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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチキャリアをサポートする無線接続システムで移動端末（ＭＳ）がキャリア管理を
行うキャリア管理方法であって、前記方法は、
　基地局（ＢＳ）からプライマリーキャリアを介して第１のメッセージを受信することで
あって、前記第１のメッセージは、活性化される一つ以上のセカンダリーキャリアを指示
するインデックスの情報を含む、ことと、
　前記一つ以上のセカンダリーキャリアの活性化の準備ができていることを前記ＢＳに知
らせるための第２のメッセージを前記ＢＳに伝送することと
　を含み、
　前記第１のメッセージは、前記ＭＳに対する限界点に関する時間情報を含み、
　前記第２のメッセージの伝送は、前記限界点が満了するまで行われる、キャリア管理方
法。
【請求項２】
　前記時間情報は、前記第１のメッセージが前記基地局から受信された後のスーパーフレ
ーム数を指示する、請求項１に記載のキャリア管理方法。
【請求項３】
　前記第１のメッセージは、
　第２のキャリアの管理を指示する特定値に設定された動作コードフィールドと、前記一
つ以上のセカンダリーキャリアの数を指示するフィールドと、前記一つ以上のセカンダリ
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ーキャリアのそれぞれのインデックスを指示するフィールドとのうちの少なくとも一つを
含む、請求項２に記載のキャリア管理方法。
【請求項４】
　前記第１のメッセージはキャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ）メッセージ又はレ
ンジング応答（ＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージであり、
　前記第２のメッセージはキャリア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ）メッセージであり
、
　前記第２のキャリアは、マルチキャリア応答（ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＳＰ）メッセージを介
して前記移動端末に割り当てられる、請求項３に記載のキャリア管理方法。
【請求項５】
　マルチキャリアをサポートする無線接続システムで基地局（ＢＳ）が移動端末（ＭＳ）
のキャリアを管理するキャリア管理方法であって、前記方法は、
　プライマリーキャリアを介して前記ＭＳに第１のメッセージを伝送することであって、
前記第１のメッセージは、活性化される一つ以上のセカンダリーキャリアを指示するイン
デックスの情報を含む、ことと、
　前記一つ以上のセカンダリーキャリアの活性化の準備ができていることを確認するため
の第２のメッセージを前記ＭＳから受信することと
　を含み、
　前記第１のメッセージは、前記ＭＳに対する限界点に関する時間情報を含み、
　前記第２のメッセージの受信は、前記限界点が満了するまで行われる、キャリア管理方
法。
【請求項６】
　前記時間情報は、前記第１のメッセージが前記基地局から伝送された後のスーパーフレ
ーム数を指示する、請求項５に記載のキャリア管理方法。
【請求項７】
　前記第１のメッセージは、
　第２のキャリアの管理を指示する特定値に設定された動作コードフィールドと、前記一
つ以上のセカンダリーキャリアの数を指示するフィールドと、前記一つ以上のセカンダリ
ーキャリアのそれぞれのインデックスを指示するフィールドとのうちの少なくとも一つを
含む、請求項６に記載のキャリア管理方法。
【請求項８】
　前記第１のメッセージは、キャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ）メッセージ又は
レンジング応答（ＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージであり、
　前記第２のメッセージはキャリア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ）メッセージであり
、
　前記第２のキャリアは、マルチキャリア応答（ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＳＰ）メッセージを介
して前記移動端末に割り当てられる、請求項７に記載のキャリア管理方法。
【請求項９】
　無線接続システムでマルチキャリア動作をサポートする移動端末（ＭＳ）であって、前
記移動端末は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサからの制御信号を受信すると外部との間で無線周波数（ＲＦ）信号を送
受信するためのＲＦモジュールと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　基地局（ＢＳ）からプライマリーキャリアを介して第１のメッセージを受信することで
あって、前記第１のメッセージは、活性化される一つ以上のセカンダリーキャリアを指示
するインデックスの情報を含む、ことと、
　前記一つ以上のセカンダリーキャリアの活性化の準備ができていることを前記ＢＳに知
らせるための第２のメッセージを前記ＢＳに伝送することと
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　を実行するように構成され、
　前記第１のメッセージは、前記ＭＳに対する限界点に関する時間情報を含み、
　前記第２のメッセージの伝送は、前記限界点が満了するまで行われる、移動端末。
【請求項１０】
　前記時間情報は、前記第１のメッセージが前記基地局から受信された後のスーパーフレ
ーム数を指示する、請求項９に記載の移動端末。
【請求項１１】
　前記第１のメッセージは、
　第２のキャリアの管理を指示する特定値に設定された動作コードフィールドと、前記一
つ以上のセカンダリーキャリアの数を指示するフィールドと、前記一つ以上のセカンダリ
ーキャリアのそれぞれのインデックスを指示するフィールドとのうちの少なくとも一つを
含む、請求項１０に記載の移動端末。
【請求項１２】
　前記第１のメッセージは、キャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ）メッセージ又は
レンジング応答（ＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージであり、
　前記第２のメッセージはキャリア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ）メッセージであり
、
　前記第２のキャリアは、マルチキャリア応答（ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＳＰ）メッセージを介
して前記移動端末に割り当てられる、請求項１１に記載の移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムに関するもので、より詳細には、マルチキャリアをサポー
トする広帯域無線接続システムで端末に割り当てられたキャリアを管理する方法及びその
ための装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　以下では、キャリアについて簡略に説明する。
【０００３】
　ユーザーは、正弦波又は周期的なパルス波の振幅、周波数及び／又は位相などに変調操
作をし、伝送しようとする情報を含むことができる。このとき、情報を運ぶ役割をする正
弦波又はパルス波をキャリアと称する。
【０００４】
　キャリアを変調する方式には、シングルキャリア変調方式（ＳＣＭ：Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃ
ａｒｒｉｅｒ　Ｍｏｄｕｌａｒｔｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅ）又はマルチキャリア変調方式（
ＭＣＭ：Ｍｕｌｔｉ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅ）がある。
このうちシングルキャリア変調方式は、一つのキャリアに全ての情報を載せて変調する変
調方式である。
【０００５】
　マルチキャリア変調方式は、一つのキャリアの全体の帯域幅チャンネルを多数の小さい
帯域幅を有する副チャンネルに分割し、多数の狭帯域副キャリアを各副チャンネルを介し
て多重で伝送する技術をいう。
【０００６】
　このとき、マルチキャリア変調方式（ＭＣＭ）を用いると、各副チャンネルは、小さい
帯域幅によって平坦な特性（Ｆｌａｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に近似させることができる。ま
た、ユーザーは、簡単な等化器を使用してチャンネルの歪曲を補償することができる。ま
た、マルチキャリア変調方式は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を用いて高速具現が可能で
ある。すなわち、マルチキャリア変調方式は、シングルキャリア変調方式（ＳＣＭ）に比
べて高速のデータ伝送に有利である。
【０００７】
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　基地局及び／又は端末機の性能が発展するにつれて、基地局及び／又は端末機で提供又
は使用可能な周波数帯域幅が拡大されている。したがって、本発明の各実施例では、一つ
以上のキャリアを束ねて使用する（Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）ことによ
って広帯域をサポートするマルチキャリアシステムを開示している。
【０００８】
　すなわち、以下で説明するマルチキャリアシステムは、上述した一つのキャリアを分け
て使用するマルチキャリア変調方式とは異なって、一つ以上のキャリアを束ねて使用する
場合を示す。
【０００９】
　多重帯域（Ｍｕｌｔｉ－Ｂａｎｄ；又はマルチキャリア）を効率的に使用するために、
多数のキャリア（例えば、多数の周波数キャリア（ＦＣ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃａｒｒ
ｉｅｒ））を一つの媒体接続制御（ＭＡＣ）エンティティが管理する技術が提案されてき
た。
【００１０】
　図１の（ａ）及び（ｂ）は、多重帯域無線周波数（ＲＦ：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ）基盤の信号送受信方法を説明するための図である。
【００１１】
　図１において、送信端及び受信端で、一つの媒体接続制御階層は、マルチキャリアを効
率的に使用するために多数のキャリアを管理することができる。このとき、マルチキャリ
アを効果的に送受信するために、送信端及び受信端はいずれもマルチキャリアを送受信で
きると仮定する。このとき、一つの媒体接続制御階層で管理される周波数キャリア（ＦＣ
：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃａｒｒｉｅｒ）は、互いに隣接する必要がないので、資源管理
側面で柔軟である。すなわち、隣接キャリア集合（Ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　Ａｇｇｒｅｇ
ａｔｉｏｎ）又は不隣接キャリア集合（Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　Ａｇｇｒｅｇａ
ｔｉｏｎ）がいずれも可能である。
【００１２】
　図１の（ａ）及び（ｂ）において、物理階層（ＰＨＹ）０、物理階層１、…、物理階層
ｎ－２、物理階層ｎ－１は、本技術に係る多重帯域を示し、それぞれの帯域は、予め定め
られた周波数政策にしたがって特定サービスのために割り当る周波数キャリア（ＦＣ）の
大きさを有することができる。例えば、物理階層０（ＲＦ　ｃａｒｒｉｅｒ　０）は、一
般のＦＭラジオ放送のために割り当てる周波数帯域の大きさを有することができ、物理階
層１（ＲＦ　ｃａｒｒｉｅｒ　１）は、携帯電話通信のために割り当てる周波数帯域の大
きさを有することができる。
【００１３】
　このように、それぞれの周波数帯域はそれぞれの周波数帯域の特性によって互いに異な
る周波数帯域の大きさを有するが、以下の説明では、説明の便宜上、各周波数キャリア（
ＦＣ）はＡ［ＭＨｚ］の大きさを有すると仮定する。また、それぞれの周波数割り当て帯
