することと、
　第１の上りリンクキャリアで送信されたＣＱＩフィールドが前記各タイムスロットに対
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して選択される下りリンクキャリアのチャネル品質に関する情報をサイクル期間内に一度
伝達するために、ＣＱＩフィールドを前記下りリンクキャリアのチャネル品質指標で符号
化することであって、ＣＱＩフィールドが、単一のタイムスロット内に、複数の下りリン
クキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を含む、こととを含む
、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デバイスを作動させる
方法。
【請求項２９】
　サイクル期間が、複数の下りリンクキャリア内の下りリンクキャリアの数と等しいタイ
ムスロットの数に一致する請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　複数の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信することと、
　複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を決
定することと、
　無線ネットワークへ、第１の上りリンクキャリアで１タイムスロットあたり１つのフィ
ードバック指標（ＦＢＩ）フィールド内のデータを送信することと、
　ＦＢＩフィールドを複数の下りリンクキャリアから選択される第１の下りリンクキャリ
アのチャネル品質指標の値の少なくとも一部分で符号化することであって、ＣＱＩフィー
ルドが、単一のタイムスロット内に、複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリア
に関するチャネル品質指標の値を含む、こととを含む、無線ネットワークの無線基地局と
交信するための無線ユーザ機器デバイスを作動させる方法。
【請求項３１】
　無線基地局へ、第１の上りリンクキャリアで１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィ
ールド内のデータを送信することと、
　ＣＱＩフィールドを、複数の下りリンクキャリアから選択される第２の下りリンクキャ
リアのチャネル品質指標の値で符号化することとをさらに含む、請求項３０に記載の方法
。
【請求項３２】
　ＣＱＩフィールドを有するチャネルを含む第１の上りリンクキャリアで、無線ユーザ機
器デバイスからデータを受信することと、
　第１の下りリンクキャリアおよび第２の下りリンクキャリアで、無線ユーザ機器デバイ
スへデータを送信することと、
　１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィールド内の受信値で、ＣＱＩフィールド内の
受信した値を読み出すことと、
　各タイムスロット内のＣＱＩフィールドの受信された値の第１のサブフィールドに従っ
て第１の下りリンクキャリアの出力電力を調整することと、
　前記各タイムスロット内のＣＱＩフィールドの受信された値の第２のサブフィールドに
従って第２の下りリンクキャリアの出力電力を調整することであって、ＣＱＩフィールド
が、単一のタイムスロット内に、第１の下りリンクキャリアと第２の下りリンクキャリア
に関する、第１のチャネル品質指標と第２のチャネル品質指標の両方を含む、こととを含
む、無線ネットワーク内の無線基地局を作動させる方法。
【請求項３３】
　ＣＱＩフィールド内の受信された値の第３のサブフィールドが第１の予め定めた値を有
する場合、下りリンクキャリアで無線ユーザ機器デバイスへ送られた少なくとも１つのパ
ケットを無線ユーザ機器デバイスが受信に成功したことを、無線ネットワークの無線ネッ
トワーク制御装置へ通知することをさらに含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　第１の上りリンクキャリアのチャネルのフィードバック情報（ＦＢＩ）フィールドの予
め定めたサブフィールドが第１の予め定めた値を有する場合、下りリンクキャリアで無線
ユーザ機器デバイスへ送られた少なくとも１つのパケットを無線ユーザ機器デバイスが受
信に成功したことを、無線ネットワークの無線ネットワーク制御装置へ通知することをさ
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らに含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　第１の下りリンクキャリアおよび第２の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを
受信するための手段と、
　１タイムスロット当たり１つの第１のチャネル品質指標の値で、第１の下りリンクキャ
リアに関する第１のチャネル品質指標の値を、および１タイムスロット当たり１つの第２
のチャネル品質指標の値で、第２の下りリンクキャリアに関する第２のチャネル品質指標
の値を決定するための手段と、
　１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィールド内のチャネル品質指標の値を第１の上
りリンクキャリアで無線基地局に送信するための手段と、
　第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、第１の
上りリンクキャリアで送信されるＣＱＩフィールドが前記第１の複数のタイムスロットの
各タイムスロットに対する第１の下りリンクのチャンネル品質に関する情報と第２の下り
リンクのチャンネル品質に関する情報とを第１の上りリンクキャリアで伝達するように、
（１）前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチャンネル
品質指標の値から導出される値と（２）前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロ
ットに対応する第２のチャンネル品質指標の値から導出される値とで、符号化するための
手段であって、ＣＱＩフィールドが、単一のタイムスロット内に、第１の下りリンクキャ
リアと第２の下りリンクキャリアに関する、第１のチャネル品質指標と第２のチャネル品
質指標の両方を含む、手段とを含む、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無
線ユーザ機器デバイス。
【請求項３６】
　符号化のための手段が、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応す
る第１のチャネル品質指標の値から導出される値を、前記第１の複数のタイムスロットの
各タイムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値の分解能を低下することにより
得るようにさらに構成された、請求項３５に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項３７】
　符号化のための手段が、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応す
る第２のチャネル品質指標の値から導出される値を、（１）前記第１の複数のタイムスロ
ットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品質指標の値と、（２）前記第１の複
数のタイムスロットの各タイムスロットの直前のタイムススロットに対応する第２のチャ
ネル品質指標の値との差を計算することにより得るようにさらに構成された、請求項３６
に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項３８】
　回路が、前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィール
ドを、下りリンクキャリアで無線基地局から無線ユーザ機器デバイスが受信したペイロー
ドデータに対応するＡＣＫ／ＮＡＫ応答値で、符号化するようにさらに構成された、請求
項３７に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項３９】
　複数の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信するための手段と、
　複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を決
定するための手段と、
　第１の上りリンクキャリアで無線基地局へ１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィー
ルドのチャネル品質指標値を送信するための手段と、
　複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアが１サイクル期間に１回選択されて
いる複数の下りリンクキャリアから、各タイムスロットに対して１個の選択された下りリ
ンクキャリアを選択するための手段と、
　前記各タイムスロットに対する選択された下りリンクキャリアのチャネル品質指標でＣ
ＱＩフィールドを符号化するための手段であって、ＣＱＩフィールドが、単一のタイムス
ロット内に、複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指
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標の値を含む、手段とを含む、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユー
ザ機器デバイス。
【請求項４０】
　複数の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信するための手段と、
　複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を決
定するための手段と、
　第１の上りリンクキャリアで無線ネットワークへ１タイムスロットあたり１つのフィー
ドバック指標（ＦＢＩ）フィールド内のデータを送信するための手段と、
　複数の下りリンクキャリアから選択された第１の下りリンクキャリアのチャネル品質指
標の値の少なくとも一部分で、ＦＢＩフィールドを符号化するための手段であって、ＦＢ
Ｉフィールドが、単一のタイムスロット内に、複数の下りリンクキャリアの各下りリンク
キャリアに関するチャネル品質指標の値を含む、手段とを含む、無線ネットワークの無線
基地局と交信するための無線ユーザ機器デバイス。
【請求項４１】
　送信のための手段が、第１の上りリンクキャリアで１タイムスロットあたり１つのＣＱ
Ｉフィールド内のデータを無線基地局ネットワークへ送信するように構成され、
　符号化のための手段が、ＣＱＩフィールドを、複数の下りリンクキャリアから選択され
た第２の下りリンクキャリアのチャネル品質指標の値で、符号化するように構成された、
　請求項４０に記載の無線ユーザ機器デバイス。
【請求項４２】
　ＣＱＩフィールドを有するチャンネルを含む第１の上りリンクキャリアで無線ユーザ機
器デバイスからデータを受信するための手段と、
　第１の下りリンクキャリアおよび第２の下りリンクキャリアで無線ユーザ機器デバイス
へデータを送信するための手段と、
　　１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィールド内の受信値で、ＣＱＩフィールド内
の値を受信するように、
　　各タイムスロット内のＣＱＩフィールドで受信された値の第１のサブフィールドに従
って第１の下りリンクキャリアの出力電力を調整するように、
　　前記各タイムスロット内のＣＱＩフィールドで受信された値の第２のサブフィールド
に従って第２の下りリンクキャリアの出力電力を調整し、ＣＱＩフィールドが、単一のタ
イムスロット内に、第１の下りリンクキャリアと第２の下りリンクキャリアに関する、第
１のチャネル品質指標と第２のチャネル品質指標の両方を含む、ように、
　構成された処理のための手段
とを含む、無線ユーザ機器デバイスと交信するための無線ネットワーク内の無線基地局。
【請求項４３】
　処理のための手段が、
　ＣＱＩフィールド内の受信された値の第３のサブフィールドを読み出すように、
　第３のサブフィールドが第１の値を有する場合、下りリンクキャリアで無線ユーザ機器
デバイスへ送られる少なくとも１つのパケットが、無線ユーザ機器デバイスによって受信
に成功していることを無線ネットワークの無線ネットワーク制御装置へ通知するようにさ
らに構成された、請求項４２に記載の無線基地局。
【請求項４４】
　第１の上りリンクキャリアが、フィードバック情報（ＦＢＩ）フィールドを有するチャ
ンネルを含み、
　処理のための手段が、ＦＢＩフィールドの第３のサブフィールドが第１の予め定めた値
を有する場合、下りリンクキャリアで無線ユーザ機器デバイスへ送られる少なくとも１つ
のパケットが、無線ユーザ機器デバイスによって受信に成功していることを無線ネットワ
ークの無線ネットワーク制御装置へ通知するようにさらに構成された、請求項４２に記載
の無線基地局。
【請求項４５】
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　第１の下りリンクキャリアおよび第２の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを
受信するためのステップと、
　第１の下りリンクキャリアに関する、１タイムスロットあたり１つの第１のチャネル品
質指標の値を決定するためのステップと、
　第２の下りリンクキャリアに関する、１タイムスロットあたり１つの第２のチャネル品
質指標の値を決定するためのステップと、
　第１の上りリンクキャリアで無線ネットワークへ１タイムスロットあたり１つのＣＱＩ
フィールドのチャネル品質指標の値を送信するためのステップと、
　第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の
値から導出される値および前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応す
る第２のチャネル品質指標の値から導出される値とで前記第１の複数のタイムスロットの
各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを符号化するためのステップであって、ＣＱ
Ｉフィールドが、単一のタイムスロット内に、第１の下りリンクキャリアと第２の下りリ
ンクキャリアに関する、第１のチャネル品質指標と第２のチャネル品質指標の両方を含む
、ステップとを含む、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デ
バイスを作動させる方法。
【請求項４６】
