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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置の無線通信のための方法において、
　二次ダウンリンク・キャリア及びアンカー・ダウンリンク・キャリアの両方の上で不連
続受信（ＤＸＲ）オペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために、該
二次ダウンリンク・キャリアを介して下位層命令を交換することと、ここで、該下位層命
令は、Ｎｏｄｅ Ｂにより前記ＵＥへ送信されるＨＳ－ＤＳＣＨ用共有制御チャネル（Ｈ
Ｓ－ＳＣＣＨ）命令を含む、
　ユーザ装置（ＵＥ）のためのＤＲＸ構成に従って前記アンカー・ダウンリンク・キャリ
アの上で通信することと、
　前記ＵＥのための同一のＤＲＸ構成に従って前記二次ダウンリンク・キャリアの上で通
信することを含み、
　前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリアは、デー
タがＮｏｄｅ ＢによりＵＥへ送信されることができる共通サブフレームを有する方法。
【請求項２】
　前記通信装置は、前記Ｎｏｄｅ Ｂであり、
　前記下位層命令を交換することは、前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二
次ダウンリンク・キャリアの上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクテ
ィベートするために、前記ＮｏｄｅＢから前記ＵＥへ、下位層命令を送信することを含む
請求項１の方法。
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【請求項３】
　前記通信装置は、前記ＵＥであり、
　前記下位層命令を交換することは、前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二
次ダウンリンク・キャリアの上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクテ
ィベートするために、前記ＮｏｄｅＢにより前記ＵＥへ送信された下位層命令を受信する
ことを含む請求項１の方法。
【請求項４】
　前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリアの上で、
ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために、前記アンカー
・ダウンリンク・キャリアを介して、第２の下位層命令を交換することを更に含む請求項
１の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥのための不連続送信（ＤＴＸ）構成に従って、アップリンク・キャリアの上で
通信することを更に含む請求項１の方法。
【請求項６】
　前記アップリンク・キャリアの上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデア
クティベートするために、前記アンカー・ダウンリンク・キャリア又は前記二次ダウンリ
ンク・キャリアの上で下位層命令を交換することを更に含む請求項５の方法。
【請求項７】
　前記アップリンク・キャリアの上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデア
クティベートするために、前記アンカー・ダウンリンク・キャリアのみの上で下位層命令
を交換することを更に含む請求項５の方法。
【請求項８】
　ＵＥのための不連続送信（ＤＴＸ）構成に従って、アンカー・アップリンク・キャリア
の上で通信することと、
　前記ＵＥのための前記ＤＴＸ構成に従って、二次アップリンク・キャリアの上で通信す
ることを更に含み、
　前記アンカー・アップリンク・キャリア及び前記二次アップリンク・キャリアは、デー
タが前記ＵＥにより前記Ｎｏｄｅ Ｂへ送信されることができる共通サブフレームを有す
る請求項１の方法。
【請求項９】
　前記二次ダウンリンク・キャリアがデアクティベートされる場合に、前記アンカー・ダ
ウンリンク・キャリアのみの上で通信することと、
　前記二次ダウンリンク・キャリアがアクティベートされる場合に、前記アンカー・ダウ
ンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリアの上で通信することを更に含む
請求項１の方法。
【請求項１０】
　ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために及び前記二次
ダウンリンク・キャリアをアクティベート又はデアクティベートするために、単一の下位
層命令を交換することを更に含む請求項９の方法。
【請求項１１】
　無線通信のための装置において、
　二次ダウンリンク・キャリア及びアンカー・ダウンリンク・キャリアの両方の上で不連
続受信（ＤＸＲ）オペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために、該
二次ダウンリンク・キャリアを介して下位層命令を交換するための手段と、ここで、該下
位層命令は、Ｎｏｄｅ Ｂにより前記ＵＥへ送信されるＨＳ－ＤＳＣＨ用共有制御チャネ
ル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）命令を含む、
　ユーザ装置（ＵＥ）のためのＤＲＸ構成に従って前記アンカー・ダウンリンク・キャリ
アの上で通信するための手段と、
　前記ＵＥのための同一のＤＲＸ構成に従って前記二次ダウンリンク・キャリアの上で通
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信するための手段とを含み、
　前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリアは、デー
タがＮｏｄｅ ＢによりＵＥへ送信されることができる共通サブフレームである装置。
【請求項１２】
　前記ＵＥのための不連続送信（ＤＴＸ）構成に従って、アップリンク・キャリアの上で
通信するための手段を更に含む請求項１１の装置。
【請求項１３】
　ＵＥのための不連続送信（ＤＴＸ）構成に従って、アンカー・アップリンク・キャリア
の上で通信するための手段と、
　前記ＵＥのための前記ＤＴＸ構成に従って、二次アップリンク・キャリアの上で通信す
るための手段とを更に含み、
　前記アンカー・アップリンク・キャリア及び前記二次アップリンク・キャリアは、デー
タが前記ＵＥにより前記Ｎｏｄｅ Ｂへ送信されることができる共通サブフレームを有す
る請求項１１の装置。
【請求項１４】
　前記二次ダウンリンク・キャリアがデアクティベートされる場合に、前記アンカー・ダ
ウンリンク・キャリアのみの上で通信するための手段と、
　前記二次ダウンリンク・キャリアがアクティベートされる場合に、前記アンカー・ダウ
ンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリアの上で通信するための手段とを
更に含む請求項１１の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（35 U.S.C.§119の下の優先権の主張）
　本特許出願は、２００８年６月２３日付け提出され、本願の譲受人に譲渡され、参照に
よって本明細書に明確に組み込まれる「METHODS AND APPARATUSES FOR OPERATING DISCON
TINUOUS TRANSMISSION AND RECEPTION (DTX/DRX) IN DUAL CARRIER MODE」と題された米
国仮出願第６１／０７４，９６２号の優先権を主張する。
【０００２】
　（技術分野）
　本開示は、一般に通信に関し、より詳しくは無線通信システムにおいてユーザ装置（Ｕ
Ｅ）のオペレーションを管理するための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　例えばボイス、ビデオ、パケット・データ、メッセージング、ブロードキャストなどの
ような様々な通信サービスを提供するために、無線通信システムが広く配置される。これ
らのシステムは、利用できるシステム資源を共有することによって複数のユーザをサポー
トすることができる多元接続システムである場合がある。そのようなマルチアクセス・シ
ステムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）シ
ステム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）システ
ム及びシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　無線通信システムは、システム能力（capacity）を増加させるために、複数のキャリア
上で通信をサポートするマルチキャリア・システムである場合がある。各々のキャリアは
、特定の中心周波数及び特定のバンド幅を有することができ、また、トラフィック・デー
タ、制御情報、パイロットなどを送信するのに使用されることができる。良好なパフォー
マンスが達成されることができるように、複数のキャリアの上のオペレーションをサポー
トすることは望ましい。
【発明の概要】
【０００５】
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　マルチキャリア・システムにおけるＵＥのオペレーションを管理する技術が本明細書で
説明される。本システムは、ダウンリンク上の２以上のキャリアをサポートしても良い。
１つのダウンリンク・キャリアが、アンカー・ダウンリンク・キャリアとして指定される
ことがあり、各々の他のダウンリンク・キャリアは、二次ダウンリンク・キャリアと呼ば
れることがある。システムはまた、アップリンク上の１又は複数のキャリアをサポートし
ても良い。１つのアップリンク・キャリアが、アンカー・アップリンク・キャリアとして
指定されることがあり、各々の他のアップリンク・キャリア（もし、有れば）は、二次ア
ップリンク・キャリアと呼ばれることがある。
【０００６】
　一つの態様において、シングルキャリア及びマルチキャリア・オペレーション間でＵＥ
を遷移させるために、下位層命令が使用されても良い。下位層命令は、上位層シグナリン
グに比べてより迅速に且つ効率良く送信され得る下位層シグナリングであっても良い。例
えば、下位層命令は、ワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）におけるＨＳ－ＤＳＣＨ用共
有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）命令（Shared Control Channel for HS-DSCH (HS-SCC
H) order）であっても良い。一つのデザインにおいて、ＵＥは、ダウンリンク及び／又は
アップリンクのための二次キャリアをアクティベート又はデアクティベートするための下
位層命令を、Ｎｏｄｅ Ｂから受信しても良い。ＵＥは、（ｉ）下位層命令が二次キャリ
アをデアクティベートする場合には、アンカー・キャリアのみの上で、（ｉｉ）下位層命
令が二次キャリアをアクティベートする場合に、アンカー・キャリア及び二次キャリアの
両方の上で、Ｎｏｄｅ Ｂと通信しても良い。
【０００７】
　他の態様において、ＵＥは、すべてのダウンリンク・キャリアのための同一の不連続受
信（ＤＲＸ）構成（discontinuous reception (DRX) configuration）及び／又はすべて
のアップリンク・キャリアのための同一の不連続送信（ＤＴＸ）構成（discontinuous tr