域は、基底帯域信号を各周波数帯域で用いるためのキャリア周波数によって代表できるが
、以下では、各周波数割り当て帯域を「キャリア周波数帯域」、又は、混同がない場合、
単純に各キャリア周波数帯域を代表する「キャリア」と称することにする。また、最近の
３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａの場合のように、上述したキャリアをマルチキャリア方式で用られ
るサブキャリアと区分するために「成分キャリア」と称することができる。
【００１４】
　このような側面で、上述した「多重帯域」方式は、「多重キャリア」方式又は「キャリ
ア集合」方式と称することもできる。
【００１５】
　図２は、一般的な無線通信システムで多重搬送波が用いられる形態の一例を示す。
【００１６】
　一般的な技術での多重搬送波は、図２の（ａ）のように、連続する各搬送波の集合（ｃ
ｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）であってもよく、図２
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の（ｂ）のように、不連続的な搬送波の集合（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　ｃａｒｒ
ｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）であってもよい。このような各搬送波を結合する単位
は、一般的な技術であるレガシーシステム（例えば、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖ
ｏｌｕｔｉｏｎ）－ａｄｖａｎｃｅｄシステムの場合はＬＴＥ、ＩＥＥＥ　８０２．１６
ｍシステムの場合はＩＥＥＥ　８０２．１６ｅ）の基本帯域幅単位である。一般的な技術
の多重搬送波環境では、次のような二つのタイプの搬送波を定義する。
【００１７】
　まず、第１の搬送波（又はプライマリーキャリア（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃａｒｒｉｅｒ）
）は、端末と基地局のトラフィック、完全な物理階層及び媒体接続制御階層制御情報（ｆ
ｕｌｌ　ＰＨＹ／ＭＡＣ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の交換が行われる
搬送波をいう。また、第１の搬送波は、網進入のような端末の一般的な動作にも使用可能
である。各端末は、一つのセルで一つの第１の搬送波を有する。
【００１８】
　そして、第２の搬送波（又はセカンダリーキャリア（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃａｒｒｉ
ｅｒ））は、通常、第１の搬送波から受信される基地局特定の割り当て命令と法則に従う
トラフィックの交換に使用可能な付加的な搬送波をいう。第２の搬送波は、マルチキャリ
ア動作をサポートするための制御シグナリングを含むことができる。
【００１９】
　一般的な技術は、上述したプライマリー及びセカンダリーキャリアに基づいて、多重搬
送波（ｍｕｌｔｉ－ｃａｒｒｉｅｒ）システムの搬送波を、次のように全体的に設定され
た搬送波（Ｆｕｌｌｙ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｃａｒｒｉｅｒ）と部分的に設定された
搬送波（Ｐａｒｔｉａｌｌｙ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｃａｒｒｉｅｒ）に区分すること
ができる。
【００２０】
　まず、全体的に設定された搬送波（Ｆｕｌｌｙ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｃａｒｒｉｅ
ｒ）は、同期化、放送、マルチキャスト及びユニキャスト制御チャンネルを含む全ての制
御シグナリングが設定される搬送波をいう。また、多重搬送波運用と他の搬送波に関する
情報及び各パラメーターを前記各制御チャンネルに含ませることができる。
【００２１】
　部分的に設定された搬送波は、時分割二重化ダウンリンク伝送（ＴＤＤ　ＤＬ　ｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）又は周波数分割二重化（ＦＤＤ）モードで対をなすアップリンクキ
ャリアのないダウンリンクキャリアでダウンリンク伝送をサポートするための全ての制御
チャンネルが設定されるキャリアをいう。
【００２２】
　一般に、端末は、プライマリーキャリアを介して網初期進入を行い、基地局との登録要
請／応答（ＡＡＩ＿ＲＥＧ－ＲＥＱ／ＲＳＰ）メッセージ交換を通した登録過程で互いの
マルチキャリア能力に関する情報を交換することができる。
【００２３】
　それによって、端末は、基地局の可用キャリアに関する情報を獲得し、基地局は、可用
セカンダリーキャリアのうち少なくとも一つを端末に割り当てることができる。端末は、
割り当てられたキャリアを介したデータ交換を行う前に、該当のキャリアに対する活性化
過程を経るべきである。ところが、現在の標準では、このようなキャリア活性化手順が定
義されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　本発明は、前記のような一般的な技術の問題を解決するためになされたもので、本発明
の目的は、多重搬送波環境で端末と基地局との間で効率的にキャリアを活性化させる方法
を提供することにある。
【００２５】
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　本発明の他の目的は、基地局が端末に活性化を指示したキャリアの活性化状態を知るこ
とのできる効率的な方法を提供することにある。
【００２６】
　本発明で達成しようとする各技術的課題は、以上言及した各技術的課題に制限されず、
言及していない他の技術的課題は、下記の記載から本発明の属する技術分野で通常の知識
を有する者に明確に理解されるだろう。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　前記の技術的課題を達成するために、本発明の一実施例に係るマルチキャリアをサポー
トする広帯域無線接続システムで端末がキャリア管理を行う方法は、基地局から第１のキ
ャリアを介して割り当てられた少なくとも一つの第２のキャリアのうち少なくとも一つの
対象キャリアに対する活性化を指示する活性化情報を含む第１のメッセージを前記基地局
から受信すること；及び前記活性化による前記少なくとも一つの対象キャリアの準備可否
を前記基地局に知らせるための第２のメッセージを前記基地局に伝送することを含むこと
ができる。ここで、前記活性化情報は活性化時点情報を含み、前記第２のメッセージを伝
送することは、前記活性化時点情報が指示する時点で行われることが望ましい。
【００２８】
　前記の技術的課題を達成するために、本発明の一実施例に係るマルチキャリアをサポー
トする広帯域無線接続システムで基地局が端末のキャリアを管理する方法は、第１のキャ
リアを介して端末に割り当てられた少なくとも一つの第２のキャリアのうち少なくとも一
つの対象キャリアに対する活性化を指示する活性化情報を含む第１のメッセージを端末に
伝送すること；及び前記活性化による前記少なくとも一つの対象キャリアの準備可否を前
記基地局に知らせるための第２のメッセージを前記端末から受信することを含むことがで
きる。ここで、前記活性化情報は活性化時点情報を含み、前記第２のメッセージを受信す
ることは、前記活性化時点情報が指示する時点で行われることが望ましい。
【００２９】
　前記の技術的課題を達成するために、本発明の他の実施例に係る広帯域無線接続システ
ムでマルチキャリア動作をサポートする移動端末機は、プロセッサ；及び前記プロセッサ
の制御によって外部との間で無線信号を送受信するための無線通信（ＲＦ）モジュールを
含む。ここで、前記プロセッサは、基地局から第１のキャリアを介して割り当てられた少
なくとも一つの第２のキャリアのうち少なくとも一つの対象キャリアに対する活性化を指
示する活性化情報を前記基地局から受信される第１のメッセージを介して獲得し、前記活
性化による前記少なくとも一つの対象キャリアの準備可否を前記基地局に知らせるための
第２のメッセージが前記基地局に伝送されるように制御し、前記活性化情報は活性化時点
情報を含み、前記第２のメッセージを伝送することは、前記活性化時点情報が指示する時
点で行われることが望ましい。
【００３０】
　前記各実施例において、前記活性化時点情報はスーパーフレーム単位であることが望ま
しい。
【００３１】
　前記各実施例において、前記活性化情報は、前記第１のメッセージが前記第２のキャリ
アの管理であることを指示する値に設定された動作コードフィールド、前記少なくとも一
つの対象キャリアの数を指示するフィールド、及び前記少なくとも一つの対象キャリアの
それぞれのインデックスを指示するフィールドのうち少なくとも一つをさらに含むことが
できる。
【００３２】
　前記各実施例において、前記第１のキャリアはプライマリーキャリアで、前記第２のキ
ャリアは、前記基地局から前記端末に割り当てられたセカンダリーキャリアであることが
望ましい。
【００３３】
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　前記各実施例において、前記第１のメッセージはキャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－Ｃ
ＭＤ）メッセージで、前記第２のメッセージはキャリア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ
）メッセージで、前記第２のキャリアはマルチキャリア応答（ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＳＰ）メ
ッセージを介して前記端末に割り当てられることが望ましい。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　マルチキャリアをサポートする広帯域無線接続システムで端末がキャリア管理を行う方
法において、
　基地局から第１のキャリアを介して割り当てられた少なくとも一つの第２のキャリアの
うち少なくとも一つの対象キャリアに対する活性化を指示する活性化情報を含む第１のメ
ッセージを前記基地局から受信すること；及び
　前記活性化による前記少なくとも一つの対象キャリアの準備可否を前記基地局に知らせ
るための第２のメッセージを前記基地局に伝送することを含み、
　前記活性化情報は活性化時点情報を含み、
　前記第２のメッセージを伝送することは、前記活性化時点情報が指示する時点で行われ
ることを特徴とするキャリア管理方法。
（項目２）
　前記活性化時点情報は、前記第１のメッセージが前記基地局から前記端末に伝送された
時点を基準にしてスーパーフレーム単位で設定されることを特徴とする、項目１に記載の
キャリア管理方法。
（項目３）
　前記活性化情報は、
　前記第１のメッセージが前記第２のキャリアの管理であることを指示する値に設定され
た動作コードフィールド、前記少なくとも一つの対象キャリアの数を指示するフィールド
及び前記少なくとも一つの対象キャリアのそれぞれのインデックスを指示するフィールド
のうち少なくとも一つをさらに含む、項目２に記載のキャリア管理方法。
（項目４）
　前記第１のキャリアはプライマリーキャリアで、
　前記第２のキャリアは、前記基地局から前記端末に割り当てられたセカンダリーキャリ
アであることを特徴とする、項目２に記載のキャリア管理方法。
（項目５）
　前記第１のメッセージはキャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ）メッセージ又はレ
ンジング応答（ＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージで、
　前記第２のメッセージはキャリア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ）メッセージで、
　前記第２のキャリアは、マルチキャリア応答（ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＳＰ）メッセージを介
して前記端末に割り当てられることを特徴とする、項目４に記載のキャリア管理方法。
（項目６）
　マルチキャリアをサポートする広帯域無線接続システムで基地局が端末のキャリアを管
理する方法において、
