
JP 5563159 B2 2014.7.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ設備が自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発送することを含み、
　前記搬送波重合能力が、
（１）支援される不同な重合周波数帯と、
（２）同じ周波数帯内で連続的重合時に支援される重合帯域幅と、
（３）同じ周波数帯内で非連続的重合時に支援される重合周波数点と、
（４）支援される重合搬送波の個数と、
（５）不同な周波数帯間及び/又は同じ周波数帯内の搬送波重合を支援するかどうか、
　のうちの一つ又は任意の組合せを含み、
　ユーザ設備が異なる周波数帯間及び同じ周波数帯内の搬送波重合を支援する場合、前記
ユーザ設備が不同な周波数帯間の搬送波重合能力及び同じ周波数帯内の搬送波重合能力の
組合せをネットワーク側に発送すること、
　を含むことを特徴とする搬送波重合能力の処理方法。
【請求項２】
　支援される不同な重合周波数帯が、
（１）周波数帯間（inter-band）重合を支援するかどうか、
（２）どのinter-bandの重合の組合せなどを支援するか、
（３）inter-band重合の帯域幅と、
（４）inter-band重合の搬送波個数と、
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　のうちの一つ又は任意の組合せを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　同じ周波数帯内に非連続的重合時に支援される重合周波数点の表示方式が、
（１）具体的な周波数点、
（２）周波数点範囲、又は、
（３）重合できる周波数点の最大間隔、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　同じ周波数帯内に重合する場合、支援される重合搬送波個数が各周波数帯内に支援され
る重合搬送波個数を含み、
　不同な周波数帯間に重合する場合、支援される重合搬送波個数が前記不同な周波数帯で
の各周波数帯により支援される重合搬送波個数、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザ設備が自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発送し、
（１）前記ユーザ設備がUE能力の報告プロセスを通じて自身の搬送波重合能力をネットワ
ーク側に発送することと、
（２）前記ユーザ設備がLTE-Aシステムに基づくプロセスを通じて自身の搬送波重合能力
をネットワーク側に発送することと、
　を含むことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の方法。
【請求項６】
（１）ネットワーク側設備がユーザ設備の搬送波重合能力を取得することと、
（２）前記ネットワーク側設備が前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユーザ
設備に重合搬送波を配置することと、を含み、
　前記搬送波重合能力が、
（３）支援される不同な重合周波数帯と、
（４）同じ周波数帯内で連続的重合時に支援される重合帯域幅と、
（５）同じ周波数帯内で非連続的重合時に支援される重合周波数点と、
（６）支援される重合搬送波の個数と、
（７）不同な周波数帯間及び/又は同じ周波数帯内の搬送波重合を支援するかどうか、
　のうちの一つ又は任意の組合せを含み、
　ユーザ設備が異なる周波数帯間及び同じ周波数帯内の搬送波重合を支援する場合、前記
ユーザ設備が不同な周波数帯間の搬送波重合能力及び同じ周波数帯内の搬送波重合能力の
組合せをネットワーク側に発送すること、
　を含むことを特徴とする一種の搬送波重合能力の処理方法。
【請求項７】
　前記ネットワーク側設備が前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユーザ設備
に重合搬送波を配置し、
（１）前記ネットワーク側設備が支援される不同な重合周波数帯によって、前記ユーザ設
備に重合周波数帯を配置することと、
（２）前記ネットワーク側設備が同じ周波数帯内で連続的重合時に支援される重合帯域幅
によって、前記ユーザ設備に重合帯域幅を配置することと、
（３）前記ネットワーク側設備が同じ周波数帯内非連続的重合時に支援される重合周波数
点によって、前記ユーザ設備に重合周波数点を配置することと、
（４）前記ネットワーク側設備が支援される重合搬送波個数によって、前記ユーザ設備に
重合搬送波の個数を配置することと、
　のうちの一つ又はいくつかを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ネットワーク側設備がユーザ設備の搬送波重合能力を取得して、
　前記ネットワーク側設備が前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユーザ設備
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に測定隙間gapを配置すること、
　も含むことを特徴とする請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワーク側設備がユーザ設備の搬送波重合能力を取得して、
　前記ネットワーク側設備が前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユーザ設備
的受信機の個数を確定すること、
　を含むことを特徴とする請求項６または７に記載の方法。
