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(57)【要約】
キャリアアグリゲーションのための不連続受信動作の方
法であって、第１のキャリアのための第１の不連続受信
パラメータ集合および第２のキャリアのための異なる不
連続受信パラメータ集合を受信するステップと、第１の
キャリアおよび第２のキャリアでの不連続受信パラメー
タを構成するステップと、を備える、方法。本開示は、
ロングタームエボリューションアドバンス（ＬＴＥ-Ａ
）技術に関し、特に、キャリアアグリゲーションがＬＴ
Ｅ-Ａにおいて利用される、不連続受信に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリアアグリゲーションのための不連続受信動作の方法であって、
　第１のキャリアのための第１の不連続受信パラメータ集合および第２のキャリアのため
の異なる不連続受信パラメータ集合を受信することと、
　前記第１のキャリアおよび第２のキャリアでの不連続受信パラメータを構成することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第２のキャリアは、不連続受信動作のために、前記第１のキャリアと関連付けられ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記不連続受信パラメータの限定された集合は、
　非アクティビティタイマと、
　再送タイマと、
　オン持続時間タイマと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　基地局からのメッセージ伝達を通して、前記第２のキャリアを明示的に有効化すること
をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記非アクティビティタイマおよび再送タイマの終了後、前記第２のキャリアでの受信
を無効化することをさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　基地局からの明示的メッセージに基づいて、前記第２のキャリアでの受信を無効化する
ことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記提供することは、非アクティビティタイマのためのフラグまたは値を利用し、
　前記フラグのための第１の設定または前記値の存在は、前記非アクティビティタイマが
利用されるべきであることを示し、
　前記フラグのための第２の設定または前記値の不在は、前記非アクティビティタイマが
利用されるべきではないことを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　アクティブ時間に遷移する前記第１のキャリアに従って、第２のキャリアをアクティブ
時間に遷移させることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のキャリアは、指定キャリアであり、前記第２のキャリアは、非指定キャリア
である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のキャリアは、一次キャリアであり、前記第２のキャリアは、二次キャリアで
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　アクティブ時間から不連続受信状態に遷移する前記第１のキャリアに基づいて、前記第
２のキャリアでの受信を無効化することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　基地局からの明示的メッセージの受信に応じて、前記第２のキャリアでの受信を無効化
することをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合は、非アクティビティタイマを含み
、
　前記第２のキャリアは、前記非アクティビティタイマの終了前に、受信を無効化し、
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　前記第１のキャリアは、不連続受信モードに遷移する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合は、オン持続時間タイマを含み、
　前記第２のキャリアは、前記オン持続時間タイマの終了前に、受信を無効化し、
　前記第１のキャリアは、不連続受信モードに遷移する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合はさらに、非アクティビティタイマ
を含み、
　前記第２のキャリアは、前記オン持続時間タイマおよび非アクティビティタイマの終了
後、受信を無効化する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のキャリアは、前記第２のキャリアでの前記非アクティビティタイマが稼働し
ているとき、そのアクティブ時間を延長する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合は、タイマを含み、
　前記第２のキャリアは、前記第１のキャリアが前記タイマの持続時間の間にアクティブ
時間にあるかどうかに基づいて、有効化または無効化される、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　第２のキャリアのアクティブ時間の開始を前記第１のキャリアのアクティブ時間内に整
合させることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　短期不連続受信サイクルおよび長期不連続受信サイクル構成が、第２のキャリアのため
に構成され、
　前記第２のキャリアは、データが、前記短期不連続受信タイマ値の持続時間の間、前記
第２のキャリアで受信されない場合、前記短期不連続受信サイクルから前記長期不連続受
信サイクルに遷移可能である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記異なるパラメータ集合は、短期不連続受信サイクルおよび長期不連続受信サイクル
構成を含み、
　前記第２のキャリアは、データが、前記短期不連続受信タイマ値の持続時間の間、前記
第２のキャリアで受信されない場合、前記短期不連続受信サイクルから前記長期不連続受
信サイクルに遷移可能である、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第２のキャリアのための不連続受信パラメータ集合は、無線リソース制御信号伝達
を通して、信号伝達される、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　複数の第２のキャリアは、不連続受信パラメータによって構成される、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２３】
　複数の第２のキャリアは、前記第１のキャリアと同一値を有する異なる不連続受信パラ
メータ集合によって構成される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２のキャリアは、他の第２のキャリアから独立して構成される、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２５】
　媒体アクセス制御要素信号伝達を通して、キャリア受信を有効化または無効化するため
の方法であって、
　キャリア受信有効化または無効化コマンド制御要素を受信することと、
　キャリア受信有効化または無効化肯定応答制御要素を伝送することと
　を含む、方法。
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【請求項２６】
　前記有効化または無効化コマンド制御要素は、
　キャリアを有効化または無効化するかどうかを指定するための単一ビットと、
　キャリアを識別するためのキャリアインデックスフィールドと、
　キャリア受信が有効化または無効化されるべきアクション時間と、
　アクション時間に等しいサブフレーム番号を有する無線フレーム内のサブフレームと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記有効化または無効化肯定応答制御要素は、前記コマンド制御要素からのキャリアイ
ンデックスフィールドと対応するキャリアインデックスを含む、請求項２６に記載の方法
。
【請求項２８】
　前記有効化または無効化コマンド制御要素は、
　キャリア識別子と対応する複数のビットフィールドであって、前記複数のビットフィー
ルドのそれぞれは、前記ビットフィールドのキャリア識別子と対応するキャリアが有効化
または無効化されるべきかどうかを指定する、複数のビットフィールドと、
　キャリア受信が有効化または無効化されるべきアクション時間と、
　アクション時間に等しいサブフレーム番号を有する無線フレーム内のサブフレームと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記有効化または無効化肯定応答制御要素は、前記コマンド制御要素内の複数のビット
フィールドと対応する複数のビットフィールドを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記有効化または無効化コマンド制御要素は、
　ダウンリンクおよびアップリンクキャリア識別子と対応する複数のビットフィールドで
あって、前記複数のビットフィールドのそれぞれは、前記ビットフィールドのキャリア識
別子と対応するダウンリンクまたはアップリンクキャリアが有効化または無効化されるべ
きかどうかを指定する、複数のビットフィールドと、
　キャリア受信が有効化または無効化されるべきアクション時間と、
　アクション時間に等しいサブフレーム番号を有する無線フレーム内のサブフレームと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記有効化または無効化肯定応答制御要素は、前記コマンド制御要素内の複数のビット
フィールドと対応する複数のビットフィールドを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　ユーザ機器であって、
　プロセッサと、
　通信サブシステムと
　を含み、
　前記プロセッサおよび通信サブシステムは、請求項１～３１のうちのいずれか１つの方
法を実行するように協働する、ユーザ機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ロングタームエボリューションアドバンス（ＬＴＥ-Ａ）技術に関し、特に
、キャリアアグリゲーションがＬＴＥ-Ａにおいて利用される、不連続受信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　不連続受信によって、ユーザ機器（ＵＥ）は、ＵＥでのバッテリ寿命を節約するために
、種々の周期の間、その無線送受信機をオフにすることが可能となる。ロングタームエボ
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リューション（ＬＴＥ）規格では、ＵＥは、接続モードにある時でも、不連続受信（ＤＲ
Ｘ）に移行可能である。ＤＲＸ動作は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１のＬＴＥ　Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　８第３．１章および第５．７章における単一キャリア動作に対して定義されて
おり、その内容は、参照することによって本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　ＬＴＥアドバンス（ＬＴＥ-Ａ）技術では、キャリアアグリゲーションは、ＬＴＥ-Ａ要
件に準拠するために、潜在的ピークデータレートの増加に対して、より広い伝送帯域幅を
サポートするために使用されてもよいことが承認されている。キャリアアグリゲーション
では、複数のコンポーネントキャリアが、集約され、サブフレームとして、ＵＥに配分可
能である。したがって、各コンポーネントキャリアは、例えば、２０ＭＨｚの帯域幅と、
最大１００ＭＨｚの総集約システム帯域幅と、を有してもよい。ＵＥは、その能力に応じ
て、複数のコンポーネントキャリアで受信または伝送してもよい。さらに、キャリアアグ
リゲーションは、同一帯域内に位置するキャリアおよび／または異なる帯域内に位置する
キャリアとともに生じてもよい。例えば、あるキャリアは、２ＧＨｚに位置してもよく、
第２の集約されたキャリアは、８００ＭＨｚに位置してもよい。
【０００４】
　単一キャリアＬＴＥ　Ｒｅｌ-８システムから複数のキャリアＬＴＥ-ＡシステムへのＤ
ＲＸ動作の変換に関して、問題が生じる。ＬＴＥ　Ｒｅｌ-８下のＤＲＸは、複数のキャ
リアが使用される時、動作不能または非効率的となり得る。ＬＴＥ-Ａフォーラムでは、
２つのアプローチが、提案されている。
【０００５】
　Ｒ２-０９２９５９「ＤＲＸ　ｗｉｔｈ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　
ｉｎ　ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ」では、提案の１つは、異なるＤＲＸパラメータが、異
なるコンポーネントキャリアに対して独立して構成され、ＤＲＸは、各コンポーネントキ
ャリアに対して独立して行なわれるというものである。例えば、あるコンポーネントキャ
リアは、短期ＤＲＸサイクルを利用してもよい一方、別のコンポーネントキャリアは、長
期ＤＲＸサイクルのみ利用してもよい。すなわち、異なるコンポーネントキャリアに対し
て構成されるＤＲＸサイクルは、相互に完全に独立する。本アプローチに関する問題は、
ＵＥが、異なるキャリアに対して、異なる状態またはタイマを維持することの複雑性であ
る。また、キャリア間に完全独立ＤＲＸサイクルおよびタイマを有する利点は殆どあり得
ない。上層トラフィックが、複数のキャリアにわたって多重化されるため、どのキャリア
でエンコードされたパケットを伝送すべきかを判定するのは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）
スケジューラの決定である。
【０００６】
　Ｒ２-０９２９９２「Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎ　ｏｎ　ＤＲＸ」に概説される、第
２のアプローチでは、ＤＲＸ動作は、アンカキャリアでのみ構成される。付加的コンポー
ネントキャリアが、アンカキャリアの「アクティブ時間」の間、必要に応じて、配分され
る。
【０００７】
　しかしながら、上述の２つの提案は、付加的コンポーネントキャリアの配分および配分
解除に関する詳細を提供していない。種々のキャリアのＤＲＸ動作に関する詳細も、明示
的に提供していない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本開示は、以下の図面を参照することにより、より理解されるであろう。
【図１】図１は、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８におけるキャリアのＤＲＸ動作を示す、タイミング
図である。
【図２】図２は、非指定キャリアがＤＲＸ非アクティビティタイマを有する、ＬＴＥ-Ａ
におけるＤＲＸ動作を示す、タイミング図である。
【図３】図３は、非指定キャリアがＤＲＸ非アクティビティタイマ集合を有さない、ＬＴ
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Ｅ-ＡにおけるＤＲＸ動作を示す、タイミング図である。
【図４】図４は、第１の非指定キャリアがＤＲＸ非アクティビティタイマを含み、第２の
非指定キャリアがＤＲＸ非アクティビティタイマを有さない、ＬＴＥ-ＡにおけるＤＲＸ
動作を示す、タイミング図である。
【図５】図５は、非指定キャリアが、関連付けられた指定キャリアのアクティブ化に応じ
て、アクティブ化するように設定される、ＬＴＥ-ＡにおけるＤＲＸ動作を示す、タイミ
ング図である。
【図６】図６は、非指定キャリアが、関連付けられた指定キャリアのアクティブ化に応じ
て、アクティブ化するように設定され、さらに、ＤＲＸ非アクティビティタイマを含む、
ＬＴＥ-ＡにおけるＤＲＸ動作を示す、タイミング図である。
【図７】図７は、非指定キャリアがオン持続時間タイマ値集合を有する、ＬＴＥ-Ａにお
けるＤＲＸ動作を示す、タイミング図である。
【図８】図８は、非指定キャリアがオン持続時間タイマ値集合を有し、オン持続時間タイ
マ値が、関連付けられた指定キャリアでのアクティブ時間より長い、ＬＴＥ-Ａにおける
ＤＲＸ動作を示す、タイミング図である。
【図９】図９は、非指定キャリアがオン持続時間タイマ値およびＤＲＸ非アクティビティ
タイマ値集合を有する、ＬＴＥ-ＡにおけるＤＲＸ動作を示す、タイミング図である。
【図１０】図１０は、非指定キャリアがｄｒｘ追随指定タイマのタイマ値集合を有する、
ＬＴＥ-ＡにおけるＤＲＸ動作を示す、タイミング図である。
【図１１】図１１は、短期および長期ＤＲＸサイクルによって構成される、非指定キャリ
アを示す、タイミング図である。
【図１２】図１２は、非指定キャリアでのキャリア受信を有効化または無効化するための
媒体アクセス制御（ＭＡＣ）制御要素（ＣＥ）を例証する、ブロック図である。
【図１３】図１３は、図１２のＭＡＣ　ＣＥを肯定応答するためのＭＡＣ　ＣＥを例証す
る、ブロック図である。
【図１４】図１４は、複数の非指定ダウンリンクキャリアでのキャリア受信を有効化また
は無効化するためのＭＡＣ　ＣＥを例証する、ブロック図である。