　第１のキャリアを介して端末に割り当てた少なくとも一つの第２のキャリアのうち少な
くとも一つの対象キャリアに対する活性化を指示する活性化情報を含む第１のメッセージ
を端末に伝送すること；及び
　前記活性化による前記少なくとも一つの対象キャリアの準備可否を前記基地局に知らせ
るための第２のメッセージを前記端末から受信することを含み、
　前記活性化情報は活性化時点情報を含み、
　前記第２のメッセージを受信することは、前記活性化時点情報が指示する時点で行われ
ることを特徴とするキャリア管理方法。
（項目７）
　前記活性化時点情報は、前記第１のメッセージが前記基地局から前記端末に伝送された
時点を基準にしてスーパーフレーム単位で設定されることを特徴とする、項目６に記載の
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キャリア管理方法。
（項目８）
　前記活性化情報は、
　前記第１のメッセージが前記第２キャリアの管理であることを指示する値に設定された
動作コードフィールド、前記少なくとも一つの対象キャリアの数を指示するフィールド及
び前記少なくとも一つの対象キャリアのそれぞれのインデックスを指示するフィールドの
うち少なくとも一つをさらに含む、項目７に記載のキャリア管理方法。
（項目９）
　前記第１のキャリアはプライマリーキャリアで、
　前記第２のキャリアは、前記基地局から前記端末に割り当てられたセカンダリーキャリ
アであることを特徴とする、項目７に記載のキャリア管理方法。
（項目１０）
　前記第１のメッセージは、キャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ）メッセージ又は
レンジング応答（ＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージで、
　前記第２のメッセージはキャリア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ）メッセージで、
　前記第２のキャリアは、マルチキャリア応答（ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＳＰ）メッセージを介
して前記端末に割り当てられることを特徴とする、項目９に記載のキャリア管理方法。
（項目１１）
　広帯域無線接続システムでマルチキャリア動作をサポートする移動端末機において、
　プロセッサ；及び
　前記プロセッサの制御によって外部との間で無線信号を送受信するための無線通信（Ｒ
Ｆ）モジュールを含み、
　前記プロセッサは、
　基地局から第１のキャリアを介して割り当てられた少なくとも一つの第２のキャリアの
うち少なくとも一つの対象キャリアに対する活性化を指示する活性化情報を前記基地局か
ら受信される第１のメッセージを介して獲得し、前記活性化による前記少なくとも一つの
対象キャリアの準備可否を前記基地局に知らせるための第２のメッセージが前記基地局に
伝送されるように制御し、
　前記活性化情報は活性化時点情報を含み、
　前記第２のメッセージを伝送することは、前記活性化時点情報が指示する時点で行われ
ることを特徴とする移動端末機。
（項目１２）
　前記活性化時点情報は、前記第１のメッセージが前記基地局から前記移動端末機に伝送
された時点を基準にしてスーパーフレーム単位で設定されることを特徴とする、項目１１
に記載の移動端末機。
（項目１３）
　前記活性化情報は、
　前記第１のメッセージが前記第２のキャリアの管理であるこを指示する値に設定された
動作コードフィールド、前記少なくとも一つの対象キャリアの数を指示するフィールド及
び前記少なくとも一つの対象キャリアのそれぞれのインデックスを指示するフィールドの
うち少なくとも一つをさらに含む、項目１２に記載の移動端末機。
（項目１４）
　前記第１のキャリアはプライマリーキャリアで、
　前記第２のキャリアは、前記基地局から前記端末に割り当てられたセカンダリーキャリ
アであることを特徴とする、項目１２に記載の移動端末機。
（項目１５）
　前記第１のメッセージは、キャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ）メッセージ又は
レンジング応答（ＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージで、
　前記第２のメッセージはキャリア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ）メッセージで、
　前記第２のキャリアは、マルチキャリア応答（ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＳＰ）メッセージを介
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して前記移動端末機に割り当てられることを特徴とする、項目１４に記載の移動端末機。
 
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の各実施例によると、次のような効果がある。
【００３５】
　第一に、本発明の各実施例を用いることによって、効率的なキャリア活性化手順を定義
することができる。
【００３６】
　第二に、本発明の各実施例を通して、基地局は、端末に活性化を指示したキャリアの状
態を効率的に判断することができる。
【００３７】
　本発明で得られる効果は、以上言及した各効果に制限されず、言及していない他の効果
は、下記の記載から本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解される
だろう。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】多重帯域無線周波数（ＲＦ：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）基盤の信号送受
信方法を説明するための図である。
【図２】一般的な無線通信システムで多重搬送波が用いられる形態の一例を示す図である
。
【図３】本発明に係る広帯域無線接続システムで基地局が端末に一つ以上のキャリアを割
り当てる手順の一例を説明するための図である。
【図４】本発明の一実施例に係るセカンダリーキャリア活性化手順の一例を示す図である
。
【図５】本発明の各実施例に適用可能なプライマリーキャリア変更手順の一例であって、
対象キャリアが既に活性化された場合の手順を示す図である。
【図６】本発明の各実施例に適用可能なプライマリーキャリア変更手順の一例であって、
対象キャリアが活性化されていない場合の手順を示す図である。
【図７】本発明の他の実施例として、基地局のセカンダリーキャリア活性化指示が失敗し
た場合における基地局と端末の動作手順の一例を示す図である。
【図８】本発明の他の実施例として、基地局のプライマリーキャリア変更指示が失敗した
場合における基地局と端末の動作手順の一例を示す図である。
【図９】本発明の他の実施例によってキャリア管理指示メッセージに対する別途のフィー
ドバックがない場合における準備タイマーの満了によるキャリア管理手順の一例を示す図
である。
【図１０】本発明の他の実施例に係る準備タイマーがプライマリーキャリア変更に適用さ
れる形態の一例を示す図である。
【図１１】本発明の他の実施例に係る準備タイマーがプライマリーキャリア変更に適用さ
れる形態の他の例を示す図である。
【図１２】本発明の他の実施例として、送信端及び受信端の構造の一例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明は、無線接続システムに関するものである。以下では、本発明の各実施例に係る
効率的なマルチキャリア管理方法について開示する。
【００４０】
　以下の各実施例は、本発明の構成要素と特徴を所定形態で結合したものである。各構成
要素又は特徴は、別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮することがで
きる。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で実施することが
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できる。また、一部の構成要素及び／又は特徴を結合して本発明の実施例を構成すること
もできる。本発明の各実施例で説明する各動作の順序は変更可能である。一つの実施例の
一部の構成や特徴は、他の実施例に含ませることができ、又は他の実施例の対応する構成
又は特徴に取り替えることができる。
【００４１】
　図面に対する説明において、本発明の要旨を不明瞭にするおそれのある手順又は段階な
どは記述しておらず、当業者の水準で理解可能な程度の手順又は段階も記述していない。
【００４２】
　本明細書で、本発明の各実施例は、基地局と端末との間のデータ送受信関係を中心に説
明した。ここで、基地局は、端末と直接的に通信を行うネットワークの終端ノード（ｔｅ
ｒｍｉｎａｌ　ｎｏｄｅ）としての意味を有する。本文書で基地局によって行われると説
明した特定動作は、場合に応じては基地局の上位ノードによって行うこともできる。
【００４３】
　すなわち、基地局を含む多数のネットワークノードからなるネットワークで端末との通
信のために行われる多様な動作は、基地局又は基地局以外の他のネットワークノードによ
って行うことができる。このとき、「基地局」は、固定局、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　
Ｂ（ｅＮＢ）、アクセスポイント又はＡＢＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉ
ｏｎ）などの用語に取り替えることができる。また、「移動端末（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｓｔａｔｉｏｎ）」は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉ
ｏｎ）、ＡＭＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）又は端末（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）などの用語に取り替えることができる。
【００４４】
　また、送信端は、データ又は音声サービスを伝送するノードを意味し、受信端は、デー
タ又は音声サービスを受信するノードを意味する。したがって、アップリンクでは、端末
が送信端になり、基地局が受信端になり得る。同様に、ダウンリンクでは、端末が受信端
になり、基地局が送信端になり得る。
【００４５】
　一方、本発明の移動端末としては、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓ
ｓｉｓｔａｎｔ）、セルラーフォン、ＰＣＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）フォン、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）フォン、Ｍ
ＢＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）フォンなどを用いることがで
きる。
【００４６】
　本発明の各実施例は、多様な手段を通して具現することができる。例えば、本発明の各
実施例は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はそれらの結合などによって
具現することができる。
【００４７】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の各実施例に係る方法は、一つ又はそれ以上の
ＡＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉ
ｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、
ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）
、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（
ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コン
トローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができ
る。
【００４８】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の各実施例に係る方法は、以
上説明した機能又は動作を行うモジュール、手順又は関数などの形態で具現することがで
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きる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに格納してプロセッサによって駆動するこ
とができる。前記メモリユニットは、前記プロセッサの内部又は外部に位置し、既に公知
となった多様な手段によって前記プロセッサとの間でデータを取り交わすことができる。
【００４９】
　本発明の各実施例は、無線接続システムであるＩＥＥＥ　８０２システム、３ＧＰＰシ
ステム、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム及び３ＧＰＰ２システムのうち少なくとも一つに開示
された標準文書によってサポートすることができる。すなわち、本発明の各実施例のうち
本発明の技術的思想を明確に示すために説明していない各段階又は各部分は、前記各文書
によってサポートすることができる。また、本文書で開示している全ての用語は、前記標
準文書によって説明することができる。特に、本発明の各実施例は、ＩＥＥＥ　８０２．
１６システムの標準文書であるＰ８０２．１６－２００４、Ｐ８０２．１６ｅ－２００５
、Ｐ８０２．１６Ｒｅｖ２及びＰ８０２．１６ｍ文書のうちいずれか一つ以上によってサ
ポートすることができる。
【００５０】
　以下の説明で使用する特定用語は、本発明の理解を促進するために提供されたものであ
って、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態に
変更可能である。
【００５１】
　本明細書は、ＩＥＥＥ　８０２．１６システムを仮定して説明する。特に、以下で登場
する端末は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍ標準で定義する規格を満足するＡＭＳ（Ａｄｖａｎ
ｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）であるので、基地局は、同一標準規格のＡＢＳ
（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）であるとそれぞれ仮定する。
【００５２】
　まず、マルチキャリア動作で使用可能な用語を定義する。
【００５３】
　１．可用キャリア（Ａｖａｉｌａｂｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ）は、基地局（ＡＢＳ）に属
する全てのキャリアを意味する。端末は、可用キャリアに関する情報をグローバルキャリ
ア設定（ＡＡＩ＿Ｇｌｏｂａｌ－ｃｏｎｆｉｇ）メッセージ又はマルチキャリア公示（Ａ
ＡＩ＿ＭＣ－ＡＤＶ）メッセージを介して獲得することができる。
【００５４】
　２．割り当てキャリア（Ａｓｓｉｇｎｅｄ　ｃａｒｒｉｅｒ）は、端末の能力によって
基地局が端末に割り当てる可用キャリアのサブセットを意味する。すなわち、基地局は、
端末の能力を考慮し、自分の可用キャリアのうち一つ以上を端末の割り当てセカンダリー
キャリアに割り当てることができる。
【００５５】
　３．活性キャリア（Ａｃｔｉｖｅ　ｃａｒｒｉｅｒ）は、端末と基地局との間で実際に
データを交換する準備ができたキャリアを意味し、割り当てキャリアのサブセットであり
得る。割り当てセカンダリーキャリアの活性化／非活性化は、サービス品質（ＱｏＳ）要
求に基づいた基地局の判断によって決定することができる。基地局は、特定セカンダリー
キャリアに対する活性化／非活性化可否を端末にキャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭ
Ｄ）メッセージを介して指示することができる。
【００５６】
　上述した定義に基づいて、以下では、基地局が端末にキャリアを割り当てる手順につい
て図３を参照して説明する。
【００５７】
　図３は、本発明に係る広帯域無線接続システムで基地局が端末に一つ以上のキャリアを
割り当てる手順の一例を説明するための図である。
【００５８】
　図３を参照すると、端末（ＡＭＳ）は、基地局（ＡＢＳ）との間でスキャニング、レン
ジングなどの過程を含む初期接続手順（ｉｎｉｔｉａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）
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を行う（Ｓ３０１）。
【００５９】
　端末と基地局は、登録要請／応答（ＡＡＩ＿ＲＥＧ－ＲＥＱ／ＲＳＰ）メッセージを介
して相互間のマルチキャリア能力に関する情報を交換することができる（Ｓ３０２、Ｓ３
０３）。
【００６０】
　基地局は、端末にＡＡＩ＿ＲＥＧ－ＲＳＰメッセージを伝送した後、グローバルキャリ
ア設定（ＡＡＩ＿Ｇｌｏｂａｌ－ｃｏｎｆｉｇ）メッセージを伝送することができる（Ｓ
３０４）。
【００６１】
　グローバルキャリア設定メッセージには、ネットワークでサポートする全ての可用キャ
リアに関する情報が含まれる。
【００６２】
　また、端末は、基地局から周期的に放送されるマルチキャリア公示（ＡＡＩ＿ＭＣ－Ａ
ＤＶ）メッセージを受信し、基地局のマルチキャリア設定に関する情報を獲得することが
できる（Ｓ３０５）。
【００６３】
　その後、端末は、獲得した情報を用いて基地局の可用キャリアのマルチキャリア設定に
よって自分がサポート可能な各キャリアに関する情報をマルチキャリア要請（ＡＡＩ＿Ｍ
Ｃ－ＲＥＱ）メッセージを介して基地局に知らせる方法で割り当てキャリアのリストを基
地局に要請することができる（Ｓ３０６）。
【００６４】
　基地局は、端末から受信した情報に基づいて自分の可用キャリアのうち端末のセカンダ
リーキャリアとして割り当てられるサブセットを決定し、割り当てキャリアリストを決定
し、マルチキャリア応答（ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＳＰ）メッセージを介してこれを端末に知ら
せることができる（Ｓ３０７）。
【００６５】
　その後、基地局は、サービス品質（ＱｏＳ）要求に基づいた判断によって端末に割り当
てた割り当てキャリアの活性化／非活性化可否をキャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭ
Ｄ）メッセージを介して端末に指示することができる（Ｓ３０８）。
【００６６】
　第１の実施例：セカンダリーキャリア活性化手順
　以下では、上述したマルチキャリア割り当て過程に基づいて本発明の一実施例に係る端
末の割り当てセカンダリーキャリアを新たに活性化させる場合のより効率的な手順を提案
する。
【００６７】
　１．スキャニングの遂行
　基地局から端末に割り当てられた割り当てキャリアは、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセー
ジを介して活性化される前に基地局からスキャニングを行うように指示を受けることがで
きる。これは、プライマリーキャリアを通して既存のスキャニング応答（ＡＡＩ＿ＳＣＮ
－ＲＳＰ）メッセージによってトリガーされたり、キャリア管理命令（ＡＡＩ＿ＣＭ－Ｃ
ＭＤ）メッセージ又は新たに定義されたメッセージによってトリガーされることもある。
【００６８】
　キャリア管理命令メッセージによってスキャニングがトリガーされる場合、キャリア管
理命令メッセージのキャリア管理タイプフィールドにスキャニングの指示を示す値を追加
する方法を使用することができる。
【００６９】
　一般に、単一キャリアのみをサポートする端末には、スキャニング遂行のために各隣接
周波数又は隣接基地局に対するスキャニング区間の設定が要求された。しかし、マルチキ
ャリアをサポートする端末は、他の周波数帯域（すなわち、キャリア）に対する同時スキ
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ャン遂行が可能であるので、割り当てキャリアに対するスキャニングを行うときは別途の
スキャニング区間が要求されない。そのため、マルチキャリア端末の割り当てセカンダリ
ーキャリアに対するスキャニングを指示するメッセージには、スキャニング区間設定に対
するパラメーターは省略可能である。その代わりに、スキャニング対象になるキャリアに
対する論理／物理キャリアインデックス及びスキャニング報告に関する各パラメーターが
該当のメッセージに含まれることが望ましい。
【００７０】
　２．ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージのパラメーター設定
　上述したように、基地局は、端末にセカンダリーキャリアの活性化をキャリア管理命令
（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ）メッセージを介して指示することができる。このようなメッセ
ージには、キャリア管理タイプを指示するフィールド、すなわち、アクションコードフィ
ールドが含まれ、該当のメッセージを介した指示事項がセカンダリーキャリアの活性化／
非活性化であるか、それともプライマリーキャリア変更であるかを端末に指示することが
できる。
【００７１】
　このとき、キャリア活性化のために基地局が端末にＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを
伝送する前に上述した方法で割り当てキャリアに対するスキャニングが行われ、スキャン
報告が行われた場合、基地局は、スキャニング結果を参照して活性化に適したキャリアを
新たに選択し、その結果をＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージに反映して端末に伝送するこ
とができる。
【００７２】
　以下、本実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージに含まれるパラメーターを提案
する。上述したアクションコードフィールドについての説明は省略する。
【００７３】
　－指示タイプ（Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ）：活性化／非活性化の可否を指示す
る。
【００７４】
　－対象キャリアインデックス（Ｔａｒｇｅｔ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｄｅｘ）：該当の
メッセージを介して活性化される対象キャリアの物理又は論理キャリアインデックスを指
示する。
【００７５】
　－活性化限界点（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｄｅａｄｌｉｎｅ）：ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ
メッセージが端末に伝送された後、該当のメッセージを介して活性化が指示されたキャリ
アの活性化完了を確認するためのメッセージを端末が伝送できる時点（又は限界時点）を
指示する。このとき、活性化完了を確認（ＣＭ　ＡＣＫ）するためのメッセージは、メッ
セージ自体の受信成功可否を指示するメッセージ肯定応答（ＡＡＩ＿ＭＳＧ－ＡＣＫ）又
は肯定応答拡張ヘッダー（ＡＣＫ　ＥＨ）とは区分される概念であって、このためにキャ
リア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ）メッセージを使用することができる。活性化限界
点フィールドの値は、スーパーフレーム単位で表示することができ、スーパーフレームナ
ンバーを所定ビット（例えば、スーパーフレームナンバーの最下位６ビット）で示した値
であり得る。活性化限界点がタイマー（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｔｉｍｅｒ）形態で具現
される場合、該当のタイマーの満了時点を指示したり、タイマー値を設定することもでき
る。ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを介して活性化が指示されるキャリア（以下、「対
象キャリア」という）の活性化のために、１）レンジングが必要であるかどうか、又は２
）スーパーフレームヘッダー変更カウント（ＳＦＨ　ｃｈａｎｇｅ　ｃｏｕｎｔ）による
