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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク側がキャリアアグリゲーション可能な端末のキャリアアグリゲーションセ
ルに対して共通する無線ネットワーク臨時識別子RNTIを割り当てることと、
　前記ネットワーク側と前記端末が前記キャリアアグリゲーションセル間で共通に割り当
てられた前記RNTIを使用してデータ送受信を行うことと、を含み、
　前記端末がネットワーク側移動元ノードからネットワーク側移動先ノードへハンドオー
バする時、当該ネットワーク側移動先ノードは、前記端末にキャリアアグリゲーションセ
ルで共通にRNTIを割り当て、割り当てたRNTI及びその他のキャリアアグリゲーションセル
における周波数情報又は周波数インデックスを含むハンドオーバ請求呼応メッセージを当
該ネットワーク側移動元ノードに送信し、前記ネットワーク側移動元ノードは、前記ネッ
トワーク側移動先ノードにより前記端末に割り当てられたRNTI及びその他のキャリアアグ
リゲーションセルにおける周波数情報又は周波数インデックスを含むハンドオーバ命令メ
ッセージを前記端末に送信し、
　キャリアアグリゲーション可能な端末に共通するRNTIを割り当てる前記ネットワーク側
が、
　前記ネットワーク側がキャリアアグリゲーションセルで前記端末に共通にC-RNTIを割り
当てることを含み、
　前記ネットワーク側と前記端末が前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当て
られたRNTIを使用してデータ送受信を行い、具体的に、前記端末と前記ネットワーク側が



(2) JP 6029978 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

すでに割り当てられたC-RNTIを使用してすべてのキャリアアグリゲーションセルで送信及
び/又は受信を行う、
　ことを特徴とする一種の端末識別子の使用方法。
【請求項２】
　前記実施された共通するRNTIの割り当てが、前記キャリアアグリゲーションセルがRNTI
資源を共有することを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
【請求項３】
　キャリアアグリゲーション可能な端末に共通するRNTIを割り当てる前記ネットワーク側
が、
　前記ネットワーク側がキャリアアグリゲーションセルで前記端末に共通にSPS C-RNTI、
及び/又はTPC-PUSCH-RNTI、及び/又はTPC-PUCCH-RNTIを割り当てることを含むことを特徴
とする請求項1記載の方法。
【請求項４】
　前記ネットワーク側がキャリアアグリゲーションセルで前記端末に共通にC-RNTIを割り
当て、この中で、前記ネットワーク側が異なるキャリアアグリゲーションセルで端末に同
じC-RNTIを割り当て、割り当てられたC-RNTIがネットワーク側によりすでに割り当てられ
たRNTIと異なることを含み、
　前記ネットワーク側がキャリアアグリゲーションセルで前記端末に共通にSPS C-RNTIを
割り当て、この中で、前記ネットワーク側が異なるキャリアアグリゲーションセルで端末
に同じSPS C-RNTIを割り当て、割り当てられたSPS C-RNTIがネットワーク側によりすでに
割り当てられたRNTIと異なることを含むことを特徴とする請求項3記載の方法。
【請求項５】
　前記ネットワーク側がキャリアアグリゲーションセル間で前記端末に共通にTPC-PUSCH-
RNTIを割り当て、この内に、前記ネットワーク側が異なるキャリアアグリゲーションセル
で前記端末に同じ又は異なるTPC-PUSCH-RNTIを割り当て、割り当てられたTPC-PUSCH-RNTI
がネットワーク側によりすでに割り当てられたRNTIと異なり、
　前記ネットワーク側がキャリアアグリゲーションセルで前記端末に共通にTPC-PUCCH-RN
TIを割り当て、この内に、前記ネットワーク側が異なるキャリアアグリゲーションセルで
前記端末に同じ又は異なるTPC-PUCCH-RNTIを割り当て、割り当てられたTPC-PUCCH-RNTIが
ネットワーク側ですでに割り当てられたRNTIと異なることを含むことを特徴とする請求項
3記載の方法。
【請求項６】
　前記ネットワーク側が前記端末にキャリアアグリゲーションセルで前記共通に割り当て
られたRNTIを使用してデータ送受信を行い、前記ネットワーク側が異なるキャリアアグリ
ゲーションセルで同じC-RNTI及び/又はSPS C-RNTIを使用して前記端末とデータ送受信を
行うことを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
【請求項７】
　前記ネットワーク側と前記端末がキャリアアグリゲーションセルで前記共通に割り当て
られたRNTIを使用してデータ送受信を行い、前記ネットワーク側がすべてのキャリアアグ
リゲーションセルで割り当てられたTPC-PUSCH-RNTI及びTPC-PUCCH-RNTIを使用して前記端
末に伝送パワー制御情報を送信することを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
【請求項８】
　前記ネットワーク側がキャリアアグリゲーションを割り当てる時に前記端末に新しいC-
RNTI及び/又はSPS C-RNTIを割り当てず、及び/又は、ネットワーク側がキャリアアグリゲ
ーションを割り当てて活動化する時に、前記端末に新しいC-RNTI及び/又はSPS C-RNTIを
割り当てず、
　前記ネットワーク側と前記端末が前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当て
られたRNTIを使用してデータ送受信を行い、具体的に、前記端末と前記ネットワーク側が
すでに割り当てられたSPS C-RNTIを使用してすべてのキャリアアグリゲーションセルで送
信及び/又は受信を行うことを特徴とする請求項1記載の方法。
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【請求項９】
　前記ネットワーク側と前記端末が前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当て