【図１５】図１５は、図１４のＭＡＣ　ＣＥを肯定応答するためのＭＡＣ　ＣＥを例証す
る、ブロック図である。
【図１６】図１６は、複数のダウンリンクおよびアップリンクキャリアを有効化または無
効化するように構成される、ＭＡＣ　ＣＥを例証する、ブロック図である。
【図１７】図１７は、図１６のＭＡＣ　ＣＥを肯定応答するためのＭＡＣ　ＣＥを例証す
る、ブロック図である。
【図１８】図１８は、本明細書の実施形態と併用可能な例示的携帯デバイスのブロック図
である。
【図１９】図１９は、候補キャリアの構成を示す、データフロー図である。
【図２０】図２０は、キャリアのための制御情報構成および無効化されるキャリアからの
伝送の停止を示す、データフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　一側面によると、キャリアアグリゲーションのための不連続受信動作の方法であって、
第１のキャリアのための第１の不連続受信パラメータ集合と、限定された、すなわち、第
２のキャリアのための異なる不連続受信パラメータ集合と、を受信するステップと、第１
のキャリアおよび第２のキャリアでの不連続受信パラメータを構成するステップと、を備
える、方法が提供される。
【００１０】
　別の側面によると、媒体アクセス制御要素信号伝達を通して、キャリア受信を有効化ま
たは無効化するための方法であって、キャリア受信有効化または無効化コマンド制御要素
を追加するステップと、キャリア受信有効化または無効化肯定応答制御要素を構成するス
テップと、を備える、方法が提供される。
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【００１１】
　ＤＲＸ動作は、異なる目的のために使用されてもよい。例えば、低レベルのトラフィッ
ク活動を現在経験しているＵＥは、ＤＲＸ状態にあって、トラフィックを受信するために
、ＤＲＸから時々ウェイクアップし得る。本実施例として、ＵＥが音声呼を行なっている
状況が考えられ得る。音声パケットは、発生の予測可能パターンを有し、サブフレーム毎
に伝送される必要がなく、したがって、ＵＥは、ＤＲＸにおいて、連続音声パケット伝送
／受信間の時間を費やすように構成され得る。別の実施例として、現在、本質的にアイド
ル状態であって、トラフィックを有さないＵＥが考えられるであろう。ＵＥは、ｅＮＢが
、ＵＥに対して、任意のトラフィックを有するかどうかを確認するために、一時的にウェ
イクアップする必要がある。
【００１２】
　ＤＲＸはまた、リソース共有目的のために使用され得る。特定のＵＥが、持続的ベース
で、サブフレーム毎にデータ伝送および／または受信を有することはあり得ない。したが
って、信号伝達効率上の理由から、付加的待ち時間が認められ得る場合、より少なくかつ
より大きなリソース配分にデータを統合することがより望ましくあり得る。そのような待
ち時間は、一般に、最小限となるであろう。
【００１３】
　例えば、１０サブフレーム毎に、１サブフレーム内で１０００バイトのバーストを送信
することは、それらの同一１０サブフレームのそれぞれにわたって、１０個の１００バイ
ト伝送よりも、より効率的となり得る。パケットデータチャネルの共有される性質によっ
て、他のＵＥは、対象ＵＥが受信または伝送を行なっていないサブフレームの間に、デー
タチャネルを利用し得る。したがって、ＵＥは、ｅＮＢが、ＵＥへの伝送を行なわないこ
とを把握している時、ＤＲＸに入るように構成され得る。ｅＮＢは、それらのサブフレー
ム内の他のＵＥに伝送を行なうであろう。
【００１４】
　当業者によって理解されるように、異なるＤＲＸサイクル長、例えば、長期ＤＲＸサイ
クルの場合、１０ミリ秒、短期ＤＲＸサイクルの場合、２、５、８、および１０ミリ秒が
、存在し、したがって、本データチャネル共有目的のためのＤＲＸ機能の使用が可能とな
り得る。加えて、複数のＵＥは、同一ＤＲＸサイクル長であるが、異なる開始オフセット
によって構成可能である。これは、異なる時間間隔の間にウェイクアップする異なるＵＥ
集合をもたらし、それによって、複数のＵＥ間の時分割を促進するであろう。
【００１５】
　ここで、ＬＴＥ　Ｒｅｌ-８動作を示す、図１を参照する。図１では、アクティブモー
ド１１０が、第１のレベルに例証され、ＤＲＸモード１１２が、第２のレベルに例証され
ている。アクティブモード１１０の間、ＵＥは、ダウンリンクまたはアップリンクトラフ
ィックチャネルでの可能性のあるリソース配分のためのダウンリンク制御チャネルを監視
する。同時に、参照数字１２０によって、ＤＲＸサイクルがぶつかる境界が例証される。
本時点で、モードは、ＤＲＸモード１１２からアクティブモード１１０に変化する。さら
に、オン持続時間タイマ１２２が開始される。オン持続時間タイマ１２２は、本持続時間
の間、ＵＥへ／からのラフィック伝送がない場合でも、ＵＥがアクティブモードのままで
あるべき持続時間を表す。
【００１６】
　図１の実施例では、アクティブモード内では、矢印１３０は、最後の物理的ダウンリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）メッセージが受信されることを示し、物理的ダウンリンク
共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）での新しいパケット伝送または物理的アップリンク共有チャ
ネル（ＰＵＳＣＨ）での新しいパケット伝送のためのアップリンクグラントを指示する。
本時点で、ＤＲＸ非アクティビティタイマ１３２が開始される。ＤＲＸ非アクティビティ
タイマ１３２は、ＰＤＣＣＨの最も直近のデコード成功後の連続ＰＤＣＣＨサブフレーム
の数を規定し、ＵＥのための初期アップリンクまたはダウンリンクユーザデータ伝送を指
示する。当業者によって理解されるように、図１の実施例では、ＵＥは、ＤＲＸ非アクテ
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ィビティタイマ１３２の終了まで、アクティブモード１１０のままである。ＤＲＸ非アク
ティビティタイマ１３２の終了は、ＵＥがＤＲＸモード１１２に遷移する時点である、矢
印１３４によって示される。
【００１７】
　参照数字１２０によって示される時間と矢印１３４との間の総持続時間は、アクティブ
時間１３６と称される。アクティブ時間１３６は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．　３２１のＬ
ＴＥ　Ｒｅｌ-８　ＤＲＸ規格第５．７項に定義される、ＤＲＸ動作に関連し、ＵＥがＰ
ＤＣＣＨを監視するサブフレームを定義する。
【００１８】
　矢印１３０によって示される、最後の送信データパケットは、ハイブリッド自動反復要
求（ＨＡＲＱ）再送を見込み得る。ＨＡＲＱ再送が見込まれ得る第１の時点は、矢印１４
０によって示される。本時点で、ＨＡＲＱ再送が、ＵＥによって要求される場合、ＤＲＸ
再送タイマ１４２が開始され、その間に、ＨＡＲＱ再送が受信され得る。ＨＡＲＱ再送が
受信されない場合、ＤＲＸ再送タイマは、１４３で終了する。ＤＲＸ非アクティビティタ
イマまたはＤＲＸ再送タイマのいずれかが稼働している時、ＵＥは、アクティブ時間のま
まである。
【００１９】
　理解されるように、上述に基づいて、アクティブ時間１３６は、したがって、データ活
動によって潜在的に延長可能であって、ＤＲＸ非アクティビティタイマの再設定をもたら
し得る。さらに、ＨＡＲＱ再送が、以前に伝送されたＰＤＳＣＨパケットに対して見込ま
れる場合、対応するＤＲＸ再送タイマが開始され、アクティブ時間１３６を延長させる。
【００２０】
　ＵＥが、短期ＤＲＸサイクルのために構成される場合、新しいアクティブモード１１０
が、図１における矢印１５０によって例証されるように、短期ＤＲＸサイクルの終了時に
開始される。矢印１５０は、オン持続時間の周期的反復を規定する、ＤＲＸサイクルを示
し、その後、可能性として、非アクティビティの周期が追随する。
【００２１】
　また、図１に示されるように、長期ＤＲＸサイクル１５２を有する可能性もある。一般
に、長期ＤＲＸサイクル１５２は、短期ＤＲＸサイクルより長く、両方とも、ｅＮＢによ
って構成されてもよい。
【００２２】
　ＵＥは、ＵＥのセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ-ＲＮＴＩ）のためのＵＥのＰＤ
ＣＣＨ監視活動を制御するＤＲＸ機能を伴う、無線リソース制御（ＲＲＣ）、伝送電力制
御物理的アップリンク制御チャネルＲＮＴＩ（ＴＰＣ-ＰＵＣＣＨ-ＲＮＴＩ）、伝送電力
制御物理的アップリンク共有チャネルＲＮＴＩ（ＴＰＣ-ＰＵＳＣＨ-ＲＮＴＩ）、および
半永続スケジューリングＣ-ＲＮＴＩ（ＳＰＳ　Ｃ-ＲＮＴＩ）（構成される場合）によっ
て、構成されてもよい。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤにある時、ＤＲＸが構成される場合
、ＵＥは、ＬＴＥ　Ｒｅｌ-８規格３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１の第５．７項によって
規定されるＤＲＸ動作を使用して、ＰＤＣＣＨを不連続的に監視可能である。そうでなけ
れば、ＵＥは、ＰＤＣＣＨを継続的に監視する。ＤＲＸ動作を使用時、ＵＥはまた、規格
の他の項に見出される要件に従って、ＰＤＣＣＨを監視する。ＲＲＣは、以下を構成する
ことによって、ＤＲＸ動作を制御する：オン持続時間タイマ、ＤＲＸ非アクティビティタ
イマ、ＤＲＸ再送タイマ（ＤＬ　ＨＡＲＱプロセス毎に１つであるが、ブロードキャスト
プロセスを除く）、ＤＲＸサイクルが開始するサブフレームである、ＤＲＸ開始オフセッ
トの値、ならびに随意に、ＤＲＸ短期サイクルタイマおよび短期ＤＲＸサイクル。ダウン
リンクＨＡＲＱ再送前のサブフレームの最小量を規定する、ＨＡＲＱ再送タイマ（ＲＴＴ
）パラメータもまた、ダウンリンクＨＡＲＱプロセス毎に定義される。
【００２３】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８規格３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．３２１の第５．７章は、上述に対して
、以下を提供する：
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ＤＲＸサイクルが構成される時、アクティブ時間は、以下の間の時間を含む：
-　オン持続時間タイマ、またはｄｒｘ非アクティビティタイマ、またはｄｒｘ再送タイ
マ、またはｍａｃ競合解決タイマ（第５．１．５項に説明されるように）が稼働している
、あるいは
-　ＰＵＣＣＨで送信されたスケジューリング要求が、保留中である（第５．４．４項に
説明されるように）、あるいは
-　保留中のＨＡＲＱ再送のためのアップリンクグラントが生じ得、対応するＨＡＲＱバ
ッファ内にデータが存在する、あるいは
-　ＵＥのＣ-ＲＮＴＩにアドレスされる新しい伝送を指示するＰＤＣＣＨが、明示的に信
号伝達されたプリアンブルに対するランダムアクセス応答の受信成功後、受信されていな
い（第５．１．４項に説明されるように）。
ＤＲＸが構成されている時、ＵＥは、各サブフレームに対して、
-　短期ＤＲＸサイクルが使用され、［（ＳＦＮ＊１０）＋サブフレーム番号］モジュロ
（短期ＤＲＸサイクル）＝（ｄｒｘ開始オフセット）モジュロ（短期ＤＲＸサイクル）で
ある場合、または
-　長期ＤＲＸサイクルが使用され、［（ＳＦＮ＊１０）＋サブフレーム番号］モジュロ
（長期ＤＲＸサイクル）＝ｄｒｘ開始オフセットである場合、
　-　オン持続時間タイマを開始する、
-　ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマが、本サブフレーム内で終了し、対応するＨＡＲＱプロセス
のソフトバッファ内のデータのデコードが成功しなかった場合、
　-　対応するＨＡＲＱプロセスのためのｄｒｘ再送タイマを開始する。
-　ＤＲＸコマンドＭＡＣ制御要素が受信される場合、
　-　オン持続時間タイマを停止し、
　-　ｄｒｘ非アクティビティタイマを停止する。
-　ｄｒｘ非アクティビティタイマが、本サブフレーム内で終了する、またはＤＲＸコマ
ンドＭＡＣ制御要素が受信される場合、
　-　短期ＤＲＸサイクルが構成される場合、
　　-　ｄｒｘ短期サイクルタイマを開始または再開し、
　　-　短期ＤＲＸサイクルを使用する、
　-　そうでなければ、
　　-　長期ＤＲＸサイクルを使用する。
-　ｄｒｘ短期サイクルタイマが、本サブフレーム内で終了する場合、
　-　長期ＤＲＸサイクルを使用する。
-　アクティブ時間の間、ＰＤＣＣＨサブフレームに対して、サブフレームが、半二重Ｆ
ＤＤ　ＵＥ動作のためのアップリンク伝送のために要求される場合を除き、そしてサブフ
レームが、構成される測定間隔の一部である場合を除き、
　-　ＰＤＣＣＨを監視し、
　-　ＰＤＣＣＨが、ＤＬ伝送を指示する場合、またはＤＬ割当が、本サブフレームに対
して構成されている場合、
　　-　対応するＨＡＲＱプロセスのＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマを開始し、
　　-　対応するＨＡＲＱプロセスのｄｒｘ再送タイマを停止する、
　-　ＰＤＣＣＨが、新しい伝送（ＤＬまたはＵＬ）を指示する場合、
　　-　ｄｒｘ非アクティビティタイマを開始または再開する。
-　アクティブ時間ではない時、ＰＵＣＣＨおよびＳＲＳでのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩは、
報告されない。
ＵＥが、ＰＤＣＣＨを監視しているかどうかにかかわらず、ＵＥは、それが見込まれる時
、ＨＡＲＱフィードバックを受信し、伝送する。
注記：     ＵＥは、随意に、ＰＤＣＣＨのアクティブ時間の最後のサブフレーム内で受
信される新しい伝送（ＵＬまたはＤＬ）指示に従って、最大４サブフレームに対して、Ｐ
ＵＣＣＨおよび／またはＳＲＳ伝送でのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ報告を送信しないように選
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択してもよい。ＰＵＣＣＨおよび／またはＳＲＳ伝送でのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ報告を送
信しない選択は、オン持続時間タイマが稼働中のサブフレームに対しては適用不可能であ
る。
【００２４】
　（ＬＴＥ-ＡにおけるＤＲＸ）
　本開示によると、キャリアアグリゲーションをサポートするために、ＬＴＥ-Ａにおい
てＤＲＸを利用するための種々の実施形態が提供される。
【００２５】
　一実施形態では、ＵＥは、トラフィック要求に準拠する間、信号受信をオンにする必要
がある、最小数のコンポーネントキャリアを有するはずである。ＵＥに割り当てられたコ
ンポーネントキャリア間に完全独立ＤＲＸサイクルを有することは、ＵＥにおける不必要
な複雑性および電力消費を生じさせ得る。一実施形態では、ＵＥに割り当てられたコンポ
ーネントキャリア間に、調整されたＤＲＸサイクルを有することが可能である。
【００２６】
　ＬＴＥとＬＴＥ-Ａとの間の種々の差異は、ＤＲＸ動作に影響を及ぼし、したがって、
ＬＴＥ-Ａ　ＤＲＸソリューションによって解決される必要があり得る。
【００２７】
　第１の差異は、ＬＴＥが、１つのダウンリンクおよび１つのアップリンクキャリアを有
することである。これらの２つのキャリア間には、１対１のマッピングが存在する。反対
に、ＬＴＥ-Ａでは、複数のダウンリンクおよび／または複数のアップリンクキャリアが
存在するだけではなく、ダウンリンクの数およびアップリンクキャリアの数も異なり得る
。その結果、ダウンリンクとアップリンクキャリアとの間に、直接的１対１の関連付けは
存在し得ない。
【００２８】
　理解されるように、ＬＴＥおよびＬＴＥ-Ａの両方において、ＵＥがＤＲＸ動作にある
間、見込まれるように、ＨＡＲＱフィードバックが、常時、受信および送信されなければ
ならない。キャリアアグリゲーションを伴うＬＴＥ-Ａの場合、これは、ダウンリンクお
よびアップリンクにおける対応するコンポーネントキャリアが、本情報を受信または伝送
するために、アクティブのままでなければならないことを含意する。
【００２９】
　ＬＴＥでは、各リンク方向に１つのキャリアのみ存在するため、ＰＤＣＣＨでのリソー
ス指示は、同一ダウンリンクキャリアまたは関連付けられたアップリンクキャリアのいず
れかと対応する。ＬＴＥ-Ａでは、アンカキャリア等の１つのキャリアでのＰＤＣＣＨ信
号伝達は、複数の他のアップリンクまたはダウンリンクキャリアでの伝送または受信と関
連付けられ得る。当業者によって理解されるように、「アンカキャリア」はまた、「一次
キャリア」と称され、「非アンカキャリア」はまた、「二次キャリア」と称され得る。
【００３０】
　２つの間のさらなる区別は、１つのキャリアでのＰＤＣＣＨを複数の他のアップリンク
またはダウンリンクキャリアでの受信と関連付けさせる結果、１つのキャリア（例えば、
非アンカキャリア）でのみＨＡＲＱ再送を見込むＵＥはまた、潜在的ＨＡＲＱ再送に関す
るＰＤＣＣＨ情報を受信するために、異なるキャリア（例えば、アンカキャリア）の受信
を維持する必要があり得るということである。
【００３１】
　さらに、複数の集約されたキャリアを伴うＬＴＥ-Ａ　ＵＥは、多数のＨＡＲＱプロセ
スを有するであろう。ＨＡＲＱプロセスのいずれかが、潜在的に、ＨＡＲＱ再送を見込む
場合、ＵＥは、アクティブ時間となり得る。多数のＨＡＲＱプロセスによって、ＵＥがア
クティブ時間となる確率、その結果、アクティブ時間において費やされる時間の割合は、
ＬＴＥの場合より、ＬＴＥ-Ａの場合で遥かに高くなり得る。
【００３２】
　（キャリア構成）
