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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチキャリアのキャリア選択方法であって、
　受信端に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにお
ける絶対無線周波数チャネル番号（ＡＲＦＣＮ）を取得するステップであって、Ｎは正の
整数であり且つＮ≧２である、ステップと、
　前記Ｎ個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、
前記無線ブロックの各フレームにおける前記Ｎ個のキャリアの各キャリアの前記ＡＲＦＣ
と、前記受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、前記アンカーキャ
リアの検索範囲内で検索を行って、前記アンカーキャリアのキャリアセットを決定するス
テップと、
　前記Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアの前記キャリアセットから、少なくとも１つの
キャリアセットをキャリア選択結果として選択するステップと、
　を有し、
　前記無線ブロックの各フレームにおける前記Ｎ個のキャリアの各キャリアの前記ＡＲＦ
Ｃと、前記受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、前記アンカーキ
ャリアの検索範囲内で検索を行って、前記アンカーキャリアのキャリアセットを決定する
前記ステップは、
　所定の検索方向に従って、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の未検索のキャリア
から第１のキャリアを選択し、前記第１のキャリアと前記アンカーキャリアの第１のセッ
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ト内の全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大の
ＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差を計算するステップと、
　前記第１のキャリアと前記第１のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの
任意のフレームにおけるＡＲＦＣＮのうち前記最大のＡＲＦＣＮと前記最小のＡＲＦＣＮ
との前記差が、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大
きい場合、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内での前記検索を終了し、前記第１のセ
ットを前記アンカーキャリアの前記キャリアセットとして用いるステップ、又は、
　前記第１のキャリアと前記第１のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの
各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち前記最大のＡＲＦＣＮと前記最小のＡＲＦＣＮとの
前記差が、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大きく
ない場合、前記第１のキャリアを前記第１のセットに追加するステップ、
　を含み、
　前記第１のセットは少なくとも前記アンカーキャリアを含み、前記第１のセット内の前
記全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲ
ＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリ
ア周波数間隔よりも大きくない、
　方法。
【請求項２】
　前記Ｎ個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択する前
記ステップは、
　前記Ｎ個のキャリアの各キャリアを前記アンカーキャリアとしてそれぞれ用いるステッ
プ、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記Ｎ個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択する前
記ステップは、
　所定の第１の方向に従って、前記Ｎ個のキャリアの各キャリアを前記アンカーキャリア
として順に用いるステップ、又は、
　所定の第１の方向に従って、前記Ｎ個のキャリアから、前記所定の第１の方向における
第１のキャリアを第１のアンカーキャリアとして選択し、前記第１のアンカーキャリアの
検索範囲内での検索が終了し、且つ前記第１のアンカーキャリアのキャリアセットが決定
された後、前記Ｎ個のキャリアのうち前記所定の第１の方向において、前記第１のアンカ
ーキャリアの前記キャリアセットの中で前記所定の第１の方向で最前方のキャリアに隣接
する次のキャリアを決定し、前記次のキャリアが前記所定の第１の方向において前記第１
のアンカーキャリアの前に位置する場合、前記次のキャリアを第２のアンカーキャリアと
して用いるステップ、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記所定の第１の方向は、
　前記Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、又は、
　前記Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの降順方向、又は、
　前記無線ブロックの任意のフレームにおける前記Ｎ個のキャリアのＡＲＦＣＮの昇順方
向、又は、
　前記無線ブロックの任意のフレームにおける前記Ｎ個のキャリアのＡＲＦＣＮの降順方
向
　を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲は、前記Ｎ個のキャリアのうち前記所定の第１の
方向において前記アンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、前記Ｎ個のキャリアの
うち前記所定の第１の方向の最後のキャリアまでである、
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　請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記所定の検索方向は、
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、
又は、
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの降順方向、
又は、
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアの前記無線ブロックの任意の
フレームにおけるＡＲＦＣＮの昇順方向、又は、
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアの前記無線ブロックの任意の
フレームにおけるＡＲＦＣＮの降順方向、又は、
　前記アンカーキャリアが前記Ｎ個のキャリアのうちｉ番目のキャリアであり、且つ、前
記アンカーキャリアの前記検索範囲が前記ｉ番目のキャリアを除く前記Ｎ個のキャリアの
全てのキャリアを含む場合、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内で、最初に前記Ｎ個
のキャリアの（ｉ＋１）番目のキャリアから前記Ｎ個のキャリアのＮ番目のキャリアに向
かい、それから前記Ｎ個のキャリアの１番目のキャリアから前記Ｎ個のキャリアの（ｉ‐
１）番目のキャリアに向かう方向であって、ｉは正の整数であり且つ１＜ｉ＜Ｎである、
方向、
　を含む、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアの前記キャリアセットから、少なくとも１つの
キャリアセットをキャリア選択結果として選択する前記ステップは、
　前記受信端に単一チャネルが構成される場合、前記Ｎ個のキャリアの前記アンカーキャ
リアの前記キャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリア
ＩＤの和が最小であるキャリアセットを前記単一チャネルのキャリア選択結果として選択
し、若しくは、前記アンカーキャリアの前記キャリアセットから、最大数のキャリアを含
み該含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最大であるキャリアセットを前記単一チャネ
ルのキャリア選択結果として選択するステップ、又は、
　前記受信端に多重チャネルが構成される場合、前記Ｎ個のキャリアの各アンカーキャリ
アの前記キャリアセットに含まれるキャリアの数に従って、前記多重チャネルの各チャネ
ルのキャリア選択結果を決定するステップ、
　を含む、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　受信端に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにお
ける絶対無線周波数チャネル番号ＡＲＦＣＮを取得する前記ステップは、
　割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメー
タに従って、該任意のキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮを計
算するステップであって、前記周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケー
ションセット（ＭＡ）、ホッピングシーケンス番号（ＨＳＮ）及びモバイル・アロケーシ
ョン・インデックス・オフセット（ＭＡＩＯ）を含む、ステップ、又は、
　割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ＡＲＦＣＮを、該任意のキャリア
の各フレームにおけるＡＲＦＣＮとして設定するステップ、
　を含む、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　マルチキャリアのキャリア選択装置であって、
　受信端に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにお
ける絶対無線周波数チャネル番号（ＡＲＦＣＮ）を取得するように構成される取得ユニッ
トであって、Ｎは正の整数であり且つＮ≧２である、取得ユニットと、
　前記Ｎ個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、
前記取得ユニットによって取得された、前記無線ブロックの各フレームにおける前記Ｎ個
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のキャリアの各キャリアの前記ＡＲＦＣと、前記受信端がサポート可能な最大キャリア周
波数間隔とに従って、前記アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、前記アンカー
キャリアのキャリアセットを決定するように構成される検索ユニットと、
　前記検索ユニットによって決定された前記Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアの前記キ
ャリアセットから、少なくとも１つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択する
ように構成される選択ユニット、と、
　を備え、
　前記検索ユニットは検索モジュールを有し、前記検索モジュールは、
　所定の検索方向に従って、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の未検索のキャリア
から第１のキャリアを選択し、前記第１のキャリアと前記アンカーキャリアの第１のセッ
ト内の全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大の
ＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差を計算するように構成され、且つ、
　前記第１のキャリアと前記アンカーキャリアの前記第１のセット内の前記全てのキャリ
アの前記無線ブロックの任意のフレームにおけるＡＲＦＣＮのうち前記最大のＡＲＦＣＮ
と前記最小のＡＲＦＣＮとの前記差が、前記受信端によってサポートされる前記最大キャ
リア周波数間隔よりも大きい場合、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内での前記検索
を終了し、前記アンカーキャリアの前記第１のセットを前記アンカーキャリアの前記キャ
リアセットとして用いるか、又は、
　前記第１のキャリアと前記第１のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの
各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち前記最大のＡＲＦＣＮと前記最小のＡＲＦＣＮとの
前記差が、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大きく
ない場合、前記第１のキャリアを前記アンカーキャリアの前記第１のセットに追加するよ
うに構成され、
　前記アンカーキャリアの前記第１のセットは少なくとも前記アンカーキャリアを含み、
前記第１のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるＡＲ
ＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は、前記受信端によってサポー
トされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大きくない、
　装置。
【請求項１０】
　前記検索ユニットは、
　前記Ｎ個のキャリアの各キャリアを前記アンカーキャリアとして用いるように構成され
るアンカーキャリア選択モジュール、
　を有する、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記検索ユニットはアンカーキャリア選択モジュールを有し、前記アンカーキャリア選
択モジュールは、所定の第１の方向に従って、前記Ｎ個のキャリアの各キャリアを前記ア
ンカーキャリアとして順に用いるように構成されるか、又は、
　前記所定の第１の方向に従って、前記Ｎ個のキャリアから、所定の第１の方向における
第１のキャリアを第１のアンカーキャリアとして選択し、前記第１のアンカーキャリアの
検索範囲内での検索が終了し且つ前記第１のアンカーキャリアのキャリアセットが決定さ
れた後、前記Ｎ個のキャリアのうち前記所定の第１の方向において、前記第１のアンカー
キャリアの前記キャリアセットの中で前記所定の第１の方向で最前方のキャリアに隣接す
る次のキャリアを決定し、前記次のキャリアが前記所定の第１の方向において前記第１の
アンカーキャリアの前に位置する場合、前記次のキャリアを第２のアンカーキャリアとし
て用いるように構成される、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記所定の第１の方向は、
　前記Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、又は、
　前記Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの降順方向、又は、
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　前記無線ブロックの任意のフレームにおける前記Ｎ個のキャリアのＡＲＦＣＮの昇順方
向、又は、
　前記無線ブロックの任意のフレームにおける前記Ｎ個のキャリアのＡＲＦＣＮの降順方
向、
　を含む、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲は、前記Ｎ個のキャリアのうち前記所定の第１の
方向において前記アンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、前記Ｎ個のキャリアの
うち前記所定の第１の方向の最後のキャリアまでである、
　請求項１１又は１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記所定の検索方向は、
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、
又は、
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの降順方向、
又は、
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアの前記無線ブロックの任意の
フレームにおけるＡＲＦＣＮの昇順方向、又は、
　前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアの前記無線ブロックの任意の
フレームにおけるＡＲＦＣＮの降順方向、又は、
　前記アンカーキャリアが前記Ｎ個のキャリアのうちｉ番目のキャリアであり、且つ前記
アンカーキャリアの前記検索範囲が前記ｉ番目のキャリアを除く前記Ｎ個のキャリアの全
てのキャリアを含む場合、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内で、最初に前記Ｎ個の
キャリアの（ｉ＋１）番目のキャリアから前記Ｎ個のキャリアのＮ番目のキャリアに向か
い、それから前記Ｎ個のキャリアの１番目のキャリアから前記Ｎ個のキャリアの（ｉ‐１
）番目のキャリアに向かう方向であって、ｉは正の整数であり且つ１＜ｉ＜Ｎである、方
向、
　を含む、請求項９乃至１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記選択ユニットは、
　前記受信端に単一チャネルが構成される場合、前記検索ユニットによって決定された前
記Ｎ個のキャリアの前記アンカーキャリアの前記キャリアセットから、最大数のキャリア
を含み該含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最小であるキャリアセットを前記単一チ
ャネルのキャリア選択結果として選択し、若しくは、前記アンカーキャリアの前記キャリ
アセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最大で
あるキャリアセットを前記単一チャネルのキャリア選択結果として選択するように構成さ
れ、又は、
　前記受信端に多重チャネルが構成される場合、前記検索ユニットによって決定された前
記Ｎ個のキャリアの各アンカーキャリアの前記キャリアセットに含まれるキャリアの数に
従って、前記多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果を決定するように構成される
、
　請求項１３又は１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記取得ユニットは、
　割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメー
タに従って、該任意のキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮを計
算するように構成され、前記周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケーシ
ョンセットＭＡ、ホッピングシーケンス番号ＨＳＮ及びモバイル・アロケーション・イン
デックス・オフセット（ＭＡＩＯ）を含み、又は、
　割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定（ＡＲＦＣＮ）を、該任意のキャ
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リアの各フレームにおける（ＡＲＦＣＮ）として設定するように構成される、
　請求項９乃至１５のいずれか一項に記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、特に、マルチキャリアの選択方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＳＭ　ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（GSM　EDGE　Radio　Access　Network、
略称ＧＥＲＡＮ）システム基地局は、不連続の周波数で複数のキャリアを利用して１つの
端末と通信することができる。ＧＥＲＡＮのＰＳドメインにおける１つのパケットデータ
チャネル（packet　data　channel、略称ＰＤＣＨ）上の４個の連続フレームは１つの無
線ブロックを構成し、データの符号化及び復号化は無線ブロック単位で実行される。ダウ
ンリンクマルチキャリア（Downlink　MultiCarrier、略称ＤＬＭＣ）特性では、端末がサ
ポートする最大キャリア周波数間隔の制限により、各無線ブロック周期において、一部の
キャリア上のデータを受信できないという状況が生じ得る。この場合、送信端及び受信端
が統一されたキャリアを用いて情報伝送を実行できるように、キャリア選択方法を採用さ
れ得る。例えば、送信端は複数のキャリアのうち一部のキャリアを送信用に選択すること
ができ、これに応じて、受信端は該一部のキャリアでのみダウンリンク無線ブロックを監
視する。
【０００３】
　従来技術では、採用されるキャリア選択方法は総当たり方法であり、最大数のキャリア
を含み端末によってサポートされる最大キャリア周波数間隔の制限を満たす解決策を発見
するために、全てのキャリア選択解決策が列挙される。総当たり方法は、無向グラフの最
大完全部分グラフを見つけることに相当し、計算の複雑性が非常に高い。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施形態は、マルチキャリアの選択方法及び装置を提供し、複雑性が比較的低
い方法を用いた検索によりダウンリンクマルチキャリアのキャリアの組合わせを実現する
。
【０００５】
　上記の目的を達成するために、本発明の実施形態では以下の技術的解決策を採用する。
【０００６】
　第１の態様によれば、マルチキャリアのキャリア選択方法が提供される。本方法は、
　受信端に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにお
ける絶対無線周波数チャネル番号ＡＲＦＣＮを取得するステップであって、Ｎは正の整数
であり且つＮ≧２である、ステップと、
　Ｎ個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、無線
ブロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲＦＣと、受信端がサポート可能な最大キ
ャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカー
キャリアのキャリアセットを決定するステップと、
　Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つのキャリア
セットをキャリア選択結果として選択するステップと、
　を含む。
【０００７】
　第１の可能な実施方式では、第１の態様に従って、Ｎ個のキャリアから異なるキャリア
をアンカーキャリアとしてそれぞれ選択するステップは、
　Ｎ個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして用いるステップ、
　を含む。
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【０００８】
　第２の可能な実施方式では、第１の態様に従って、Ｎ個のキャリアから異なるキャリア
をアンカーキャリアとしてそれぞれ選択するステップは、
　所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして順
に用いるステップ、又は、
　所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアから、所定の第１の方向における第１のキ
ャリアを第１のアンカーキャリアとして選択し、第１のアンカーキャリアの検索範囲内で
の検索が終了し、且つ第１のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された後、Ｎ個の
キャリアのうち所定の第１の方向において、第１のアンカーキャリアのキャリアセットの
中で所定の第１の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアを決定し、次のキャリ
アが所定の第１の方向において第１のアンカーキャリアの前に位置する場合、次のキャリ
アを第２のアンカーキャリアとして用いるステップ、
　を含む。
【０００９】
　第３の可能な実施方式では、第２の可能な実施方式に関して、所定の第１の方向は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、又は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの降順方向、又は、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの昇順方向、又は
、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの降順方向
　を含む。
【００１０】
　第４の可能な実施方式では、第２の可能な実施方式又は第３の可能な実施方式に関して
、アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリア所定の第１の方向においてアンカーキ
ャリアに隣接する次のキャリアから、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向の最後のキ
ャリアまでである。
【００１１】
　第５の可能な実施方式では、第１の態様又は第１の可能な実施方式～第４の可能な実施
方式のうちいずれか１つに関して、アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのう
ちアンカーキャリアを除く全てのキャリアを含む。
【００１２】
　第６の可能な実施方式では、第１の態様又は第１の可能な実施方式～第５の可能な実施
方式のうちいずれか１つに関して、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲ
ＦＣと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリア
の検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するステップは
、
　所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第１
のキャリアを順に選択し、第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全ての
キャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小
のＡＲＦＣＮとの差を計算するステップと、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームに
おけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が、受信端によって
サポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲
内での検索を終了し、第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いるス
テップ、又は、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
る最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が、受信端によってサポートされる最大キ
ャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第１のキャリアを第１のセットに追加するステ
ップ、
　を含み、