られたRNTIを使用して送受信を行い、
　前記端末が前記キャリアアグリゲーションセルでPDCCHのある搬送波のPDCCHを監視し、
同じC-RNTI及び/又はSPS C-RNTIを使用してスケジュール情報を受信することを含むこと
を特徴とする請求項1記載の方法。
【請求項１０】
　前記ネットワーク側と前記端末が前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当て
られたRNTIを使用して送受信を行い、
　前記端末が前記キャリアアグリゲーションセルでPDCCHのある搬送波のPDCCHを監視し、
割り当てられたTPC-PUSCH-RNTI及び/又はTPC-PUCCH-RNTIを使用して伝送パワー制御情報
を受信することを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
【請求項１１】
　前記ネットワーク側移動先ノードにより前記端末に割り当てられた前記RNTIが、
　前記ネットワーク側移動先ノードにより前記端末に割り当てられた唯一のC-RNTI及び/
又はSPS C-RNTIを含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　キャリアアグリゲーション可能な端末にキャリアアグリゲーションセルで共通するRNTI
割り当てを行い、前記端末と、前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当てられ
た前記RNTIを使用してデータ送受信を行う為のネットワーク側と、
　前記ネットワーク側により前記端末に共通に割り当てられたRNTIを受信し、前記ネット
ワーク側と、前記キャリアアグリゲーションセルで前記共通に割り当てられたRNTIを使用
してデータ送受信を行う為の端末と、を含み、
　前記端末がネットワーク側移動元ノードからネットワーク側移動先ノードへハンドオー
バする時、当該ネットワーク側移動先ノードは、前記端末にキャリアアグリゲーションセ
ルで共通にRNTIを割り当て、割り当てたRNTI及びその他のキャリアアグリゲーションセル
における周波数情報又は周波数インデックスを含むハンドオーバ請求呼応メッセージを当
該ネットワーク側移動元ノードに送信し、前記ネットワーク側移動元ノードは、前記ネッ
トワーク側移動先ノードにより前記端末に割り当てられたRNTI及びその他のキャリアアグ
リゲーションセルにおける周波数情報又は周波数インデックスを含むハンドオーバ命令メ
ッセージを前記端末に送信し、
　キャリアアグリゲーション可能な端末に共通するRNTIを割り当てる前記ネットワーク側
が、
　前記ネットワーク側がキャリアアグリゲーションセルで前記端末に共通にC-RNTIを割り
当てることを含み、
　前記ネットワーク側と前記端末が前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当て
られたRNTIを使用してデータ送受信を行い、具体的に、前記端末と前記ネットワーク側が
すでに割り当てられたC-RNTIを使用してすべてのキャリアアグリゲーションセルで送信及
び/又は受信を行う、
　ことを特徴とする一種の端末識別子の使用システム。
【請求項１３】
　キャリアアグリゲーション可能な端末にキャリアアグリゲーションセルで共通にRNTIを
割り当てる為の割当モジュールと、
　前記端末と一緒に、前記キャリアアグリゲーションセルで前記割当モジュールにより共
通に割り当てられた前記RNTIを使用してデータ送受信を行う為の送受信モジュールと、を
含み、
　前記端末がネットワーク側移動元ノードからネットワーク側移動先ノードへハンドオー
バする時、当該ネットワーク側移動先ノードは、前記端末にキャリアアグリゲーションセ
ルで共通にRNTIを割り当て、割り当てたRNTI及びその他のキャリアアグリゲーションセル
における周波数情報又は周波数インデックスを含むハンドオーバ請求呼応メッセージを当
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該ネットワーク側移動元ノードに送信し、前記ネットワーク側移動元ノードは、前記ネッ
トワーク側移動先ノードにより前記端末に割り当てられたRNTI及びその他のキャリアアグ
リゲーションセルにおける周波数情報又は周波数インデックスを含むハンドオーバ命令メ
ッセージを前記端末に送信し、
　キャリアアグリゲーション可能な端末に共通するRNTIを割り当てる前記割当モジュール
が、
　前記割当モジュールがキャリアアグリゲーションセルで前記端末に共通にC-RNTIを割り
当てることを含み、
　前記送受信モジュールと前記端末が前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当
てられたRNTIを使用してデータ送受信を行い、具体的に、前記端末と前記送受信モジュー
ルがすでに割り当てられたC-RNTIを使用してすべてのキャリアアグリゲーションセルで送
信及び/又は受信を行う、
　ことを特徴とするネットワーク側設備。
【請求項１４】
　共通に実施された前記RNTIの割り当ては前記キャリアアグリゲーションセルの間にRNTI
資源を共有することを含むことを特徴とする請求項１３記載のネットワーク側設備。
【請求項１５】
　前記割当モジュールが具体的に、
　キャリアアグリゲーションセルで前記端末に共通にSPS C-RNTI、及び/又はTPC-PUSCH-R
NTI、及び/又はTPC-PUCCH-RNTIを割り当てることに使用されることを特徴とする請求項１
３記載のネットワーク側設備。
【請求項１６】
　前記割当モジュールがC-RNTIを割り当てる時、異なるキャリアアグリゲーションセルで
端末に同じC-RNTIを割り当て、割り当てられたC-RNTIがネットワーク側によりすでに割り
当てられたRNTIと異なり、
　前記割当モジュールがSPS C-RNTIを割り当てる時、異なるキャリアアグリゲーションセ
ル中で端末に同じSPS C-RNTIを割り当て、割り当てられた前記SPS C-RNTIがネットワーク
側によりすでにを割り当てられたRNTIと異なることを特徴とする請求項１５記載のネット
ワーク側設備。
【請求項１７】
　前記割当モジュールがTPC-PUSCH-RNTIを割り当てる時、異なるキャリアアグリゲーショ
ンセルで前記端末に同じ又は異なるTPC-PUSCH-RNTIを割り当て、前記割り当てられたTPC-