　複数の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信するためのステップと、
　複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を決
定するためのステップと、
　第１の上りリンクキャリアで無線ネットワークへ、１タイムスロットあたり１つのＣＱ
Ｉフィールド内のチャネル品質指標の値を送信するためのステップと、
　複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアが１サイクル期間に１回選択されて
いる複数の下りリンクキャリアから、各タイムスロットに対して１個の選択された下りリ
ンクキャリアを選択するためのステップと、
　第１の上りリンクで送信されたＣＱＩフィールドがサイクル期間内に１回各下りリンク
キャリアのチャネル品質に関する情報を伝達するために、前記各タイムスロットに対して
選択された下りリンクキャリアのチャネル品質指標で、ＣＱＩフィールドを符号化するた
めのステップであって、ＣＱＩフィールドが、単一のタイムスロット内に、複数の下りリ
ンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を含む、ステップと
を含む、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デバイスを作動
させる方法。
【請求項４７】
　複数の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信するためのステップと、
　複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を決
定するためのステップと、
　第１の上りリンクキャリアで無線ネットワークへ１タイムスロットあたり１つのフィー
ドバック指標（ＦＢＩ）フィールド内のデータを送信するためのステップと、
　ＦＢＩフィールドを、複数の下りリンクキャリアから選択された第１の下りリンクキャ
リアのチャネル品質指標の値の少なくとも一部分で符号化するためのステップであって、
ＦＢＩフィールドが、単一のタイムスロット内に、複数の下りリンクキャリアの各下りリ
ンクキャリアに関するチャネル品質指標の値を含む、ステップとを含む、無線ネットワー
クの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デバイスを作動させる方法。
【請求項４８】
　ＣＱＩフィールドを有するチャネルを含む第１の上りリンクキャリアで無線ユーザ機器
デバイスからデータを受信するためのステップと、
　第１の下りリンクキャリアおよび第２の下りリンクキャリアで無線ユーザ機器デバイス
へデータを送信するためのステップと、
　１タイムスロット当たりＣＱＩフィールド内で受信された１つの値を読み出すためのス
テップと、
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　各タイムスロット内のＣＱＩフィールドの受信された値の第１のサブフィールドに従っ
て第１の下りリンクキャリアの出力電力を調整するためのステップと、
　前記各タイムスロット内のＣＱＩフィールドの受信された値の第２のサブフィールドに
従って第２の下りリンクキャリアの出力電力を調整するためのステップであって、ＣＱＩ
フィールドが、単一のタイムスロット内に、第１の下りリンクキャリアと第２の下りリン
クキャリアに関する、第１のチャネル品質指標と第２のチャネル品質指標の両方を含む、
ステップとを含む、無線ネットワーク内の無線基地局を作動させる方法。
【請求項４９】
　無線ユーザ機器デバイスの少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、無線ユ
ーザ機器デバイスに、
　第１の下りリンクキャリアおよび第２の下りリンクキャリアで無線ネットワークの無線
基地局からデータを受信することと、
　第１の下りリンクキャリアに関する、１タイムスロットあたり１つの第１のチャネル品
質指標の値を決定することと、
　第２の下りリンクキャリアに関する、１タイムスロットあたり１つの第２のチャネル品
質指標の値を決定することと、
　第１の上りリンクキャリアで無線ネットワークへ、１タイムスロットあたり１つのＣＱ
Ｉフィールド内のチャネル品質指標値を送信することと、
　第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、前記第
１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値か
ら導出される値、および前記第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する
第２のチャネル品質指標の値から導出される値で符号化することであって、ＣＱＩフィー
ルドが、単一のタイムスロット内に、第１の下りリンクキャリアと第２の下りリンクキャ
リアに関する、第１のチャネル品質指標と第２のチャネル品質指標の両方を含む、ことと
を含む、動作を実行させる命令を含む機械可読記憶媒体。
【請求項５０】
　無線ネットワーク内の無線基地局の少なくとも１つのプロセッサによって実行されると
、無線基地局に、
　ＣＱＩフィールドを有するチャネルを含む第１の上りリンクキャリアで、無線ユーザ機
器デバイスからデータを受信することと、
　第１の下りリンクキャリアおよび第２の下りリンクキャリアで、無線ユーザ機器デバイ
スへデータを送信することと、
　１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィールド内の受信値で、ＣＱＩフィールド内の
受信した値を読み出すことと、
　各タイムスロット内のＣＱＩフィールドの受信された値の第１のサブフィールドに従っ
て第１の下りリンクキャリアの出力電力を調整することと、
　前記各タイムスロット内のＣＱＩフィールドの受信された値の第２のサブフィールドに
従って第２の下りリンクキャリアの出力電力を調整することであって、ＣＱＩフィールド
が、単一のタイムスロット内に、第１の下りリンクキャリアと第２の下りリンクキャリア
に関する、第１のチャネル品質指標と第２のチャネル品質指標の両方を含む、こととを含
む、動作を実行させる命令を含む機械可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　米国特許法１１９条のもとでの優先権主張
　本特許出願は２００５年４月２８日に出願された仮出願番号60/676,109、名称“Method
 and Apparatus for Multi-Carrier Wireless Communications”（マルチキャリア無線通
信のための方法と装置）に対する優先権を主張する。また、本特許出願は２００５年４月
２８日に出願された仮出願番号60/676,110、名称“Method and Apparatus for Multi-Car
rier Wireless Communications”（マルチキャリア無線通信のための方法と装置）に対す
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る優先権を主張する。これらの仮出願の各々は本出願の譲受人に譲渡され、すべての図面
、表および請求範囲を含み、参照によってここに完全に説明されているかのように明白に
組み込まれている。
【０００２】
　本発明は一般に通信に関する。より詳細には無線通信システムにおけるマルチキャリア
、マルチセル通信に関する。
【発明の背景】
【０００３】
　近年の通信システムは、音声およびデータアプリケーションのような種々のアプリケー
ションのための信頼性のある伝送を提供すると予想されている。１対多点通信の状況にお
いて、既知の通信システムは周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭ
Ａ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）およびおそらく他の多元接続通信方式に基づいてい
る。
【０００４】
　ＣＤＭＡシステムは、以下のような１つ以上のＣＤＭＡ規格をサポートするように設計
されるかもしれない。すなわち、（１）TIA/EIA-95 “Mobile Station-Base Station Com
patibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System”（双
モード広帯域スペクトル拡散セルラシステムための移動局－基地局互換性規格）（拡張改
訂ＡおよびＢと共にこの規格は 「ＩＳ－９５規格」と呼ばれる）、（２）TIA/EIA-98-C 
“Recommended Minimum Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular M
obile Station”（双モード広帯域スペクトル拡散セルラ移動局のための推奨最低基準）
、（「ＩＳ－９８規格」）、（３）第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）
というコンソーシアムにより提案され、文書番号3G TS 25.211, 3G TS 25.212, 3G TS 25
.213, および3G TS 25.214を含む１組に統合された規格（「Ｗ－ＣＤＭＡ規格」）、（４
）第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）というコンソーシアムにより
提案され、TR-45.5 “Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems
,” （ｃｄｍａ２０００スペクトル拡散システムのための物理層規格）、C.S0005-A “Up
per Layer (Layer 3) Signaling Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems,”（
ｃｄｍａ２０００スペクトル拡散システムのための上位層（層３）信号規格）、およびTI
A/EIA/IS-856 “cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Specification”（ｃ
ｄｍａ２０００高速パケットデータ無線インタフェース仕様）を含む一組の文書に統合さ
れた規格（まとめて「ｃｄｍａ２０００　規格」）、（５）１ｘＥＶ－ＤＯ規格、並びに
（６）特定の他の規格。上に記載された規格は、付属文書、付録、および他の添付を含み
、参照によってここに完全に説明されているかのように組み込まれる。
【０００５】
　マルチキャリア通信システムは、無線サービスおよび特にデータサービスに対する常に
増え続ける要求を満足するために開発されている。マルチキャリア通信システムは、情報
を２つ以上の搬送周波数で伝送する能力を備えたシステムである。マルチキャリアシステ
ムの機能は下りリンクおよび上りリンク接続双方に存在するかもしれないことに注意すべ
きである。代替的に、マルチキャリアシステムは、マルチキャリの機能を上りリンクのま
たは下りリンク上でのみ有しているかもしれない。「下りリンク」は順方向情報伝送、す
なわち、携帯電話、ＰＤＡ、または計算機のような、無線ネットワークからユーザ機器（
ＵＥ）への送信を意味する。「上りリンク」は逆方向、すなわち、ＵＥから無線ネットワ
ークへの情報伝送を意味する。
【０００６】
　さらに重要なことに、マルチキャリアシステムにおいて、順方向回線のキャリアの数は
逆方向回線のキャリア数と異なるかもしれない。例えば、下りリンクキャリアの数（Ｎ）
が上りリンクキャリアの数（Ｍ）を超えるかもしれない。すなわちＮ＞Ｍ。反対の関係も
、ほとんどないにしても、可能であって、下りリンクキャリアの数を超える上りリンクキ
ャリアの数があるかもしれない。すなわちＭ＞Ｎ。もちろん、マルチキャリアシステムに
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おいて、上りリンクと下りリンクキャリアの数が同じであるかもしれない。すなわち、Ｎ
＝Ｍ。直前のパラグラフに記したように、マルチキャリアシステムにおいて、ＮまたはＭ
のいずれかは１に等しいかもしれない。
【０００７】
　マルチキャリアシステムにおいて上りリンクキャリアの数が下りリンクキャリアの数と
等しいとき（Ｎ＝Ｍ）、上りリンクおよび下りリンクキャリアは、単一キャリアシステム
と同様の方法で「ペア」にされるかもしれない。すなわち、各上りリンク／下りリンクキ
ャリアは対応する下りリンク／上りリンクキャリアとペアを組むことができる。２個のペ
アにされたキャリアにおいて、下りリンクキャリアに関するオーバヘッド（すなわち、非
ペイロードまたは制御）情報はペアにされた上りリンクキャリアによって搬送される、ま
た、上りリンクキャリアに関するオーバヘッド情報は下りリンクキャリアによって搬送さ
れる。上りリンクキャリアの数が下りリンクキャリアの数と同じでない場合（Ｎ≠Ｍ）、
１つ以上の「非ペア」キャリアが下りリンクまたは上りリンクのいずれかに生じるかもし
れない。そのような非対称マルチキャリア通信システムにおいては、信号は、オーバヘッ
ド情報が非ペアキャリアのために伝送されるように適合させられる必要がある。
【０００８】
　以前に展開された通信システムを更新する場合、レガシー機器との上位互換性を維持す
ることが望ましい。例えば、無線ネットワークを更新する場合、既存の携帯電話との互換
性を維持することが望ましいだろう。さらに、以前に展開された通信システムに対する変
更は、ハードウェアの変更に対する要求を最小にしながら、好ましくはソフトウェアの更
新を通じてなされるべきである。無線通信システムを単一キャリアからマルチキャリア機
能へ更新する場合にもこれらの見方は等しく当てはまる。
【０００９】
　それ故、当業者においては、ユーザ機器の下位互換性を保ち、単一キャリア通信システ
ムにマルチキャリア機能を追加する場合に、ハードウェアの変更の必要性を減らす方法お
よび装置に対する要求がある。特に、当業者において、単一キャリア動作用に設計された
ユーザ機器との互換性を保ちながら、および無線ネットワークにおけるハードウェア変更
に対する要求を減らしながら、マルチキャリアシステムにおける非ペアキャリアに対して
信号を提供する方法および装置に対する要求がある。　
【発明の概要】
【００１０】
　ここに開示する実施例は、１対多点通信システムにおいてマルチキャリア機能を実施す
るための方法、装置、および機械可読な製品を提供することにより上記要求を解決する。
【００１１】
　１実施例において、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デ
バイスは受信機、送信機、および処理回路を含む。受信機は、第１の下りリンクキャリア
