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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリア集約技術を使用する無線通信システムで端末の少なくとも一つのセカンダリキ
ャリア活性化または非活性化の制御方法であって、
　基地局からセカンダリキャリア制御メッセージの受信時、前記セカンダリキャリア制御
メッセージにおいて少なくとも一つのセカンダリキャリアに対する活性化命令または非活
性化命令を確認するステップと、
　前記セカンダリキャリア制御メッセージが前記少なくとも一つのセカンダリキャリアに
対する活性化命令を含む場合、第１サブフレームで少なくとも一つの第１動作を行うステ
ップと、
　前記セカンダリキャリア制御メッセージが前記少なくとも一つのセカンダリキャリアに
対する非活性化命令を含む場合、前記第１サブフレームが経過する前に少なくとも一つの
第２動作を行い、前記第１サブフレームで第３動作を行うステップと、を含み、
　前記第１動作は、チャネル状態情報報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）の開始である
か、またはＳＣｅｌｌからＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）のモニタリング開始であるか、またはサウンディング基準信号
（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍｂｏｌ）の送信開始（サウン
ディング基準信号が設定された場合に限る）であり、前記第２動作は、ＳＣｅｌｌからＰ
ＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）の
モニタリング中断であるか、またはサウンディング基準信号（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ
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　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍｂｏｌ）の送信中断であり、前記第３動作は、チャネル状
態情報報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）の中断である
　ことを特徴とする端末のセカンダリキャリア活性化または非活性化の制御方法。
【請求項２】
　前記第１サブフレームと、前記セカンダリキャリア制御メッセージを受信したサブフレ
ームとの差は８である
　ことを特徴とする請求項１に記載の端末のセカンダリキャリア活性化または非活性化の
制御方法。
【請求項３】
　前記チャネル状態情報は、
　チャネル品質指示子、プリコーディングマトリックスインデックス、ランク指示子、ま
たは、プリコーダタイプ指示子のうち少なくとも一つを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の端末のセカンダリキャリア活性化または非活性化の
制御方法。
【請求項４】
　キャリア集約技術を使用する無線通信システムで少なくとも一つのセカンダリキャリア
の活性化または非活性化を制御する端末であって、
　基地局と信号を送受信する送受信部と、
　基地局からセカンダリキャリア制御メッセージの受信時、前記セカンダリキャリア制御
メッセージにおいて少なくとも一つのセカンダリキャリアに対する活性化命令または非活
性化命令を確認し、前記セカンダリキャリア制御メッセージが前記少なくとも一つのセカ
ンダリキャリアに対する活性化命令を含む場合、第１サブフレームで少なくとも一つの第
１動作を行い、前記セカンダリキャリア制御メッセージが前記少なくとも一つのセカンダ
リキャリアに対する非活性化命令を含む場合、前記第１サブフレームが経過する前に少な
くとも一つの第２動作を行い、前記第１サブフレームで第３動作を行うように制御する制
御部と、を含み、
　前記第１動作は、チャネル状態情報報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）の開始である
か、またはＳＣｅｌｌからＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）のモニタリング開始であるか、またはサウンディング基準信号
（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍｂｏｌ）の送信開始（サウン
ディング基準信号が設定された場合に限る）であり、前記第２動作は、ＳＣｅｌｌからＰ
ＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）の
モニタリング中断であるか、またはサウンディング基準信号（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ
　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍｂｏｌ）の送信中断であり、前記第３動作は、チャネル状