PUSCH-RNTIがネットワーク側によりすでに割り当てられたRNTIと異なり、
　前記割当モジュールがTPC-PUCCH-RNTIを割り当てる時、異なるキャリアアグリゲーショ
ンセルで前記端末に同じ又は異なるTPC-PUCCH-RNTIを割り当て、割り当てられた前記TPC-
PUCCH -RNTIがネットワーク側によりすでに割り当てられたRNTIと異なることを特徴とす
る請求項１５記載のネットワーク側設備。
【請求項１８】
　前記送受信モジュールが具体的に、
　異なる前記キャリアアグリゲーションセルで同じC-RNTI及び/又はSPS C-RNTIを使用し
て前記端末との間にデータ送受信を行うことに使用されることを特徴とする請求項１３記
載のネットワーク側設備。
【請求項１９】
　前記送受信モジュールが具体的に、
　すべての前記キャリアアグリゲーションセルで割り当てられたTPC-PUSCH-RNTIとTPC-PU
CCH-RNTIを使用して前記端末に伝送パワー制御情報を送信することに使用されることを特
徴とする請求項１３記載のネットワーク側設備。
【請求項２０】
　キャリアアグリゲーションを割り当てる時に前記割当モジュールが前記端末に新しいC-
RNTI及び/又はSPS C-RNTIを割り当てず、及び/又は、キャリアアグリゲーションを割り当
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てて活動化する時に、前記割当モジュールが前記端末に新しいC-RNTI及び/又はSPS C-RNT
Iを割り当てず、
　前記送受信モジュールが具体的に、前記端末がすでに割り当てられたSPS C-RNTIを使用
してすべての前記キャリアアグリゲーションセルでデータ送信及び/又は受信を行うこと
に使用されることを特徴とする請求項１３記載のネットワーク側設備。
【請求項２１】
　前記割当モジュールが具体的に、前記端末に唯一のC-RNTI及び/又はSPS C-RNTIを割り
当てることに使用されることを特徴とする請求項１３記載のネットワーク側設備。
【請求項２２】
　ネットワーク側より自機に共通に割り当てられたRNTIを受信する送受信モジュールを備
え、また、前記送受信モジュールは、前記ネットワーク側から割り当てられた前記RNTIを
利用してデータ送受信を行い、
　ネットワーク側移動元ノードからネットワーク側移動先ノードにハンドオーバする時、
当該ネットワーク移動元ノードから、当該ネットワーク移動先ノードが自機に割り当てた
前記RNTI、及びその他のキャリアアグリゲーションセルにおける周波数情報又は周波数イ
ンデックスを含むハンドオーバ命令メッセージを受信し、
　自機に共通するRNTIを割り当てる前記ネットワーク側が、
　前記ネットワーク側がキャリアアグリゲーションセルで自機に共通にC-RNTIを割り当て
ることを含み、
　前記ネットワーク側と前記送受信モジュールが前記キャリアアグリゲーションセルで共
通に割り当てられたRNTIを使用してデータ送受信を行い、具体的に、前記送受信モジュー
ルと前記ネットワーク側がすでに割り当てられたC-RNTIを使用してすべてのキャリアアグ
リゲーションセルで送信及び/又は受信を行う、
　ことを特徴とする端末。
【請求項２３】
　前記送受信モジュールが具体的に、
　前記キャリアアグリゲーションセルでPDCCHのある搬送波のPDCCHを監視し、同じC-RNTI
及び/又はSPS C-RNTIを使用してスケジュール情報を受信することに使用されることを特
徴とする請求項２２記載の端末。
【請求項２４】
　前記送受信モジュールが具体的に、
　前記キャリアアグリゲーションセルでPDCCHのある搬送波のPDCCHを監視し、割り当てら
れたTPC-PUSCH-RNTI及び/又はTPC-PUCCH-RNTIを使用して伝送パワー制御情報を受信する
ことに使用されることを特徴とする請求項２２記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、下記の中国特許出願優先権を要求する。
　2009年8月14日中国特許局まで提出され、出願番号が200910091263.7で、発明名称が「
一種の端末識別子の使用方法、システムと設備」である中国特許出願について、その全部
内容が引用を通じて本出願に結合されている。
【０００２】
　本発明は無線通信技術分野に関するものであり、特に、一種の端末識別子の使用方法、
システム、設備及び端末に関する。
【背景技術】
【０００３】
　LTEシステムの中で、上下りリンクの資源スケジュール情報（例えば、MCS（Modulation
 and Coding Scheme、変調コーディング方案）の相応なPRB（Physical Resource Block、
物理資源ブロック）情報等）が全部PDCCH（Physical Downlink Control Channel、物理下
り制御チャネル）で送信されるので、PDCCHが含むこれらのスケジュール情報が呼び出し
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情報か、システム情報か、又はPDSCH（Physical Downlink Shared Channel，物理下り共
有チャネル）か、又は端末データに関連するPUSCH上のスケジュール情報であるか区分す
る必要がある（図１）。当面、異なるスケジュール情報に異なるRNTI（Radio Network Te
mporary Identity、無線ネットワーク臨時識別子）を割り当てる方式で指示して、端末に
よるランダム接続、区間ハンドオーバ、正常データ送受信及びキャリアアグリゲーション
等プロセス中に含む。その中で、eNB（Evolved Node-B、進化タイプ基地局）間の区間ハ
ンドオーバがX2又はS1インターフェイス上の信号伝達を通じて交互作用を行い、ソース区
間が目標区間にハンドオーバ請求メッセージを送信し、目標区間がソース区間にハンドオ
ーバ請求呼応メッセージ（ハンドオーバ請求呼応メッセージに、ソース区間により端末に
送信されたハンドオーバ命令が含まれる）を返還し、それに、ソース区間が端末にハンド
オーバ命令を送信し、端末がハンドオーバ命令によって割り当て、割当完成後、目標区間
にハンドオーバ完成メッセージを送信するというプロセスがある。ソース区間により端末
に送信されたハンドオーバ命令が移動性制御情報を含むRRC（Radio Resource Control、
