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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　DC-HSDPAセルである一次サービングセル(614)および二次サービングセル(616)を利用す
るMulti-Point HSDPAモードが可能なユーザ装置(UE)(610)のためのワイヤレス通信の方法
であって、
　前記二次サービングセル(616)をアクティブセットに加えるように前記UE(610)に示すよ
うに適合された情報要素および前記二次サービングセル(616)が前記一次サービングセル(
614)と同じキャリア周波数を利用するということを前記UE(610)に知らせるように適合さ
れた情報要素を含むRRC物理チャネル再構成(PCR)メッセージを受信するステップ(812)と
、
　前記RRC PCRメッセージに従った再構成の完了を示す、前記RRC PCRメッセージに対する
応答を送信するステップ(814)と
を含む、方法。
【請求項２】
　前記再構成が、前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)から
ダウンリンクデータを受信するために、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにすること
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記RRC PCRメッセージを受信するステップの前に、第1のセル(704)からHSDPAデータを
受信し、第2のセル(706)の測定結果が閾値を上回ったと判定し、前記測定結果に対応する
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要求を送信するステップ(806)と、
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信するステップの後に、前記一次サービング
セルとしての前記第1のセル(704)および前記二次サービングセルとしての前記第2のセル(
706)から、Multi-Point HSDPAデータを受信するステップと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記再構成が、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにすることを含み、
　前記測定結果に対応する前記要求が、イベント1Aを示すものを含む、請求項3に記載の
方法。
【請求項５】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含む、
請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信するステップの後に、
　前記一次サービングセルとしての第1のセル(614)および前記二次サービングセルとして
の第2のセル(616)から、Multi-Point HSDPAデータを受信するステップと、
　前記二次サービングセルの測定結果が前記一次サービングセルの測定結果を超えたと判
定するステップ(1204)と、
　前記測定結果に対応する要求を送信するステップ(1206)と、
　前記一次サービングセルとしての前記第2のセル(616)および前記二次サービングセルと
しての前記第1のセル(614)から、Multi-Point HSDPAデータを受信するステップと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含み、
　前記測定結果に対応する前記要求が、イベント1Dを示すものを含む、請求項6に記載の
方法。
【請求項８】
　前記RRC PCRメッセージを受信するステップの前に、前記UE(610)が前記Multi-Point HS
DPAモードに対応することを示す情報要素を含むRRC接続要求メッセージを送信するステッ
プ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記UE(610)がMulti-Point HSDPAに対応することを示すために識別子が利用され、前記
識別子が、International Mobile Subscriber Identity(IMSI)またはPacket Temporary M
obile Subscriber Identity(P-TMSI)のうちの1つを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信するステップの後に、
　前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)からMulti-Point HS
DPAデータを受信するステップと、
　前記二次サービングセル(616)の測定結果が閾値を下回ったと判定するステップと、
　前記測定結果に対応する要求を送信するステップ(1006)と、
　ダウンリンク二次セル情報要素を除外したRRCメッセージを受信するステップ(1008)と
、
　HS-DSCHが前記二次サービングセル(616)から受信されないように、Multi-Point HSDPA
モードをオフにするステップと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記二次サービングセル(616)に対応するセルをアクティブセットから除去するステッ
プ
をさらに含む、請求項10に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記測定結果に対応する前記要求(1006)が、イベント1Bを示すものを含む、請求項10に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記RRC PCRメッセージを受信するステップの前に、前記UE(610)が前記Multi-Point HS
DPAモードに対応することを示す情報要素を含むRRC接続要求メッセージを送信するステッ
プ
をさらに含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１４】
　前記UE(610)がMulti-Point HSDPAに対応することを示すために識別子が利用され、前記
識別子が、International Mobile Subscriber Identity(IMSI)またはPacket Temporary M
obile Subscriber Identity(P-TMSI)のうちの1つを含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１５】
　DC-HSDPAセルである一次サービングセル(614)および二次サービングセル(616)を利用す
るMulti-Point HSDPAモードをサポートできる無線ネットワークコントローラ(RNC)(206)
のためのワイヤレス通信の方法であって、
　前記二次サービングセル(616)をアクティブセットに加えるように前記UE(610)に示すよ
うに適合された情報要素および前記二次サービングセル(616)が前記一次サービングセル(
614)と同じキャリア周波数を利用するということをUE(610)に知らせるように適合された
情報要素を含むRRC物理チャネル再構成(PCR)メッセージを送信するステップ(914)と、
　前記RRC PCRメッセージに従った再構成の完了を示す、前記RRC PCRメッセージに対する
応答を受信するステップ(916)と
を含む、方法。
【請求項１６】
　前記再構成が、
　前記Multi-Point HSDPAモードにおける一次サービングセルとしての第1のNode B(602)
に対応する第1の無線リンクを確立するように、サービングセルに対応する前記第1のNode
 B(602)に対応する前記第1の無線リンクを再構成すること(910)と、
　前記Multi-Point HSDPAモードにおける二次サービングセルとしての第2のNode B(604)
に対応する第2の無線リンクを確立するように、前記第2のNode B(604)に対応する前記第2
の無線リンクを再構成すること(912)と
を含む、請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
　前記再構成が、前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)を通
じてダウンリンクデータを送信するために、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにする
ことを含む、請求項15に記載の方法。
【請求項１８】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含み、
前の一次サービングセルとして動作していた第1のセル(614)が新たな二次サービングセル
として動作し、前の二次サービングセルとして動作していた第2のセル(616)が新たな一次
サービングセルとして動作する、請求項15に記載の方法。
【請求項１９】
　前記前の二次サービングセル(616)に対応するNode Bにおいてすでに待ち行列に入れら
れていたデータを、前記新たな一次サービングセルから受信し続けるステップと、