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　ＵＥが、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にある時、Ｎ個のコンポーネントキャリアが
割り当てられ得る（Ｎは、１以上である）。Ｎ個のコンポーネントキャリアの１つ以上は
、指定キャリアとして割り当てられてもよい。一実施形態では、指定キャリアはまた、「
アンカキャリア」である。ＵＥは、Ｎ個のコンポーネントキャリアすべてでのキャリア受
信を有効化する。用語「キャリア受信」は、コンポーネントキャリアのキャリア受信が、
ＵＥに対して有効化される時、ＵＥが、本コンポーネントキャリアと関連付けられたダウ
ンリンク物理的制御チャネルならびに本コンポーネントキャリアでのダウンリンク物理的
データチャネルのＲＦ受信および／または受信を有効化するように定義される。キャリア
受信はまた、本開示から逸脱することなく、信号受信またはある他の用語で呼ばれ得る。
当業者によって理解されるように、コンポーネントキャリアのキャリア受信が、ＵＥに対
して無効化される場合、ＵＥは、ＰＤＣＣＨが、ＰＤＳＣＨリソース配分と同一キャリア
または異なるキャリアで、伝送されたかどうかにかかわらず、本コンポーネントキャリア
と関連付けられたＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、および他の制御チャネルのデコードを停止す
る。ＵＥは、指定キャリアの１つ以上でのみ、Ｎ個のコンポーネントキャリアの部分集合
、またはすべてのＮ個のコンポーネントキャリアで、ＰＤＣＣＨを監視してもよい。ＵＥ
が、特定のコンポーネントキャリアでＰＤＳＣＨリソースを割り当てるＰＤＣＣＨを検出
する場合、ＵＥは、そのコンポーネントキャリアで割り当てられたＰＤＳＣＨリソースの
ベースバンド復調およびデコードを行なう。
【００３３】
　ｅＮＢは、新しいコンポーネントキャリアを集合に追加する、または集合から既存のコ
ンポーネントキャリアを除去することによって、Ｎ個のコンポーネントキャリアの集合を
変更可能である。ｅＮＢはまた、指定キャリアの１つ以上を変更可能である。
【００３４】
　ＵＥは、１つまたは複数のコンポーネントキャリアでのＵＥのキャリア受信を制御する
、ＤＲＸ機能を伴うＲＲＣ信号伝達によって構成可能である。本明細書で使用されるよう
に、ＤＲＸパラメータは、ＬＴＥ　Ｒｅｌ-８に定義されるものと類似定義を有し、オン
持続時間タイマ、ｄｒｘ非アクティビティタイマ、ｄｒｘ再送タイマ（ダウンリンクＨＡ
ＲＱプロセス毎に１つであるが、ブロードキャストプロセスを除く）、長期ＤＲＸサイク
ル、ｄｒｘ開始オフセットの値、および随意に、ｄｒｘ短期サイクルタイマおよび短期Ｄ
ＲＸサイクルを含む。ブロードキャストプロセスを除く、ダウンリンクＨＡＲＱプロセス
毎のＨＡＲＱ再送タイマもまた、定義される。上述は、限定を意味するものではなく、他
のＤＲＸパラメータもまた、指定キャリアを含む、種々のコンポーネントキャリアのため
に使用可能である。
【００３５】
　非指定キャリアもまた、種々のＤＲＸタイマおよびパラメータを有し得る。一実施形態
では、非指定キャリアは、ｄｒｘ非アクティビティタイマ、ｄｒｘ再送タイマ、およびＨ
ＡＲＱ　ＲＴＴタイマ（後者２つのタイマは、各ダウンリンクＨＡＲＱプロセスのために
存在する）等のタイマを有してもよい。しかしながら、ｄｒｘ非アクティビティタイマは
、種々の実施形態では、省略されてもよく、したがって、使用されるパラメータは、ｄｒ
ｘ再送タイマおよびＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマ終了時間設定のみから成る。他の実施形態で
は、非指定キャリアのための縮小ＤＲＸパラメータ集合が存在し得る。異なる非指定キャ
リアは、異なる縮小ＤＲＸパラメータ集合を有してもよい。さらに別の実施形態では、い
くつかの非指定キャリアは、完全ＤＲＸパラメータ集合によって構成可能である一方、他
の非指定キャリアは、縮小ＤＲＸパラメータ集合によって構成可能である。さらなる実施
形態では、全非指定キャリアは、完全または縮小のいずれかの同一ＤＲＸパラメータ集合
を有してもよい。さらなる実施形態では、ｅＮＢは、全非指定キャリアに対して、１つの
信号パラメータ集合のみ必要とする。
【００３６】
　ＤＲＸパラメータは、ｅＮＢによって、ＲＲＣ信号伝達を通して、ＵＥに信号伝達され
る。ｅＮＢは、指定キャリアおよびＭ個の他の非指定コンポーネントキャリアでＤＲＸパ
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ラメータを構成可能である（Ｍは、０以上である）。これらの指定キャリアおよびＭ個の
非指定コンポーネントキャリアは、ｅＮＢが、潜在的に、ＵＥにキャリア受信を有効化す
るように命令し得るものである。一実施形態では、ｅＮＢは、ＵＥに、指定キャリアおよ
びＭ個の非指定キャリアの集合内にない、コンポーネントキャリアでのキャリア受信を有
効化するように命令してもよい。別の実施形態では、全Ｍ個の非指定コンポーネントキャ
リアは、同一ＤＲＸ構成を有し、故に、１つの共通信号伝達のみ、Ｍ個の個々の設定の代
わりに、必要とされる。さらなる実施形態では、ＤＲＸパラメータが構成される、指定キ
ャリアまたは非指定キャリアに対して、ｅＮＢは、ＵＥに、ＤＲＸ動作を有効化または無
効化するように、明示的に信号伝達可能である。ＤＲＸ動作が、キャリアに対して有効化
される時、ＵＥは、ＤＲＸパラメータによって規定されるＤＲＸ動作を行なう。ＤＲＸ動
作が無効化される時、ＵＥは、そのキャリアでのキャリア受信が以前に有効化されている
場合、そのキャリアでアクティブモードのままである。
【００３７】
　上述から、Ｎ個のキャリアの集合は、アクティブキャリアと呼ばれる一方、ＤＲＸパラ
メータが構成される、指定キャリアおよびＭ個の非指定キャリアの集合は、ＤＲＸ構成さ
れるキャリアと呼ばれ得る。ＤＲＸ構成されるキャリアおよびアクティブキャリア集合は
、重複してもよく、またはそうでなくてもよい。アクティブキャリア集合はまた、ＤＲＸ
構成されるキャリアの集合の部分集合であってもよく、またはその逆であってもよい。
【００３８】
　アクティブキャリアおよびＤＲＸ構成されるキャリアに加え、ＵＥは、論理的キャリア
インデックスが、具体的物理的キャリアにマップするように割り当てられる、付加的コン
ポーネントキャリアが事前に配分されてもよい。論理的キャリアインデックスが割り当て
られるキャリア集合は、候補キャリアと呼ばれる。ＵＥはまた、ｅＮＢからのユニキャス
トまたはブロードキャスト信号伝達を通して、キャリア周波数、帯域幅、制御チャネルサ
ポート等を含む、候補キャリアの特性が、信号伝達される。ＤＲＸ動作は、候補キャリア
集合内の１つ以上のキャリアに対して構成可能である。候補キャリア集合内のキャリアの
ＵＥ受信は、ｅＮＢからの明示的信号伝達（例えば、ＲＲＣ信号伝達またはＭＡＣ　ＣＥ
）を通して、または黙示的にＤＲＸパラメータ構成を通して、有効化可能である。これは
、例えば、図１９に示され、ｅＮＢ１９１０が、メッセージ１９３０をＵＥ１９２０に送
信する。メッセージ１９３０は、キャリア論理的インデックスを含む、キャリア構成のた
めの情報を提供する。次いで、キャリアは、矢印１９４０によって示されるように、ＵＥ
１９２０で構成可能である。
【００３９】
　一実施形態では、Ｍ個の集合内の非指定キャリア（Ｍは、上述で定義される）は、指定
キャリアと関連付けられる。１つ以上の非指定キャリアは、指定キャリアの１つと関連付
け可能である。関連付けは、ｅＮＢ（例えば、ＲＲＣ信号伝達を通して）によって、ＵＥ
に信号伝達される。一実施形態では、ｅＮＢは、同一ＲＲＣ信号伝達メッセージにおいて
、ＤＲＸパラメータおよび関連付け情報をＵＥに信号伝達する。別の実施形態では、関連
付けは、非指定キャリアの論理的／物理的キャリアインデックスの指定キャリアへの規定
のマッピングを通して、黙示的であり得る。さらに別の実施形態では、非指定キャリアと
指定キャリアとの間の関連付けは、ｅＮＢによって、ブロードキャストまたはマルチキャ
スト信号伝達（例えば、ブロードキャストまたはマルチキャストＲＲＣ信号伝達）を使用
して、セル内の複数のＵＥに信号伝達可能である。
【００４０】
　一実施形態では、Ｍ個の非指定キャリアのそれぞれに対して（Ｍは、上述で定義される
）、そのキャリアでのキャリア受信は、関連付けられた指定キャリアのオン持続時間の開
始時に有効化可能である、または関連付けられた指定キャリアのアクティブ時間の間に有
効化可能である。そのような有効化は、ＵＥへの明示的ｅＮＢ信号伝達（例えば、ＰＤＣ
ＣＨ有効化信号伝達）を通して、またはある代替手段によってであってもよい。
【００４１】
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　２つのモードが、構成され、ＲＲＣ信号伝達またはＭＡＣ　ＣＥを通して等、ｅＮＢに
よって、Ｍ個の非指定キャリアのそれぞれに対して、ＵＥに信号伝達可能である。後者の
モードでは、関連付けられた指定キャリアでのアクティブ時間の間、ｅＮＢは、ＵＥに、
制御信号伝達を通して、別のコンポーネントキャリアでのキャリア受信を有効化するよう
に命令してもよい。そのような制御信号伝達は、ＲＲＣ信号伝達、ＰＤＣＣＨ信号伝達、
またはＭＡＣ　ＣＥ信号伝達を含んでもよいが、それらに限定されない。信号伝達は、関
連付けられた指定キャリアまたはＮ個のコンポーネントキャリア（Ｎは、上述で定義され
る）のうちの１つで送信されてもよい。
【００４２】
　上述の一実施例は、ＵＥが、ＳＰＳ　Ｃ-ＲＮＴＩ、ＳＩ-ＲＮＴＩ（システム情報ＲＮ
ＴＩ）、Ｐ-ＲＮＴＩ（ページングＲＮＴＩ）、またはＴＰＣ　ＲＮＴＩではなく、Ｎ個
のコンポーネントキャリアのうちの１つにおいて、Ｃ-ＲＮＴＩとともに、グラントまた
はキャリア有効化信号伝達の受信に成功する場合、ＵＥが、Ｍ個の非指定キャリアのうち
の１つまたはＭ個のキャリアの集合内にないキャリアでのキャリア受信を有効化するとい
う状況である。非指定キャリアでのキャリア受信を有効化するためのアクション時間は、
ｅＮＢから対応する信号を受信後のｘ数のサブフレーム等、黙示的であり得る、または信
号伝達メッセージ内に明示的に指示されてもよい。具体的実施形態では、ｘは、０であり
得る。
【００４３】
　アクション時間では、ＵＥは、非指定キャリアでのアクティブ時間に入る。あるキャリ
アのキャリア受信が無効化される場合、ＵＥは、ＰＤＣＣＨが、ＰＤＳＣＨリソース配分
と同一キャリアまたは異なるキャリアで伝送されるかどうかにかかわらず、本キャリアに
対するＰＤＣＣＨの監視を停止可能であることに留意されたい。一実施形態では、あるキ
ャリアのキャリア受信が無効化される場合、ＵＥは、関連付けられたＰＤＣＣＨが、本キ
ャリアまたは異なるキャリアで伝送されるかどうかにかかわらず、本キャリアと関連付け
られたＰＤＣＣＨの監視を停止可能である。
【００４４】
　ＵＥが、非指定キャリアでのキャリア受信を有効化するように指示される場合、ＵＥは
、指定アップリンクキャリアまたはダウンリンク非指定キャリアと関連付けられるアップ
リンクキャリアにおいて、アクション時間に先立って、チャネル品質インジケータ（ＣＱ
Ｉ）、プリコーディングマトリクスインジケータ（ＰＭＩ）、ランクインジケータ（ＲＩ
）、およびサウンディング基準シンボル（ＳＲＳ）等、本非指定キャリアに対応する制御
情報を伝送し得る。これは、例えば、ｅＮＢ２０１０が、アクティブ化時間に先立って、
ＵＥ２０２０に、矢印２０３０によって示されるように、アクティブ化時間を判定し、矢
印２０４０によって示されるように、キャリア構成のための制御情報を提供する、図２０
を参照して示される。
【００４５】
　さらに、あるキャリアのキャリア受信が無効化される時、ＵＥは、その特定のキャリア
に対応するｅＮＢへのアップリンク制御情報の伝送を停止してもよい。これは、例えば、
図２０を参照して示されており、この図では、キャリア受信が、矢印２０５０によって示
されるような信号伝達、または矢印２０５５によって示されるようなキャリアに対するＤ
ＲＸ動作のいずれかによって、無効化される。キャリア受信の無効化に応じて、キャリア
での伝送もまた、矢印２０６０によって示されるように、無効化される。一実施形態では
、非指定キャリアに対応するアップリンク制御情報のみ、非指定キャリアのアクティブ時
間の間、ｅＮＢに伝送される。さらなる実施形態では、制御情報は、例えば、組み合わせ
られた制御情報として、Ｎ個のキャリアの全部または部分集合に対する制御情報を含有す
る。本制御情報のみ、「すべてに対する単一報告」等、関連付けられたアップリンクキャ
リアを介して、指定キャリアのいずれかのアクティブ時間の間、伝送される。
【００４６】
　上述は、以下の種々の実施形態に関して実証される。これらの実施形態は、限定を意味
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するものではなく、単独でも使用可能であって、本開示に関連する当業者に明白であろう
他の実施形態または種々の他の代替との併用もまた、想定される。
【００４７】
　（１．明示的開始、個々のｄｒｘ非アクティビティタイマ）
　第１の実施形態では、非指定キャリアでのキャリア受信は、ｅＮＢ信号伝達によって、
関連付けられた指定キャリアのアクティブ時間の間、有効化される。非指定キャリアに対
するｄｒｘ非アクティビティタイマは、アクション時間において開始される。ｄｒｘ非ア
クティビティタイマは、新しいＰＤＳＣＨパケットが非指定キャリアで受信される場合、
常時、再開される。ｄｒｘ再送タイマはまた、非指定キャリアのアクティブ時間の間、維
持される。ＨＡＲＱプロセスに対するｄｒｘ再送タイマは、再送が、対応するＨＡＲＱプ
ロセスで以前に伝送されたパケットに対して見込まれ得る、最も早い時間に開始される。
【００４８】
　ＨＡＲＱプロセスに対するｄｒｘ再送タイマは、パケットが、ＨＡＲＱプロセスに対し
て正確に受信される、または最大数の再送が到達された時、無効化される。
【００４９】
　ＵＥは、キャリアのｄｒｘ非アクティビティタイマまたはｄｒｘ再送タイマのいずれか
が稼働している時、非指定キャリアでアクティブ時間のままである。非指定キャリアでの
アクティブ時間の間の任意の時間において、ｅＮＢは、ＵＥに、信号伝達を通して、非指
定キャリアでのキャリア受信を無効化するように命令可能である。
【００５０】
　キャリアでのキャリア受信は、ｄｒｘ非アクティビティタイマおよびｄｒｘ再送タイマ
のいずれも稼働していない時、無効化される。
【００５１】
　次に、図２を参照する。図２では、非指定キャリア２０５が関連付けられる、指定キャ
リア２００は、図１のキャリアと類似特性を有して示される。この点に関して、類似参照
番号が利用される。
【００５２】
　指定キャリア２００は、参照番号１２０として示される時間において開始する、オン持
続時間１２２を有する。次いで、ＵＥは、ｄｒｘ非アクティビティタイマ１３２が再開さ
れる、矢印１３０によって示される時間において、指定キャリアでの新しいデータ伝送に
対応する、その最後のＰＤＣＣＨメッセージを受信する。さらに、ダウンリンクＨＡＲＱ
プロセスのためのＨＡＲＱ再送タイマ終了後、同一ダウンリンクＨＡＲＱプロセス１４０
のためのｄｒｘ再送タイマが開始される。これは、ＵＥが、ＨＡＲＱ再送が受信されたか
どうかの確認を待機する間のタイマである。
【００５３】
　図１に示されるように、ｄｒｘ非アクティビティタイマ１３２は、矢印１３４によって
示される時間に終了する。これは、ｄｒｘ再送タイマ１４２の終了に後続する。本時点で
、指定キャリア２００は、ＤＲＸモードに移行する。ＵＥが指定キャリアでのＰＤＣＣＨ
を監視する間のアクティブ時間は、矢印１３６によって示される。
【００５４】
　短期ＤＲＸサイクルが構成される場合、指定キャリア２００は、短期ＤＲＸサイクル１
５０終了後、アクティブモード１１０に戻る。反対に、長期ＤＲＸサイクルが構成される
場合、指定キャリア２００は、長期ＤＲＸサイクル１５２の終了後、アクティブモード１
１０に戻る。
【００５５】
　ある時点で、ｅＮＢは、ＵＥに送信すべきデータがさらにあることを認識し、第２の（
すなわち、後続）コンポーネントキャリアを開始するための信号を送信する。非指定キャ
リア２０５は、矢印２１０に示されるメッセージの結果、開始され、コンポーネントキャ
リアでのキャリア受信を有効化する。
【００５６】
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　第１の実施形態によると、ｄｒｘ非アクティビティタイマは、コンポーネントキャリア
と関連付けられる。ｄｒｘ非アクティビティタイマは、事前構成長を有してもよく、また
はｄｒｘ非アクティビティタイマの長さは、ｅＮＢによって信号伝達されてもよい。
【００５７】
　矢印２１０によって示される、信号（または、対応するアクション時間）の受信に応じ
て、非指定キャリア２０５は、アクティブモードに移行する、すなわち、ＵＥは、非指定
キャリア２０５でのキャリア受信を有効化する。アクティブモードの間、最後の新しいＰ
ＤＳＣＨパケットは、矢印２２０によって示されるように、非指定キャリアで受信される
。本時点で、ｄｒｘ非アクティビティタイマ２２２が再開される。また、ＨＡＲＱ　ＲＴ
Ｔ時間後に開始されるのは、ｄｒｘ再送タイマ２２４である。
【００５８】
　図２の実施例では、ＨＡＲＱ再送が受信され、ｄｒｘ再送タイマ２２４が停止される。
【００５９】
　ｄｒｘ非アクティビティタイマ２２２の終了に応じて、非指定キャリア２０５は、参照
数字２３０によって示されるように、その受信が無効化される。本時点で、ｅＮＢは、関
連付けられた指定キャリア２００を通して信号伝達し、将来のある時点で、非指定キャリ
ア２０５での受信を再有効化可能である。
【００６０】
　（２．明示的信号伝達、ｄｒｘ非アクティビティタイマなし）
　さらなる実施形態では、非指定キャリアでのキャリア受信が、ｅＮＢ信号伝達によって