無線資源制御協議）接続再構成メッセージである。端末により目標区間に送信されたハン
ドオーバ完成メッセージがRRC接続再構成完成メッセージである。LTEシステムの中で、端
末が同じeNBの下の区間内に移動する場合、また区間ハンドオーバが必要である。上述eNB
間の区間ハンドオーバと異なるのがソース区間と目標区間がX2又はS1インターフェイスで
の信号伝達交互作用を実行する必要がなく、その他のプロセスが上述プロセスと類似して
、即ち、ソース区間が端末にハンドオーバ命令を送信し、それに端末がハンドオーバ命令
によって割り当て、割当完成後目標区間にハンドオーバ完成メッセージを送信する。
【０００４】
　一般的に言うと、端末が受信する時に、まずPDCCHに受信する必要のあるRNTIが存在し
ているか検知し、存在している場合、相応なDCI（Downlink Control Information、下り
リンク制御情報）の指示によって相応なデータ内容を引き受ける。P-RNTI（Paging RNTI
、呼び出しRNTI）が呼び出し情報に対応し、SI-RNTI（System Information RNTI、システ
ム情報RNTI）がシステム情報と対応し、C-RNTI（Cell Radio Network Temporary Identif
ier、区間無線ネットワーク臨時識別子）がPDSCHとPUSCH上の端末情報と対応し、SPS C-R
NTI（Semi-Persistent Scheduling C-RNTI、セミ持続的なスケジュールC-RNTI）が端末の
セミ持続的なスケジュール情報と対応し、TPC-PUSCH-RNTI（Transmission Power Control
 PUSCH RNTI、伝送パワー制御PUSCH-RNTI）とTPC-PUCCH-RNTIがPUCCHとPUSCH上の伝送パ
ワー制御情報と対応する。但し、Temporary C-RNTIは、端末にC-RNTIがない場合に、ネッ
トワークにより端末に割り当てられた一つの臨時端末身分識別子に過ぎない。端末がラン
ダム接続を通じて接続状態に入った後、端末がネットワークにより割り当てられたTempor
ary C-RNTIを自分のC-RNTIと設定する。RA-RNTIがその他のものと違って、その他ののも
のがユーザ身分識別子に使用されるが、RA-RNTIがユーザのランダム接続プロセス中pream
ble送信時に使用される資源ブロックの識別子に使用される。その中で、上述RNTIの内に
、単一の端末と対応するRNTIがC-RNTIとSPS C-RNTIを含み、この内、C-RNTIが区間にRRC
接続状態に処する唯一の端末の識別子に使用される。端末がPDCCH上にこれと対応するC-R
NTIを検知する場合、端末がC-RNTIと対応するDCIで指示・関連された資源位置にデータを
引き受ける又は送信する。SPS C-RNTIの用法がC-RNTIと同じであるが、ただsemi-persist
ent schedulingというスケジュール方式を使用する端末にSPS C-RNTIが割り当てることに
過ぎない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　発明者は、本発明の実現プロセスで、現有技術に少なくとも下記の問題が存在すること
を見つけた。
【０００６】
　LTEシステムで、端末が同じ時刻で一つだけの区間とデータ受信又は送信を行う。各区
間が当該区間の端末にRNTIを割り当て、例えば、C-RNTIとSPS C-RNTI等。端末がPDCCH上
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のRNTIを検知することによってネットワーク側のスケジュール情報を受信する。LTE-Aシ
ステムで、複数のキャリアアグリゲーション実行可能区間がある場合、キャリアアグリゲ
ーション技術を採用する端末が複数の区間と通信することができて、この時に、端末がど
のようにRNTIを通じて各区間により送信されたスケジュール情報を受信するのかまだ確定
されていない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施の形態は、一種の端末識別子の使用方法、システム、設備及び端末を提供
したので、キャリアアグリゲーション技術を採用する端末に、RNTIを通じて各区間とのデ
ータ送受信を実施させる。
【０００８】
　本発明実施の形態により提供された端末識別子の使用方法は、
　ネットワーク側がキャリアアグリゲーションの端末にキャリアアグリゲーションセルで
共通するRNTIを割り当てることと、
　前記ネットワーク側と前記端末が前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当て
られた前記RNTIを使用してデータ送受信を行うことを含む。
【０００９】
　本発明実施の形態により提供された端末識別子の使用システムは、
　キャリアアグリゲーション可能な端末にキャリアアグリゲーションセルで共通するRNTI
を割り当て、それに前記端末と、前記キャリアアグリゲーションセルで前記共通に割り当
てられたRNTIを使用してデータ送受信を行う為のネットワーク側と、
　前記ネットワーク側により前記端末に共通に割り当てられたRNTIを引き受け、それに前
記ネットワーク側と、前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当てられた前記RN
TIを使用してデータ送受信を行う為の端末を含む。
【００１０】
　本発明実施の形態により提供されたネットワーク側設備は、
　キャリアアグリゲーション可能な端末にキャリアアグリゲーションセルで共通するRNTI
を割り当てる為の割当モジュールと、
　前記端末と一緒に、前記キャリアアグリゲーションセルで前記割当モジュールにより共
通に割り当てられた前記RNTIを使用してデータ送受信を行う為の送受信モジュールを含む
。
【００１１】
　本発明実施の形態により提供された端末は、
　ネットワーク側により自機に共通に割り当てられたRNTIを引き受け、それに前記ネット
ワーク側と一緒に前記キャリアアグリゲーションセルで共通に割り当てられた前記RNTIを
使用してデータ送受信を行う為の送受信モジュールを含む。
【００１２】
　本発明の実施の形態のネットワーク側がキャリアアグリゲーションを実行する端末に端