　前記前の一次サービングセル(614)に対応するNode Bにおいてすでに待ち行列に入れら
れていたデータを、前記新たな二次サービングセルから受信し続けるステップと
をさらに含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　DC-HSDPAセルである一次サービングセル(614)および二次サービングセル(616)を利用す
るMulti-Point HSDPAモードが可能なユーザ装置(UE)(610)であって、
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　前記二次サービングセル(616)をアクティブセットに加えるように前記UE(610)に示すよ
うに適合された情報要素および前記二次サービングセル(616)が前記一次サービングセル(
614)と同じキャリア周波数を利用するということを前記UE(610)に知らせるように適合さ
れた情報要素を含むRRC物理チャネル再構成(PCR)メッセージを受信する(812)手段と、
　前記RRC PCRメッセージに従った再構成の完了を示す、前記RRC PCRメッセージに対する
応答を送信する(814)手段と
を含む、ユーザ装置。
【請求項２１】
　前記再構成が、前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)から
ダウンリンクデータを受信するために、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにすること
を含む、請求項20に記載のUE。
【請求項２２】
　前記RRC PCRメッセージを受信する前に、第1のセル(704)からHSDPAデータを受信し、第
2のセル(706)の測定結果が閾値を上回ったと判定し、前記測定結果に対応する要求を送信
する(806)手段と、
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信した後に、前記一次サービングセルとして
の前記第1のセル(704)および前記二次サービングセルとしての前記第2のセル(706)から、
Multi-Point HSDPAデータを受信する手段と
をさらに含む、請求項20に記載のUE。
【請求項２３】
　前記再構成が、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにすることを含み、
　前記測定結果に対応する前記要求が、イベント1Aを示すものを含む、請求項22に記載の
UE。
【請求項２４】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含む、
請求項20に記載のUE。
【請求項２５】
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信した後に、
　前記一次サービングセルとしての第1のセル(614)および前記二次サービングセルとして
の第2のセル(616)から、Multi-Point HSDPAデータを受信し、
　前記二次サービングセルの測定結果が前記一次サービングセルの測定結果を超えたと判
定し、
　前記測定結果に対応する要求を送信し(1206)、
　前記一次サービングセルとしての前記第2のセル(616)および前記二次サービングセルと
しての前記第1のセル(614)から、Multi-Point HSDPAデータを受信する手段
をさらに含む、請求項20に記載のUE。
【請求項２６】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含み、
　前記測定結果に対応する前記要求が、イベント1Dを示すものを含む、請求項25に記載の
UE。
【請求項２７】
　前記RRC PCRメッセージを受信する前に、前記UE(610)が前記Multi-Point HSDPAモード
に対応することを示す情報要素を含むRRC接続要求メッセージを送信する手段
をさらに含む、請求項20に記載のUE。
【請求項２８】
　前記UE(610)がMulti-Point HSDPAに対応することを示すために識別子が利用され、前記
識別子が、International Mobile Subscriber Identity(IMSI)またはPacket Temporary M
obile Subscriber Identity(P-TMSI)のうちの1つを含む、請求項20に記載のUE。
【請求項２９】
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信した後に、
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　前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)からMulti-Point HS
DPAデータを受信し、
　前記二次サービングセル(616)の測定結果が閾値を下回ったと判定し、
　前記測定結果に対応する要求を送信し(1006)、
　ダウンリンク二次セル情報要素を除外したRRCメッセージを受信し(1008)、
　HS-DSCHが前記二次サービングセル(616)から受信されないように、Multi-Point HSDPA
モードをオフにする手段
をさらに含む、請求項20に記載のUE。
【請求項３０】
　前記二次サービングセル(616)に対応するセルをアクティブセットから除去する手段
をさらに含む、請求項29に記載のUE。
【請求項３１】
　前記測定結果に対応する前記要求(1006)が、イベント1Bを示すものを含む、請求項29に
記載のUE。
【請求項３２】
　前記RRC PCRメッセージを受信する前に、前記UE(610)が前記Multi-Point HSDPAモード
に対応することを示す情報要素を含むRRC接続要求メッセージを送信する手段
をさらに含む、請求項29に記載のUE。
【請求項３３】
　前記UE(610)がMulti-Point HSDPAに対応することを示すために識別子が利用され、前記
識別子が、International Mobile Subscriber Identity(IMSI)またはPacket Temporary M
obile Subscriber Identity(P-TMSI)のうちの1つを含む、請求項29に記載のUE。
【請求項３４】
　DC-HSDPAセルである一次サービングセル(614)および二次サービングセル(616)を利用す
るMulti-Point HSDPAモードをサポートできる無線ネットワークコントローラ(RNC)(206)
であって、
　前記二次サービングセル(616)をアクティブセットに加えるように前記UE(610)に示すよ
うに適合された情報要素および前記二次サービングセル(616)が前記一次サービングセル(
614)と同じキャリア周波数を利用するということをUE(610)に知らせるように適合された
情報要素を含むRRC物理チャネル再構成(PCR)メッセージを送信する(914)手段と、
　前記RRC PCRメッセージに従った再構成の完了を示す、前記RRC PCRメッセージに対する
応答を受信する(916)手段と
を含む、無線ネットワークコントローラ。
【請求項３５】
　前記再構成が、
　前記Multi-Point HSDPAモードにおける一次サービングセルとしての第1のNode B(602)
に対応する第1の無線リンクを確立するように、サービングセルに対応する前記第1のNode
 B(602)に対応する前記第1の無線リンクを再構成すること(910)と、
　前記Multi-Point HSDPAモードにおける二次サービングセルとしての第2のNode B(604)
に対応する第2の無線リンクを確立するように、前記第2のNode B(604)に対応する前記第2
の無線リンクを再構成すること(912)と
を含む、請求項34に記載のRNC。
【請求項３６】
　前記再構成が、前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)を通
じてダウンリンクデータを送信するために、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにする
ことを含む、請求項34に記載のRNC。
【請求項３７】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含み、
前の一次サービングセルとして動作していた第1のセル(614)が新たな二次サービングセル
として動作し、前の二次サービングセルとして動作していた第2のセル(616)が新たな一次
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サービングセルとして動作する、請求項34に記載のRNC。
【請求項３８】
　前記前の二次サービングセル(616)に対応するNode Bにおいてすでに待ち行列に入れら
れていたデータを、前記新たな一次サービングセルから受信し続ける手段と、
　前記前の一次サービングセル(614)に対応するNode Bにおいてすでに待ち行列に入れら
れていたデータを、前記新たな二次サービングセルから受信し続ける手段と
をさらに含む、請求項37に記載のRNC。
【請求項３９】
　少なくとも1つのプロセッサ(104)と、
　前記少なくとも1つのプロセッサ(104)に結合されるメモリ(105)と