【請求項１０】
　自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発送する発送モジュールを含み、
　前記搬送波重合能力が、
（１）支援される不同な重合周波数帯と、
（２）同じ周波数帯内で連続的重合時に支援される重合帯域幅と、
（３）同じ周波数帯内で非連続的重合時に支援される重合周波数点と、
（４）支援される重合搬送波の個数と、
（５）不同な周波数帯間及び/又は同じ周波数帯内の搬送波重合を支援するかどうか、
　のうちの一つ又は任意の組合せを含み、
　ユーザ設備が異なる周波数帯間及び同じ周波数帯内の搬送波重合を支援する場合、前記
ユーザ設備が不同な周波数帯間の搬送波重合能力及び同じ周波数帯内の搬送波重合能力の
組合せをネットワーク側に発送する
　ことを特徴とするユーザ設備。
【請求項１１】
　（１）前記発送モジュールが具体的に、ユーザ設備が不同な周波数帯間の搬送波重合を
支援する場合、不同な周波数帯間の搬送波重合能力をネットワーク側に発送すること、
　（２）ユーザ設備が同じ周波数帯内的搬送波重合を支援する場合、同じ周波数帯内の搬
送波重合能力をネットワーク側に発送すること、
　（３）ユーザ設備が不同な周波数帯間及び同じ周波数帯内の搬送波重合を支援する場合
、不同な周波数帯間の搬送波重合能力と同じ周波数帯内の搬送波重合能力をそれぞれネッ
トワーク側に発送し、又は、不同な周波数帯間の搬送波重合能力と同じ周波数帯内の搬送
波重合能力との組合せをネットワーク側に発送すること、
　を特徴とする請求項１０に記載のユーザ設備。
【請求項１２】
　支援される不同の重合周波数帯が、
　周波数帯間（inter-band）重合を支援するかどうか、どのinter-band重合の組合せなど
を支援するか、inter-band重合の帯域幅及びinter-band重合の搬送波個数の一つ又は任意
の組合せを含み、
　同じ周波数帯内で非連続的重合時に支援される重合周波数点の表示方式が具体的な周波
数点、周波数点範囲又は重合できる周波数点の最大間隔を含み、
　同じ周波数帯内の重合状況について、支援される重合搬送波個数が各周波数帯内で支援
される重合搬送波個数を含み、不同な周波数帯間の重合状況について、支援される重合搬
送波個数が、前記不同な周波数帯で各周波数帯により支援される重合搬送波個数を含むこ
とを特徴とする請求項１０に記載のユーザ設備。
【請求項１３】
　前記発送モジュールが具体的に、UE能力報告プロセスを通じて自身の搬送波重合能力を
ネットワーク側に発送すること、又は、
　LTE-Aシステムに基づくプロセスを通じて自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発
送すること、
　を特徴とする請求項１０乃至１２の何れかに記載のユーザ設備。
【請求項１４】
　（１）ユーザ設備の搬送波重合能力を取得する受信モジュールと、
　（２）前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって前記ユーザ設備に重合搬送波を配置す



(4) JP 5563159 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

る配置モジュールと、を含み、
　前記搬送波重合能力が、
（３）支援される不同な重合周波数帯と、
（４）同じ周波数帯内で連続的重合時に支援される重合帯域幅と、
（５）同じ周波数帯内で非連続的重合時に支援される重合周波数点と、
（６）支援される重合搬送波の個数と、
（７）不同な周波数帯間及び/又は同じ周波数帯内の搬送波重合を支援するかどうか、
　のうちの一つ又は任意の組合せを含み、
　ユーザ設備が異なる周波数帯間及び同じ周波数帯内の搬送波重合を支援する場合、前記
ユーザ設備が不同な周波数帯間の搬送波重合能力及び同じ周波数帯内の搬送波重合能力の
組合せをネットワーク側に発送すること、
　を含むことを特徴とする一種のネットワーク側設備。
【請求項１５】
　前記配置モジュールが具体的に、
　（１）支援される不同の重合周波数帯によって、前記ユーザ設備に重合周波数帯を配置
すること、
　（２）同じ周波数帯内に連続的重合時に支援される重合帯域幅が前記ユーザ設備に重合
帯域幅を配置すること、
　（３）同じ周波数帯内に非連続的重合時に支援される重合周波数点によって前記ユーザ
設備に重合周波数点を配置すること、
　（４）支援される重合搬送波個数によって、前記ユーザ設備に重合搬送波の個数を配置
すること、
　のうちの一つ又は複数に利用されることを特徴とする請求項１４に記載のネットワーク
側設備。
【請求項１６】
　また、前記配置モジュールが、前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって前記ユーザ設
備に測定隙間gapを配置することに利用される、ことを特徴とする請求項１４または１５
に記載のネットワーク側設備。
【請求項１７】
　また、前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって前記ユーザ設備の受信機個数を確定す
る確定モジュールも含むことを特徴とする請求項１４または１５に記載のネットワーク側
設備。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2010年8月13日に中国国家知識産権局に提出された、出願番号が20101025287
2.9で、発明の名称が「一種の搬送波重合能力の処理方法と設備」である中国特許出願の
優先権を有し、その内容全部は引用を通じて本出願に導入される。
【０００２】