ＳＦＨアップデートが必要であるかどうかによって活性化限界点の値を異なるように設定
することができる。ＣＭ　ＡＣＫ可用タイムとして使用される場合、この値は、ＡＭＳが
セカンダリーキャリア管理メッセージを受信した後でＡＣＫメッセージを伝送できる時間
を意味することができる。
【００７６】
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　－レンジング指示子（Ｒａｎｇｉｎｇ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：対象キャリアに対して
周期的レンジングが要求されるかどうかを１ビットで指示することができる。本指示子が
「１」に設定されて伝送される場合、端末は、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを伝送す
る前に、対象キャリアに対するレンジング及び活性化を全て完了することが望ましい。そ
の一方、本指示子が「０」に設定される場合、端末は、対象キャリアの活性化完了のみで
ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを基地局に伝送することができる。
【００７７】
　－スーパーフレームヘッダー変更カウント（ＳＦＨ　ｃｈａｎｇｅ　ｃｏｕｎｔ　ｆｏ
ｒ　ｎｅｗｌｙ　ａｃｔｉｖａｔｅｄ　ｃａｒｒｉｅｒ又はＳＦＨ　ｕｐｄａｔｅ　ｒｅ
ｑｕｅｓｔ　ｂｉｔ　ｐｅｒ　ｃａｒｒｉｅｒ）：本パラメーターの値が変更された場合
、端末は、該当のキャリアのスーパーフレームヘッダーを新たに受信して更新し、変更が
ない場合、直ぐレンジングを行ったり（レンジング指示子が設定された場合）、割り当て
キャリアの活性化を終了した後でＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを伝送することができ
る。基地局（ＡＢＳ）が現在の端末のＳＦＨ更新状態を知っている場合は、端末に直接ア
ップデート要請を行うことができる（これは、変更カウント値が同じ場合、又は対象キャ
リアのＳＦＨのうちキャリア活性化に必要な値がプライマリーキャリアと同一であって更
新が必要でない場合も含まれる。）。
【００７８】
　－セカンダリーキャリアビットマップ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｂｉｔ
ｍａｐ）：論理的キャリアインデックスによって活性化されるキャリアに対するビットが
「１」に設定されるビットマップ。
【００７９】
　－対象キャリアの数（ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｔａｒｇｅｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）：該当の
メッセージを介して活性化／非活性化されるセカンダリーキャリアの数を示す。
【００８０】
　－セグメントタイプ（ｓｅｇｍｅｎｔ　ｔｙｐｅ、又はｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｆｅｅｄｂ
ａｃｋ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）：一つのデータ単位を複数のキャリアを介して分割して
伝送するとき、媒体接続制御（ＭＡＣ）階層で分割されるか、それとも物理（ＰＨＹ）階
層で分割されるかを指示する。ＭＡＣ階層で分割される場合、各キャリアごとにフィード
バックチャンネル（例えば、ＣＱＩＣＨ）を割り当てることが望ましい。その一方、ＰＨ
Ｙ階層で分割される場合、該当のデータが伝送されるキャリア全体に対する一つのフィー
ドバックチャンネルが要求されるが、これは、既に活性化されたキャリア（例えば、プラ
イマリーキャリア）で十分であるので、追加的なフィードバックチャンネルの割り当てが
必要でない。したがって、セグメントタイプフィールドの値がＰＨＹセグメントを指示す
る場合、活性化されるキャリアはインデックスやビットマップを通して指示することがで
き、セグメントタイプフィールドの値がＭＡＣセグメントを指示する場合、ビットマップ
、インデックス及び／又はフィードバックチャンネル割り当てのための情報で活性化され
るキャリアを指示することができる。
【００８１】
　－フィードバックチャンネル割り当て情報要素（Ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｃｈａｎｎｅｌ　
ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＥ）：特定キャリアに対するフィードバックチャンネルを割り
当てるための情報を含む。明示的に活性化される対象キャリアが指示されないとしても、
割り当てキャリアのうち活性化されていないキャリアに対してフィードバックチャンネル
が割り当てられる場合、端末は、これを暗示的にキャリア活性化指示として認識すること
ができる。
【００８２】
　上述した各パラメーターは、選択的にＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージに含ませること
ができる。
【００８３】
　以下では、本発明の一実施例によって上述したパラメーターを組み合わせたＡＡＩ＿Ｃ
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Ｍ－ＣＭＤメッセージ形態の各例示を説明する。
【００８４】
　下記の表１は、本発明の一実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージ構成の一部を
例示したものである。
【００８５】
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【表１】

　表１を参照すると、本発明の一実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージには、ア
クションコード、指示タイプ、活性化限界点、対象キャリアの数、対象キャリアインデッ
クス、レンジング指示子及びアップリンク・ダウンリンク指示子フィールドなどを含ませ
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ることができる。前記表１は、セカンダリーキャリアの活性化／非活性化と関連した各パ
ラメーターを例示したものであって、該当のメッセージがプライマリーキャリア変更のた
めに使用される場合、他のパラメーター（例えば、変更されるプライマリーキャリアの物
理インデックス、キャリア変更時点をスーパーフレーム単位で指示する動作時間及び以前
のプライマリーキャリアの次の状態を示すフィールドなど）を追加的に又は代替として含
むことができる。
【００８６】
　下記の表２は、本発明の一実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージ構成の他の例
を示したものである。
【００８７】
【表２】

　表２のようなメッセージ構成では、活性化／非活性化されるセカンダリーキャリアをビ
ットマップを通して一度に指示することができる。
【００８８】
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　下記の表３は、本発明の一実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージ構成の更に他
の例を示したものである。
【００８９】
【表３】

　表３のようなメッセージ構成では、活性化／非活性化されるキャリアを対象キャリアの
数とキャリアの論理インデックスを通して指示することができる。
【００９０】
　下記の表４は、本発明の一実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージ構成の更に他
の例を示したものである。
【００９１】
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【表４】

　表４のようなメッセージ構成では、活性化されるキャリアをビットマップと活性化され
るキャリアに関するフィードバックチャンネル割り当て情報（セグメントタイプがＭＡＣ
セグメントである場合）を通して指示することができる。本実施例で使用されるセグメン
トタイプは、結合フィードバック指示（ｃｏｍｂｉｎｅｄ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｉｎｄｉ
ｃａｔｉｏｎ）に取り替えることもできる。すなわち、結合フィードバック指示は、各キ
ャリアに対してフィードバックチャンネルを割り当てるか、それとも全体的に活性化され
たキャリアに対するフィードバックを一つのフィードバックチャンネル（プライマリーキ
ャリアに割り当てられたフィードバックチャンネルに併合されてＣＱＩ報告を遂行）を用
いて伝送するかを示すことができる。
【００９２】
　下記の表５は、本発明の一実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージ構成の更に他
の例を示したものである。
【００９３】
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【表５】

　表５のようなメッセージ構成は、表４と類似するが、表４のビットマップが論理キャリ
アインデックスに取り替えられた。
【００９４】
　下記の表６は、本発明の一実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージ構成の更に他
の例を示したものである。
【００９５】
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【表６】

　表６のようなメッセージ構成では、ＭＡＣ分割の場合、フィードバックチャンネル割り
当て／割り当て解除（ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ／ｄｅ
ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）がキャリア活性化／非活性化を指示することができ、ＰＨＹ分割
の場合は、ビットマップ形式でキャリア活性化／非活性化を指示することができる。
【００９６】
　一方、本実施例の他の様相によると、活性化限界点フィールドは、マルチキャリアハン
ドオーバー（ＭＣＨＯ）過程で使用されるメッセージにも含ませることができる。
【００９７】
　マルチキャリアハンドオーバー過程で、サービング基地局（ｓｅｒｖｉｎｇ　ＡＢＳ）
は、端末にターゲット基地局のキャリア情報（例えば、対象プライマリーキャリアインデ
ックス）をハンドオーバー命令（ＡＡＩ＿ＨＯ－ＣＭＤ）メッセージを介して知らせるこ
とができる。サービング基地局は、ターゲット基地局とバックボーン網を介した情報交換
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でハンドオーバー実行段階以前にセカンダリーキャリアを予め割り当てることができる。
サービング基地局は、ターゲット基地局がセカンダリーキャリアの事前割り当て（ｓｅｃ
ｏｎｄａｒｙ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｐｒｅ－ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）を端末に行えるように
、端末から受信したマルチキャリア要請（ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＥＱ）メッセージの情報をタ
ーゲット基地局に伝達することができる。
【００９８】
　ハンドオーバー命令メッセージのＣａｒｒｉｅｒ＿Ｐｒｅａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ＿Ｉｎ
ｄｉｃａｔｉｏｎフィールドが１に設定された場合、キャリア事前割り当て情報がターゲ
ット基地局からサービング基地局にバックボーン網を介して伝達され、該当の情報は、再
び端末にハンドオーバー命令メッセージを介して伝達される。これを通して、端末によっ
て獲得されたキャリア事前割り当て情報が指示するセカンダリーキャリアのうち一部は、
端末の網再進入直後に活性化することができる。端末は、ハンドオーバー命令メッセージ
でキャリア状態ビットマップが指示するセカンダリーキャリアを対象にして活性化を行う
ことができ、その時期は、レンジング応答（ＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージを受信