含む処理システムであって、
　前記少なくとも1つのプロセッサ(104)が、DC-HSDPAセルである一次サービングセル(614
)および二次サービングセル(616)を利用するMulti-Point HSDPAモードが可能なユーザ装
置(UE)(610)における使用のために構成され、前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記二次サービングセル(616)をアクティブセットに加えるように前記UE(610)に示すよ
うに適合された情報要素および前記二次サービングセル(616)が前記一次サービングセル(
614)と同じキャリア周波数を利用するということを前記UE(610)に知らせるように適合さ
れた情報要素を含むRRC物理チャネル再構成(PCR)メッセージを受信し(812)、
　前記RRC PCRメッセージに従った再構成の完了を示す、前記RRC PCRメッセージに対する
応答を送信する(814)
ように構成される、処理システム。
【請求項４０】
　前記再構成が、前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)から
ダウンリンクデータを受信するために、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにすること
を含む、請求項39に記載の処理システム。
【請求項４１】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記RRC PCRメッセージを受信する前に、第1のセル(704)からHSDPAデータを受信し、第
2のセル(706)の測定結果が閾値を上回ったと判定し、前記測定結果に対応する要求を送信
し(806)、
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信した後に、前記一次サービングセルとして
の前記第1のセル(704)および前記二次サービングセルとしての前記第2のセル(706)から、
Multi-Point HSDPAデータを受信する
ように構成される、請求項39に記載の処理システム。
【請求項４２】
　前記再構成が、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにすることを含み、
　前記測定結果に対応する前記要求が、イベント1Aを示すものを含む、請求項41に記載の
処理システム。
【請求項４３】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含む、
請求項39に記載の処理システム。
【請求項４４】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信した後に、
　前記一次サービングセルとしての第1のセル(614)および前記二次サービングセルとして
の第2のセル(616)から、Multi-Point HSDPAデータを受信し、
　前記二次サービングセルの測定結果が前記一次サービングセルの測定結果を超えたと判
定し、
　前記測定結果に対応する要求を送信し(1206)、
　前記一次サービングセルとしての前記第2のセル(616)および前記二次サービングセルと
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しての前記第1のセル(614)から、Multi-Point HSDPAデータを受信する
ように構成される、請求項39に記載の処理システム。
【請求項４５】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含み、
　前記測定結果に対応する前記要求が、イベント1Dを示すものを含む、請求項44に記載の
処理システム。
【請求項４６】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記RRC PCRメッセージを受信する前に、前記UE(610)が前記Multi-Point HSDPAモード
に対応することを示す情報要素を含むRRC接続要求メッセージを送信する
ように構成される、請求項39に記載の処理システム。
【請求項４７】
　前記UE(610)がMulti-Point HSDPAに対応することを示すために識別子が利用され、前記
識別子が、International Mobile Subscriber Identity(IMSI)またはPacket Temporary M
obile Subscriber Identity(P-TMSI)のうちの1つを含む、請求項39に記載の処理システム
。
【請求項４８】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信した後に、
　前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)からMulti-Point HS
DPAデータを受信し、
　前記二次サービングセル(616)の測定結果が閾値を下回ったと判定し、
　前記測定結果に対応する要求を送信し(1006)、
　ダウンリンク二次セル情報要素を除外したRRCメッセージを受信し(1008)、
　HS-DSCHが前記二次サービングセル(616)から受信されないように、Multi-Point HSDPA
モードをオフにする
ように構成される、請求項39に記載の処理システム。
【請求項４９】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記二次サービングセル(616)に対応するセルをアクティブセットから除去する
ように構成される、請求項48に記載の処理システム。
【請求項５０】
　前記測定結果に対応する前記要求(1006)が、イベント1Bを示すものを含む、請求項48に
記載の処理システム。
【請求項５１】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記RRC PCRメッセージを受信する前に、前記UE(610)が前記Multi-Point HSDPAモード
に対応することを示す情報要素を含むRRC接続要求メッセージを送信する
ように構成される、請求項48に記載の処理システム。
【請求項５２】
　前記UE(610)がMulti-Point HSDPAに対応することを示すために識別子が利用され、前記
識別子が、International Mobile Subscriber Identity(IMSI)またはPacket Temporary M
obile Subscriber Identity(P-TMSI)のうちの1つを含む、請求項48に記載の処理システム
。
【請求項５３】
　少なくとも1つのプロセッサ(104)と、
　前記少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリ(105)と
を含む処理システムであって、
　前記少なくとも1つのプロセッサが、DC-HSDPAセルである一次サービングセル(614)およ
び二次サービングセル(616)を利用するMulti-Point HSDPAモードをサポートできる無線ネ
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ットワークコントローラ(RNC)(206)のために構成され、前記少なくとも1つのプロセッサ
がさらに、
　前記二次サービングセル(616)をアクティブセットに加えるように前記UE(610)に示すよ
うに適合された情報要素および前記二次サービングセル(616)が前記一次サービングセル(
614)と同じキャリア周波数を利用するということをUE(610)に知らせるように適合された
情報要素を含むRRC物理チャネル再構成(PCR)メッセージを送信し(914)、
　前記RRC PCRメッセージに従った再構成の完了を示す、前記RRC PCRメッセージに対する
応答を受信する(916)
ように構成される、処理システム。
【請求項５４】
　前記再構成が、
　前記Multi-Point HSDPAモードにおける一次サービングセルとしての第1のNode B(602)
に対応する第1の無線リンクを確立するように、サービングセルに対応する前記第1のNode
 B(602)に対応する前記第1の無線リンクを再構成すること(910)と、
　前記Multi-Point HSDPAモードにおける二次サービングセルとしての第2のNode B(604)
に対応する第2の無線リンクを確立するように、前記第2のNode B(604)に対応する前記第2
の無線リンクを再構成すること(912)と
を含む、請求項53に記載の処理システム。
【請求項５５】
　前記再構成が、前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)を通
じてダウンリンクデータを送信するために、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにする
ことを含む、請求項53に記載の処理システム。
【請求項５６】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含み、
前の一次サービングセルとして動作していた第1のセル(614)が新たな二次サービングセル
として動作し、前の二次サービングセルとして動作していた第2のセル(616)が新たな一次