関連付けられた指定キャリアのアクティブ時間の間、有効化される。別個のｄｒｘ非アク
ティビティタイマは、非指定キャリアに対して維持されない。アクション時間において、
ＵＥは、ｅＮＢによって割り当てられた非指定キャリアでのキャリア受信を有効化する。
ＵＥは、明示的信号伝達が、ＵＥに、非指定キャリアでのキャリア受信を無効化するよう
に命令するように、ｅＮＢから受信されない限り、指定キャリアのアクティブ時間の間、
非指定キャリアでのキャリア受信を継続して有効化する。ＨＡＲＱ再送プロセスは、関連
付けられた指定キャリアと非指定キャリアのそれぞれとの間で独立して生じるため、これ
らのキャリアはそれぞれ、そのダウンリンクＨＡＲＱプロセスのそれぞれのためのその独
自のｄｒｘ再送タイマを維持する。一実施形態では、指定キャリアは、指定キャリアのた
めのｄｒｘ非アクティビティタイマ、あるいは、指定キャリアのためのｄｒｘ再送タイマ
または指定キャリアと関連付けられた任意の非指定キャリアのためのｄｒｘ再送タイマの
うちの少なくとも１つが稼働している時、アクティブ時間のままであるだろう。さらなる
実施形態では、指定キャリアは、指定キャリアと関連付けられた非指定キャリアのｄｒｘ
再送タイマのうちの１つ以上が、依然として、稼働している場合でも、ＤＲＸに入ること
が可能である。
【００６１】
　次に、図３を参照する。図３では、非指定キャリア３０５が関連付けられる、指定キャ
リア２００は、図２の指定キャリア２００に類似する。
【００６２】
　指定キャリア２００と関連付けられた非指定キャリア３０５は、そのダウンリンクＨＡ
ＲＱプロセスのそれぞれに対して構成される、ｄｒｘ再送タイマのみ有する。
【００６３】
　図３に例証されるように、明示的信号伝達が、ｅＮＢによって、ＵＥに送信され、ＵＥ
に、非指定キャリア３０５をアクティブ化するように指示する。これは、矢印３１０によ
って示される。次いで、非指定キャリアは、関連付けられた指定キャリア２００のアクテ
ィブ時間１３６によって判定される、または上述のように、ｄｒｘ再送タイマによって判
定され得る、周期の間、アクティブ時間に入る。
【００６４】
　ｄｒｘ再送タイマが稼働していないと仮定すると、１３４では、指定キャリア２００は
、ＤＲＸに移行する。同時に、ＵＥは、非指定キャリア３０５での受信を無効化する。
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【００６５】
　第２のアクティブ周期では、ＵＥは、非指定キャリア３０５に対するｅＮＢ信号伝達を
受信し、３２０によって示されるように、受信を有効化する。続いて、受信は、矢印３２
２によって示されるように、ＵＥへの明示的ｅＮＢ信号伝達によって、無効化される。
【００６６】
　（３．実施形態図２および図３の混合）
　次に、図４を参照する。上述の図２および図３に説明されるＤＲＸ動作は、同一ＵＥに
対して、同一または異なる非指定キャリアで、異なる回数生じることが可能である。ｅＮ
Ｂが、非指定キャリアに対して、キャリア受信を有効化するために、ＵＥに信号伝達する
と、ｅＮＢは、その非指定キャリアのためのｄｒｘ非アクティビティタイマを維持すべき
かどうかをＵＥに指示可能である。一実施形態では、ｅＮＢが、ＵＥに、ｄｒｘ非アクテ
ィビティタイマを維持するように指示する場合、上述の図２に関して説明されるＤＲＸ動
作が追随する。そうでなければ、上述の図３に関して説明されるＤＲＸ動作が追随する。
他の実施形態では、信号伝達は、反転され得、ｄｒｘ非アクティビティタイマは、明示的
信号伝達がそうでないことを指示しない限り、使用され得る。
【００６７】
　図４は、２つの非指定キャリアがアクティブ化される、信号伝達を示す。すなわち、非
指定キャリア２０５は、矢印２１０によって示されるメッセージによってアクティブ化さ
れる。矢印２１０のメッセージでは、ｅＮＢは、ｄｒｘ非アクティビティタイマが利用さ
れるべきであることを信号伝達する。そのような信号伝達は、例えば、単一ビットフラグ
によって指示可能である。他の実施形態では、信号伝達は、ｄｒｘ非アクティビティタイ
マのための値を含んでもよい。ｄｒｘ非アクティビティタイマが使用されるべき他の信号
伝達も可能である。
【００６８】
　矢印２１０のメッセージに基づいて、非指定キャリア２０５は、図２に関して上述のよ
うに移行する。ｄｒｘ非アクティビティタイマ２２２の終了時、非指定キャリア２０５は
、参照番号２３０で示されるように、受信を無効化するように移行する。
【００６９】
　同様に、非指定キャリア３０５は、参照数字３１０によって示されるように、アクティ
ブ化を行なうように信号伝達される。信号伝達は、ｄｒｘ非アクティビティタイマまたは
ｄｒｘ非アクティビティタイマが利用されるべきであることの指示を提供しない。この点
に関して、非指定キャリア３０５のアクティブ時間は、関連付けられた指定キャリア２０
０のアクティブ時間１３６に追随する。ｄｒｘ再送タイマが稼働している場合は、例外が
生じ得る。
【００７０】
　同様に、非指定キャリア３０５での受信を有効化するための明示的信号伝達は、矢印３
２０によって例証されるように提供されてもよく、非指定キャリア３０５での受信を無効
化するための明示的信号伝達もまた、矢印３２２によって示されるように、提供されても
よい。
【００７１】
　（４．固有アクティブ化）
　さらなる実施形態では、指定キャリアでのオン持続時間の開始時、ＵＥは、ｅＮＢによ
って割り当てられた指定キャリアと関連付けられた非指定キャリアでのキャリア受信を有
効化する。ＵＥは、明示的信号伝達が、ＵＥに、非指定キャリアでのキャリア受信を無効
化するように命令するために、ｅＮＢから受信されない限り、関連付けられた指定キャリ
アのアクティブ時間の間、非指定キャリアでのキャリア受信を継続して有効化する。
【００７２】
　ＨＡＲＱ再送プロセスは、指定キャリアと非指定キャリアとの間で独立して生じるため
、キャリアはそれぞれ、そのＨＡＲＱプロセスのそれぞれのためのその独自のｄｒｘ再送
タイマを維持する。指定キャリアは、指定キャリアのためのｄｒｘ非アクティビティタイ
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マあるいは指定キャリアまたは任意の指定キャリアと関連付けられた非指定キャリアのた
めのＤＲＸ再送タイマのうちの少なくとも１つが稼働している時、アクティブ時間のまま
である。
【００７３】
　次に、図５を参照する。図５では、非指定キャリア５０５が関連付けられる、指定キャ
リア２００は、図２から４に関連して上述の指定キャリア２００に類似する。
【００７４】
　非指定キャリア５０５に関して、参照数字１２０によって例証される時間と対応する、
５１０によって例証される時間において、非指定キャリア５０５に対するアクティブ時間
が開始する。同様に、ｄｒｘ非アクティビティタイマ１３２が、矢印１３４によって示さ
れるように終了すると、非指定キャリア５０５もまた、参照数字５１２によって示される
ように、ＤＲＸに移行する。
【００７５】
　続いて、短期ＤＲＸサイクル１５０終了時、指定キャリア２００と、指定キャリア２０
０と関連付けられた非指定キャリア５０５との両方とも、参照番号５２０で示されるよう
に、アクティブ時間に移行する。
【００７６】
　図５の実施例では、矢印５２２によって提供されるように、ｅＮＢからＵＥへの明示的
信号伝達は、ＵＥに、非指定キャリア５０５での受信を無効化させ、ＤＲＸに移行させる
。しかしながら、図５の一実施形態では、指定キャリア２００での次のアクティブ時間サ
イクルもまた、指定キャリア２００と関連付けられた非指定キャリア５０５をアクティブ
時間に移行させる。
【００７７】
　上述のように、アクティブ時間１３６は、非指定キャリア５０５で稼働しているｄｒｘ
再送タイマに基づいて、延長されてもよい。
【００７８】
　（５．固有アクティブ化、非アクティビティタイマ）
　さらなる実施形態では、図５に関連して上述の実施形態同様に、指定キャリアのオン持
続時間の開始時、ＵＥは、ｅＮＢによって割り当てられた指定キャリアと関連付けられた
非指定キャリアでのキャリア受信を有効化する。いくつかの実施形態では、複数の指定キ
ャリアと関連付けられた非指定キャリアでのキャリア受信は、有効化されてもよい。
【００７９】
　加えて、ｄｒｘ非アクティビティタイマは、非指定キャリアに対して維持される。ｄｒ
ｘ非アクティビティタイマは、非指定キャリアのキャリア受信が、関連付けられた指定キ
ャリアのオン持続時間の開始時、有効化されると、開始される。ｄｒｘ非アクティビティ
タイマは、新しいＰＤＳＣＨパケットが、非指定キャリアで受信される場合、常時、再開
される。ｄｒｘ再送タイマもまた、非指定キャリアのアクティブ時間の間、維持される。
ＨＡＲＱプロセスのためのｄｒｘ再送タイマは、対応するＨＡＲＱプロセスで以前に伝送
されたパケットに対して見込まれ得る、最も早い時間に開始される。ＨＡＲＱプロセスの
ためのｄｒｘ再送タイマは、パケットが、プロセスに対して正確に受信される、または最
大数の再送が達成されると、無効化される。
【００８０】
　非指定キャリアは、ｄｒｘ非アクティビティタイマまたはｄｒｘ再送タイマのいずれか
が稼働している時、アクティブ時間のままである。非指定キャリアでのアクティブ時間の
間の任意の時間において、ｅＮＢは、ＵＥに、信号伝達を通して、非指定キャリアでのキ
ャリア受信を無効化するように命令可能である。
【００８１】
　一実施形態では、指定キャリアは、全非アクティビティタイマおよびＤＲＸ再送タイマ
が、指定キャリアと関連付けられた非指定キャリアで終了するまで、アクティブ時間から
ＤＲＸへの移行を遅延してもよい。
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【００８２】
　図６を参照すると、非指定キャリア６０５が関連付けられる、指定キャリア２００は、
上述の指定キャリアに類似する。
【００８３】
　非指定キャリア６０５は、関連付けられた指定キャリア２００のオン持続時間１２２に
おいてアクティブ化される。具体的には、参照番号６１０で示されるように、アクティブ
時間は、関連付けられた指定キャリア２００と同時に１２０開始する。
【００８４】
　非指定キャリアのためのｄｒｘ非アクティビティタイマ６２２は、最後の新しいＰＤＳ
ＣＨパケットが、矢印６２０によって示されるように、その非指定キャリアで受信される
と再開される。
【００８５】
　ｄｒｘ非アクティビティタイマ６２２の終了時、非指定キャリア６０５は、参照番号６
３０で示されるように、ＤＲＸ周期に移行する。
【００８６】
　続いて、参照番号６４０で示されるように、非指定キャリア６０５は、関連付けられた
指定キャリア２００の短期ＤＲＸサイクル１５０の終了と連動して、アクティブ時間に移
行する。
【００８７】
　明示的メッセージ６４２が、ｅＮＢから受信され、非指定キャリア６０５に受信を無効
化させる。しかしながら、一実施形態では、関連付けられた指定キャリア２００での後続
オン持続時間は、非指定キャリア６０５をアクティブ時間に移行させる。
【００８８】
　ｄｒｘ再送タイマ６２４もまた、非指定キャリア６０５のアクティブ時間を延長するた
めに利用されてもよい。
【００８９】
　（６．非指定キャリアのためのオン持続時間タイマの規定）
　さらなる実施形態では、ｅＮＢは、ＲＲＣ信号伝達、またはＭＡＣ　ＣＥ、あるいは他
の信号伝達方法を通して、非指定キャリアのためのオン持続時間タイマをＵＥに信号伝達
してもよい。オン持続時間タイマは、ｄｒｘ再送タイマに追加される。
【００９０】
　上述の図５を参照して説明される実施形態同様に、関連付けられた指定キャリアでのオ
ン持続時間の開始時、ＵＥは、ｅＮＢによって割り当てられた非指定キャリアでのキャリ
ア受信を有効化する。ＵＥはまた、本時間において、オン持続時間タイマを開始する。
【００９１】
　ｄｒｘ再送タイマもまた、非指定キャリアのアクティブ時間の間、維持される。ＨＡＲ
Ｑプロセスのためのｄｒｘ再送タイマは、再送が、対応するＨＡＲＱプロセスで以前に伝
送されたパケットに対して見込まれ得る、最も早い時間において、開始される。ＨＡＲＱ
プロセスのためのｄｒｘ再送タイマは、パケットが本ＨＡＲＱプロセスに対して正確に受
信される、または最大数の再送が達成されると、無効化される。
【００９２】
　ＵＥは、オン持続時間タイマが稼働している時、および関連付けられた指定キャリアが
アクティブ時間にある、またはｄｒｘ再送タイマが非指定キャリアに対して稼働している
時、非指定キャリアに対して、アクティブ時間のままである。別の実施形態では、ＵＥは
、関連付けられた指定キャリアがアクティブ時間にあるかどうかにかかわらず、オン持続
時間タイマが稼働している時またはｄｒｘ再送タイマが稼働している時、非指定キャリア
に対して、アクティブ時間のままである。さらに、一実施形態では、ｅＮＢは、ＵＥに、
信号伝達を通して、非指定キャリアのアクティブ時間の間、随時、非指定キャリアでのキ
ャリア受信を無効化するように命令してもよい。
【００９３】
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　図７を参照すると、非指定キャリア７０５が関連付けられる、指定キャリア２００は、
上述の指定キャリア２００に類似する。
【００９４】
　非指定キャリア７０５は、関連付けられた指定キャリアのアクティブ時間のアクティブ
化に追随する。したがって、参照番号７１０で示されるように、非指定キャリア７０５は
、関連付けられた指定キャリア２００に対して、参照数字１２０によって示されるものに
類似する、アクティブモードに移行する。
【００９５】
　図７の実施形態では、オン持続時間タイマ７２０は、参照数字７２２によって示される
時間において終了する。本時点で、ＵＥは、非指定キャリア７０５での受信を無効化する
。
【００９６】
　受信は、関連付けられた指定キャリア２００が、参照数字１１０によって示されるよう
に、アクティブモードに戻ると、短期ＤＲＸサイクル１５０の終了と対応する、参照数字
７３０によって示される時間において、非指定キャリア７０５で有効化される。
【００９７】
　続いて、明示的信号が受信され、非指定キャリア７０５を無効化する。明示的信号は、
矢印７３２によって示され、非指定キャリア７０５に受信を無効化させる。
【００９８】
　図８を参照する。代替実施形態では、図８におけるオン持続時間タイマ８２０は、比較
的に長期間の間、設定される。
【００９９】
　図８の実施形態では、非指定キャリア７０５は、時間７１０において、アクティブ時間
に移行する。これは、参照数字１２０によって示されるように、アクティブ時間への関連
付けられた指定キャリア２００のアクティブ化と対応する。
【０１００】
　しかしながら、図７の実施形態とは対照的に、オン持続時間タイマ８２０は、図８の実
施形態では、アクティブ時間１３６の終了時、ＤＲＸモードに戻る関連付けられた指定キ
ャリア２００に先立って、終了しない。この場合、ＵＥは、関連付けられた指定キャリア
２００のアクティブ時間１３６の終了と対応する、参照数字８２２によって示される時間
において、非指定キャリア７０５での受信を無効化する。
【０１０１】
　図８の残りの点は、図７のものと対応する。
【０１０２】
　したがって、上述の実施形態に従って、オン持続時間タイマは、ＵＥに、関連付けられ
た指定キャリア２００のアクティブ時間１３６の終了に先立って、非指定キャリア７０５
での受信を無効化させてもよい。反対に、関連付けられた指定キャリア２００のアクティ
ブ時間１３６が、非指定キャリア７０５のオン持続時間タイマ８２０の終了に先立って終
了する場合、これは、ＵＥに、非指定キャリア７０５での受信を無効化させてもよい。
【０１０３】
　（７．オン持続時間タイマおよびｄｒｘ非アクティビティタイマの信号伝達）
　さらなる実施形態では、ｅＮＢは、ｄｒｘ再送タイマおよびｄｒｘ非アクティビティタ
イマに加え、ＲＲＣ信号伝達、ＭＡＣ　ＣＥ、または他の信号伝達を通して、非指定キャ
リアのためのオン持続時間タイマをＵＥに信号伝達可能である。上述の図６と同様に、関
連付けられた指定キャリアでのオン持続時間の開始時、ＵＥは、ｅＮＢによって割り当て
られた非指定キャリアでのキャリア受信を有効化する。ＵＥはまた、本時間において、オ
ン持続時間タイマおよびｄｒｘ非アクティビティタイマを開始する。
【０１０４】
　ｄｒｘ非アクティビティタイマは、新しいＰＤＳＣＨパケットが非指定キャリアで受信
される場合、常時、再開される。ｄｒｘ再送タイマもまた、非指定キャリアのアクティブ
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時間の間、維持される。ＨＡＲＱプロセスのためのｄｒｘ再送タイマは、再送が、対応す
るＨＡＲＱプロセスで以前に伝送されたパケットに対して見込まれ得る、最も早い時間に
おいて、開始される。ＨＡＲＱプロセスのためのｄｒｘ再送タイマは、パケットがＨＡＲ
Ｑプロセスに対して正確に受信される、または最大数の再送が達成されると、無効化され
る。
【０１０５】
　ＵＥは、オン持続時間タイマが稼働していて、関連付けられた指定キャリアがアクティ
ブ時間にある、あるいはｄｒｘ非アクティビティタイマが稼働しているまたはｄｒｘ再送
タイマが稼働している時、非指定キャリアでアクティブ時間のままである。別の実施形態
では、ＵＥは、関連付けられた指定キャリアがアクティブ時間にあるかどうかにかかわら
ず、オン持続時間タイマが稼働している、またはｄｒｘ非アクティビティタイマが稼働し
ている、あるいはｄｒｘ再送タイマが稼働している時、非指定キャリアに対して、アクテ
ィブ時間のままである。
【０１０６】
　非指定キャリアでのアクティブ時間の間の任意の時間において、ｅＮＢは、ＵＥに、信
号伝達を通して、非指定キャリアでのキャリア受信を無効化するように命令可能である。
【０１０７】
　次に、図９を参照する。図９では、非指定キャリア９０５が関連付けられる、指定キャ