末識別子を割り当て、それにネットワーク側が割り当てられた端末識別子によって端末と
データ送受信を行い、これでキャリアアグリゲーション技術を採用する端末が共通するRN
TIを通じて各キャリアアグリゲーションセルとデータ送受信を実施させる。勿論、本発明
の実施の形態を実施する如何なる製品は必ずしも前記のすべての特徴を含むことではない
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】現有技術での物理層チャネル構造指示である。
【図２】本発明の一実施の形態の一種の端末識別子の使用方法フローチャートである。
【図３】本発明のもう一実施の形態の一種の端末識別子の使用方法フローチャートである
。
【図４】本発明のもう一実施の形態での一種の端末識別子の使用方法フローチャートであ
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る。
【図５】現有技術でのLTEシステムのネットワーク・アーキテクチャの構造見取図である
。
【図６】本発明のもう一実施の形態での一種の端末識別子の使用方法フローチャートであ
る。
【図７】本発明のもう一実施の形態での一種の端末識別子の使用方法フローチャートであ
る。
【図８】本発明実施の形態の中で支持キャリアアグリゲーションセルでのUE RNTI割当見
取図である。
【図９】本発明実施の形態の一種のネットワーク側設備である。
【図１０】本発明実施の形態の一種の端末である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　現有技術に存在している前記問題を解決する為に、本発明の実施の形態の中で、基地局
がキャリアアグリゲーションの実行端末に端末識別子を割り当て、それに前記基地局が前
記端末識別子によって前記端末との伝送を行う。
【００１５】
　次に本発明の添付図に結びついて、本発明の技術的解決策を明らかに且つ完全に述べる
。周知の通り、記載された実施の形態は全部の実施の形態ではなく、本発明の一部分の実
施の形態しかない。本発明での実施の形態に基づいて、本分野の技術者により取得される
イノベーションのないすべてのほかの実施の形態が本発明の保護範囲に属する。
【００１６】
　本発明の一実施の形態は、一種の端末識別子の使用方法を提供し、図2のように、具体
に下記の手順を含む。
【００１７】
　手順201、ネットワーク側がキャリアアグリゲーションUE（User Equipment、ユーザ設
備、又は端末と称される）にキャリアアグリゲーションセルで共通するRNTIを割り当てる
。
【００１８】
　手順202、前記ネットワーク側が前記端末と一緒に、前記キャリアアグリゲーションセ
ルで前記共通に割り当てられたRNTIを使用してデータ送受信を行う。
【００１９】
　本発明の実施の形態の中で、ネットワーク側が、キャリアアグリゲーション端末に端末
識別子を割り当て、それに、ネットワーク側が割り当てられた端末識別子によって端末と
の伝送を行うことによって、キャリアアグリゲーション技術を採用するUEにRNTIを通じて
各キャリアアグリゲーションセルとのデータの送受信を実施させる。
【００２０】
　ネットワーク側設備が基地局、eNB及びその他の実体を含み、但し、これらに限定され
ない、ネットワーク側でキャリアアグリゲーションセルに対して共通にRNTIを割り当てら
れる設備が全部本発明の保護範囲に属する。本発明実施の形態について、ネットワーク側
設備の基地局の例を挙げて説明する。
【００２１】
　次に、具体的な応用場面に結びついて、本発明の実施の形態を更に述べる。
【００２２】
　本発明の別の実施の形態は、一種の端末識別子の使用方法を提供し、当該方法は、接続
中のUEがキャリアアグリゲーションセルの割当プロセスでどのようにC-RNTI及び/又はSPS
 C-RNTIを使用するか述べて、図3のように、具体に下記の手順を含む。
【００２３】
　手順301、ネットワーク側が端末にRRC接続再構成メッセージを送信し、当該メッセージ
にキャリアアグリゲーションセルにおける周波数情報又は周波数インデックスが携帯され
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、UEへのキャリアアグリゲーションセル割当に使用される。
【００２４】
　手順302、端末がキャリアアグリゲーションセル割当の為のRRC接続再構成メッセージを
受信した後、すでに割り当てられたC-RNTIを採用してすべてのキャリアアグリゲーション
セルでネットワーク側とのデータ送受信を行う。
【００２５】
　本発明の実施の形態の中で、基地局が、キャリアアグリゲーション端末に端末識別子を
割り当て、それに、基地局が割り当てられた端末識別子によって端末と伝送を行うことに
よって、キャリアアグリゲーション技術を採用するUEにRNTIを通じて各区間とデータの送
受信を実施させる。更に説明すべきのは、キャリアアグリゲーションシステムに更にキャ
リアアグリゲーションセルの活性化プロセスが含まれる可能性があり、即ち、前記割当プ
ロセスを完成した後、端末が必ずしもネットワーク側のキャリアアグリゲーションセルと
のデータ送受信を実行できることではなく、キャリアアグリゲーションセルが活性化され
てからこそ、始めて端末が活性化されたキャリアアグリゲーションセルとのデータ送受信
を行える。ネットワーク側が端末にキャリアアグリゲーションセルを活性化する方式とし
ては、RRC信号伝達を採用してもいいし、MAC CE等のようなその他の協議層の信号伝達を
採用しても良い。キャリアアグリゲーションの活性化プロセスが存在する時、端末がネッ
トワーク側のキャリアアグリゲーションセル活性化信号伝達を受信した後、すでに割り当
てられたC-RNTIを使用してすべてのキャリアアグリゲーションセルでネットワーク側との
データ送受信を行う。
【００２６】
　説明すべきのは、SPS C-RNTIの用法がC-RNTIと同じであるが、ただsemi-persistent sc
hedulingというスケジュール方式を使用するUEにSPS C-RNTIを割り当てることに過ぎない
。
【００２７】
　本発明の実施の形態の中で、基地局は、キャリアアグリゲーション端末に端末識別子を
割り当て、それに、基地局が割り当てられた端末識別子によって端末と伝送を行うことに
よって、キャリアアグリゲーション技術を採用するUEにRNTIを通じて各区間とデータの送