ansmission (DTX) configuration）を有しても良い。ＵＥは、使用可能な（有効な、enab
led）ダウンリンク・サブフレーム（それは、ＤＲＸ構成に基づいて判定されても良い）
において１又は複数のダウンリンク・キャリア上でＮｏｄｅ Ｂからデータを受信しても
良い。ＵＥは、使用可能なアップリンク・サブフレーム（それは、ＤＴＸ構成に基づいて
判定されても良い）において１又は複数のアップリンク・キャリア上でＮｏｄｅ Ｂへデ
ータを送信しても良い。
【０００８】
　さらにもう一つの態様において、ＨＳ－ＳＣＣＨのない（HS-SCCH-less）オペレーショ
ンは、アンカー・ダウンリンク・キャリアに制限されても良い。ＵＥは、ＨＳ－ＳＣＣＨ
のないオペレーションのために構成されても良く、また、１又は複数の伝送パラメータが
割り当てられても良い。Ｎｏｄｅ Ｂは、アンカー・ダウンリンク・キャリアに関するデ
ータをＵＥに送信しても良く、また、該データとともにいかなるシグナリングをも送信し
なくても良い。ＵＥは、Ｎｏｄｅ Ｂにより送信されるデータをリカバーするために、割
り当てられた伝送パラメータに従ってアンカー・ダウンリンク・キャリアを処理しても良
い。
【０００９】
　本開示の様々な態様及び特徴が以下で更に詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、無線通信システムを示す。
【図２】図２は、ＷＣＤＭＡにおけるフレームフォーマットを示す。
【図３Ａ】図３Ａ及び３Ｂは、２つのマルチキャリア構成（configurations）を示す。
【図３Ｂ】図３Ａ及び３Ｂは、２つのマルチキャリア構成を示す。
【図４】図４は、ＷＣＤＭＡにおける幾つかの物理チャネルに関するタイミングチャート
を示す。
【図５】図５は、シングルキャリア又はデュアルキャリア・オペレーションを可能にする
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ためのＨＳ－ＳＣＣＨ命令を示す。
【図６】図６は、ＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションを制御するためのＨＳ－ＳＣＣＨ命令の
使用を示す。
【図７】図７は、ＵＥオペレーションを制御するためのＨＳ－ＳＣＣＨ命令の使用を示す
。
【図８】図８は、シングルキャリア又はデュアルキャリア・オペレーションを可能にする
ための及びＤＲＸ／ＤＴＸをアクティベート又はデアクティベートするためのＨＳ－ＳＣ
ＣＨ命令を示す。
【図９】図９は、マルチキャリア・オペレーションをサポートする方法を示す。
【図１０】図１０は、ＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションをサポートする方法を示す。
【図１１】図１１は、ＵＥ、Ｎｏｄｅ Ｂ及びＲＮＣのブロック図を示す。
【詳細な説明】
【００１１】
　本明細書で説明される技術は、例えばＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ及び他のシステムなどの様々な無線通信システムのために使用されても良い
。用語“システム”及び“ネットワーク”はでしばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡシ
ステムは、例えばユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ２０００などの
ような無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、ＷＣＤＭＡと、ＣＤＭＡの他の変
形とを含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５及びＩＳ－８５６標準を
カバーする。ＴＤＭＡシステムは、例えばグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録
商標））のような無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、例えば発展
型ＵＴＲＡ（Evolved UTRA）（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（
ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ
）、ＩＥＥＥ ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などのような無線技術
を実装することができる。ＵＴＲＡ及びＥＵＴＲＡは、ユニバーサル移動通信システム（
ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）及びＬＴＥ
アドバンスト（LTE-Advanced）（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するニュー・リリ
ースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ及びＧＳＭは、“
第３世代パートナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）と言う名前の団体からのドキュメ
ントに記載されている。ＣＤＭＡ２０００及びＵＭＢは、“第３世代パートナーシッププ
ロジェクト２”（３ＧＰＰ２）という名前の団体からのドキュメントに記載されている。
本明細書で説明される技術は、上記のシステム及び無線技術についても、他のシステム及
び無線技術についても、使用されることができる。明確にするために、本技術の幾つかの
態様がＷＣＤＭＡのために以下で説明され、３ＧＰＰの用語が下記の説明の多くで使用さ
れる。
【００１２】
　図１は、無線通信システム１００を示す。それは、幾つかのＮｏｄｅ Ｂ及び他のネッ
トワーク・エンティティーを含んでも良い。簡単にするために、１つのＮｏｄｅ Ｂ １２
０及び１つの無線ネットワーク・制御装置（ＲＮＣ）１３０のみが図１に示される。Ｎｏ
ｄｅ Ｂは、ＵＥと通信する局であっても良く、また、発展型Ｎｏｄｅ Ｂ（evolved Node
 B）（ｅＮＢ）、基地局、アクセスポイントなどと呼ばれても良い。Ｎｏｄｅ Ｂは、特
定の地理的エリアのために通信カバレージを提供しても良い。システム能力を向上させる
ために、Ｎｏｄｅ Ｂの全体的なカバレージエリアは、複数の（例えば、３つの）より小
さなエリアに分割されても良い。各々のより小さなエリアは、それぞれのＮｏｄｅ Ｂサ
ブシステムによりサービスされても良い。３ＧＰＰにおいて、“セル（cell）”という用
語は、Ｎｏｄｅ Ｂのカバレージエリア及び／又はそのカバレージエリアをサービスする
Ｎｏｄｅ Ｂサブシステムを指し示すことができる。ＲＮＣ１３０は、１セットのＮｏｄ
ｅ Ｂに接続されても良く、また、これらのＮｏｄｅ Ｂに調整及び制御を提供しても良い
。
【００１３】
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　ＵＥ１１０は、固定されたものであっても或いはモバイルであっても良く、また、モバ
イル局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などと呼ばれても良い。ＵＥ１１０は
、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デバイス、ハンドヘル
ド・デバイス、ラップトップ・コンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルルー
プ（ＷＬＬ）局などであっても良い。ＵＥ１１０は、ダウンリンク及びアップリンクを介
してＮｏｄｅ Ｂ １２０と通信しても良い。ダウンリンク（又は順方向リンク）は、Ｎｏ
ｄｅ ＢからＵＥへの通信リンクを指し示し、アップリンク（又は逆方向リンク）は、Ｕ
ＥからＮｏｄｅ Ｂへの通信リンクを指し示す。
【００１４】
　図２は、ＷＣＤＭＡにおけるフレームフォーマットを示す。各々のリンクに関する伝送
タイムラインは、複数の無線フレームに分割される。各々のフレームは、１０ミリ秒（ｍ
ｓ）の継続時間を有し、また、１５個のスロット０～１４に分割される。各々のスロット
は、Ｔｓｌｏｔ＝０．６６７ｍｓの継続時間を有し、また、３．８４のＭｃｐｓの２５６
０個のチップを含む。各々の無線フレームはまた、５個のサブフレーム０～４に分割され
る。各々のサブフレームは、２ｍｓの継続時間を有し、また、３個のスロットを含む。
【００１５】
　３ＧＰＰは、高速パケット・アクセス（ＨＳＰＡ）をサポートする。それは、３ＧＰＰ
リリース５及びそれ以降において定義される高速ダウンリンク・パケット・アクセス（Ｈ
ＳＤＰＡ）も、３ＧＰＰリリース６及びそれ以降において定義される高速アップリンク・
パケット・アクセス（ＨＳＵＰＡ）も含む。ＨＳＤＰＡ及びＨＳＵＰＡは、それぞれ、ダ
ウンリンク及びアップリンク上での高速パケット・データ伝送を可能にするチャネル及び
プロシージャーのセットである。ＨＳＤＰＡについては、Ｎｏｄｅ Ｂは、高速ダウンリ
ンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）に関するデータを送信しても良く、それは、時間及
び符号の両方において複数のＵＥにより共有されるダウンリンク・トランスポート・チャ
ネルである。ＨＳ－ＤＳＣＨは、各々の伝送タイム・インターバル（ＴＴＩ）において、
１又は複数のＵＥに関するデータを運んでも良い。ＨＳ－ＤＳＣＨの共有は、動的であっ
ても良く、また、ＴＴＩごとに変化しても良い。
【００１６】
　３ＧＰＰはまた、デュアル・セルＨＳＤＰＡ（ＤＣ－ＨＳＤＰＡ）をサポートする。Ｄ
Ｃ－ＨＳＤＰＡについては、Ｎｏｄｅ Ｂの最高２つのセルが、所定のＴＴＩにおいてＵ
Ｅにデータを送信しても良い。２つのセルは、異なるキャリア上でオペレートしても良い
。用語“セル（cells）”及び“キャリア（carriers）”は、それゆえ、ＤＣ－ＨＳＤＰ
Ａに関して互換的に使用されることがある。
【００１７】
　図３Ａは、ＤＣ－ＨＳＤＰＡのために使用され得る例示的なマルチキャリア構成３００
を示す。この構成において、２つのキャリアがダウンリンク上で利用可能であり、ダウン
リンク・キャリアと呼ばれる。また、１つのキャリアがアップリンク上で利用可能であり
、アップリンク・キャリアと呼ばれる。１つのダウンリンク・キャリアが、アンカー・ダ
ウンリンク・キャリア（anchor downlink carrier）又は一次ダウンリンク・キャリア（p
rimary downlink carrier）に指定されても良い。他のダウンリンク・キャリアは、二次
ダウンリンク・キャリア（secondary downlink carrier）、補足的ダウンリンク・キャリ
ア（supplemental downlink carrier）、補助ダウンリンク・キャリア（auxiliary downl
ink carrier）などと呼ばれても良い。アンカー・ダウンリンク・キャリアは、下記のよ
うに、特定のシグナリングを搬送しても良く、また、特定のオペレーティング・モードを
サポートしても良い。二次ダウンリンク・キャリアは、より高いデータレートをサポート
するために、アクティベートされても良く、また、必要でないときは、デアクティベート
されても良い。
【００１８】
　図３Ｂは、ＤＣ－ＨＳＤＰＡのために同様に使用され得る例示的なマルチキャリア構成
３１０を示す。この構成では、２つのキャリアが、ダウンリンクで利用可能であり、そし
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て、２つのキャリアが、アップリンクで利用可能である。１つのダウンリンク・キャリア