　本発明は、通信技術分野、特に一種の搬送波重合能力の処理方法と設備に係る。
【背景技術】
【０００３】
　LTE（Long　Term　Evolution，長期進化）は3G（3rd　Generation、第三世代デジタル
通信）の進化で、LTEは3Gの空中アクセス技術を改善・強化し、OFDM（Orthogonal　Frequ
ency Division　Multiplexing、直交周波数分割多重化）とMIMO（Multiple　Input　Mult
iple　Output、多重入力多重出力）を当該LTE無線ネットワーク進化の標準とする。この
中で、LTEシステム及びこの前の無線通信システムの中で、一つのセルの中に一つの搬送
波しかなく、図1のように、LTEシステムの最大帯域幅が20MHzであるが、20MHzの周波数ス
ペクトル帯域幅で、LTEは下り100Mbit/sと上り50Mbit/sのピーク速度を提供でき、それに
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セル縁ユーザの性能とセルの容量を向上し、システムの遅延を低減させる。その上、LTE
システムでは、UE（User　Equipment、ユーザ設備）は一つの搬送波によるしか作動がで
きず、また、一つのLTEセルには一つの搬送波しかなく、各LTEセルにはネットワークでそ
れぞれ唯一の番号で標識される。
【０００４】
　移動端末ユーザ数の激増につれて、端末ユーザの業務の容量は指数的に増加し、持続的
に増加している端末ユーザの業務ニーズを満足するために、一層大きい帯域幅を提供する
必要があり、それにつれて、もっと高いピーク速度を満足するようになる。LTE-A（LTE-A
dvanced、アドバンスLTE）システムでは、システムのピーク速度がLTEより大きく向上し
、下り1Gbps、上り500Mbpsに達するよう要求される。この時に、最大帯域幅が20MHzであ
る搬送波を一つだけ使用すると、ピーク速度要求を満足できないわけなので、LTE-Aシス
テムに、端末ユーザが使用できる帯域幅を広げる必要がある。ここで、CA（Carrier　Agg
regation、搬送波アグリゲーション）技術が導入され、即ち、同じ数量のeNB（又は基地
局）の下の複数の連続的又は非連続的搬送波を一緒に重合する（異なるeNBの下のセルと
成分搬送波の間には重合ができない）と同時に、UEにサービスを提供することで、UEから
の速度要求を満たせるようになる。その中で、前記の一緒に重合する搬送波をCC（Compon
ent　Carrier、成分搬送波）と称される。それに、LTEでのUEが各重合搬送波の下で運行
できることを保証する為に、搬送波重合時に、各搬送波が最大に20MHzを超えないよう要
求され、図2のように、一種のLTE-Aでの搬送波重合技術の見取図である。以上のことで、
LTE-Aの基地局の下で、四つの重合できる搬送波があり、基地局が同時に四つの搬送波でU
Eとデータ伝送を行われることで、システム処理量を向上させるようになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実現プロセスで、発明者は、現有の技術で少なくとも下記の問題が存在してい
るのを発見した。
【０００６】
　現有技術の中で、UEは、単独的なセルの内だけで運行し、ネットワークに自身の搬送波
重合能力を通知せず、自身が支援すべき周波数帯だけを通知することで、搬送波重合の場
合は、基地局がUEに搬送波重合を配置できなくなる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、一種の搬送波重合能力の処理方法と設備を提供することによって
、基地局がUEの搬送波重合能力を取得し、搬送波重合システムの正常な運行を保障するよ
うになる。
【０００８】
　本発明の実施形態は、前記目的を達成する為に、ユーザ設備が自身の搬送波重合能力を
ネットワーク側に発送することを含む一種の搬送波重合能力的処理方法を提供する。
【０００９】
　本発明の実施形態は、
（１）ネットワーク側設備がユーザ設備の搬送波重合能力を取得することと、
（２）前記ネットワーク側設備は、前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユー
ザ設備に重合搬送波を配置することを含む一種の搬送波重合能力の処理方法を提供する。
【００１０】
　本発明の実施形態は、自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発送する発送モジュー
ルを含む一種のユーザ設備を提供する。
【００１１】
　本発明の実施形態は、
　ユーザ設備の搬送波重合能力を取得する受信モジュールと、
　前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユーザ設備に重合搬送波を配置する配
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置モジュールとを含む一種のネットワーク側設備を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　現有の技術と比べて、本発明は少なくとも下記の優位性を持つ。
　それはつまりUEを通じて、搬送波重合能力をネットワーク側に発送することによって、
ネットワーク側がUEの搬送波重合能力を取得し、搬送波重合システムの正常な運行を保障
することである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】現有技術のLTEシステムで一つのセルに搬送波が一つしかない場合の見取図であ
る。