受信を実施させる。
【００２８】
　本発明のもう一実施の形態は、一種の端末識別子の使用方法を提供し、当該方法が接続
中のUEが競争に基づくランダム接続を採用することによって、その他のキャリアアグリゲ
ーションセルに接続するプロセスを述べた。次に、同時に複数のその他のキャリアアグリ
ゲーションセルに接続することを例として説明して、図4のように、具体に下記の手順を
含む。
【００２９】
　手順401、RRC接続中のUEが、初期C-RNTIが割当されて、複数のキャリアアグリゲーショ
ンセルにランダム接続先導列preambleを送信する。
【００３０】
　手順402、複数のキャリアアグリゲーションセルがそれぞれUEにランダム接続先導列の
呼応メッセージを送信する。
【００３１】
　各キャリアアグリゲーションセルがUEにランダム接続先導列の呼応メッセージを送信し
、当該メッセージが上り資源の割当情報、定期調整情報、ランダム接続先導列識別番号、
各キャリアアグリゲーションセルによりUEに割り当てられたTemporary C-RNTI等を含む。
【００３２】
　説明すべきのは、基地局が、複数のキャリアアグリゲーション実行可能な区間で同時に
ランダム接続を行うUEに、すでに他のUEに割り当てられたRNTIとは異なるTemporary C-RN
TIを割り当てるため、各区間で割り当てられたTemporary C-RNTIが、当該システムですで
に割り当てられたRNTIと異なる点である。
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【００３３】
　手順403、UEが各キャリアアグリゲーションセルのPDCCHでpreambleを送信する時に使用
される資源ブロックの相応なRA-RNTIを検知する。
【００３４】
　手順404、RA-RNTIが検出された場合、UEがRA-RNTIの相応なランダム接続呼応メッセー
ジ内容によって割り当てを行う。
【００３５】
　手順405、UEが、ランダム接続呼応メッセージにより指示された上り資源の位置でMsg 3
を送信する。Msg 3にC-RNTI MAC制御ユニットが携帯され、ネットワークUEの身分を通知
し、競争を解決することに使用される。
【００３６】
　手順406、基地局がC-RNTIを採用してUEにMsg3メッセージの呼応-競争解決メッセージを
送信する。
【００３７】
　手順407、UEがPDCCHにC-RNTIの相応なメッセージがあるかどうか監視することによって
、各キャリアアグリゲーションセルでランダム接続が成功したかどうか判断し、ランダム
接続が成功した後、各キャリアアグリゲーションセルにより彼に割り当てられたTemporar
y C-RNTIを捨てて、これからすべてのキャリアアグリゲーションセルですべて割り当てら
れたC-RNTIを使用してデータ送受信を行う。
【００３８】
　本発明の実施の形態の中で、基地局がキャリアアグリゲーション端末に端末識別子を割
り当て、それに基地局が割り当てられた端末識別子によって端末との伝送を行うことによ
って、キャリアアグリゲーション技術を採用するUEに、RNTIを通じて各区間とデータ送受
信を実施させる。
【００３９】
　LTEシステムのネットワーク・アーキテクチャは図5で示すようである。LTEシステムネ
ットワーク側実体は、MME（Mobile Management Entity，移動管理実体）/S-GW（Serving 
Gateway、サービスゲートウェイ）とeNBからなる。eNBとeNBとの間のインターフェイスが
X2インターフェイスで、MME/S-GWとeNBとの間のインターフェイスがS1インターフェイス
である。LTEネットワークの中で、UEが一つのeNBから別のeNBに移動する時、発生してい
る業務が中断しない為に、ハンドオーバする必要がある。eNBの間にX2接続が存在する場
合、X2インターフェイスを通じてハンドオーバを完成できる。eNBの間にX2インターフェ
イスがない場合、S1インターフェイスを通じて完成できる。
【００４０】
　本発明のもう一つの実施の形態では一種の端末識別子の使用方法を提供し、当該方法で
、ソースeNBと目標eNBがX2インターフェイスを通じてハンドオーバを完成するプロセスが
述べられ、図6で示すように、具体に下記の手順を含む。
【００４１】
　手順601、ソースeNBがUEにより報告された測定報告とRRM（Radio Resource Management
、無線資源管理）情報に基づいて、UEハンドオーバが必要だと判断する。
【００４２】
　手順602、ソースeNBが目標eNBにハンドオーバ請求メッセージを送信する。
【００４３】
　ソースeNBが目標eNBにハンドオーバ請求メッセージを送信し、当該ハンドオーバ請求情
報の中で、UEが目標eNBへのハンドオーバ準備に必要な情報が付けられ、例えば、UEのソ
ースeNBでのcontext情報、目標cell ID等。
【００４４】
　手順603、目標eNBがソースeNBにハンドオーバ請求呼応メッセージを送信する。
【００４５】
　ハンドオーバUEにより使用される資源が目標eNBで批准される場合、目標区間が当該UE
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に相応な資源を割り当て、それに、ソースeNBにハンドオーバ請求呼応メッセージを送信
する。ハンドオーバ請求呼応メッセージがUEの目標eNBへのハンドオーバに必要なパラメ
ーター情報で、例えば、目標eNBによりUEに割り当てられたRNTI、目標eNBのシステム情報
、 UEが目標eNBでランダム接続を行う時のpreamble情報等。
【００４６】
　この時、目標eNBがUEにキャリアアグリゲーションセルを割り当てる場合、UEがすべて
のキャリアアグリゲーションセルで同じC-RNTI、SPS C-RNTIを使用し、それにTPC-PUSCH-
RNTI及びTPC-PUCCH-RNTIを使用して伝送パワー制御を行うので、当該ハンドオーバ請求呼
応メッセージが目標eNBによりUEに割り当てられたC-RNTI、SPS C-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI
、TPC-PUCCH-RNTI及びキャリアアグリゲーションセルの周波数情報又は周波数インデック
スを含む。UEがすべてのキャリアアグリゲーションセルで同じC-RNTI、SPS C-RNTI（TPC-