(8) JP 6173596 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

　第１のセットは少なくともアンカーキャリアを含み、、第１のセット内の全てのキャリ
アの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲ
ＦＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくな
い。
【００１３】
　第７の可能な実施方式では、第１の態様又は第１の可能な実施方式～第６の可能な実施
方式のうちいずれか１つに関して、所定の検索方向は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、又は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの降順方向、又は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの昇順方向、又は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの降順方向、又は、
　アンカーキャリアがＮ個のキャリアのうちｉ番目のキャリアであり、且つアンカーキャ
リアの検索範囲がｉ番目のキャリアを除くＮ個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、
アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にＮ個のキャリアの（ｉ＋１）番目のキャリアか
らＮ個のキャリアのＮ番目のキャリアに向かい、それからＮ個のキャリアの１番目のキャ
リアからＮ個のキャリアの（ｉ-１）番目のキャリアに向かう方向であって、ｉは正の整
数であり且つ１＜ｉ＜Ｎである、方向、
　を含む。
【００１４】
　第８の可能な実施方式では、第１の態様又は第１の可能な実施方式～第７の可能な実施
方式のうちいずれか１つに関して、無線ブロックの各フレームにおけるＮ個のキャリアの
各キャリアのＡＲＦＣと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、
アンカーキャリアの検索範囲で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定
するステップは、
　アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第１のキャリアを選択し、第１
のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フ
レームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差を計算する
ステップと、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が、受信端によってサポ
ートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第１のキャリアを
第１のセットに追加するステップと、
　アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定し、アンカ
ーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカーキャ
リアの検索範囲内の未検索のキャリアから第２のキャリアを選択するか、又は、アンカー
キャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカーキャ
リアの検索範囲内での検索を終了し、第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセット
として用いるステップと、
　を含み、
　第１のセットは少なくともアンカーキャリアを含み、第１のセット内の全てのキャリア
の無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦ
ＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない
。
【００１５】
　第９の可能な実施方式では、第１の態様又は第１の可能な実施方式～第８の可能な実施
方式のうちいずれか１つに関して、Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセット
から少なくとも１つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するステップは、
　受信端に単一チャネルが構成される場合、Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリ
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アセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最小で
あるキャリアセットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択し、若しくは、Ｎ個の
キャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれる
キャリアのキャリアＩＤの和が最大であるキャリアセットを単一チャネルのキャリア選択
結果として選択するステップ、又は、
　受信端に多重チャネルが構成される場合、Ｎ個のキャリアの各アンカーキャリアのキャ
リアセットに含まれるキャリアの数に従って、多重チャネルの各チャネルのキャリア選択
結果を決定するステップ、
　を含む。
【００１６】
　第１０の可能な実施方式では、第１の態様又は第１の可能な実施方式～第８の可能な実
施方式のうちいずれか１つに関して、受信端に多重チャネルが構成される場合、Ｎ個のキ
ャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つのキャリアセットをキ
ャリア選択結果として選択するステップは、
　アンカーキャリアのキャリアセットから、１個のキャリアセットを多重チャネルの第１
のチャネルのキャリア選択結果として選択するステップ、
　を含み、
　Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つのキャリア
セットをキャリア選択結果として選択するステップの後に、当該方法は更に、
　第１のチャネルのキャリア選択結果に含まれるキャリアをＮ個のキャリアから除くこと
によって、Ｍ個のキャリアを取得するステップと、
　Ｍ個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、Ｍ個
のキャリアにおけるアンカーキャリアの第１の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレ
ームにおけるＭ個のキャリアのＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリ
ア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第１の検索範囲内で検索を行い、アンカー
キャリアの第１のキャリアセットを決定するステップと、
　Ｍ個のキャリアのアンカーキャリアの第１のキャリアセットから、１個のキャリアセッ
トを多重チャネルのうち第２のチャネルのキャリア選択結果として選択するステップと、
　を含む。
【００１７】
　第１１の可能な実施方式では、第１の態様又は第１の可能な実施方式～第１０の可能な
実施方式のうちいずれか１つに関して、受信端に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリ
アの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ＡＲＦＣＮを取得
するステップは、
　割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメー
タに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮを計算す
るステップであって、周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケーションセ
ットＭＡ、ホッピングシーケンス番号ＨＳＮ及びモバイル・アロケーション・インデック
ス・オフセットＭＡＩＯを含む、ステップ、又は、
　割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ＡＲＦＣＮを、該任意のキャリア
の各フレームにおけるＡＲＦＣＮとして設定するステップ、
　を含む。
【００１８】
　第１２の可能な実施方式では、第１１の可能な実施方式に関して、ＭＡの数は２以上で
ある。
【００１９】
　第２の態様によれば、マルチキャリアの選択装置が提供される。本装置は、
　受信端に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにお
ける絶対無線周波数チャネル番号ＡＲＦＣＮを取得するように構成される取得ユニットで
あって、Ｎは正の整数であり且つＮ≧２である、取得ユニットと、
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　Ｎ個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、取得ユ
ニットによって取得された、無線ブロックの各フレームにおけるＮ個のキャリアの各キャ
リアのＡＲＦＣと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカ
ーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定する
ように構成される検索ユニットと、
　検索ユニットによって決定されたＮ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセット
から、少なくとも１つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するように構成さ
れる選択ユニットと、
　を有する。
【００２０】
　第１の可能な実施方式では、第２の態様に従って、検索ユニットは、Ｎ個のキャリアの
各キャリアをアンカーキャリアとして用いるように構成されるアンカーキャリア選択モジ
ュールを有する。
【００２１】
　第２の可能な実施方式では、第２の態様に従って、検索ユニットはアンカーキャリア選
択モジュールを有し、アンカーキャリア選択モジュールは、所定の第１の方向に従って、
Ｎ個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして順に用いるように構成されるか、
又は、
　所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアから、所定の第１の方向における第１のキ
ャリアを第１のアンカーキャリアとして選択し、第１のアンカーキャリアの検索範囲内で
の検索が終了し且つ第１のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された後、Ｎ個のキ
ャリアのうち所定の第１の方向において、第１のアンカーキャリアのキャリアセットの中
で所定の第１の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアを決定し、次のキャリア
が所定の第１の方向において第１のアンカーキャリアの前に位置する場合、次のキャリア
を第２のアンカーキャリアとして用いるように構成される。
【００２２】
　第３の可能な実施方式では、第２の可能な実施方式に関して、所定の第１の方向は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、又は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの降順方向、又は、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの昇順方向、又は
、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの降順方向
　を含む。
【００２３】
　第４の可能な実施方式では、第２の可能な実施方式又は第３の可能な実施方式に関して
、アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向においてアン
カーキャリアに隣接する次のキャリアから、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向の最
後のキャリアまでである。
【００２４】
　第５の可能な実施方式では、第２の態様又は第１の可能な実施方式～第４の可能な実施
方式のうちいずれか１つに関して、アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのう
ちアンカーキャリアを除く全てのキャリアを含む。
【００２５】
　第６の可能な実施方式では、第２の態様又は第１の可能な実施方式～第５の可能な実施
方式のうちいずれか１つに関して、検索ユニットは検索モジュールを有する。検索モジュ
ールは、所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアか
ら第１のキャリアを選択し、第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全て
のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最
小のＡＲＦＣＮとの差を計算するように構成され、且つ、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームに
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おけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサ
ポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲内
での検索を終了し、第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いるか、
又は、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポー
トされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第１のキャリアを第１のセット
に追加するように構成され、
　第１のセットは少なくともアンカーキャリアを含み、第１のセット内の全てのキャリア
の無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦ
ＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない
。
【００２６】
　第７の可能な実施方式では、第６の可能な実施方式に関して、所定の検索方向は、アン
カーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、又は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの降順方向、又は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの昇順方向、又は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの降順方向、又は、
　アンカーキャリアがＮ個のキャリアのうちｉ番目のキャリアであり、且つアンカーキャ
リアの検索範囲がｉ番目のキャリアを除くＮ個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、
アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にＮ個のキャリアの（ｉ＋１）番目のキャリアか
らＮ個のキャリアのＮ番目のキャリアに向かい、それからＮ個のキャリアの１番目のキャ
リアからＮ個のキャリアの（ｉ－１）番目のキャリアに向かう方向であって、ｉは正の整
数であり且つ１＜ｉ＜Ｎである、方向、
　を含む。
【００２７】
　第８の可能な実施方式では、第２の態様又は第１の可能な実施方式～第５の可能な実施
方式のうちいずれか１つに関して、検索ユニットは検索モジュールを有する。検索モジュ
ールは、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第１のキャリアを選択し
、第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロック
の各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差を計
算するように構成され、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポー
トされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第１のキャリアをア
ンカーキャリアの第１のセットに追加するように構成され、
　アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定し、アンカ
ーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカーキャ
リアの検索範囲内の未検索のキャリアから第２のキャリアを選択し、又は、アンカーキャ
リアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカーキャリア
の検索範囲内での検索を終了し、第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとし
て用いるように構成され、
　第１のセットは少なくともアンカーキャリアを含み、第１のセット内の全てのキャリア
の無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦ
ＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない
。
【００２８】
　第９の可能な実施方式では、第２の態様又は第１の可能な実施方式～第８の可能な実施
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方式のうちいずれか１つに関して、選択ユニットは、受信端に単一チャネルが構成される
場合、検索ユニットによって決定されたＮ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセ
ットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最小である
キャリアセットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択し、若しくは、アンカーキ
ャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアＩ
Ｄの和が最大であるキャリアセットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択するよ
うに構成され、又は、
　受信端に多重チャネルが構成される場合、検索ユニットによって決定されたＮ個のキャ
リアの各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアの数と、Ｎ個のキャリア
の各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアのキャリアＩＤの和とに従っ
て、多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果を決定するように構成される。
【００２９】
　第１０の可能な実施方式では、第２の態様又は第１の可能な実施方式～第８の可能な実
施方式のうちいずれか１つに関して、受信端に多重チャネルが構成される場合、選択ユニ
ットは、
　検索ユニットによって決定されたＮ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセット
から、１個のキャリアセットを多重チャネルの第１のチャネルのキャリア選択結果として
選択し、第１のチャネルのキャリア選択結果を検索ユニットに送信するように構成され、
　検索ユニットは更に、
　選択ユニットによって選択された第１のチャネルのキャリア選択結果のキャリアをＮ個
のキャリアから除くことによって、Ｍ個のキャリアを取得するように構成され、且つ、
　Ｍ個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、Ｍ個
のキャリアにおけるアンカーキャリアの第１の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレ
ームにおけるＭ個のキャリアのＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリ
ア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第１の検索範囲内で検索を行い、アンカー
キャリアの第１のキャリアセットを決定するように構成され、
　選択ユニットは更に、検索ユニットによって決定されたＭ個のキャリアのアンカーキャ
リアの第１のキャリアセットから、１個のキャリアセットを多重チャネルのうち第２のチ
ャネルのキャリア選択結果として選択するように構成される。
【００３０】
　第１１の可能な実施方式では、第２の態様又は第１の可能な実施方式～第１０の可能な
実施方式のうちいずれか１つに関して、取得ユニットは、具体的には、
　割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメー
タに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮを計算す
るように構成され、周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケーションセッ
トＭＡ、ホッピングシーケンス番号ＨＳＮ及びモバイル・アロケーション・インデックス
・オフセットＭＡＩＯを含み、又は、
　割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ＡＲＦＣＮを、該任意のキャリア
の各フレームにおけるＡＲＦＣＮとして設定するように構成される。
【００３１】
　第１２の可能な実施方式では、第２の態様の第１１の可能な実施方式に関して、ＭＡの
数は２以上である。
【００３２】
　本発明の実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法及び装置を提供する。受信端
に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対
無線周波数チャネル番号ＡＲＦＣＮが取得され、異なるキャリアがアンカーキャリアとし
て選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲＦＣと、受信端がサポ
ート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、各アンカーキャリアの検索範囲内で検索
が行われて、各アンカーキャリアのキャリアセットが決定され、Ｎ個のキャリアの全ての
アンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つのキャリアセットがキャリア選
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択結果として選択される。従来技術の総当たり方法と比較すると、本発明の実施形態では
、所定の規則に従ってアンカーキャリアの選択が行われ、アンカーキャリアのキャリアセ
ットが決定され、アンカーキャリアのキャリアセットからキャリア選択結果が選択される
。よって、複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、ダウンリンクマルチキャリアの
キャリアの組合わせの取得が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　本発明の実施形態又は従来技術における技術的解決策をより明確に説明するために、以
下簡単に、実施形態又は従来技術の説明に必要な添付の図面を紹介する。当然ながら、以
下の説明において、添付の図面は本発明の一部の実施形態を示すものに過ぎない。当業者
であれば、これらの添付の図面から創意工夫なく他の図面から更に導出できるであろう。
【図１】フレームの構造図である。
【図２】本発明の実施形態に係るマルチキャリアのキャリア選択方法のフローチャートで
ある。
【図３Ａ】本発明の実施形態に係る受信端の異なる構成の概略図である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態に係る受信端の異なる構成の概略図である。
【図４】本発明の実施形態に係る、マルチキャリアの別のキャリア選択方法のフローチャ
ートである。
【図５】本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法のフローチャ
ートである。
【図６】本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法のフローチャ
ートである。
【図７】本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法のフローチャ
ートである。
【図８】本発明の実施形態に係る、マルチキャリアのキャリア選択装置の装置構造概略図
である。
【図９】本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択装置の装置構造概
略図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択装置の装置構造
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明の実施形態において添付の図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解
決策を明確且つ完全に説明する。当然ながら、説明される実施形態は本発明の実施形態の
一部であって全部ではない。当業者が本発明の実施形態に基づいて創意工夫なく得た他の
実施形態は、全て本発明の保護範囲に包含されるものとする。
【００３５】
　本発明の実施形態で提供されるマルチキャリアの選択方法は、ＧＥＲＡＮシステムに適
用可能である。ＧＥＲＡＮシステム基地局は、多重キャリアを用いて１つの端末と通信す
ることができる。留意すべきこととして、ここでのマルチキャリアは連続周波数の複数の
キャリアではなく、分離された絶対無線周波数チャネル番号（Absolute　Radio　Frequen
cy　Channel　Number、略称ＡＲＦＣＮ）（周波数ホッピングが実行されない場合）又は
モバイル・アロケーション・インデックス・オフセット（Mobile　Allocation　Index　O
ffset、略称ＭＡＩＯ）、モバイル無線周波数チャネルアロケーションセット（Mobile　A
llocation、略称ＭＡ）及びホッピングシーケンス番号（Hopping　Sequence　Number、略
称ＨＳＮ）（周波数ホッピングが実行される場合）に割り当てられる、分離された周波数
リソースであってよい。
【００３６】
　図１を参照する。図１は、ＧＥＲＡＮのＰＳドメインにおけるＰＤＣＨチャネルのマル
チフレームの構造概略図である。図に示されるように、ＧＥＲＡＮのＰＳドメインにおけ
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る４個の連続フレーム（又はタイムスロット、又はバースト）は、１個の無線ブロック（
図中Ｂで示される）を構成し、データの符号化及び復号化は無線ブロック単位で実行され
る。ＤＬＭＣについて、端末がサポートする最大キャリア周波数間隔の制限により、各無
