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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの端末における通信方法において、
　基地局からＳＣｅｌｌ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）を活性化するための第１情報
を受信する段階と、
　前記第１情報に基づいて前記ＳＣｅｌｌを活性化する段階と、
　前記第１情報に対応して前記ＳＣｅｌｌの非活性化（ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）と関
連したタイマーを開始する段階と、
　前記活性化したＳＣｅｌｌのための第２情報が前記基地局から受信されると、前記ＳＣ
ｅｌｌと関連したタイマーを再開始する段階とを含み、
　前記タイマーの長さは、設定が可能であるｍフレームの時間長さに対応し、前記ｍは、
無線リソース制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ、ＲＲＣ）メッセー
ジに基づいて設定される
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項２】
　前記タイマーの満了後、前記第２情報が受信される場合には、前記タイマーを再開始し
ない
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信方法。　
【請求項３】
　前記タイマーの満了に対応し、前記ＳＣｅｌｌに対応する物理的ダウンリンク制御チャ
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ネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＣ
ＣＨ）のモニタリングを中断する段階をさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信方法。　
【請求項４】
　前記第１情報は、少なくとも１つのＳＣｅｌｌに対応し、８ｂｉｔの情報を含むビット
マップ指示子を含み、
　前記ＳＣｅｌｌを活性化する段階は、前記ビットマップ指示子に基づいて前記ＳＣｅｌ
ｌを活性化する段階を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信方法。　
【請求項５】
　前記タイマーが満了に対応し、少なくとも既に設定されたサブフレームまで、前記ＳＣ
ｅｌｌ上でサウンディング基準信号（ＳＲＳ）の伝送を中断し、前記既に設定されたサブ
フレームからチャネル品質指示子（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ）報告、プレコーディングマトリックスインデックス（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒ
ｉｘ　ｉｎｄｅｘ）報告及びランク指示子（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告の伝送
を中断することを含み、
　前記タイマーの満了から前記既に設定されたサブフレームまでの長さは、ＲＲＣメッセ
ージに基づいて設定が不可能である固定された値である
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信方法。
【請求項６】
　前記タイマーがサブフレームｎにおいて満了した場合、前記ＳＣｅｌｌと関連したプレ
コーダタイプ指示子（ｐｒｅｃｏｄｅｒ　ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、ＰＴＩ）報
告はサブフレームｎ＋８から中断される
　ことを特徴とする請求項２に記載の通信方法。
【請求項７】
　無線通信システムの端末において、
　送受信部と、
　前記送受信部と関連して、
　基地局からＳＣｅｌｌ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）を活性化するための第１情報
を受信し、前記第１情報に基づいて前記ＳＣｅｌｌを活性化し、前記第１情報に対応して
前記ＳＣｅｌｌの非活性化（ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）と関連したタイマーを開始し、
前記活性化したＳＣｅｌｌのための第２情報が前記基地局から受信されると、前記ＳＣｅ
ｌｌと関連したタイマーを再開始する制御部を含み、
　前記タイマーの長さは、設定が可能であるｍフレームの時間長さに対応し、前記ｍは、
無線リソース制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ、ＲＲＣ）メッセー
ジに基づいて設定される
　ことを特徴とする端末。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記タイマーの満了後、前記第２情報が受信される場合には、前記タイマーを再開始し
ない
　ことを特徴とする請求項７に記載の端末。
【請求項９】
　前記制御部は、
　前記タイマーの満了に対応し、前記ＳＣｅｌｌに対応する物理的ダウンリンク制御チャ
ネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＣ
ＣＨ）のモニタリングを中断する
　ことを特徴とする請求項７に記載の端末。
【請求項１０】
　前記第１情報は、少なくとも１つのＳＣｅｌｌに対応し、８ｂｉｔの情報を含むビット
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マップ指示子を含み、