した後であることが望ましい。端末の網再進入後、ターゲット基地局は、新たに活性化さ
れたセカンダリーキャリアを介してデータを伝送できるが、これは、端末がキャリア活性
化可否をキャリア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ）メッセージを介して知らせた後で行
われることが望ましい。このとき、キャリア管理指示メッセージが伝送される時点又は限
界点が設定されることが望ましい。このために、本実施例の他の様相では、レンジング応
答メッセージに活性化限界点フィールドを含ませることを提案する。このようなフィール
ド形態の一例を表７に示している。
【００９９】
　表７は、本実施例の他の様相として、活性化限界点フィールドがレンジング応答メッセ
ージに含まれる形態の一例を示す。
【０１００】
【表７】

　表７を参照すると、レンジング応答メッセージに活性化限界点フィールドが含まれ、こ
れは、事前に割り当てられたセカンダリーキャリアの活性化可否を端末が基地局に知らせ
るためのキャリア管理指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ）メッセージの伝送時点（又は限界点
）をスーパーフレーム単位で示すことができる。本フィールドは、ハンドオーバー命令メ
ッセージを介して事前に割り当てられたセカンダリーキャリアがある場合、これをレンジ
ング応答メッセージに必ず含ませることが望ましい。本フィールド値が指示する時点まで
ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージが受信されない場合、ターゲット基地局は、事前割り当
てセカンダリーキャリアに対する活性化に失敗したと判断し、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッ
セージを介して端末に新たに活性化するセカンダリーキャリアを指示することができる。
【０１０１】
　３．対象キャリアの活性化可否の報告
　上述したように、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを介して活性化が指示された対象キ
ャリアに対して、端末は、活性化限界点フィールドが指示する時点（スーパーフレーム単
位）で又は活性化タイマーの満了前まで活性化可否を知らせるメッセージを基地局に伝送
しなければならない。
【０１０２】
　このとき、本発明の一実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージに下記の表８のよ
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うなパラメーターを含ませることを提案する。
【０１０３】
【表８】

　表８を参照すると、本発明の一実施例に係るＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージには、ア
クション状態（Ａｃｔｉｏｎ　ｓｔａｔｕｓ）フィールド及び準備ビットマップ（Ｒｅａ
ｄｉｎｅｓｓ　Ｂｉｔｍａｐ）フィールドを含ませることができる。以下では、各フィー
ルドについて説明する。
【０１０４】
　まず、アクション状態フィールドは、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを介して基地局
が端末に指示した事項の履行可否を示すことができる。例えば、本フィールドが「０」に
設定される場合、基地局の指示事項が履行されていないことを示し、「１」に設定される
場合、全て履行されたことを示すことができる。より具体的に、アクションコードがセカ
ンダリーキャリア管理を意味する「０」に設定された場合、すなわち、ＡＡＩ＿ＣＭ－Ｃ
ＭＤメッセージを介して端末に指示された事項がセカンダリーキャリアの活性化／非活性
化（すなわち、セカンダリーキャリア管理）である場合、アクション状態フィールドが「
０」に設定されると、全ての対象キャリアが活性化されていないことを示すことができる
。その一方、アクション状態フィールドが「１」に設定された場合、全ての対象キャリア
の活性化が完了したことを示すことができる。
【０１０５】
　次に、準備ビットマップは、アクションコードフィールド及びアクション状態フィール
ドが全て「０」に設定された場合、基地局がＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを介して指
示した活性化／非活性化に準備されていない対象キャリアをビットマップ形態で示すこと
ができる。
【０１０６】
　ここで、特定対象キャリアが「準備された」ことは、該当のキャリアのためのハードウ
ェア設定（Ｈ／Ｗ　ｓｅｔｔｉｎｇ）のみならず、必要によるレンジング又はシステム情
報更新（ＳＦＨ　ｕｐｄａｔｅ）が全て完了したことを意味することができる。
【０１０７】
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　また、ビットマップは、全ての割り当てセカンダリーキャリア（すなわち、アクティブ
キャリアを含む）に対する準備状態を指示（割り当てキャリアがＮ個であると、Ｎビット
マップを通して）することもでき、又は、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージで新しく活性
化されるように指示された対象キャリアに対する準備状態を指示（ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ
メッセージで整列された順に、又は論理／物理キャリアインデックスの昇順又は降順どお
りに対象キャリアの順序を決定）を示すこともできる。ただし、ビットマップフィールド
は、必要に応じて選択的に含まれることが望ましい。
【０１０８】
　一方、上述した構造のＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを受信した基地局は、準備ビッ
トマップフィールドによって準備状態が指示された対象キャリアに対してチャンネル品質
指示チャンネル（ＣＱＩＣＨ）を割り当てることができる。任意の対象キャリアに対する
ＣＱＩＣＨの割り当てを受けた端末は、該当のキャリアに対するチャンネル品質指示報告
（ＣＱＩ　ｒｅｐｏｒｔ）を基地局に伝送することができる。
【０１０９】
　セカンダリーキャリアに対するＣＱＩＣＨがそれぞれのセカンダリーキャリアを介して
伝送される場合、端末は、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを基地局に伝送した後、準備
ビットマップを１に設定した各キャリアに対しては該当のキャリアのマップ（Ａ－ＭＡＰ
）を常にモニタリングすることが望ましい。
【０１１０】
　セカンダリーキャリアに対するＣＱＩＣＨがプライマリーキャリアを介して伝送される
場合、端末は、プライマリーキャリアを介してＣＱＩＣＨに対する情報を受信し、活性化
された対象キャリアに対するＣＱＩ報告を伝送した後、準備ビットマップを１に設定した
各キャリアに対しては該当のキャリアのマップ（Ａ－ＭＡＰ）をモニタリングすることが
できる。
【０１１１】
　以上提案したキャリア活性化手順の一例を図４を参照して説明する。
【０１１２】
　図４は、本発明の一実施例に係るセカンダリーキャリア活性化手順の一例を示す。
【０１１３】
　図４では、基地局は、Ｃ＿０～Ｃ＿２の３つのキャリアを可用キャリアとして使用し、
そのうちＣ＿０キャリアが端末のプライマリーキャリアに設定され、残りのキャリアは割
り当てセカンダリーキャリアに設定された場合（すなわち、ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＥＱ／ＲＳ
Ｐメッセージ交換を終了した状態）を仮定する。
【０１１４】
　まず、端末は、基地局との間でプライマリーキャリアであるＣ＿０を介してデータ交換
を行うことができる（Ｓ４０１）。
【０１１５】
　基地局は、必要に応じてスキャン応答（ＡＡＩ＿ＳＣＮ－ＲＳＰ）メッセージを伝送し
、端末に割り当てセカンダリーキャリアに対するスキャンを指示することができる（Ｓ４
０２）。
【０１１６】
　それによって、端末は、Ｃ＿１とＣ＿２キャリアに対するスキャンを行い（Ｓ４０３、
Ｓ４０４）、その結果を基地局に報告することができる（Ｓ４０５）。
【０１１７】
　その後、基地局と端末は、トラフィックを交換する間（Ｓ４０６）、ＱｏＳを満足させ
るために又は他の理由で端末にＣ＿１キャリア活性化を指示するためにＡＡＩ＿ＣＭ－Ｃ
ＭＤメッセージを伝送することができる（Ｓ４０７）。
 
【０１１８】
　端末は、必要に応じて、又はＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージのパラメーター設定値に
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よって対象キャリア（Ｃ＿１）のスーパーフレームヘッダー更新（Ｓ４０８）又は周期的
レンジング（Ｓ４０９）を行うことができる。
【０１１９】
　活性化限界点を超える前に該当のキャリアの活性化を終了した場合、端末は、これを基
地局に知らせるためにＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを基地局に伝送する（Ｓ４１０）
。
【０１２０】
　それによって、基地局はＣＱＩＣＨを端末に割り当て（Ｓ４１１）、端末は基地局にＣ
ＱＩ報告を行うことができる（Ｓ４１２）。
【０１２１】
　その後、端末と基地局は、プライマリーキャリア（Ｃ＿０）及び新たに活性化されたセ
カンダリーキャリア（Ｃ＿１）を介してデータ交換をそれぞれ行うことができる（Ｓ４１
３、Ｓ４１４）。
【０１２２】
　４．エラーに対する対処（Ｅｒｒｏｒ　Ｈａｎｄｌｉｎｇ）
　活性化限界点を超えたり、活性化タイマーが満了した場合、基地局は、ＡＡＩ＿ＣＭ－
ＣＭＤメッセージを端末に再伝送し、全ての対象セカンダリーキャリアが活性化されるま
で限界点の再設定／タイマー更新及び再伝送手順を繰り返すことができる。
【０１２３】
　ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージに対する最大伝送回数が既に設定された場合、その次
に伝送されるＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを介して指示される対象キャリアを更新す
ることもできる。
【０１２４】
　また、活性化限界点を超えたり、活性化タイマーが満了した場合、基地局は、対象キャ
リアに対する活性化を取り消す（すなわち、再伝送しない）こともできる。
【０１２５】
　一方、活性化限界点以前や活性化タイマーの満了前に端末からＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメ
ッセージが伝送されたとしても、基地局が要請した対象キャリアと端末が活性化させたキ
ャリア（すなわち、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージの準備ビットマップによって準備状
態が示されたキャリア）が異なる場合があり得る。このとき、基地局の現在のサービス要
求事項（ＱｏＳ）や他の要求事項が満足されない場合、基地局は、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤ
メッセージを介して対象キャリアを端末に再び知らせたり、新しい対象キャリアを知らせ
ることができる。また、端末が任意に活性化させたキャリアを基地局が許容する場合、活
性化されたキャリアに対するフィードバックチャンネルを割り当て、活性化を承認するこ
とを端末に知らせることができる。
【０１２６】
　第２の実施例
　本発明の他の実施例では、基地局が端末に伝送したマルチキャリア管理のためのメッセ
ージに対する応答のためのタイマー又は時点設定方法が提供される。
【０１２７】
　以下、マルチキャリア管理メッセージは、本発明の一実施例で説明したＡＡＩ＿ＣＭ－
ＣＭＤメッセージであると仮定し、応答のためのメッセージはＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッ
セージであると仮定する。
【０１２８】
　基地局は、キャリア管理命令メッセージを介して端末の現在のプライマリーキャリアを
変更したり、割り当てセカンダリーキャリアのうち少なくとも一部に対する活性化／非活
性化を指示することができる。
【０１２９】