線ブロック周期において、一部のキャリア上のデータを受信できないという状況が生じ得
る。例えば、端末によってサポートされる最大キャリア周波数間隔が２５である（ＡＲＦ
ＣＮの数を単位とする：各ＡＲＦＣＮは２００ｋＨｚであり、この場合、端末によってサ
ポートされる最大キャリア周波数間隔帯域幅は２００＊２５＝５ＭＨｚである）場合、フ
レームにおいて、３個のキャリアはＡＲＦＣＮがそれぞれ３５、４５、７０である周波数
チャネル番号に対応しており、最大キャリア周波数間隔は３５であり、端末によってサポ
ートされる最大キャリア周波数間隔を超える。この場合、データが該３個のキャリアで伝
送される場合、端末は一部のキャリアのデータを受信することができる。
【００３７】
　この場合、送信端及び受信端が統一されたキャリアを用いてそれぞれデータ伝送を実行
できるように、方法を採用することができる。例えば、送信端は一部のキャリアを送信用
に選択することができ、これに応じて、受信端は該一部のキャリアのみを監視して、無線
ブロックが存在するか否かを検出する。
【００３８】
　本発明の実施形態は、マルチキャリアの選択方法及び装置を提供する。本発明の実施形
態で提供されるマルチキャリア選択方法は、送信端及び受信端に適用可能であり、更に、
キャリアで周波数ホッピングが実行される状況及びキャリアで周波数ホッピングが実行さ
れない状況に適用可能であり得る。本発明の実施形態で提供されるマルチキャリアの選択
装置は、送信端及び受信端に配置されてよい。
【００３９】
　端末（例えば携帯電話）によるマルチキャリア信号の送信の複雑性を考慮して、一般に
、マルチキャリアに基づく伝送技術は、主にダウンリンクデータの送信に採用される。本
発明の実施形態では、単にダウンリンクキャリア選択を例として説明する。
【００４０】
　図２を参照する。図２は、本発明の実施形態に係るマルチキャリアの選択方法を示す。
図に示されるように、本方法は以下のステップを含んでよい。
【００４１】
　２０１．受信端に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレ
ームにおける絶対無線周波数チャネル番号ＡＲＦＣＮを取得する。Ｎは正の整数であり、
且つＮ≧２である。
【００４２】
　任意に、ＡＲＦＣＮを取得する方式は、キャリアで周波数ホッピングが実行される状況
と、キャリアで周波数ホッピングが実行されない状況とに従って、異なる場合がある。
【００４３】
　例えば、周波数ホッピングが実行されないキャリアでは、ＡＲＦＣＮは割当てメッセー
ジにおいて直接指定される。キャリアのＡＲＦＣＮは割当てメッセージに従って直接取得
されてよく、周波数ホッピングが実行されないキャリアの全てのフレームのＡＲＦＣＮは
等しい。
【００４４】
　周波数ホッピングが実行されるキャリアでは、無線ブロックの各フレームにおけるＡＲ
ＦＣＮは、割当てメッセージに含まれる周波数パラメータに従って計算されてよい。周波
数パラメータはＭＡ、ＨＳＮ及びＭＡＩＯを含む。具体的なアルゴリズムは、規格に規定
される、周波数パラメータと現在のフレーム番号ＦＮとを用いてＡＲＦＣＮを計算するア
ルゴリズムであってよい。例えば、規格プロトコル３ＧＰＰ　ＴＳ４５．００５に従う周
波数ホッピングアルゴリズムであってよい。ここでは詳細の説明を省略する。
【００４５】
　上記のＭＡの数は２以上であってよい。すなわち、本発明の本実施形態では、本方法は
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、１個のＭＡの場合に適用されてよく、或いは、複数のＭＡの場合に適用されてよい。例
えば、割当てメッセージが２つのグループの周波数リソースパラメータを搬送する場合で
あって、第１のグループの周波数リソースパラメータがＭＡ１＝｛１、７、１３、１９、
２５｝、ＨＳＮ１＝１０、ＭＡＩＯ１＝｛０、１、３、４｝であり、且つ第２のグループ
の周波数リソースパラメータがＭＡ２＝｛３、９、１５、２１、２７｝、ＨＳＮ２＝１０
、ＭＡＩＯ２＝｛２、３、５｝である場合、該２つのグループの周波数リソースパラメー
タに対応する全てのキャリアが、ステップ２０１におけるＮ個のキャリアとして用いられ
てよい。複数のＭＡの状況での実行プロセスは１個のＭＡの状況と同じであり、本発明の
目的の達成には影響しない。したがって、本発明の本実施形態は、ＭＡの数を限定しない
。
【００４６】
　２０２．Ｎ個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し
、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲＦＣと、受信端がサポート可能な
最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、ア
ンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
【００４７】
　任意に、Ｎ個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとして選択する工程は
、具体的には、以下の方式のうちいずれか１つで実行されてよい。
【００４８】
　方式１：Ｎ個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして用いる。
【００４９】
　方式１では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて１回の検索を行う。各キャリ
アをアンカーキャリアとして用いて１回の検索を行うことが保証されるという条件で、キ
ャリアをアンカーキャリアとして用いる順序は変更されてよい、。この方式では検索回数
が比較的大きく、単一ユーザーシナリオではキャリア選択性能が比較的望ましい。
【００５０】
　方式２：所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアの各キャリアを順にアンカーキャ
リアとして用いる。
【００５１】
　方式２では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて１回の検索を行う。方式２は
、全てのキャリアを特定の順序でアンカーキャリアとして用いるという点で、方式１と異
なる。本発明の本実施形態では、所定の第１の方向について具体的な限定は設定しない。
例えば、所定の第１の方向は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、又は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの降順方向、又は、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの昇順方向、又は
、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの降順方向
　を含んでよい。
【００５２】
　上記のキャリアＩＤは、ネットワーク側で構成されるキャリア番号であってよく、或い
は、ＭＡＩＯセットのＭＡＩＯのサイズに従ってソートした後に決定されるキャリアＩＤ
であってよい。例えば、ＭＡＩＯ＝｛０、３、２｝であり、且つネットワーク側で構成さ
れた対応するキャリア番号が｛０、１、２｝である場合、ＭＡＩＯ値の昇順でソートが実
行された後、キャリア番号｛０、２、１｝に対応するキャリアＩＤ｛０、１、２｝が得ら
れる。
【００５３】
　方式３：所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアから、所定の第１の方向における
第１のキャリアが第１のアンカーキャリアとして選択される。第１のアンカーキャリアの
検索範囲内での検索が終了し且つ第１のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された
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後、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向において、第１のアンカーキャリアのキャリ
アセットの中で所定の第１の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアが決定され
る。次のキャリアが所定の第１の方向において第１のアンカーキャリアの前に位置する場
合、次のキャリアは第２のアンカーキャリアとして用いられる。
【００５４】
　所定の第１の方向についての説明は、方式２の所定の第１の方向についての説明と一致
するので、詳細の説明を省略する。
【００５５】
　上記の方式３では、アンカーキャリアとして選択されるキャリアの数が低減され、計算
の複雑性が著しく低減される。
【００５６】
　アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全ての
キャリアを含んでよい。
【００５７】
　任意に、アンカーキャリアを選択する上記の方式２及び方式３について、アンカーキャ
リアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向においてアンカーキャリアに
隣接する次のキャリアから、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向の最後のキャリアま
でであってよく、これによりアンカーキャリアの検索範囲が狭まり、複雑性が更に低減さ
れる。
【００５８】
　無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲＦＣと、受信端がサポート可能な
最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、ア
ンカーキャリアのキャリアセットを決定するステップの詳細については、本実施形態の第
１の実施シナリオの実施方式及び第２の実施シナリオの実施方式を参照することができる
。
【００５９】
　２０３．Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つの
キャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
【００６０】
　具体的には、受信端に単一チャネルが構成される場合、Ｎ個のキャリアのアンカーキャ
リアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含む１個のキャリアセットが単一チャネ
ルのキャリア選択結果として選択されてよい。最大数のキャリアを含むキャリアセットが
少なくとも２個存在する場合、単一チャネルのキャリア選択結果は、該少なくとも２個の
キャリアセットに含まれるキャリアのキャリアＩＤの和に従って決定されてよい。例えば
、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最小であるキャリアセットが選択され、或いは
、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最大であるキャリアセットが選択される。加え
て、アンカーキャリアが所定の第１の方向に従って選択されているとき、最初に出現し最
大数のキャリアを含むキャリアセットが単一チャネルのキャリア選択結果として用いられ
てもよい。ここでは限定されない。
【００６１】
　受信端に多重チャネルが構成される場合、多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結
果は、Ｎ個のキャリアの各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアの数に
従って決定される。
【００６２】
　例えば、アンカーキャリアのキャリアセットのうち最大数のキャリアを含むキャリアセ
ットが第１のチャネルに割り当てられ、残りのキャリアセットのうち最大数のキャリアを
含むキャリアセットが第２のチャネルに割り当てられる。加えて、最大数のキャリアを含
むキャリアセットが少なくとも２個存在する場合、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和
に従って割当てが実行されてよい。又は、アンカーキャリアが所定の第１の方向に従って
選択されている場合、キャリアセットが出現する順序で割当てが実行されてよい。例えば
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、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが第１のチャネルに割り当てられ
る。詳細の説明は省略する。
【００６３】
　別の例として、Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットの中に、同じ最大
数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも２つ存在する場合、デュアル受信チャネ
ルを構成された受信端では、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最小であり且つ最大
数のキャリアを含む２つのキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。又は、
同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも２つ存在しない場合、最大数の
キャリアを含むキャリアセットと、２番目に最大数のキャリアを含むキャリアセットとが
、キャリア選択結果として選択される。
【００６４】
　任意に、受信端の異なるチャネル構成について、ステップ２０２の検索方式がフレキシ
ブルに活用されてよい。例えば、単一チャネルを構成された受信端では、ステップ２０２
の検索方式で直接的に１回の検索が実行される。多重チャネルを構成され複数の周波数帯
域での連続受信（inter-band　receiptionとも呼ばれる）をサポートする受信端について
、図３Ａを参照すると、異なるＭＡのキャリア割当てシナリオでは、異なる周波数帯域の
キャリアセット結果を得るために、ステップ２０２を実行することにより別々にキャリア
選択を実行すればよい。例えば、ＭＡ１＝｛１、１０、１９、２８、３７、４６｝（周波
数帯域１に属する）であり、ＭＡ２＝｛５１２、５２１、５３０、５３９、５４８｝であ
る（周波数帯域２に属する）場合（周波数チャネル番号１～１２４は周波数帯域１に属し
、周波数チャネル番号５１２～８８５は周波数帯域２に属する）、異なるＭＡに対応する
割り当てられるキャリアについて、異なる周波数帯域についてＡＲＦＣＮの表が別々にリ
スト化され、ステップ２０２を実行することにより別々に検索が実行されて、各周波数帯
域での検索後に得られるキャリアセットが取得され、各周波数帯域のキャリアセットから
、１個のキャリアセットが最終的なキャリアセット結果として選択される。
【００６５】
　本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリ
アがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアの
ＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全て
のアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って１以
上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複雑性が比較的低い
方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の
複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
【００６６】
　任意に、第１の実施シナリオでは、ステップ２０２において、無線ブロックの各フレー
ムにおける各キャリアのＡＲＦＣと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔と
に従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリア
セットを決定するステップは、
　所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第１
のキャリアを選択し、第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャ
リアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡ
ＲＦＣＮとの差を計算するステップと、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームに
おけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が、受信端によって
サポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲
内での検索を終了し、第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いるス
テップ、又は、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が、受信端によってサポ
ートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第１のキャリアを第１のセッ
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トに追加するステップと、
　を含む。
【００６７】
　第１のセットは、少なくともアンカーキャリアを含む。第１のセット内の全てのキャリ
アの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲ
ＦＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくな
い。
【００６８】
　所定の検索方向は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの降順方向、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの昇順方向、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの降順方向、及び、
　アンカーキャリアがＮ個のキャリアのうちｉ番目のキャリアであり、且つアンカーキャ
リアの検索範囲がｉ番目のキャリアを除くＮ個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、
アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にＮ個のキャリアの（ｉ＋１）番目のキャリアか
らＮ個のキャリアのＮ番目のキャリアに向かい、それからＮ個のキャリアの１番目のキャ
リアからＮ個のキャリアの（ｉ－１）番目のキャリアに向かう方向であって、ｉは正の整
数であり且つ１＜ｉ＜Ｎである、方向、
　のうちいずれか１つであってよい。
【００６９】
　ｉ番目のキャリアは、具体的には、キャリアＩＤでソートした後のｉ番目のキャリアで
あってよく、或いは、ＡＲＦＣＮでソートした後のｉ番目のキャリアであってよく、ここ
では限定されない。
【００７０】
　上記の第１の実施シナリオでは、アンカーキャリアの検索範囲内で検索が実行されてい
る場合、検索終了フラグは、任意にフレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣ
Ｎとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいことであ
る。したがって、アンカーキャリアの検索範囲内のキャリアが常に検索によって取得でき
るわけではなく、検索プロセスが単純である。
【００７１】
　任意に、第２の実施シナリオでは、ステップ２０２において、無線ブロックの各フレー
ムにおける各キャリアのＡＲＦＣと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔と
に従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行ってアンカーキャリアのキャリアセ
ットを決定するステップは、
　アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第１のキャリアを選択し、第１
のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フ
レームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差を計算する
ステップと、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が、受信端によってサポ
ートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第１のキャリアを
第１のセットに追加するステップと、
　アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定し、アンカ
ーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカーキャ
リアの検索範囲内の未検索のキャリアから第２のキャリアを選択するか、又は、アンカー
キャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカーキャ
リアの検索範囲内での検索を終了し、第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセット
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として用いるステップと、
　を含む。
【００７２】
　第１のセットは、少なくともアンカーキャリアを含む。第１のセット内の全てのキャリ
アの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲ
ＦＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくな
い。
【００７３】
　上記の第２の実施シナリオでは、アンカーキャリアの検索範囲内で検索が実行されてい
る場合、任意にフレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端に
よってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアにつ
いて実行される検索は終了しない。代わりに、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索の
キャリアから次のキャリアが更に選択されて計算が行われる。したがって、アンカーキャ
リアの検索範囲内のキャリアを検索で取得することができる。検索プロセスは第１の実施
方式の検索プロセスよりも複雑であるが、単一ユーザーシナリオでは、得られるキャリア
選択性能は、上記の第１の実施方式での性能よりも望ましい。
【００７４】
　任意に、第３の実施シナリオでは、受信端に多重チャネルが構成される場合、ステップ
２０３において、Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも
１つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するステップは、具体的には、
　アンカーキャリアのキャリアセットから、１個のキャリアセットを多重チャネルの第１
のチャネルのキャリア選択結果として選択するステップ、
　を含んでよい。
【００７５】
　ステップ２０３の後、本方法は更に、
　第１のチャネルのキャリア選択結果に含まれるキャリアをＮ個のキャリアから除くこと
によって、Ｍ個のキャリアを取得するステップと、
　Ｍ個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、Ｍ個
のキャリアにおけるアンカーキャリアの第１の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレ
ームにおけるＭ個のキャリアのＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリ
ア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第１の検索範囲内で検索を行い、アンカー
キャリアの第１のキャリアセットを決定するステップと、
　Ｍ個のキャリアのアンカーキャリアの第１のキャリアセットから、１個のキャリアセッ
トを多重チャネルのうち第２のチャネルのキャリア選択結果として選択するステップと、
　を含む。
【００７６】
　具体的には、多重チャネルが構成された受信端では、受信端が多重チャネルを用いて１
つの周波数帯域で非連続受信を実行する場合、ステップ２０２に従って、該周波数帯域で
１回の検索が実行される。受信チャネルの数と同じ数のキャリアセットが選択されるか、
或いは、受信チャネルの数に従って複数回の検索が実行される。
【００７７】
　例えば、図３Ｂを参照すると、受信端はデュアルチャネルを構成され、１個の周波数帯
域で非連続受信を実行し（図中、ＧＳＭ９００周波数帯域を例に用いる）、これはintra-
band　non-contiguous receptionとも呼ばれる。以下のキャリア選択方法を採用すること
ができる。
【００７８】
　複数回の検索が実行され、各検索後に得られるアンカーキャリアのキャリアセットから
、１個のキャリアセットが多重チャネルの１個のチャネルのキャリア選択結果として選択
される。
【００７９】
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　具体的には、１回目の検索の終了後、キャリア選択結果は、２回目のキャリア検索の初
期のキャリアセットから排除される。
【００８０】
　例えば、割り当てられるキャリアＩＤが１～６であり、１回目の検索の対象となるキャ
リアが全てのキャリアすなわちキャリア１～キャリア６である場合、１回目の検索の検索
結果は｛キャリア１、キャリア２｝であり、これが第１の受信チャネルのキャリア選択結
果として用いられる。２回目の検索では、割り当てられるキャリアセットからキャリア１
及びキャリア２を排除し、キャリア３～キャリア６のみに対して検索を実行する。２回目
の検索の検索結果は、第２の受信チャネルのキャリア選択結果として用いられる。
【００８１】
　以下、いくつかの具体的な実施形態を用いて、図２に示される方法実施形態を詳細に説
明する。
【００８２】
　実施形態１
　図４を参照する。図４は、本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選
択方法を示す。本方法は、以下のステップを含んでよい。
【００８３】
　４０１．割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数
パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮ
を計算する。周波数パラメータは、ＭＡ、ＨＳＮ及びＭＡＩＯを含む。
【００８４】
　例えば、ネットワークが端末に割り当てるＭＡは｛１、１０、１９、２８、３７、４６
、５５、６４、７３、８２｝であり、ＡＲＦＣＮ間の間隔は９であり、ネットワークが端
末に割り当てるＨＳＮは１０であり、キャリア（ＭＡＩＯによって示される）セットは｛
０、２、３、４、６、７｝であり、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間
隔は２５である。全てのキャリアが付番される。留意すべきこととして、キャリアＩＤと
ＭＡＩＯ値の間には強い関連はなく、すなわち、任意のＭＡＩＯ値に対応するキャリアが
キャリア１として付番されてよい。これは、別のキャリアＩＤとＭＡＩＯとの対応でも同
様である。説明を簡潔にするために、ＭＡＩＯが順に０、２、３、４、６、７と付番され
るキャリアを、ここではキャリア１、キャリア２、キャリア３、キャリア４、キャリア５
、キャリア６と付番する。
【００８５】
　無線ブロックの各フレームにおける全てのキャリアの計算されたＡＲＦＣＮを表１に示
す。
【００８６】
【表１】