　前記制御部は、前記ビットマップ指示子に基づいて前記ＳＣｅｌｌを活性化する
　ことを特徴とする請求項７に記載の端末。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記タイマーが満了に対応し、少なくとも既に設定されたサブフレーム
まで、前記ＳＣｅｌｌ上でサウンディング基準信号（ＳＲＳ）の伝送を中断し、チャネル
品質指示子（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告、プレコーデ
ィングマトリックスインデックス（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｅｘ）報
告及びランク指示子（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告の伝送を中断し、
　前記タイマーの満了から前記既に設定されたサブフレームまでの長さは、ＲＲＣメッセ
ージに基づいて設定が不可能な固定された値である
　ことを特徴とする請求項７に記載の端末。
【請求項１２】
　前記タイマーがサブフレームｎにおいて満了した場合、前記ＳＣｅｌｌと関連したプレ
コーダタイプ指示子（ｐｒｅｃｏｄｅｒ　ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、ＰＴＩ）報
告はサブフレームｎ＋８から中断される
　ことを特徴とする請求項８に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は、無線通信システムに関し、より詳細には、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムで、複数個の搬送波を同時に使用する搬送波集積（Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ、ＣＡ）技術を使用するシステムにおいて、主搬送波（
Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃａｒｒｉｅｒ）以外の副搬送波（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃａｒｒｉｅ
ｒ）を不活性化（Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
 最近、無線通信技術は、急激な発展を遂げ、これにより、通信システム技術も進化を重
ね、このうち、現在第４世代移動通信技術として注目されるシステムがＬＴＥシステムで
ある。ＬＴＥシステムでは、急増するトラフィック需要を満たすために多様な技術が導入
され、そのうちの１つが搬送波集積技術である。搬送波集積技術というのは、従来の通信
では端末（ＵＥ、以下、端末と称する）と基地局（ｅＮＢ、以下、基地局（ｂａｓｅ　ｓ
ｔａｔｉｏｎ）と称する）との間で１つの搬送波のみ使用したが、主搬送波と１つまたは
複数個の副搬送波とを使用して副搬送波の個数分だけ伝送量を画期的に増やすことができ
るという技術である。なお、ＬＴＥでは、主搬送波をＰＣｅｌｌ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅ
ｌｌ）と称し、副搬送波をＳＣｅｌｌ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ）と称する。
【０００３】
　前記搬送波集積技術を使用するためにはＰＣｅｌｌでＳＣｅｌｌを制御する追加的な複
雑度が発生する。すなわち、ＰＣｅｌｌでどのＳＣｅｌｌを使用するかまたは使用しない
かが定められなければならず、また、このような事項が定められた場合、当該ＳＣｅｌｌ
の使用及び非使用と関連した諸事項に対する制御を行わなければならない。すなわち、Ｓ
Ｃｅｌｌを不活性化する具体的な方案が明示される必要がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Samsung，"SCell deactivation and CQI reporting"，3GPP TSG-RAN2#7
3 meeting R2-110881，2011.02.14，pp.1-4
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　本発明は、前述したような問題点を解決するためになされたもので、本発明の目的は、
無線移動通信システムにおいて搬送波集積技術を使用する場合、ＳＣｅｌｌの不活性化を
行う具体的な方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施態様による端末機の通信方法は、副搬送波
を活性化する活性化段階と、前記副搬送波が活性化されたとき、第１タイマーを開始する
第１開始段階と、前記第１タイマーが満了したとき、第２タイマーを開始する第２開始段
階と、前記第２タイマーが満了したとき、活性化された前記副搬送波を不活性化する不活
性化段階とを含むことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の別の態様によれば、信号を送受信する送受信機と、時間経過を測定する
第１タイマー及び第２タイマーを含む制御部と、前記送受信機を介して受信された信号ま
たは前記制御部の動作によって副搬送波を活性化または不活性化する処理部とを含み、前
記処理部は、副搬送波を活性化し、前記第２タイマーが満了したとき、活性化された前記
副搬送波を不活性化し、前記制御部は、前記副搬送波が活性化されたとき、前記第１タイ
マーを開始し、前記第１タイマーが満了したとき、前記第２タイマーを開始することを特
徴とする端末機が提供される。
【０００８】