RNTI）を使用してデータ送受信を行うので、一つのC-RNTI（とSPS C-RNTI）を携帯するだ
けで済む。異なるキャリアアグリゲーションセルで同じ又は各自のTPC-PUSCH-RNTIとTPC-
PUCCH-RNTIが使用できるので、TPC-PUSCH-RNTI及びTPC-PUCCH-RNTIの携帯数量が具体状況
に従う。キャリアアグリゲーションセルで同じTPC-PUSCH-RNTIとTPC-PUCCH-RNTIを使用す
れば、一つのTPC-PUSCH-RNTIとTPC-PUCCH-RNTIを携帯するだけで済む。キャリアアグリゲ
ーションセルで全部異なるTPC-PUSCH-RNTIとTPC-PUCCH-RNTIを使用すれば、各キャリアア
グリゲーションセルの相応なTPC-PUSCH-RNTIとTPC-PUCCH-RNTIを携帯する必要がある。ハ
ンドオーバ請求呼応メッセージにSPS C-RNTI、TPC-PUSCH-RNTIとTPC-PUCCH-RNTIが含まれ
るかどうかは具体状況次第である。目標eNBがUEにセミ持続的な資源を割り当てないと、S
PS C-RNTIを携帯しない。TPC-PUSCH-RNTIとTPC-PUCCH-RNTIが、UEがハンドオーバ目標区
間に入った後、専用信号伝達を通じて送信されることもできる。
【００４７】
　手順604、ソースeNBがUEにハンドオーバ命令を送信する。
【００４８】
　ソースeNBが目標eNBにより送信されたハンドオーバ請求呼応メッセージを受けた後、UE
にハンドオーバ命令を送信し、UEに目標eNBにハンドオーバするよう指示する。ソースeNB
によりUEに送信されたハンドオーバ命令が目標eNBによりソースeNBへ送信されたハンドオ
ーバ請求呼応メッセージに含まれる。ハンドオーバ命令に手順603での前記UEの目標eNBへ
のハンドオーバ時に必要なパラメーター情報が含まれる。
【００４９】
　手順605、UEがハンドオーバ命令を受けた後、目標eNBとの同期化を執行する。
【００５０】
　手順606、UEが成功に目標区間に接続した後、UEがハンドオーバ完成メッセージを送信
し、目標eNBにUEハンドオーバプロセスの完成に関する指示を出す。
【００５１】
　説明すべきなのは、S1インターフェイスを通じるハンドオーバプロセスがX2インターフ
ェイスを通じるハンドオーバプロセスと類似するが、ただソースeNBと目標eNBとの間の伝
送がMMEと通じなければならないことに過ぎない。ここで余分に述べない。
【００５２】
　本発明の実施の形態の中で、基地局がキャリアアグリゲーション端末に端末識別子を割
り当て、それに、基地局が割り当てられた端末識別子によって端末と伝送を行うことによ
って、キャリアアグリゲーション技術を採用するUEに、RNTIを通じて各区間とデータ送受
信を実施させる。
【００５３】
　本発明のもう一つの実施の形態では、一種の端末識別子の使用方法を提供して、図7の
ように、具体に下記の手順を含む。
【００５４】
　手順701、UEがキャリアアグリゲーション可能な各区間で、PDCCHのある搬送波にPDCCH
を監視し、それに同じC-RNTI、SPS C-RNTIを使用してスケジュール情報を受信する。
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【００５５】
　図8は、キャリアアグリゲーション支持区間でのUE RNTI割当見取図である。各UEが使用
するキャリアアグリゲーションセルで同じC-RNTI、SPS C-RNTIを使用し、例えば、UE2が
キャリアアグリゲーションセル2とキャリアアグリゲーションセル3との両方においてC-RN
TIがどちらも0011で、SPS C-RNTIがどちらも0019であることが図８に示されている。
【００５６】
　手順702、UEがC-RNTIの相応なDCIに含まれるスケジュールメッセージによって、示され
た時間あるいは周波数でデータの受信又は送信を行う。
【００５７】
　本発明の実施の形態の中では、基地局がキャリアアグリゲーションの端末に端末識別子
を割り当て、それに、基地局が割り当てられた端末識別子によって端末と伝送を行うこと
によって、キャリアアグリゲーション技術を採用するUEに、RNTIを通じて各区間とのデー
タ送受信を実施させる。
【００５８】
　本発明実施の形態は、一種のUE識別子の使用システムを提供し、
　キャリアアグリゲーションのUEにキャリアアグリゲーションセルで共通するRNTI割当を
行い、それにUEとがキャリアアグリゲーションセルで共通に割り当てられたRNTIを使用し
てデータ送受信を行う為のネットワーク側と、
　ネットワーク側によりUEに共通に割り当てられたRNTIを引き受け、それにネットワーク
側と一緒にキャリアアグリゲーションセルで共通に割り当てられたRNTIを使用してデータ
送受信を行う為のUEが含まれる。
【００５９】
　本発明実施の形態は一種のネットワーク側設備90を提供し、図9のように、
　キャリアアグリゲーションのUEにキャリアアグリゲーションセルで共通するRNTIを割り
当てる為の割当モジュール91と、
　UEと一緒にキャリアアグリゲーションセルで割当モジュール91により共通に割り当てら
れたRNTIを使用してデータ送受信を行う為の送受信モジュール92が含まれる。
【００６０】
　共通するRNTIを割り当てることは、
　キャリアアグリゲーションセル間でRNTI資源を共有することを含む。
【００６１】
　割当モジュール91は、
　ネットワーク側でキャリアアグリゲーションセルでUEに共通にC-RNTI、及び/又はSPS C
-RNTI、及び/又はTPC-PUSCH-RNTI、及び/又はTPC-PUCCH-RNTIを割り当てることに使用さ
れる。
【００６２】
　下記のことを含み、即ち、
　ネットワーク側が異なるキャリアアグリゲーションセルでUEに同じC-RNTIを割り当て、
割り当てられたC-RNTIがネットワーク側によりすでに割り当てられたRNTIと異なり、及び
/又はネットワーク側が異なるキャリアアグリゲーションセルでUEに同じSPS C-RNTIを割
り当て、割り当てられたSPS C-RNTIがネットワーク側によりすでに割り当てられたRNTIと
異なることを含む。
【００６３】
　下記のことも含み、即ち、
　ネットワーク側が異なるキャリアアグリゲーションセルでUEに同じ又は異なるTPC-PUSC