　以下では、一般的なプライマリーキャリア変更過程を説明する。
【０１３０】
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　図５は、本発明の各実施例に適用可能なプライマリーキャリア変更手順の一例であって
、対象キャリアが既に活性化された場合の手順を示す。
【０１３１】
　図５を参照して以下で説明するプライマリーキャリア変更手順では、便宜上、現在のプ
ライマリーキャリアをサービングキャリア（Ｓ－ｃａｒｒｉｅｒ）と称し、変更されるキ
ャリアを対象キャリア（Ｔ－ｃａｒｒｉｅｒ）と称する。
【０１３２】
　図５を参照すると、基地局は、サービングキャリアを介して端末との間で制御信号を交
換する。このとき、基地局は、サービングキャリアから対象キャリアへの端末のプライマ
リーキャリア変更を指示するためにプライマリーキャリア変更情報を含むＡＡＩ＿ＣＭ－
ＣＭＤメッセージを伝送することができる。ここで、プライマリーキャリア変更情報とし
ては、対象キャリアの物理インデックス、キャリア変更時点をスーパーフレーム単位で指
示する動作時間及びサービングキャリアの次の状態を示すフィールドなどを挙げることが
できる。
【０１３３】
　ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを受信した端末は、メッセージ自体に対する受信状態
を知らせるためにＡＡＩ＿ＭＳＧ－ＡＣＫ又はＡＣＫ拡張ヘッダーなどを基地局に伝送す
ることができる。
【０１３４】
　このとき、対象キャリアが既に活性化されたキャリアであるので、対象キャリアに対す
る別途の同期化やレンジングがなくても、端末は、動作時間フィールドが指示するスーパ
ーフレームでサービングキャリアから対象キャリアへのプライマリーキャリア変更を行い
、その後、対象キャリアを介して基地局との間で制御信号を送受信することができる。
【０１３５】
　次に、図６を参照して、対象キャリアが活性化されていない場合のプライマリーキャリ
ア変更手順の一例を説明する。
【０１３６】
　図６を参照すると、端末がプライマリーキャリアのみで基地局との間で無線信号を交換
する間、基地局は、サービングキャリアから対象キャリアへの端末のプライマリーキャリ
ア変更を指示するためにプライマリーキャリア変更情報を含むＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッ
セージを伝送することができる。
【０１３７】
　ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを受信した端末は、メッセージ自体に対する受信状態
を知らせるためにＡＡＩ＿ＭＳＧ－ＡＣＫ又はＡＣＫ拡張ヘッダーなどを基地局に伝送す
ることができる。
【０１３８】
　端末は、動作時間フィールドが指示するスーパーフレームで必要に応じて対象キャリア
への同期化及び／又はレンジング過程を経てプライマリーキャリア変更を行い、それを基
地局が確認できるようにＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを対象キャリアを介して伝送す
ることができる。その後、端末は、対象キャリアを介して基地局との間で制御信号を送受
信することができる。
【０１３９】
　本発明の一実施例で説明したセカンダリーキャリア活性化手順と図５及び図６を参照し
て説明したプライマリーキャリア変更手順に基づいて、本発明の他の実施例に係るタイマ
ーを説明する。
【０１４０】
　１．端末がセカンダリーキャリアの活性化を行える時間を定義するためのタイマー
　本タイマーは、活性化タイマー（ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｔｉｍｅｒ）と称することが
でき、端末側のみで動作するタイマーであって、対象キャリアに対する活性化を試みるこ
とができる期間（ｔｉｍｅ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）と定義することができる。本タイマーに
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対する値は、必要に応じて基地局からシグナリングされたり、シグナリングが必要でない
場合は、端末の連結設定時に設定されるパラメーターのうち一つと定義することができる
。
【０１４１】
　本タイマーは、端末がＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを基地局から受信する時点、メ
ッセージ肯定応答メッセージ（ＡＡＩ＿ＭＳＧ－ＡＣＫ）を基地局に伝送する時点で又は
端末が対象キャリアに対する活性化を試みるときに開始することができる。
【０１４２】
　本タイマーの値が基地局からシグナリングされる場合、このシグナリングは、後述する
基地局の準備タイマー（ｒｅａｄｉｎｅｓｓ　ｔｉｍｅｒ）によって参照される必要があ
る場合に行うことができる。また、他の理由で、本タイマーの値は、基地局によって参照
される必要がある場合、基地局によってシグナリングすることができ、このシグナリング
は、マルチキャリア（ＭＣ）と関連したシステム情報（ＳＩ）値のうち一つ又はＡＡＩ＿
ＭＣ－ＲＳＰ／ＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＥＱ／ＡＡＩ＿ＭＣ－ＡＤＶ／ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤな
どのマルチキャリアと関連したＭＡＣ制御メッセージのうち一つを介して行うことができ
る。
【０１４３】
　図７は、本発明の他の実施例として、基地局のセカンダリーキャリア活性化指示に失敗
した場合における基地局と端末の動作手順の一例を示す。
【０１４４】
　図７を参照すると、端末と基地局のプライマリーキャリアを介してデータ交換を行う間
（Ｓ７０１）、基地局が端末に特定セカンダリーキャリア（すなわち、対象キャリア）を
活性化させることをＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを介して指示することができる（Ｓ
７０２）。
【０１４５】
　ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを成功的に受信した端末は、活性化タイマーを開始し
、基地局に該当のメッセージを成功的に受信したことをＡＡＩ＿ＭＳＧ－ＡＣＫメッセー
ジなどを介して知らせることができる（Ｓ７０３）。
【０１４６】
　活性化タイマーの満了時点で又はその前に、端末は、基地局が指示したキャリア管理動
作（すなわち、対象キャリアの活性化）の結果をＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを介し
て基地局に知らせることができる。ここでは、活性化タイマーの満了時まで端末が対象キ
ャリアの活性化を完了していないと仮定する。それによって、端末は、対象キャリアの活
性化に失敗したことを指示する値に設定されたパラメーターを含むＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤ
メッセージを基地局に伝送することができる（Ｓ７０４）。
【０１４７】
　基地局は、判断によってＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを再伝送し、再び対象キャリ
アを端末に知らせることができ（Ｓ７０５）、プライマリーキャリアを介したデータ交換
を持続的に行うことができる（Ｓ７０６）。
【０１４８】
　図８は、本発明の他の実施例として、基地局のプライマリーキャリア変更指示に失敗し
た場合における基地局と端末の動作手順の一例を示す。
【０１４９】
　図８を参照すると、端末と基地局がプライマリーキャリアを介して制御信号を交換する
間（Ｓ８０１）、基地局は、プライマリーキャリアを対象キャリアに変更することを端末
に指示するために、キャリア変更情報を含むＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを端末に伝
送する（Ｓ８０２）。
【０１５０】
　ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを成功的に受信した端末は、活性化タイマーを開始し
、基地局に該当のメッセージを成功的に受信したことをＡＡＩ＿ＭＳＧ－ＡＣＫメッセー
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ジなどを介して知らせることができる（Ｓ８０３）。
【０１５１】
　端末は、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージの動作時間フィールドが指示する時点で必要
に応じて対象キャリアに対する同期化及びレンジングを行うことができる（Ｓ８０４）。
【０１５２】
　活性化タイマーの満了時点で又はその前に、端末は、基地局が指示したキャリア管理動
作（すなわち、プライマリーキャリアの変更）の結果をＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージ
を介して基地局に知らせることができる。ここでは、活性化タイマーの満了時まで端末が
対象キャリアへのプライマリーキャリア転換を完了していないと仮定する。それによって
、端末は、プライマリーキャリアの変更に失敗したことを指示する値に設定されたパラメ
ーターを含むＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを基地局に伝送することができる（Ｓ８０
５）。
【０１５３】
　プライマリーキャリアの変更に失敗したことを端末が知らせることによって、基地局は
、継続して以前のプライマリーキャリアを介して端末との間で制御信号を交換し（Ｓ８０
６）、判断によってＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを再伝送し、再びプライマリーキャ
リア変更を端末に指示することもできる（Ｓ８０７）。
【０１５４】
　２．基地局でＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージの受信可否によるエラーに対処するため
のタイマー
　端末は、基地局から指示されたキャリア管理命令の対象となるキャリアに対する準備可
否を知らせるために、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを基地局に伝送することができる
。このとき、該当のメッセージに損失が発生した場合、端末が別途のフィードバック手段
（Ｌｏｃａｌ　ＮＡＣＫ又はｐｏｌｌｉｎｇ　ｂｉｔ設定を通したＡＡＩ＿ＭＳＧ－ＡＣ
Ｋの要求）を利用しない限り、端末は、該当のメッセージの損失を感知することができな
い。結局、端末は、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを基地局に伝送した後、該当の対象
キャリアへの活性化／プライマリーキャリア変更が成功的に完了したと見なし、対象キャ
リアに対するダウンリンクマップ（ＤＬ　Ａ－ＭＡＰ）をモニタリングする。
【０１５５】
　この場合、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージの損失によって基地局が該当の対象キャリ
アを介したスケジュルリングを行わないので、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージの損失は
、基地局が指示したキャリア管理動作の失敗に帰結する。これによって、全体の網のマル
チキャリア動作（ＭＣ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）に致命的なエラーが発生する場合は少ない
が、端末の電力消耗側面では望ましくない。
【０１５６】
　したがって、本発明の他の実施例では、これを解決するための方法として、基地局がＡ
ＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージに対する受信確認信号（ＭＳＧ　ＡＣＫ）を受信した後、
一定時間の間ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージが端末から受信されない場合、ＡＡＩ＿Ｃ
Ｍ－ＣＭＤメッセージを再伝送するためのタイマーを提案する。
【０１５７】
　本タイマーは、端末がＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを伝送できる時間（例えば、活