サービングセルとして動作する、請求項53に記載の処理システム。
【請求項５７】
　前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、
　前記前の二次サービングセル(616)に対応するNode Bにおいてすでに待ち行列に入れら
れていたデータを、前記新たな一次サービングセルから受信し続け、
　前記前の一次サービングセル(614)に対応するNode Bにおいてすでに待ち行列に入れら
れていたデータを、前記新たな二次サービングセルから受信し続ける
ように構成される、請求項56に記載の処理システム。
【請求項５８】
　DC-HSDPAセルである一次サービングセル(614)および二次サービングセル(616)を利用す
るMulti-Point HSDPAモードが可能なユーザ装置(UE)(610)のために構成される、コンピュ
ータにより実行可能な命令からなるコンピュータプログラムであって、
　前記二次サービングセル(616)をアクティブセットに加えるように前記UE(610)に示すよ
うに適合された情報要素および前記二次サービングセル(616)が前記一次サービングセル(
614)と同じキャリア周波数を利用するということを前記UE(610)に知らせるように適合さ
れた情報要素を含むRRC物理チャネル再構成(PCR)メッセージをコンピュータに受信させる
(812)ためのコードと、
　コンピュータに、前記RRC PCRメッセージに従った再構成の完了を示す、前記RRC PCRメ
ッセージに対する応答を送信させる(814)ためのコードと
を含む、コンピュータプログラム。
【請求項５９】
　前記再構成が、前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)から
ダウンリンクデータを受信するために、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにすること
を含む、請求項58に記載のコンピュータプログラム。
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【請求項６０】
　前記コンピュータプログラムがさらに、
　コンピュータに、前記RRC PCRメッセージを受信する前に、第1のセル(704)からHSDPAデ
ータを受信させ、第2のセル(706)の測定結果が閾値を上回ったと判定させ、前記測定結果
に対応する要求を送信させる(806)ためのコードと、
　コンピュータに、前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信した後に、前記一次サー
ビングセルとしての前記第1のセル(704)および前記二次サービングセルとしての前記第2
のセル(706)から、Multi-Point HSDPAデータを受信させるためのコードと
を含む、請求項58に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６１】
　前記再構成が、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにすることを含み、
　前記測定結果に対応する前記要求が、イベント1Aを示すものを含む、請求項60に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項６２】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含む、
請求項58に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６３】
　前記コンピュータプログラムがさらに、
　コンピュータに、
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信した後に、
　前記一次サービングセルとしての第1のセル(614)および前記二次サービングセルとして
の第2のセル(616)から、Multi-Point HSDPAデータを受信させ、
　前記二次サービングセルの測定結果が前記一次サービングセルの測定結果を超えたと判
定させ、
　前記測定結果に対応する要求を送信させ(1206)、
　前記一次サービングセルとしての前記第2のセル(616)および前記二次サービングセルと
しての前記第1のセル(614)から、Multi-Point HSDPAデータを受信させるためのコード
を含む、請求項58に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６４】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含み、
　前記測定結果に対応する前記要求が、イベント1Dを示すものを含む、請求項63に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項６５】
　前記コンピュータプログラムがさらに、
　前記RRC PCRメッセージを受信する前に、前記UE(610)が前記Multi-Point HSDPAモード
に対応することを示す情報要素を含むRRC接続要求メッセージをコンピュータに送信させ
るためのコード
を含む、請求項58に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６６】
　前記UE(610)がMulti-Point HSDPAに対応することを示すために識別子が利用され、前記
識別子が、International Mobile Subscriber Identity(IMSI)またはPacket Temporary M
obile Subscriber Identity(P-TMSI)のうちの1つを含む、請求項58に記載のコンピュータ
プログラム。
【請求項６７】
　前記コンピュータプログラムがさらに、
　コンピュータに、
　前記RRC PCRメッセージに対する応答を送信した後に、
　前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)からMulti-Point HS
DPAデータを受信させ、
　前記二次サービングセル(616)の測定結果が閾値を下回ったと判定させ、
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　前記測定結果に対応する要求を送信させ(1006)、
　ダウンリンク二次セル情報要素を除外したRRCメッセージを受信させ(1008)、
　HS-DSCHが前記二次サービングセル(616)から受信されないように、Multi-Point HSDPA
モードをオフにさせるためのコード
を含む、請求項58に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６８】
　前記コンピュータプログラムがさらに、
　コンピュータに、前記二次サービングセル(616)に対応するセルをアクティブセットか
ら除去させるためのコード
を含む、請求項67に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６９】
　前記測定結果に対応する前記要求(1006)が、イベント1Bを示すものを含む、請求項67に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項７０】
　前記コンピュータプログラムがさらに、
　前記RRC PCRメッセージを受信する前に、前記UE(610)が前記Multi-Point HSDPAモード
に対応することを示す情報要素を含むRRC接続要求メッセージをコンピュータに送信させ
るためのコード
を含む、請求項67に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７１】
　前記UE(610)がMulti-Point HSDPAに対応することを示すために識別子が利用され、前記
識別子が、International Mobile Subscriber Identity(IMSI)またはPacket Temporary M
obile Subscriber Identity(P-TMSI)のうちの1つを含む、請求項67に記載のコンピュータ
プログラム。
【請求項７２】
　DC-HSDPAセルである一次サービングセル(614)および二次サービングセル(616)を利用す
るMulti-Point HSDPAモードをサポートできる無線ネットワークコントローラ(RNC)(206)
のために構成されるコンピュータにより実行可能な命令からなるコンピュータプログラム
であって、
　前記二次サービングセル(616)をアクティブセットに加えるように前記UE(610)に示すよ
うに適合された情報要素および前記二次サービングセル(616)が前記一次サービングセル(
614)と同じキャリア周波数を利用するということをUE(610)に知らせるように適合された
情報要素を含むRRC物理チャネル再構成(PCR)メッセージをコンピュータに送信させる(914
)ためのコードと、
　コンピュータに、前記RRC PCRメッセージに従った再構成の完了を示す、前記RRC PCRメ
ッセージに対する応答を受信させる(916)ためのコードと
を含む、コンピュータプログラム。
【請求項７３】
　前記再構成が、