【図２】現有技術のLTE-Aでの搬送波重合技術の見取図である。
【図３】同じ周波数帯内の連続的成分搬送波重合の見取図である。
【図４】同じ周波数帯内の非連続的成分搬送波重合の見取図である。
【図５】不同な周波数帯に位置する非連続的成分搬送波重合の見取図である。
【図６】UEの能力報告プロセスの見取図である。
【図７】本発明の実施形態により提供された一種の搬送波重合能力の処理方法フローの見
取図である。
【図８】本発明の実施形態により提供された一種のユーザ設備構造の見取図である。
【図９】本発明の実施形態により提供された一種のネットワーク側設備構造の見取図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　LTE-Aシステムが搬送波重合（CA）技術を導入後に、UEは、複数のセルを重合すると同
時に、それらにサービスを提供するほか、その中には一つの主セルと複数の補助セルを含
み、複数のセルの中心周波数点は、同じ周波数帯内にあってもよいし、不同な周波数帯に
あってもよい。但し、基地局は、UEの具体的な状況によって、不同なUEに異なる重合セル
組合せを配置する。
【００１５】
　現有技術で、UEが単一のセルで運行するだけで、自身の搬送波重合能力をネットワーク
に通知しないため、基地局がUEに搬送波重合を配置できないという問題に対して、本発明
の実施形態は一種の搬送波重合能力の処理方法と設備を提供することにより、基地局がUE
の搬送波重合能力を取得して、搬送波重合システムの正常な作業を保障できるようになる
。
【００１６】
　次にまずUE搬送波重合能力の関連技術を紹介する。
（1）搬送波重合の場面
　LTE-Aシステムの中で、重合になるセル（成分搬送波）の間の隣接頻度に参与すること
により、搬送波重合は、それぞれ連続的成分搬送波重合と非連続的成分搬送波重合との二
種の基本的な場面に分けられる。また、その中の非連続的搬送波重合は、同じ周波数帯内
の非連続的成分搬送波重合と不同な周波数帯にある非連続的成分搬送波重合に分けられる
。
【００１７】
　図3のように、同じ周波数帯（band）内の連続的成分搬送波重合の見取図である。図4の
ように、同じ周波数帯内の非連続的成分搬送波重合の見取図で、図5のように、不同な周
波数帯に位置する非連続的成分搬送波重合の見取図である。
　その中で、同じ周波数帯内の非連続的成分搬送波重合と不同な周波数帯にある非連続的
成分搬送波重合について、UE（User　Equipment，ユーザ設備）の複数の受信/発信チャネ
ルが同時作業への要求もあるので、UEコストとパワーへの要求が高くなる。
【００１８】
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　それに、UEの周波数帯重合能力によって、場面を二種類に分けても良く、それぞれinte
r-band（異なる周波数帯）重合とintra-band（同じ周波数帯内）重合である。その中で、
inter-band重合は、非連続的搬送波重合で、intra-band重合は、連続的搬送波重合と非連
続的搬送波重合のいずれでも良い。
【００１９】
　注意すべきことは、UEの重合能力は、上り・下り方向を分けたものとして、両者が違っ
ても良いことである。例えば、LTE-Aシステムの中で、FDD（Frequency　Division　Duple
x、周波数分割双方向）システムの下り方向でintra-bandとinter-band重合を支援するが
、上り方向では、ただ支援intra-band重合だけを支援する。但し、TDD（Time　Division
　Duplexing、時分割双方向）システムの上り・下り方向では、共にintra-band重合を支
援する。
【００２０】
（2）LTEシステムで、UEラジオ周波数関連能力
　LTEシステムのUE能力は、（ｉ）UEがどの周波数帯（band）を支援するか、及び（ｉｉ
）ある周波数帯で作業する時に、その他の周波数帯がgap（隙間）を測定する必要がある
か等を含む。
【００２１】
（3）LTEシステムのUE能力報告プロセス
　LTEシステムの中で、UEの能力報告プロセスは、図6で示したように、（ｉ）ネットワー
ク側がUEにUE能力の問い合わせ情報を発送することと、（ｉｉ）UEがネットワーク側にUE
能力情報を返すことを含む。
【００２２】
　その中で、ネットワーク側にUE能力情報が保存されていない時、当該プロセスを採用し
てUEにその能力を問い合わせ、UE報告を通じてUEの能力情報を取得する。
【００２３】
　それに、核心的ネットワーク側では、すでにUE能力情報を保存したが、基地局が当該UE
能力情報を持たない場合、基地局は、UEに当該UEの能力情報を問い合わせるよう請求する
代わりに、直接核心的ネットワークにより当該UEの能力情報を取得する。
【００２４】
　次に、本発明の添付図面を参照して、本発明の技術案に対して明らか且つ完全に説明を
する。前述の実施形態は本発明の一部分の実施形態だけで、全部の実施形態ではない。本
発明の実施形態に基づいて、本分野の通常の技術者が創造性労働をしていない前提で取得
するその他の実施形態のすべては、本発明の保護範囲に属する。
【００２５】
　図7のように、本発明の実施形態一により提供された一種の搬送波重合能力の処理方法
は、手順701で、ユーザ設備が自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発送する。
【００２６】
　前記搬送波重合能力は、下記内容の一種又は任意の組合せを含む。
（１）支援される不同な重合周波数帯；同じ周波数帯内連続的に重合する時支援される重
合帯域幅、
（２）同じ周波数帯内非連続的重合時に支援される重合周波数点、