が、アンカー・ダウンリンク・キャリアに指定されても良く、他のダウンリンク・キャリ
アは、二次ダウンリンク・キャリアと呼ばれても良い。同様に、１つのアップリンク・キ
ャリアが、アンカー・アップリンク・キャリアに指定されても良く、他のアップリンク・
キャリアは、二次アップリンク・キャリアと呼ばれても良い。アンカー・キャリアは、下
記のように、特定のシグナリングを搬送しても良く、また、特定のオペレーティング・モ
ードをサポートしても良い。二次キャリアは、より高いデータレートをサポートするため
に、アクティベートされても良く、また、必要でないときは、デアクティベートされても
良い。
【００１９】
　図３Ａ及び３Ｂは、ＤＣ－ＨＳＤＰＡのための２つの例示的なマルチキャリア構成を示
す。一般に、任意の数のキャリアが、ダウンリンクのために利用可能であっても良く、ま
た、任意の数のキャリアが、アップリンクのために利用可能であっても良い。１つのダウ
ンリンク・キャリアが、アンカー・ダウンリンク・キャリアに指定されても良く、他のダ
ウンリンク・キャリアは、二次ダウンリンク・キャリアと呼ばれても良い。同様に、１つ
のアップリンク・キャリアが、アンカー・アップリンク・キャリアに指定されても良く、
他のアップリンク・キャリア（それが有れば）は二次アップリンク・キャリアと呼ばれて
も良い。明確にするために、下記の説明の多くは、図３Ａ及び３Ｂに示されるマルチキャ
リア構成についてのものである。下記の説明では、アンカー・キャリアは、アンカー・ダ
ウンリンク・キャリア又はアンカー・アップリンク・キャリアである場合がある。二次キ
ャリアは、二次ダウンリンク・キャリア又は二次アップリンク・キャリアである場合があ
る。
【００２０】
　表１は、ＨＳＤＰＡ、ＨＳＵＰＡ及びＤＣ－ＨＳＤＰＡのために使用され得るいくつか
の物理チャネルをリストする。
【表１】
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【００２１】
　図４は、ＨＳＤＰＡ及びとＨＳＵＰＡのために使用され得るいくつかの物理チャネルの
タイミングチャートを示す。Ｐ－ＣＣＰＣＨは、ダウンリンク物理チャネルのためのタイ
ミング基準（timing reference）として直接使用され、アップリンク物理チャネルのため
のタイミング基準として、間接的に使用される。ＨＳＤＰＡについては、ＨＳ－ＳＣＣＨ
のサブフレームは、Ｐ－ＣＣＰＣＨにタイムアラインされる（time-aligned）。ＨＳ－Ｐ
ＤＳＣＨのサブフレームは、ＨＳ－ＳＣＣＨのサブフレームからτＨＳ－ＰＤＳＣＨ＝２
Ｔｓｌｏｔだけ遅延される。ＨＳ－ＤＰＣＣＨのサブフレームは、ＨＳ－ＰＤＳＣＨのサ
ブフレームから７．５スロットだけ遅延される。ＨＳＵＰＡについては、Ｅ－ＨＩＣＨの
フレーム・タイミングは、Ｐ－ＣＣＰＣＨのフレーム・タイミングからτＥ－ＨＩＣＨ，

ｎチップだけオフセットされる。ここで、τＥ－ＨＩＣＨ，ｎは、３ＧＰＰ ＴＳ ２５．
２１１において定義される。Ｅ－ＤＰＣＣＨ及びＥ－ＤＰＤＣＨは、タイムアラインされ
（time-aligned）、それらのフレーム・タイミングは、Ｐ－ＣＣＰＣＨのフレーム・タイ
ミングからτＤＰＣＨ，ｎ＋１０２４チップだけオフセットされる。ここで、τＤＰＣＨ

，ｎ＝２５６ｎであり、ｎは、０から１４９までの範囲におよぶことができる。ダウンリ
ンク及びアップリンク物理チャネルのフレーム・タイミングは、３ＧＰＰ ＴＳ ２５．２
１１に記載されている。簡単にするために、例えば許可（grant）チャネルのような他の
物理チャネルは、図４に示されない。
【００２２】
　一つの態様において、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、シングルキャリア及びデュアルキャリア
・オペレーション間でＵＥを遷移（transition）させるために使用されても良い。ＨＳ－
ＳＣＣＨ命令は、上位層シグナリング（upper layer signaling）に比べて、より迅速に
且つ効率良く送信され得る下位層シグナリング（lower layer signaling）である。例え
ば、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、２ｍｓ間で、少数又は数十ビットをもって、送信されても良
く、これに対して、上位層メッセージは、非常により長く取っても良く、また、より多く
のビットを含んでも良い。下位層は、物理レイヤ（ＰＨＹ）、メディアアクセス制御（Ｍ
ＡＣ）レイヤなどを指し示すことができる。下位層は、上位層とは異なっても良く、無線
資源制御（ＲＲＣ）などを指し示すことがある。下位層と上位層とは、システム中の異な
るエンティティーにおいてターミネート（terminated）されても良い。例えば、ＷＣＤＭ
Ａにおいて、ＰＨＹ及びＭＡＣは、Ｎｏｄｅ Ｂにおいてターミネートされても良く、こ
れに対して、ＲＲＣは、ＲＮＣにおいてターミネートされても良い。
【００２３】
　ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、シングルキャリア及びデュアルキャリア・オペレーション間で
ＵＥを迅速に遷移させるために使用されても良い。ＵＥは、シングルキャリア・オペレー
ションのためにアンカー・ダウンリンク・キャリア及びアンカー・アップリンク・キャリ
アのみの上でオペレートしても良い。ＵＥは、デュアルキャリア・オペレーションのため
にすべてのダウンリンク・キャリア及びすべてのアップリンク・キャリアの上でオペレー
トしても良い。例えば、Ｎｏｄｅ Ｂは、該Ｎｏｄｅ ＢがＵＥに送信する大量のデータを
有するときはいつでも、ＵＥをデュアルキャリア・オペレーションに迅速に遷移させても
良く、また、データを送信した後にＵＥをシングルキャリア・オペレーションに迅速に遷
移させても良い。
【００２４】
　図５は、シングルキャリア及びデュアルキャリア・オペレーション間でＵＥを迅速に遷
移させるために使用し得るＨＳ－ＳＣＣＨ命令５００のデザインを示す。ＨＳ－ＳＣＣＨ
命令５００は、ＨＳ－ＳＣＣＨの上で送信されても良く、また、３ビットの命令タイプ・
フィールド、３ビットの命令フィールド、１６ビットのＵＥ識別情報フィールド及び場合
によって他のフィールドを含んでも良い。命令タイプ・フィールドは、ＨＳ－ＳＣＣＨ命
令が二次ダウンリンク・キャリア及び二次アップリンク・キャリア（もしあれば）のアク
ティベーション及びデアクティベーションのためのものであることを指示（indicate）す
るために、予め定められた値（例えば、‘００１’）に設定されても良い。（１又は複数
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の）二次キャリアはまた、二次サービングＨＳ－ＤＳＣＨセルと呼ばれることがある。命
令フィールドは、（ｉ）（１又は複数の）二次キャリアがアクティベートされ、デュアル
キャリア・オペレーションが可能であることを示すために、第１の値（例えば、‘１’）
にセットされ、又は、（ｉｉ）（１又は複数の）二次キャリアがデアクティベートされ、
シングルキャリア・オペレーションが可能であることを示すために、第２の値（例えば、
 ‘０’）にセットされることのできる、指定されたビットを含んでも良い。（１又は複
数の）二次キャリアをアクティベート／デアクティベートするためのＨＳ－ＳＣＣＨ命令
はまた、他の方法で定義されても良い。
【００２５】
　ＤＣ－ＨＳＤＰＡにおいて（１又は複数の）二次キャリアをアクティベート及びデアク
ティベートする機能（ability）は、以下の理由のために有益であり得る：　
　１．ＵＥが電力制限されるときに、シングルキャリア・オペレーションに戻る、　
　２．ＵＥの省電力、　
　３．システム中の使用されていない資源を解放（Free）する（それはアドミッション制
御を助け得る）、及び、　
　４．負荷制御。
【００２６】
　アップリンクの上でデータ伝送のためにＵＥにより要求される送信電力の量は、データ
レート及びアップリンク・チャネル状態に依存し得る。ＵＥは、要求される送信電力が該
ＵＥにおける最大送信電力を超える場合に、電力制限される場合がある。これは、データ
レートが十分に高い及び／又はアップリンク・チャネル品質が充分に劣っている（suffic
iently poor）場合に、起こることがある。ＵＥは、それがＮｏｄｅ Ｂのカバレージ・エ
ッジにいないときでさえも、電力制限されることがある。逆に、ＵＥは、それがカバレー
ジ・エッジにいるときに、電力制限されないことがある。電力制限されるシナリオは、Ｒ
ＮＣが反応（react）できるチャネル状態に比べて、より速く変化する可能性のある（た
だし、Ｎｏｄｅ Ｂにおいて管理可能であるために十分なほどには遅い可能性がある）チ
ャネル状態から生じる場合がある。ＵＥが電力制限されるときにシングルキャリア・オペ
レーションに迅速に戻ることによって、要求される送信電力が、最大送信電力未満に低減
されることができ、また、電力制限されるシナリオが、避けられる。
【００２７】
　ＵＥは、デュアルキャリア・オペレーションにおいて２つのダウンリンク・キャリアの
上でより多くのダウンリンク・チャネルを処理する可能性があり、それゆえ、シングルキ
ャリア・オペレーションに比較してデュアルキャリア・オペレーションにおいてより多く
のバッテリー電力を消費する可能性がある。ＵＥは、バッテリー電力を節約するために、
データ・アクティビティーが遅いときに、シングルキャリア・オペレーションに遷移して
も良い。ＲＮＣは、シングルキャリア及びデュアルキャリア・オペレーション間でＵＥを
遷移させるために小さなＲＲＣ制御メッセージ（small RRC control message）を送信し
ても良い。しかし、データ・トラフィックのバースト性（burstiness）及びＲＮＣにより
処理（handled）されている多数のＵＥに起因して、ＲＮＣにおける負荷が大きくなる場
合がある。他方、ＵＥのシングルキャリア及びデュアルキャリア・オペレーション間の遷
移をＮｏｄｅ Ｂに制御させることは、Ｎｏｄｅ Ｂに重大な（significant）処理負荷を
追加しないことができる。
【００２８】
　上で言及された最初の２つの目的及び場合によって他の目的は、ＵＥのシングルキャリ
ア及びマルチキャリア・オペレーションをＮｏｄｅ Ｂに（ＲＮＣの代わりに）制御させ
ることによって、より良く達成され得る。Ｎｏｄｅ Ｂは、ＤＣ－ＨＳＤＰＡを速くター
ン・オン及びターン・オフし、シングルキャリア及びデュアルキャリア・オペレーション
間でＵＥを遷移させるために、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令を送信しても良い。上で言及された最
後の２つの目的は、ＲＮＣにおける遅い管理エンティティーによって及びＲＲＣ制御メッ
セージを使用して、達成され得る。ＲＮＣは、ＵＥのためにＤＣ－ＨＳＤＰＡをターン・
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オン及びターン・オフするために、小さなＲＲＣ制御メッセージ（完全なＲＲＣ再構成メ
ッセージ（full RRC Reconfiguration messages）の代わりに）を送信しても良い。Ｎｏ
ｄｅ ＢによるＵＥオペレーションの制御は、ＭＡＣベースの管理と呼ばれることがある
。ＲＮＣによるＵＥオペレーションの制御は、ＲＲＣベースの管理と呼ばれることがある
。
【００２９】
　３ＧＰＰ リリース７及びそれ以降は、連続的なパケット接続性（Continuous Packet C
onnectivity）（ＣＰＣ）をサポートする。それは、バッテリー電力を節約するために、
ＵＥがＤＲＸ及び／又はＤＴＸでオペレートすることを可能にする。ＤＲＸについて、Ｕ