H-RNTIを割り当て、割り当てられたTPC-PUSCH-RNTIがネットワーク側によりすでに割り当
てられたRNTIと異なり、及び/又はネットワーク側が異なるキャリアアグリゲーションセ
ルでUEに同じ又は異なるTPC-PUCCH-RNTIを割り当て、割り当てられたTPC-PUCCH-RNTIがネ
ットワーク側によりすでに割り当てられたRNTIと異なることを含む。
【００６４】
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　複数のキャリアアグリゲーションセルに同時にランダム接続がある場合、割当モジュー
ル91も、
　各キャリアアグリゲーションセルで同時にランダム接続を行うUEに異なるTemporary C-
RNTIを割り当て、割り当てられたTemporary C-RNTIがネットワーク側によりすでに割り当
てられたRNTIと異なることに使用される。
【００６５】
　送受信モジュール92は、
　ネットワーク側が異なるキャリアアグリゲーションセルで同じC-RNTI及び/又はSPS C-R
NTIを使用してUEとデータ送受信を行うことに使用される。
【００６６】
　送受信モジュール92も、
ネットワーク側がすべてのキャリアアグリゲーションセルで割り当てられたTPC-PUSCH-RN
TI及びTPC-PUCCH-RNTIを使用してUEに伝送パワー制御情報を送信する。
【００６７】
　下記を含み、即ち、
　ネットワーク側がキャリアアグリゲーションを割り当てる時にUEに新しいC-RNTI及び/
又はSPS C-RNTIを割り当てず、それに/又は、ネットワーク側がキャリアアグリゲーショ
ンを割り当て活動化する時に、UEに新しいC-RNTI及び/又はSPS C-RNTIを割り当てず、そ
れに、
　UEとネットワーク側がすでに割り当てられたC-RNTI及び/又はSPS C-RNTIを使用してす
べてのキャリアアグリゲーションセルでデータ送信及び/又は受信を行うことを含む。
【００６８】
　UEがネットワーク側移動元ノードからネットワーク側移動先ノードへハンドオーバする
時に、下記を含み、即ち、
　ネットワーク側移動先ノードによりネットワーク側移動元ノードに送信されたハンドオ
ーバ請求呼応メッセージの中で、ネットワーク側移動先ノードによりUEに割り当てられた
RNTI及びキャリアアグリゲーション関連その他の区間の周波数情報又は周波数インデック
スが含まれることと、
　ネットワーク側移動元ノードによりUEに送信されたハンドオーバ命令メッセージの中で
、ネットワーク側移動先ノードによりUEに割り当てられたRNTI及びキャリアアグリゲーシ
ョン関連その他の区間の周波数情報又は周波数インデックスが含まれることを含む。
【００６９】
　ネットワーク側移動先ノードによりUEに割り当てられたRNTIが下記を含み、即ち、
　ネットワーク側移動先ノードによりUEに割り当てられた唯一のC-RNTI及び/又はSPS C-R
NTIを含む。
【００７０】
　UEがRRC接続中にある時、下記の含み、即ち、
　UEがキャリアアグリゲーションセルにランダム接続を行い、競争を解決した後、UEがUE
により割り当てられたC-RNTIを使用してデータ受信/送信を行い、キャリアアグリゲーシ
ョンセルに割り当てられたTemporary C-RNTIを捨てることを含む。
【００７１】
　本発明実施の形態は一種のUE 100を提供し、図10のように、
　ネットワーク側によりUEに共通に割り当てられたRNTIを引き受け、それにネットワーク
側と一緒にキャリアアグリゲーションセルで共通に割り当てられたRNTIを使用してデータ
送受信を行う為の送受信モジュール101を含む。
【００７２】
　下記を含む、即ち、
　UEがキャリアアグリゲーションセルでPDCCHの搬送波の上に、PDCCHを監視し、それに同
じC-RNTI及び/又はSPS C-RNTIを使用してスケジュール情報を受信する。
【００７３】
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　下記を含む、即ち、
　UEがキャリアアグリゲーションセルでPDCCHの搬送波の上に、PDCCHを監視し、それに、
割り当てられたTPC-PUSCH-RNTI及び/又はTPC-PUCCH-RNTIを使用して伝送パワー制御情報
を受信する。
【００７４】
　本発明の実施の形態の中で、ネットワーク側がキャリアアグリゲーション端末に端末識
別子を割り当て、それにネットワーク側が割り当てられた端末識別子によって端末との伝
送を行うことによって、キャリアアグリゲーション技術を採用するUEに、RNTIを通じて各
区間とデータ送受信を実施させる。勿論、本発明の実施の形態を実施する如何なる製品は
必ずしも前記のすべての特徴を持つことではない。
【００７５】
　説明すべきのは、本発明の上述実施の形態は、UEを例としてRNTIの使用方式を述べたが
、本分野技術者が理解すべきこととしては、その他の端末、例えば、機器型通信端末も本
発明の保護範囲に属することである。
【００７６】
　また説明すべきのは、本発明の上述実施の形態でRNTIの使用方式を例として述べたが、
本分野の技術者が理解すべきこととしては、その他のシステム又は標準の中で、本発明実
施の形態でのRNTIと同じ又は相似する機能又は役割を持つ識別子も本発明の保護範囲に属
することである。
【００７７】
　前記の実施方式の説明を通じて、本分野の技術者は、ソフトの上に必要な通用ハードウ
エアのプラットフォームを加える方式で本発明を実現することができることをはっきり理
解できる。勿論、ハードウエアを通じても実現できるが、多くの状況の下で前者はより良
い実施方式である。このような理解に基づいて、本発明の技術方案や現有技術の中に成果
が収められた部分をソフト製品という形で表れることができて、当該ソフトウェア製品を
記憶媒体（携帯電話、PC、サーバー又はネットワーク設備等）に記憶することができて一
台のコンピューター設備（携帯電話、PC、サーバー、ネットワーク設備など）に本発明各
実施の形態の前記方法を執行させる若干の指令を含む。
【００７８】
　前記は本発明のより良い実施方式である。しかし、ここで説明を要るのは、本技術分野
の普通の技術者が、本発明原理に基づいて、方法を改善・修飾することができるが、その
改善と修飾も本発明の保護範囲以内に属することである。
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