　４０２．所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアから、所定の第１の方向での第１
のキャリアを第１のアンカーキャリアとして選択する。
【００８７】
　本実施形態では、アンカーキャリアの選択は、図２に示される方法実施形態の方式２で
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実行される。すなわち、所定の第１の方向に従って、Ｎ個（Ｎ＝６）のキャリアの全ての
キャリアが順にアンカーキャリアとして用いられる。所定の第１の方向は、
　Ｎ個（Ｎ＝６）のキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、すなわち、キャリア１→キャリ
ア２→キャリア３→キャリア４→キャリア５→キャリア６の方向、又は、
　Ｎ個（Ｎ＝６）のキャリアのキャリアＩＤの降順方向、すなわち、キャリア６→キャリ
ア５→キャリア４→キャリア３→キャリア２→キャリア１の方向、又は、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個（Ｎ＝６）のキャリアのＡＲＦＣＮの昇順
方向（６個のキャリアが第１のフレーム（表１を参照、ＦＮ＝１）に含まれる場合を例と
して説明する。表１を参照すると分かるように、第１のフレームにおける６個のキャリア
のＡＲＦＣＮの昇順方向は、キャリア１→キャリア２→キャリア３→キャリア４→キャリ
ア５→キャリア６の方向であり、本実施形態では１個のＭＡしか存在しないので、キャリ
アＩＤの昇順方向は、無線ブロックの任意のフレームにおける６個のキャリアのＡＲＦＣ
Ｎの昇順方向と一致し得る）、又は、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個（Ｎ＝６）のキャリアのＡＲＦＣＮの降順
方向（６個のキャリアが第１のフレーム（表１を参照、ＦＮ＝１）に含まれる場合を例と
して説明する。表１を参照すると分かるように、第１のフレームにおける６個のキャリア
のＡＲＦＣＮの降順方向は、キャリア６→キャリア５→キャリア４→キャリア３→キャリ
ア２→キャリア１の方向であり、本実施形態では１個のＭＡしか存在しないので、キャリ
アＩＤの昇順方向は、無線ブロックの任意のフレームにおける６個のキャリアのＡＲＦＣ
Ｎの昇順方向と一致し得る）、
　を含んでよい。
【００８８】
　本実施形態では、所定の第１の方向は、具体的には、Ｎ個（Ｎ＝６）のキャリアのキャ
リアＩＤの昇順方向である。すなわち、キャリア１、キャリア２、キャリア３、キャリア
４、キャリア５及びキャリア６が別々に順にアンカーキャリアとして用いられる。
【００８９】
　本実施形態では、キャリア１が最初にアンカーキャリアとして選択される。
【００９０】
　４０３．所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリア
から第１のキャリアを選択する。
【００９１】
　アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向においてアン
カーキャリアに隣接する次のキャリアから、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向の最
後のキャリアまでであってよい。
【００９２】
　例えば、キャリア１をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア１に対応す
る検索範囲は、キャリア２、キャリア３、キャリア４、キャリア５及びキャリア６を含む
。キャリア２をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア２に対応する検索範
囲は、キャリア３、キャリア４、キャリア５及びキャリア６を含む。キャリア３をアンカ
ーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア３に対応する検索範囲は、キャリア４、キ
ャリア５及びキャリア６を含む。別のアンカーキャリアの検索範囲はアナログで取得され
る。
【００９３】
　アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全ての
キャリアであってもよい。
【００９４】
　例えば、キャリア１をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア１に対応す
る検索範囲は、キャリア２、キャリア３、キャリア４、キャリア５及びキャリア６を含む
。キャリア２をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア２に対応する検索範
囲は、キャリア３、キャリア４、キャリア５、キャリア６及びキャリア１を含む。キャリ
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ア３をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア３に対応する検索範囲は、キ
ャリア４、キャリア５、キャリア６、キャリア１及びキャリア２を含む。別のアンカーキ
ャリアの検索範囲はアナログで取得される。
【００９５】
　任意に、所定の検索方向は以下のうちいずれか１つであってよい。
【００９６】
　ａ．アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの昇順方向：表１
に示される６個のキャリアを例として説明する。例えば、キャリア３に対応する検索範囲
がキャリア４、キャリア５及びキャリア６を含む場合、キャリア３に対応する検索範囲内
で検索が実行されているとき、所定の検索方向はキャリア４→キャリア５→キャリア６の
方向である。キャリア４に対応する検索範囲がキャリア５、キャリア６、キャリア１、キ
ャリア２及びキャリア３を含む場合、キャリア４に対応する検索範囲内で検索が実行され
ているとき、所定の検索範囲はキャリア５→キャリア６の方向である。
【００９７】
　ｂ．アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの降順方向：表１
に示される６個のキャリアを例として説明する。例えば、キャリア３に対応する検索範囲
がキャリア２及びキャリア１を含む場合、キャリア３に対応する検索範囲内で検索が実行
されているとき、所定の検索方向はキャリア２→キャリア１の方向である。キャリア４に
対応する検索範囲がキャリア３、キャリア２、キャリア１、キャリア６及びキャリア５を
含む場合、キャリア４に対応する検索範囲内で検索が実行されているとき、所定の検索範
囲はキャリア３→キャリア２→キャリア１の方向である。
【００９８】
　ｃ．アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレーム
におけるＡＲＦＣＮの昇順方向：原理及び実施方式が方式ａと類似するので、ここでは詳
細の説明を省略する。
【００９９】
　ｄ．アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレーム
におけるＡＲＦＣＮの降順方向：原理及び実施方式が方式ｂと類似するので、ここでは詳
細の説明を省略する。
【０１００】
　ｅ．アンカーキャリアがＮ個のキャリアのうちｉ番目のキャリアであり、且つ、アンカ
ーキャリアの検索範囲がｉ番目のキャリアを除くＮ個のキャリアの全てのキャリアを含む
場合、アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にＮ個のキャリアの（ｉ＋１）番目のキャ
リアからＮ個のキャリアのＮ番目のキャリアに向かい、それからＮ個のキャリアの１番目
のキャリアからＮ個のキャリアの（ｉ－１）番目のキャリアに向かう方向。ｉは正の整数
であり、且つ１＜ｉ＜Ｎである。
【０１０１】
　例えば、キャリア２をアンカーキャリアとして検索に用い、且つキャリア２に対応する
検索範囲がキャリア３、キャリア４、キャリア５、キャリア６及びキャリア１を含む場合
、所定の検索方向はキャリア３→キャリア４→キャリア５→キャリア６→キャリア１であ
る。
【０１０２】
　ｉ番目のキャリアは、具体的には、キャリアＩＤでソートした後のｉ番目のキャリアで
あってよく、或いはＡＲＦＣＮでソートした後のｉ番目のキャリアであってよい。
【０１０３】
　本実施形態では、具体的には、アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうち
所定の第１の方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、Ｎ個のキャリ
アのうち所定の第１の方向の最後のキャリアまでである。すなわち、キャリアＩＤの昇順
方向に従って、アンカーキャリア（キャリア１）の検索範囲（キャリア２、キャリア３、
キャリア４、キャリア５及びキャリア６を含む）内の未検索のキャリアから、第１のキャ



(23) JP 6173596 B2 2017.8.2

10

20

30

40

リアが順に選択される。したがって、最初にキャリア２が第１のキャリアとして選択され
る。
【０１０４】
　４０４．第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャリアの無線
ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮと
の差を計算する。
【０１０５】
　上記の第１のセットは、少なくともアンカーキャリアを含む。第１のセット内の全ての
キャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小
のＡＲＦＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大
きくない。
【０１０６】
　初期状態では、アンカーキャリア（キャリア１）の第１のセットはアンカーキャリア（
キャリア１）のみを含み、計算結果は表２に示されるものであってよい。
【０１０７】
【表２】

　“ＡＮＣＨＯＲ”はアンカーキャリアを示し、“ＭＩＮ”はＦＮに対応する最小のＡＲ
ＦＣＮを示し、“ＭＡＸ”はＦＮに対応する最大のＡＲＦＣＮを示し、“ＤＥＬＴＡ”は
ＦＮに対応する最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差を示す。
【０１０８】
　留意すべきこととして、アンカーキャリアの第１のセットにアンカーキャリアしかない
状況では、単一キャリアで受信帯域幅の要件を満たすことができるので、実際には計算は
不要である。ここで、表２は、本発明の実施原理をより明確に説明するために用いられる
に過ぎない。
【０１０９】
　そして、第１のキャリア（この状況ではキャリア２）とアンカーキャリアの第１のセッ
ト（この状況では｛キャリア１｝）の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち、最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が計算される。計算結
果は表３に示される。
【０１１０】
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【表３】

　４０５．無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの
差が受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔よりも大きくないか否かを判定する
。無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信
端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくないと判定された場合、
ステップ４０６を実行する。又は、無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮ
と最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔より
も大きいと判定された場合、ステップ４０７を実行する。
【０１１１】
　例えば、ステップ４０４の計算結果に従って、第１のキャリアがキャリア２であり、且
つアンカーキャリアの第１のセットがキャリア１のみを含む場合、４個のフレームの各フ
レームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は１８であ
り、受信端の帯域幅２５よりも小さいので、ステップ４０６が実行される。
【０１１２】
　４０６．第１のキャリアをアンカーキャリアの第１のセットに追加し、ステップ４０３
～ステップ４０５を繰り返す。
【０１１３】
　第１のキャリア（キャリア２）がアンカーキャリアの第１のセットに追加され、この場
合、アンカーキャリアの第１のセットは｛キャリア１、キャリア２｝である。第１のキャ
リアとしてキャリア３が更に選択され、キャリア３とアンカーキャリアの第１のセット｛
キャリア１、キャリア２｝の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦ
ＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が計算される。計算結果は表４に
示される。
【０１１４】
【表４】