Ｅは、Ｎｏｄｅ ＢがＵＥにデータを送信することができる特定の使用可能なダウンリン
ク・サブフレーム（enabled downlink subframes）を割り当てられても良い。使用可能な
ダウンリンク・サブフレームはまた、ＤＲＸ機会（opportunities）と呼ばれることがあ
る。ＤＴＸについて、ＵＥは、ＵＥがＮｏｄｅ Ｂにデータを送信することができる特定
の使用可能なアップリンク・サブフレーム（enabled uplink subframes）を割り当てられ
ても良い。使用可能なアップリンク・サブフレームはまた、ＤＴＸバーストと呼ばれるこ
とがある。ＵＥは、使用可能なダウンリンク・サブフレームにおいてシグナリング及び／
又はデータを受信しても良く、また、使用可能なアップリンク・サブフレームにおいてシ
グナリングやデータを送信しても良い。ＵＥは、バッテリー電力を節約するために、使用
可能なサブフレーム間のアイドル・タイムの間、パワーダウンしても良い。ＣＰＣは、一
般公開されている３ＧＰＰ ＴＲ ２５．９０３（タイトル“Continuous Connectivity fo
r Packet Data Users,” March 2007）に記載されている。
【００３０】
　図４はまた、ＣＰＣにおけるＵＥのためのＤＲＸ及びＤＴＸの例示的な構成を示す。Ｄ
ＲＸについて、使用可能なダウンリンク・サブフレームは、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信パターン
により定義されても良い。ＤＴＸについて、使用可能なアップリンク・サブフレームは、
アップリンクＤＰＣＣＨバースト・パターンにより定義されても良い。図４に示される例
において、ＵＥは以下の通りに構成される：　
　・ＵＥ ＤＴＸサイクル１＝ＵＥ ＤＲＸサイクル＝４サブフレーム、　
　・ＵＥ ＤＴＸサイクル２＝８サブフレーム、及び、　
　・ＵＥ ＤＰＣＣＨバースト１＝ＵＥ ＤＰＣＣＨバースト２＝１サブフレーム。
【００３１】
　上で与えられるＤＲＸ及びＤＴＸ構成について、ＨＳＤＰＡのための使用可能なダウン
リンク・サブフレームは、４つのサブフレームの間隔で配置されており、また、図４の上
段付近で、グレー・シェーディングにより示されている。ＨＳＵＰＡのための使用可能な
アップリンク・サブフレームは、４つのサブフレームの間隔で配置されており、また、図
４の中段付近で、グレー・シェーディングにより示されている。使用可能なダウンリンク
・サブフレームと使用可能なアップリンク・サブフレームのアラインメント（alignment
）は、τＤＰＣＨ，ｎに依存している。使用可能なダウンリンク及びアップリンク・サブ
フレームは、ＵＥのための可能なスリープ時間を拡張するために、タイムアライン（alig
ned in time）されても良い。図４で示すように、ＵＥは、使用可能なサブフレームの間
、アウェイク状態にあっても良く、また、使用可能なサブフレーム間のアイドル時間の間
、スリープ状態になっても良い。図４は、ＵＥがアップリンク上でデータを送信せず、そ
れゆえに、ＡＣＫ／ＮＡＫのためにＥ－ＨＩＣＨをモニターする必要はないと仮定する。
【００３２】
　他の態様において、ＵＥのためのＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションは、各々のリンクの上
の両方のキャリアについて同一であっても良く、また、同一のタイミングを順守（observ
e）しても良い。ＤＲＸについて、ＵＥは、アンカー・ダウンリンク・キャリアのために
特定のＤＲＸ構成（例えば、特定のＨＳ－ＳＣＣＨ受信パターン）を有しても良い。同一
のＤＲＸ構成は、二次ダウンリンク・キャリアに適用可能であっても良い。そして、ＵＥ
は、たぶん両方のダウンリンク・キャリアについて同一のＤＲＸ構成を有するであろう（
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would）。ＵＥは、使用可能なダウンリンク・サブフレームにおいて、アンカー・ダウン
リンク・キャリアのみの上で又は両方のダウンリンク・キャリアの上で、データを受信し
ても良い。
【００３３】
　ＤＴＸについて、ＵＥは、アンカー・アップリンク・キャリアのために特定のＤＴＸ構
成（例えば、特定のアップリンクＤＰＣＣＨバースト・パターン）を有しても良い。同一
のＤＴＸ構成が、二次アップリンク・キャリア（存在するならば）に適用可能であっても
良い。そして、ＵＥは、たぶん両方のアップリンク・キャリアについて同一のＤＴＸ構成
を有するであろう。ＵＥは、使用可能なアップリンク・サブフレームにおいて、アンカー
・アップリンク・キャリアのみの上で又は両方のアップリンク・キャリアの上で、データ
を送信しても良い。１つのアップリンク・キャリアのみが利用できるならば、ＤＴＸ構成
は、たぶんこの１つのアップリンク・キャリアのみに適用されるであろう。
【００３４】
　Ｎｏｄｅ Ｂは、ＵＥのためのＤＴＸオペレーションをアクティベート又はデアクティ
ベートするために、ＤＴＸ命令をＵＥに送信しても良い。一つのデザインにおいて、Ｎｏ
ｄｅ Ｂは、アンカー又は二次ダウンリンク・キャリアのいずれかの上でＤＴＸ命令を送
信しても良い。他のデザインにおいて、Ｎｏｄｅ Ｂは、アンカー・ダウンリンク・キャ
リアの上でのみ、ＤＴＸ命令を送信しても良い。両方のデザインについて、ＤＴＸ命令は
、ＵＥによるすべてのアップリンク・キャリア上のＤＴＸオペレーションに適用可能であ
っても良い。
【００３５】
　Ｎｏｄｅ Ｂは、ＵＥのためのＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティ
ベートするために、ＤＲＸ命令をＵＥに送信しても良い。一つのデザインにおいて、Ｎｏ
ｄｅ Ｂは、アンカー又は二次ダウンリンク・キャリアのいずれかの上でＤＲＸ命令を送
信しても良い。他のデザインにおいて、Ｎｏｄｅ Ｂは、アンカー・ダウンリンク・キャ
リアの上でのみ、ＤＲＸ命令を送信しても良い。両方のデザインについて、ＤＲＸ命令は
、ＵＥによるすべてのダウンリンク・キャリア上のＤＲＸオペレーションに適用可能であ
っても良い。
【００３６】
　さらにもう一つの態様において、ＵＥのためのＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションは、各々
のリンクの上で２つのキャリアについて異なっても良く、また、異なるタイミングを観測
順守（observe）しても良い。ＤＲＸについて、ＵＥは、アンカー・ダウンリンク・キャ
リアのための第１のＤＲＸ構成と二次ダウンリンク・キャリアのための第２のＤＲＸ構成
を有しても良い。そして、ＵＥは、２つのダウンリンク・キャリアについて異なるＤＲＸ
構成を有しても良い。ＵＥは、各々のダウンリンク・キャリアの上で、そのダウンリンク
・キャリアに関する使用可能なダウンリンク・サブフレームにおいて、データを受信して
も良い。２つのダウンリンク・キャリア上でＤＲＸオペレーションを分離（Decoupling）
することは、ＵＥがより多くのバッテリー電力を節約するのを可能にし得る。ＮｏｄｅＢ
は、所定のダウンリンク・キャリアの上で、そのダウンリンク・キャリア上の制御ＤＲＸ
オペレーションを制御するために、ＤＲＸ命令を送信しても良い。
【００３７】
　ＤＴＸについて、ＵＥは、アンカー・アップリンク・キャリアのための第１のＤＴＸ構
成と二次アップリンク・キャリア（存在するならば）のための第２のＤＴＸ構成を有して
も良い。そして、ＵＥは、２つのアップリンク・キャリアについて異なるＤＲＸ構成を有
しても良い。ＵＥは、各々のアップリンク・キャリアの上で、そのアップリンク・キャリ
アに関する使用可能なアップリンク・サブフレームにおいて、データを送信しても良い。
Ｎｏｄｅ Ｂは、各々のアップリンク・キャリア上のＤＴＸオペレーションを制御するた
めに、ＤＴＸ命令を送信しても良い。
【００３８】
　図６は、ＵＥにおけるＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションを制御するためのＨＳ－ＳＣＣＨ
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命令の使用を示す。図６は、２つのダウンリンク・キャリアと１つのアップリンク・キャ
リアがＵＥに利用可能であるケースについてである。ＤＴＸについて、ＵＥは、図４に示
されるアップリンクＤＰＣＣＨバースト・パターンで構成されても良い。ＤＲＸについて
、ＵＥは、図４に示されるＨＳ－ＳＣＣＨ受信パターンで構成されても良い。ＵＥは、両
方のダウンリンク・キャリアについて同一のＤＲＸ構成をもつデュアルキャリア・オペレ
ーションである。アンカー・ダウンリンク・キャリアと二次ダウンリンク・キャリアは、
同一の使用可能なダウンリンク・サブフレームを有する。
【００３９】
　図６に示される例において、Ｎｏｄｅ Ｂは、無線フレーム９のサブフレーム４におい
て、ＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションをデアクティベートするＨＳ－ＳＣＣＨ命令（“Ｓ”
又は“ＤＲＸ／ＤＴＸを停止する命令（Order to stop DRX/DTX）”として表される）を
ＵＥに送信する。このＨＳ－ＳＣＣＨ命令を送信した後、４つのサブフレーム、各々のダ
ウンリンク・キャリアのすべてのサブフレームは、使用可能にされ、また、ＵＥにデータ
を送信するために使用されることができる。Ｎｏｄｅ Ｂは、無線フレーム１２のサブフ
レーム４において、ＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションをアクティベートするＨＳ－ＳＣＣＨ
命令（“Ｘ”又は“ＤＲＸ／ＤＴＸに対する命令（Order to DRX/DTX）”として示される
）をＵＥに送信する。このＨＳ－ＳＣＣＨを送信した後、４つのサブフレームは、使用可
能なダウンリンク・サブフレームは、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信パターンにより判定され、また
、使用可能なアップリンク・サブフレームは、アップリンクＤＰＣＣＨバースト・パター
ンにより判定される。
【００４０】
　図７は、ＵＥオペレーションを制御するためのＨＳ－ＳＣＣＨ命令の使用を示す。図７
は、２つのダウンリンク・キャリアと１つのアップリンク・キャリアがＵＥに利用可能で
あるケースについてである。二次ダウンリンク・キャリアは、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令がこの
キャリアをアクティベートするためにＮｏｄｅ Ｂにより送信されるときだけ、アクティ
ブになっても良い。ＤＴＸについて、ＵＥは、図４に示されるアップリンクＤＰＣＣＨバ
ースト・パターンで構成されても良い。ＤＲＸについて、ＵＥは、図４に示されるＨＳ－
ＳＣＣＨ受信パターンで構成されても良い。
【００４１】
　図７に示される例において、Ｎｏｄｅ Ｂは、無線フレーム１のサブフレーム４及び無
線フレーム１０のサブフレーム３において、二次ダウンリンク・キャリアをアクティベー
トし、デュアルキャリア・オペレーションを可能にする（enable）ＨＳ－ＳＣＣＨ命令（
図７において“２”又は“デュアルキャリアに対する命令（Order to dual-carrier）”
として示される）をＵＥに送信する。これらのＨＳ－ＳＣＣＨ命令を送信した後に、デュ
アルキャリア・オペレーションがＵＥにおいて可能にされる（enabled）間、Ｎｏｄｅ Ｂ
は、以降の使用可能なダウンリンク・サブフレームにおいて二次ダウンリンク・キャリア
上でデータをＵＥに送信しても良い。Ｎｏｄｅ Ｂは、無線フレーム５のサブフレーム０