　前記Multi-Point HSDPAモードにおける一次サービングセルとしての第1のNode B(602)
に対応する第1の無線リンクを確立するように、サービングセルに対応する前記第1のNode
 B(602)に対応する前記第1の無線リンクを再構成すること(910)と、
　前記Multi-Point HSDPAモードにおける二次サービングセルとしての第2のNode B(604)
に対応する第2の無線リンクを確立するように、前記第2のNode B(604)に対応する前記第2
の無線リンクを再構成すること(912)と
を含む、請求項72に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７４】
　前記再構成が、前記一次サービングセル(614)および前記二次サービングセル(616)を通
じてダウンリンクデータを送信するために、前記Multi-Point HSDPAモードをオンにする
ことを含む、請求項72に記載のコンピュータプログラム。



(11) JP 5564616 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

【請求項７５】
　前記再構成が、前記一次サービングセルと前記二次サービングセルの入れ替えを含み、
前の一次サービングセルとして動作していた第1のセル(614)が新たな二次サービングセル
として動作し、前の二次サービングセルとして動作していた第2のセル(616)が新たな一次
サービングセルとして動作する、請求項72に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７６】
　前記コンピュータプログラムがさらに、
　前記前の二次サービングセル(616)に対応するNode Bにおいてすでに待ち行列に入れら
れていたデータを、コンピュータに、前記新たな一次サービングセルから受信させ続ける
ためのコードと、
　前記前の一次サービングセル(614)に対応するNode Bにおいてすでに待ち行列に入れら
れていたデータを、コンピュータに、前記新たな二次サービングセルから受信させ続ける
ためのコードと
を含む、請求項75に記載のコンピュータプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、2010年6月28に米国特許商標庁に出願された仮特許出願第61/359,326号、201
0年8月16日に米国特許商標庁に出願された仮特許出願第61/374,212号、2011年4月21日に
米国特許商標庁に出願された仮特許出願第61/477,776号、および2011年5月5日に米国特許
商標庁に出願された仮特許出願第61/483,020号の優先権および利益を主張し、上記の仮出
願の内容の全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示の態様は全般にワイヤレス通信システムに関し、より具体的には、キャリアアグ
リゲーションのためにダウンリンク向けに構成されたシステムにおけるモビリティイベン
トに関する。
【背景技術】
【０００３】
　電話、ビデオ、データ、メッセージング、放送などの様々な通信サービスを提供するた
めに、ワイヤレス通信ネットワークが広範囲に配備されている。そのようなネットワーク
は、たいていは多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワークリソースを共有す
ることによって、複数のユーザ向けの通信をサポートする。そのようなネットワークの一
例は、UMTS Terrestrial Radio Access Network(UTRAN)である。UTRANは、第3世代パート
ナーシッププロジェクト(3GPP)によってサポートされる第3世代(3G)携帯電話技術である
、Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)の一部として定義される無線アク
セスネットワーク(RAN)である。UMTSは、Global System for Mobile Communications(GSM
(登録商標))技術の後継であり、広帯域符号分割多元接続(W-CDMA)、時分割符号分割多元
接続(TD-CDMA)、および時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)などの様々なエアインタ
ーフェース規格を現在サポートしている。UMTSは、関連するUMTSネットワークのデータ転
送の速度および容量を向上させるHigh Speed Packet Access(HSPA)のような改良型の3Gデ
ータ通信プロトコルもサポートする。
【０００４】
　モバイルブロードバンドアクセスに対する要望が増し続けるにつれて、研究開発は、モ
バイルブロードバンドアクセスに対する高まる要望を満たすためだけでなく、モバイル通
信によるユーザ経験を進化させ強化させるためにも、UMTS技術を進化させ続けている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ある例として、近年Multi-Point HSDPAが導入されており、Multi-Point HSDPAでは、複
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数のセルが高速のダウンリンク通信を移動局に提供できるので、移動局は、そうしたセル
からの伝送を同じ周波数キャリア内に統合することができる。比較的新しいシステムなの
で、DC-HSDPAのような他のダウンリンクキャリアアグリゲーションシステムでは対処され
なくてもよかった様々な問題が、このシステムでは発生する。したがって、システムレベ
ルのアーキテクチャ、パケットフロー制御、モビリティなどに関する問題を特定しそれら
に対処する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下で、本開示の1つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様
の簡略化された概要を提示する。この概要は、本開示のすべての企図された特徴の包括的
な概観ではなく、本開示のすべての態様の主要または重要な要素を特定するものでも、本
開示のいずれかまたはすべての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後
で提示するより詳細な説明の導入として、本開示の1つまたは複数の態様のいくつかの概
念を簡略化された形で提示することである。
　本開示のいくつかの態様は、ダウンリンクアグリゲーションが可能なMulti-Point HSDP
Aシステムにおいてモビリティをサポートするための、方法、装置、およびコンピュータ
プログラム製品を提供する。本開示のいくつかの態様は、UEのためのアクティブセットを
変更するために利用される、修正されたモビリティイベントを提供する。ここで、アクテ
ィブセットへのセルの追加は、そのセルを二次サービングセルにすることと同時であって
よい。さらに、アクティブセットからの二次サービングセルの削除は、Multi-Point HSDP
Aモードをオフにすることと同時であってよい。またさらに、HSDPAサービングセルの変更
のための修正されたモビリティイベントが、一次サービングセルと二次サービングセルを
入れ替えるために利用され得る。
【０００７】
　一態様では、本開示は、一次サービングセルおよび二次サービングセルを利用するMult
i-Point HSDPAモードが可能なユーザ装置(UE)のための、ワイヤレス通信の方法を提供す
る。ここで、方法は、一次サービングセルと同じキャリア周波数を二次サービングセルが
利用することをUEに知らせるように適合される情報要素を含むRRCメッセージを受信する
ステップと、RRCメッセージに対する応答を送信してRRCメッセージに従った再構成の完了
を確認するステップとを含む。
【０００８】
　本開示の別の態様は、一次サービングセルおよび二次サービングセルからMulti-Point 
HSDPAデータを受信するステップと、二次サービングセルの測定結果が閾値を下回ったと
判定するステップと、測定結果に対応する要求を送信するステップと、ダウンリンク二次
セル情報要素を除外したRRCメッセージを受信するステップと、HS-DSCHが二次サービング
セルから受信されないようにMulti-Point HSDPAモードをオフにするステップとを含む、
ワイヤレス通信の方法を提供する。
【０００９】
　本開示のさらに別の態様は、一次サービングセルおよび二次サービングセルを利用する
Multi-Point HSDPAモードをサポートできる無線ネットワークコントローラ(RNC)のための
、ワイヤレス通信の方法を提供する。ここで、方法は、一次サービングセルと同じキャリ
ア周波数を二次サービングセルが利用することをUEに知らせるように適合される情報要素
を含むRRCメッセージを送信するステップと、RRCメッセージに対する応答を受信してRRC
メッセージに従った再構成の完了を確認するステップとを含む。
【００１０】
　本開示のさらに別の態様は、一次サービングセルおよび二次サービングセルを利用する
Multi-Point HSDPAモードが可能な、UEを提供する。ここで、UEは、一次サービングセル
と同じキャリア周波数を二次サービングセルが利用することをUEに知らせるように適合さ