（３）支援される重合搬送波個数、
（４）不同な周波数帯間及び/或いは同じ周波数帯内の搬送波重合を支援するかどうか。
【００２７】
　前記ユーザ設備は、自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発送する。
（１）ユーザ設備が不同な周波数帯間の搬送波重合を支援する場合、前記ユーザ設備が不
同な周波数帯間の搬送波重合能力をネットワーク側に発送すること、
（２）ユーザ設備が同じ周波数帯内的搬送波重合を支援する場合、前記ユーザ設備が同じ
周波数帯内の搬送波重合能力をネットワーク側に発送すること、
（３）ユーザ設備が不同な周波数帯間及び同じ周波数帯内の搬送波重合を支援する場合、
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前記ユーザ設備が不同な周波数帯間の搬送波重合能力及び同じ周波数帯内の搬送波重合能
力をそれぞれネットワーク側に発送し、この中で又は、前記ユーザ設備が不同な周波数帯
間の搬送波重合能力及び同じ周波数帯内の搬送波重合能力組合せをネットワーク側に発送
すること。
【００２８】
　本発明の実施形態の中で、支援される不同な重合周波数帯は下記内容の一つ又は任意の
組合せを含む。
（１）周波数帯間inter-band重合を支援するかどうか、
（２）どのinter-bandの重合組合せを支援するか、
（３）inter-band重合する帯域幅、および、
（４）inter-band重合する搬送波個数。
【００２９】
　同じ周波数帯内に非連続的重合時に支援される重合周波数点の表示方式は下記の事項を
含む。
（１）具体的な周波数点、又は、
（２）周波数点範囲、又は、
（３）重合できる周波数点の最大間隔。
【００３０】
　同じ周波数帯内で重合する場合、支援される重合搬送波個数は各周波数帯内で支援され
る重合搬送波個数を含み、それに、不同な周波数帯間で重合する場合、支援される重合搬
送波個数は前記不同な周波数帯での各周波数帯により支援される重合搬送波個数を含む。
【００３１】
　前記ユーザ設備が自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発送することは、
（１）前記ユーザ設備がUE能力報告プロセスを通じて自身の搬送波重合能力をネットワー
ク側に発送すること、および、
（２）前記ユーザ設備がLTE-Aシステムを通じて新しく定義されるプロセスを通じて自身
の搬送波重合能力をネットワーク側に発送すること、を含む。
【００３２】
　前記ネットワーク側設備は前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユーザ設備
に重合搬送波を配置し、この中で、下記操作の一種類又は数種類を含む。
（１）前記ネットワーク側設備が支援される不同な重合周波数帯によって、前記ユーザ設
備に重合周波数帯を配置すること、
（２）前記ネットワーク側設備が同じ周波数帯内で連続的重合時に支援される重合帯域幅
によって、前記ユーザ設備に重合帯域幅を配置すること、
（３）前記ネットワーク側設備が同じ周波数帯内で非連続的重合時に支援される重合周波
数点によって、前記ユーザ設備に重合周波数点を配置すること、および、
（４）前記ネットワーク側設備が支援される重合搬送波個数により、前記ユーザ設備に重
合搬送波の個数を配置すること。
【００３３】
　前記ネットワーク側設備はユーザ設備の搬送波重合能力を取得し、また下記の事項も含
む。
　前記ネットワーク側設備が前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユーザ設備
に測定隙間gapを配置すること。
【００３４】
　前記ネットワーク側設備はユーザ設備の搬送波重合能力を取得し、それに下記の事項も
含む。
　前記ネットワーク側設備が前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユーザ設備
の受信機個数を確定すること。
【００３５】
　以上のことで、本発明の実施形態の中で、UEを通じて、搬送波重合能力をネットワーク
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システムの正常な運転を保障するのを分かるようになる。
【００３６】
　本発明の実施形態の中で、ユーザ設備は、搬送波重合能力をネットワーク側に発送する
必要があり、当該搬送波の重合能力は次の事項を含む。また、これだけに限らない。
（１）支援される不同な重合周波数帯、
（２）同じ周波数帯内で連続的重合時に支援される重合帯域幅、
（３）同じ周波数帯内非連続的重合時に支援される重合周波数点、
（４）支援される重合搬送波の個数、
（５）不同な周波数帯間及び/或いは同じ周波数帯内の搬送波重合を支援するかどうか等
である。
【００３７】
　実際の応用の上で、現有LTEシステムのUE能力報告プロセスに基づいて、搬送波重合能
力をネットワーク側に発送するか、それとも実際のニーズによって、任意的に現有プロセ
スとRRCメッセージを選択するか、どちらでも良い。また、LTE-Aシステムに基づいて、新
しいプロセスとメッセージを拡張し、搬送波重合能力をネットワーク側に発送しても良い
。当該拡張プロセスと新しいメッセージを実際のニーズによって任意に拡張しても良い。
搬送波重合能力をネットワーク側に発送できるだけで十分なので、今からは本発明の実施
形態の中でこれ以上述べないようにする。
【００３８】
　搬送波重合能力の報告プロセスを一層明らかに説明する為に、次に具体的な実施形態に
結びづいて詳細に説明する。
【００３９】