　また、本明細書の別の実施態様によれば、無線通信システムで副搬送波を使用するため
のシステムは、副搬送波を割り当てる１つ以上の基地局と、前記副搬送波活性化指示子に
基づいて副搬送波の使用を活性化する端末とを含み、前記端末は、所定の時間区間が経過
し、所定の時間区間の間に前記副搬送波活性化指示子を受信しない場合、前記副搬送波の
使用を不活性化することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　提案する方法を利用すれば、ＳＣｅｌｌ不活性化時に必要なすべての動作を成功的に実
行可能になることで、エラーのない不活性化動作を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明が適用されるＬＴＥシステムの構造を示す図である。
【図２】本発明が適用されるＬＴＥシステムの無線プロトコル構造を示す図である。
【図３】端末でのキャリア集積を説明するための図である。
【図４】本発明で提案するメッセージ流れ図である。
【図５】本発明を適用した端末の動作流れ図である。
【図６】本発明を適用した端末の装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
 以下で、本発明を説明するにあたって、関連する公知の機能または構成に対する具体的
な説明が本発明の要旨を不明瞭にするおそれがあると判断される場合には、その詳細な説
明を省略する。以下、添付の図面を参照して本発明の諸実施形態を説明する。
【００１２】
　本発明は、多重搬送波が集積された端末が副搬送波を活性化する方法及び装置に関する
。
　図１は、本発明が適用されるＬＴＥシステムの構造を示す図である。
　図１を参照すれば、図示のように、ＬＴＥシステムの無線アクセスネットワークは、次
世代基地局（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、以下、ＥＮＢ、Ｎｏｄｅ　Ｂ、または基地
局と称する）１０５，１１０，１１５，１２０と、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）１２５と、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）
１３０とで構成される。ユーザ端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、以下、ＵＥまたは
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端末と称する）１３５は、ＥＮＢ　１０５～１２０及びＳ－ＧＷ　１３０を介して外部ネ
ットワークに接続する。
【００１３】
　図１で、ＥＮＢ　１０５～１２０は、ＵＭＴＳシステムの既存ノードＢに対応する。Ｅ
ＮＢは、ＵＥ　１３５と無線チャネルで接続され、既存ノードＢより複雑な役目を行う。
ＬＴＥシステムでは、インターネットプロトコルを用いたＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅ
ｒ　ＩＰ）のようなリアルタイムサービスを含めたすべてのユーザトラフィックが共用チ
ャネル（ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介してサービスされるので、ＵＥのバッファ
ー状態、可用伝送電力状態、チャネル状態などの状態情報を取り集めてスケジューリング
をする装置が必要であり、これをＥＮＢ　１０５～１２０が担当する。１つのＥＮＢは、
通常、複数のセルを制御する。例えば、１００Ｍｂｐｓの伝送速度を実現するために、Ｌ
ＴＥシステムは、例えば、２０ＭＨｚ帯域幅で直交周波数分割多重方式（Ｏｒｔｈｏｇｏ
ｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、以下、Ｏ
ＦＤＭと称する）を無線接続技術として使用する。また、端末のチャネル状態に合わせて
変調方式（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅ）とチャネルコーディング率（ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ　ｒａｔｅ）とを決定する適応変調コーディング（Ａｄａｐｔｉｖ
ｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　＆　Ｃｏｄｉｎｇ、以下、ＡＭＣと称する）方式を適用する
。Ｓ－ＧＷ　１３０は、データベアラーを提供する装置であり、ＭＭＥ　１２５の制御に
よってデータベアラーを生成するか、または除去する。ＭＭＥは、端末に対する移動性管
理機能はもちろん、各種制御機能を担当する装置であって、複数の基地局と接続される。
【００１４】
　図２は、本発明が適用されるＬＴＥシステムの無線プロトコル構造を示す図である。
　図２を参照すれば、ＬＴＥシステムの無線プロトコルは、端末及びＥＮＢでそれぞれＰ
ＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）２０５
，２４０、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）２１０，２３５、ＭＡＣ（
Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）２１５，２３０で構成される。ＰＤＣＰ
（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）２０５，２４
０は、ＩＰヘッダー圧縮／復元などの動作を担当し、無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉ
ｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、以下、ＲＬＣと称する）２１０，２３５は、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ（
Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）を適切なサイズに再構成し、ＡＲＱ動作などを行う
。ＭＡＣ　２１５，２３０は、１つの端末に構成された様々なＲＬＣ階層装置と接続され
、ＲＬＣ　ＰＤＵをＭＡＣ　ＰＤＵに多重化し、ＭＡＣ　ＰＤＵからＲＬＣ　ＰＤＵを逆
多重化する動作を行う。物理階層２２０，２２５は、上位階層データをチャネルコーディ
ング及び変調し、ＯＦＤＭシンボルを生成して無線チャネルで伝送するか、または無線チ
ャネルを介して受信したＯＦＤＭシンボルを復調し、チャネルデコーディングし、上位階
層に伝達する動作を行う。
【００１５】
　図３は、端末でのキャリア集積を説明するための図である。
　図３を参照すれば、１つの基地局では、一般的に様々な周波数帯域にわたって多重キャ
リアが送出され、受信される。例えば、基地局３０５で中心周波数がｆ１のキャリア３１
５と中心周波数がｆ３のキャリア３１０が送出されるとき、従来、１つの端末が前記２つ
のキャリアのうち１つのキャリアを利用してデータを送受信した。しかし、キャリア集積
能力を有している端末は、同時に複数個のキャリアからデータを送受信することができる
。基地局３０５は、キャリア集積能力を有している端末３３０に対しては、状況によって
さらに多くのキャリアを割り当てることによって、前記端末３３０の伝送速度を高めるこ
とができる。
【００１６】
　伝統的な意味として１つの基地局で送出され受信される１つの順方向キャリアと１つの
逆方向キャリアとが１つのセルを構成するとするとき、キャリア集積というのは、端末が
同時に複数個のセルを介してデータを送受信するものと理解することもできる。これによ
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り、最大伝送速度は、集積されるキャリアの数に比例して増加する。
　以下、本発明を説明するにあたって、端末が任意の順方向キャリアを介してデータを受
信するか、または任意の逆方向キャリアを介してデータを伝送するというのは、前記キャ
リアを特徴づける中心周波数及び周波数帯域に対応するセルで提供する制御チャネルとデ
ータチャネルを利用してデータを送受信することと同一の意味を有する。また、以下、本
発明の実施形態は、説明の便宜のために、ＬＴＥシステムを仮定して説明されるが、本発
明は、キャリア集積をサポートする各種無線通信システムに適用されることができる。
【００１７】
　図４は、本発明で提案するメッセージ流れ図である。基地局４０３は、端末４０１に該
端末に設定されたＳＣｅｌｌのうちどのＳＣｅｌｌを活性化／不活性化するかをＡｃｔｉ
ｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ（
ＣＥ）を使用して通知する（４０５）。前記Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔ
ｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥは、８ビットよりなる固定されたサイズのＭＡＣ　ＣＥであって、
７個のＣフィールドと１個のＲフィールドとで構成される。Ｒは、予備（ｒｅｓｅｒｖｅ
ｄ）フィールドであり、７個のＣフィールドそれぞれは、Ｃ７、Ｃ６、Ｃ５、Ｃ４、Ｃ３

、Ｃ２、Ｃ１（すなわち、Ｃｉ）で示されることができ、ＳＣｅｌｌ　ｉに対して１の場
合、活性化、０の場合、不活性化で表示し、それぞれの副搬送波に対する活性化可否を通
知するのに使用される。
【００１８】
　これを受信した端末は、どのＳＣｅｌｌを活性化／不活性化しなければならないかを確
認し（４０７）、もし、特定ＳＣｅｌｌが活性化される場合には、当該ＳＣｅｌｌを活性
化させ、当該ＳＣｅｌｌに対する第１タイマーを開始する（４０９）。
　前記第１タイマーを使用する理由は、既存動作でＳＣｅｌｌを活性化または不活性化さ
せるとき、Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｅｌｅｍｅｎｔを使用してどのＳＣｅｌｌを活性化または不活性化させるかを通知した
が、前記第１タイマーを使用することによって、Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔを使用せずに不活性化させる機能
を提供することにある。
【００１９】
　その後、基地局が当該ＳＣｅｌｌにＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ：物理的ダウンリンク制御チャネル）を介してアップ
リンク資源を割り当てるか、またはダウンリンク資源を割り当てする場合ごとに、４０９
段階で開始した第１タイマーを再開始する（４１１）。
　また、当該ＳＣｅｌｌを再活性化（ｒｅａｃｔｉｖａｔｅ：既に活性化状態であるが、
前記ＳＣｅｌｌに該当するｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｂｉｔが１に設定されたＡｃｔ
ｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥを受信する場合）させるＡｃ
ｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥを受信する度に再開始する
（４１３）。前記第１タイマーは、ｍフレームの時間長さを有するタイマーであり、ＲＲ