及び無線フレーム１３のサブフレーム１において、二次ダウンリンク・キャリアをデアク
ティベートし、シングルキャリア・オペレーションを可能にする（enable）ＨＳ－ＳＣＣ
Ｈ命令（図７における“１”又は“シングルキャリアに対する命令”として示される）を
ＵＥに送信する。これらのＨＳ－ＳＣＣＨ命令を送信した後に、シングルキャリア・オペ
レーションがＵＥにおいて可能にされる間、Ｎｏｄｅ Ｂは、以降の使用可能なダウンリ
ンク・サブフレームにおいてアンカー・ダウンリンク・キャリア上でのみデータをＵＥに
送信しても良い。
【００４２】
　図７に示される例において、Ｎｏｄｅ Ｂは、無線フレーム９のサブフレーム４におい
て、ＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションをデアクティベートするＨＳ－ＳＣＣＨ命令を送信す
る。このＨＳ－ＳＣＣＨ命令を送信した後、４つのサブフレーム、各々のアクティベート
されたダウンリンク・キャリアのすべてのサブフレームは、使用可能にされ、また、ＵＥ
にデータを送信するために使用されることができる。Ｎｏｄｅ Ｂは、無線フレーム１３
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のサブフレーム２において、ＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションをアクティベートするＨＳ－
ＳＣＣＨ命令を送信する。このＨＳ－ＳＣＣＨ命令の送信した後、４つのサブフレーム、
使用可能なダウンリンク・サブフレームは、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信パターンにより判定され
、また、使用可能なアップリンク・サブフレームは、アップリンクＤＰＣＣＨバースト・
パターンにより判定される。
【００４３】
　図７で示すように、ＵＥがシングルキャリア・オペレーションにあり、ＤＲＸがアクテ
ィベートされているとき、第１のＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、ＤＲＸ／ＤＴＸオペレーション
をデアクティベートするために、送信されても良く、また、第２のＨＳ－ＳＣＣＨ命令は
、二次ダウンリンク・キャリアをアクティベートするために、４サブフレーム後で、送信
されても良い。第１のＨＳ－ＳＣＣＨ命令が送信される時（例えば、無線フレーム９のサ
ブフレーム４）から、データが二次ダウンリンク・キャリア上で送信されることができる
時（例えば、無線フレーム１１のサブフレーム２）まで、８つのサブフレームの遅延があ
り得る。この遅延は、ＤＲＸをデアクティベートする命令と二次ダウンリンク・キャリア
をアクティベートする命令を同一のサブフレームで送信することによって、低減され得る
。例えば、これらの２つの命令が無線フレーム９のサブフレーム４で送信されるならば、
Ｎｏｄｅ Ｂは、図７中の片矢付き破線で示されるように、無線フレーム１０のサブフレ
ーム３（それは４つだけ後のサブフレームである）において開始する二次ダウンリンク・
キャリア上でデータを送信し始めることができる。
【００４４】
　図８は、シングルキャリア又はデュアルキャリア・オペレーションを可能にし、ＤＲＸ
／ＤＴＸをアクティベート又はデアクティベートするために使用され得るＨＳ－ＳＣＣＨ
命令８００のデザインを表す。ＨＳ－ＳＣＣＨ命令８００は、ＨＳ－ＳＣＣＨ上で送信さ
れても良く、また、３ビットの命令タイプ・フィールド、３ビットの命令フィールド、１
６ビットのＵＥ識別情報フィールド及び場合によって他のフィールドを含んでも良い。命
令タイプ・フィールドは、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令がシングルキャリア又はデュアルキャリア
・オペレーションを可能にし、ＤＲＸ／ＤＴＸをアクティベート又はデアクティベートす
るためのものであることを指示するために、予め定められた値（例えば、‘０００’）に
設定されても良い。命令フィールドは、３ビットｘｏｒｄ，１，ｘｏｒｄ，２及びｘｏｒ

ｄ，３を含んでも良く、それは以下の通りに定義されても良い：　
　・ＤＲＸアクティベーション・ビット（例えば、ｘｏｒｄ，１）：ＤＲＸをデアクティ
ベートするために‘１’に、ＤＲＸをアクティベートするために‘０’にセットされる、
　
　・ＤＴＸアクティベーション・ビット（例えば、ｘｏｒｄ，２）：ＤＴＸをデアクティ
ベートするために‘１’に、ＤＴＸをアクティベートするために‘０’にセットされる、
及び、　
　・ＤＣ－ＨＳＤＰＡアクティベーション・ビット（例えば、ｘｏｒｄ，３）：二次ダウ
ンリンク・キャリアをデアクティベートするために‘１’に、二次ダウンリンク・キャリ
アをアクティベートするために‘０’に設定される。ＤＣ－ＨＳＤＰＡアクティベーショ
ン・ビットはまた、二次アップリンク・キャリア（存在するならば）をアクティベート又
はデアクティベートしても良い。
【００４５】
　（１又は複数の）二次キャリアをアクティベート／デアクティベートするための及びＤ
ＲＸ／ＤＴＸをアクティベート／デアクティベートするためのＨＳ－ＳＣＣＨ命令はまた
、他の方法で定義されても良い。（１又は複数の）二次キャリアをアクティベート／デア
クティベートするために及びＤＲＸ／ＤＴＸをアクティベート／デアクティベートするた
めに、個別の複数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令が使用されても良い。
【００４６】
　ＨＳＤＰＡの通常オペレーション（normal operation）について、図４で示されるよう
に、Ｎｏｄｅ Ｂは、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ上で、データをＵＥに送信しても良く、また、Ｈ
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Ｓ－ＳＣＣＨ上で、そのデータに２スロット先立って、シグナリングを送信しても良い。
シグナリングは、例えばデータを送信するために使用される拡散コードと符号化及び変調
スキームのような、様々なパラメータを伝達しても良い。ＵＥは、ＨＳ－ＳＣＣＨ上でシ
グナリングを受信しても良く、また、ＵＥに送信されるデータをリカバーするために、シ
グナリングに従ってＨＳ－ＰＤＳＣＨを処理しても良い。
【００４７】
　３ＧＰＰは、ダウンリンク上でのデータ伝送のためのＨＳ－ＳＣＣＨのない（HS-SCCH-
less）オペレーションをサポートする。ＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションについて、
Ｎｏｄｅ Ｂは、関係する伝送パラメータをＵＥに割り当てても良い（例えば、呼び出し
セットアップ（call setup）の間に）。Ｎｏｄｅ Ｂは、上位層シグナリングにより又は
何らかの他の手段により、割り当てられたパラメータをＵＥに送信しても良い。その後、
Ｎｏｄｅ Ｂは、ＨＳ－ＳＣＣＨ上でシグナリングを送信することなく、ＨＳ－ＰＤＳＣ
Ｈ上でデータをＵＥに送信しても良い。ＵＥは、ＵＥに送信されるデータをリカバーする
ために、割り当てられたパラメータに従って、ＨＳ－ＰＤＳＣＨを処理しても良い。ＨＳ
－ＳＣＣＨのないオペレーションは、ダウンリンク上でシグナリングの量を低減し得るも
のであり、それはシステム能力を向上させ得るものである。
【００４８】
　さらにもう一つの態様において、ＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションは、ＤＣ－ＨＳ
ＤＰＡにおけるアンカー・ダウンリンク・キャリアに制限されても良い。Ｎｏｄｅ Ｂは
、アンカー・ダウンリンク・キャリアの上でＨＳ－ＰＤＳＣＨの上でデータをＵＥに送信
しても良く、また、このダウンリンク・キャリアの上でＨＳ－ＳＣＣＨの上でいかなるシ
グナリングをも送信しなくても良い。ＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションをアンカー・
ダウンリンク・キャリアに制限することは、Ｎｏｄｅ Ｂ及びＵＥのオペレーションを単
純化する可能性があり、それらは他の目的のためにアンカー・ダウンリンク・キャリア上
で通信しても良い。これはまた、ＵＥのためにバッテリー電力を節約する可能性があり、
そして、それは、たぶんＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションで送信されるデータのため
に二次ダウンリンク・キャリアを処理する必要はないであろう。
【００４９】
　ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、ＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションをアクティベート又はデ
アクティベートするために使用されても良い。ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、ＨＳ－ＳＣＣＨの
ないオペレーション・アクティベーション・ビットを含んでも良い。そして、それは、Ｈ
Ｓ－ＳＣＣＨのないオペレーションをデアクティベートするために‘０’に、ＨＳ－ＳＣ
ＣＨのないオペレーションをアクティベートするために‘１’にセットされても良い。
【００５０】
　一般に、ＤＲＸアクティベーション・ビット、ＤＴＸアクティベーション・ビット、Ｄ
Ｃ－ＨＳＤＰＡアクティベーション・ビット及びＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーション・
アクティベーション・ビットは、それぞれ、ＤＲＸ、ＤＴＸ、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ及びＨＳ
－ＳＣＣＨのないオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために使用
されても良い。これらの４つのアクティベーション・ビットは、各々のＨＳ－ＳＣＣＨ命
令のキャパシティーに従って、１又は複数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令において送信されても良
い。ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、最高３つのアクティベーション・ビットを運ぶことができ、
そして、一つのデザインにおいて、上記のように、ＤＲＸ，ＤＴＸ及びＤＣ－ＨＳＤＰＡ
アクティベーション・ビットは、１つのＨＳ－ＳＣＣＨ命令において送信されても良く、
また、ＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーション・アクティベーション・ビットは、他のＨＳ
－ＳＣＣＨ命令において送信されても良い。他のデザインにおいて、ＤＲＸ，ＤＴＸ及び
ＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーション・アクティベーション・ビットは、１つのＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ命令において送信されても良く、また、ＤＣ－ＨＳＤＰＡアクティベーション・ビ
ットは、他のＨＳ－ＳＣＣＨ命令において送信されても良い。４つのアクティベーション
・ビットはまた、他の方法で複数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令において送信されても良い。
【００５１】
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　ＤＣ－ＨＳＤＰＡにおける動的なキャリア管理及びそのＣＰＣとのインタラクションは