および第２の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信し、第１の下りリンクキ
ャリアに関する第１のチャンネル品質指標の値を決定し、第２の下りリンクキャリアに関
する第２のチャンネル品質指標の値を決定するように構成される。１タイムスロットあた
り１つの第１のチャンネル品質指標の値、および１タイムスロットあたり１つの第２のチ
ャンネル品質指標の値がある。送信機は、無線基地局へ第１の上りリンクキャリアで、１
タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィールド内のチャネル品質指標値を送信するように
構成される。処理回路は、受信機および送信機に接続され、第１の複数のタイムスロット
の各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、（１）第１の複数のタイムスロットの
各タイムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値から導かれた値と（２）第１の
複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品質指標の値から導
かれた値とを用いて符号化するように構成される。このように、第１の上りリンクキャリ
アで伝送されるＣＱＩフィールドは、第１の複数のタイムスロットの各スロットに対する
第１の下りリンクキャリアのチャンネル品質に関する情報および第２の下りリンクキャリ
アのチャンネル品質に関する情報を伝達する。
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【００１２】
　１実施例において、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デ
バイスは、受信機、送信機、および処理回路を含む。受信機は、複数の下りリンクキャリ
アで無線基地局からデータを受信し、複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリア
に関するチャンネル品質指標の値を決定するように構成される。送信機は、無線基地局へ
第１の上りリンクキャリアで１タイムスロットあたり１つのＣＱＩフィールド内のチャネ
ル品質指標値を送信するように構成される。処理回路は、受信機および送信機に接続され
、複数の下りリンクキャリアから１つの選択された下りリンクキャリアを各タイムスロッ
トに対して選択するように構成される。複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリ
アは１サイクル期間に１回選択される。処理回路は、各タイムスロットに対して選択され
た下りリンクキャリアのチャンネル品質指標でＣＱＩフィールドを符号化するようにも構
成される。このように、第１の上りリンクキャリアで伝送されるＣＱＩフィールドは、サ
イクル期間内に一度各下りリンクキャリアのチャンネル品質に関する情報を伝達する。
【００１３】
　１実施例において、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デ
バイスは、受信機、送信機、および処理回路を含む。受信機は、複数の下りリンクキャリ
アで無線基地局からデータを受信し、複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリア
に関するチャンネル品質指標の値を決定するように構成される。送信機は、無線ネットワ
ークへ第１の上りリンクキャリアで１タイムスロットあたり１つのフィードバック指標フ
ィールド（ＦＢＩ）内のデータを送信するように構成される。処理回路は、受信機および
送信機に接続され、ＦＢＩフィールドを複数の下りリンクキャリアから選択された第１の
下りリンクキャリアのチャンネル品質指標の値の少なくとも一部で符号化するように構成
される。
【００１４】
　１実施例において、無線ネットワークにおける無線基地局は無線ユーザ機器デバイスと
交信する。無線基地局は受信機、送信機、およびプロセッサを含む。受信機は、ＣＱＩフ
ィールドを有するチャンネルを含む第１の上りリンクキャリアで無線ユーザ機器デバイス
からデータを受信するように構成される。送信機は、第１の下りリンクキャリアで、およ
び第２の下りリンクキャリアで、データを無線ユーザ機器デバイスへ送信するように構成
される。受信機および送信機に接続されたプロセッサは、以下の機能を実行するように構
成される。（１）１タイムスロットあたり１つ、ＣＱＩフィールド内の値を複数受信、（
２）（複数タイムスロットの）各タイムスロットにおけるＣＱＩフィールド内の受信した
値の第１のサブフィールドに従って、第１の下りリンクキャリアの出力電力を調整、およ
び（３）各タイムスロットにおけるＣＱＩフィールド内の受信した値の第２のサブフィー
ルドに従って、第２の下りリンクキャリアの出力電力を調整。
【００１５】
　１実施例において、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デ
バイスを作動させる方法は以下のステップを含む。（１）第１の下りリンクキャリアおよ
び第２の下りリンクキャリアで無線基地局からデータを受信、（２）第１の下りリンクキ
ャリアに関する１タイムスロットあたり１つの第１のチャンネル品質指標の値を決定、（
３）第２の下りリンクキャリアに関する１タイムスロットあたり１つの第２のチャンネル
品質指標の値を決定、（４）第１の上りリンクキャリアで、無線ネットワークへ１タイム
スロット当たり１つのＣＱＩフィールド内のチャネル品質指標の値を送信、（５）第１の
複数のタイムスロットの各タイムスロットに対するＣＱＩフィールドを、第１の複数のタ
イムスロットの各タイムスロットに対応する第１のチャネル品質指標の値から導出した値
および第１の複数のタイムスロットの各タイムスロットに対応する第２のチャネル品質指
標の値から導出した値で符号化。
【００１６】
　１実施例において、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デ
バイスを作動させる方法は以下のステップを含む。（１）複数の下りリンクキャリアで無
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線基地局からデータを受信、（２）複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに
関するチャネル品質指標の値を決定、（３）　第１の上りリンクキャリアで無線ネットワ
ークへ１タイムスロット当たり１つのＣＱＩフィールド内のチャネル品質指標の値を送信
、（４）複数の下りリンクキャリアから選択された下りリンクキャリアを各タイムスロッ
トに対して選択、ここで、複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアは１サイク
ル期間に１回選択される、および（５）ＣＱＩフィールドを、各タイムスロットに対して
選択された下りリンクキャリアのチャネル品質指標で符号化。その結果、第１の上りリン
クキャリアで送信されるＣＱＩフィールドは、サイクル期間内に一度、各下りリンクキャ
リアのチャンネル品質に関する情報を伝達する。
【００１７】
　１実施例において、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デ
バイスを作動させる方法は以下のステップを含む。（１）複数の下りリンクキャリアで無
線基地局からデータを受信、（２）複数の下りリンクキャリアの各下りリンクキャリアに
関するチャネル品質指標の値を決定、（３）第１の上りリンクキャリアで無線ネットワー
クへ１タイムスロット当たり１つのフィードバック指標（ＦＢＩ）フィールド内のデータ
を送信、（４）ＦＢＩフィールドを、複数の下りリンクキャリアから選択された第１の下
りリンクキャリアのチャネル品質指標の値の少なくとも部分で符号化。
【００１８】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局を作動させる方法は以下のステッ
プを含む。（１）ＣＱＩフィールドを有するチャネルを含む第１の上りリンクキャリアで
無線ユーザ機器デバイスからデータを受信、（２）第１の下りリンクキャリアおよび第２
の下りリンクキャリアで無線ユーザ機器デバイスへデータを送信、（３）１タイムスロッ
トあたり１つのＣＱＩフィールド内の受信値で、ＣＱＩフィールド内の受信された値の読
出し、（４）各タイムスロット内のＣＱＩフィールドにおける受信された値の第１のサブ
フィールドに従って第１の下りリンクキャリアの出力電力を調整、（５）各タイムスロッ
ト内のＣＱＩフィールドにおける受信された値の第２のサブフィールドに従って第２の下
りリンクキャリアの出力電力を調整。
【００１９】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局を作動させる方法は、完全な３Ｇ
ＰＰリリース９９機能を備えた少なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアを送信する
こと、および部分的３ＧＰＰリリース９９機能を備えた少なくとも１つの下りリンク非ア
ンカーキャリアを送信することを含む。少なくとも１つの下りリンク非アンカーキャリア
を送信するステップは少なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアを送信するステップ
と時間的にオーバラップする。
【００２０】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局を操作する方法は、第１の共通チ
ャネルを有する少なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアを送信すること、および第
１の共通チャネルを搬送しない少なくとも１つの下りリンク非アンカーキャリアを送信す
ることを含む。この２つの送信ステップは時間的にオーバラップする。
【００２１】
　１実施例において、無線ネットワークにおける無線基地局は、ユーザ機器デバイスから
少なくとも１つの上りリンクキャリアでデータを受信するための受信機、およびユーザ機
器デバイスへ複数の下りリンクキャリアでデータを送信するための送信機を含む。送信機
は、完全な３ＧＰＰリリース９９機能を備えた少なくとも１つの下りリンクアンカーキャ
リアで送信するように構成される。また、送信機は、部分的３ＧＰＰリリース９９機能を
備えた少なくとも１つの下りリンク非アンカーキャリアで送信するように構成される。少
なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアおよび少なくとも１つの下りリンク非アンカ
ーキャリアの送信は時間的にオーバラップする。
【００２２】
　１実施例において、無線ネットワークにおける無線基地局は、ユーザ機器デバイスから
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少なくとも１つの上りリンクキャリアでデータを受信するための受信機、およびユーザ機
器デバイスへ複数の下りリンクキャリアでデータを送信するための送信機を含む。送信機
は、第１の共通チャンネルを有する少なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアを送信
し、第１の共通チャンネルを搬送しない少なくとも１つの下りリンク非アンカーキャリア
を送信するように構成される。少なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアの送信は、
少なくとも１つの下りリンク非アンカーキャリアの送信と時間的にオーバラップする。
【００２３】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局を作動させる方法は、以下のステ
ップを含む。（１）第１の共通チャンネルを有する第１の下りリンクアンカーキャリアを
送信、（２）ユーザ機器デバイスから、ユーザ機器デバイスが無線基地局が属する無線ネ
ットワークシステムを第１の下りリンクアンカーキャリアを用いて取得したことを無線基
地局へ通知する第１の信号を受信、（３）第１の共通チャンネルで第２の下りリンクアン
カーキャリア送信、（４）第１の信号を受信後、ユーザ機器デバイスへ、ユーザ機器デバ
イスに第２の下りリンクアンカーキャリアを用いて無線ネットワークシステムを取得する
ように通知する第２の信号を送信。　第２の下りリンクアンカーキャリアを送信するステ
ップは、第１の下りリンクアンカーキャリアを送信するステップに時間的にオーバラップ
する。
【００２４】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局は、ユーザ機器デバイスから少な
くとも１つの上りリンクキャリアでデータを受信するための受信機、ユーザ機器デバイス
へ複数の下りリンクキャリアでデータを送信するための送信機、並びに送信機および受信
機を制御するためのプロセッサを含む。プロセッサは送信機および受信機を以下の機能を
実行するように構成する。（１）第１の共通チャンネルを有する第１の下りリンクアンカ
ーキャリアを送信、（２）ユーザ機器デバイスから、ユーザ機器デバイスが無線基地局が
属する無線ネットワークシステムを第１の下りリンクアンカーキャリアを用いて取得した
ことを無線基地局へ通知する第１の信号を受信、（３）第１の共通チャンネルを有する第
２の下りリンクアンカーキャリア送信、（４）第１の信号を受信後、第１のユーザ機器デ
バイスへ、第１のユーザ機器デバイスに第２の下りリンクアンカーキャリアを用いて無線
ネットワークシステムを取得するように通知する第２の信号を送信。
【００２５】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局を作動させる方法は、無線基地局
から完全な３ＧＰＰリリース９９機能を備えた少なくとも１つの下りリンクアンカーキャ
リアを受信すること、および無線基地局から部分的３ＧＰＰリリース９９機能を備えた少
なくとも１つの下りリンク非アンカーキャリアを受信することとを含む。アンカーキャリ
アおよび非アンカーキャリアは同時に受信される。
【００２６】
　１実施例において、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デ
バイスは、受信機、および処理回路を含む。処理回路は（１）無線基地局から完全３ＧＰ
Ｐリリース９９機能を備えた少なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアを受信するた
めの受信機を構成し、（２）少なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアを用いて無線
ネットワークシステムを取得し、（３）無線基地局から部分的３ＧＰＰリリース９９機能