Ｃ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層のメッセージなどで設定可能
である。
【００２０】
　その後、第１タイマーが満了するまで当該ＳＣｅｌｌにアップリンク／ダウンリンク資
源割り当てがないか、または再活性化させるＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔ
ｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥを受けなかった場合、直ちにＳＣｅｌｌを不活性化することなく、
第２タイマーを駆動する（４１５）。
　前記第２タイマーを使用する理由は、端末が当該ＳＣｅｌｌに対してサウンディング基
準信号（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍｂｏｌ）伝送とＣＱＩ
／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩの伝送を中断するために時間を与えるためのものであり、また、
第２タイマーが満了する定められた時点に動作を中止し、基地局の性能に悪影響を及ぼさ
ないようにすることに目的がある。前記ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩに対する詳細な説
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明は、次の通りである。
　－ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：チャネル品質指
示子：ビットエラー確率１０％を満たす推薦伝送フォーマット
　－ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｅｘ）：プレコーディングマト
リックスインデックス：ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
ｉｎｇに使用されるインデックス
　－ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：ランク指示子：推薦する伝送ランク
　－ＰＴＩ（Ｐｒｅｃｏｄｅｒ　Ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）：プレコーダータイ
プ指示子
【００２１】
　もし、第２タイマーが駆動される間に、４１１段階のような該当ＳＣｅｌｌに対するＵ
Ｌ　ｇｒａｎｔやＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔがＰＤＣＣＨで来る場合にもこれを無視し
、第１タイマー、第２タイマーを再駆動／再開始しない（４１７）。
　前記第２タイマーが始まった後に行う前記動作のうち、端末と基地局間の相互作用と無
関係であり、端末が定められた時点に動作を中止しなければならない必要がない動作は、
第２タイマーが満了する前に先に中断することができる。このような動作の例は、次の通
りである。
　－ＳＣｅｌｌからのＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）モニタリング中断
　－サウンディング基準信号（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍ
ｂｏｌ）伝送中断
【００２２】
　また、前記動作のうち、端末と基地局間の相互作用と関連があり、端末が定められた時
点に動作を中止しない場合、基地局の性能に悪影響を及ぼすことがあり、第２タイマーが
満了した時点で中止しなければならない動作は、次の通りである。
　－チャネル状態情報報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）中断
　－ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩの伝送中断
　その後、第２タイマーが満了すれば、当該ＳＣｅｌｌは、不活性化される（４１９）。
前記第２タイマーは、ｎサブフレームの時間を有し、ｎは、０以上の整数であり、固定さ
れた値の使用が可能である（例えば、ｎ＝８などが使用可能である）。第２タイマー満了
後に、サウンディング基準信号（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙ
ｍｂｏｌ）伝送とＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩの伝送とを中断する。
【００２３】
　図５は、本発明を適用した端末の動作流れ図である。
　端末は、８ビットのビットマップが含まれたＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａ
ｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥを受信し、新規に活性化するＳＣｅｌｌがあるか否かを確認して
、もしあれば、当該ＳＣｅｌｌを活性化する（５０１）。より具体的には、端末は、ＭＡ
Ｃ　ＣＥを受信する前に不活性化されているＳＣｅｌｌを確認し、ＭＡＣ　ＣＥを受信し
たとき、不活性化されているＳＣｅｌｌに対してＭＡＣ　ＣＥのビットマップに「活性化
」表示されているＳＣｅｌｌを活性化する。前記Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥは、活性化するＳＣｅｌｌを決定する決定信号と称することが
できる。
【００２４】
　端末は、新規活性化したＳＣｅｌｌに対してそれぞれ第１タイマーを開始する（５０３