　本発明の実施形態二は、一種の搬送波重合能力の処理方法を提供し、本実施形態の中で
、inter-band（周波数帯間）の搬送波重合能力を例として説明する。
【００４０】
　搬送波重合能力の中で、UE上り・下り方向で共に、inter-band搬送波重合を支援し、且
つ上り・下り方向で共にband1とband3の重合を支援し、また、上り・下り方向で同時に重
合できる搬送波が共に二つあること、それに、上り・下り方向で重合できる最大帯域幅が
共に40MHzであるということが成立すると、当該UEの搬送波重合能力は、表1で示した内容
となる。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
　搬送波重合能力を確定した後、UEが当該搬送波重合能力をネットワーク側に発送する（
例えば、基地局）必要がある。
【００４３】
　注意すべきなのは、前記表1の搬送波重合能力での各パラメータがオプション項目で、
全部出現するとは言えない。というのは、UEが支援できる機能によることで、UEが支援し
ない機能には、相応なパラメータが出現しなくても構わないとされる。
【００４４】
　基地局がUEの搬送波重合能力を取得後、UEの業務ニーズと搬送波信号チャネル品質によ
り、UEに重合できる搬送波を配置する。例えば、UEの下り業務に40MHzの帯域幅伝送が必
要するが、上りに搬送波重合が必要しない場合、基地局は、UEが下りで band1とband3を
利用し、重合を行うことで、40MHzの帯域幅ニーズを満足できるようにする。それに、上
りにband1の一つの搬送波だけを配置し、搬送波重合を実施しない。これについて、UEは
、ネットワーク側の配置によって、搬送波重合伝送を実施する。
【００４５】
　以上のことから、本発明の実施形態の中で、UEを通じて搬送波重合能力をネットワーク
側に発送することにより、ネットワーク側がUEの搬送波重合能力を取得し、搬送波重合シ
ステムの正常な作業を保障することを分かるようになる。
【００４６】
　本発明の実施形態三は、一種の搬送波重合能力の処理方法を提供し、本実施形態の中で
、intra-band（周波数帯内）搬送波重合能力を例として説明する。
【００４７】
　搬送波重合能力の中で、UE上り・下り方向で共にintra-band搬送波重合しか支援せず、
それに下り方向でband1とband3内の搬送波重合を支援、上り方向でband1内の搬送波重合
を支援、上り・下り方向で同時に重合できる搬送波個数が共に2、下り方向で重合できる
最大帯域幅が40MHz、上り重合できる最大帯域幅が20MHz、上述が成立すると、当該UEの搬
送波重合能力は表2で示した内容とされる。
【００４８】
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【表２】

【００４９】
　搬送波重合能力を確定した後、UEは、当該搬送波重合能力をネットワーク側に発送する
（例えば、基地局）必要がある。
【００５０】
　注意すべきなのは、前記表2の搬送波重合能力での各パラメータはオプション項目で、
全部現れる必要がない、つまり、UEが支援できる機能により、UEを支援しない機能に対し
、相応なパラメータが現れなくても良い。
【００５１】
　基地局がUEの搬送波重合能力を取得後、UEの業務ニーズと搬送波信号チャネル品質によ
り、UEに重合できる搬送波を配置しても良い。仮に、UEの下り業務に40MHzの帯域幅伝送
が必要で、上りに搬送波重合が必要でない場合、基地局は、UEが下りで band1とband3を
重合するよう配置することによって、40MHzの帯域幅ニーズを満足する。それに、上りにb
and1の一つの搬送波だけを配置し、搬送波重合を実施しない。この後、UEは、ネットワー
ク側の配置によって、搬送波重合伝送を実施する。
【００５２】
　以上のことで、本発明の実施形態の中では、UEを通じて搬送波重合能力をネットワーク
側に発送することによって、ネットワーク側がUEの搬送波重合能力を取得し、搬送波重合
システムの正常な作業を保障できるようになる。
【００５３】
　本発明の実施形態四は、一種の搬送波重合能力の処理方法を提供し、本実施形態の中で
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【００５４】
　搬送波重合能力の中で、UEは下り方向で、inter-bandとintra-band搬送波重合を支援し
、それにband1とband3との重合を支援し、これと同時に、band1とband3内の搬送波重合を
支援する。上り方向で、intra-band重合だけを支援し、band1とband3内の搬送波重合を支
援する。下り方向で同時に重合できる搬送波数は4個で、上り方向で同時に重合できる搬
送波数は2個である。下り重合できる最大帯域幅は40MHzで、上り重合できる最大帯域幅は
20MHzである。
【００５５】
　不同な周波数帯間と同じ周波数帯内の搬送波重合を支援するため、UEは、不同な周波数
帯間の搬送波重合能力と同じ周波数帯内の搬送波重合能力をそれぞれネットワーク側に発
送してもよいし、不同な周波数帯間の搬送波重合能力と同じ周波数帯内の搬送波重合能力
の組合せをネットワーク側に発送しても良い。即ち、当該UEの搬送波重合能力は表3又は
表4で示した内容とされる。
【００５６】
【表３】

【００５７】
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【表４】

【００５８】
　以上、表3と表4での方式によって、下り方向でinter-bandを支援すると同時に、intra-
band重合も支援するので、intra-band重合の情報及びinter-band支援のbandを提供するこ