を備えた少なくとも１つの下りリンク非アンカーキャリアを、少なくとも１つの下りリン
クアンカーキャリアの受信と同時に受信するための受信機を構成するように整えられる。
【００２７】
　１実施例において、無線ネットワーク内のユーザ機器デバイスを作動させる方法は、無
線ネットワークの無線基地局から第１の共通チャネルを有する少なくとも１つの下りリン
クアンカーキャリアを受信するステップを含む。この方法は少なくとも１つの下りリンク
アンカーキャリアを用いて無線ネットワークシステムを取得するステップも含む。この方
法は第１の共通チャンネルを搬送しない少なくとも１つの下りリンク非アンカーキャリア
でペイロードデータを受信するステップをさらに含む。ペイロードデータを受信するステ
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ップは、少なくとも１つの下りリンクのアンカーキャリアを受信するステップと時間的に
オーバラップする。
【００２８】
　１実施例において、無線ネットワークと交信するための無線ユーザ機器デバイスは、受
信機および処理回路を含む。処理回路は（１）無線ネットワークの無線基地局から第１の
共通チャネルを有する少なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアを受信するための受
信機を構成し、（２）少なくとも１つの下りリンクアンカーキャリアを用いて無線ネット
ワークシステムを取得し、（３）無線基地局から、第１の共通チャネルを搬送しない少な
くとも１つの下りリンク非アンカーキャリアで、ペイロードデータを（少なくとも１つの
下りリンクアンカーキャリアの受信と同時に）受信するための受信機を構成するように整
えられる。
【００２９】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局を作動させる方法は、以下のステ
ップを含む。（１）第１の共通チャネルを有する第１の下りリンクアンカーキャリアを送
信、（２）第２の下りリンクキャリアを送信、（３）ユーザ機器デバイスから、ユーザ機
器デバイスが無線ネットワークシステムを第１の下りリンクアンカーキャリアを用いて取
得したことを示す第１の信号を受信、（４）第１の信号を受信後、ユーザ機器デバイスに
第２の下りリンクキャリアを受信するように命令する第２の信号を送信。
【００３０】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局は、ユーザ機器デバイスからデー
タを受信するための受信機、ユーザ機器デバイスへ複数の下りリンクキャリアでデータを
送信するための送信機、並びに受信機および送信機を制御するためのプロセッサを含む。
プロセッサは、第１の共通チャンネルを有する第１の下りリンクアンカーキャリア、およ
び第２の下りリンクキャリアを送信するように送信機を構成するように整えられる。また
、プロセッサは第１のユーザ機器デバイスから、第１のユーザ機器デバイスが無線ネット
ワークシステムを第１の下りリンクアンカーキャリアを用いて取得したことを示す第１の
信号を受信するように受信機を構成するように整えられる。プロセッサは、第１の信号を
受信後、第１のユーザ機器デバイスに、第２の下りリンクキャリアを受信するように命令
する第２の信号を送信するように送信機を構成するようにさらに整えられる。
【００３１】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局を作動させる方法は、（１）共通
チャネルを有する第１の下りリンクアンカーキャリアを送信、（２）ユーザ機器デバイス
から第１の上りリンクキャリアを受信、（３）ユーザ機器デバイスに第２の上りリンクキ
ャリアを送信するように命令する第１の信号を送信、（４）ユーザ機器デバイスによって
送信された第２の上りリンクキャリアへの同期を含む。
【００３２】
　１実施例において、無線ネットワーク内の無線基地局は、データを受信するための受信
機、複数の下りリンクキャリアでデータを送信するための送信機、並びに受信機および送
信機を制御するためのプロセッサを含む。プロセッサは、（１）送信機に共通チャンネル
を有する第１の下りリンクアンカーキャリアを送信させるように、（２）受信機にユーザ
機器デバイスから第１の上りリンクキャリアを受信させるように、（３）送信機に、ユー
ザ機器デバイスに第２の上りリンクキャリアを送信するように命令する第１の信号を送信
させるように、（４）受信機をユーザ機器デバイスによって送信された第２の上りリンク
キャリアに同期するように構成される。
【００３３】
　１実施例において、無線ネットワーク内のユーザ機器デバイスを作動させる方法は、ユ
ーザ機器デバイスにおいて、共通チャネルを有する第１の下りリンクアンカーキャリアを
無線基地局から受信するステップを含む。また、この方法は、ユーザ機器デバイスにおい
て、第１の上りリンクキャリアを無線基地局へ送信することを含む。この方法は、ユーザ
機器デバイスにおいて、無線基地局から、ユーザ機器デバイスに第２の上りリンクキャリ
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アを送信するように命令する第１の信号を受信することをさらに含む。この方法は、第１
の信号の受信に応じて第２の上りリンクキャリアを送信することを、付加的に含む。
【００３４】
　１実施例において、無線ネットワークの無線基地局と交信するための無線ユーザ機器デ
バイスは受信機、送信機、および処理回路を含む。処理回路は（１）受信機に、共通チャ
ンネルを有する第１の下りリンクアンカーキャリアを無線基地局から受信させるように、
（２）送信機に、第１の上りリンクキャリアを無線基地局へ送信させるように、（３）受
信機に、ユーザ機器デバイスに第２の上りリンクキャリアを送信するように命令する第１
の信号を無線基地局から受信させるように、（４）送信機に、第１の信号の受信に応じて
第２の上りリンクキャリアを送信させるように構成される。
【００３５】
　本発明のこれらおよび他の実施例と態様は、以下の記述、図面、および添付された請求
範囲を参照してより良く理解されるだろう。
【好ましい実施形態の詳細な説明】
【００３６】
　本明細書において、単語「実施例」、「変形」、および類似の表現は、必ずしも同じ装
置、処理、または製品ではなく、特定の装置、処理、または製品を参照するのに用いられ
る。したがって、１つの場所または文脈で用いられた「１実施例」（または、類似表現）
は特定の装置、処理、または製品を参照することができ、異なる場所における同じまたは
類似の表現は異なる装置、処理、または製品を参照することができる。表現「代替的実施
例」および類似の語句は、多くの異なる可能な実施例の１つを示すために用いられる。可
能な実施例の数は必ずしも２または他のいずれかの数量に限定される必要はない。
【００３７】
　「代表的」という言葉は、ここでは「例、実例、または例証として役立つこと」を意味
するために用いられるここで「代表的」と説明されたいかなる実施例も、必ずしも他の実
施例より好ましいまたは有利であると解釈されるべきではない。この明細書で説明された
すべての実施例は、当業者が本発明を製造または利用することを可能とするように提供さ
れている代表的実施例であり、請求項およびその等価物によって定義される本発明に与え
られた法的保護の範囲を限定するものではない。
【００３８】
　「ユーザ機器」、「ＵＥ」または「ユーザ機器デバイス」とここで呼ばれる加入者局は
、移動または固定であるかもしれない。また１つ以上の無線基地局と交信するかもしれな
い。ユーザ機器デバイスは、ＰＣカード、外部または内部モデム、無線電話、および無線
通信可能な携帯情報端末（ＰＤＡ）を非限定的に含む多くの形式のデバイスのいずれかで
あるかもしれない。ユーザ機器は、１つ以上の無線基地局を通じて無線ネットワーク（基
地局）制御装置へ、または、からデータパケットを送信および受信する。
【００３９】
　無線基地局および基地局制御装置は「無線ネットワーク」、「ＲＮ」、「アクセスネッ
トワーク」または「ＡＮ」と呼ばれるネットワークの部品である。基地局制御装置は、無
線ネットワーク制御装置または「ＲＮＣ」とも呼ばれるかもしれない。無線ネットワーク
は、ＵＴＲＡＮすなわちＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワークであるかもしれない。無
線ネットワークは複数のユーザ機器デバイス間でデータパケットを伝達するかもしれない
。無線ネットワークは、企業イントラネット、インターネット、または従来の公衆電話交
換網（ＰＳＴＮ）のような無線ネットワーク外の付加的ネットワークにさらに接続される
かもしれないし、各ユーザ機器デバイスとそのような外部ネットワーク間でデータパケッ
トを伝達するかもしれない。
【００４０】
　単一キャリア無線通信システムにおいて、上りリンクと下りリンクキャリアは「ペア」
を組まれる。これは上りリンクキャリアに関する信号（制御）情報およびタイミングが下
りリンクキャリアで伝送され、逆もまた同様であることを意味する。下りリンクキャリア
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の数（Ｎ）と等しい上りリンクキャリアの数（Ｍ）を持つ対称マルチキャリアシステムに
おいて、上りリンクと下りリンクキャリアは類似した方法で「ペア」を組まれるかもしれ
ない。言い換えれば、各上りリンク／下りリンクキャリアは対応する下りリンク／上りリ
ンクキャリアとペアを組まされるかもしれない。従って、１つの「ペアキャリア」は逆方
向に対応する関連キャリアがある周波数キャリアである。従って、ペア下りリンクキャリ
アは、関連する上りリンクキャリアを有し、ペア上りリンクキャリアは、関連する下りリ
ンクキャリアを有する。本明細書に記述されるマルチキャリアシステムの実施例における
ペアキャリアに対するＰＨＹ（物理）チャネルのタイミング関係および制御データは、現
在定義されている単一キャリアシステムに対する上記のものと一般に同じである。
【００４１】
　「非ペアキャリア」はペアキャリアでないキャリアである。マルチキャリアシステムが
非対称的である場合、すなわち、下りリンクキャリア数が上りリンクキャリア数と等しく
ない（Ｎ≠Ｍ）場合、通常、非ペアキャリアが発生する。
【００４２】
　「アンカーキャリア」は一般にＳＣＨ、Ｐ－ＣＣＰＣＨ、およびＳ－ＣＣＰＣＨチャン
ネルの伝送のような、セル内で完全な３ＧＰＰリリース９９機能を含み、ＵＥのランダム
アクセス受信をＰＲＡＣＨによってサポートするキャリアである。アンカーキャリアはそ
れが動作中であるセルの少なくともタイミング（ＳＣＨ）を搬送する。アンカーキャリア
の概念は以下の記述からより良く理解されるようになる筈である。
【００４３】
　表現「コールド取得」および同様の語句はユーザ機器によるシステム取得を指す。例え
ば、ＵＥデバイスは、セル内で電源を投入されたとき、またはセルによってサービスされ
る領域に入ったときに、セル内で唯一のアンカーキャリアまたはセル内のいくつかのアン
カーキャリアの１つを取得して、コールド取得を実行できる。　
　表現「ウォーム取得」および同様の語句はマルチキャリアセルにおける下りリンクキャ
リアの追加を指す。
【００４４】
　「共通チャンネル」は特定の端末専用ではないチャンネルである。共通チャンネルはセ
ル内の複数のユーザ機器デバイスへの報知下りリンクであるかもしれない。１つの端末だ
けで受信され、またはどの端末でも受信されない場合でも、チャンネルは「共通」の本質
を変えない。「個別チャンネル」は特定の端末に専用のチャンネルである。
【００４５】
　変数の「デルタ更新」はある測定期間（例えば、タイムスロット）から次の測定期間へ
のその変数の変化の尺度である。
【００４６】
　図１に通信ネットワーク１００から選択した構成要素を示す。これはワイヤレス無線基
地局１２０Ａ、１２０Ｂおよび１２５Ａと接続された無線ネットワーク制御装置１１０を
含む。無線基地局（base transceiver station）１２０Ａおよび１２０Ｂはサイト１２０
の一部であり、このサイトの異なるセクタ（セル）に対応する。無線基地局１２５Ａは異
なるサイト１２５の一部である。
【００４７】
　無線基地局１２０Ａは１つ以上の下りリンク無線キャリア１４１Ａ、１４１Ｂ、および
１４１Ｃを通してユーザ機器デバイス１３０へデータを送るように構成される。送受信機
１２０Ａは、１つ以上の上りリンク無線キャリア１４２Ａおよび１４２Ｂを通してＵＥ１
３０からデータを受信するようにさらに構成される。無線基地局１２０Ｂは下りリンク無
線キャリア１４３を通してユーザ機器デバイス１３０へデータを送り、１つ以上の上りリ
ンク無線キャリア１４４Ａおよび１４４Ｂを通してＵＥ１３０からデータを受信するよう
に構成される。無線基地局１２５Ａは、下りリンク無線キャリア１４５Ａ／Ｂおよび上り
リンク無線キャリア１４６Ａ／Ｂを用いて、それぞれＵＥ１３０へデータを送りおよびＵ
Ｅ１３０からデータを受信するように構成される。キャリア１４１－１４６の各々は異な
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る周波数に対応する。異なる送受信機（セル）からＵＥ１３０への下りリンクデータスト
リームは異なるかもしれないが、数個の送受信機が同時に同じデータをＵＥへ送る期間が
あるかもしれない。
【００４８】
　無線ネットワーク制御装置１１０は、電話交換機１６０を通して公衆電話交換網（ＰＳ
ＴＮ）１５０に、およびパケットデータサーバノード（ＰＤＳＮ）１８０を通してパケッ
ト交換網１７０に接続される。無線ネットワーク制御装置１１０とパケットデータサーバ
ノード１８０間のような種々のネットワーク要素間のデータ交換は、多くのプロトコル、
例えばインタネットプロトコル（ＩＰ）、非同期伝送モード（ＡＴＭ）プロトコル、ＴＩ
、ＥＬ、フレームリレー、他のプロトコル、および複数のプロトコルの組合せを用いて実
施することができる。
【００４９】
　通信ネットワーク１００は、ＵＥ１３０へのデータ通信サービスおよび電話（音声）サ
ービスの双方を提供する。代替的実施例において、通信ネットワーク１００は、データの
みまたは電話サービスのみを提供するかもしれない。さらに他の代替的実施例において、
通信ネットワーク１００はビデオ伝送サービスのようなサービスを単独または電話サービ
スおよび他のサービスと組み合わせて提供するかもしれない。
【００５０】
　ＵＥ１３０は、無線電話、無線モデム、携帯情報端末、無線ローカルループ装置、およ
び他の通信デバイスであるかもしれないし、それらを含むかもしれない。ＵＥ１３０は、
上述した無線パケット伝送プロトコルと矛盾しないプロトコルのような少なくとも１つの
伝送プロトコルを用いて、順方向および逆方向にデータを伝達するように構成される。Ｕ
Ｅ１３０は、無線送信機１３１、無線受信機１３２、プログラムコードを実行する制御器