態情報報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）の中断である
　ことを特徴とする端末。
【請求項５】
　前記第１サブフレームと、前記セカンダリキャリア制御メッセージを受信したサブフレ
ームとの差は８である
　ことを特徴とする請求項４に記載の端末。
【請求項６】
　前記チャネル状態情報は、
　チャネル品質指示子、プリコーディングマトリックスインデックス、ランク指示子、ま
たは、プリコーダタイプ指示子のうち少なくとも一つを含む
　ことを特徴とする請求項４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、より詳しくは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムにおいて、複数のキャリアを同時に使用するキャリア集約（
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Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術を使用するシステムにおいて、プライマ
リキャリア（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃａｒｒｉｅｒ）以外のセカンダリキャリア（Ｓｅｃｏｎ
ｄａｒｙ　Ｃａｒｒｉｅｒ）を活性化（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）及び非活性化（Ｄｅａｃ
ｔｉｖａｔｉｏｎ）する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、無線通信技術は、急激な発展を成しており、これに伴い、通信システム技術も進
化を繰り返している。このうち、現在第４世代移動通信技術として脚光を浴びているシス
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の需要を充足
させるために多様な技術が導入され、その中で導入された技術がキャリア集約技術である
。キャリア集約技術とは、既存の通信で端末（ＵＥ、以下「端末」と称する）と基地局（
ｅＮＢ、以下「基地局」と称する）との間で一つのキャリアのみを使用したことを、プラ
イマリキャリアと、一つあるいは複数のセカンダリキャリアとを使用してセカンダリキャ
リアの数分だけ送信量を画期的に増やすことができるものである。一方、ＬＴＥでは、プ
ライマリキャリアをＰＣｅｌｌ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ）と称し、セカンダリキャリ
アをＳＣｅｌｌ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ）と称する。
【０００３】
　上記したキャリア集約技術を使用するためには、ＰＣｅｌｌでＳＣｅｌｌを制御する追
加の複雑度が発生する。すなわち、ＰＣｅｌｌでどのようなＳＣｅｌｌを使用するか或い
は使用しないかを決定すべきであり、このような事項が決定された場合、該当ＳＣｅｌｌ
の使用及び非使用と関連する諸般事項に対する制御をしなければならない。一方、ＳＣｅ
ｌｌを活性化する方法も具体的な方案が必要である。すなわち、基地局からＳＣｅｌｌの
活性化及び非活性化の命令を受けた場合に、実際の動作を具体的に明示する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記したような問題点を解決するために創案されたもので、本発明の目的は
、無線移動通信システムでキャリア集約技術を使用する場合に、ＳＣｅｌｌの活性化及び
非活性化をする具体的な方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記したような問題点を解決するために案出されたもので、本発明によれば
、ＳＣｅｌｌの活性化時に一部の動作は、一定時間の遅延後に開始し、ＳＣｅｌｌの非活
性化時に一部の動作は、一定時間の遅延前に終了し、さらに他の一部の動作は、一定時間
に動作を終了する。
【０００６】
　このための本発明のキャリア集約技術を使用する無線通信システムにおいて、端末のセ
カンダリキャリアの活性化または非活性化の制御方法は、基地局からセカンダリキャリア
制御メッセージの受信時、上記セカンダリキャリアの活性化有無を確認するステップと、
上記セカンダリキャリア活性化命令の確認時、第１時点の到来有無を確認するステップと
、第１時点の到来時にあらかじめ定められた第１動作を行うステップと、を含むことを特
徴とする。
【０００７】
また、本発明のキャリア集約技術を使用する無線通信システムにおいて、セカンダリキャ
リアの活性化または非活性化を制御する端末は、基地局と信号を送受信する送受信部と、
上記基地局からセカンダリキャリア制御メッセージの受信時に上記セカンダリキャリアの
活性化有無を確認し、上記セカンダリキャリア活性化命令の確認時に第１時点の到来有無
を確認し、第１時点の到来時にあらかじめ定められた第１動作を行うように制御する制御