）。前記第１タイマーの長さは、設定が可能であり、ｅＮＢによってＲＲＣ　ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ手続中に設定されることができる。端末は
、当該ＳＣｅｌｌに対してＰＤＣＣＨを介してアップリンク資源割り当て及びダウンリン
ク資源割り当てが行われたか、またはＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ
　ＭＡＣ　ＣＥを受信し、当該ＳＣｅｌｌが再活性化されたかを確認する（５０５）。も
しそうであれば、第１タイマーを再開始し（５０７）、さらに５０５段階に戻って、当該
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ＳＣｅｌｌに対してＰＤＣＣＨを介してアップリンク資源割り当て及びダウンリンク資源
割り当てが行われたか、またはＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡ
Ｃ　ＣＥを受信し、当該ＳＣｅｌｌが再活性化されたかを確認する。もし、第１タイマー
が満了した場合（５０９）、第２タイマーを開始する（５１１）。第２タイマーの長さは
、固定されていて、設定可能ではない（例えば、８のような０以上の整数値に固定）。し
たがって、第２タイマーの長さは、ｅＮＢが通知するものではなく、規格に固定された値
を使用する。
【００２５】
　第２タイマーが満了したとき（すなわち、第１タイマーが満了した後、固定された長さ
の時間が経過した後）、端末は、当該ＳＣｅｌｌを不活性化し、当該ＳＣｅｌｌに対する
ＳＲＳ伝送を中断し、当該ＳＣｅｌｌに対するＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩの伝送を中
断する（５１３）。また、端末は、不活性化されたＳＣｅｌｌに対してＰＤＣＣＨの受信
を中断する。また、第２タイマーが始まった場合、端末は、当該ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ
で伝送されたアップリンク資源割り当てとダウンリンク資源割り当てを無視する。これは
、第１タイマーが満了したとき、当該ＳＣｅｌｌに対するＰＤＣＣＨモニタリングを中断
することによって可能である。すなわち、ＰＤＣＣＨモニタリングは、第１タイマーが満
了したときに中断し、ＳＲＳ及びＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩ伝送などは、第２タイマ
ーが満了した場合に中断する。
【００２６】
　図６は、本発明を適用した端末の装置を示す図である。
　端末は、上位階層６０５とデータなどを送受信し、制御メッセージ処理部６０７を介し
て制御メッセージを送受信し、送信時に、制御部６０９の制御によって多重化装置６０３
を介して多重化後、送信機を介してデータを伝送し（６０１）、受信時に、制御部６０９
の制御によって受信機で物理信号を受信した後（６０１）、逆多重化装置６０３で受信信
号を逆多重化し、それぞれメッセージ情報によって上位階層６０５または制御メッセージ
処理部６０７に伝達する。
【００２７】
　本発明においてＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥを制
御メッセージ処理部６０７が受信すれば、これをＳＣｅｌｌ活性化／不活性化処理部６１
１に通知し、新規活性化したＳＣｅｌｌに対して第１タイマーを開始する。その後、前記
ＳＣｅｌｌに対して制御部６０９を介してダウンリンク／アップリンクの資源を受信した
場合、または制御メッセージ処理部６０７を介して当該ＳＣｅｌｌを再活性化するＡｃｔ
ｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥを受信した場合、前記第１タ
イマーを再開始する。
【００２８】
　その後、第１タイマーが満了すれば、Ｓｃｅｌｌ活性化／不活性化処理部６１１は、第
２タイマーを開始する。この期間の間には、制御部を介してｅＮＢからダウンリンク／ア
ップリンクデータ受信のためのＰＤＣＣＨ受信をしなくてもよい。その後、第２タイマー
が満了すれば、ＳＲＳ伝送及びＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩ伝送を中断する。
　提案する方式を使用すれば、搬送波集積技術を使用する場合、ＳＣｅｌｌを不活性化す
るとき、２つのタイマーを介して行うことによって、誤動作を防止し、正確な動作を行う
ことができる。
【００２９】
　本発明の詳細な説明では、具体的な実施形態に関して説明したが、本発明の範囲を逸脱
しない限度内でさまざまな変形が可能であることは勿論である。したがって、本発明の範
囲は、説明された実施形態に限定されず、後述する特許請求の範囲だけでなく、この特許
請求の範囲と均等なものによって定められなければならない。
【符号の説明】
【００３０】
　１０５，１１０，１１５，１２０　基地局（ＥＮＢ）
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　１２５　移動管理局（ＭＭＥ）
　１３０　サービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）
　１３５　ユーザ端末（ＵＥ）
　６０１　送受信機
　６０３　多重化及び逆多重化装置
　６０５　上位階層装置
　６０７　制御メッセージ処理部
　６０９　制御部
　６１１　ＳＣｅｌｌ活性化／不活性化処理部。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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