１３３（例えば、マイクロ制御器）、メモリーデバイス１３４（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ
、ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、および他のメモリー、これらの内のいくつかはプログラムコ
ードを格納する）、ヒューマンインターフェースデバイス１３５（例えば、ディスプレイ
、キーパッド、キーボード、ポインティングデバイス）、および他の構成要素を含むかも
しれない。いくつかの変形例において、ユーザ機器デバイスは、これらの構成要素が複数
の場合、例えば、複数の受信機および／または、複数の送信機を含むかもしれない。
【００５１】
　各無線基地局１２０Ａ／Ｂおよび１２５は１つ以上の無線受信機（例えば送受信機１２
０Ａの受信機１２２Ａ）、１つ以上の無線送信機、（例えば送受信機１２０Ａの送信機１
２１Ａ）、および基地局制御装置インタフェース（例えばインタフェース１２３Ａ）を含
む。各基地局の受信機／送信機のペアは、プログラムコードの制御の下で動作するプロセ
ッサによって、ＵＥ１３０へデータパケットを送り、ＵＥ１３０からデータパケットを受
信するために、ＵＥ１３０との順方向および逆方向回線を確立するように構成される。例
えば、データサービスの場合、無線基地局１２０／１２５は、パケットデータサーバノー
ド１８０および無線ネットワーク制御装置１１０を通してパケット交換網１７０から順方
向回線データを受信し、これらのパケットをＵＥ１３０へ送信する。無線基地局１２０／
１２５はＵＥ１３０で発生する逆方向回線データパケットを受信し、これらのパケットを
、無線ネットワーク制御装置１１０およびパケットデータサーバノード１８０を通してパ
ケット交換網１７０に転送する。電話サービスの場合、無線基地局１２０／１２５は電話
交換機１６０および無線ネットワーク制御装置１１０を通して電話ネットワーク１５０か
ら順方向回線データパケットを受信し、これらのパケットをＵＥ１３０へ送信する。ＵＥ
１３０で発生する音声搬送パケットは、無線基地局１２０／１２５で受信され、無線ネッ
トワーク制御装置１１０および電話交換機１６０を介して電話ネットワーク１５０へ転送
される。
【００５２】
　無線ネットワーク制御装置１１０は無線基地局１２０／１２５との１つ以上のインタフ
ェース１１１、パケットデータサーバノード１８０とのインタフェース１１２、および電
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び１１３は１つ以上のメモリーデバイス１１５に格納されたプログラムコードを実行する
１つ以上のプロセッサ１１４の制御の下で動作する。
【００５３】
　図１に示すように、ネットワーク１００は１つの公衆電話交換網、１つのパケット交換
網、１つの基地局制御装置、３つの送受信機、および１つのユーザ機器デバイスを含む。
当業者は、本明細書を精読することにより、本発明の態様に従う代替的実施例がこれらの
構成要素の特定の数に限定される必要がないことを認識するだろう。例えば、より少ない
またはより多い数の無線基地局およびユーザ機器デバイスが、いくつかの実施例に含まれ
るかもしれない。さらに、通信ネットワーク１００はユーザ機器デバイス１３０を１つ以
上の付加的通信ネットワーク、例えば多くの無線ユーザ機器デバイスを有する第２の無線
通信ネットワークに接続することができる。
【００５４】
　データおよびオーバヘッド情報のすべてまたはいくつかは、マルチキャリアでＵＥ１３
０へおよびＵＥ１３０から同時に送信されるかもしれないことが理解されるべきである。
さらに、データおよびオーバヘッド情報は、同じサイトまたは異なるサイトに属するかも
しれない異なるセルからのキャリアでＵＥ１３０へおよびＵＥ１３０から送信されるかも
しれない。
【００５５】
　通信ネットワーク１００の無線部分において、マルチキャリア動作は、例えばいくつか
のキャリアがペアにされ、一方他のキャリアは非ペアである。キャリアペアは（１）キャ
リア１４１Ａと１４２Ａ、（２）キャリア１４１Ｂと１４２Ｂ、（３）キャリア１４３と
１４４Ａ、（４）キャリア１４５Ａと１４６Ａ、および（５）キャリア１４５Ｂと１４６
Ｂを含む。非ペアキャリアは、下りリンクの１４１Ｃおよび上りリンクの１４４Ｂである
。
【００５６】
　３ＧＰＰ仕様TS25.213“Spreading and　Modulation (FDD)”（拡散および変調（ＦＤ
Ｄ））に従って、ＵＥ１３０に割り当てられた拡張相対許可チャネル（Ｅ－ＲＧＣＨ）、
および拡張ハイブリッドＡＲＱ指標チャネル（Ｅ－ＨＩＣＨ）は同じチャネル化符号を用
いる。
【００５７】
　マルチキャリア動作は、ペアキャリアに対するＰＨＹチャネルのタイミングが単一キャ
リアシステムに対するそれと同じであるように構成される。言い換えれば、すべての下り
リンクチャンネルのタイミングは主共通制御物理チャネル（Ｐ－ＣＣＰＣＨ）または同期
チャンネル（ＳＣＨ）のタイミングを基準とし、上りリンクキャリアのタイミングは関連
する（ペアにされた）下りリンクチャンネルのタイミングを基準とする。ＰＨＹチャンネ
ルのタイミングの完全な説明について関心のある読者は３ＧＰＰ仕様TS25.211 名称“Phy
sical channels and mapping of transport channels onto physical channels (FDD)”
（物理チャンネルおよび伝送チャネルの物理チャネルへのマッピング（ＦＤＤ））を参照
するほうがよい。便利なように、下りリンクおよび上りリンクチャンネルのタイミングに
関する概要を以下にそれぞれ表１および２に提示する。
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【表２】

【００５８】
　実施例において、セル内の時間基準はセルのすべてのキャリアにわたって共通である。
したがって、下りリンクタイミング基準、すなわちＰ－ＣＣＰＣＨまたはＳＣＨのタイミ
ング、は与えられたセル内のすべての下りリンクキャリアに対して同一である。さらに、
ノードＢ（サイト）の異なるセルにわたるタイミングを同期させることは、コストをほと
んどまたは全く伴わないため、Ｐ－ＣＣＰＣＨまたはＳＣＨのタイミングは、与えられた
サイトにおいて、いくつかの実施例において、例えば図１のサイト１２０において、すべ
てのキャリアに対して同一である。
【００５９】
　同じノードＢの中のタイミングを同期させることにより、特定のサイトの中の複数下り
リンクキャリアで多くの共通チャンネルをＵＥ（例えばＵＥ１３０）へ送信する必要性が
なくなる。これらのチャンネルは以下を含む。
【００６０】
１．ＵＥ１３０に最初のシステム取得を可能とする主および副同期チャネル（ＳＣＨ）。
【００６１】
２．報知トランスポートチャンネル（ＢＣＨ）を含むシステム情報を搬送する主共通制御
物理チャンネル（Ｐ－ＣＣＰＣＨ）。
【００６２】
３．ページング（ＰＣＨ）および順方向アクセス（ＦＡＣＨ）トランスポートチャネルを
搬送する副共通制御物理的チャンネル（Ｓ－ＣＣＰＣＨ）。ＦＡＣＨ上でデータ伝送能力
を増加させるために、付加的チャネルを他のキャリア（すなわち、Ｓ－ＣＣＰＣＨを有す
るキャリア以外のキャリア）に割り当てることができることに注意すべきである。そのよ
うなチャンネルは、ＰＣＨを搬送するＳ－ＣＣＰＣＨが単一のキャリア上で送信される場
合、ページング指標チャンネルまたはＰＩＣＨを含むかもしれない。そのようなチャンネ
ルは、ＭＢＭＳコンテンツを搬送するＳ－ＣＣＰＣＨが単一のキャリアで送信される場合
、ＭＢＭＳ指標チャンネルすなわちＭＩＣＨをさらに含むかもしれない。
【００６３】
４．個別物理データチャンネル（ＤＰＤＣＨ）。（これはＵＥが、通常のＤＰＤＣＨ伝送
に対して単一のキャリアを用いると予想されるからであり、マルチキャリア伝送は拡張個
別チャネル、すなわちＥ－ＤＣＨに限定されるかもしれない。）
　システムの取得後に、ＵＥ（例えば、ＵＥ１３０）は、１つのキャリアを用いてシステ
ムアクセスを試みるかもしれない。キャリアの選択は特定のキャリア、例えば、ＵＥがシ
ステムを取得したアンカーキャリアとペアを組んだキャリア、に限定されるかもしれない
。代替的に、ＵＥは、ＵＥによってサポートされた別のキャリアを用いてシステムへのア
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クセスを試みるかもしれない。ＵＥは、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）の
伝送のために用いられるキャリアから、対応するアクセス指標チャンネル（ＡＩＣＨ）を
受信することを予測するかもしれない。
【００６４】
　いくつかの実施例において、セル内のいくつかまたはすべての共通（非個別）チャンネ
ルは、セル内の（複数の）アンカーキャリアでのみ下りリンクで送信される。他の（非ア
ンカー）キャリアはこれらのチャンネルを搬送しない。例えば、タイミングおよび／また
はページングはアンカーでのみ送信されるかもしれない。
【００６５】
　アンカーキャリアとしてキャリアを特性化し使用することは、一般に、本来準静的であ
る。それらがフレームからフレームへ動的に変化しないからである。むしろ、それらは数
百ミリセカンドまたは数分以上のオーダで、時間安定性を示す。特定のアンカーキャリア
はセルの固定的特性であるかもしれない。
【００６６】
　無線ネットワークは、ＵＥに１つのアンカーキャリアから他のアンカーキャリアに切り
換えさせるかもしれない。例えば、信号メッセージが、ＵＥに異なるアンカーキャリアで
システムを取得させるために、ＵＥへ送信されるかもしれない。次に、元のアンカーキャ
リアは、アンカーキャリアのまま留まるか、非アンカーキャリアに変換されるか、または
廃棄されるかもしれない。
【００６７】
　ネットワークによってセルに下りリンクキャリアが追加される場合、ネットワークはセ
ル内のＵＥデバイスに新しい下りリンクキャリアの追加を通知するかもしれない。新しい
キャリアは、既存のキャリア（例えば、アンカーキャリア）の１つと同じタイミングを有
しているかもしれない。または既存のキャリアとの関係において既知のタイミングオフセ
ットを有しているかもしれない。タイミングオフセットが既知の場合、ＵＥの新しいキャ
リアへの同期を容易にするために、送受信機は既存のチャンネルでそのオフセットをＵＥ
に示すかもしれない。送受信機は、新しいキャリアで用いられる特定のスクランブリング
符号を既存のチャンネルでＵＥに通知するか、または、新しいキャリアのスクランブリン
グ符号は他のキャリアの１つで用いられるスクランブリング符号と同一であることをＵＥ
へ示すかもしれない。新しいチャンネルがアンカーチャンネルである場合、ＵＥは新しい
アンカーキャリアを取得すると新しいアンカーキャリアに切り換えるために送受信機はＵ
Ｅへ適切な信号に送る。
【００６８】
　ＵＥが新しいキャリア（それに同期する）を取得するとＵＥは送受信機へこのイベント
を通知することができる。例えば、ＵＥは帯域内で、またはＣＱＩ（チャネル品質指標）
フィールドもしくはＡＣＫ／ＮＡＫフィールドのような既存のチャンネル／フィールドを
用いて送受信機に通知するかもしれない。新しいキャリアがアンカーキャリアの場合、Ｕ
Ｅはこの新しいアンカーキャリアに切り換えて、新しいアンカーキャリアに保留接続し、
下りリンクチャンネルを通してタイミング、ページングおよび他のシステム情報を受信す
る。
【００６９】
　上りリンクキャリアがＵＥに追加されると、ネットワークは送受信機が新しい上りリン
クキャリアに同期したことをＵＥに示す必要があるかもしれない。したがって、そのよう
な指標を伝送するための新しい下りリンクチャンネルが必要であるかもしれない。いくつ
かの実施例において、下りリンクに複数のＥ－ＨＩＧＨチャンネルが定義され、この目的
のために同じＵＥに割り当てられる。
【００７０】
　ここで下りリンク動作のためのマルチキャリアチャンネルに注目して、ＵＥへデータ（
一般に、非音声のデータである）を配信するデータペイロードチャンネルは、高速物理下
りリンク共有チャンネル（ＨＳ－ＰＤＳＣＨ）である。サポートするチャンネルは高速共
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有制御チャンネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）、部分個別物理チャンネル（電力制御装置情報のみ
を含む除去済みＤＰＣＨである（Ｆ－）ＤＰＣＨまたはＦ－ＤＰＣＨ）、Ｅ－ＨＩＣＨ、
Ｅ－ＲＧＣＨ、および、拡張絶対許可チャンネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）を含む。
【００７１】
　一般に、Ｎ個の高速共有制御チャンネルが、下りリンクキャリアあたり１個必要である
。部分個別物理チャネルに関しては、Ｍ個のそのようなチャネルがＭ個の上りリンクキャ
リアに対する上りリンク電力制御を提供するために必要であるかもしれない。同様に、Ｍ
個の拡張ハイブリッドＡＲＱ指標チャンネルが、Ｍ個の上りリンクキャリアの各々で、拡
張個別物理チャンネルに対する肯定応答（ＡＣＫ）および否定応答（ΝＡＫ）を送るため
に必要であるかもしれない。また、Ｅ－ＤＰＣＨの各々に対してＭ個の拡張相対許可チャ
ネルが必要であるかもしれない。
【００７２】
　Ｍ個の上りリンクキャリアを有するマルチキャリアＵＥに対する絶対許可メッセージは
、Ｍ個の独立したＡＧＣＨ　ＰＨＹチャンネル（同じまたは異なるキャリア内）で送信さ
れるかもしれない。またはこれらのメッセージは、特定の下りリンクキャリアの単一ＰＨ
Ｙチャンネルで送信されるかもしれない。そのために、Ｅ－ＤＣＨ無線ネットワーク一時
識別子（Ｅ－ＲＮＴＩ）は、ＵＥの概念に加えてキャリアの概念を追加することができ、
メッセージへ付加的次元の数を追加し、マルチキャリア機能を失うことなく単一キャリア
で送信されることを可能とする。このように、ＵＥは１つより多い関連Ｅ－ＲＮＴＩ、例
えばＵＥが送信できる各上りリンクキャリアに対して１つ、を有することができる。従っ
て、拡張絶対許可チャンネルに対して、各ＵＥの絶対許可がすべての上りリンク上のすべ
てＥ－ＤＰＣＨに総合的に（全体として）適用されるか、または各上りリンクキャリアの
Ｅ－ＤＰＣＨに個々に適用されるかに従って、それぞれ１個またはＭ個のそのようなチャ
ネルが必要かもしれない。
【００７３】
　上りリンクキャリアの数が下りリンクキャリアの数と等しい場合（Ｎ＝Ｍ）、下りリン
クの各々は関連する（ペアの）上りリンクキャリアを有する。逆も同じである。この場合
におけるＰＨＹ手順（例えば、電力制御、同期、ＨＳ－ＤＳＣＨ、Ｅ－ＤＣＨ、および関
連手順）は、単一キャリアの場合の対応する手順と異なる必要はない。図１のセル１２５
Ａにおいて、例えば、上りリンクキャリアをサポートする各下りリンクチャネルは特定の
上りリンクキャリアとペアにされた下りリンクキャリアで送信できる。その結果、下りリ