部と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明で提案する方法を利用すれば、ＳＣｅｌｌの活性化及び非活性化時に必要なすべ
ての動作を成功的に行うことが可能となることにより、エラのーない活性化及び非活性化
動作を完了することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明が適用されるＬＴＥシステムの構造を示した図である。
【図２】本発明が適用されるＬＴＥシステムでの無線プロトコルの構造を示した図である
。
【図３】端末でのキャリア集約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のフローチャートである。
【図５】本発明を適用した端末の動作フローチャートの第１図面である。
【図６】本発明を適用した端末の動作フローチャートの第２図面である。
【図７】本発明を適用した端末の装置図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明を説明するにおいて関連する公知機能または構成についての具体的な説明が本発
明の要旨を不明確にす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
された図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００１１】
　本発明は、多重キャリアが集約された端末がセカンダリキャリアを活性化する方法及び
装置に関する。
【００１２】
　図１は、本発明が適用されるＬＴＥシステムの構造を示した図である。
【００１３】
　図１を参照すると、示したように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）１０５、１１０、１１５、１２０とＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）１２５、及びＳ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）１３０で
構成される。ユーザ端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、以下、ＵＥまたは端末）１３
５は、ＥＮＢ１０５～１２０及びＳ－ＧＷ１３０を介して外部ネットワークに接続する。
【００１４】
　図１においてＥＮＢ１０５～１２０は、ＵＭＴＳシステムの既存ノードＢに対応する。
ＥＮＢは、ＵＥ１３５と無線チャネルで連結され、既存ノードＢよりも複雑な役割を遂行
する。ＬＴＥシステムでは、インターネットプロトコルを通したＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　
ｏｖｅｒ　ＩＰ）のようなリアルタイムサービスをはじめとする全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
のバッファ状態、使用可能な送信電力状態、チャネル状態などの状態情報を集合してスケ
ジューリングをする装置が必要であり、これをＥＮＢ１０５～１２０が担当する。一つの
ＥＮＢは、通常多数のセルを制御する。例えば、１００Ｍｂｐｓの送信速度を実現するた
めに、ＬＴＥシステムは、例えば２０ＭＨｚの帯域幅で直交周波数分割多重方式（Ｏｒｔ
ｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、
以下「ＯＦＤＭ」という）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（
ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ　ｒａｔｅ）を決定する適応変調コーディング（Ａｄａｐ
ｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　＆　Ｃｏｄｉｎｇ、以下「ＡＭＣ」という）方式を適
用する。Ｓ－ＧＷ１３０は、データベアラを提供する装置であり、ＭＭＥ１２５の制御に
よってデータベアラを生成または除去する。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、多数の基地局と連結される。
【００１５】
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　図２は、本発明が適用されるＬＴＥシステムでの無線プロトコルの構造を示した図であ
る。
【００１６】
　図２を参照すると、ＬＴＥシステムの無線プロトコルは、端末とＥＮＢで各々ＰＤＣＰ
（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）２０５、２４
０、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）２１０、２３５、ＭＡＣ（Ｍｅｄ
ｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）２１５、２３０からなる。ＰＤＣＰ２０５、２