リア２００は、上述のものに類似する。
【０１０８】
　非指定キャリア９０５に関して、オン持続時間タイマ９１２値が、ｄｒｘ非アクティビ
ティタイマ９２２と同様に、ｅＮＢによって、ＵＥに信号伝達される。
【０１０９】
　図９に関して、図７に関連して上述のものと同様に、非指定キャリア９０５のアクティ
ブ時間９１０は、オン持続時間タイマ９１２値であってもよい。加えて、アクティブ時間
９１０は、ｄｒｘ非アクティビティタイマ９２２に基づいて、延長されてもよい。最後の
新しいＰＤＳＣＨパケットが、矢印９２０によって示されるように受信されると、ｄｒｘ
非アクティビティタイマは、再開し、ｄｒｘ非アクティビティタイマが、非指定キャリア
９０５が、受信の無効化に移行する時点で終了する、参照数字９３０によって示される時
間まで、継続して稼働する。
【０１１０】
　他の実施形態では、ｄｒｘ再送タイマ９２４は、アクティブ時間９１０を延長してもよ
い。
【０１１１】
　オン持続時間タイマ９１２は、リセットされ、非指定キャリア９０５は、関連付けられ
た指定キャリア２００に対して、短期ＤＲＸサイクル１５０の終了と対応する、参照数字
９４０によって示される時間において、アクティブ時間に移行する。明示的信号伝達がＵ
Ｅに提供され、矢印９４２によって描写されるように、非指定キャリア９０５を無効化す
る。
【０１１２】
　他の実施形態では、図９のアクティブ時間１３６は、非指定キャリア９０５でのｄｒｘ
非アクティビティタイマ９２２またはｄｒｘ再送タイマ９２４が、依然として、稼働して
いる場合、延長されてもよい。代替として、非指定キャリア９０５は、ｄｒｘ非アクティ
ビティタイマ９２２またはｄｒｘ再送タイマ９２４が終了しているかどうかにかかわらず
、アクティブ時間１３６の終了時、受信を無効化させられてもよい。
【０１１３】
　さらなる代替実施形態では、非指定キャリア９０５のアクティブ時間９１０は、関連付
けられた指定キャリア２００のアクティブ時間１３６を延長してもよい。
【０１１４】
　（８．ｄｒｘ追随指定タイマ）
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　さらなる実施形態では、ｅＮＢは、ＲＲＣ信号伝達、またはＭＡＣ　ＣＥ、あるいは他
の通信方法を通して、非指定キャリアのための「ｄｒｘ追随指定タイマ」をＵＥに信号伝
達してもよい。加えて、ｄｒｘ再送タイマが、信号伝達されてもよい。
【０１１５】
　ｄｒｘ追随指定タイマ値は、ＲＲＣ信号伝達を通して等、「静的に」、またはＭＡＣ　
ＣＥを通して、動的に構成されてもよい。指定キャリアでのアクティブ時間の間、ｅＮＢ
は、ＵＥに、信号伝達を通して、具体的アクション時間において、指定キャリアと関連付
けられた非指定キャリアでのキャリア受信を有効化するように命令してもよい。ｄｒｘ追
随指定タイマの動的構成の場合、非指定キャリアのキャリア受信を有効化するための信号
伝達は、ｄｒｘ追随指定タイマ値を含む。アクション時間では、ＵＥは、ｄｒｘ追随指定
タイマを開始する。
【０１１６】
　ｄｒｘ再送タイマもまた、非指定キャリアのアクティブ時間の間、維持される。ＨＡＲ
Ｑプロセスのためのｄｒｘ再送タイマは、再送が、対応するＨＡＲＱプロセスで以前に伝
送されたパケットに対して見込まれ得る、最も早い時間において、開始される。ＨＡＲＱ
プロセスのためのｄｒｘ再送タイマは、パケットがＨＡＲＱプロセスに対して正確に受信
される、または最大数の再送が達成されると、無効化される。ｄｒｘ追随指定タイマが稼
働している時、ＵＥは、関連付けられた指定キャリアがアクティブ時間にある時、または
ｄｒｘ再送タイマが稼働している時、非指定キャリアでのみアクティブ時間のままである
。ｄｒｘ追随指定タイマが終了すると、ｄｒｘ再送タイマもまた、終了している場合、Ｕ
Ｅは、関連付けられた指定キャリアのアクティブ時間にかかわらず、非指定キャリアでの
キャリア受信を無効化する。
【０１１７】
　一具体的実施形態では、ｄｒｘ追随指定タイマは、持続時間におけるいくつかの長期Ｄ
ＲＸサイクルまたは短期ＤＲＸサイクルのためのものである。これは、非指定キャリアの
アクティブ時間が、いくつかの長期ＤＲＸサイクルまたは短期ＤＲＸサイクルに対して関
連付けられた指定キャリアのアクティブ時間に追随し、次いで、非指定キャリアでのキャ
リア受信が無効化されることを意味する。
【０１１８】
　次に、図１０を参照する。図１０では、非指定キャリア１００５が関連付けられる、指
定キャリア２００は、上述に類似する。
【０１１９】
　明示的信号伝達１００８が、非指定キャリア１００５のための開始を提供する。
【０１２０】
　非指定キャリア１００５は、それに信号伝達される、ｄｒｘ追随指定タイマ１０２０を
有する。そのような信号伝達は、事前構成される値を含んでもよく、または上述のように
、動的値を有してもよい。
【０１２１】
　非指定キャリア１００５は、ｄｒｘ追随指定タイマ１０２０がアクティブである間、関
連付けられた指定キャリア２００に追随する。したがって、参照数字１０１０によって示
される時間では、非指定キャリア１００５は、アクティブモードに移行し、参照数字１０
２２によって示される時間では、非指定キャリア１００５は、ＤＲＸモードに移行する、
または受信が無効化される。参照数字１０２２によって示される本時間は、関連付けられ
た指定キャリア２００でのｄｒｘ非アクティビティタイマ１３２の終了と対応する。
【０１２２】
　同様に、図１０の実施例における短期ＤＲＸサイクル１５０の終了時、非指定キャリア
１００５は、参照番号１０３０で示されるように、アクティブ時間に戻る。
【０１２３】
　ｄｒｘ追随指定タイマ１０２０の終了時、非指定キャリア１００５は、さらなる明示的
信号伝達が受信されるまで、受信を無効化する。
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【０１２４】
　いくつかの実施形態では、ｄｒｘ追随指定タイマ１０２０は、ｄｒｘ非アクティビティ
タイマと併用されてもよい。
【０１２５】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１等のＬＴＥ　Ｒｅｌ　８規格が、上述の実施形態を考慮
して補足されてもよい。指定キャリアのためのそのような規格追加の実施例は、以下であ
ってもよい：
ＤＲＸサイクルが、指定キャリアで構成される時、アクティブ時間は、以下の間の時間を
含む：
-　オン持続時間タイマＤＣ、またはｄｒｘ非アクティビティタイマＤＣ、またはｄｒｘ
再送タイマＤＣ、またはｍａｃ競合解決タイマＤＣが、稼働している（第５．１．５項に
説明されるように）、あるいは
-　ＵＥに割り当てられた任意のＵＬキャリアのＰＵＣＣＨで送信されたスケジューリン
グ要求が、保留中である（第５．４．４項に説明されるように）、あるいは
-　ＵＥに割り当てられた任意のＵＬキャリアでの保留中のＨＡＲＱ再送のためのＰＨＩ
ＣＨでのアップリンクグラント／ＤＬ　ＡＣＫ／ＮＡＫ［または、そのＰＨＩＣＨでのグ
ラント／ＤＬ　ＡＣＫ／ＮＡＫが、ＤＬ指定キャリアに表出し得る、ＵＬキャリア］が、
生じ得、対応するＨＡＲＱバッファ内にデータが存在する、あるいは
-　ＰＤＣＣＨが、明示的に信号伝達されるプリアンブルに対するランダムアクセス応答
の受信成功後、ＵＥのＣ-ＲＮＴＩにアドレスされた新しい伝送が受信されていないこと
を指示する（第項５．１．４項に記載されるように）、あるいは
-　ｄｒｘ非アクティビティタイマｉまたはｄｒｘ再送タイマｉが、指定キャリアと関連
付けられたＤＬ非指定キャリアのうちの少なくとも１つで稼働している、またはそのグラ
ントが指定キャリアと関連付けられたＤＬ非指定キャリアのいずれかに表出する、ＵＬキ
ャリアでの保留中のＨＡＲＱ再送のために、ＰＨＩＣＨでのアップリンクグラント／ＤＬ
　ＡＣＫ／ＮＡＫが、生じ得、対応するＨＡＲＱバッファ内にデータが存在する。
ＤＲＸサイクルが構成されていた場合、ＵＥは、各ダウンリンクサブフレームに対して、
-　短期ＤＲＸサイクルが使用され、［（ＳＦＮ＊１０）＋サブフレーム番号］モジュロ
（短期ＤＲＸサイクルＤＣ）＝（ｄｒｘ開始オフセットＤＣ）モジュロ（短期ＤＲＸサイ
クルＤＣ）である場合、あるいは
-　長期ＤＲＸサイクルが使用され、［（ＳＦＮ＊１０）＋サブフレーム番号］モジュロ
（長期ＤＲＸサイクルＤＣ）＝ｄｒｘ開始オフセットＤＣである場合、
　-　オン持続時間タイマＤＣを開始する。
-　ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマが、本サブフレームで終了し、対応するＨＡＲＱプロセスの
ソフトバッファ内のデータのデコードが成功しなかった場合、
　-　対応するＨＡＲＱプロセスのｄｒｘ再送タイマＤＣを開始する。
-　ＤＲＸコマンドＭＡＣ制御要素が受信される場合、
　-　オン持続時間タイマＤＣを停止し、
　-　ｄｒｘ非アクティビティタイマＤＣを停止する。
-　ｄｒｘ非アクティビティタイマＤＣが終了する、またはＤＲＸコマンドＭＡＣ制御要
素が本サブフレーム内で受信される場合、
　-　短期ＤＲＸサイクルが構成される場合、
　　-　ｄｒｘ短期サイクルタイマＤＣを開始または再開し、
　　-　短期ＤＲＸサイクルＤＣを使用する、
　-　そうでなければ、
　　-　長期ＤＲＸサイクルＤＣを使用する。
-　ｄｒｘ短期サイクルタイマＤＣが、本サブフレーム内で終了する場合
　-　長期ＤＲＸサイクルＤＣを使用する。
-　アクティブ時間の間、ＰＤＣＣＨサブフレームに対して、サブフレームが、半二重Ｆ
ＤＤ　ＵＥ動作のためのアップリンク伝送のために要求される場合、およびサブフレーム
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が、構成される測定間隔の一部である場合を除き、
　-　ＰＤＣＣＨを監視し、
　-　ＰＤＣＣＨが、ＤＬ伝送を指示する場合、またはＤＬ割当が、本サブフレームのた
めに構成されている場合、
　　-　対応するＨＡＲＱプロセスのＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマを開始する。
【０１２６】
　　-　対応するＨＡＲＱプロセスのｄｒｘ再送タイマＤＣを停止する。
【０１２７】
　-　ＰＤＣＣＨが、新しい伝送（ＤＬまたはＵＬ）を指示する場合、
　　-　ｄｒｘ非アクティビティタイマＤＣを開始または再開する。
-　アクティブ時間ではない時、ＰＵＣＣＨおよびＳＲＳでのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩは、
報告されない。
ＵＥがＰＤＣＣＨを監視しているかどうかにかかわらず、ＵＥは、それが見込まれる時、
ＨＡＲＱフィードバックを受信および伝送する。
注記：     ＵＥは、随意に、ＰＤＣＣＨのアクティブ時間の最後のサブフレーム内で受
信される新しい伝送（ＵＬまたはＤＬ）指示に従って、最大４サブフレームに対して、Ｐ
ＵＣＣＨおよび／またはＳＲＳ伝送でのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ報告を送信しないように選
択してもよい。ＰＵＣＣＨおよび／またはＳＲＳ伝送でのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ報告を送
信しない選択は、オン持続時間タイマが稼働中のサブフレームに対しては適用不可能であ
る。
【０１２８】
　Ｍ個の非指定キャリア（Ｍは、上述で定義される）のそれぞれに対して、上述の実施形
態で構築する、非指定キャリアの場合、そのキャリアでのキャリア受信は、非指定キャリ
アが関連付けられる、指定キャリアのオン持続時間の開始時、黙示的に有効化可能である
（すなわちモード１）、またはＵＥへの明示的ｅＮＢ信号伝達を通して、明示的に関連付
けられた指定キャリアのアクティブ時間の間、有効化可能である（すなわち、モード２）
。これらの２つのモードは、Ｍ個の非指定キャリアのそれぞれに対して、構成され、ｅＮ
Ｂによって、ＵＥ信号伝達可能である（例えば、ＲＲＣ信号伝達を通して）。モード２で
は、指定キャリアでのアクティブ時間の間、ｅＮＢは、ＵＥに、指定キャリアまたは他の
Ｎ個のコンポーネントキャリア（Ｎは、上述で定義される）のうちの１つで送信される、
制御信号伝達（例えば、ＲＲＣ信号伝達、ＰＤＣＣＨ、またはＭＡＣ制御要素）を通して
、指定キャリアと関連付けられた別の非指定コンポーネントキャリア（例えばキャリアｉ
）でキャリア受信を有効化するように命令してもよい。
【０１２９】
　コンポーネントキャリアでキャリア受信を有効化するためのアクション時間は、黙示的
（例えば、ｅＮＢから対応する信号伝達を受信後のｘサブフレーム）または信号伝達メッ
セージ内で明示的に指示可能である。信号伝達メッセージはまた、アクティブ時間の間、
ｄｒｘ非アクティビティタイマｉを維持するかどうかＵＥに指示してもよい。ｄｒｘ追随
指定タイマｉが、非指定キャリアに対して構成される場合、非指定キャリアの初期有効化
は、モード２を使用する、すなわち、関連付けられた指定キャリアのアクティブ時間の間
、ｅＮＢからの明示的信号伝達を通して行なわれる。ｄｒｘ追随指定タイマは、アクショ
ン時間で開始される。ｄｒｘ追随指定タイマが稼働している時間の間、続いて、非指定キ
ャリアが、モード１を使用して、すなわち、関連付けられた指定キャリアのオン持続時間
の開始時、有効化される。
【０１３０】
　キャリアｉでのキャリア受信が、モード１に対する関連付けられた指定キャリアのオン
持続時間の開始時、またはモード２に対するアクション時間のいずれかにおいて有効化さ
れる時、ＵＥは、ｄｒｘ非アクティビティタイマｉが構成され、ＵＥが、ｅＮＢによって
、キャリアｉでのアクティブ時間の間、ｄｒｘ非アクティビティタイマｉを維持するよう
に命令される場合、ｄｒｘ非アクティビティタイマｉを開始する。そうでなければ、ＵＥ
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は、アクティブフラグｉを初期化し、１に設定する。モード１の場合、ＵＥはまた、オン
持続時間タイマｉが、ｅＮＢによって、構成される場合、オン持続時間タイマｉを開始す
る。モード２の場合、ＵＥは、ｄｒｘ追随指定タイマｉが、ｅＮＢによって、構成される
場合、アクション時間において、ｄｒｘ追随指定タイマｉを開始する。
【０１３１】
　非指定キャリアのための追加規格として、以下が挙げられてもよい：
ＤＲＸサイクルが、非指定キャリアｉで構成される時、キャリアｉでのアクティブ時間は
、以下の間の時間を含む：
-　ｄｒｘ再送タイマｉが稼働している、あるいは
-　ｄｒｘ非アクティビティタイマｉが稼働している、あるいは
-　アクティブフラグｉが１に設定され、関連付けられた指定キャリアがアクティブ時間
にある、あるいは
-　オン持続時間タイマｉが稼働していて、関連付けられた指定キャリアがアクティブ時
間にある、あるいは
-　ｄｒｘ追随指定タイマｉが稼働していて、関連付けられた指定キャリアがアクティブ
時間にある、あるいは
-　そのグラントがキャリアｉで表出し得る、ＵＬキャリアでの保留中のＨＡＲＱ再送の
ために、ＰＨＩＣＨでのアップリンクグラント／ＤＬ　ＡＣＫ／ＮＡＫが、生じ得、対応
するＨＡＲＱバッファ内にデータが存在する。
ＤＲＸサイクルが、非指定キャリアｉで構成される場合、ＵＥは、各サブフレームに対し
て、
-　ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマが、本サブフレーム内で終了し、対応するＨＡＲＱプロセス
のソフトバッファ内のデータのデコードが成功しなかった場合、
　-　対応するＨＡＲＱプロセスのｄｒｘ再送タイマｉを開始する。
-　ｅＮＢからの信号伝達（例えば、ＲＲＣ信号伝達またはＭＡＣ制御要素）が、受信さ
れ、コンポーネントキャリアｉでのキャリア受信の無効化を指示する場合、
　-　信号伝達内で指示されるアクション時間において、ｄｒｘ非アクティビティタイマ

ｉが構成される場合、ｄｒｘ非アクティビティタイマｉを停止し、オン持続時間タイマｉ

構成される場合、オン持続時間タイマｉを停止し、アクティブフラグｉが初期化される場
合、ｄｒｘ再送タイマｉを停止し、アクティブフラグｉを０に設定し、ｄｒｘ追随指定タ
イマｉが構成される場合、ｄｒｘ追随指定タイマｉを停止する。コンポーネントキャリア
ｉでのキャリア受信を無効化するためのアクション時間は、黙示的（例えば、ｅＮＢから
対応する信号伝達受信後のｙサブフレーム）または明示的に信号伝達メッセージ内で指示
可能である。
-　　アクティブ時間の間、サブフレームが、半二重ＦＤＤ　ＵＥ動作のためのアップリ
ンク伝送のために要求される場合、およびサブフレームが、構成される測定間隔の一部で
ある場合を除き、
　-　コンポーネントキャリアｉでのキャリア受信を有効化し、
　-　ＤＬ伝送の場合、または本サブフレームに対して、ＤＬ割当が構成されている場合
、
　　-　対応するＨＡＲＱプロセスのＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマを開始し、
　　-　対応するＨＡＲＱプロセスのｄｒｘ再送タイマｉを停止する。
【０１３２】
　-　新しい伝送が受信される場合、
　　-　ｄｒｘ非アクティビティタイマｉを開始または再開する。
【０１３３】
　-　ｄｒｘ追随指定タイマｉが終了する場合、アクティブフラグｉが初期化される場合
、アクティブフラグｉを０に設定する。
【０１３４】
　-　アクティブ時間ではない時、ＰＵＣＣＨおよびＳＲＳでのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩは
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、キャリアｉで報告されない。
【０１３５】
　-　アクティブ時間ではない時、終了していない場合、オン持続時間タイマｉは、無効
化される。
【０１３６】
　（指定および非指定両方のキャリアでの短期および長期ＤＲＸサイクル）