とで、inter-bandの重合能力を推測できる。但し、上り方向に対して、 inter-band重合
を支援しないので、inter-band重合に関する情報は現れない。
【００５９】
　搬送波重合能力を確定後に、UEは、当該搬送波重合能力をネットワーク側に発送する（
例えば、基地局）必要がある。
【００６０】
　注意すべきなのは、前記表3と表4の搬送波重合能力での各パラメータがオプション項目
で、全部現れる必要があるとは言えない。これは、UEが支援できる機能に決められ、UEが
支援しない機能に対しては、相応なパラメータが現れなくても良い。
【００６１】
　基地局がUEの搬送波重合能力を取得後に、UEの業務ニーズと搬送波信号チャネル品質に
より、UEに重合できる搬送波を配置する。例えば、UEの下り業務に40MHzの帯域幅伝送が
必要するが、上りには搬送波重合が20MHzしか必要しない場合、基地局は、UEが下りで ba
nd1とband3を利用して重合を行い、40MHzの帯域幅ニーズを満足する。それに、上り方向
でband1で重合するようUEを配置し、20MHzの帯域幅のニーズを満足する。これにつれて、
UEは、ネットワーク側の配置により、搬送波重合伝送を実施する。
【００６２】
　以上のことで、本発明の実施形態の中では、UEを通じて、搬送波重合能力をネットワー
ク側に発送することにより、ネットワーク側がUEの搬送波重合能力を取得し、搬送波重合
システムの正常な作業を保障できるという事が分かるようになる。
【００６３】
　本発明の実施形態五は、一種の搬送波重合能力的処理方法を提供し、本実施形態の中で
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、基地局は、搬送波重合能力により、UEに測定隙間gapを配置する必要がある。
【００６４】
　UE搬送波重合能力情報（当該プロセスは、前記実施形態二乃至実施形態四のプロセスで
実現され、実施形態二を用例とする）を取得した後、基地局では、UE搬送波重合能力情報
によって、UEがinter-band重合を支援することを知るようになり、これからUEが少なくと
も2セットの受信機（受信/発信設備）を持つことと推測する。これで、UEがband1に運転
する場合、band3測定の時に、一つの受信機をオンにするだけで、隙間gapを測定する必要
がない。このような状況で、基地局はUEに測定隙間gapを配置しなくてもよいので、デー
タ中断を減少させるようになる。
【００６５】
　UE搬送波重合能力情報（実施形態三を例とする）を取得した後、基地局は、UE搬送波重
合能力情報によって、UEがintra-band重合を支援することを知り、それに、下り方向で非
連続的な搬送波重合を支援するので、UEが下り方向で二つの受信機を持つことを推測する
。UEに支援されるintra-band重合周波数点により、どのぐらいの周波数点でその他の周波
数点を測定する時に隙間gapを要らないかを知るようになるが、これらの周波数点が運行
時に、基地局は、UEに隙間gapの測定を配置しなくてもよいので、データ中断を低減させ
る。
【００６６】
　ここで注意すべきなのは、実際の応用中、基地局がUEの節電（受信機開放時間が長いほ
ど、電力消費が多くなる）を希望する場合、できるだけ受信機を開放せず、UEの搬送波重
合能力情報によりintra-bandの不同な周波数測定時に隙間gapを配置によって、UEがその
他の受信機のオンキー鍵を触発しないので、UEの節電目的が達成される。特にUEがintra-
band重合を行い、一部分の搬送波が非活性化されるときに、基地局は、UEの搬送波重合能
力情報によって、UEの現在の受信機状態をもっとうまく把握できる。
【００６７】
　以上のことについて、本発明の実施形態の中では、UEを通じて、搬送波重合能力をネッ
トワーク側に発送することにより、ネットワーク側がUEの搬送波重合能力を取得し、搬送
波重合システムの正常な作業を保障できるようになることを分かる。
【００６８】
　前記方法と同じ発明構想に基づいて、図8で示したように、本発明の実施形態により提
供された一種のユーザ設備が、下記の構成を含む。
　自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発送する発送モジュール80。
【００６９】
　前記搬送波重合能力は、下記内容の一つ又は任意の組合せを含む。
（１）支援される不同な重合周波数帯、
（２）同じ周波数帯内で、連続的重合時に支援される重合帯域幅、
（３）同じ周波数帯内で、非連続的重合時に支援される重合周波数点、
（４）支援される重合搬送波個数、
（５）不同な周波数帯間及び/或いは同じ周波数帯内の搬送波重合を支援するかどうか。
【００７０】
　前記発送モジュール80は、具体的に、ユーザ設備が不同な周波数帯間の搬送波重合を支
援するときに、不同な周波数帯間の搬送波重合能力をネットワーク側に発送する。
【００７１】
　ユーザ設備が同じ周波数帯内の搬送波重合時を支援する場合、同じ周波数帯内の搬送波
重合能力をネットワーク側に発送する。
【００７２】
　ユーザ設備が不同な周波数帯間と同じ周波数帯内の搬送波重合時を支援する場合、不同
な周波数帯間の搬送波重合能力と同じ周波数帯内の搬送波重合能力をそれぞれネットワー
ク側に発送する。又は、不同な周波数帯間の搬送波重合能力と同じ周波数帯内の搬送波重
合能力組合せをネットワーク側に発送する。
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【００７３】
　支援される不同な重合周波数帯は、下記内容の一つ又は任意の組合せを含む。