れる情報要素を含むRRCメッセージを受信するための手段と、RRCメッセージに対する応答
を送信してRRCメッセージに従った再構成の完了を確認するための手段とを含む。
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【００１１】
　本開示のさらに別の態様は、一次サービングセルおよび二次サービングセルからMulti-
Point HSDPAデータを受信するための手段と、二次サービングセルの測定結果が閾値を下
回ったと判定するための手段と、測定結果に対応する要求を送信するための手段と、ダウ
ンリンク二次セル情報要素を除外したRRCメッセージを受信するための手段と、HS-DSCHが
二次サービングセルから受信されないようにMulti-Point HSDPAモードをオフにするため
の手段とを含む、ワイヤレス通信のための装置を提供する。
【００１２】
　本開示のさらに別の態様は、一次サービングセルおよび二次サービングセルを利用する
Multi-Point HSDPAモードをサポートできる、RNCを提供する。ここで、RNCは、一次サー
ビングセルと同じキャリア周波数を二次サービングセルが利用することをUEに知らせるよ
うに適合される情報要素を含むRRCメッセージを送信するための手段と、RRCメッセージに
対する応答を受信して、RRCメッセージに従った再構成の完了を確認するための手段とを
含む。
【００１３】
　本開示のさらに別の態様は、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッ
サに結合されるメモリとを含む、処理システムを提供する。ここで、少なくとも1つのプ
ロセッサは、一次サービングセルおよび二次サービングセルを利用するMulti-Point HSDP
Aモードが可能なUEにおける使用のために構成される。この例では、少なくとも1つのプロ
セッサはさらに、一次サービングセルと同じキャリア周波数を二次サービングセルが利用
することをUEに知らせるように適合される情報要素を含むRRCメッセージを受信し、RRCメ
ッセージに対する応答を送信してRRCメッセージに従った再構成の完了を確認するように
構成される。
【００１４】
　本開示のさらに別の態様は、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッ
サに結合されるメモリとを含む、処理システムを提供する。ここで、少なくとも1つのプ
ロセッサは、一次サービングセルおよび二次サービングセルからMulti-Point HSDPAデー
タを受信し、二次サービングセルの測定結果が閾値を下回ったと判定し、測定結果に対応
する要求を送信し、ダウンリンク二次セル情報要素を除外したRRCメッセージを受信し、H
S-DSCHが二次サービングセルから受信されないようにMulti-Point HSDPAモードをオフに
するように構成される。
【００１５】
　本開示のさらに別の態様は、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッ
サに結合されるメモリとを含む、処理システムを提供する。ここで、少なくとも1つのプ
ロセッサは、一次サービングセルおよび二次サービングセルを利用するMulti-Point HSDP
AモードをサポートできるRNCのために構成される。この例では、少なくとも1つのプロセ
ッサはさらに、一次サービングセルと同じキャリア周波数を二次サービングセルが利用す
ることをUEに知らせるように適合される情報要素を含むRRCメッセージを送信し、RRCメッ
セージに対する応答を受信してRRCメッセージに従った再構成の完了を確認するように構
成される。
【００１６】
　本開示のさらに別の態様は、一次サービングセルおよび二次サービングセルを利用する
Multi-Point HSDPAモードが可能なUEのために構成されるコンピュータ可読媒体を含む、
コンピュータプログラム製品を提供する。ここで、コンピュータ可読媒体は、一次サービ
ングセルと同じキャリア周波数を二次サービングセルが利用することをUEに知らせるよう
に適合される情報要素を含むRRCメッセージをコンピュータに受信させるためのコードと
、コンピュータにRRCメッセージに対する応答を送信させてRRCメッセージに従った再構成
の完了を確認させるためのコードとを含む。
【００１７】
　本開示のさらに別の態様は、一次サービングセルおよび二次サービングセルからMulti-
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Point HSDPAデータをコンピュータに受信させるためのコードと、二次サービングセルの
測定結果が閾値を下回ったとコンピュータに判定させるためのコードと、測定結果に対応
する要求をコンピュータに送信させるためのコードと、ダウンリンク二次セル情報要素を
除外したRRCメッセージをコンピュータに受信させるためのコードと、HS-DSCHが二次サー
ビングセルから受信されないようにMulti-Point HSDPAモードをコンピュータにオフにさ
せるためのコードとを有するコンピュータ可読媒体を含む、コンピュータプログラム製品
を提供する。
【００１８】
　本開示のさらに別の態様は、一次サービングセルおよび二次サービングセルを利用する
Multi-Point HSDPAモードをサポートできるRNCのために構成される、コンピュータ可読媒
体を含むコンピュータプログラム製品を提供する。ここで、コンピュータ可読媒体は、一
次サービングセルと同じキャリア周波数を二次サービングセルが利用することをUEに知ら
せるように適合される情報要素を含むRRCメッセージをコンピュータに送信させるための
コードと、コンピュータにRRCメッセージに対する応答を受信させてRRCメッセージに従っ
た再構成の完了を確認させるためのコードとを含む。
【００１９】
　上記の目的および関連する目的の達成のために、本明細書で説明される本開示の1つま
たは複数の態様は、以下で十分に説明され特許請求の範囲で具体的に指摘される、特徴を
含み得る。以下の説明および添付の図面は、本開示の1つまたは複数の態様のいくつかの
例示的な特徴を詳細に説明する。しかしながら、これらの特徴は、本開示の様々な態様の
原理が使用され得る様々な方法のうちのほんのいくつかしか示しておらず、この説明は、
本開示のそのようなすべての態様およびそれらの等価物を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】処理システムを使用する装置のハードウェア実装の一例を示すブロック図である
。
【図２】電気通信システムの一例を概念的に示すブロック図である。
【図３】ユーザプレーンおよび制御プレーンの無線プロトコルアーキテクチャの一例を示
す概念図である。
【図４】アクセスネットワークの一例を示す概念図である。
【図５Ａ】イベント1A手順を示す呼の流れ図である。
【図５Ｂ】イベント1B手順を示す呼の流れ図である。
【図５Ｃ】イベント1D手順を示す呼の流れ図である。
【図６】Multi-Point HSDPAネットワークの一部を示す概略図である。
【図７Ａ】イベント1A手順の間にMulti-Point HSDPAモードをオンにすることを示す呼の
流れ図である。
【図７Ｂ】イベント1B手順の間にMulti-Point HSDPAモードをオフにすることを示す呼の
流れ図である。
【図７Ｃ】イベント1D手順の間に一次サービングセルおよび二次サービングセルを入れ替
えることを示す呼の流れ図である。
【図８】イベント1A手順の間にMulti-Point HSDPAモードをオンにするための、UEのため
の処理を示す流れ図である。
【図９】イベント1A手順の間にMulti-Point HSDPAモードをオンにするための、RNCのため
の処理を示す流れ図である。
【図１０】イベント1B手順の間にMulti-Point HSDPAモードをオフにするための、UEのた
めの処理を示す流れ図である。
【図１１】イベント1B手順の間にMulti-Point HSDPAモードをオフにするための、RNCのた
めの処理を示す流れ図である。
【図１２】イベント1D手順の間に一次サービングセルおよび二次サービングセルを入れ替
えるための、UEのための処理を示す流れ図である。
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【図１３】イベント1D手順の間に一次サービングセルおよび二次サービングセルを入れ替
えるための、RNCのための処理を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　添付の図面に関する下記の詳細な説明は、様々な構成の説明として意図されており、本
明細書で説明される概念が実行され得る唯一の構成を表すように意図されているわけでは
ない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解をもたらす目的で、具体的な詳細を含んで
いる。しかし、これらのコンセプトがこれらの具体的な詳細なしに実行され得ることが、
当業者には明らかであろう。場合によっては、そのような概念を曖昧にするのを回避する
目的で、周知の構造および構成要素がブロック図の形式で示されている。
【００２２】
　本開示の様々な態様によれば、要素または要素の一部分または要素の組合せを、1つま