　別の実施形態では、ＤＲＸパラメータの完全集合が、指定キャリアおよび非指定キャリ
アの両方に対して構成されてもよい。ｅＮＢにおける知的スケジューリングは、指定およ
び非指定キャリア両方での短期および長期ＤＲＸサイクルの効率的使用のための潜在性を
有効化し得る。
【０１３７】
　短期ＤＲＸサイクルもまた、構成される時、ＵＥは、本質的に、新しいデータ（ＨＡＲ
Ｑ再送ではなく、新しいデータのみ）のためのリソース配分を最近受信している場合、短
期ＤＲＸサイクルにおいて動作する。新しいデータリソース配分が受信されず、ある時間
周期後、ＵＥは、ｄｒｘ短期サイクルタイマが終了後、長期ＤＲＸサイクルに切り替わる
。ＵＥは、別の新しいデータリソース配分が、ＰＤＣＣＨで受信されるまで、長期ＤＲＸ
サイクルを継続して使用する。
【０１３８】
　各非指定キャリアが、短期および長期ＤＲＸサイクルの両方で動作するように構成され
る場合、ＵＥは、任意の明示的信号伝達の必要なく、バースト性トラフィックシナリオに
適応可能となるであろう。大量のデータを受信するＵＥは、そのキャリアのすべて（指定
および非指定の両方）を短期ＤＲＸサイクルで動作させるであろう。データ量が減少する
場合、知的ｅＮＢは、ＵＥのためのデータすべてを指定キャリアでのみスケジューリング
するであろう。これは、指定キャリアに、短期ＤＲＸサイクルで継続して動作させる一方
、非指定キャリアは、ｄｒｘ短期サイクルタイマ終了後、長期ＤＲＸサイクルへの使用に
自動的に切り替わるであろう（任意の新しいデータリソース配分を受信していないため）
。次いで、ＵＥに対するトラフィック活動が増加する場合、非指定キャリアは、再度、オ
ン持続時間の間、ｅＮＢによって使用され始め、これらの非指定キャリアは、短期ＤＲＸ
サイクルモードに自動的に戻るであろう。非指定キャリアの短期ＤＲＸサイクルと長期Ｄ
ＲＸサイクルの境界は、関連付けられた指定キャリアのものと整合してもよい。
【０１３９】
　上述のさらなる延長として、ある時間周期（例えば、構成される複数の長期ＤＲＸサイ
クル長）において使用されなかったキャリアは、ＵＥによって自動的に（黙示的に）非ア
クティブ化され、使用前に、ｅＮＢによって、再有効化される必要があるであろう。
【０１４０】
　さらなる実施形態では、ＵＥにおけるキャリアの黙示的アクティブ化も可能である。現
在無効化されているキャリアのためのリソース割当が、関連付けられたＰＤＣＣＨ上でＵ
Ｅによって受信される場合、そのキャリアは、直ちに再アクティブ化されるはずである。
理解されるように、黙示的アクティブ化を生じさせたリソース割当は、処理され得ないが
、対象キャリアでの任意の将来的リソースは、処理可能となるだろう。
【０１４１】
　次に、図１１を参照する。図１１では、指定キャリア２００は、上述のように動作する
。
【０１４２】
　非指定キャリア１１０５は、短期ＤＲＸサイクル１１５０および長期ＤＲＸサイクル１
１５２によって、独立して構成される。データ交換の開始時、非指定キャリア１１０５は
、短期ＤＲＸサイクルを利用するように構成される。したがって、図１１に例証されるよ
うに、非指定キャリア１１０５は、アクティブ時間の間、指定キャリア２００に追随する
。
【０１４３】
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　データが、短期ＤＲＸサイクル１１５０持続時間の間、非指定キャリア１１０５で受信
されない場合、非指定キャリアは、図１１に例証されるように、長期ＤＲＸサイクル１１
５２に切り替わる。図１１の実施例では、長期ＤＲＸサイクル１１５２は、短期ＤＲＸサ
イクル１１５０の２倍の長さである。しかしながら、これは、長期ＤＲＸサイクルが、任
意の複数の短期ＤＲＸサイクルであることが可能であるため、限定を意味するものではな
い。
【０１４４】
　（信号伝達）
　（ＤＲＸパラメータの信号伝達）
　上述のように、ｅＮＢは、指定キャリアのためのＤＲＸパラメータおよびＵＥに対する
一式のＭ個の非指定キャリアのためのＤＲＸパラメータを構成してもよい。Ｍ個の非指定
キャリアのそれぞれに対して、ＤＲＸパラメータ集合は、ｄｒｘ再送タイマを含み、ｄｒ
ｘ非アクティビティタイマを含んでもよく、オン持続時間タイマを含んでもよく、ｄｒｘ
追随指定タイマを含んでもよい。Ｍ個の非指定キャリアのそれぞれに対して、ｅＮＢは、
非指定キャリアと関連付けられた指定キャリアを構成してもよい。Ｍ個の非指定キャリア
のそれぞれに対して、ｅＮＢは、ＵＥが、関連付けられた指定キャリアのオン持続時間の
開始時、そのキャリアでのキャリア受信を有効化する、または明示的アクティブ化信号伝
達がｅＮＢから受信される場合のみ、そのキャリアでのキャリア受信を有効化すべきかど
うかを指示してもよい。
【０１４５】
　一実施形態では、ｄｒｘ非アクティビティタイマ（含まれる場合）、オン持続時間タイ
マ（含まれる場合）、ｄｒｘ再送タイマの値は、全コンポーネントキャリアにわたって同
一である。この場合、ＤＲＸ機能を構成するために使用されるＲＲＣ信号伝達は、コンポ
ーネントキャリアのそれぞれに対して、ｄｒｘ非アクティビティタイマ、オン持続時間タ
イマ、およびｄｒｘ再送タイマフィールドを含む必要はない。ＤＲＸパラメータの完全集
合の値は、指定キャリアのうちの１つに対するＲＲＣ信号伝達内に含まれることが可能で
ある一方、他の指定キャリアのＤＲＸパラメータ、ならびに他のＭ個の非指定コンポーネ
ントキャリアのｄｒｘ非アクティビティタイマ（含まれる場合）、オン持続時間タイマ（
含まれる場合）、およびｄｒｘ再送タイマの値は、指定キャリアのものと同一である。Ｒ
ＲＣ信号伝達はまた、ｄｒｘ追随指定タイマが構成される場合、それらの非指定キャリア
のためのｄｒｘ追随指定タイマを含む。
【０１４６】
　別の実施形態では、異なる指定キャリアのためのＤＲＸパラメータの値は、異なる。非
指定コンポーネントキャリアのｄｒｘ非アクティビティタイマ（含まれる場合）、オン持
続時間タイマ（含まれる場合）、ｄｒｘ再送タイマの値は、関連付けられた指定キャリア
のものと同一である。この場合、ＲＲＣ信号伝達は、指定キャリアのそれぞれのためのＤ
ＲＸパラメータの完全集合を含む。Ｍ個の非指定コンポーネントキャリアのそれぞれに対
して、ｄｒｘ非アクティビティタイマ（含まれる場合）、オン持続時間タイマ（含まれる
場合）、およびｄｒｘ再送タイマ値は、その関連付けられた指定キャリアのものと同一で
ある。
【０１４７】
　別の実施形態では、ｄｒｘ非アクティビティタイマ（含まれる場合）、オン持続時間タ
イマ（含まれる場合）、ｄｒｘ再送タイマ、およびｄｒｘ追随指定タイマ（非指定キャリ
アのために含まれる場合）の値は、異なるコンポーネントキャリアに対して異なる。この
場合、ＲＲＣ信号伝達は、指定キャリアに対して、ＤＲＸパラメータの完全集合、ならび
にＭ個の他のコンポーネントキャリアのそれぞれに対して、ＤＲＸパラメータの減少集合
、すなわち、ｄｒｘ非アクティビティタイマ（含まれる場合）、オン持続時間タイマ（含
まれる場合）、ｄｒｘ再送タイマ、およびｄｒｘ追随指定タイマ（非指定キャリアのため
に含まれる場合）を含む。
【０１４８】
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　さらに別の実施形態では、コンポーネントキャリアのいくつかのｄｒｘ非アクティビテ
ィタイマ（含まれる場合）、オン持続時間タイマ（含まれる場合）、およびｄｒｘ再送タ
イマの値は、その関連付けられた指定キャリアのものと同一である一方、いくつかの他の
コンポーネントキャリアのｄｒｘ非アクティビティタイマ（含まれる場合）、オン持続時
間タイマ（含まれる場合）、およびｄｒｘ再送タイマの値は、その指定キャリアのものと
異なる。この場合、ＲＲＣ信号伝達は、指定キャリアに対して、ＤＲＸパラメータの完全
集合、Ｍ個のコンポーネントキャリアのいくつかに対して、ＤＲＸパラメータの減少集合
、すなわち、ｄｒｘ非アクティビティタイマ（含まれる場合）、オン持続時間タイマ（含
まれる場合）、およびｄｒｘ再送タイマを含み、ｄｒｘ追随指定タイマが構成される場合
、Ｍ個のコンポーネントキャリアのいくつかに対して、ｄｒｘ追随指定タイマを含む。
【０１４９】
　さらに別の実施形態では、全非指定キャリアのＤＲＸパラメータは、同一値であるよう
に構成される。この場合、ＲＲＣ信号伝達は、指定キャリアに対して、ＤＲＸパラメータ
の完全集合を含み、Ｍ個の他のコンポーネントキャリアすべてに対して、ＤＲＸパラメー
タの減少集合、すなわち、ｄｒｘ非アクティビティタイマ（含まれる場合）、オン持続時
間タイマ（含まれる場合）、ｄｒｘ再送タイマ、およびｄｒｘ追随指定タイマ（含まれる
場合）を含む。
【０１５０】
　以下の表１は、異なる実施形態をサポートする、対応するＲＲＣ信号伝達内に含まれる
フィールドの実施例を示す。示される信号伝達フィールドおよびフォーマットは、限定を
意味するものではない。当業者は、他の信号伝達フィールドおよびフォーマットもまた、
本開示に関連して、想定されることが可能であることを理解されたい。
【０１５１】
【表１－１】

【０１５２】
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【０１５３】



(29) JP 2012-530405 A 2012.11.29

10

20

30

40

50

【表１－３】

　（キャリア受信を有効化／無効化するためのｅＮＢからＵＥへの信号伝達）
　ｅＮＢは、ＲＲＣ信号伝達、またはＭＡＣ　ＣＥを通して、あるいはＰＤＣＣＨでのあ
るダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット（すなわち、層１信号伝達）を介して、
ＵＥに、コンポーネントキャリアでのキャリア受信を有効化または無効化するように命令
可能である。ＲＲＣ信号伝達、またはＭＡＣ　ＣＥ、あるいはＰＤＤＣＨは、指定キャリ
アでのみ、もしくはＮ個のコンポーネントキャリア（Ｎは、上述で定義される）のいずれ
かで送信可能である。コンポーネントキャリアでのキャリア受信を有効化するために、Ｒ
ＲＣ信号伝達、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＰＤＣＣＨ内で送信される信号伝達メッセージでは
、フィールドは、コンポーネントキャリアが、指定キャリアまたは非指定キャリアである
かどうかを指示するために含まれてもよい。
【０１５４】
　次に、図１２を参照する。図１２は、明示的アクション時間とともに、キャリアでのキ
ャリア受信を有効化／無効化するために、ｅＮＢによって、ＵＥに送信される、「キャリ
ア受信有効化／無効化コマンドＭＡＣ制御要素」１２００の実施例を示す。新しいＭＡＣ
制御要素１２００は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１の表６．２．１-１に示される、Ｄ
Ｌ-ＳＣＨ（ダウンリンク共有チャネル）のために留保されたＤＬ　ＬＣＩＤ（論理的チ
ャネルＩＤ）値のうちの１つを使用可能である。「ＤＳ」１２０５は、キャリアが、指定
または非指定キャリアであるかどうかを指示するための１ビットフィールドである。「Ｅ
／Ｄ」１２１０は、コマンドが、キャリア受信を有効化または無効化するためのものであ
るかどうかを指示するための１ビットフィールドである。「キャリアインデックス」１２
２０は、キャリア受信が有効化／無効化されるべきである、キャリアの物理的または論理
的キャリアインデックスである。「Ｅ／Ｄ」１２１０が、キャリア受信を無効化するよう
に設定される場合、「ＤＳ」１２０５の値は、規定値に設定可能であって、ＵＥによって
無視される。別の実施形態は、「キャリア受信有効化／無効化コマンドＭＡＣ制御要素」
１２００が送信される、キャリアのみ、本コマンドによって影響を受けるものである。例
えば、キャリア受信を無効化するＭＡＣ　ＣＥが、キャリア＃３で受信される場合、キャ
リア＃３は、キャリア受信を無効化するであろう。キャリアでのキャリア受信が有効化／
無効化されるべき時のアクション時間は、「アクション時間（ＳＦＮのＬＳＢ）」１２３
０に等しい４最小有効ビット（ＬＳＢ）のシステムフレーム番号（ＳＦＮ）を伴う、次の
無線フレームと、「アクション時間（サブフレームオフセット）」１２４０に等しいシス
テムフレーム番号を伴う、本無線フレーム内のサブフレームと、によって定義される。
【０１５５】
　アクション時間の別の代替は、相対時間オフセットを定義することである。当業者は、
ある場合には、ＭＡＣ　ＣＥ伝送がＨＡＲＱ再送を伴い得るため、相対時間オフセットの
ための固定基準タイミングを判定するのが困難である場合があることを理解するであろう
。固定基準時間を確立するための可能性のある方法の１つは、ＨＡＲＱ　ＡＣＫがＵＬで
受信される時、ＨＡＲＱフィードバック伝送が、一実施形態では、対応する伝達ブロック
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受信後、４ｍｓであるため、ｅＮＢが、ＵＥが対応するＭＡＣ　ＣＥを４ｍｓ早く受信す
ることを導き出すことが可能であることである。
【０１５６】
　ＳＦＮの４ＬＳＢは、ＭＡＣ　ＣＥのための最大１６無線フレームまたは１６０ｍｓの
ＨＡＲＱ再送の試行が、ＵＥでの受信に成功し、ｅＮＢに肯定応答することを可能にする
。ＭＡＣ　ＡＣＫ　ＣＥ（「キャリア受信有効化／無効化ＡＣＫ　ＭＡＣ制御要素」と呼
ばれる）は、「キャリア受信有効化／無効化コマンドＭＡＣ制御要素」の受信を肯定応答
するために、ＵＥのためのアップリンク（ＵＬ）において定義される。明示的肯定応答プ
ロトコルは、ＵＥが、割り当てられたキャリアでＰＤＳＣＨデータをＵＥに送信する前に
、「キャリア受信有効化／無効化コマンドＭＡＣ制御要素」１２００の受信に成功したこ
とをｅＮＢに確認可能にする。
【０１５７】
　一般に、制御信号伝達は、ＲＲＣレベルでのみ肯定応答される。しかしながら、本特定
のＭＡＣ制御信号伝達は、潜在的に、長期的結果を有し、したがって、ある形態の肯定応
答を有するために十分に重要である。ＲＲＣ信号伝達が可能であるが、いくつかの実施形
態では、所望の目的に対して、本明細書で提案されるＭＡＣレベル信号伝達と比較して、
過度にゆっくりであるオーバーヘッドまたは過剰なオーバーヘッドを被り得る。
【０１５８】
　「キャリア受信有効化／無効化コマンドＭＡＣ制御要素」１２００の受信に肯定応答す
るためのさらなる代替解決法は、ＨＡＲＱフィードバックを使用することである。ＭＡＣ
　ＣＥを含有する伝達ブロックが、ＵＥに伝送されると、ｅＮＢは、対応するＵＬ　ＨＡ
ＲＱフィードバックを監視するであろう。対応するＨＡＲＱ　ＡＣＫが、ＵＬ内で受信さ
れると、ｅＮＢは、「キャリア受信有効化／無効化コマンドＭＡＣ制御要素」１２００が
、ＵＥによって受信に成功したとみなす。
【０１５９】
　次に、「キャリア受信有効化／無効化ＡＣＫ　ＭＡＣ制御要素」１３００の実施例を示
す、図１３を参照する。「キャリアインデックス」１３１０は、キャリア受信有効化／無
効化されるコマンドが肯定応答される、キャリアの物理的または論理的キャリアインデッ
クスである。本新しいＭＡＣ　ＣＥ１３００は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１の表６．
２．１-２に示される、ＵＬ-ＳＣＨのために留保されたＵＬ　ＬＣＩＤ値のうちの１つを
使用可能である。
【０１６０】
　次に、キャリアでの受信を有効化または無効化キャリアするために使用される、ＭＡＣ
制御要素のための別の例示的フォーマットを提供する、図１４を参照する。ここでは、バ
イナリフラグ１４１０、１４１２、１４１４、および１４１６が、最大４つのキャリアを
選択的に有効化または無効化するために使用される。フィールド１４１１、１４１３、１
４１５、１４１７は、それぞれ、１４１０、１４１２、１４１４、１４１６に指示される
各キャリアが、指定キャリアまたは非指定キャリアであるかどうかを指示するために使用
される。ＣＩフィールドが、キャリア受信を無効化するように設定される場合、ＤＳフィ
ールドの対応する値は、規定値に設定可能であって、ＵＥによって無視される。
【０１６１】
　理解されるように、指定キャリアおよび４つの非指定キャリアを有する一実施形態では
、５つのキャリアが、１つのＵＥと集約されてもよい。１つのキャリアは、アクティブ時
間にある、指定キャリアであって、バイナリフラグ１４１０、１４１２、１４１４、およ
び１４１６のために、４つの非指定キャリアを残す。さらに、一実施形態では、任意の非
配分キャリアのためのキャリアインデックスは、単純に、留保またはパディングビットと
して扱われるであろう。
【０１６２】
　例えば、０のバイナリフラグ１４１０の値は、対応する非指定キャリアが無効化される
ことを指示する一方、１の値は、対応する非指定キャリアが有効化されることを指示する
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であろう。同様に、バイナリフラグ１４１２、１４１４、および１４１６も設定され得る
。その現在の状態を継続する任意のキャリアは、単純に、以前と同一値に設定される、そ
の対応するバイナリフラグを有するであろう。例えば、キャリア１および２が、現在有効
化されており、キャリア３および４が、現在無効化されている場合、ＭＡＣ制御要素の第
１のバイト１４２０のためのバイナリ値００００１０１０は、ＵＥに、（ａ）キャリア１
の有効化を維持し、（ｂ）キャリア２を無効化し、（ｃ）キャリア３を有効化し、（ｄ）
キャリア４の無効化を維持するように命令するであろう。アクション時間フィールドは、
上述と同様に信号伝達される。
【０１６３】
　図１５は、図１４に示されるキャリア有効化／無効化ＭＡＣ制御要素のＵＥによる受信
を肯定応答するであろう、肯定応答ＭＡＣ　ＣＥ　１５００の対応する例示的フォーマッ
トを含有する。ＣＩ１、ＣＩ２、ＣＩ３、ＣＩ４に対応するバイナリフラグ１５１０、１