、先に述べたように達成されても良い。ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、シングルキャリア及びデ
ュアルキャリア・オペレーション間でＵＥを遷移させるために使用されても良い。ＤＲＸ
オペレーションは、両方のダウンリンク・キャリア上で同一であっても良く、ＤＴＸオペ
レーションは、両方のアップリンク・キャリア上で同一であっても良い。そして、それは
、オペレーションを単純化する可能性があり、また、他の利益を提供する可能性がある。
ＤＴＸ命令は、いずれかのダウンリンク・キャリア上で送信されても良く、また、アンカ
ー・ダウンリンク・キャリアに制限されても良い。ＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーション
は、アンカー・ダウンリンク・キャリアに制限されても良い。ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、先
に述べたように、ＤＲＸ、ＤＴＸ、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ及びＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレー
ションをアクティベート又はデアクティベートするために使用されても良い。ＤＲＸ、Ｄ
ＴＸ、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ及びＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションはまた、他のメカニズ
ム（例えば、上位層でのＲＲＣメッセージ、下位層での何らかの他のシグナリングなど）
で、アクティベート又はデアクティベートされても良い。
【００５２】
　明確にするために、本明細書での説明の多くは、２つのダウンリンク・キャリアと、１
つ又は２つのアップリンク・キャリアを取り上げている（covers）。一般に、本明細書で
説明される技術は、任意の数のダウンリンク・キャリア及び任意ののアップリンク・キャ
リアについて使用されても良い。２つを超えるキャリアが所定のリンクのために利用でき
るならば、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、すべてのキャリア又はキャリアのサブセット（例えば
、一対のキャリア）に適用可能であっても良い。
【００５３】
　図９は、マルチキャリア・オペレーションをサポートする方法９００の例示的なデザイ
ンを表す。プロセス９００は、エンティティー（それは、ＵＥ１１０、Ｎｏｄｅ Ｂ １２
０又は何らかの他のエンティティーであっても良い。）により実行されても良い。エンテ
ィティーは、ＵＥのための二次キャリアをアクティベート又はデアクティベートするため
の下位層命令を交換（例えば、送信又は受信）しても良い（ブロック９１２）。下位層命
令は、ＷＣＤＭＡにおけるＨＳ－ＳＣＣＨ命令又は何らかの他の下位層シグナリングであ
っても良い。一つのデザインにおいて、エンティティーは、ＵＥであっても良い。ブロッ
ク９１２について、ＵＥは、二次キャリアをアクティベート又はデアクティベートするた
めに、Ｎｏｄｅ ＢによりＵＥに送信される下位層命令を受信しても良い。他のデザイン
において、エンティティーは、Ｎｏｄｅ Ｂであっても良い。ブロック９１２について、
Ｎｏｄｅ Ｂは、二次キャリアをアクティベート又はデアクティベートするために、下位
層命令をＵＥに送信しても良い。
【００５４】
　一つのデザインにおいて、エンティティーは、ＵＥにおいて利用可能な送信電力に基づ
いて、二次キャリアをアクティベートするかデアクティベートするかを判定しても良い。
例えば、二次キャリアは、ＵＥが不十分な（insufficient）送信電力を有し且つ電力制限
されているならば、デアクティベートされても良い。他のデザインにおいて、エンティテ
ィーは、ＵＥにおけるデータ・アクティビティーに基づいて、二次キャリアをアクティベ
ートするかデアクティベートするかを判定しても良い。また、エンティティーは、先に述
べたように、他の要因に基づいて、二次キャリアをアクティベート又はデアクティベート
しても良い。
【００５５】
　下位層命令が二次キャリアをデアクティベートするならば、エンティティーは、アンカ
ー・キャリアのみの上で通信（例えば、データ及び／又はシグナリングを送信又は受信）
しても良い（ブロック９１４）。下位層命令が二次キャリアをアクティベートするならば
、エンティティーは、アンカー・キャリア及び二次キャリアの上で通信しても良い（ブロ
ック９１６）。アンカー・キャリア及び二次キャリアは、ダウンリンクに関するものであ
っても良いし、又は、アップリンクに関するものであっても良いし、又は、両方のリンク
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に関するものであっても良い。また、２以上の二次キャリアが、利用可能であっても良い
。この場合、下位層命令は、二次キャリアの全部又は一部をアクティベート又はデアクテ
ィベートしても良い。
【００５６】
　下位層命令は、ブロック９１２において二次キャリアをアクティベートしても良い。一
つのデザインにおいて、インアクティビティー（inactivity）が検出されたならば、Ｎｏ
ｄｅ Ｂは、二次キャリアをデアクティベートするために、他の下位層命令をＵＥに送信
しても良い。他のデザインにおいて、Ｎｏｄｅ Ｂ及びＵＥは、各々、インアクティビテ
ィー・タイマーを維持しても良く、そして、デアクティベーションのための他の下位層命
令を送信する必要なしに、特定のインアクティビティー時間が経過した後、独立して二次
キャリアをデアクティベートしても良い。
【００５７】
　エンティティーは、ＵＥにおいてＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションをアクティベー
ト又はデアクティベートするために、第２のＨＳ－ＳＣＣＨ命令を交換しても良い。第２
のＨＳ－ＳＣＣＨ命令がＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションをアクティベートするなら
ば、エンティティーは、その後、シグナリングなしでデータを交換しても良い。ＨＳ－Ｓ
ＣＣＨのないオペレーションは、アンカー・キャリアに制限されても良い。
【００５８】
　図１０は、ＤＲＸ／ＤＴＸオペレーションをサポートする方法１０００の例示的なデザ
インを表す。プロセス１０００は、エンティティー（それは、ＵＥ１１０、Ｎｏｄｅ Ｂ
１２０又は幾つかの他のネットワーク・エンティティーであっても良い。）により実行さ
れても良い。エンティティーは、ＵＥのためのＤＲＸ構成に従ってアンカー・ダウンリン
ク・キャリアの上で通信（例えば、データ及び／又はシグナリングを送信又は受信）して
も良い（ブロック１０１２）。エンティティーは、ＵＥのためのＤＲＸ構成に従って二次
ダウンリンク・キャリアの上で通信しても良い（ブロック１０１４）。アンカー及び二次
ダウンリンク・キャリアは、データがＮｏｄｅ ＢによりＵＥに送信されることができる
共通のダウンリンク・サブフレームを有しても良い。
【００５９】
　一つのデザインにおいて、エンティティーは、Ｎｏｄｅ Ｂであっても良い。Ｎｏｄｅ
Ｂは、アンカー及び二次ダウンリンク・キャリアの上でＤＲＸオペレーションをアクティ
ベート又はデアクティベートするために、下位層命令（例えば、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令）を
ＵＥに送信しても良い。他のデザインにおいて、エンティティーは、ＵＥであっても良い
。ＵＥは、アンカー及び二次ダウンリンク・キャリアの上でＤＲＸオペレーションをアク
ティベート又はデアクティベートするために、Ｎｏｄｅ Ｂにより送信される下位層命令
（例えば、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令）を受信しても良い。一つのデザインにおいて、下位層命
令は、アンカー・ダウンリンク・キャリア又は二次ダウンリンク・キャリアを介して送信
されても良い。他のデザインいおいて、下位層命令は、アンカー・ダウンリンク・キャリ
アに制限されても良い。
【００６０】
　一つのデザインにおいて、エンティティーは、ＵＥのためのＤＴＸ構成に従ってアンカ
ー・アップリンク・キャリアの上で通信しても良い（ブロック１０１６）。エンティティ
ーは、ＵＥのためのＤＴＸ構成に従って二次アップリンク・キャリアの上で通信しても良
い（ブロック１０１８）。アンカー及び二次アップリンク・キャリアは、データがＵＥに
よりＮｏｄｅ Ｂに送信されることができる共通のアップリンク・サブフレームを有して
も良い。
【００６１】
　他のデザインにおいて、エンティティーは、ＵＥのためのＤＴＸ構成に従ってアップリ
ンク・キャリアの上で通信しても良い。エンティティーは、アップリンク・キャリアの上
でＤＴＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために、アンカー・
ダウンリンク・キャリア又は二次ダウンリンク・キャリアの上で下位層命令を交換しても
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良い。あるいは、エンティティーは、ＤＴＸオペレーションをアクティベート又はデアク
ティベートするために、アンカー・ダウンリンク・キャリアの上で下位層命令を交換する
ことに制限されても良い。
【００６２】
　一つのデザインにおいて、二次ダウンリンク・キャリアがデアクティベートされるなら
ば、エンティティーは、アンカー・ダウンリンク・キャリアのみの上で通信しても良い。
二次ダウンリンク・キャリアがアクティベートされるならば、エンティティーは、両方の
ダウンリンク・キャリアの上で通信しても良い。一つのデザインにおいて、エンティティ
ーは、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために、及び、
二次ダウンリンク・キャリアをアクティベート又はデアクティベートするために、単一の
下位層命令（例えば、１つのＨＳ－ＳＣＣＨ命令）を交換しても良い。他のデザインにお
いて、エンティティーは、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベート
するために、１つの下位層命令を交換しても良く、また、二次ダウンリンク・キャリアを
アクティベート又はデアクティベートするために、他の下位層命令を交換しても良い。
【００６３】
　図１１は、図１中のＵＥ１１０、Ｎｏｄｅ Ｂ １２０及びＲＮＣ１３０のデザインのブ
ロック図を示す。ＵＥ１１０において、エンコーダ１１１２は、アップリンクの上でＵＥ
１１０により送信されるべきトラフィック・データ及びメッセージを受信しても良い。エ
ンコーダ１１１２は、トラフィック・データ及びメッセージを処理（例えば、符号化及び
インターリーブ）しても良い。変調器（ＭＯＤ）１１１４は、更に、符号化されたトラフ
ィック・データ及びメッセージを処理（例えば、調整、チャネライズ及びスクランブル）
し、そして、出力サンプルを提供しても良い。送信機（ＴＭＴＲ）１１２２は、該出力サ
ンプルを調整（例えば、アナログ変換、フィルタリング、増幅及び周波数アップコンバー
ト）し、そして、アップリンク信号を生成しても良い。そして、それはＮｏｄｅ Ｂ １２
０に送信されても良い。
【００６４】
　ダウンリンクの上で、ＵＥ１１０は、Ｎｏｄｅ Ｂ １２０により送信されるダウンリン
ク信号を受信しても良い。受信機（ＲＣＶＲ）１１２６は、受信信号を調整（例えば、フ