ンクキャリア１４５Ａは上りリンクキャリア１４６Ａをサポートできる。一方下りリンク
キャリア１４５Ｂは上りリンクキャリア１４６Ｂをサポートできる。したがって、この場
合、単一のキャリアの場合に対してすでに定義されたチャネルに加えて、下りリンクキャ
リアにサポートチャンネルを割り当てる必要はないかもしれない。
【００７４】
　同様に、下りリンクキャリアの数が上りリンクキャリアの数を超える場合（Ｎ＞Ｍ）、
上りリンクキャリアの各々は、１つの関連する（ペアの）下りリンクキャリアを有する。
ペアにされた下りリンクキャリアは、サポートする（Ｆ－）ＤＰＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨ／Ｅ
－ＲＧＣＨ、およびＥ－ＡＧＣＨ（Ｍ個のＡＧＣＨがチャネルが用いられている場合）の
ためのコンジットとして、ＨＳ－ＰＤＳＣＨおよび関連するＨＳ－ＳＣＣＨを搬送する（
Ｎ－Ｍ）個の下りリンク非ペアキャリアと共に利用されるだろう。図１のセル１２０Ａに
おいて、例えば特定の上りリンクチャンネルに対する下りリンクサポートチャンネルは、
特定の上りリンクチャンネルとペアにされた下りリンクキャリアに存在することができる
。その結果、下りリンクキャリア１４１Ａは、上りリンクキャリア１４２Ａをサポートで
き、一方下りリンクキャリア１４１Ｂは上りリンクキャリア１４２Ｂをサポートできる。
この非対称の場合も、単一のキャリアの場合に対してすでに定義されたチャネルに加えて
、下りリンクキャリアにサポートチャンネルを割り当てる必要はないかもしれない。
【００７５】
　Ｎ＞Ｍ場合、（Ｎ－Ｍ）個の非ペア下りリンクキャリアの下りリンクチャンネルＨＳ－
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ＰＤＳＣＨおよびＨＳ－ＳＣＣＨのタイミングは、明確に定義されることに注意のこと。
下りリンクにおいて、すべてのＰＨＹの変更のタイミングはアンカーキャリアのＰ－ＣＣ
ＰＣＨまたはＳＣＨの公称タイミングを基準とするからである。したがって、上で検討し
た強制的タイミング制約（下りリンクキャリアの共通タイミング）が観測されると、（Ｎ
－Ｍ）の場合における、チャンネルのタイミングが定義される。
【００７６】
　下りリンクキャリアの数が上りリンクキャリアの数より少ない場合（Ｎ＜Ｍ）、（Ｍ－
Ｎ）個の非ペア上りリンクキャリアがある。したがって、（Ｍ－Ｎ）個の追加（Ｆ－）Ｄ
ＰＣＨが、Ｎ個の下りリンクキャリアの中に割り当てられる必要があるかもしれない。絶
対許可が、１キャリア毎のベースで送信される場合、（Ｍ－Ｎ）個の追加Ｅ－ＡＧＣＨが
Ｎ個の下りリンクキャリア内に割り当てられる必要があるかもしれない。さらに、（Ｎ＜
Ｍ）ｘ２の追加符号が非ペア上りリンクキャリア上のＥ－ＨＩＣＨおよびＥ－ＲＧＣＨに
必要であるかもしれない。図１のセル１２０Ｂにおいて、例えば、上りリンクキャリアの
１つ、例えば１４４Ｂは非ペアにされる。この非対称の場合において、上りリンクキャリ
ア１４４Ｂに対するサポートチャネルは、通常の方法では対応するペアの下りリンクキャ
リアに割り当てることができず、１つ以上の既存の下りリンクキャリアに割り当てられる
必要がある。例えば、上りリンクキャリア１４４Ｂのためのサポートチャンネルは（上り
リンクキャリア１４４Ａとペアにされる）下りリンクキャリア１４３に割り当てられるか
もしれない。
【００７７】
　（Ｍ－Ｎ）組の追加チャンネル（（Ｆ－）ＤＰＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨ／Ｅ－ＲＧＣＨ、お
よび任意選択的にＥ－ＡＧＣＨ）は上りリンクのＥ－ＤＣＨ送信に関連している。したが
って、各キャリアの特定のＵＥのＥ－ＤＣＨアクティブセット内のセルは、サポートして
いるＥ－ＤＣＨフィードバック情報および逆方向回線のＴＰＣコマンドをＵＥへ送信する
かもしれない。同じノード－Ｂに属するセルに関しては、これらのチャンネルの送信は同
じキャリアで行われるかもしれない。実施上の理由から、異なるノード－Ｂに対してこれ
らのチャンネルの送信のためのキャリアが同じであることは有益であるかもしれない。下
りリンクで送信されるハイブリッドＡＲＱ指標は本質的には上りリンクに対するＡＣＫ／
ＮＡＫチャンネルである。追加Ｅ－ＨＩＧＨは、１つ以上の下りリンクキャリアについて
、各々が予め定められた期間（すなわちスクランブリング符号のチップ数）だけ時間オフ
セットされて定義されるかもしれない、例えば、追加Ｅ－ＨＩＧＨは等しい時間間隔だけ
互いからオフセットされるかもしれない。
【００７８】
　Ｅ－ＨＩＣＨのタイミングは関連の（Ｆ－）ＤＰＣＨのタイミングに間接的に関連する
。前出の表１および２を見よ。サービスしているセルに対するＥ－ＲＧＣＨのタイミング
は、Ｅ－ＨＩＣＨのタイミングに一致し、したがって、また（Ｆ－）ＤＰＣＨに関連する
。Ｅ－ＡＧＣＨチャンネルのタイミングと同様にサービスしていないセルからのＥ－ＲＧ
ＣＨのタイミングは公称タイミングと比較して確定的（２スロット後）である。さらに、
すでに言及したように、Ｅ－ＡＧＣＨは単一キャリアで送信されるかもしれない。したが
って、（Ｍ－Ｎ）個の追加（Ｆ－）ＤＰＣＨ（ペアキャリアに対応するＮ個に加えて）は
、２５６チップの倍数の特定のタイミングを有するだろう。これはサービスしているセル
からのＥ－ＨＩＣＨおよびＥ－ＲＧＣＨに対して間接的な基準を設定するだろう。したが
って、上で検討した強制的タイミング制約（下りリンクキャリアの共通タイミング）が観
測されると、（Ｍ－Ｎ）の場合におけるサポートチャンネルのタイミングが確定される。
【００７９】
　与えられたキャリアの複数のＦ－ＤＰＣＨは、異なるタイミングオフセット、例えば２
５６チップの倍数のタイミングオフセットを用いることによって、同じチャネル化符号の
範囲内に直交時間多重化されるかもしれないことに注意のこと。したがって、いくつかの
実施例において、追加Ｆ－ＤＰＣＨは１組の下りリンクキャリアの中に時間多重される。
特定の代替的な実施例においては、異なるチャネル化符号が、ペアのＦ－ＤＰＣＨ、例え
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ばアンカーキャリアのＦ－ＤＰＣＨのタイミングと同じかまたは異なるタイミングを有す
る追加Ｆ－ＤＰＣＨに対して用いられる。
【００８０】
　同じチャネル化符号で時分割法で多重化することはＦ－ＤＰＣＨを割り当てる場合に可
能であるため、この形式の割当はＤＰＣＨの割当にとってより好ましいかもしれない。
【００８１】
　次に、上りリンク動作に対するマルチキャリアチャンネルについては、ペイロードデー
タは拡張個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）を介してＵＥから無線基地局へ送ら
れる。一般に、１上りリンク基準あたり１つ、Ｍ個のそのようなチャネルがあり得る。サ
ポート下りリンクチャネルは、個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）、拡張個別物理制御
チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）、および高速個別物理制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）を
含むかもしれない。１上りリンクキャリアあたり１つのそのようなチャンネルは動作の期
間全体にわたって送信される故、一般にＭ個のＤＰＣＣＨがある。一般に、Ｍ個のＥ－Ｄ
ＰＣＣＨがあり、その関連Ｅ－ＤＰＣＣＨがアクティブである場合、各Ｅ－ＤＰＣＣＨが
送信される。最終的に、Ｎ個のＨＳ－ＤＰＣＣＨが、一般にＮ個の下りリンクキャリアの
各々に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫおよびＣＱＩ情報を提供するために用いられる。
【００８２】
　上りリンクキャリアの数が下りリンクキャリアの数と等しい場合（Ｎ＝Ｍ）、上りリン
クの各々は関連する（ペアの）下りリンクキャリアを有する。逆も同じである。この場合
におけるＰＨＹ手順（すなわち、電力制御、同期、ＨＳ－ＤＳＣＨ、およびＥ－ＤＣＨ関
連手順）は、単一キャリアの場合の対応する手順と異なる必要はない。図１のセル１２５
Ｂにおいて、例えば、下りリンクキャリアをサポートする各上りリンクチャネルは、特定
の下りリンクキャリアとペアにされた上りリンクキャリアで送信できる。その結果、上り
リンクキャリア１４６Ａは下りリンクキャリア１４５Ａをサポートすることができる。一
方上りリンクキャリア１４６Ｂは下りリンクキャリア１４５Ｂをサポートすることができ
る。したがって、この場合、単一のキャリアの場合に対してすでに定義されたチャネルに
加えて、上りリンクキャリアにサポートチャンネルを割り当てる必要はないかもしれない
。
【００８３】
　同様に、上りリンクキャリアの数が下りリンクキャリアの数を超える場合（Ｍ＞Ｎ）、
下りリンクキャリアの各々は、１つの関連する（ペアの）上りリンクキャリアを有する。
ペアの上りリンクキャリアは、ＨＳ－ＤＣＣＨおよびＮ個の下りリンクキャリアに対する
ＴＰＣコマンドのためのコンジットとして使用することができる。図１のセル１２０Ｂに
おいて、例えば、特定の下りリンクキャリアに対する上りリンクサポートチャンネルは、
特定の下りリンクキャリアとペアにされた上りリンクキャリアに存在することができる。
このように、上りリンクキャリア１４４Ａは下りリンクキャリア１４３をサポートできる
。この非対称の場合も、単一のキャリアの場合に対してすでに定義されたチャネルに加え
て上りリンクキャリアにサポートチャンネルを割り当てる必要はないかもしれない。
【００８４】
　Ｍ＞Ｎの場合、（Ｍ－Ｎ）個の非ペア上りリンクキャリアがある。これらの非ペアキャ
リアにおけるチャネルのタイミング（ＤＰＣＣＨおよびＥ－ＤＰＣＣＨタイミング）は、
Ｎ個の下りリンクキャリア内に割り当てられた（Ｍ－Ｎ）個の追加（Ｆ－）ＤＰＣＨに参
照されるため、明確に定義される。このような場合、非ペアの上りリンクキャリアの各々
のタイミングは、関連する（Ｆ－）ＤＰＣＨを有する下りリンクキャリアに参照されるこ
とに注意のこと。
【００８５】
　同様に、下りリンクキャリアの数が上りリンクキャリアの数を超える場合、Ｍ個のペア
下りリンクキャリアに加えて（Ｎ－Ｍ）個の非ペア下りリンクキャリアがある。（Ｎ－Ｍ
）個の下りリンクの非ペアキャリアのＨＳ－ＤＰＣＣＨのタイミングは関連する下りリン
クＨＳ－ＤＰＣＨのタイミングに参照され、従って、タイミングは明確に定義される。
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【００８６】
　この非対称（Ｎ＞Ｍ）の場合、（Ｎ－Ｍ）個の非ペア下りリンクキャリアに関するＣＱ
Ｉ、およびＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＵＥから無線ネットワークへ伝達される必要がある
。
【００８７】
　図２にサービス中およびサービスしていないセル双方について、並びにペアおよび非ペ
アキャリアについて、下りリンクおよび上りリンクの送信チャネルの可能な組合せをまと
める。図２において、ＨＳ－ＤＳＣＨに対するサービス中のセルはＥ－ＤＣＨに対すると
同様であると考えられる。
【００８８】
　次に、（Ｎ＞Ｍ）の場合にＵＥ（例えばＵＥ１３０）が非ペア下りリンクキャリアに関
するＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡＫ情報を無線ネットワークへ（例えば送受信機１２０Ａへ
）送ることができるいくつかのシステム／方法の変形例について説明する。
【００８９】
　１変形例において、（Ｎ－Ｍ）個の非ペア下りリンクキャリアのＨＳＤＰＡフィードバ
ック情報（ＡＣＫ／ＮＡＫおよびＣＱＩチャンネルのような）はＭ個の上りリンクキャリ
アの中の（Ｎ－Ｍ）個の追加的な符号分割多重化されたＨＳ－ＤＰＣＣＨを介して適切な
送受信機に伝達される。この変形例はノード－Ｂモデムにおいていくつかのハードウェア
変更を必要とするかもしれない。
【００９０】
　追加の符号分割多重化されたＨＳ－ＤＰＣＣＨはキャリアの中で追加のチャネル化符号
を用いる。３ＧＰＰ仕様TS25.213によって定義された単一キャリアシステムは、ＵＥから
送信されるかもしれない単一のＨＳ－ＤＰＣＣＨによって用いられるＳＦ２５６チャネル
化符号および直交位相（ＤＰＤＣＨの数に依存）を特定することに注意のこと。したがっ
て、この変形例は３ＧＰＰ仕様TS25.213で既に定義されたチャネル化符号と直交位相に追
加してチャネル化符号と直交位相を用いる。概念的には、追加ＨＳ－ＤＰＣＣＨは、（図
１に示すシステム１００のような）マルチキャリアシステムのペアキャリアのＨＳ－ＤＰ
ＣＣＨ、または現行の単一キャリアシステムのＨＳ－ＤＰＣＣＨとは異なる必要はない。
これらの追加チャンネルのタイミングは、関連する下りリンクＨＳ－ＰＤＳＣＨに結びつ
けられるかもしれない。
【００９１】
　送信波形のピーク／平均比に与える追加符号分割多重化チャネルの影響を限定的にする
ために、（Ｎ－Ｍ）個の追加ＨＳ－ＤＰＣＣＨはＭ個の上りリンクキャリアにわたって分
配されるかもしれない。例えば、追加ＨＳ－ＤＰＣＣＨはＭ個の上りリンクキャリアにわ
たって実質的に均等に分配されるかもしれない。
【００９２】
　別の変形例において、すべての下りリンクキャリアに関するＣＱＩメッセージを、利用
可能な上りリンクキャリアの範囲内で送信するために、各下りリンクキャリアに関するＣ
ＱＩメッセージの頻度が低下される。Ｍ＝１およびＮ＝４の場合を考える。単一上りリン
クキャリアのＣＱＩフィールドは、無線ネットワークに４個の下りリンクキャリアの各々
に関するＣＱＩを一度に１個送信するために用いられるかもしれない。例えば、タイムス
ロット１でＵＥは第１のＤＬキャリアのチャネル品質を示すＣＱＩ［１］を送信する。（
通常、タイムスロットは当該ＣＤＭＡ規格で定義されるように、約０．６６ｍｓである。
）ＵＥは第２のＤＬキャリアのチャネル品質を示すＣＱＩ［２］をタイムスロット２（ス
ロット１の直後）で送信する。ＵＥは第３のＤＬキャリアのチャネル品質を示すＣＱＩ［
３］　をタイムスロット３（スロット２の直後）で送信する。ＵＥは第４のＤＬキャリア
のチャネル品質を示すＣＱＩ［４］をタイムスロット４（スロット３の直後）で送信する
。次に、この系列が繰り返される。このように、低下した頻度であっても４個の下りリン
クキャリアの各々に関するＣＱＩは上りリンクキャリアで送信される。
【００９３】
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　ユーザ機器デバイスにおいてＮ個のＤＬキャリアおよび１個のＵＬキャリアについてそ
のような方法を用いる代表的な処理３００を図３Ａに示す。フローポイント３０１におい
て、ＵＥはＮ個の下りリンクキャリアに関するＣＱＩデータを単一のＵＬキャリアで送信