　例えば、第１のキャリアがキャリア３であり、且つアンカーキャリアの第１のセットが
｛キャリア１、キャリア２｝である場合、４個のフレームの各フレームにおけるＡＲＦＣ
Ｎのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は２７であり、受信端の帯域幅２５
よりも大きいので、ステップ４０７が実行される。
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【０１１５】
　４０７．アンカーキャリアの検索範囲内の検索を終了し、アンカーキャリアの第１のセ
ットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いる。
【０１１６】
　ステップ４０６によれば、第１のキャリアがキャリア３であるとき、４個のフレームの
各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信
端の帯域幅２５よりも大きい。したがって、アンカーキャリア（キャリア１）の検索範囲
内での検索を終了し、アンカーキャリアの第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセ
ットとして用いて、アンカーキャリア１に対応するキャリアセット｛キャリア１、キャリ
ア２｝を取得する。
【０１１７】
　４０８．所定の第１の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に
位置するキャリアを、次のアンカーキャリアとして選択する。
【０１１８】
　例えば、現在のアンカーキャリアがキャリア１である場合、キャリア２が次のアンカー
キャリアとして用いられる。
【０１１９】
　４０９．ステップ４０３～ステップ４０８を繰り返して、次のアンカーキャリアのキャ
リアセットを決定する。
【０１２０】
　例えば、ステップ４０３～ステップ４０８によれば、キャリア２がアンカーキャリアで
あるときのアンカーキャリアのキャリアセットは｛キャリア２、キャリア３、キャリア４
｝であり、キャリア６がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセッ
トは｛キャリア６｝であることが分かる。
【０１２１】
　４１０．Ｎ個のキャリアの中に、所定の第１の方向においてアンカーキャリアに隣接し
アンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在するか否かを判定する。Ｎ個のキャリア
の中に、所定の第１の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位
置するキャリアが存在する場合、ステップ４１１を実行する。、又は、Ｎ個のキャリアの
中に、所定の第１の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置
するキャリアが存在しない場合、ステップ４１２を実行する。
【０１２２】
　４１１．ステップ４０８～ステップ４１０を繰り返して、各アンカーキャリアのキャリ
アセットを決定する。
【０１２３】
　４１２．Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つの
キャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
【０１２４】
　キャリア選択結果として、最大数のキャリアを含むキャリアセットが選択されてよい。
ステップ４０９の結果によれば、最終的なキャリア選択結果は｛キャリア２、キャリア３
、キャリア４｝である。
【０１２５】
　本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリ
アがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアの
ＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全て
のアンカーキャリアのキャリアセットが順に決定され、全てのアンカーキャリアのキャリ
アセットから１以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複
雑性が比較的低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され
、総当たり方法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
【０１２６】
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　実施形態２
　図５を参照する。図５は、本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選
択方法を示す。本方法は、以下のステップを含んでよい。
【０１２７】
　５０１．割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数
パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮ
を計算する。周波数パラメータは、ＭＡ、ＨＳＮ及びＭＡＩＯを含む。
【０１２８】
　本実施形態の例示的なパラメータは実施形態１と同じである。
【０１２９】
　５０２．所定の第１の方向での第１のキャリアをアンカーキャリアとして選択する。
【０１３０】
　例えば、所定の第１の方向がＮ個（Ｎ＝６）のキャリアのキャリアＩＤの昇順方向であ
る場合、すなわち、キャリア１→キャリア２→キャリア３→キャリア４→キャリア５→キ
ャリア６の方向である場合、キャリア１がアンカーキャリアとして選択される。
【０１３１】
　５０３．所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリア
から第１のキャリアを選択する。
【０１３２】
　アンカーキャリアの検索範囲については、ステップ４０２における関連の説明を参照さ
れたい。
【０１３３】
　本実施形態での所定の検索方向が実施形態１での方向である場合、第１のキャリアは、
キャリアＩＤの昇順方向に従って、アンカーキャリア（キャリア１）の検索範囲（キャリ
ア２、キャリア３、キャリア４、キャリア５及びキャリア６を含む）内の未検索のキャリ
アから、順に選択される。したがって、最初にキャリア２が第１のキャリアとして選択さ
れる。
【０１３４】
　５０４．第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャリアの無線
ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮと
の差を計算する。
【０１３５】
　最初に、初期状態においてアンカーキャリア（キャリア１）の第１のセットがキャリア
１を含む場合、計算結果は実施形態１と同じであり、表２に示すことができる。そして、
第１のキャリア（この状況ではキャリア２）とアンカーキャリアの第１のセット（この状
況では｛キャリア１｝）の無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡ
ＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が計算される。計算結果は表３に示される。
【０１３６】
　５０５．無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの
差が受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔よりも大きくないか否かが判定され
る。無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受
信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくないと判定された場合
、ステップ５０６を実行する。又は、無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣ
Ｎと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よ
りも大きいと判定された場合、ステップ５０７を実行する。
【０１３７】
　例えば、ステップ５０４の計算結果に従って、第１のキャリアがキャリア２であり、且
つアンカーキャリアの第１のセットがキャリア１のみを含む場合、４個のフレームの各フ
レームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は１８であ
り、受信端の帯域幅２５よりも小さい。
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【０１３８】
　５０６．第１のキャリアをアンカーキャリアの第１のセットに追加し、ステップ５０３
～ステップ５０５を繰り返す。
【０１３９】
　ステップ５０５によれば、第１のキャリアがキャリア２であるとき、４個のフレームの
各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は受信
端の帯域幅２５よりも小さい。したがって、第１のキャリア（キャリア２）がアンカーキ
ャリアの第１のセットに追加され、この場合、アンカーキャリアの第１のセットは｛キャ
リア１、キャリア２｝である。
【０１４０】
　更にキャリア３が第１のキャリアとして選択され、キャリア３とアンカーキャリアの第
１のセット｛キャリア１、キャリア２｝の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームに
おけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が計算される。計算
結果は表４に示される。
【０１４１】
　５０７．アンカーキャリアの検索範囲内の検索を終了し、アンカーキャリアの第１のセ
ットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いる。
【０１４２】
　本実施形態では、ステップ５０６の計算結果に従って、第１のキャリアがキャリア３で
あるとき、４個のフレームの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最
小のＡＲＦＣＮとの差が受信端の帯域幅２５よりも大きい。したがって、アンカーキャリ
ア（キャリア１）の検索範囲内での検索を終了し、アンカーキャリアの第１のセットをア
ンカーキャリアのキャリアセットとして用いて、アンカーキャリア１のキャリアセット｛
キャリア１、キャリア２｝を取得する。
【０１４３】
　５０８．Ｎ個のキャリアのうち、アンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第１
の方向の最前方に位置するキャリアに隣接し、且つ所定の第１の方向においてアンカーキ
ャリアの前に位置するキャリアを、次のアンカーキャリアとして決定する。
【０１４４】
　ステップ５０７によれば、所定の第１の方向は、キャリア１→キャリア２→キャリア３
→キャリア４→キャリア５→キャリア６の方向である。したがって、アンカーキャリア１
のキャリアセット｛キャリア１、キャリア２｝において所定の第１の方向の最前方に位置
するキャリアは、キャリア２である。所定の第１の方向においてキャリア２に隣接する次
のキャリアはキャリア３であり、キャリア３は、所定の第１の方向においてアンカーキャ
リア（キャリア１）の前に位置する。したがって、キャリア３が次のアンカーキャリアと
して用いられる。
【０１４５】
　５０９．ステップ５０３～ステップ５０８を繰り返して、次のアンカーキャリアのキャ
リアセットを決定する。
【０１４６】
　実施形態１で提供されたパラメータを例に用いる。本実施形態におけるアンカーキャリ
アの選択方式によれば、アンカーキャリアとして最終的に選択されるキャリアは、キャリ
ア１、キャリア３、キャリア５及びキャリア６を含む。ステップ５０３～ステップ５０８
を実行することにより、キャリア１がアンカーキャリアであるときに最終的に得られるア
ンカーキャリアのキャリアセットは｛キャリア１、キャリア２｝であり、キャリア３がア
ンカーキャリアであるときに最終的に得られるアンカーキャリアのキャリアセットは｛キ
ャリア３、キャリア４｝であり、キャリア５がアンカーキャリアであるときに最終的に得
られるアンカーキャリアのキャリアセットは｛キャリア５、キャリア６｝であり、キャリ
ア６がアンカーキャリアであるときに最終的に得られるアンカーキャリアのキャリアセッ
トは｛キャリア６｝である。
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【０１４７】
　５１０．Ｎ個のキャリアの中に、アンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第１
の方向の最前方に位置するキャリアに隣接し、且つ所定の第１の方向においてアンカーキ
ャリアの前に位置するキャリアが存在するか否かを判定する。Ｎ個のキャリアの中に、ア
ンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第１の方向の最前方に位置するキャリアに
隣接し、且つ所定の第１の方向においてアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在
すると判定された場合、ステップ５１１を実行する。又は、Ｎ個のキャリアの中に、アン
カーキャリアのキャリアセットの中で所定の第１の方向の最前方に位置するキャリアに隣
接し、且つ所定の第１の方向においてアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在し
ないと判定された場合、ステップ５１２を実行する。
【０１４８】
　５１１．ステップ５０８～ステップ５１０を繰り返して、各アンカーキャリアのキャリ
アセットを決定する。
【０１４９】
　５１２．Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つの
キャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
【０１５０】
　ステップ５０９から分かるように、本実施形態では、各キャリアは１個のアンカーキャ
リアのキャリアセットに分類され、全てのアンカーキャリアのキャリアセットは同じキャ
リアを含まない。４個のアンカーキャリアのキャリアセットは、それぞれ｛キャリア１、
キャリア２｝、｛キャリア３、キャリア４｝、｛キャリア５｝、｛キャリア６｝である。
第１のキャリアセット｛キャリア１、キャリア２｝に含まれるキャリアの数は、第２のキ
ャリアセット｛キャリア３、キャリア４｝に含まれるキャリアの数と同じである。したが
って、この場合、選択方法を予め定めることができる。例えば、最初に出現し最大数のキ
ャリアを含むキャリアセットがキャリア選択結果として選択される場合、最終的なキャリ
アセット選択結果は第１のキャリアセット｛キャリア１、キャリア２｝である。当然なが
ら、同じ数のキャリアを含むキャリアセットについては、別の選択方式で選択を行うこと
もできる。例えば、キャリアシーケンス番号の和が比較的小さいキャリアセットが選択さ
れる。
【０１５１】
　キャリア選択結果｛キャリア１、キャリア２｝を実施形態１の選択結果｛キャリア２、
キャリア３、キャリア４｝と比較すると、性能は下がるが、検索の複雑性が低減される。
【０１５２】
　本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリ
アがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアの
ＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全て
のアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って１以
上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複雑性が比較的低い
方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の
複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
【０１５３】
　実施形態３
　図６を参照する。図６は、本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選
択方法を示す。本方法は、以下のステップを含んでよい。
【０１５４】
　６０１．割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数
パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮ
を計算する。周波数パラメータは、ＭＡ、ＨＳＮ及びＭＡＩＯを含む。
【０１５５】
　本実施形態の例示的なパラメータは実施形態１と同じである。本実施形態のパラメータ
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ＲＦＣＮは表１に示される。
【０１５６】
　６０２．第１のアンカーキャリアを選択する。
【０１５７】
　第１のアンカーキャリアはＮ個のキャリアのうちいずれか１個であってよく、本発明の
本実施形態では限定されない。例えば、本実施形態では、キャリア２が第１のアンカーキ
ャリアとして選択される。
【０１５８】
　６０３．アンカーキャリアの検索範囲内で第１のキャリアを選択する。第１のキャリア
は、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索の任意のキャリアである。
【０１５９】
　本実施形態では、アンカーキャリアの検索範囲は、アンカーキャリア以外の全てのキャ
リアである。例えば、キャリア２をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア
２に対応する検索範囲は、キャリア３、キャリア４、キャリア５、キャリア６及びキャリ
ア１を含む。
【０１６０】
　第１のキャリアは、未検索の任意のキャリアである。例えば、初期状態では、キャリア
２に対応する検索範囲内のキャリア３、キャリア４、キャリア５、キャリア６及びキャリ
ア１が、全ての未検索のキャリアである。したがって、キャリア３、キャリア４、キャリ
ア５、キャリア６及びキャリア１は全て第１のキャリアとして用いられてよい。本実施形
態では、キャリア４が最初に選択される場合を例として説明する。
【０１６１】
　６０４．第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャリアの無線
ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮと
の差を計算する。
【０１６２】
　初期状態では、アンカーキャリア（キャリア２）の第１のセットはアンカーキャリア（
キャリア２）のみを含む。計算結果は表５に示すことができる。
【０１６３】
【表５】

　そして、第１のキャリア（この状況ではキャリア４）とアンカーキャリアの第１のセッ
ト（この状況では｛キャリア２｝）の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が計算される。計算結果
は表６に示される。
【０１６４】
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【表６】

　６０５．無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの
差が受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔よりも大きくないか否かを判定する
。無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信
端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくないと判定された場合、
ステップ６０６を実行する。又は、無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮ
と最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔より
も大きいと判定された場合、ステップ６０７を実行する。
【０１６５】
　例えば、ステップ６０４の計算結果に従って、第１のキャリアがキャリア４であり、且
つアンカーキャリアの第１のセットがキャリア２のみを含む場合、４個のフレームの各フ
レームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は１８であ
り、受信端の帯域幅２５よりも小さい。
【０１６６】
　６０６．第１のキャリアをアンカーキャリアの第１のセットに追加し、ステップ６０７
を実行する。
【０１６７】
　ステップ６０５によれば、第１のキャリアがキャリア４のとき、４個のフレームの各フ
レームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は受信端の
帯域幅２５よりも小さい。したがって、第１のキャリア（キャリア４）がアンカーキャリ
ア（キャリア２）の第１のセットに追加され、この場合、アンカーキャリアの第１のセッ
トは｛キャリア２、キャリア４｝である。
【０１６８】
　６０７．アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定す
る。アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、ス
テップ６０３～ステップ６０７を繰り返す。又は、アンカーキャリアの検索範囲内に未検
索のキャリアが存在しないと判定された場合、ステップ６０８を実行する。
【０１６９】
　第１のキャリアがアンカーキャリアの第１のセットに追加された後、又は、ステップ６
０５の判定が、無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮ
との差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいという結果
であった場合、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かが判
定される。
【０１７０】
　具体的には、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在する場合、更に
第１のキャリアが選択される。キャリア４が検索されたので、アンカーキャリア（キャリ
ア２）の検索範囲内の未検索のキャリアは、キャリア３、キャリア５、キャリア６及びキ
ャリア１である。同様に、キャリア３、キャリア５、キャリア６及びキャリア１のうちい
ずれか１つが、第１のキャリアとして選択されてよい。本実施形態では、キャリア５が選
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択される場合を例として説明する。
【０１７１】
　キャリア５とアンカーキャリアの第１のセット｛キャリア２、キャリア４｝の全てのキ
ャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮにおける最大のＡＲＦＣＮと最小
のＡＲＦＣＮとの差が計算される。計算結果は表７に示される。
【０１７２】
【表７】

　表７によれば、第１のキャリアがキャリア５であるとき、４個のフレームの各フレーム
におけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は、受信端の帯域
幅２５よりも大きい。したがって、アンカーキャリアの検索範囲内に第１のキャリアが存
在するか否かが判定される。
【０１７３】
　アンカーキャリア（キャリア２）に対応する検索範囲内では、キャリア３及びキャリア
５のみが検索されたので、キャリア４、キャリア６及びキャリア１が未検索である、した
がって、アンカーキャリア（キャリア２）の検索範囲内に第１のキャリアが存在すると判
定される。更にステップ６０３～ステップ６０８が繰り返される。すなわち、キャリア４
、キャリア６及びキャリア１のうちいずれか１つが第１のキャリアとして選択され、アン
カーキャリア（キャリア２）の検索範囲内で各キャリアに１回の検索が実行されるまで、
ステップ６０３～ステップ６０８が繰り返される。
【０１７４】
　６０８．第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いて、次のアンカ
ーキャリアを選択する。
【０１７５】
　アンカーキャリア（キャリア２）の検索範囲内に第１のキャリアが存在しない場合、ア
ンカーキャリア（キャリア２）の検索範囲内の全てのキャリアが検索されたことを示す。
現在のアンカーキャリア（キャリア２）の検索範囲内の検索を終了し、現在のアンカーキ
ャリア（キャリア２）のキャリアセット、すなわち｛キャリア２、キャリア３、キャリア
４｝が得られる。
【０１７６】
　本実施形態では、次のアンカーキャリアは、アンカーキャリアとして未選択のキャリア
のうちいずれか１つであってよい。本実施形態では、アンカーキャリアは順に選択されな
くてよく、代わりに、各アンカーキャリアが１回選択されればどのような方式で選択され
てもよい。
【０１７７】
　６０９．ステップ６０３～ステップ６０９を繰り返して、次のアンカーキャリアのキャ
リアセットを決定する。
【０１７８】
　実施形態１で提供されるパラメータを例に用いる。キャリア１がアンカーキャリアであ
るときのアンカーキャリアのキャリアセットが｛キャリア１、キャリア２｝であり、キャ



(32) JP 6173596 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

リア２がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットが｛キャリア
２、キャリア３、キャリア４｝であり、キャリア３がアンカーキャリアであるときのアン
カーキャリアのキャリアセットが｛キャリア３、キャリア４、キャリア２｝であり、キャ
リア４がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットが｛キャリア
３、キャリア４、キャリア２｝であり、キャリア５がアンカーキャリアであるときのアン
カーキャリアのキャリアセットが｛キャリア５、キャリア６｝であり、キャリア６がアン
カーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットが｛キャリア５、キャリア
６｝であることが分かる。
【０１７９】
　６１０．Ｎ個のキャリアの中に、アンカーキャリアとして未選択のキャリアが存在する
か否かを判定する。Ｎ個のキャリアの中に、アンカーキャリアとして未選択のキャリアが
存在すると判定された場合、ステップ６１１を実行する。又は、Ｎ個のキャリアの中に、
アンカーキャリアとして未選択のキャリアが存在しないと判定された場合、ステップ６１
２を実行する。
【０１８０】
　６１１．ステップ６０９～ステップ６１１を繰り返して、各アンカーキャリアのキャリ
アセットを決定する。
【０１８１】
　６１２．Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つの
キャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
【０１８２】
　ステップ６１０の結果によれば、最大数のキャリアを含むキャリアセットがキャリア選
択結果として用いられてよく、そして、最終的なキャリア選択結果は｛キャリア３、キャ
リア４、キャリア２｝である。
【０１８３】
　本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリ
アがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアの
ＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全て
のアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って１以
上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。複雑性が比較的低い方法を用
いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が
非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
【０１８４】
　実施形態４
　図７を参照する。図７は、本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選
択方法を示す。本実施形態の原理は、実施形態１、実施形態２及び実施形態３と同じであ
る。詳細は以下のとおりである。
【０１８５】
　７０１．割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数
パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮ
を計算する。周波数パラメータは、ＭＡ、ＨＳＮ及びＭＡＩＯを含む。
【０１８６】
　本実施形態のパラメータは全て実施形態１と同じであり、無線ブロックの各フレームに
おける６個のキャリアのＡＲＦＣＮは表１に示される。
【０１８７】
　７０２．所定の第１の方向での第１のキャリアをアンカーキャリアとして選択する。
【０１８８】
　所定の第１の方向に関連する説明は、実施形態１における所定の第１の方向に関連する
説明と同じである。具体的には、キャリアＩＤの昇順方向であってよく、すなわち、最初
にキャリア１がアンカーキャリアとして選択される。
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【０１８９】
　７０３．アンカーキャリアの検索範囲内で第１のキャリアを選択する。第１のキャリア
は未検索のキャリアである。
【０１９０】
　本実施形態では、アンカーキャリアの検索範囲は、６個のキャリアのうち所定の第１の
方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、６個のキャリアのうち所定
の第１の方向における最後のキャリアまでである。例えば、キャリア２をアンカーキャリ
アとして検索に用いる場合、キャリア２に対応する検索範囲は、キャリア３、キャリア４
、キャリア５及びキャリア６を含む。キャリア３をアンカーキャリアとして検索に用いる
場合、キャリア３に対応する検索範囲は、キャリア４、キャリア５及びキャリア６を含む
。
【０１９１】
　第１のキャリアは、未検索の任意のキャリアである。例えば、初期状態では、キャリア
１に対応する検索範囲内のキャリア２、キャリア３、キャリア４、キャリア５及びキャリ
ア６が、全ての未検索のキャリアである。したがって、キャリア２、キャリア３、キャリ
ア４、キャリア５及びキャリア６は全て第１のキャリアとして用いられてよい。本実施形
態では、キャリア３が最初に選択される場合を例として説明する。
【０１９２】
　７０４．第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャリアの無線
ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮと
の差を計算する。
【０１９３】
　初期状態では、アンカーキャリア（キャリア１）の第１のセットはアンカーキャリア（
キャリア１）のみを含む。計算結果は表２に示すことができる。
【０１９４】
　そして、第１のキャリア（この状況ではキャリア３）とアンカーキャリアの第１のセッ
ト（この状況では｛キャリア１｝）の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が計算される。計算結果
は表８に示される。
【０１９５】
【表８】