ィルタリング、増幅、周波数ダウンコンバート及びデジタイズ）し、そして、入力サンプ
ルを提供しても良い。復調器（Ｄｅｍｏｄ）１１１６は、該入力サンプルを処理（例えば
、デスクランブル、チャネライズ及び復調）し、そして、シンボル推定を提供しても良い
。デコーダ１１１８は、該シンボル推定を処理（例えば、デインターリーブ及び復号）し
、そして、ＵＥ１１０に送信される復号されたデータ及びメッセージ（例えば、ＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ命令）を提供しても良い。エンコーダ１１１２、変調器１１１４、復調器１１１６
及びデコーダ１１１８は、モデム・プロセッサ１１１０により実装されても良い。これら
のユニットは、システムにより使用される無線技術（例えば、ＷＣＤＭＡなど）に従って
処理を実行しても良い。（１又は複数の）コントローラ／プロセッサ１１３０は、ＵＥ１
１０におけるオペレーションを指示（direct）しても良い。（１又は複数の）プロセッサ
１１３０及び／又はＵＥ１１０の他のユニットは、図９中のプロセス９００、図１０中の
プロセス１０００及び／又は本明細書で説明される技術のための他の方法を実行又は指示
しても良い。メモリ１１３２は、ＵＥ１１０のためにプログラム・コード及びデータを格
納しても良い。
【００６５】
　Ｎｏｄｅ Ｂ １２０において、送信機／受信機１１３８は、ＵＥ１１０及び他のＵＥの
ための無線通信をサポートしても良い。（１又は複数の）コントローラ／プロセッサ１１
４０は、ＵＥとの通信のために様々な機能を実行しても良い。アップリンクの上で、ＵＥ
１１０からのアップリンク信号は、受信され、受信機１１３８により調整され、更に、Ｕ
Ｅにより送信されるトラフィック・データ及びメッセージをリカバーするために、（１又
は複数の）コントローラ／プロセッサ１１４０により処理されても良い。ダウンリンクの
上で、トラフィック・データ及びメッセージ（例えば、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令）は、（１又
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は複数の）コントローラ／プロセッサ１１４０により処理され、ダウンリンク信号を生成
するために、送信機１１３８により調整されても良い。そして、それはＵＥ１１０及び他
のＵＥに送信されても良い。（１又は複数の）プロセッサ１１４０及び／又はＮｏｄｅＢ
 １２０における他のユニットは、図９中のプロセス９００、図１０中のプロセス１００
０及び／又は本明細書で説明される技術のための他の方法を実行又は指示しても良い。メ
モリ１１４２は、Ｎｏｄｅ Ｂのためにプログラム・コード及びデータを格納しても良い
。通信（Ｃｏｍｍ）ユニット１１４４は、ＲＮＣ１３０及び／又は他のネットワーク・エ
ンティティーとの通信をサポートしても良い。
【００６６】
　ＲＮＣ１３０において、（１又は複数の）コントローラ／プロセッサ１１５０は、ＵＥ
のための通信サービスをサポートするために様々な機能を実行しても良い。（１又は複数
の）プロセッサ１１５０及び／又はＲＮＣ１３０における他のユニットは、図９中のプロ
セス９００、図１０中のプロセス１０００及び／又は本明細書で説明される技術のための
他の方法の全部又は一部を実行しても良い。メモリ１１５２は、ＲＮＣ１３０のためにプ
ログラム・コード及びデータを格納しても良い。通信ユニット１１５４は、Ｎｏｄｅ Ｂ
及び他のネットワーク・エンティティーとの通信をサポートしても良い。
【００６７】
　情報及び信号は、いろいろな異なるテクノロジー及びテクニックの任意のものを用いて
表現可能であることを、当業者は理解できるであろう。例えば、上記説明の間に参照され
る、データ、インストラクション、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及び、チ
ップは、電圧、電流、電磁波、磁場若しくは磁性粒子（magnetic fields or particles）
、光場若しくは光学粒子（optical fields or particles）、又はそれらの任意の組み合
わせにより表現可能である。
【００６８】
　本明細書での開示に関連して説明された、各種の例示的な論理ブロック、モジュール、
回路、及び、アルゴリズムのステップは、電子回路用ハードウェア、コンピュータソフト
ウェア、又は、それらの組み合わせとして、実装されても良いことを、当業者はさらに理
解できるであろう。このハードウェア及びソフトウェアの互換性をめいりょうに説明する
ために、各種の例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップが
、一般に、それらの機能性の観点で、前述された。そのような機能性は、システム全体に
課される特定のアプリケーション及びデザインの制約に応じて、ハードウェア又はソフト
ウェアとして実装される。当業者は、説明された機能性を、各々のアプリケーションのた
めのさまざまな方法で実装しても良いが、当該の実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱
をもたらすものとして説明されるべきではない。
【００６９】
　本明細書での開示に関連して説明された、種々の例示的な役立つ、論理ブロック、モジ
ュール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（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）又は他の
プログラマブルロジックデバイス、個別ゲート又はトランジスタロジック、個別のハード
ウェアコンポーネント、又は本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた
それらの任意の組み合わせで実装又は実行されても良い。汎用プロセッサは、マイクロプ
ロセッサであっても良いが、代わりに、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであっても良い。プロセッサはまた
、コンピュータデバイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ
、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連結する１つ又は複数のマイクロプロセッサ
、又は、他のそのような構成、として実装されても良い。
【００７０】
　本明細書での開示に関連して説明された方法又はアルゴリズムのステップは、直接、ハ
ードウェアにより具体化されても良いし、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジ
ュールにより具体化されても良いし、又は、それら二つの組合せにより具体化されても良
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い。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰ
ＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク
、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当該技術分野において知られている任意の他のフォームの記憶媒体
に存在しても良い。例示的な記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み込み
、また、それへ情報を書き込むことができるように、そのプロセッサに接続される。代わ
りに、記憶媒体は、プロセッサに一体化されていても良い。プロセッサ及び記憶媒体は、
ＡＳＩＣにおいて存在しても良い。ＡＳＩＣは、ユーザ端末に存在しても良い。代わりに
、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末の個別のコンポーネントとして存在しても良い
。
【００７１】
　一つ又は複数の例示的なデザインにおいて、説明される機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせにより実行されても良い。ソフ
トウェアで実装される場合には、機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体に、１又は複
数のインストラクション又はコードとして、格納され又は伝送されても良い。コンピュー
タ読み取り可能な媒体は、或る場所から他の場所へのコンピュータ・プログラムの転送を
容易にする任意の媒体を含むコンピュータ記憶媒体及び通信媒体の両方を含む。記憶媒体
は、汎用コンピュータ又は専用コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒
体であっても良い。制限ではなく、例として、上記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク
記憶装置若しくは他の磁気記憶装置、又は、インストラクション若しくはデータ構造の形
で所望のプログラム・コード手段を伝えるか若しくは記憶するのに使用でき、且つ、汎用
若しくは専用コンピュータ又は汎用若しくは専用プロセッサによってアクセスできる任意
の他の媒体を含むことができる。また、任意のコネクションは、適切にコンピュータ読み
取り可能な媒体と呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペ
ア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、又は、例えば赤外線、無線、マイクロ波のような無線
技術を使用することによって、ウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースからソフ
トウェアが送信される場合に、その同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア
、ＤＳＬ、又は、例えば赤外線、無線、マイクロ波のような無線技術は、媒体の定義に含
まれる。本明細書で用いられるディスク（Disk）及びディスク（disc）は、コンパクトデ
ィスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタルバーサタイルデ
ィスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク及びブルーレイディスク（登録商標
）を含む。ここで、ディスク（disks）は、通常、磁気的にデータを複製（reproduce）し
、一方、ディスク（discs）は、レーザーを使って光学的にデータをさせる。上記の組み
合わせはまた、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲の中に含まれるべきである。
【００７２】
　本開示の前の説明は、当業者が本開示を製造又は使用できるようにするために提供され
る。本開示への種々の変形は、当業者には容易に明白になるであろう。また、本明細書で
定義された一般的な原理は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに
適用されても良い。それゆえ、本開示は、本明細書で説明された例及びデザインに限定さ
れることが意図されているのではなく、本明細書に開示された原理及び新規な特徴に合致
する最も広い範囲を与えられることが意図されている。　
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された各請求項に対応する発明を付記
する。　