（１）周波数帯間inter-band重合を支援するかどうか、
（２）どのinter-band重合組合せを支援するか、
（３）inter-band重合の帯域幅、
（４）inter-band重合の搬送波個数。
【００７４】
　同じ周波数帯内で、非連続的重合時に支援される重合周波数点の表示方式は下記を含む
。
（１）具体的な周波数点、又は、
（２）周波数点範囲、又は、
（３）重合できる周波数点の最大間隔。
【００７５】
　同じ周波数帯内重合の状況で、支援される重合搬送波個数は、各周波数帯内で支援され
る重合搬送波個数を含む。
【００７６】
　不同な周波数帯間重合の状況で、支援される重合搬送波個数は、前記不同な周波数帯で
の各周波数帯により支援される重合搬送波個数を含む。
【００７７】
　前記発送モジュール80は、具体的に、UE能力報告プロセスを通じて自身の搬送波重合能
力をネットワーク側に発送し、又は、LTE-Aシステムにより新しく定義されたプロセスを
通じて自身の搬送波重合能力をネットワーク側に発送する。
【００７８】
　その中で、本発明装置の各モジュールを一体に集積してもよいし、分離に配置しても良
い。前記モジュールを一つのモジュールに合併してもよいし、更に複数のサブ・モジュー
ルに分解してもかまわない。
【００７９】
　以上のことで、本発明の実施形態の中で、UEを通じて搬送波重合能力をネットワーク側
に発送することにより、ネットワーク側がUEの搬送波重合能力を取得でき、搬送波重合シ
ステムの正常な運転を保障できるようになる。
【００８０】
　前記方法と同じ発明構想に基づいて、図9で示したように、本発明の実施形態は一種の
ネットワーク側設備を提供し、下記の構成を含む。
（１）ユーザ設備の搬送波重合能力を取得する受信モジュール91、および、
（２）前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって前記ユーザ設備に重合搬送波を配置する
配置モジュール92。
【００８１】
　前記搬送波の重合能力は、下記内容の一種又は任意の組合せを含む。
（１）支援される不同な重合周波数帯、
（２）同じ周波数帯内で、連続的重合時に支援される重合帯域幅、
（３）同じ周波数帯内非連続的重合時に支援される重合周波数点、
（４）支援される重合搬送波個数、
（５）不同な周波数帯間及び/或いは同じ周波数帯内の搬送波重合を支援するかどうか。
【００８２】
　前記配置モジュール92は、具体的に下記操作の一つ又はいくつかに応用される。
（１）支援される不同な重合周波数帯によって前記ユーザ設備に重合周波数帯を配置する
こと、
（２）同じ周波数帯内で連続的重合時に支援される重合帯域幅によって前記ユーザ設備に
重合帯域幅を配置すること、
（３）同じ周波数帯内で、非連続的重合時に支援される重合周波数点によって前記ユーザ
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（４）支援される重合搬送波個数によって、前記ユーザ設備に重合搬送波的個数を配置す
ること。
【００８３】
　前記配置モジュール92は、また前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって、前記ユーザ
設備に測定隙間gapを配置する。
【００８４】
　当該ネットワーク側設備も下記の成分を含む。
　前記ユーザ設備の搬送波重合能力によって前記ユーザ設備の受信機個数を確定する確定
モジュール93。
【００８５】
　その中で、本発明の装置の各モジュールを一体に集積してもよいし、分離して配置して
もよい。前記モジュールを一つのモジュールに合併してもよいし、更に複数のサブ・モジ
ュールに分解してもかまわない。
【００８６】
　以上のことで、本発明の実施形態の中で、UEを通じて、搬送波重合能力をネットワーク
側に発送することにより、ネットワーク側がUEの搬送波重合能力を取得し、搬送波重合シ
ステムの正常な作業を保障するのが分かるようになる。
【００８７】
　前記の実施形態の説明を通じて、本技術分野の技術者は、ソフトウェアの上に必要な通
用ハードウエアのプラットフォームを加える方式で本発明を実現することができるという
ことを明確に理解できる。もちろん、ハードウエアを通じても実現されるが、多数の状況
では前者がより良い実施形態である。このような理解に基づいて、本発明の解決案は、本
質的にいうと、又は現有技術に貢献した部分がソフトウェア製品という形で表すことがで
き、当該ソフトウェア製品を記憶媒体に記憶させ、若干の指令を含むことで、一台のコン
ピューター設備（PC、サーバー、ネットワーク設備など）に本発明の各実施形態の前記方
法を実行させることができる。
【００８８】
　本技術分野の技術者が理解できるように、添付図面は一つの最適な実施形態の図だけで
あり、添付図面でのモジュール又はフローは本発明の実施に必須なものとはいえない。
【００８９】
　本技術分野の技術者は本実施形態に係る装置のモジュールが、実施形態の説明通りに実
施形態装置に配置されること、また、実際の状況に合わせ、本実施形態と異なる一つ、あ
るいは複数の装置に配置するということも理解できる。前記の実施形態のモジュールを一
体に集積してもよいし、複数のサブ・モジュールに分けてもかまわない。
【００９０】
　本発明の実施形態の前の番号は説明上の利便性のためであり、実施形態の優劣を意味し
ない。
【００９１】
　上記のとおり記載されたものは本発明の幾つかの具体的な実施形態だけであり、本発明
はこれに限らず、本技術分野の技術者が想到する変化は全部本発明の保護範囲に属すべき
である。
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