　７０５．無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの
差が受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔よりも大きくないか否かを判定する
。無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信
端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくないと判定された場合、
ステップ７０６を実行する。又は、無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮ
と最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔より
も大きいと判定された場合、ステップ７０７を実行する。
【０１９６】
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　例えば、ステップ７０４の計算結果に従って、第１のキャリアがキャリア３であり、且
つアンカーキャリアの第１のセットがキャリア１のみを含む場合、４個のフレームの各フ
レームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は２７であ
り、受信端の帯域幅２５よりも大きい。
【０１９７】
　７０６．第１のキャリアをアンカーキャリアの第１のセットに追加する。
【０１９８】
　７０７．アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定す
る。アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、ス
テップ７０３～ステップ７０７を繰り返す。又は、アンカーキャリアの検索範囲内に未検
索のキャリアが存在しないと判定された場合、ステップ７０８を実行する。
【０１９９】
　第１のキャリアがアンカーキャリアの第１のセットに追加された後、又は、ステップ７
０５の判定が、無線ブロックの各フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮ
との差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいという結果
であった場合、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かが判
定される。
【０２００】
　具体的には、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアが存在する場合、更に
第１のキャリアが選択される。キャリア３が検索されたので、アンカーキャリア（キャリ
ア１）の検索範囲内の未検索のキャリアは、キャリア２、キャリア４、キャリア５及びキ
ャリア６である。同様に、キャリア２、キャリア４、キャリア５及びキャリア６のいずれ
か１つが、第１のキャリアとして選択されてよい。本実施形態では、キャリア２が選択さ
れる場合を例として説明する。
【０２０１】
　キャリア２とアンカーキャリアの第１のセット｛キャリア１｝の全てのキャリアの無線
ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮと
の差が計算される。計算結果は表３に示される。
【０２０２】
　表７によれば、第１のキャリアがキャリア２であるとき、４個のフレームの各フレーム
におけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差は、受信端の帯域
幅２５よりも小さい。したがって、キャリア２がアンカーキャリアの第１のセットに追加
される。
【０２０３】
　更に、第１のキャリアが存在するか否かが判定される。アンカーキャリア（キャリア１
）に対応する検索範囲内では、キャリア３及びキャリア２のみが検索されたので、キャリ
ア４、キャリア５及びキャリア６が未検索である。したがって、アンカーキャリア（キャ
リア１）の検索範囲内に第１のキャリアが存在すると判定される。更にステップ７０３～
ステップ７０８が繰り返される。すなわち、キャリア４、キャリア５及びキャリア６のう
ちいずれか１つが第１のキャリアとして選択され、アンカーキャリア（キャリア１）の検
索範囲内で各キャリアに１回の検索が実行されるまで、ステップ７０３～ステップ７０８
が繰り返される。例えば、アンカーキャリア１に対応して取得されるキャリアセットは、
｛キャリア１、キャリア２｝である。
【０２０４】
　７０８．第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いて、所定の第１
の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置するキャリアを次
のアンカーキャリアとして選択する。
【０２０５】
　アンカーキャリアの検索範囲内に第１のキャリアが存在しない場合、アンカーキャリア
の検索範囲内の全てのキャリアが検索されたことを示す。現在のアンカーキャリアの検索
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範囲内の検索を終了し、所定の第１の方向において現在のアンカーキャリアに隣接し現在
のアンカーキャリアの前に位置するキャリアが、次のアンカーキャリアとして選択される
　例えば、現在のアンカーキャリア（キャリア１）の検索範囲内の検索が終了した場合、
キャリア２が次のアンカーキャリアとして選択されるべきである。
【０２０６】
　７０９．ステップ７０３～ステップ７０９を繰り返して、次のアンカーキャリアのキャ
リアセットを決定する。
【０２０７】
　実施形態１で提供されるパラメータを例に用いる。キャリア１がアンカーキャリアであ
るときのキャリアセットは｛キャリア１、キャリア２｝であり、キャリア２がアンカーキ
ャリアであるときのキャリアセットは｛キャリア２、キャリア３、キャリア４｝であり、
キャリア３がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは｛キャリア３、キャリア４
｝であり、キャリア４がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは｛キャリア４｝
であり、キャリア５がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは｛キャリア５｝で
あり、キャリア６がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは｛キャリア６｝であ
る。
【０２０８】
　７１０．Ｎ個のキャリアの中に、所定の第１の方向においてアンカーキャリアに隣接し
アンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在するか否かを判定する。Ｎ個のキャリア
の中に、所定の第１の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位
置するキャリアが存在すると判定された場合、ステップ７１１を実行する。又は、Ｎ個の
キャリアの中に、所定の第１の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリア
の前に位置するキャリアが存在しないと判定された場合、ステップ７１２を実行する。
【０２０９】
　７１１．ステップ７０９～ステップ７１１を繰り返して、各アンカーキャリアのキャリ
アセットを決定する。
【０２１０】
　７１２．Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つの
キャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
【０２１１】
　ステップ７０７の検索方向に従って、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセ
ットがキャリア選択結果として選択されてよい。すなわち、｛キャリア２、キャリア３、
キャリア４｝である。
【０２１２】
　本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリ
アがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアの
ＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全て
のアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って１以
上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。複雑性が比較的低い方法を用
いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が
非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
【０２１３】
　実施形態５
　本実施形態は、複数のＭＡパラメータが適用される場合を紹介する。具体的なステップ
は、実施形態１～実施形態４のいずれか１つと同じであってよい。本実施形態では、詳細
の説明を省略する。留意すべきこととして、異なるＭＡにおいて割り当てられるキャリア
ＩＤは統一された方式で付番される。
【０２１４】
　例えば、ネットワークは複数のＭＡセットを端末に割り当てる。パラメータグループは
、ＭＡ１＝｛１、７、１３、１９、２５、３１、３７、４３｝、ＨＳＮ１＝１０、及びキ
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ャリア（ＭＡＩＯで示される）セットＭＡＩＯｓ１＝｛０、１、３、４、６、７｝である
。別のパラメータグループは、ＭＡ２＝｛３、９、１５、２１、２７、３３、３９、４５
、５１｝、ＨＳＮ２＝１０、キャリア（ＭＡＩＯによって示される）セットＭＡＩＯｓ２
＝｛２、３、５、６、７｝であり、且つ、受信端によってサポートされる最大キャリア周
波数間隔（周波数チャネル番号間隔で表される）は２５である。ＭＡＩＯｓ１＝｛０、１
、３、４、６、７｝に対応するキャリアは、キャリア１、キャリア２、キャリア３、キャ
リア４、キャリア５及びキャリア６と付番される。ＭＡＩＯｓ２＝｛２、３、５、６、７
｝に対応するキャリアは、キャリア７、キャリア８、キャリア９、キャリア１０及びキャ
リア１１と付番される。
【０２１５】
　取得されるＡＲＦＣＮを表９に示す。
【０２１６】
【表９】

　留意すべきこととして、実施形態１～実施形態４の好ましい実施方式では、ステップ４
０２、ステップ５０２、ステップ６０２又はステップ７０２の前に、無線ブロックに対応
する任意のフレームにおける全てのキャリアのＡＲＦＣＮがソートされてよい。複数のＭ
Ａの場合、検索プロセスを簡易化することができる。当然ながら、ここでの実施方式は説
明上好ましい方式として用いられるに過ぎず、上記のソートステップは実行されなくてよ
く、本発明の目的の実現に影響しない。例えば、無線ブロックに対応する第１のフレーム
における全てのキャリアのＡＲＦＣＮがソートされた後、得られる結果を表１０に示す。
【０２１７】
【表１０】

　ソート後に得られる結果（表１０を参照）について、実施形態４の方法を用いて最終的
に得られるキャリア選択結果は、｛キャリア４、キャリア９、キャリア５、キャリア１０
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、キャリア１１｝である。
【０２１８】
　ソートせずに得られる結果（表９を参照）について、実施形態４の方法を用いて最終的
に得られるキャリア選択結果は、｛キャリア４、キャリア５、キャリア９、キャリア１０
、キャリア１１｝である。
【０２１９】
　ソート後に得られる結果（表１０を参照）について、実施形態１の検索方法を用いて最
終的に得られるキャリア選択結果は、｛キャリア４、キャリア５、キャリア９、キャリア
１０｝である。
【０２２０】
　ソートせずに得られる結果（表９を参照）について、実施形態１の検索方法を用いて最
終的に得られるキャリア選択結果は、｛キャリア９、キャリア１０、キャリア１１｝であ
る。
【０２２１】
　結果は実施形態１の結果と同じであるので、説明は省略する。本実施形態から分かるよ
うに、ソート後に実施形態１の検索方式を用いて得られる結果のキャリアは、ソートせず
に実施形態１の検索方式を用いて得られる結果のキャリアよりも、１つ多くのキャリアで
ある。しかしながら、ソートが実行されない場合の複雑性は明らかに比較的低い。ソート
が実行されずに実施形態１の検索方法が用いられる場合、複数のＭＡの場合のＡＲＦＣＮ
をソートするステップは実行されず、複数のＭＡの場合にＡＲＦＣＮの範囲が重複する場
合を無視することになり、したがって、単一ユーザーシナリオではキャリア選択性能の低
下が生じる。実施形態４では、検索を終了する条件が比較的緩い。実施形態４のキャリア
選択結果では、ソートが実行される場合かソートが実行されない場合かに関わらず５個の
キャリアが選択される。したがって、単一ユーザーシナリオでは実施形態１の性能よりも
性能は望ましいが、実施形態４の検索複雑性は実施形態１よりも明らかに高い。
【０２２２】
　本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリ
アがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアの
ＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全て
のアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って１以
上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複雑性が比較的低い
方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の
複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。優先度に基づく方法を用いて最
適な解決策を得ることは理論上不可能であるので、特定のスループット損失が生じる。
【０２２３】
　留意すべきこととして、本発明の本実施形態で提供されるマルチキャリアのキャリア選
択方法が、キャリアで周波数ホッピングが実行される場合及びキャリアで周波数ホッピン
グが実行されない場合に提供されるとき、具体的な実施原理及び実施ステップは同じであ
る。例えば、任意のキャリアで周波数ホッピングが実行されない場合、全てのフレームに
おいて各キャリアのＡＲＦＣＮは同じである。したがって、任意のフレームに対応するＡ
ＲＦＣＮのみに基づいて、上記の様々なキャリア選択方法が実行されてよく、全ての無線
ブロックは同じである。一部のキャリアで周波数ホッピングが実行され、他のキャリアで
周波数ホッピングが実行されない場合、周波数ホッピングが実行されない各キャリアに対
応する全てのフレームにおけるＡＲＦＣＮの値は同じであり、キャリア検索方法は先の記
載と同じである。例えば、ネットワークは２つのグループの周波数パラメータを端末に割
り当てる。一方のグループは、周波数ホッピングが実行される場合の周波数パラメータで
あり、具体的なパラメータは、ＭＡ＝｛１、１０、１９、２８、３７、４６、５５、６４
、７３、８２｝、ＨＳＮ＝１０、及びキャリア（ＭＡＩＯｓで表される）セットは｛０、
２、３、４｝である。他方のグループは、周波数ホッピングが実行されない周波数パラメ
ータであり、ＡＲＦＣＮ＝２５であり、受信端によってサポートされる最大キャリア周波
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数間隔（周波数チャネル番号間隔で表される）は２５である。
【０２２４】
　ＭＡＩＯｓ＝｛０、２、３、４｝に対応する周波数ホッピングが実行されるキャリアは
、キャリア１、キャリア２、キャリア３、キャリア４と付番される。周波数ホッピングが
実行されないキャリアはキャリア５と付番される。取得されるＡＲＦＣＮについては、表
１１を参照されたい。
【０２２５】
【表１１】