５１２、１５１４、および１５１６の値は、図１４の「キャリア受信有効化／無効化コマ
ンドＭＡＣ制御要素」１４００内で以前に受信された対応するバイナリフラグ値１４１０
、１４１２、１４１４、および１４１６と同一に設定される。
【０１６４】
　図１４および１５のＭＡＣ　ＣＥフォーマットの利点は、同一目標を達成するために、
複数のＭＡＣ制御要素（それによって、付加的信号伝達オーバーヘッドを表す）を送信す
る必要なく、複数のキャリアが、同一ＭＡＣ　ＣＥによって、同時に有効化可能および／
または無効化可能であることである。
【０１６５】
　アップリンクキャリアを選択的に有効化および無効化する能力もまた、所望される場合
、上述のＭＡＣ　ＣＥは、図１６におけるＭＡＣ制御要素１６００によって示されるよう
に、延長され、最大４つのダウンリンクキャリアおよび４つのアップリンクキャリアを扱
う。各キャリアのための１ビット有効化／無効化フィールドは、上述と同様に機能するで
あろう。特に、ダウンリンクキャリアフラグ１６１０、１６１２、１６１４、および１６
１６は、４つのダウンリンクキャリアを制御し、アップリンクキャリアフラグ１６２０、
１６２２、１６２４、および１６２６は、４つのアップリンクキャリアのアクティブ化／
非アクティブ化を制御する。
【０１６６】
　図１７は、図１６に示される、ＵＥによるキャリア有効化／無効化ＭＡＣ　ＣＥ　１６
００の受信を肯定応答するための対応するＭＡＣ　ＣＥ　１７００フォーマットを示す。
したがって、ダウンリンクキャリアフラグ１７１０、１７１２、１７１４、および１７１
６は、ダウンリンクキャリアフラグ１６１０、１６１２、１６１４、および１６１６と対
応し、アップリンクキャリアフラグ１７２０、１７２２、１７２４、および１７２６は、
アップリンクキャリアフラグ１６２０、１６２２、１６２４、および１６２６と対応する
。
【０１６７】
　図１４および１５に提案される、ＭＡＣ　ＣＥ集合の場合のように、図１７における肯
定応答制御要素のコンテンツは、図１６における有効化／無効化制御要素の第１のペイロ
ードバイトを監視するであろう。
【０１６８】
　理解されるように、上述は、任意のＵＥに実装可能である。一例示的ＵＥは、図１８を
参照して後述される。これは、限定を意味するものではなく、例証的目的のために提供さ
れる。
【０１６９】
　図１８は、本願の装置および方法の実施形態と併用可能なＵＥを例証する、ブロック図
である。モバイルデバイス１８００は、典型的には、音声またはデータ通信機能を有する
双方向無線通信デバイスである。提供される正確な機能に応じて、無線デバイスは、例え
ば、データメッセージングデバイス、双方向ポケットベル、無線電子メールデバイス、デ
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ータメッセージング機能を伴う携帯電話、無線インターネット装置、モバイルデバイス、
またはデータ通信デバイスと称され得る。
【０１７０】
　ＵＥ１８００の双方向通信が有効化される場合、受信機１８１２および送信機１８１４
の両方を含む、通信サブシステム１８１１、ならびに１つ以上の、概して、埋め込み型ま
たは内蔵型アンテナ要素１８１６および１８１８、ローカル発振器（ＬＯ）１８１３、お
よびデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１８２０等の処理モジュールを組み込む。通信分
野における当業者には明白となるように、通信サブシステム１８１１の特定の設計は、デ
バイスが動作するように意図される通信ネットワークに依存するであろう。
【０１７１】
　ネットワークアクセス要件はまた、ネットワーク１８１９の種類に応じて、変動するで
あろう。ＬＴＥ　ＵＥは、ＬＴＥまたはＬＴＥ-Ａネットワークで動作するために、加入
者識別モジュール（ＳＩＭ）カードを要求してもよい。ＳＩＭインターフェース１８４４
は、通常、ディスケットまたはＰＣＭＣＩＡカードのように、ＳＩＭカードを挿入および
排出可能なカードスロットに類似する。ＳＩＭカードは、キー構成１８５１、ならびに識
別および加入者関連情報等の他の情報１８５３を保持してもよい。
【０１７２】
　要求されるネットワーク登録またはアクティブ化手順が完了すると、ＵＥ１８００は、
ネットワーク１８１９上で通信信号を送信および受信してもよい。図１８に例証されるよ
うに、ネットワーク１８１９は、ＵＥとの複数のアンテナ通信から構成可能である。これ
らのアンテナは、順に、ｅＮＢ１８７０に接続される。
【０１７３】
　通信ネットワーク１８１９を通してアンテナ１８１６によって受信される信号は、受信
機１８１２に入力され、信号増幅、周波数下方変換、フィルタリング、チャネル選択等、
および図１８に示される例示的システムでは、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換のよう
な共通受信機機能を果たしてもよい。受信された信号のＡ／Ｄ変換は、ＤＳＰ１８２０に
おいて行なわれる復調およびデコード等のより複雑な通信機能を可能にする。同様に、伝
送される信号が、ＤＳＰ１８２０によって、例えば、変調やエンコードを含めて処理され
、デジタルからアナログへの変換、周波数の上方変換、フィルタリング、増幅、およびア
ンテナ１８１４を経由して通信ネットワーク１８１９上への伝送のために、送信機１８１
８に入力される。ＤＳＰ１８２０は、通信信号を処理するだけではなく、受信機および送
信機の制御を提供する。例えば、受信機１８１２および送信機１８１４において通信信号
に適用された増幅は、ＤＳＰ１８２０に実装された自動増幅制御アルゴリズムを介して、
適合可能に制御されてもよい。
【０１７４】
　ＵＥ１８００は、典型的には、デバイスの全体的な操作を制御する、プロセッサ１８３
８を含む。データおよび音声通信を含む、通信機能は、通信サブシステム１８１１を通し
て行なわれる。プロセッサ１８３８はまた、ディスプレイ１８２２、フラッシュメモリ１
８２４、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１８２６、補助入力／出力（Ｉ／Ｏ）サブシ
ステム１８２８、シリアルポート１８３０、１つ以上のキーボードまたはキーパド１８３
２、スピーカ１８３４、マイクロホン１８３６、短距離通信サブシステムおよび概して１
８４２として指定される任意の他のデバイスサブシステム１８４０等、さらなるデバイス
サブシステムとも相互作用する。シリアルポート１８３０は、ＵＳＢポートまたは当業者
に周知の他のポートを含み得る。
【０１７５】
　図１８に示されるサブシステムの一部は、通信関連機能を実施する一方、他のサブシス
テムは、「常駐」またはデバイス上の機能を提供してもよい。特に、例えば、キーボード
１８３２およびディスプレイ１８２２等の一部のサブシステムは、通信ネットワーク上に
伝送するためのテキストメッセージの入力等の通信関連システム、および計算機またはタ
スクリスト等のデバイス上の機能の両方のために使用されてもよい。
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【０１７６】
　プロセッサ１８３８によって使用されるオペレーティングソフトウェアは、概して、フ
ラッシュメモリ１８２４等の永久的ストレージに格納されるが、当該ストレージは、代わ
りに、読取専用メモリ（ＲＯＭ）または同様のストレージ要素（図示せず）であってもよ
い。当業者は、オペレーティングシステム、特定のデバイスアプリケーション、またはそ
れらの一部が、ＲＡＭ１８２６等の揮発性メモリに一時的にロードされてもよいことを理
解するであろう。受信した通信信号もまた、ＲＡＭ１８２６内に格納されてもよい。
【０１７７】
　示されるように、フラッシュメモリ１８２４は、コンピュータプログラム１８５８なら
びにプログラムデータストレージ１８５０、１８５２、１８５４および１８５６の両方で
異なる領域に隔離可能である。これらの異なるストレージ種類は、各プログラムが、その
独自のデータストレージ要件に対して、フラッシュメモリ１８２４の一部を配分可能であ
ることを指示する。プロセッサ１８３８は、そのオペレーティングシステム機能に加えて
、ＵＥでソフトウェアアプリケーションの実行を有効化してもよい。例えば、データおよ
び音声通信アプリケーションを含む、基本的な操作を制御する既定のアプリケーション集
合は、通常、製造の際にＵＥ１８００にインストールされるであろう。他のアプリケーシ
ョンも、続いて、または動的に、インストールされ得る。
【０１７８】
　一ソフトウェアアプリケーションは、電子メール、カレンダーイベント、ボイスメール
、予約、およびタスク項目等であるが、これらに限定されない、ＵＥのユーザに関連する
データ項目を整理および管理する能力を有するパーソナル情報管理（ＰＩＭ）アプリケー
ションであってもよい。当然、１つ以上のメモリストレージが、ＰＩＭデータ項目のスト
レージを促進するように、ＵＥで利用可能となるであろう。そのようなＰＩＭアプリケー
ションは、概して、無線ネットワーク１８１９を介して、データ項目を送信および受信す
る能力を有するであろう。一実施形態では、ＰＩＭデータ項目は、無線ネットワーク１８
１９を介して、ホストコンピュータシステムに格納され、それと関連付けられたＵＥユー
ザの対応するデータ項目と、シームレスに統合、同期、および更新される。さらなるアプ
リケーションもまた、ネットワーク１８１９、補助Ｉ／Ｏサブシステム１８２８、シリア
ルポート１８３０、短距離通信サブシステム１８４０、または任意のその他の好適なサブ
システム１８４２を通して、ＵＥ１８００にロードされ、プロセッサ１８３８によって実
行されるために、ＲＡＭ１８２６または不揮発性ストレージ（図示せず）内に、ユーザに
よってインストールされてもよい。アプリケーションインストールにおけるそのような柔
軟性は、デバイスの機能を向上させ、拡張されたデバイス上機能、通信関連機能、または
両方を提供してもよい。例えば、セキュア通信アプリケーションは、ＵＥ１８００を使用
して電子商取引機能および他のこのような金融取引が実施されることを有効化してもよい
。
【０１７９】
　データ通信モードでは、テキストメッセージまたはウェブページのダウンロード等の受
信された信号は、通信サブシステム１８１１によって処理され、プロセッサ１８３８に入
力され、ディスプレイ１８２２、または代替として、補助Ｉ／Ｏデバイス１８２８に出力
するための要素属性に対して、さらに受信された信号を処理してもよい。
【０１８０】
　ＵＥ１８００のユーザはまた、例えば、ディスプレイ１８２２および可能性として補助
Ｉ／Ｏ装置１８２８と併用して、完全英数キーボードまたは電話機式キーパッドであり得
る、キーボード１８３２を使用して、電子メールメッセージ等のデータ項目を作成しても
よい。このような構成された項目は、その後、通信サブシステムを介して通信ネットワー
ク上で送信されてもよい。
【０１８１】
　音声通信の場合、ＵＥ１８００の全体的動作は、類似するが、受信された信号は、典型
的には、スピーカ１８３４に出力され、伝送のための信号が、マイクロホン１８３６によ
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って生成されるであろうということである。音声メッセージ記録サブシステム等の代替音
声またはオーディオＩ／Ｏサブシステムもまた、ＵＥ１８００に実装されてもよい。音声
またはオーディオ信号出力は、主に、スピーカ１８３４を通して達成されてもよいが、デ
ィスプレイ１８２２もまた、例えば、発呼者の識別、音声呼の持続時間、または他の音声
呼関連情報の指示を提供するために使用されてもよい。
【０１８２】
　図１８のシリアルポート１８３０は、通常、ユーザのデスクトップコンピュータ（図示
せず）との同期が所望され得る場合、携帯デバイス（ＰＤＡ）型ＵＥに実装されるが、随
意のデバイスコンポーネントである。そのようなポート１８３０によって、ユーザは、外
部のデバイスまたはソフトウェアアプリケーションを通して、選好を設定することが可能
となり、無線通信ネットワークを通して以外に、ＵＥ１８００に情報またはソフトウェア
のダウンロードを提供することによって、ＵＥ１８００の機能を拡張することになる。代
替ダウンロードパスは、例えば、直接的、したがって、信頼性が高く、トラストされる接
続を介して、デバイスに暗号キーをロードするために使用されてもよく、それによって、
安全なデバイス通信を可能にする。当業者によって理解されるように、シリアルポート１
８３０はさらに、ＵＥをコンピュータに接続し、モデムとして作用するために使用可能で
ある。
【０１８３】
　短距離通信サブシステム等の他の通信サブシステム１８４０は、ＵＥ１８００と、必ず
しも類似デバイスである必要はない、異なるシステムまたはデバイスとの間の通信を提供
し得る、さらなるコンポーネントである。例えば、サブシステム１８４０は、同様に有効
化されたシステムおよびデバイスとの通信を提供するために、赤外線デバイスと関連付け
られた回路およびコンポーネント、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュー
ルを含んでもよい。サブシステム１８４０もまた、ＷｉＦｉまたはＷｉＭＡＸ通信のため
に使用されてもよい。
【０１８４】
　プロセッサ１８３８および通信サブシステム１８１１は、図１から１７の手順および特
徴を実装するために利用され得る。
【０１８５】
　本明細書に説明された実施形態は、本明細書の技術の要素に対応する要素を有する構造
、システム、または方法の実施例である。本記載は、当業者が、本明細書の技術の要素に
同様に対応する、代替の要素を有する実施形態を作成および使用することを可能にするこ
とができる。したがって、本明細書の技術の意図する範囲は、本明細書に説明された本出
願の技法とは異ならない、他の構造、システム、または方法を含み、本明細書に説明され
た本出願の技法とはごくわずかに異なる他の構造、システム、または方法をさらに含む。
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年1月10日(2012.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　しかしながら、上述の２つの提案は、付加的コンポーネントキャリアの配分および配分
解除に関する詳細を提供していない。種々のキャリアのＤＲＸ動作に関する詳細も、明示
的に提供していない。
（項目１）
　キャリアアグリゲーションのための不連続受信動作の方法であって、
　第１のキャリアのための第１の不連続受信パラメータ集合および第２のキャリアのため
の異なる不連続受信パラメータ集合を受信することと、
　上記第１のキャリアおよび第２のキャリアでの不連続受信パラメータを構成することと
　を含む、方法。
（項目２）
　上記第２のキャリアは、不連続受信動作のために、上記第１のキャリアと関連付けられ
る、項目１に記載の方法。
（項目３）
　上記不連続受信パラメータの限定された集合は、
　非アクティビティタイマと、
　再送タイマと、
　オン持続時間タイマと
　のうちの少なくとも１つを含む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　基地局からのメッセージ伝達を通して、上記第２のキャリアを明示的に有効化すること
をさらに含む、項目３に記載の方法。
（項目５）
　上記非アクティビティタイマおよび再送タイマの終了後、上記第２のキャリアでの受信
を無効化することをさらに含む、項目３に記載の方法。
（項目６）
　基地局からの明示的メッセージに基づいて、上記第２のキャリアでの受信を無効化する
ことをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目７）
　上記提供することは、非アクティビティタイマのためのフラグまたは値を利用し、
　上記フラグのための第１の設定または上記値の存在は、上記非アクティビティタイマが
利用されるべきであることを示し、
　上記フラグのための第２の設定または上記値の不在は、上記非アクティビティタイマが
利用されるべきではないことを示す、項目１に記載の方法。
（項目８）
　アクティブ時間に遷移する上記第１のキャリアに従って、第２のキャリアをアクティブ
時間に遷移させることをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目９）
　上記第１のキャリアは、指定キャリアであり、上記第２のキャリアは、非指定キャリア
である、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　上記第１のキャリアは、一次キャリアであり、上記第２のキャリアは、二次キャリアで
ある、項目１に記載の方法。
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（項目１１）
　アクティブ時間から不連続受信状態に遷移する上記第１のキャリアに基づいて、上記第
２のキャリアでの受信を無効化することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１２）
　基地局からの明示的メッセージの受信に応じて、上記第２のキャリアでの受信を無効化
することをさらに含む、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　上記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合は、非アクティビティタイマを含み
、
　上記第２のキャリアは、上記非アクティビティタイマの終了前に、受信を無効化し、
　上記第１のキャリアは、不連続受信モードに遷移する、項目１１に記載の方法。
（項目１４）
　上記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合は、オン持続時間タイマを含み、