たは複数のプロセッサを含む「処理システム」で実装できる。プロセッサの例として、マ
イクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、フィー
ルドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械
、ゲート論理回路、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明した様々な
機能を実施するように構成された他の適切なハードウェアがある。
【００２３】
　処理システム内の1つまたは複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行することができ
る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、
ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット
、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフト
ウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパ
ッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、
手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。ここで、「媒体」は、ある場
所から別の場所へのコンピュータプログラムの移送を支援する任意の媒体を含み得る。例
として、ソフトウェアはコンピュータ可読媒体に存在し得る。コンピュータ可読媒体は、
非一時的コンピュータ可読媒体であってよい。非一時的コンピュータ可読媒体は、例とし
て、磁気記憶デバイス(たとえば、ハードディスク、フレキシブルディスク、磁気ストリ
ップ)、光ディスク(たとえば、コンパクトディスク(CD)、デジタル多目的ディスク(DVD))
、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(たとえば、カード、スティック、キード
ライブ)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(P
ROM)、消去可能PROM(EPROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、レジスタ、取り外し可能デ
ィスク、ならびに、コンピュータがアクセスし読み取ることができるソフトウェアおよび
/または命令を保存するための任意の他の適切な媒体を含む。また、コンピュータ可読媒
体は、例として、搬送波、伝送路、ならびに、コンピュータがアクセスし読み取ることが
できるソフトウェアおよび/または命令を送信するための任意の他の適切な媒体も含み得
る。コンピュータ可読媒体は、処理システムの中に存在してもよく、処理システムの外に
存在してもよく、または処理システムを含む複数のエンティティに分散されてもよい。コ
ンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラム製品として具現化され得る。例として、
コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料内のコンピュータ可読媒体を含むこ
とができる。当業者は、具体的な用途およびシステム全体に課せられた全体的な設計制約
に応じて、本開示全体にわた
って示される説明される機能を最善の形で実装する方法を認識するだろう。
【００２４】
　図1は、処理システム114を使用する装置100のハードウェア実装の一例を示す概念図で
ある。この例では、処理システム114は、バス102によって全般的に表されるバスアーキテ
クチャで実装され得る。バス102は、処理システム114の具体的な用途および全体的な設計
制約に応じて、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含み得る。バス102は、プ
ロセッサ104によって全般的に表される1つまたは複数のプロセッサ、メモリ105、および
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コンピュータ可読媒体106によって全般的に表されるコンピュータ可読媒体を含む、様々
な回路を互いにつなぐ。バス102は、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および
電力管理回路など、様々な他の回路をつなぐこともでき、これらの回路は当技術分野で知
られているのでこれ以上は説明しない。バスインターフェース108は、バス102とトランシ
ーバ110との間にインターフェースを提供する。トランシーバ110は、送信媒体上の様々な
他の装置と通信するための手段を提供する。また、装置の性質に応じて、ユーザインター
フェース112(たとえば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイクロフォン、ジョ
イスティックなど)が設けられてもよい。
【００２５】
　プロセッサ104は、バス102の管理、およびコンピュータ可読媒体106に記憶されたソフ
トウェアの実行を含む全般的な処理を受け持つ。ソフトウェアは、プロセッサ104によっ
て実行されると、任意の特定の装置の以下で説明される様々な機能を処理システム114に
実行させる。コンピュータ可読媒体106は、ソフトウェアを実行する時にプロセッサ104に
よって操作されるデータを記憶するために使用されてもよい。
【００２６】
　本開示全体にわたって提示される様々な概念は、広範な遠隔通信システム、ネットワー
クアーキテクチャ、および通信規格にわたって実装され得る。限定ではなく例として、図
2に示される本開示の態様は、W-CDMAエアインターフェースを使用するUMTSシステム200を
参照して示される。UMTSネットワークは、コアネットワーク(CN)204、UMTS地上無線アク
セスネットワーク(UTRAN)202、およびユーザ装置(UE)210という3つの対話する領域を含む
。この例では、UTRAN202は、電話、ビデオ、データ、メッセージング、放送、および/ま
たは他のサービスを含む様々なワイヤレスサービスを提供することができる。UTRAN202は
、無線ネットワークコントローラ(RNC)206などのそれぞれのRNCによって各々制御される
、無線ネットワークサブシステム(RNS)207などの複数のRNSを含み得る。ここで、UTRAN20
2は、示されるRNC206およびRNS207に加えて、任意の数のRNC206およびRNS207を含み得る
。RNC206は、とりわけ、RNS207内の無線リソースを割り当て、再構成し、解放することを
受け持つ装置である。RNC206は、任意の適切なトランスポートネットワークを使用する、
直接の物理接続、仮想ネットワークなど様々なタイプのインターフェースを介して、UTRA
N202中の他のRNC(図示せず)に相互接続され得る。
【００２７】
　RNS207によってカバーされる地理的領域は、いくつかのセルに分けることができ、無線
トランシーバ装置が各セルにサービスする。無線トランシーバ装置は、通常、UMTS用途で
はNode Bと呼ばれるが、当業者によって、基地局(BS)、送受信基地局(BTS)、無線基地局
、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセッ
ト(ESS)、アクセスポイント(AP)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれることもあ
る。明快にするために、各RNS207に3つのNode B208が示されているが、RNS207は、任意の
数のワイヤレスノードBを含んでもよい。Node B208は、ワイヤレスアクセスポイントを任
意の数のモバイル装置のためのコアネットワーク(CN)204に提供する。モバイル装置の例
には、携帯電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ラップトップ
、ノートブック、ネットブック、スマートブック、携帯情報端末(PDA)、衛星ラジオ、全
地球測位システム(GPS)デバイス、マルチメディアデバイス、ビデオ装置、デジタルオー
ディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤなど)、カメラ、ゲーム機、または任意の他の類
似の機能デバイスなどがある。モバイル装置は、通常、UMTS用途ではユーザ装置(UE)と呼
ばれるが、当業者によって、移動局(MS)、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット
、ワイヤレスユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤ
レス通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末(AT)、モバイル端末
、ワイヤレス端末、遠隔端末、ハンドセット、端末、ユーザエージェント、モバイルクラ
イアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれることもある。UMTS