　本発明の実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択装置８０を提供する。本発明の本
実施形態で提供されるキャリア選択装置８０は、ダウンリンクマルチキャリアの選択に用
いられてよく、或いは、アップリンクマルチキャリアの選択に用いられてよい。キャリア
選択装置８０は、基地局側に配置されてよく、或いは基地局であってよい。又は、キャリ
ア選択装置８０は、端末側に配置されてよく、或いは携帯電話等の端末であってよい。
【０２２６】
　図８を参照する。図８は、本発明の実施形態に係る、マルチキャリアのキャリア選択装
置８０を示す。図に示されるように、装置８０は以下の要素を有してよい。
【０２２７】
　取得ユニット８０１は、受信端に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリアの、無線ブ
ロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ＡＲＦＣＮを取得するように構
成される。Ｎは正の整数であり、且つＮ≧２である。
【０２２８】
　検索ユニット８０２は、Ｎ個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとして
選択し、取得ユニット８０１によって取得された、無線ブロックの各フレームにおけるＮ
個のキャリアの各キャリアのＡＲＦＣと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間
隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャ
リアセットを決定するように構成される。
【０２２９】
　選択ユニット８０３は、検索ユニット８０２によって決定されたＮ個のキャリアのアン
カーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つのキャリアセットをキャリア選択結
果として選択するように構成される。
【０２３０】
　更に、取得ユニット８０１は、
　割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメー
タに従って、該Ｎ個のキャリアのうち任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮを計算するように構成されてよく、周波数パラメータはモバイル無線周波数
チャネルアロケーションセットＭＡ、ホッピングシーケンス番号ＨＳＮ及びモバイル・ア
ロケーション・インデックス・オフセットＭＡＩＯを含み、又は、
　割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ＡＲＦＣＮを、該任意のキャリア
の各フレームにおけるＡＲＦＣＮとして設定するように構成されてよい。
【０２３１】
　上記のＭＡの数は２以上であってよい。すなわち、本発明の本実施形態では、キャリア
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選択装置８０は、１個のＭＡの場合に適用されてよく、或いは、複数のＭＡの場合に適用
されてよい。例えば、割当てメッセージが２つのグループの周波数リソースパラメータを
搬送する場合であって、第１のグループの周波数リソースパラメータがＭＡ１＝｛１、７
、１３、１９、２５｝、ＨＳＮ１＝１０、ＭＡＩＯ１＝｛０、１、３、４｝であり、第２
のグループがＭＡ２＝｛３、９、１５、２１、２７｝、ＨＳＮ２＝１０、ＭＡＩＯ２＝｛
２、３、５｝である場合、該２つのグループの周波数リソースパラメータに対応する全て
のキャリアが、取得ユニット８０１によって取得されるＮ個のキャリアとして用いられて
よい。複数のＭＡの状況での実行プロセスは１個のＭＡの状況と同じであり、本発明の目
的の達成には影響しない。したがって、本発明の本実施形態は、ＭＡの数を限定しない。
【０２３２】
　更に、図８を参照すると、検索ユニット８０２は、アンカーキャリア選択モジュール８
０２１及び検索モジュール８０２２を有してよい。
【０２３３】
　具体的には、アンカーキャリア選択モジュール８０２１はアンカーキャリアを決定する
ように構成される。アンカーキャリアは、具体的には、以下の方式のうちいずれか１つで
決定されてよい。
【０２３４】
　方式１：Ｎ個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして用いる。
【０２３５】
　方式１では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて１回の検索を行う。各キャリ
アをアンカーキャリアとして用いて１回の検索を行うことが保証されるという条件で、キ
ャリアをアンカーキャリアとして用いる順序は変更されてよい。この方式では検索回数が
比較的大きく、単一ユーザーシナリオではキャリア選択性能が比較的望ましい。
【０２３６】
　方式２：所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアの全てのキャリアを順にアンカー
キャリアとして用いる。
【０２３７】
　方式２では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて１回の検索を行う。方式２は
、全てのキャリアを特定の順序でアンカーキャリアとして用いるという点で、方式１と異
なる。本発明の本実施形態では、所定の第１の方向について具体的な限定は設定しない。
例えば、所定の第１の方向は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、又は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの降順方向、又は、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの昇順方向、又は
、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの降順方向
　を含んでよい。
【０２３８】
　上記のキャリアＩＤは、ネットワーク側で構成されるキャリア番号であってよく、或い
は、ＭＡＩＯセットのＭＡＩＯのサイズに従ってソートした後に決定されるキャリアＩＤ
であってよい。例えば、ＭＡＩＯｓ＝｛０、３、２｝であり、ネットワーク側で構成され
た対応するキャリア番号が｛０、１、２｝であるとき、ＭＡＩＯ値の昇順でソートが実行
された後、キャリア番号｛０、２、１｝に対応するキャリアＩＤ｛０、１、２｝が得られ
る。
【０２３９】
　方式３：所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアから、所定の第１の方向における
第１のキャリアが第１のアンカーキャリアとして選択される。第１のアンカーキャリアの
検索範囲内での検索が終了し且つ第１のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された
後、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向において、第１のアンカーキャリアのキャリ
アセットの中で所定の第１の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアが決定され
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る。次のキャリアが所定の第１の方向において第１のアンカーキャリアの前に位置する場
合、次のキャリアが第２のアンカーキャリアとして用いられる。
【０２４０】
　所定の第１の方向についての説明は、方式２の所定の第１の方向についての説明と一致
するので、詳細の説明を省略する。
【０２４１】
　上記の方式３では、アンカーキャリアとして選択されるキャリアの数が低減され、計算
の複雑性が著しく低減される。
【０２４２】
　アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全ての
キャリアを含んでよい。
【０２４３】
　任意に、アンカーキャリアを選択する上記の方式２及び方式３について、アンカーキャ
リアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向においてアンカーキャリアに
隣接する次のキャリアから、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向の最後のキャリアま
でであってよく、これによりアンカーキャリアの検索範囲が狭まり、複雑性が更に低減さ
れる。
【０２４４】
　検索モジュール８０２２は、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲＦＣ
と、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリ
アの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するように構
成される。具体的には、以下の方式１又は方式２で実現されてよい。
【０２４５】
　方式１：所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリア
から第１のキャリアが選択され、第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の
全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮ
と最小のＡＲＦＣＮとの差が計算される。
【０２４６】
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームに
おけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサ
ポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲内
での検索は終了し、第１のセットがアンカーキャリアのキャリアセットとして用いられる
。又は、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポー
トされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第１のキャリアが第１のセット
に追加される。
【０２４７】
　第１のセットは少なくともアンカーキャリアを含む。第１のセット内の全てのキャリア
の無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦ
ＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない
。
【０２４８】
　所定の検索方向は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの降順方向、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの昇順方向、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの降順方向、及び、
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　アンカーキャリアがＮ個のキャリアのうちｉ番目のキャリアであり、且つアンカーキャ
リアの検索範囲がｉ番目のキャリアを除くＮ個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、
アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にＮ個のキャリアの（ｉ＋１）番目のキャリアか
らＮ個のキャリアのＮ番目のキャリアに向かい、それからＮ個のキャリアの１番目のキャ
リアからＮ個のキャリアの（ｉ－１）番目のキャリアに向かう方向であって、ｉは正の整
数であり且つ１＜ｉ＜Ｎである、方向、
　のうちいずれか１つを含んでよい。
【０２４９】
　ｉ番目のキャリアは、具体的には、キャリアＩＤでソートした後のｉ番目のキャリアで
あってよく、或いは、ＡＲＦＣＮでソートした後のｉ番目のキャリアであってよい。
【０２５０】
　方式２：アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第１のキャリアが選択
され、第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロ
ックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差
が計算される。
【０２５１】
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポー
トされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第１のキャリアが第
１のセットに追加され、
　アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かが判定される。ア
ンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカー
キャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第２のキャリアが選択される。又は、アン
カーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカー
キャリアの検索範囲内での検索を終了し、第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセ
ットとして用いる。
【０２５２】
　第１のセットは少なくともアンカーキャリアを含む。第１のセット内の全てのキャリア
の無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦ
ＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない
。
【０２５３】
　上記の方式１では、検索モジュール８０２２がアンカーキャリアの検索範囲内で検索を
行うとき、検索終了フラグは、任意に、フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲ
ＦＣＮとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいこと
である。したがって、アンカーキャリアの検索範囲内のキャリアが常に検索によって取得
できるわけではなく、検索プロセスが単純である。
【０２５４】
　上記の方式２では、検索モジュール８０２２がアンカーキャリアの検索範囲内で検索を
行うとき、任意にフレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端
によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアに
ついて実行される検索は終了しない。代わりに、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索
のキャリアから次のキャリアが更に選択されて計算が行われる。したがって、特定のアン
カーキャリアに対応する検索範囲内のキャリアを検索によって取得することができる。検
索プロセスは、方式１の検索プロセスよりも複雑であるが、単一ユーザーシナリオでは、
得られるキャリア選択性能は上記の方式１での性能よりも望ましい。
【０２５５】
　更に、受信端に単一チャネルが構成される場合、選択ユニット８０３は、Ｎ個のキャリ
アのアンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含む１個のキャリアセ
ットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択するように構成されてよい。
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【０２５６】
　最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも２個存在する場合、単一チャネル
のキャリア選択結果は、該少なくとも２個のキャリアセットに含まれるキャリアのキャリ
アＩＤの和に従って決定されてよい。例えば、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最
小であるキャリアセットが選択され、又は、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最大
であるキャリアセットが選択される。加えて、アンカーキャリアが所定の第１の方向に従
って選択されているとき、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが単一チ
ャネルのキャリア選択結果として用いられてもよい。ここでは限定されない。
【０２５７】
　受信端に多重チャネルが構成される場合、選択ユニット８０３は、検索ユニット８０２
によって決定されたＮ個のキャリアの各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキ
ャリアの数と、Ｎ個のキャリアの各アンカーキャリアに含まれるキャリアのキャリアＩＤ
の和とに従って、多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果を決定するように構成さ
れてよい。
【０２５８】
　例えば、アンカーキャリアのキャリアセットのうち最大数のキャリアを含むキャリアセ
ットが第１のチャネルに割り当てられ、残りのキャリアセットのうち最大数のキャリアを
含むキャリアセットが第２のチャネルに割り当てられる。最大数のキャリアを含むキャリ
アセットが少なくとも２個存在する場合、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和に従って
割当てが実行されてよい。又は、アンカーキャリアが所定の第１の方向に従って選択され
ている場合、キャリアセットが出現する順序で割当てが実行されてよい。例えば、最初に
出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが第１のチャネルに割り当てられる。詳細
の説明は省略する。
【０２５９】
　任意に、受信端の異なるチャネル構成について、検索ユニット８０２はフレキシブルに
検索方式を選択してよい。例えば、単一チャネルを構成された受信端では、検索ユニット
８０２は、上記の方式１又は方式２における検索方式で、直接１回の検索を行う。多重チ
ャネルを構成され複数の周波数帯域での連続受信をサポートする受信端について（inter-
band　receiptionとも呼ばれる）、図３Ａを参照すると、異なるＭＡのキャリア割当てシ
ナリオでは、検索ユニット８０２は、異なる周波数帯域のキャリアセット結果を得るため
に、上記の方式１又は方式２における検索方式で別々にキャリア選択を実行するだけでよ
い。例えば、ＭＡ１＝｛１、１０、１９、２８、３７、４６｝であり（周波数帯域１に属
する）、ＭＡ２＝｛５１２、５２１、５３０、５３９、５４８｝である（周波数帯域２に
属する）場合（周波数チャネル番号１～１２４は周波数帯域１に属し、周波数チャネル番
号５１２～８８５は周波数帯域２に属する）、異なるＭＡに対応する割り当てられるキャ
リアについて、異なる周波数帯域についてＡＲＦＣＮの表が別々にリスト化され、異なる
周波数帯域でのＡＲＦＣＮの表に従って別々に検索が実行され、各周波数帯域での検索後
に得られるキャリアセットが取得され、各周波数帯域のキャリアセットから、１個のキャ
リアセットが最終的なキャリアセット結果として選択される。
【０２６０】
　任意に、受信端に多重チャネルが構成される場合、選択ユニット８０３は、
　検索ユニット８０２によって決定されたＮ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリア
セットから、１個のキャリアセットを多重チャネルの第１のチャネルのキャリア選択結果
として選択し、第１のチャネルのキャリア選択結果を検索ユニット８０２に送信するよう
に構成される。
【０２６１】
　検索ユニット８０２は更に、
　選択ユニット８０３によって選択された第１のチャネルのキャリア選択結果のキャリア
をＮ個のキャリアから除くことによって、Ｍ個のキャリアを取得するように構成され、
　Ｍ個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、Ｍ個
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のキャリアにおけるアンカーキャリアの第１の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレ
ームにおけるＭ個のキャリアのＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリ
ア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第１の検索範囲内で検索を行い、アンカー
キャリアの第１のキャリアセットを決定するように構成される。
【０２６２】
　選択ユニット８０３は更に、検索ユニット８０２によって決定されたＭ個のキャリアの
アンカーキャリアの第１のキャリアセットから、１個のキャリアセットを多重チャネルの
うち第２のチャネルのキャリア選択結果として選択するように構成される。
【０２６３】
　具体的には、多重チャネルを構成された受信端では、受信端が多重チャネルを用いて１
つの周波数帯域で非連続受信を実行する場合、該周波数帯域で１回の検索が実行される。
受信チャネルの数と同じ数のキャリアセットが選択されるか、又は、受信チャネルの数に
従って複数回の検索が実行される。
【０２６４】
　例えば、図３Ｂを参照して、受信端はデュアルチャネルを構成され、１個の周波数帯域
で非連続受信を実行し（図中、ＧＳＭ９００周波数帯域を例に用いる）、これはintra-ba
nd　non-contiguous receptionとも呼ばれる。以下の２つの方法がキャリア選択に採用さ
れてよい。
【０２６５】
　（１）１回の検索結果から複数のキャリアセットが選択される。
【０２６６】
　同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも２つ存在する場合、デュアル
受信チャネルを構成された受信端では、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最小であ
り且つ最大数のキャリアを含む２つのキャリアセットがキャリア選択結果として選択され
、又は、
　同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも２つ存在しない場合、最大数
のキャリアを含むキャリアセットと、２番目に最大数のキャリアを含むキャリアセットと
が、キャリア選択結果として選択される。
【０２６７】
　（２）複数回の検索が実行され、各検索後に得られるアンカーキャリアのキャリアセッ
トから１個のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。
【０２６８】
　具体的には、１回目の検索の終了後、キャリア選択結果は、２回目のキャリア検索の初
期のキャリアセットから排除される。
【０２６９】
　例えば、割り当てられるキャリアＩＤが１～６であり、１回目の検索の対象となるキャ
リアが全てのキャリアすなわちキャリア１～キャリア６である場合、１回目の検索の検索
結果は｛キャリア１、キャリア２｝であり、これが第１の受信チャネルのキャリア選択結
果として用いられる。２回目の検索では、割り当てられるキャリアセットからキャリア１
及びキャリア２を排除し、キャリア３～キャリア６のみに対して検索を実行する。２回目
の検索の検索結果は、第２の受信チャネルのキャリア選択結果として用いられる。
【０２７０】
　任意に、図９を参照して、本装置は更にソートユニット８０４を有する。ソートユニッ
ト８０４は、検索ユニット８０２がＮ個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリ
アとして選択し、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲＦＣと受信端によ
ってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内
で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定する前に、全てのキャリアの
無線ブロックに対応する任意のフレームにおけるＡＲＦＣＮをソートするように構成され
る。
【０２７１】
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　本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択装置８０を提供する。異なるキ
ャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリ
アのＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、
全てのアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って
１以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。複雑性が比較的低い方法
を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑
性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
【０２７２】
　図１０を参照する。図１０は、本発明の実施形態に係る、マルチキャリアのキャリア選
択装置８０の具体的な構造概略図である。図１０に示されるように、図１０は、キャリア
選択装置８０の具体的な実施形態を示す。本実施形態では、キャリア選択装置８０はプロ
セッサ１００２及びメモリ１００１を有する。プロセッサ１００２は、キャリア選択装置
８０の動作を実施するように構成される。メモリ１００１は、リードオンリーメモリ及び
ランダムアクセスメモリを含んでよく、命令及びデータをプロセッサ１００２に提供する
。メモリ１００１の一部は更に不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）を含んで
よい。具体的な適用では、キャリア選択装置８０は基地局や端末装置等に組み込まれてよ
く、或いは基地局や端末装置等であってよい。キャリア選択装置８０の全てのコンポーネ
ントは、バスシステム１００３を用いて結合されてよい。加えて、データバスに対して、
バスシステム１００３は電力バス、制御バス及び状態信号バスを含む。しかしながら、説
明を明瞭にするために、様々なバスは図１０においてバスシステム１００３として表記さ
れる。
【０２７３】
　本発明の上記の実施形態に開示されるマルチキャリアのキャリア選択方法は、プロセッ
サ１００２において実現されてよく、或いはプロセッサ１００２によって実現されてよい
。プロセッサ１００２は集積回路チップであってよく、命令及びデータを実行し信号を処
理することができる。実施プロセスでは、上記の方法のステップは、プロセッサ１００２
のハードウェアの論理集積回路又はソフトウェア形式の命令を用いて完了されてよい。上
記のプロセッサ１００２は、汎用プロセッサ（ＣＰＵ）、デジタルシグナルプロセッサ（
ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・
アレイ（ＦＰＧＡ）、別のプログラマブル論理コンポーネント、個別ゲート若しくはトラ
ンジスタ論理コンポーネント、又は個別ハードウェアアセンブリであってよく、本発明の
実施形態で開示される全ての方法、ステップ及び論理ブロック図を実現又は実行してよい
。プロセッサ１００２はマイクロプロセッサであってよく、或いは、プロセッサ１００２
は任意の従来のプロセッサ等であってよい。本発明の実施形態を参照して開示されるマル