　上記第２のキャリアは、上記オン持続時間タイマの終了前に、受信を無効化し、
　上記第１のキャリアは、不連続受信モードに遷移する、項目１１に記載の方法。
（項目１５）
　上記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合はさらに、非アクティビティタイマ
を含み、
　上記第２のキャリアは、上記オン持続時間タイマおよび非アクティビティタイマの終了
後、受信を無効化する、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　上記第１のキャリアは、上記第２のキャリアでの上記非アクティビティタイマが稼働し
ているとき、そのアクティブ時間を延長する、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　上記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合は、タイマを含み、
　上記第２のキャリアは、上記第１のキャリアが上記タイマの持続時間の間にアクティブ
時間にあるかどうかに基づいて、有効化または無効化される、項目１に記載の方法。
（項目１８）
　第２のキャリアのアクティブ時間の開始を上記第１のキャリアのアクティブ時間内に整
合させることをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１９）
　短期不連続受信サイクルおよび長期不連続受信サイクル構成が、第２のキャリアのため
に構成され、
　上記第２のキャリアは、データが、上記短期不連続受信タイマ値の持続時間の間、上記
第２のキャリアで受信されない場合、上記短期不連続受信サイクルから上記長期不連続受
信サイクルに遷移可能である、項目１８に記載の方法。
（項目２０）
　上記異なるパラメータ集合は、短期不連続受信サイクルおよび長期不連続受信サイクル
構成を含み、
　上記第２のキャリアは、データが、上記短期不連続受信タイマ値の持続時間の間、上記
第２のキャリアで受信されない場合、上記短期不連続受信サイクルから上記長期不連続受
信サイクルに遷移可能である、項目１に記載の方法。
（項目２１）
　上記第２のキャリアのための不連続受信パラメータ集合は、無線リソース制御信号伝達
を通して、信号伝達される、項目１に記載の方法。
（項目２２）
　複数の第２のキャリアは、不連続受信パラメータによって構成される、項目２１に記載
の方法。
（項目２３）
　複数の第２のキャリアは、上記第１のキャリアと同一値を有する異なる不連続受信パラ
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メータ集合によって構成される、項目２１に記載の方法。
（項目２４）
　上記第２のキャリアは、他の第２のキャリアから独立して構成される、項目２１に記載
の方法。
（項目２５）
　媒体アクセス制御要素信号伝達を通して、キャリア受信を有効化または無効化するため
の方法であって、
　キャリア受信有効化または無効化コマンド制御要素を受信することと、
　キャリア受信有効化または無効化肯定応答制御要素を伝送することと
　を含む、方法。
（項目２６）
　上記有効化または無効化コマンド制御要素は、
　キャリアを有効化または無効化するかどうかを指定するための単一ビットと、
　キャリアを識別するためのキャリアインデックスフィールドと、
　キャリア受信が有効化または無効化されるべきアクション時間と、
　アクション時間に等しいサブフレーム番号を有する無線フレーム内のサブフレームと
　のうちの少なくとも１つを含む、項目２５に記載の方法。
（項目２７）
　上記有効化または無効化肯定応答制御要素は、上記コマンド制御要素からのキャリアイ
ンデックスフィールドと対応するキャリアインデックスを含む、項目２６に記載の方法。
（項目２８）
　上記有効化または無効化コマンド制御要素は、
　キャリア識別子と対応する複数のビットフィールドであって、上記複数のビットフィー
ルドのそれぞれは、上記ビットフィールドのキャリア識別子と対応するキャリアが有効化
または無効化されるべきかどうかを指定する、複数のビットフィールドと、
　キャリア受信が有効化または無効化されるべきアクション時間と、
　アクション時間に等しいサブフレーム番号を有する無線フレーム内のサブフレームと
　のうちの少なくとも１つを含む、項目２５に記載の方法。
（項目２９）
　上記有効化または無効化肯定応答制御要素は、上記コマンド制御要素内の複数のビット
フィールドと対応する複数のビットフィールドを含む、項目２８に記載の方法。
（項目３０）
　上記有効化または無効化コマンド制御要素は、
　ダウンリンクおよびアップリンクキャリア識別子と対応する複数のビットフィールドで
あって、上記複数のビットフィールドのそれぞれは、上記ビットフィールドのキャリア識
別子と対応するダウンリンクまたはアップリンクキャリアが有効化または無効化されるべ
きかどうかを指定する、複数のビットフィールドと、
　キャリア受信が有効化または無効化されるべきアクション時間と、
　アクション時間に等しいサブフレーム番号を有する無線フレーム内のサブフレームと
　のうちの少なくとも１つを含む、項目２５に記載の方法。
（項目３１）
　上記有効化または無効化肯定応答制御要素は、上記コマンド制御要素内の複数のビット
フィールドと対応する複数のビットフィールドを含む、項目３０に記載の方法。
（項目３２）
　ユーザ機器であって、
　プロセッサと、
　通信サブシステムと
　を含み、
　上記プロセッサおよび通信サブシステムは、項目１～３１のうちのいずれか１つの方法
を実行するように協働する、ユーザ機器。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリアアグリゲーションのための不連続受信動作の方法であって、
　第１のキャリアのための第１の不連続受信パラメータ集合および第２のキャリアのため
の異なる不連続受信パラメータ集合を受信することと、
　前記第１のキャリアおよび第２のキャリアでの不連続受信パラメータを構成することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第２のキャリアは、不連続受信動作のために、前記第１のキャリアと関連付けられ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記不連続受信パラメータの集合は、
　非アクティビティタイマと、
　再送タイマと、
　オン持続時間タイマと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　基地局からのメッセージ伝達を通して、前記第２のキャリアを明示的に有効化すること
をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記非アクティビティタイマおよび再送タイマの終了後、前記第２のキャリアでの受信
を無効化することをさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　基地局からの明示的メッセージに基づいて、前記第２のキャリアでの受信を無効化する
ことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　非アクティビティタイマのためのフラグまたは値を利用することをさらに含み、
　前記フラグのための第１の設定または前記値の存在は、前記非アクティビティタイマが
利用されるべきであることを示し、
　前記フラグのための第２の設定または前記値の不在は、前記非アクティビティタイマが
利用されるべきではないことを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　アクティブ時間に遷移する前記第１のキャリアに従って、第２のキャリアをアクティブ
時間に遷移させることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のキャリアは、指定キャリアであり、前記第２のキャリアは、非指定キャリア
である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のキャリアは、一次キャリアであり、前記第２のキャリアは、二次キャリアで
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　アクティブ時間から不連続受信状態に遷移する前記第１のキャリアに基づいて、前記第
２のキャリアでの受信を無効化することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　基地局からの明示的メッセージの受信に応じて、前記第２のキャリアでの受信を無効化
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することをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合は、非アクティビティタイマを含み
、
　前記第２のキャリアは、前記非アクティビティタイマの終了前に、受信を無効化し、
　前記第１のキャリアは、不連続受信モードに遷移する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合は、オン持続時間タイマを含み、
　前記第２のキャリアは、前記オン持続時間タイマの終了前に、受信を無効化し、
　前記第１のキャリアは、不連続受信モードに遷移する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合はさらに、非アクティビティタイマ
を含み、
　前記第２のキャリアは、前記オン持続時間タイマおよび非アクティビティタイマの終了
後、受信を無効化する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のキャリアは、前記第２のキャリアでの前記非アクティビティタイマが稼働し
ているとき、そのアクティブ時間を延長する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２のキャリアのための異なるパラメータ集合は、タイマを含み、
　前記第２のキャリアは、前記第１のキャリアが前記タイマの持続時間の間にアクティブ
時間にあるかどうかに基づいて、有効化または無効化される、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　第２のキャリアのアクティブ時間の開始を前記第１のキャリアのアクティブ時間内に整
合させることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　短期不連続受信サイクルおよび長期不連続受信サイクル構成が、第２のキャリアのため
に構成され、
　前記第２のキャリアは、データが、前記短期不連続受信タイマ値の持続時間の間、前記
第２のキャリアで受信されない場合、前記短期不連続受信サイクルから前記長期不連続受
信サイクルに遷移可能である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記異なるパラメータ集合は、短期不連続受信サイクルおよび長期不連続受信サイクル
構成を含み、
　前記第２のキャリアは、データが、前記短期不連続受信タイマ値の持続時間の間、前記
第２のキャリアで受信されない場合、前記短期不連続受信サイクルから前記長期不連続受
信サイクルに遷移可能である、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第２のキャリアのための不連続受信パラメータ集合は、無線リソース制御信号伝達
を通して、信号伝達される、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　複数の第２のキャリアは、不連続受信パラメータによって構成される、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２３】
　複数の第２のキャリアは、前記第１のキャリアと同一値を有する異なる不連続受信パラ
メータ集合によって構成される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２のキャリアは、他の第２のキャリアから独立して構成される、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２５】
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　無線ネットワーク内のユーザ機器のためのキャリアを有効化または無効化するための方
法であって、
　前記方法は、
　前記ユーザ機器により、ダウンリンク共有チャネルを通してキャリア有効化または無効
化コマンド媒体アクセス制御（ＭＡＣ）制御要素を受信することと、
　前記ユーザ機器により、キャリア有効化または無効化コマンドＭＡＣの肯定応答を伝送
することと
　を含む、方法。
【請求項２６】
　前記ＭＡＣ制御要素は、
　キャリアを有効化または無効化するかどうかを指定するための単一ビット、
　キャリアを識別するためのキャリアインデックスフィールド、
　前記キャリアが有効化または無効化されるべきアクション時間、または
　アクション時間に等しいサブフレーム番号を有する無線フレーム内のサブフレーム
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記肯定応答は、前記ＭＡＣ制御要素からのキャリアインデックスフィールドと対応す
るキャリアインデックスを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ＭＡＣ制御要素は、
　キャリア識別子と対応する複数のビットフィールドであって、前記複数のビットフィー
ルドのそれぞれは、前記ビットフィールドのキャリア識別子と対応するキャリアが有効化
または無効化されるべきかどうかを指定する、複数のビットフィールドと、
　前記キャリアが有効化または無効化されるべきアクション時間と、
　アクション時間に等しいサブフレーム番号を有する無線フレーム内のサブフレームと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記肯定応答は、前記ＭＡＣ制御要素内の複数のビットフィールドと対応する複数のビ
ットフィールドを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ＭＡＣ制御要素は、
　ダウンリンクおよびアップリンクキャリア識別子と対応する複数のビットフィールドで
あって、前記複数のビットフィールドのそれぞれは、前記ビットフィールドのキャリア識
別子と対応するダウンリンクまたはアップリンクキャリアが有効化または無効化されるべ
きかどうかを指定する、複数のビットフィールドと、
　前記キャリアが有効化または無効化されるべきアクション時間と、
　アクション時間に等しいサブフレーム番号を有する無線フレーム内のサブフレームと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記肯定応答は、前記ＭＡＣ制御要素内の複数のビットフィールドと対応する複数のビ
ットフィールドを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　ユーザ機器であって、
　通信サブシステム
　を含み、
　前記通信サブシステムは、請求項１～２５のうちのいずれか１つの方法を実行するよう
に構成されている、ユーザ機器。
【請求項３３】
　前記肯定応答を伝送することは、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）フィードバッ
クを用いることを含む、請求項２５に記載の方法。
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【請求項３４】
　前記肯定応答を伝送することは、キャリア有効化または無効化肯定応答媒体アクセス制
御（ＭＡＣ）制御要素（ＣＥ）を用いることを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３５】
　前記キャリア有効化または無効化コマンドＭＡＣ制御要素を受信することは、論理的チ
ャネルＩＤ（ＬＣＩＤ）値を用いることを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３６】
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）を含む無線ネットワーク内のユーザ機器のためのキャリアを
有効化または無効化するための方法であって、
　前記方法は、
　前記ｅＮＢにより、ダウンリンク共有チャネルを通してキャリア有効化または無効化コ
マンド媒体アクセス制御（ＭＡＣ）制御要素を伝送することと、
　前記ｅＮＢにより、前記キャリア有効化または無効化コマンドＭＡＣ制御要素の肯定応
答を受信することと
　を含む、方法。
【請求項３７】
　前記キャリア有効化または無効化コマンドＭＡＣ制御要素は、論理的チャネルＩＤ（Ｌ
ＣＩＤ）値を含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記肯定応答を受信することは、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）フィードバッ
クを用いることを含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　無線ネットワークのための装置であって、
　前記装置は、
　通信サブシステム
　を含み、
　前記通信サブシステムは、請求項３６の方法を実行するように構成されている、装置。
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