４０は、ＩＰヘッダの圧縮／復元などの動作を担当し、無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、以下「ＲＬＣ」という）２１０、２３５は、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ
（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）を適切な大きさで再構成してＡＲＱ動作などを行
う。ＭＡＣ２１５、２３０は、一つの端末で構成された多数のＲＬＣ階層装置と連結され
、ＲＬＣ　ＰＤＵをＭＡＣ　ＰＤＵに多重化して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シンボルに作製して無線チャネルに送信するか、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、チャネル復号化して上位階層に伝
達する動作をする。
【００１７】
　図３は、端末でキャリア集約を説明するための図である。
【００１８】
　図３を参照すると、一つの基地局では、一般的に様々な周波数帯域にかけて多重キャリ
アが送出されて受信される。例えば、基地局３０５で中心周波数がｆ１のキャリア３１５
と、中心周波数がｆ３のキャリア３１０が送出される時、従来は、一つの端末が上記二つ
のキャリアのうち一つのキャリアを利用してデータを送受信した。しかし、キャリア集約
能力を有している端末は、同時に複数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、キャリア集約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り、上記端末３３０の送信速度を高めることが
できる。
【００１９】
　伝統的な意味として、一つの基地局から送出されて受信される一つの順方向キャリアと
一つの逆方向キャリアとが一つのセルを構成するとき、キャリア集約とは、端末が同時に
複数のセルを介してデータを送受信することと理解されることもある。これにより、最大
送信速度は、集約されるキャリアの数に比例して増加する。
【００２０】
　以下、本発明の説明におい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
、任意の逆方向キャリアを介してデータを送信することは、上記キャリアを特徴づける中
心周波数と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、以下における本発明の実施形態
では、説明の便宜のためにＬＴＥシステムを仮定して説明するが、本発明を、キャリア集
約を支援する各種の無線通信システムに適用することができる。
【００２１】
　本発明では、基地局からＳＣｅｌｌの活性化及び非活性化の命令を受けた場合に端末の
動作を提示する。本発明では、特に、活性化の命令を受けた時に端末の一部動作を特定時
点の後に開始し、非活性化の命令を受けた時に端末の一部動作を特定時点になる前に終了
し、他の一部動作は特定時点の後に終了する。これは、例えば任意の動作を遂行及び終了
するために必要な時間は、他の任意の動作を遂行及び終了するために必要な時間と異なる
ことがあり、上記動作を同一の時点に開始または終了する場合、時間が長くかかる動作を
基準として時点を定めることにより、活性化及び非活性化にかかる遅延が増加するからで
ある。例えば、端末は、基地局から命令を受け次第、該当ＳＣｅｌｌを直ちにデータの送
受信に使用することができない。これは、ＳＣｅｌｌを使用するための装置を活性化する
のに附加的な時間が要求されるからである。それだけでなく、一部動作は、装置が活性化
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したとしても、実際の動作には時間がかかる動作があり得る。
【００２２】
　図４は、本発明で提案するメッセージのフローチャートである。基地局４０３は、端末
４０１で設定されたＳＣｅｌｌのうちどのＳＣｅｌｌを活性化／非活性化するかをセカン
ダリキャリア制御メッセージ（または、Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏ
ｎ　ＭＡＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ（ＣＥ）、以下、同一である）を使用して
、Ｎ番目のサブフレームで端末４０１に知らせる（４０５）。上記Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ
／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥは、８ビットからなる固定された大きさのＭ
ＡＣ　ＣＥであり、７つのＣフィールドと１つのＲフィールドからなる。Ｒは予備（ｒｅ
ｓｅｒｖｅｄ）フィールドであり、７つのＣフィールドの各々は、Ｃ７、Ｃ６、Ｃ５、Ｃ
４、Ｃ３、Ｃ２、Ｃ１（すなわち、Ｃｉ）と称し、ＳＣｅｌｌ　ｉに対して１の場合に活