性化限界時間＋ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージに対するＨＡＲＱ再伝送タイマー）を含
む充分に長い時間に設定されることが望ましい。本明細書では、本タイマーを便宜上「準
備タイマー（ｒｅａｄｉｎｅｓｓ　ｔｉｍｅｒ）」と称する。以下では、図９～図１１を
参照して準備タイマーが適用される具体的な例を説明する。
【０１５８】
　図９は、本発明の他の実施例によってキャリア管理指示メッセージに対する別途のフィ
ードバックがない場合における準備タイマーの満了によるキャリア管理手順の一例を示す
。
【０１５９】
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　図９を参照すると、端末と基地局がプライマリーキャリアを介してデータを交換する間
（Ｓ９０１）、基地局は、対象セカンダリーキャリアを活性化することを端末に指示する
ためにＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを端末に伝送する（Ｓ９０２）。
【０１６０】
　ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを成功的に受信した端末は、基地局に該当のメッセー
ジを成功的に受信したことをＡＡＩ＿ＭＳＧ－ＡＣＫメッセージなどを介して知らせるこ
とができる（Ｓ９０３）。これと同時に、基地局は準備タイマーを開始する。
【０１６１】
　その後、基地局は、準備タイマーの満了時点まで端末から自分が指示したキャリア管理
動作（すなわち、セカンダリーキャリアの活性化）の結果を含むＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメ
ッセージが受信されない場合（Ｓ９０４）、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージが消失した
と判断し、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを端末に再伝送することができる（Ｓ９０５
）。
【０１６２】
　図１０は、本発明の他の実施例に係る準備タイマーがプライマリーキャリア変更に適用
される形態の一例を示す。
【０１６３】
　図１０を参照すると、端末と基地局がプライマリーキャリアを介して制御信号を交換す
る間（Ｓ１００１）、基地局がプライマリーキャリアを対象キャリアに変更することを端
末に指示するために、キャリア変更情報を含むＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを端末に
伝送する（Ｓ１００２）。
【０１６４】
　ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを成功的に受信した端末は、基地局に該当のメッセー
ジを成功的に受信したことをＡＡＩ＿ＭＳＧ－ＡＣＫメッセージなどを介して知らせるこ
とができる（Ｓ１００３）。
【０１６５】
　端末は、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージの動作時間（Ａｃｔｉｏｎ　ｔｉｍｅ）フィ
ールドが指示する時点で必要に応じて対象キャリアに対する同期化及びレンジングを行う
ことができる（Ｓ１００４）。また、基地局は、動作時間フィールドが指示する時点で準
備タイマーを開始することができる。
【０１６６】
　基地局は、準備タイマーの満了時点で又はその前に端末から自分が指示したキャリア管
理動作（すなわち、プライマリーキャリアの変更）に成功したことを示すＡＡＩ＿ＣＭ－
ＩＮＤメッセージが受信される場合、準備タイマーを停止させる（Ｓ１００５）。
【０１６７】
　それによって、基地局は、端末との間で制御信号を対象キャリアを介して交換すること
ができる（Ｓ１００６）。
【０１６８】
　図１１は、本発明の他の実施例に係る準備タイマーがプライマリーキャリア変更に適用
される形態の他の例を示す。
【０１６９】
　図１１において、Ｓ１１０１段階～Ｓ１１０４段階は、図１０のＳ１００１段階～Ｓ１
００４段階と類似するので、明細書の簡明化のために重複する説明は省略する。
【０１７０】
　Ｓ１１０５段階で、基地局は、準備タイマーの満了時まで端末から自分が指示したキャ
リア管理動作（すなわち、プライマリーキャリアの変更）に成功したことを示すＡＡＩ＿
ＣＭ－ＩＮＤメッセージが受信されない場合（端末がキャリア変更失敗によってＡＡＩ＿
ＣＭ－ＩＮＤメッセージを伝送しない場合を含む）キャリア変更に失敗したと判断するこ
とができる。
【０１７１】
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　それによって、基地局は、端末にＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを再伝送することが
でき（１１０６）、それに対するＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージが端末から受信される
まで端末との間で制御信号をプライマリーキャリアを介して交換する（Ｓ１１０７）。
【０１７２】
　端末及び基地局の構造
　以下、本発明の更に他の実施例として、上述した本発明の各実施例を行える端末及び基
地局（ＦＢＳ、ＭＢＳ）を説明する。
【０１７３】
　端末は、アップリンクでは送信機として動作し、ダウンリンクでは受信機として動作す
ることができる。また、基地局は、アップリンクでは受信機として動作し、ダウンリンク
では送信機として動作することができる。すなわち、端末及び基地局は、情報又はデータ
の伝送のために送信機及び受信機を含むことができる。
【０１７４】
　送信機及び受信機は、本発明の各実施例を行うためのプロセッサ、モジュール、部分及
び／又は手段などを含むことができる。特に、送信機及び受信機は、メッセージを暗号化
するためのモジュール（手段）、暗号化されたメッセージを解釈するためのモジュール、
メッセージを送受信するためのアンテナなどを含むことができる。このような送信端と受
信端の一例を図１２を参照して説明する。
【０１７５】
　図１２は、本発明の他の実施例として、送信端及び受信端の構造の一例を示すブロック
図である。
【０１７６】
　図１２を参照すると、左側は送信端の構造を示し、右側は受信端の構造を示す。送信端
と受信端のそれぞれは、アンテナ５、１０、プロセッサ２０、３０、伝送モジュール（Ｔ
ｘ　ｍｏｄｕｌｅ）４０、５０、受信モジュール（Ｒｘ　ｍｏｄｕｌｅ）６０、７０及び
メモリ８０、９０を含むことができる。各構成要素は、互いに対応する機能を行うことが
できる。以下では、各構成要素をより詳細に説明する。
【０１７７】
　アンテナ５、１０は、伝送モジュール４０、５０で生成された信号を外部に伝送したり
、外部から無線信号を受信して受信モジュール６０、７０に伝達する機能を行う。多重ア
ンテナ（ＭＩＭＯ）機能がサポートされる場合は、２個以上のアンテナを備えることがで
きる。
【０１７８】
　アンテナ、伝送モジュール及び受信モジュールは、共に無線通信（ＲＦ）モジュールを
構成することができる。
【０１７９】
　プロセッサ２０、３０は、通常、移動端末機全体の全般的な動作を制御する。例えば、
上述した本発明の各実施例を行うためのコントローラ機能、サービス特性及び伝播環境に
よるＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）フレーム可変制御機能、ハ
ンドオーバー機能、認証及び暗号化機能などを行うことができる。より具体的に、プロセ
ッサ２０、３０は、図５～図７に示したハンドオーバー手順を行うための全般的な制御を
行うことができる。
【０１８０】
　特に、移動端末機のプロセッサは、マルチキャリアと関連したメッセージ（例えば、Ａ
ＡＩ＿ＭＣ－ＡＤＶ、ＡＡＩ＿Ｇｌｏｂａｌ－ｃｏｎｆｉｇ）を介して基地局の可用キャ
リアに対する情報を獲得することができ、基地局との間で交換するＡＡＩ＿ＭＣ－ＲＥＱ
／ＲＳＰメッセージを介して割り当てキャリア情報を獲得することができる。また、移動
端末機のプロセッサは、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージを介して基地局からキャリア管
理に関する指示事項を受信することができ、該当の指示事項の履行可否をＡＡＩ＿ＣＭ－
ＩＮＤメッセージを介して基地局に知らせることができる。このとき、基地局の指示事項
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がセカンダリーキャリアの活性化である場合、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージの伝送は
、ＡＡＩ＿ＣＭ－ＣＭＤメッセージに含まれた活性化限界点フィールドが指示する時点で
又はその前に行われることが望ましい。
【０１８１】
　また、端末のプロセッサは、マルチキャリアハンドオーバー（ＭＣＨＯ）の場合、ＡＡ
Ｉ＿ＨＯ－ＣＭＤメッセージを介してターゲット基地局のセカンダリーキャリアが事前に
割り当てられた場合、該当のキャリアの活性化結果をレンジング応答メッセージ（ＡＡＩ
＿ＲＮＧ－ＲＳＰ）に含まれた活性化限界点フィールドが指示する時点で又はその前にＡ
ＡＩ＿ＣＭ－ＩＮＤメッセージを介して基地局に知らせることができる。
【０１８２】
　その他にも、端末のプロセッサは、上述した各実施例に開示した動作過程の全般的な制
御動作を行うことができる。
【０１８３】
　伝送モジュール４０、５０は、プロセッサ２０、３０によってスケジューリングされて
外部に伝送されるデータに対して所定の符号化及び変調を行った後、これをアンテナ１０
に伝達することができる。
【０１８４】
　受信モジュール６０、７０は、外部からアンテナ５、１０を介して受信された無線信号
に対する復号及び復調を行い、これを原本データの形態に復元してプロセッサ２０、３０
に伝達することができる。
【０１８５】
　メモリ８０、９０は、プロセッサ２０、３０の処理及び制御のためのプログラムを格納
することもでき、入／出力される各データの臨時格納のための機能を行うこともできる。
また、メモリ８０、９０は、フラッシュメモリタイプ、ハードディスクタイプ、マルチメ
ディアカードマイクロタイプ、カードタイプのメモリ（例えば、ＳＤ又はＸＤメモリなど
）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍ
ｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリ、磁気ディスク、光ディスクのう
ち少なくとも一つのタイプの格納媒体を含むことができる。
【０１８６】
　一方、基地局は、上述した本発明の各実施例を行うためのコントローラ機能、直交周波
数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）パケットスケジューリング、時分割デュプレ
ックス（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）パケットスケジューリン
グ及びチャンネル多重化機能、サービス特性及び伝播環境によるＭＡＣフレーム可変制御
機能、高速トラフィック実時間制御機能、ハンドオーバー機能、認証及び暗号化機能、デ
ータ伝送のためのパケット変復調機能、高速パッケージチャンネルコーディング機能及び
実時間モデム制御機能などを上述したモジュールのうち少なくとも一つを通して行ったり
、このような機能を行うための別途の手段、モジュール又は部分などをさらに含むことが
できる。
【０１８７】
　本発明は、本発明の精神及び必須的特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化す
ることができる。したがって、上述した詳細な説明は、全ての面で制限的に解釈してはな
らなく、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の請求項の
合理的解釈によって決定しなければならなく、本発明の等価的範囲内での全ての変更は本
発明の範囲に含まれる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係のない各請求項を結合
して実施例を構成したり、出願後の補正によって新しい請求項を含ませることができる。
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