を開始する準備ができている。ステップ３０４において、ＵＥはＵＬキャリアＣＱＩに関
するＤＬキャリアカウンタであるＩを初期化する。例えば、Ｉはゼロに設定しても良い。
ステップ３０６において、ＵＥは現在のタイムスロットのＣＱＩフィールドへ、Ｉ番目の
ＤＬキャリアに関するＣＱＩであるＣＱＩ［Ｉ］を符号化する。ステップ３０８において
、ＵＥは現在のスロットの期間、送信する。ステップ３１０において、ＵＥはＩカウンタ
を１増加する。判定ブロック３１２において、ＵＥは、各ＤＬキャリアに関するＣＱＩが
現在のサイクルの間に、送信されたかどうかを判定する。例えばＩがステップ３０４にお
いてゼロに等しく設定された場合、ＵＥはＩ＝Ｎであるかどうかを判定するかもしれない
。各ＤＬキャリアに関するＣＱＩが現在のサイクルの間に、送信が完了していない場合（
例えば、Ｉ＜Ｎ）、処理フローはステップ３０６へ戻り、次のタイムスロットであるその
ときのタイムスロットに対して上述のステップが繰り返される。
【００９４】
　判定ブロック３１２が、各ＤＬキャリアに関するＣＱＩが現在用いているサイクルの間
に送信が完了していることを示す場合（例えば、Ｉ＝Ｎ）、処理フローはステップ３０４
に戻り、新しいサイクルが始まる。すなわち、ＵＥはＩを再度初期化し、ＵＥはすべての
ＣＱＩを送信することを繰り返す。
【００９５】
　複数のＵＬキャリアが利用可能である場合（それでも、ＤＬキャリアより少ない）、Ｄ
Ｌキャリアに関するＣＱＩは、送信のためにＵＬキャリアの各々へ割り当てられるかもし
れない。例えば、Ｎ個のＤＬキャリアは、各ＵＬキャリアが同じかまたはほぼ同じ数のＤ
Ｌキャリアに関するＣＱＩを搬送するように、Ｍ個のＵＬキャリアに割り当てられるかも
しれない。例えば、（Ｍ＝２、Ｎ＝４）の場合、各ＵＬキャリアは２個のＤＬキャリアに
関するＣＱＩを搬送できる。例えば、（Ｍ＝２、Ｎ＝５）の場合、１つのＵＬキャリアは
２個のＤＬキャリアに関するＣＱＩを搬送でき、他方のＵＬキャリアは３個のＤＬキャリ
アに関するＣＱＩを搬送できる。次に、ＵＥは、ＵＬキャリアに割り当てられたＤＬキャ
リアのＣＱＩを通して反復して、ＵＬキャリアの各々に対して処理３００のような処理を
実行する。　
　さらに別の変形例において、複数のＤＬキャリアに関するＣＱＩは単一ＵＬキャリアの
ＣＱＩフィールドへ同時に多重化される。既存の単一キャリア仕様に従って、ＣＱＩは、
５ビットのフィールドであり、注目の範囲にわたり、本質的には１ｄＢの分解能を提供す
る。実施例において、ＵＥによって送信されるＣＱＩの分解能は、同じＣＱＩフィールド
内の追加の２ビットを解放して、３ビットの値に減少するかもしれない。解放されたビッ
トを、別のＤＬキャリアのＣＱＩのためのデルタ更新を送るために用いることができる。
デルタ更新は、ＣＱＩが増加したか減少したか、およびそれはどれだけの量かを示す。図
３Ｂにこの方法を示す。本図において、５ビットのＣＱＩフィールド３３０全体は、１つ
のキャリアに対する３ビットの絶対粗ＣＱＩサブフィールド３３０′、および別のキャリ
アに対するデルタ更新ＣＱＩフィールド３３０″へ変換される。当業者はこの開示を読む
ことによってサブフィールド３３０′および３３０″に特定の順序は必要ではないことを
理解するだろう。同様に、これらのサブフィールドにおいてビットに特定の順序は必要で
はない。
【００９６】
　例えば、（Ｍ＝１、Ｎ＝２）の場合、第１のＤＬキャリアに関する３ビットの粗絶対Ｃ
ＱＩは、第１のタイムスロットの間に、ＵＬキャリアのＣＱＩフィールドの３ビットのサ
ブフィールドへ符号化できる。第２のＤＬキャリアに関するデルタ更新ＣＱＩを、同じタ
イムスロットのＣＱＩフィールドの残りの２ビット部分に符号化できる。第２の（後続す
る）タイムスロットにおいて、第２のＤＬキャリアに関する粗絶対ＣＱＩを、３ビットの
サブフィールドへ符号化できる。一方第１のＤＬキャリアに関するデルタ更新ＣＱＩは残
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りの２ビットのサブフィールドへ符号化できる。次に、この処理を繰り返すことができる
。
【００９７】
　もちろん、ＣＱＩフィールドはこれと異なり、例えば、４ビットの粗絶対ＣＱＩサブフ
ィールドおよび１ビットのデルタ更新ＣＱＩサブフィールドに分割されるかもしれない。
さらに、サブフィールドおよび各サブフィールド内のビットの異なる順序も、本説明の範
囲内に属する。
【００９８】
　ここに「結合符号化」と呼ばれるさらに別の変形例に従って、頻度を低下させたすべて
のＣＱＩを通じての反復は、複数のＤＬキャリアに関するＣＱＩを多重化することと結合
され、単一ＵＬキャリアのＣＱＩフィールドとなる。例えば（Ｎ＝４、Ｍ＝１）の場合、
処理は図３Ｃに示すように進むかもしれない。
【００９９】
　ステップ３４０において、第１および第２のＤＬキャリアに対応するＣＱＩが第１のタ
イムスロットの期間の送信のために取得される。ステップ３４２において、ＵＬキャリア
内のＣＱＩフィールドは第１のキャリアに関する３ビットの粗絶対ＣＱＩおよび第２のキ
ャリアに関する２ビットのデルタ更新ＣＱＩで符号化される。ステップ３４４において、
ＣＱＩフィールドはＵＬキャリアで送信される。ステップ３４６において、第３および第
４のＤＬキャリアに対応するＣＱＩは、第１のタイムスロット直後に続く第２のタイムス
ロットの間の送信のために取得される。ステップ３４８において、ＣＱＩフィールドは第
３のキャリアに関する３ビット粗絶対ＣＱＩおよび第４のキャリアに関する２ビットのデ
ルタ更新ＣＱＩで符号化される。ステップ３５０において、ＣＱＩフィールドはＵＬキャ
リアで送信される。ステップ３５２において、第１および第２のＤＬキャリアに対応する
ＣＱＩが第２のタイムスロット直後に続く第３のタイムスロットの期間の送信のために取
得される。ステップ３５４において、ＣＱＩフィールドは第２のキャリアに関する３ビッ
ト粗絶対ＣＱＩおよび第１のキャリアに関する２ビットのデルタ更新ＣＱＩで符号化され
る。（注、第１および第２のＣＱＩの符号化の逆）。ステップ３５６において、ＣＱＩフ
ィールドはＵＬキャリアで送信される。ステップ３５８において、第３および第４のＤＬ
キャリアに対応するＣＱＩが第２のタイムスロット直後に続く第４のタイムスロットの期
間の送信のために取得される。ステップ３６０において、ＣＱＩフィールドは第４のキャ
リアに関する３ビット粗絶対ＣＱＩおよび第３のキャリアに関する２ビットのデルタ更新
ＣＱＩで符号化される。（再注、第３および第４のＣＱＩの符号化の逆）。ステップ３６
２において、ＣＱＩフィールドはＵＬキャリアで送信される。
【０１００】
　次に、ステップ３４０から３６２が、以降のタイムスロットに対して繰り返される。こ
のように、ＵＥは単一ＵＬキャリアのＣＱＩスロットで４個のＤＬキャリアすべてに対す
るＣＱＩをネットワークへ送る。
【０１０１】
　追加的１変形例において、１つ以上のＣＱＩはＵＬのＤＰＣＣＨのフィードバック情報
（ＦＢＩ）ビットへ符号化される。ＦＢＩビットは粗ＣＱＩ、例えば２ビットＣＱＩを搬
送できる。また、ＦＢＩビットはデルタ更新ＣＱＩで符号化されることができる。また、
ＦＢＩビットは、低下させた頻度であっても通常の５ビットＣＱＩを伝達するために用い
られかもしれないことが理解されるべきである。例えば、５ビットのＣＱＩはＦＢＩビッ
トへ符号化され、ＦＢＩビットを介して複数のタイムスロットで送信されるかもしれない
。
【０１０２】
　別の実施例において、電力制御は下りリンクキャリアのサブセット、例えば単一の下り
リンクキャリアに対してのみ実施される。下りリンク制御は、電話（音声）送信に一般に
用いられるが、機会主義的スケジューリングにより、データ伝送に対しては省略されるか
もしれない。多くのアプリケーションにおいて、音声伝送に必要な帯域幅はデータの下り
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リンク伝送に必要な帯域幅より狭いため、しばしばまたは時には、すべての音声チャンネ
ルは１個の下りリンクキャリアで伝送されるかもしれない。その結果、セル内のいくつか
かまたはすべてのセルの中の残っている下りリンクキャリアはデータペイロードを搬送す
るかもしれない。この場合、残っているこれらの下りリンクキャリアの電力制御は省略さ
れるかもしれない。
【０１０３】
　各々の場合において、送受信機は受信ＣＱＩに関連する下りリンクキャリアの送信電力
を受信ＣＱＩに従って（必要なら）調整するかもしれない。　言い換えれば、受信ＣＱＩ
（絶対ＣＱＩまたはデルタ更新ＣＱＩであるかにかかわらず）が、電力が増加されるべき
であることを示す場合、送受信機の処理部品は送信機を調整して、受信ＣＱＩで示される
ように電力を増加する。受信ＣＱＩが、電力を低下させるべきであることを示す場合、送
受信機の処理部品は送信機を調整して、受信ＣＱＩで示されるように電力を低下させる。
【０１０４】
　（Ｎ＞Ｍ）の場合、（Ｎ－Ｍ）個の余剰下りリンクキャリアに対する受信応答（ＡＣＫ
／ＮＡＫ）メッセージは、第１のＭ個の下りリンクキャリアに対する既にＡＣＫ／ＮＡＫ
メッセージを伝達したと同じＭ個のキャリアを用いて上りリンクで送信される必要がある
かもしれないことを思い出すこと。既に述べたように、これは上でＣＱＩに関連して説明
した追加の符号分割多重化されたＨＳ－ＤＰＣＣＨを用いて達成されるかもしれない。上
述し、また図３Ａ、３Ｂ、および３Ｃに示した他の方法もＡＣＫ／ＮＡＫメッセージに用
いられるかもしれない。この方法は下りリンクキャリアに関するそのようなメッセージの
頻度を低下させること（図３Ａ）、およびＦＢＩビットを再使用することを含む。
【０１０５】
　ＡＣＫ／ＮＡＫメッセージは、粗ＣＱＩおよび／またはデルタ更新ＣＱＩと共に既存の
ＣＱＩフィールドへ多重化されるかもしれない。図４Ａにそのような多重化の１例を示す
。この図に示されるように、既存のＣＱＩフィールド４０５は次の３個のサブフィールド
に分割される。（１）１個のキャリアの２ビット粗絶対ＣＱＩのためのサブフィールド４
１０、（２）別のキャリアの２ビット粗絶対ＣＱＩサブフィールド４１２、および（３）
上りリンクＡＣＫ／ＮＡＫメッセージを送るための１ビットサブフィールド４１４。
【０１０６】
　もちろん、ＣＱＩフィールドは他のやり方で分割されるかもしれない。図４Ｂに、ＣＱ
Ｉフィールド４０５の、３ビットの粗絶対ＣＱＩサブフィールド４１８、１ビットデルタ
更新ＣＱＩサブフィールド４２０、および１ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフィールド４
２２への分割を示す。サブフィールドの種々の順序および各サブフィールド内のビットの
種々の順序も本明細書の範囲内に属する。
【０１０７】
　上記方法は組み合わせられるかもしれない。例えば、追加の符号分割多重化チャネルは
ＣＱＩ用に定義され、一方ＦＢＩビットはＡＣＫ／ＮＡＫのために再利用されるかもしれ
ない。
【０１０８】
　次にシステム獲得のための手順を述べる。本発明と一致する一実施例において、ＵＥ（
例えば、ＵＥ１３０）によるシステムのコールド取得の手順は３ＧＰＰ仕様TS25.214の「
物理層手順（ＦＤＤ）」で説明されるコールド取得手順を同じである。しかし、マルチキ
ャリアの状況において、下りリンクキャリアのサブセット（最小サブセットは１組のＮ個
のキャリアからの単一キャリアである）は、ＵＥが３ステップのシステム取得手順を実行
することができるようにＰ－ＳＣＨ／Ｓ－ＳＣＨおよびＰ－ＣＣＰＣＨを搬送する必要が
ある。もちろん、本発明は下りリンクキャリアの各々がＰ－ＳＣＨ／Ｓ－ＳＣＨおよびＰ
－ＣＣＰＣＨを含む可能性を必ずしも除外しない。
【０１０９】
　１実施例において、ウォーム取得を容易にするために、新たに追加された下りリンクキ
ャリアのタイミング基準は、同じセル内で特定のＵＥが保留接続されているアンカーキャ



(31) JP 4750843 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

リアのタイミング基準と同様である。いくつかの変形例において、セル内のすべての下り
リンクキャリアは同じタイミング基準を共有する。同じセルからの異なるキャリアを共通
タイミング基準で同期させることにより、３ＧＰＰ仕様TS25.214に記載のシステム取得プ
ロセスにおけるステップ１および２を省略できる。（TS25.214はＰ－ＳＣＨの取得および
Ｓ－ＳＣＨの識別により、セルが属するスクランブリング符号群の識別と同様、スロット
およびフレームタイミングの取得に関するものである。）下りリンクキャリアの同期によ
り、システムへのコストをほとんどまたは全く掛けずにこの簡素化ができる。
【０１１０】
　すべてではなくいくつかの下りリンクキャリアだけが共通タイミング基準を共有する場
合、信号メッセージが、（新しいキャリアが加えられている）ＵＥへ新しいキャリアがア
ンカーキャリアとタイミング基準を共有するか否か示すために用いられ得る。新しいキャ
リアがアンカーキャリアからの既知の時間オフセットを有している場合、信号メッセージ
はウォーム取得手順を簡素化して、ＵＥへ時間オフセットの量を伝えるために用いられ得
る。そのような信号伝達は、例えばＰ－ＣＣＰＣＨおよび／またはＳ－ＣＣＰＣＨを用い
て実行されるかもしれない。
【０１１１】
　さらに、セル内のすべての下りリンクキャリアに対して同じスクランブリング符号を用
いることにより、取得手順からステップ３を省略することができる。セル内で共通スクラ
ンブリング符号を用いることには、複数またはすべての下りリンクキャリアに対しても単
一のデスクランブラを共有ことができるという付加的利点がある。その結果、ある実施例
において、セル内のすべてまたは複数の選択された下りリンクキャリアは、共通スクラン
ブリング符号を共有する。
【０１１２】
　新しいキャリアに対するスクランブリング符号が現在のアンカーキャリアのスクランブ
リング符号と異なる場合、無線ネットワークは、どちらのスクランブリング符号が新しい
キャリアで用いられているかをＵＥへ信号伝達できる。そのような信号伝達は、例えばＰ
－ＣＣＰＣＨおよび／またはＳ－ＣＣＰＣＨを用いて実行されるかもしれない。
【０１１３】
　３ＧＰＰ仕様TS25.214はＤＬ個別チャンネルの同期のための２つの段階、第１段階と第
２段階を定義している。図５にこれらの段階を示す。TS25.214はさらに個別チャネルに対
して２つの同期手順、すなわち手順Ａおよび手順Ｂを定義している。手順Ａは、「切断と
接続」再構成手順（例えば、別の周波数へのハードハンドオフ、ＲＡＴ間ハンドオフ）と
同様の確立手順である。手順Ｂは無線回線の追加／再構成（例えば、セルをＵＥのアクテ
ィブセットにさらに追加）のための手順である。
【０１１４】
　同期手順Ｂは直接ＵＥとは関係しないため、その手順はマルチキャリア動作をサポート
するための変更を必要としない。しかし手順Ａはマルチキャリア動作のために変更される
かもしれない。例えば、手順Ａのステップ「ｂ」は、ＤＬのＤＰＣＣＨまたはＦ－ＤＰＣ