　［１］無線通信のための方法において、　
　ユーザ装置（ＵＥ）のための二次キャリアをアクティベート又はデアクティベートする
ための下位層命令を交換することと、　
　前記下位層命令が前記二次キャリアをデアクティベートする場合に、アンカー・キャリ
アのみの上で通信することと、　
　前記下位層命令が前記二次キャリアをアクティベートする場合に、前記アンカー・キャ
リア及び前記二次キャリアの上で通信することを含む方法。　



(20) JP 5290462 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

　［２］前記下位層命令を前記交換することは、前記二次キャリアをアクティベート又は
デアクティベートするためにＮｏｄｅ Ｂにより前記ＵＥへ送信された前記下位層命令を
受信することを含む［１］の方法。　
　［３］前記下位層命令を前記交換することは、前記二次キャリアをアクティベート又は
デアクティベートするためにＮｏｄｅ Ｂから前記ＵＥへ前記下位層命令を送信すること
を含む［１］の方法。　
　［４］前記下位層命令は、Ｎｏｄｅ Ｂから前記ＵＥへ送信されたＨＳ－ＤＳＣＨ用共
有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）命令を含む［１］の方法。　
　［５］前記ＵＥにおいてＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションをアクティベート又はデ
アクティベートするための第２のＨＳ－ＳＣＣＨ命令を交換することと、　
　前記第２のＨＳ－ＳＣＣＨ命令が、ＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションをアクティベ
ートする場合に、シグナリングなしでデータを交換することを更に含む［４］の方法。　
　［６］ＨＳ－ＳＣＣＨのないオペレーションは、前記アンカー・キャリアに制限される
［５］の方法。　
　［７］前記ＵＥにおいて利用できる送信電力に基づいて、前記二次キャリアをアクティ
ベートするか又はデアクティベートするかを判定することを更に含む［１］の方法。　
　［８］前記ＵＥにおけるデータ・アクティビティーに基づいて、前記二次キャリアをア
クティベートするか又はデアクティベートするかを判定することを更に含む［１］の方法
。　
　［９］前記下位層命令が、前記二次キャリアをアクティベートする場合に、デアクティ
ベーションのための他の下位層命令を交換することなく、特定のインアクティビティー時
間が経過した後に前記二次キャリアをデアクティベーションすることを更に含む［１］の
方法。　
　［１０］無線通信のための装置において、　
　ユーザ装置（ＵＥ）のための二次キャリアをアクティベート又はデアクティベートする
ための下位層命令を交換するための手段と、　
　前記下位層命令が前記二次キャリアをデアクティベートする場合に、アンカー・キャリ
アのみの上で通信するための手段と、　
　前記下位層命令が前記二次キャリアをアクティベートする場合に、前記アンカー・キャ
リア及び前記二次キャリアの上で通信するための手段とを含む装置。　
　［１１］前記下位層命令を交換するための前記手段は、前記二次キャリアをアクティベ
ート又はデアクティベートするためにＮｏｄｅ Ｂにより前記ＵＥへ送信された前記下位
層命令を受信するための手段を含む［１０］の装置。　
　［１２］前記下位層命令を交換するための前記手段は、前記二次キャリアをアクティベ
ート又はデアクティベートするためにＮｏｄｅ Ｂから前記ＵＥへ前記下位層命令を送信
するための手段を含む［１０］の装置。　
　［１３］前記下位層命令は、Ｎｏｄｅ Ｂから前記ＵＥへ送信されたＨＳ－ＤＳＣＨ用
共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）命令を含む［１０］の装置。　
　［１４］無線通信のための装置において、　
　ユーザ装置（ＵＥ）のための二次キャリアをアクティベート又はデアクティベートする
ための下位層命令を交換し、前記下位層命令が前記二次キャリアをデアクティベートする
場合に、アンカー・キャリアのみの上で通信し、前記下位層命令が前記二次キャリアをア
クティベートする場合に、前記アンカー・キャリア及び前記二次キャリアの上で通信する
ように構成される少なくとも一つのプロセッサを含む装置。　
　［１５］前記少なくとも一つのプロセッサは、前記二次キャリアをアクティベート又は
デアクティベートするためにＮｏｄｅ Ｂにより前記ＵＥへ送信された前記下位層命令を
受信するように構成される［１４］の装置。　
　［１６］前記少なくとも一つのプロセッサは、前記二次キャリアをアクティベート又は
デアクティベートするためにＮｏｄｅ Ｂから前記ＵＥへ前記下位層命令を送信するよう
に構成される［１４］の装置。　
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　［１７］前記下位層命令は、Ｎｏｄｅ Ｂから前記ＵＥへ送信されたＨＳ－ＤＳＣＨ用
共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）命令を含む［１４］の装置。　
　［１８］少なくとも一つのコンピュータに、ユーザ装置（ＵＥ）のための二次キャリア
をアクティベート又はデアクティベートするための下位層命令を交換させるためのコード
と、　
　少なくとも一つのコンピュータに、前記下位層命令が前記二次キャリアをデアクティベ
ートする場合に、アンカー・キャリアのみの上で通信させるためのコードと、　
　少なくとも一つのコンピュータに、前記下位層命令が前記二次キャリアをアクティベー
トする場合に、前記アンカー・キャリア及び前記二次キャリアの上で通信させるためのコ
ードとを含むコンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータ・プログラム製品。　
　［１９］無線通信のための方法において、　
　ユーザ装置（ＵＥ）のための不連続受信（ＤＲＸ）構成に従ってアンカー・ダウンリン
ク・キャリアの上で通信することと、　
　前記ＵＥのための前記ＤＲＸ構成に従って二次ダウンリンク・キャリアの上で通信する
ことを含み、　
　前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリアは、デー
タがＮｏｄｅ ＢによりＵＥへ送信されることができる共通サブフレームを有する方法。
　
　［２０］前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリア
の上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために、前記
ＮｏｄｅＢから前記ＵＥへ、下位層命令を送信することを更に含む［１９］の方法。　
　［２１］前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリア
の上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために、前記
ＮｏｄｅＢにより前記ＵＥへ送信された下位層命令を受信することを更に含む［１９］の
方法。　
　［２２］前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリア
の上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために、ＨＳ
－ＤＳＣＨ用共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）命令を交換することを更に含む［１９
］の方法。　
　［２３］前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリア
の上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために、前記
アンカー・ダウンリンク・キャリア又は前記二次ダウンリンク・キャリアを介して、下位
層命令を交換することを更に含む［１９］の方法。　
　［２４］前記ＵＥのための不連続送信（ＤＴＸ）構成に従って、アップリンク・キャリ
アの上で通信することを更に含む［１９］の方法。　
　［２５］前記アップリンク・キャリアの上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート
又はデアクティベートするために、前記アンカー・ダウンリンク・キャリア又は前記二次
ダウンリンク・キャリアの上で下位層命令を交換することを更に含む［２４］の方法。　
　［２６］前記アップリンク・キャリアの上で、ＤＲＸオペレーションをアクティベート
又はデアクティベートするために、前記アンカー・ダウンリンク・キャリアのみの上で下
位層命令を交換することを更に含む［２４］の方法。　
　［２７］ＵＥのための不連続送信（ＤＴＸ）構成に従って、アンカー・アップリンク・
キャリアの上で通信することと、　
　前記ＵＥのための前記ＤＴＸ構成に従って、二次アップリンク・キャリアの上で通信す
ることを更に含み、　
　前記アンカー・アップリンク・キャリア及び前記二次アップリンク・キャリアは、デー
タが前記ＵＥにより前記Ｎｏｄｅ Ｂへ送信されることができる共通サブフレームを有す
る［１９］の方法。　
　［２８］前記二次ダウンリンク・キャリアがデアクティベートされる場合に、前記アン
カー・ダウンリンク・キャリアのみの上で通信することと、　
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　前記二次ダウンリンク・キャリアがアクティベートされる場合に、前記アンカー・ダウ
ンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリアの上で通信することを更に含む
［１９］の方法。　
　［２９］ＤＲＸオペレーションをアクティベート又はデアクティベートするために及び
前記二次ダウンリンク・キャリアをアクティベート又はデアクティベートするために、単
一の下位層命令を交換することを更に含む［２８］の方法。　
　［３０］無線通信のための方法において、　
　ユーザ装置（ＵＥ）のための不連続受信（ＤＲＸ）構成に従ってアンカー・ダウンリン
ク・キャリアの上で通信するための手段と、　
　前記ＵＥのための前記ＤＲＸ構成に従って二次ダウンリンク・キャリアの上で通信する
ための手段とを含み、　
　前記アンカー・ダウンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリアは、デー
タがＮｏｄｅ ＢによりＵＥへ送信されることができる共通サブフレームである装置。　
　［３１］前記ＵＥのための不連続送信（ＤＴＸ）構成に従って、アップリンク・キャリ
アの上で通信するための手段を更に含む［３０］の装置。　
　［３２］ＵＥのための不連続送信（ＤＴＸ）構成に従って、アンカー・アップリンク・
キャリアの上で通信するための手段と、　
　前記ＵＥのための前記ＤＴＸ構成に従って、二次アップリンク・キャリアの上で通信す
るための手段とを更に含み、　
　前記アンカー・アップリンク・キャリア及び前記二次アップリンク・キャリアは、デー
タが前記ＵＥにより前記Ｎｏｄｅ Ｂへ送信されることができる共通サブフレームを有す
る［３０］の装置。　
　［３３］前記二次ダウンリンク・キャリアがデアクティベートされる場合に、前記アン
カー・ダウンリンク・キャリアのみの上で通信するための手段と、　
　前記二次ダウンリンク・キャリアがアクティベートされる場合に、前記アンカー・ダウ
ンリンク・キャリア及び前記二次ダウンリンク・キャリアの上で通信するための手段とを
更に含む［３０］の装置。
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