性化、０の場合に非活性化と表示して、それぞれのセカンダリキャリアに対する活性化有
無を知らせるのに使用される。
【００２３】
　これを受信した端末は、どのＳＣｅｌｌを活性化／非活性化しなければならないかを確
認し（４０７）、仮に、特定ＳＣｅｌｌが活性化する場合には、第１時点を確認する（４
０９）。上記第１時点はＮ＋ｍサブフレームであり、ｍは１以上の整数である（例えば、
８等が使用可能）。上記第１時点は、端末の活性化に関連する動作のうち、より迅速に取
れる動作の遂行時点である。上記ｍは、端末がＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａ
ｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥを受信して復号化し、その意味を把握する時までかかる時間を考
慮したもので、処理速度が遅い低価格の端末まで考慮して十分に大きな値が設定されるこ
とが好ましい。その後、上記第１時点のＮ＋ｍサブフレームにおいて、上記端末は、上記
第１時点で行わなければならない第１動作を行う（４１１）。このような動作には、下記
のような例がある。
【００２４】
－　チャネル状態情報報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）の開始
－　上記チャネル状態情報は、該当端末に基地局がリンク適応（ｌｉｎｋ　ａｄａｐｔａ
ｔｉｏｎ）とスケジューリングするのに必要なＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩなどを含む
■　　ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：チャネル品質
指示者：ビットエラーの確率１０％を満足する推薦される送信フォーマット
■　　ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｅｘ）：プリコーディングマ
トリックスインデックス：ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇに使用されるインデックス
■　　ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：ランク指示者：推薦する送信ランク
■　　ＰＴＩ（Ｐｒｅｃｏｄｅｒ　Ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）：プリコーダタイ
プ指示者
－　ＳＣｅｌｌからＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ＣＨａｎｎｅｌ）のモニタリング開始
－　サウンディング基準信号（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍ
ｂｏｌ）の送信開始（サウンディング基準信号が設定された場合に限る）
【００２５】
　その後、基地局は、端末で設定されたＳＣｅｌｌのうちどのＳＣｅｌｌを活性化／非活
性化するかをＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ（ＣＥ）を使用してＰ番目のサブフレームで端末に知らせる（４１３
）。上記Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥは、８ビット
からなる固定された大きさのＭＡＣ　ＣＥであって、７つのＣフィールドと１つのＲフィ
ールドからなる。Ｒは予備（ｒｅｓｅｒｖｅｄ）フィールドであり、７つのＣフィールド
の各々は、Ｃ７、Ｃ６、Ｃ５、Ｃ４、Ｃ３、Ｃ２、Ｃ１（すなわち、Ｃｉ）と称し、識別
子がｉであるＳＣｅｌｌに対して１の場合に活性化、０の場合に非活性化と表示して、そ
れぞれのセカンダリキャリアに対する活性化有無を知らせるのに使用される。ｉは、セカ
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ンダリキャリアを指示する識別子であって、１～７の値を有する整数であり、新しいセカ
ンダリキャリアが設定される時、セカンダリキャリア情報とともに基地局が端末に通知す
る。
【００２６】
　これを受信した端末は、どのＳＣｅｌｌを活性化／非活性化しなければならないかを確
認し（４１５）、仮に、特定ＳＣｅｌｌが非活性化される場合には、第２時点を確認する
（４１７）。上記第２時点はＰ＋ｏサブフレームであり、ｏは１以上の整数である（例え
ば、８等が使用可能）。また、第２時点は、上記第１時点と同一の値を使用することがで
きる。その後、端末は、上記第２時点であるＰ＋ｏサブフレームになる前に行わなければ
ならない第２動作を行う（４１９）。このような動作には、下記のような例がある。下記
の動作は、端末と基地局間の相互作用と関係がないため、端末が定められた時点に動作を
中止する必要がないことを特徴とする。
【００２７】
－　ＳＣｅｌｌからＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ＣＨａｎｎｅｌ）のモニタリング中断