Ｈのための初期送信電力が単一キャリア動作における高次層によって設定されることを明
記している。マルチキャリア動作が可能ないくつかの実施例において、初期送信電力は、
確立したキャリアの１つに対する現在の送信電力と同じであるように設定され、それによ
り同期を簡素化する。
【０１１５】
　いくつかのマルチキャリアの実施例において、ステップ「ｃ」で説明される下りリンク
チップおよびフレーム同期は、セル内の異なる下りリンクキャリアの共通タイミングによ
って簡素化される。
【０１１６】
　手順Ａのステップ「ｄ」は最初のＵＥ送信を指定する。単一キャリアシステムにおいて
、ＤＰＣＣＨの送信は高次通信プロトコル層によって設定される初期送信電力で始まる。
また、特定のマルチキャリアの実施例において、この初期ＤＰＣＣＨ電力は、別のアクテ
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ィブ上りリンクキャリアのＤＰＣＣＨの電力レベルと同じレベルに設定されるかもしれな
い。このように、電力制御プリアンブルは同期手順の速度向上のために短縮されるかもし
れない。
【０１１７】
　マルチキャリアシステムのためのランダムアクセス手順は、単一キャリアシステムのた
めの手順と同じであるか、または実質的に同じであるかもしれない。初期システムアクセ
スが単一キャリアで実行され、キャリアの追加が個別チャンネルの確立または再構成であ
ると見なされるからである。
【０１１８】
　特定の厳密なマルチキャリアシステムの実施例において、ＨＳ－ＰＤＳＣＨデータのＰ
ＨＹ　ＨＡＲＱ再送信は元の送信がされたキャリア以外のキャリアでなされる。
【０１１９】
　特定のマルチセルシステムの実施例において、Ｅ－ＤＰＣＨデータのＰＨＹ　ＨＡＲＱ
再送信は、ＵＥのサービス中セルであるセルに対するキャリアでのみなされる。
【０１２０】
　マルチキャリアシステムの実施例において、下りリンクキャリアのスケジューリングは
異なる方法で実行されるかもしれない。図６に結合キャリアスケジューリングを示す。こ
の実施例において、ＵＥバッファ６１０のような各ＵＥバッファ内の下りリンクペイロー
ドデータは、マルチキャリア共通スケジューラ６２０のような対応するマルチキャリアス
ケジューラによってスケジューリングされる。制御装置（例えば、図１の制御装置１１０
）に整えられたスケジューラ６２０は、特定のＵＥデバイスのアクティブセット内のすべ
ての下りリンクキャリア送信機（６３０－１から６３０－Ｎ）に対するデータをスケジュ
ーリングする。スケジューラ６２０は、すべての利用可能な下りリンクキャリア、または
、利用可能な下りリンクキャリアのサブセットのみのいずれかでスケジューリングを実行
する。有利には、スケジューラ６２０は、キャリアの各々のチャンネル品質および利用可
能な帯域幅を併せて考慮することによって、下りリンク送信をスケジューリングするかも
しれない。例えば、信号のフェージングによってキャリアの１つでの下りリンク送信が制
限されるか、または遅延される場合、スケジューラ６２０は、そのキャリアでの送信につ
いてスケジューリングされたＵＥデータを縮小するかまたは除去さえするかもしれない。
また同じときにフェージングを受けていない他のキャリアでのスケジューリングされたデ
ータスループットを増加させるかもしれない。
【０１２１】
　図７に独立した（または個々の）下りリンクキャリアのスケジューリングを示す。この
実施例において、共通ＵＥデータバッファ７１０内のデータはデマルチプレクサ７１５に
よってＮ個のパラレルストリームに分割される。これらのストリームは、例えばキャリア
の各々の帯域幅および他のパラメータに従って、同一サイズまたは異なるサイズであるか
もしれない。厳密なマルチキャリア動作において、分割は制御装置（例えば、図１の制御
装置１１０）内またはノード－Ｂ内（例えば、サイト１２５内）で行われるかもしれない
。マルチセル動作において、分割は制御装置内で行われるかもしれない。
【０１２２】
　個々のストリームの各々は、ストリームのキャリアに対応する個々のキャリアバッファ
に送られる。個々のキャリアバッファは参照番号７２０－１から７２０－Ｎで示される。
次に各個々のキャリアバッファ内のデータは対応するキャリアスケジューラによって下り
リンク送信のためにスケジューリングされる。参照番号７２５－１から７２５－Ｎで示さ
れるキャリアスケジューラは、サイト１２５のようなノード－Ｂに整えられるかもしれな
い。次に、キャリアバッファ７２０の各々からのデータは、そのキャリアで、対応する下
りリンクキャリア送信機によって送信される。下りリンクキャリア送信機は参照番号７３
０－１から７３０－Ｎで示される。
【０１２３】
　結合および独立キャリアスケジューリングの概念が厳密なマルチキャリアおよびマルチ
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セルの動作モードの概念に加えて存在することが理解されるべきである。
【０１２４】
　厳密なマルチキャリア動作特性は以下を含む。
【０１２５】
１．　１つのセルが、与えられたＵＥによってサポートされるすべてのキャリアに対して
ＨＳ－ＤＳＣＨとＥ－ＤＣＨをサービスしている。
【０１２６】
２．　ユーザデータバッファのマルチキャリア分割はノード－Ｂで実行される。
【０１２７】
３．　ノード－Ｂは個々のキャリアスケジューリングまたは結合キャリアスケジューリン
グを行うことができる。
【０１２８】
４．　ＨＡＲＱ　ＰＨＹ再送信は同一または異なるキャリアを用いることができる。
【０１２９】
　図８に厳密なマルチキャリア動作の概念をさらに示す。ここで、ソフトハンドオフ中の
ユーザ機器デバイス８１０を示す。無線ネットワーク制御装置８２０は、３つのノード－
Ｂサイト、すなわちノード－Ｂサイト８３０Ａ、ノード－Ｂサイト８３０Ｂ、およびノー
ド－Ｂサイト８３０Ｃの動作を制御する。実線８４０はサイト８３０Ｂからのマルチキャ
リアデータ伝送を示し、一方破線８５０Ａおよび８５０Ｃはそれぞれサイト８３０Ａおよ
び８３０Ｃからのオーバヘッド伝送を示す。オーバヘッド伝送は、制御情報、例えば上り
リンク電力制御、Ｅ－ＨＩＣＨ、およびＥ－ＲＧＣＨを搬送するかもしれない。このよう
に、例えば関連セクタにおける干渉を抑圧するために複数のサイトはＵＥ８１０に電力低
下を命令する能力を有する。
【０１３０】
　マルチセルの動作特性は以下を含む。
【０１３１】
　異なるセルは、与えられたＵＥによってサポートされる異なるキャリアに対するサービ
ス中のＨＳ－ＤＳＣＨおよびＥ－ＤＣＨであるかもしれない。
【０１３２】
　ユーザデータバッファのマルチキャリア分割は無線ネットワーク制御装置で実行される
。ノード－Ｂが与えられたＵＥに対する１つより多いサービスしているセルを含む場合、
追加的分割はノード－Ｂで実行されるかもしれない。
【０１３３】
　ノード－Ｂは、ＵＥのサービス中セルを含むノード－Ｂに対するキャリアのセットの範
囲内で、与えられたＵＥをスケジューリングすることができる。このセットが１より多い
場合、個々の、または、結合キャリアスケジューリングが実行されるかもしれない。
【０１３４】
　図９にマルチセル動作の概念をさらに示す。この図において、ソフトハンドオフ中のユ
ーザ機器デバイス９１０を示す。無線ネットワーク制御装置９２０は、３つのノード－Ｂ
サイト、すなわちノード－Ｂサイト９３０Ａ、ノード－Ｂサイト９３０Ｂ、およびノード
－Ｂサイト９３０Ｃの動作を制御する。実線９４０は下りリンクデータ伝送を示し、一方
破線９５０はオーバヘッド伝送を示す。図９に示すマルチセルの動作モードにおいて、下
りリンクデータはサイト９３０Ａおよび９３０Ｂの両方からサービスを受けることに注意
のこと。実線９４０Ａはサイト９３０Ａからの２個のキャリアでのデータ伝送を示し、実
線９４０Ｂはサイト９３０Ｂからの異なるキャリアでのデータ伝送を示す。破線９５０で
示す下りリンクオーバヘッド伝送は３個のサイト９３０すべてから送られる。オーバヘッ
ド伝送は、例えば制御情報、上りリンク電力制御、Ｅ－ＨＩＣＨ、およびＥ－ＲＧＣＨを
搬送するかもしれない。
【０１３５】
　本開示において、種々の方法のステップおよび判定は連続的として説明してきたが、こ
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れらのステップおよび判定のいくつかは、別々の要素によって、同時にまたは並列に、非
同期にまたは同期して、パイプライン方式で、または他の方法で実行されるかもしれない
。ステップおよび判定は、明示的に示したか、そうでなければ文脈から明らかになるか、
または本来要求されるところ以外では、本記述が並べたと同じ順序で実行されるというい
かなる特定の要求もない。さらに、本発明に従う各実施例において、例示したステップお
よび判定すべてが必ずしも必要ではない。一方、明確に例示されてこなかったいくつかの
ステップは、本発明に従ういくつかの実施例において望ましいかまたは必要であるかもし
れない。
【０１３６】
　当業者は、情報および信号は種々の異なる技術および手法のいずれかを用いて表される
かもしれないことを理解するだろう。例えば、上の記述中に参照されるかもしれないデー
タ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波
、磁場もしくは磁性粒子、光学場もしくは光粒子、またはそれらの任意の組合せで表され
るかもしれない。
【０１３７】
　当業者は、ここに開示された実施例に関連して説明された種々の例示的論理ブロック、
モジュール、回路およびアルゴリズムのステップは、電子的ハードウェア、計算機ソフト
ウェア、またはその双方の組合せとして実施されるかもしれないことをさらに認識するだ
ろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、種々の例示的構成
要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、ここまで、それらの機能の面か
ら一般的に説明してきた。そのような機能がハードウェア、ソフトウェア、またはハード
ウェアおよびソフトウェアの組合せとして実施されるかどうかは、特定の用途および全体
のシステムに課せられた設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を各特定の用途に
対して異なる方法で実施するかもしれないが、そのような実施の決定が本発明の範囲から
の逸脱を引き起こすと解釈されるべきではない。
【０１３８】
　ここに開示された実施例に関して説明された例示的論理ブロック、モジュール、および
回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向集積回路（
ＡＳＩＣ）、プログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、もしくは他のプログラム可能論
理回路、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア部品、またはここに説
明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せで実施または実行されるか
もしれない。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであるかもしれないが、代替的には
プロセッサは、任意の通常のプロセッサ、制御器、マイクロ制御器または状態機械である
かもしれない。プロセッサはまた、計算デバイスの組合せ、例えばＤＳＰとマイクロプロ
セッサ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連係した１つ以上のマイクロプロセッ
サ、または他のそのような構成として実施されるかもしれない。
【０１３９】
　ここに開示された実施例に関して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、直
接ハードウェアで、プロセッサで実行されるソフトウェアモジュールで、またはその２つ
の組合せで具体化されるかもしれない。ソフトウェアモジュールはＲＡＭメモリー、フラ
ッシュメモリ、ＲＯＭメモリー、ＥＰＲＯＭメモリー、ＥＥＰＲＯＭメモリー、レジスタ
、ハードディスク、可搬形ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当業者に既知の任意の形式の
記憶媒体の中にあるかもしれない。代表的記憶媒体は、プロセッサが情報を記憶媒体から
読み出しおよび情報を記憶媒体に書き込むことができるようにプロセッサに接続される。
代替的には、記憶媒体はプロセッサの構成部品であるかもしれない。プロセッサおよび記
憶媒体はＡＳＩＣ内にあるかもしれない。ＡＳＩＣはユーザ機器デバイス内にあるかもし
れない。代替的に、プロセッサおよび記憶媒体は個別部品としてユーザ機器デバイス内に
あるかもしれない。
【０１４０】
　開示された実施例のこれまでの説明は、通常の当業者が本発明を製造しまたは使用する



(35) JP 4750843 B2 2011.8.17

10

20

ことを可能にするように提供されている。これらの実施例への種々の変形は当業者に容易
に明らかになるだろう。また、ここに定義した一般的原理は本発明の精神または範囲から
逸脱することなく他の実施例に適用されるかもしれない。したがって、本発明は、ここに
示した実施例に限定することを意図されていず、ここに開示した原理および新規な特徴と
矛盾しない最も広い範囲に一致することである。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】マルチキャリア通信ネットワークの選択された構成要素を示す図。
【図２】マルチキャリア通信ネットワークにおける送信チャネルの組合せの概要を示す図
。
【図３Ａ】単一上りリンクキャリアを介して複数下りリンクキャリアのチャネル品質指標
を伝送するための処理の選択されたステップと判定ブロックを示す図。
【図３Ｂ】チャネル品質指標フィールドの２つのサブフィールドへの分割を示す図。
【図３Ｃ】単一上りリンクキャリアを介して複数下りリンクキャリアのチャネル品質指標
を伝送するための結合符号化処理の選択されたステップと判定ブロックを示す図。
【図４Ａ】チャネル品質指標フィールドの３つのサブフィールドへの分割を示す図。
【図４Ｂ】チャネル品質指標フィールドの３つのサブフィールドへの他の分割を示す図。
【図５】下りリンク個別チャンネルの同期の位相を示す図。
【図６】下りリンク送信のためのペイロードデータの結合キャリアスケジューリングを示
す図。
【図７】下りリンク送信のためのペイロードデータの独立キャリアスケジューリングを示
す図。
【図８】厳密なマルチキャリア動作の概念を示す図。
【図９】マルチセル動作の概念を示す図。

【図１】 【図２】
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