チキャリアのキャリア選択方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行
されてよく、或いは、プロセッサ１００２のハードウェアとソフトウェアモジュールの組
合わせを用いて実行されてよい。ソフトウェアモジュールは、従来技術の成熟した記憶媒
体に配置されてよく、例えばランダムメモリ、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ
、プログラマブルリードオンリーメモリ、電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジス
タ等に配置されてよい。記憶媒体はメモリ１００１に配置されてよい。プロセッサ１００
２は、メモリ１００１から情報を読み取り、プロセッサ１００２のハードウェアと組み合
わせて上記の方法のステップを完了する。
【０２７４】
　具体的には、プロセッサ１００２は、受信端に割り当てられるＮ個のキャリア各キャリ
アの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ＡＲＦＣＮを取得
するように構成され、Ｎは正の整数であり且つＮ≧２であり、且つ、
　Ｎ個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、無線ブ
ロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲＦＣと、受信端がサポート可能な最大キャ
リア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキ
ャリアのキャリアセットを決定するように構成され、且つ、
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　Ｎ個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも１つのキャリア
セットをキャリア選択結果として選択するように構成されてよい。
【０２７５】
　更に、プロセッサ１００２は、
　割当てメッセージで搬送されるＮ個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメー
タに従って、該Ｎ個のキャリアのうち任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮを計算するように構成されてよく、周波数パラメータはモバイル無線周波数
チャネルアロケーションセットＭＡ、ホッピングシーケンス番号ＨＳＮ及びモバイル・ア
ロケーション・インデックス・オフセットＭＡＩＯを含み、又は、
　割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ＡＲＦＣＮを、該任意のキャリア
の各フレームにおけるＡＲＦＣＮとして設定するように構成されてよい。
【０２７６】
　上記のＭＡの数は２以上であってよい。すなわち、本発明の本実施形態では、キャリア
選択装置８０は、１個のＭＡの場合に適用されてよく、或いは、複数のＭＡの場合に適用
されてよい。例えば、割当てメッセージが２つのグループの周波数リソースパラメータを
搬送する場合であって、第１のグループの周波数リソースパラメータがＭＡ１＝｛１、７
、１３、１９、２５｝、ＨＳＮ１＝１０、ＭＡＩＯ１＝｛０、１、３、４｝であり、第２
のグループがＭＡ２＝｛３、９、１５、２１、２７｝、ＨＳＮ２＝１０、ＭＡＩＯ２＝｛
２、３、５｝である場合、該２つのグループの周波数リソースパラメータに対応する全て
のキャリアが、取得されるＮ個のキャリアとして用いられてよい。複数のＭＡの状況での
実行プロセスは１個のＭＡの状況と同じであり、本発明の目的の達成には影響しない。し
たがって、本発明の本実施形態は、ＭＡの数を限定しない。
【０２７７】
　更に、プロセッサ１００２は、以下の３つの方式のうちいずれか１つでアンカーキャリ
アを選択するように構成されてよい。
【０２７８】
　方式１：Ｎ個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして用いる。
【０２７９】
　方式１では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて１回の検索を行う。各キャリ
アをアンカーキャリアとして用いて１回の検索を行うことが保証されるという条件で、キ
ャリアをアンカーキャリアとして用いる順序は変更されてよい。この方式では検索回数が
比較的大きく、単一ユーザーシナリオではキャリア選択性能が比較的望ましい。
【０２８０】
　方式２：所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアの全てのキャリアを順にアンカー
キャリアとして用いる。
【０２８１】
　方式２では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて１回の検索を行う。方式２は
、全てのキャリアを特定の順序でアンカーキャリアとして用いるという点で、方式１と異
なる。本発明の本実施形態では、所定の第１の方向について具体的な限定は設定しない。
例えば、所定の第１の方向は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、又は、
　Ｎ個のキャリアのキャリアＩＤの降順方向、又は、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの昇順方向、又は
、
　無線ブロックの任意のフレームにおけるＮ個のキャリアのＡＲＦＣＮの降順方向
　を含んでよい。
【０２８２】
　上記のキャリアＩＤは、ネットワーク側で構成されるキャリア番号であってよく、或い
は、ＭＡＩＯセットのＭＡＩＯのサイズに従ってソートした後に決定されるキャリアＩＤ
であってよい。例えば、ＭＡＩＯｓ＝｛０、３、２｝であり、ネットワーク側で構成され
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た対応するキャリア番号が｛０、１、２｝であるときＭＡＩＯ値の昇順でソートが実行さ
れた後、キャリア番号｛０、２、１｝に対応するキャリアＩＤ｛０、１、２｝が得られる
。
【０２８３】
　方式３：所定の第１の方向に従って、Ｎ個のキャリアから、所定の第１の方向における
第１のキャリアが第１のアンカーキャリアとして選択される。第１のアンカーキャリアの
検索範囲内での検索が終了し且つ第１のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された
後、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向において、第１のアンカーキャリアのキャリ
アセットの中で所定の第１の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアが決定され
る。次のキャリアが所定の第１の方向において第１のアンカーキャリアの前に位置する場
合、次のキャリアが第２のアンカーキャリアとして用いられる。
【０２８４】
　所定の第１の方向についての説明は、方式２の所定の第１の方向についての説明と一致
するので、詳細の説明を省略する。
【０２８５】
　上記の方式３では、アンカーキャリアとして選択されるキャリアの数が低減され、計算
の複雑性が著しく低減される。
【０２８６】
　アンカーキャリアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全ての
キャリアを含んでよい。
【０２８７】
　任意に、アンカーキャリアを選択する上記の方式２及び方式３について、アンカーキャ
リアの検索範囲は、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向においてアンカーキャリアに
隣接する次のキャリアから、Ｎ個のキャリアのうち所定の第１の方向の最後のキャリアで
あってよく、これにより、アンカーキャリアの検索範囲が狭まり、複雑性が更に低減され
る。
【０２８８】
　更に、プロセッサ１００２は、具体的には、以下の方式１又は方式２において、無線ブ
ロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲＦＣと、受信端によってサポートされる最
大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アン
カーキャリアのキャリアセットを決定してよい。
【０２８９】
　方式１：所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリア
から第１のキャリアが選択され、第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の
全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮ
と最小のＡＲＦＣＮとの差が計算される。
【０２９０】
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームに
おけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサ
ポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲内
での検索を終了し、第１のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いる。又
は、
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポー
トされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第１のキャリアが第１のセット
に追加される。
【０２９１】
　第１のセットは少なくともアンカーキャリアを含む。第１のセット内の全てのキャリア
の無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦ
ＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない
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。
【０２９２】
　所定の検索方向は、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの昇順方向、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアＩＤの降順方向、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの昇順方向、
　アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにお
けるＡＲＦＣＮの降順方向、及び、
　アンカーキャリアがＮ個のキャリアのうちｉ番目のキャリアであり、且つアンカーキャ
リアの検索範囲が　ｉ番目のキャリアを除くＮ個のキャリアの全てのキャリアを含む場合
、アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にＮ個のキャリアの（ｉ＋１）番目のキャリア
からＮ個のキャリアのＮ番目のキャリアに向かい、それからＮ個のキャリアの１番目のキ
ャリアからＮ個のキャリアの（ｉ－１）番目のキャリアに向かう方向であって、ｉは正の
整数である且つ１＜ｉ＜Ｎである、方向、
　のうちいずれか１つを含んでよい。
【０２９３】
　ｉ番目のキャリアは、具体的には、キャリアＩＤでソートした後のｉ番目のキャリアで
あってよく、或いは、ＡＲＦＣＮでソートした後のｉ番目のキャリアであってよい。
【０２９４】
　方式２：アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第１のキャリアが選択
され、第１のキャリアとアンカーキャリアの第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロ
ックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差
が計算される。
【０２９５】
　第１のキャリアと第１のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけ
るＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によってサポー
トされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第１のキャリアが第
１のセットに追加され、
　アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かが判定される。ア
ンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカー
キャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第２のキャリアが選択される。又は、アン
カーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカー
キャリアの検索範囲内での検索を終了し、第１のセットがアンカーキャリアのキャリアセ
ットとして用いられる。
【０２９６】
　第１のセットは少なくともアンカーキャリアを含む。第１のセット内の全てのキャリア
の無線ブロックの各フレームにおけるＡＲＦＣＮのうち最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦ
ＣＮとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない
。
【０２９７】
　上記の方式１では、プロセッサ１００２がアンカーキャリアの検索範囲内で検索を行う
とき、検索終了フラグは、任意に、フレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣ
Ｎとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいことであ
る。したがって、アンカーキャリアの検索範囲内のキャリアが常に検索によって取得でき
るわけではなく、検索プロセスが単純である。
【０２９８】
　上記の方式２では、プロセッサ１００２がアンカーキャリアの検索範囲内で検索を行う
とき、任意にフレームにおける最大のＡＲＦＣＮと最小のＡＲＦＣＮとの差が受信端によ
ってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアについ
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て実行される検索は終了しない。代わりに、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキ
ャリアから次のキャリアが更に選択されて計算が行われる。したがって、特定のアンカー
キャリアに対応する検索範囲内のキャリアを検索によって取得することができる。検索プ
ロセスは、方式１の検索プロセスよりも複雑であるが、単一ユーザーシナリオでは、得ら
れるキャリア選択性能は、上記の方式１での性能よりも望ましい。
【０２９９】
　更に、受信端に単一チャネルが構成される場合、プロセッサ１００２は、Ｎ個のキャリ
アのアンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含む１個のキャリアセ
ットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択するように構成されてよい。
【０３００】
　最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも２個存在する場合、単一チャネル
のキャリア選択結果は、該少なくとも２個のキャリアセットに含まれるキャリアのキャリ
アＩＤの和に従って決定されてよい。例えば、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最
小であるキャリアセットが選択され、又は、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最大
であるキャリアセットが選択される。加えて、アンカーキャリアが所定の第１の方向に従
って選択されているとき、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが単一チ
ャネルのキャリア選択結果として用いられてもよい。ここでは限定されない。
【０３０１】
　受信端に多重チャネルが構成される場合、プロセッサ１００２は、Ｎ個のキャリアの各
アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアの数と、Ｎ個のキャリアの各アン
カーキャリアに含まれるキャリアのキャリアＩＤの和とに従って、多重チャネルの各チャ
ネルのキャリア選択結果を決定するように構成されてよい。
【０３０２】
　例えば、アンカーキャリアのキャリアセットのうち最大数のキャリアを含むキャリアセ
ットが第１のチャネルに割り当てられ、残りのキャリアセットのうち最大数のキャリアを
含むキャリアセットが第２のチャネルに割り当てられる。最大数のキャリアを含むキャリ
アセットが少なくとも２個存在する場合、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和に従って
割当てが実行されてよい。又は、アンカーキャリアが所定の第１の方向に従って選択され
ている場合、キャリアセットが出現する順序で割当てが実行されてよい。例えば、最初に
出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが第１のチャネルに割り当てられる。詳細
の説明は省略する。
【０３０３】
　任意に、受信端の異なるチャネル構成について、プロセッサ１００２はフレキシブルに
検索方式を選択してよい。例えば、単一チャネルを構成された受信端では、プロセッサ１
００２は、上記の方式１又は方式２における検索方式で、直接１回の検索を行う。多重チ
ャネルを構成され複数の周波数帯域での連続受信をサポートする受信端について（inter-
band　receiptionとも呼ばれる）、図３Ａを参照すると、異なるＭＡのキャリア割当てシ
ナリオでは、プロセッサ１００２は、異なる周波数帯域のキャリアセット結果を得るため
に、上記の方式１又は方式２における検索方式で別々にキャリア選択を実行するだけでよ
い。例えば、ＭＡ１＝｛１、１０、１９、２８、３７、４６｝であり（周波数帯域１に属
する）、ＭＡ２＝｛５１２、５２１、５３０、５３９、５４８｝である（周波数帯域２に
属する）場合（周波数チャネル番号１～１２４は周波数帯域１に属し、周波数チャネル番
号５１２～８８５は周波数帯域２に属する）、異なるＭＡに対応する割り当てられるキャ
リアについて、異なる周波数帯域についてＡＲＦＣＮの表が別々にリスト化され、異なる
周波数帯域でのＡＲＦＣＮの表に従って別々に検索が実行され、各周波数帯域での検索後
に得られるキャリアセットが取得され、各周波数帯域のキャリアセットから、１個のキャ
リアセットが最終的なキャリアセット結果として選択される。
【０３０４】
　任意に、受信端に多重チャネルが構成される場合、プロセッサ１００２は、
　アンカーキャリアのキャリアセットから、１個のキャリアセットを多重チャネルの第１
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のチャネルのキャリア選択結果として選択し、
　第１のチャネルのキャリア選択結果に含まれるキャリアをＮ個のキャリアから除くこと
によって、Ｍ個のキャリアを取得し、
　Ｍ個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、Ｍ個
のキャリアにおけるアンカーキャリアの第１の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレ
ームにおけるＭ個のキャリアのＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリ
ア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第１の検索範囲内で検索を行い、アンカー
キャリアの第１のキャリアセットを決定し、
　Ｍ個のキャリアのアンカーキャリアの第１のキャリアセットから、１個のキャリアセッ
トを多重チャネルのうち第２のチャネルのキャリア選択結果として選択するように構成さ
れる。
【０３０５】
　具体的には、多重チャネルを構成された受信端では、受信端が多重チャネルを用いて１
つの周波数帯域で非連続受信を実行する場合、該周波数帯域で１回の検索が実行される。
受信チャネルの数と同じ数のキャリアセットが選択されるか、又は、受信チャネルの数に
従って複数回の検索が実行される。
【０３０６】
　例えば、図３Ｂを参照して、受信端はデュアルチャネルを構成され、１個の周波数帯域
で非連続受信を実行し（図中、ＧＳＭ９００周波数帯域を例に用いる）、これはintra-ba
nd　non-contiguous receptionとも呼ばれる。以下の２つの方法がキャリア選択に採用さ
れてよい。
【０３０７】
　（１）１回の検索結果から複数のキャリアセットが選択される。
【０３０８】
　同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも２つ存在する場合、デュアル
受信チャネルを構成された受信端では、含まれるキャリアのキャリアＩＤの和が最小であ
り且つ最大数のキャリアを含む２つのキャリアセットがキャリア選択結果として選択され
、又は、
　同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも２つ存在しない場合、最大数
のキャリアを含むキャリアセットと、２番目に最大数のキャリアを含むキャリアセットと
が、キャリア選択結果として選択される。
【０３０９】
　（２）複数回の検索が実行され、各検索後に得られるアンカーキャリアのキャリアセッ
トから１個のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。
【０３１０】
　具体的には、１回目の検索の終了後、キャリア選択結果は、２回目のキャリア検索の初
期のキャリアセットから排除される。
【０３１１】
　例えば、割り当てられるキャリアＩＤが１～６であり、１回目の検索の対象となるキャ
リアが全てのキャリアすなわちキャリア１～キャリア６である場合、１回目の検索の検索
結果は｛キャリア１、キャリア２｝であり、これが第１の受信チャネルのキャリア選択結
果として用いられる。２回目の検索では、２回目の検索では、割り当てられるキャリアセ
ットからキャリア１及びキャリア２を排除し、キャリア３～キャリア６のみに対して検索
を実行する。２回目の検索の検索結果は、第２の受信チャネルのキャリア選択結果として
用いられる。
【０３１２】
　更に、プロセッサ１００２は更に、Ｎ個のキャリアから異なるキャリアがアンカーキャ
リアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのＡＲＦＣと、受信
端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索
範囲内で検索が行われて、アンカーキャリアのキャリアセットが決定される前に、全ての
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キャリアの無線ブロックに対応する任意のフレームにおけるＡＲＦＣＮをソートするよう
に構成される。
【０３１３】
　本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択装置８０を提供する。異なるキ
ャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリ
アのＡＲＦＣＮと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、
全てのアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って
１以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複雑性が比較的
低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方
法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
【０３１４】
　当業者には明らかに理解されるように、説明を簡便にするために、上記のシステム、装
置及びユニットの動作プロセスの詳細については、上記の方法実施形態の対応するプロセ
スを参照することができ、ここでは詳細の説明を省略する。
【０３１５】
　本願で提供されるいくつかの実施形態において、開示のシステム、装置及び方法は他の
方式で実施されてよいことを理解されたい。例えば、記載の装置実施形態は例示に過ぎな
い。例えば、ユニットの分割は論理的な機能分割に過ぎず、実際の実施では他の分割であ
ってよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネントは別のシステムに組み合わせ又は
統合されてよく、或いは、一部の特徴は省略されてよく、或いは実行されなくてよい。加
えて、提示又は議論される相互結合又は直接結合又は通信接続は、いくつかのインターフ
ェースによって実施されてよい。装置若しくはユニット間の間接的な結合又は通信接続は
、電子的形式、機械的形式その他の形式で実施されてよい
　別々の要素として記載されたユニットは物理的に別々であってもなくてもよい。ユニッ
トとして示された要素は物理的なユニットであってもなくてもよく、１ヶ所に位置しても
複数のネットワークユニット上に分布してもよい。ユニットの一部又は全部は、実施形態
の解決策の目的を達成するために、実際の要件に従って選択されてよい。
【０３１６】
　加えて、本発明の実施形態における機能ユニットは１つの処理ユニットに統合されてよ
い。或いは、ユニットの各々は物理的に単独で存在してよく、或いは、２以上のユニット
が１つのユニットに統合されてよい。統合されたユニットは、ハードウェアの形で実現さ
れてよく、或いは、ソフトウェア機能ユニットに追加のハードウェアの形で実現されてよ
い。
【０３１７】
　上記の統合されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形式で実施される場合、該統
合されたユニットはコンピューター可読記憶媒体に格納されてよい。上記のソフトウェア
機能ユニットは、記憶媒体に格納され、且つ、コンピューター装置（パーソナルコンピュ
ーター、サーバー又はネットワーク装置であってよい）が本発明の実施形態に記載の方法
のステップの一部を実行することを命令するためのいくつかの命令を含む。上記の記憶媒
体はプログラムコードを格納できる任意の媒体を含んでよく、例えば、ＵＳＢフラッシュ
ドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリーメモリ（Read-Only　Memory、
ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（Random　Access　Memory、ＲＡＭ）、磁気ディスク
、光ディスク等を含んでよい。
【０３１８】
　最後に、留意すべきこととして、上記の実施形態は本発明の技術的解決策を説明するこ
とを意図するに過ぎず、本発明を限定する意図はない。上記の実施形態を参照して本発明
を詳細に説明したが、当業者であれば、本発明の実施形態の技術的解決策の趣旨及び範囲
から逸脱することなく、上記の実施形態に記載された技術的解決策に更に変更を行うこと
ができ、或いは、それらの一部の技術的特徴に対して均等な置換を行うことができること
が理解できるであろう。
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