－　サウンディング基準信号（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍ
ｂｏｌ）の送信中断
【００２８】
　その後、第２時点であるＰ＋ｏサブフレームになった時に行わなければならない第３動
作を行う（４２１）。このような動作には、下記のような例がある。下記の動作は、端末
と基地局間の相互作用に関連するもので、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し得ることを特徴とする。例えば、仮に、端末がチャネル
状態情報報告を中断したにもかかわらず基地局がこれを認知できなければ、基地局は端末
のチャネル状態を誤認して間違ってスケジューリングするという問題が発生することがあ
る。
【００２９】
－　チャネル状態情報報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）の中断
【００３０】
　上記のような動作に従うことにより、すべての動作が正しく行われるようにする。
【００３１】
　図５は、本発明を適用した端末の動作フローチャートの第１図である。端末は、８ビッ
トのビットマップが含まれたＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ
　ＣＥをＮサブフレームから受信する（５０１）。上記ＭＡＣ　ＣＥのビットマップのそ
れぞれのビットは、対応するＳＣｅｌｌの活性化または非活性化の有無を知らせる。
【００３２】
　これを受信した端末は、新規に活性化するＳＣｅｌｌがあるか否かを確認し、仮に、Ｓ
ＣｅｌｌがあればどのＳＣｅｌｌであるかを確認する（５０３）。より具体的には、端末
は、ＭＡＣ　ＣＥを受信する前に非活性化されているＳＣｅｌｌを確認し、ＭＡＣ　ＣＥ
を受信した時に非活性化されているＳＣｅｌｌに対して、ＭＡＣ　ＣＥのビットマップに
「活性化」が表示されているか否かを確認する。
【００３３】
　新規に活性化するＳＣｅｌｌを確認した場合、端末は第１時点を確認して第１時点にな
れば、第１時点で行わなければならない第１動作を行う（５０５）。これは、図４で記述
したように、ＮサブフレームでＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡ
Ｃ　ＣＥを受信した後、ｍサブフレームの時間が過ぎたＮ＋ｍサブフレームである。Ｎ＋
ｍサブフレームを基準として、端末は第１時点で行わなければならない動作を行う。この
時の動作は、図４で説明したように、下記の動作を含む。
【００３４】
－　チャネル状態情報報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）の開始
－　ＳＣｅｌｌからＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
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　ＣＨａｎｎｅｌ）のモニタリング開始
－　サウンディング基準信号（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍ
ｂｏｌ）の送信開始（サウンディング基準信号が設定された場合に限る）
【００３５】
　また、上記ｍ値は、端末と基地局が知っている定められた値である（例えば、ｍ＝８）
。
【００３６】
　図６は、本発明を適用した端末の動作フローチャートの第２図である。端末は、８ビッ
トのビットマップが含まれたＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ
　ＣＥをＮサブフレームから受信する（６０１）。上記ＭＡＣ　ＣＥのビットマップにそ
れぞれのビットは、対応するＳＣｅｌｌの活性化または非活性化の有無を知らせる。
【００３７】
　これを受信した端末は、新規に非活性化するＳＣｅｌｌがあるか否かを確認し、仮に、
ＳＣｅｌｌがあればどのＳＣｅｌｌであるかを確認する（６０３）。より具体的には、端
末は、ＭＡＣ　ＣＥを受信する前に活性化されているＳＣｅｌｌを確認し、ＭＡＣ　ＣＥ
を受信した時に活性化されているＳＣｅｌｌに対して、ＭＡＣ　ＣＥのビットマップに「
非活性化」が表示されているか否かを確認する。
【００３８】
　既に活性化したＳＣｅｌｌのうち非活性化するＳＣｅｌｌを確認した場合、端末は、第
２時点を確認し、第２時点になる前に行わなければならない第２動作を行う（６０５）。
この時の動作は、図４で説明したように、下記の動作を含む。
【００３９】
－　ＳＣｅｌｌからＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ＣＨａｎｎｅｌ）のモニタリング中断
－　サウンディング基準信号（ＳＲＳ：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍ
ｂｏｌ）の送信中断
【００４０】
　その後、第２時点になったのかを確認する（６０７）。これは、図４で記述したように
、ＰサブフレームでＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥを
受信した後、ｏサブフレームの時間が過ぎたＰ＋ｏサブフレームである。Ｐ＋ｏサブフレ
ームを基準として、端末は第２時点で行わなければならない第３動作を行う。この時の動
作は、図４で説明したように、下記の動作を含む。
【００４１】
－　チャネル状態情報報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）の中断
【００４２】
　また、上記ｏ値は、端末と基地局が知っている定められた値である（例えば、ｏ＝８）
。
【００４３】
　図７は、本発明の実施形態に係る端末の内部構造を示すブロック図である。
【００４４】
　端末は、上位階層７０５とデータなどを送受信し、制御メッセージ処理部７０７を介し
て制御メッセージを送受信し、送信時に制御部７０９の制御によって多重化装置７０３を
介して多重化した後、送信機７０１を介してデータを送信し、受信時に制御部７０９の制
御によって受信機７０１に物理信号を受信した後、逆多重化装置７０３で受信信号を逆多
重化して、それぞれメッセージ情報によって上位階層７０５または制御メッセージ処理部
７０７に伝達する。
【００４５】
　本発明でＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ＣＥを制御メッ
セージ処理部７０７が受信すれば、これをＳＣｅｌｌ活性化／非活性化処理部７１１に知
らせて、活性化する場合に第１時点を決定し、第１時点になったとき、制御部７０９及び
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制御メッセージ処理部７０７に第１時点で行わなければならない動作を指示して行うよう
にする。仮に、既活性化したＳＣｅｌｌを非活性化することを命じられた場合、第２時点
を決定し、第２時点になる前に行わなければならない第１動作を制御部７０９及び制御メ
ッセージ処理部７０７に指示して行うようにし、第２時点になったときには、第２時点で
行わなければならない第２動作を指示して行うようにする。
【００４６】
　上記した図７では、端末が複数の機能ブロックに区分され、それぞれのブロックが相違
する機能を行うと記述したが、これは、一実施形態に過ぎないだけで、必ずこのようなブ
ロック図に限定されるものではない。
【００４７】
　例えば、本発明の端末は、基地局と信号を送受信する送受信部と、制御部とを含んでも
よい。
【００４８】
　この場合、上記制御部は、基地局からセカンダリキャリア制御メッセージの受信時、上
記セカンダリキャリアの活性化有無を確認する。そして、制御部は、上記セカンダリキャ
リア活性化命令の確認時、第１時点の到来有無を確認して、第１時点の到来時にあらかじ
め定められた第１動作を行うように制御することができる。
【００４９】
　この場合、上記第１時点は、上記セカンダリキャリア制御メッセージを受信したサブフ
レームを基準として、８サブフレームが経過した時点であることを特徴とする。
【００５０】
　また、上記第１動作は、チャネル状態情報報告の開始、セカンダリキャリアから下りリ
ンク物理チャネルモニタリングの開始、または、サウンディング基準信号送信の開始のう
ち少なくとも一つを含んでもよい。
【００５１】
　また、制御部は、上記セカンダリキャリアの非活性化命令の確認時、第２時点の到来前
にあらかじめ定められた第２動作を行い、上記第２時点の到来時にあらかじめ定められた
第３動作を行うように制御することができる。
【００５２】
　本発明の一実施形態によれば、上記第２時点は、第１時点と同一であってもよく、上記
セカンダリキャリア制御メッセージを受信したサブフレームを基準として８サブフレーム
が経過した時点であってもよい。
【００５３】
　一方、上記第２動作は、セカンダリキャリアから下りリンク物理チャネルモニタリング
の中断またはサウンディング基準信号送信の中断のうち少なくとも一つを含んでもよい。
また、上記第３動作は、チャネル状態情報報告の中断を含んでもよい。
【００５４】
　本発明で提案する方式を使用すると、キャリア集約技術を使用する場合にＳＣｅｌｌを
活性化及び非活性化するとき、定められた時点で定められた動作を行うことにより、誤動
作を防止し、正確な動作を行うことができる。
【００５５】
　本発明の詳細な説明では具体的な実施形態について説明したが、本発明の範囲から外れ
ない範囲内で様々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決定されなければならない。
【符号の説明】
【００５６】
１０５　ＥＮＢ
１２５　ＭＭＥ
１３０　Ｓ－ＧＷ
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１３５　ＵＥ
７０１　送受信機
７０３　多重化および逆多重化装置
７０５　上位階層
７０７　制御メッセージ処理部
７０９　制御部
７１１　ＳＣｅｌｌ活性化／非活性化処理部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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