システムでは、UE210は、ネットワークへのユーザの加入情報を含む汎用加入者識別モジ
ュール(USIM)211をさらに含み得る。説明のために、1つのUE210がいくつかのNode B208と
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通信しているように示される。順方向リンクとも呼ばれるダウンリンク(DL)は、Node B20
8からUE210までの通信リンクを指し、逆方向リンクとも呼ばれるアップリンク(UL)は、UE
210からNode B208への通信リンクを指す。
【００２８】
　コアネットワーク204は、UTRAN202のような1つまたは複数のアクセスネットワークとイ
ンターフェースをとる。示されるように、コアネットワーク204は、GSM(登録商標)コアネ
ットワークである。しかしながら、当業者が認識するように、GSM(登録商標)ネットワー
ク以外のタイプのコアネットワークへのアクセスをUEに提供するために、本開示全体にわ
たって提示される様々な概念を、RANまたは他の適切なアクセスネットワークにおいて実
装することができる。
【００２９】
　コアネットワーク204は、回線交換(CS)領域およびパケット交換(PS)領域を含む。回線
交換要素のいくつかは、モバイルサービス交換センタ(MSC)、ビジターロケーションレジ
スタ(VLR)、およびゲートウェイMSC(GMSC)である。パケット交換要素は、サービングGPRS
サポートノード(SGSN)、およびゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)を含む。EIR、HLR
、VLR、およびAuCのようないくつかのネットワーク要素は、回線交換領域とパケット交換
領域の両方によって共有され得る。
【００３０】
　図示の例では、コアネットワーク204は、MSC212およびGMSC214によって回線交換サービ
スをサポートする。いくつかの用途では、GMSC214は、メディアゲートウェイ(MGW)とも呼
ばれ得る。RNC206のような1つまたは複数のRNCが、MSC212に接続され得る。MSC212は、呼
設定、呼ルーティング、およびUEモビリティ機能を制御する装置である。MSC212は、UEが
MSC212のカバレッジエリア内にある期間の加入者関連の情報を格納する、ビジターロケー
ションレジスタ(VLR)も含む。GMSC214は、UEが回線交換ネットワーク216にアクセスする
ための、MSC212を通じたゲートウェイを提供する。GMSC214は、特定のユーザが加入した
サービスの詳細を反映するデータのような加入者データを格納する、ホームロケーション
レジスタ(HLR)215を含む。HLRは、加入者に固有の認証データを格納する、認証センタ(Au
C)とも関連付けられている。特定のUEについて、呼が受信されると、GMSC214は、UEの位
置を決定するためにHLR215に問い合わせ、その位置でサービスする特定のMSCに呼を転送
する。
【００３１】
　示されるコアネットワーク204はまた、サービングGPRSサポートノード(SGSN)218および
ゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)220によって、パケットデータサービスをサポー
トする。汎用パケット無線サービスを表すGPRSは、標準の回線交換データサービスで使用
可能なものより速い速度でパケットデータサービスを提供するよう設計されている。GGSN
220は、パケットベースネットワーク222へのUTRAN202の接続を提供する。パケットベース
ネットワーク222は、インターネット、プライベートデータネットワーク、または何らか
の他の適切なパケットベースネットワークでもよい。GGSN220の主要機能は、UE210にパケ
ットベースネットワーク接続を提供することである。データパケットは、MSC212が回線交
換領域において実行するのと同じ機能をパケットベース領域において主に実行するSGSN21
8を介して、GGSN220とUE210との間で転送され得る。
【００３２】
　UMTSエアインターフェースは、スペクトラム拡散直接シーケンス符号分割多元接続(DS-
CDMA)システムであってよい。スペクトラム拡散DS-CDMAは、チップと呼ばれる疑似ランダ
ムビットの列との乗算によって、ユーザデータを拡散させる。UMTSのW-CDMAエアインター
フェースは、そのようなDS-CDMA技術に基づいており、さらに周波数分割複信(FDD)を必要
とする。FDDは、Node B208とUE210との間のアップリンク(UL)およびダウンリンク(DL)に
異なる搬送周波数を使用する。DS-CDMAを利用し、時分割複信(TDD)を使用するUMTSの別の
エアインターフェースは、TD-SCDMAエアインターフェースである。本明細書で説明される
様々な例は、W-CDMAエアインターフェースを指し得るが、基礎をなす原理はTD-SCDMAエア
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インターフェースに等しく適用可能であり得ることを、当業者は理解するだろう。
【００３３】
　High speed packet access(HSPA)エアインターフェースは、スループットの向上および
遅延の低減を支援する、Node B208とUE210との間の3G/W-CDMAエアインターフェースに対
する一連の強化を含む。前のリリースに対する他の修正には、HSPAが、ハイブリッド自動
再送要求(HARQ)、共有チャネル送信、ならびに適応変調および適応符号化を利用すること
がある。HSPAを定義する規格は、HSDPA(high speed downlink packet access)およびHSUP
A(high speed uplink packet access、enhanced uplinkまたはEULとも呼ばれる)を含む。
【００３４】
　UEとUTRANとの間の無線プロトコルアーキテクチャは、具体的な用途に応じて様々な形
態をとり得る。HSPAシステムの例がここで、UEとNode Bとの間のユーザプレーンおよび制
御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの例を示す図3を参照して示される。
ここで、ユーザプレーンまたはデータプレーンはユーザトラフィックを搬送し、制御プレ
ーンは制御情報、すなわちシグナリングを搬送する。
【００３５】
　図3を見ると、UEおよびNode Bの無線プロトコルアーキテクチャは、層1、層2、および
層3という3つの層で示される。層1は最下層であり、様々な物理層の信号処理機能を実装
する。層1は、本明細書では物理層306と呼ばれる。層2(L2層)308と呼ばれるデータリンク
層は、物理層306の上にあり、物理層306を通じたUEとNode Bとの間のリンクを担う。
【００３６】
　層3において、RRC層316は、UEとRNCとの間の制御プレーンのシグナリングを扱う。RRC
層316は、高次層のメッセージのルーティング、ブロードキャスト機能および呼び出し機
能の取り扱い、無線ベアラの確立および構成などのための、いくつかの機能的なエンティ
ティを含む。
【００３７】
　UTRAエアインターフェースでは、L2層308はサブレイヤに分割される。制御プレーンで
は、L2層308は、メディアアクセス制御(MAC)サブレイヤ310および無線リンク制御(RLC)サ
ブレイヤ312という、2つのサブレイヤを含む。ユーザプレーンでは、L2層308はさらに、
パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)サブレイヤ314を含む。示されないが
、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイで終端するネットワーク層(たとえばIP層)と
、接続の他の端部(たとえば、遠端のUE、サーバなど)で終端するアプリケーション層とを
含めて、L2層308上にいくつかの上位層を有し得る。
【００３８】
　PDCPサブレイヤ314は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化を行う。PDCP
サブレイヤ314はまた、無線送信のオーバーヘッドを低減するための上位層データパケッ
トのヘッダ圧縮、データパケットの暗号化によるセキュリティ、および、UEとNode Bとの
間でUEのハンドオーバーのサポートを実現する。
【００３９】
　RLCサブレイヤ312は一般に、肯定応答された、肯定応答されていない、透過モードのデ
ータ転送をサポートし、上位層のデータパケットのセグメント化および再構築、失われた
データパケットの再送信、ならびに、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)による順序の狂っ
た受信を補償するためのデータパケットの再順序付けを行う。つまり、RLCサブレイヤ312
は、失われたパケットの再送信を要求できる、再送信機構を含む。ここで、RLCサブレイ
ヤ312が、ある最大の回数の再送信または送信時間の期限を経てもデータを正常に送達で
きない場合、上位層はこの状態を通知され、RLC SDUは廃棄され得る。
【００４０】
　さらに、RNC206(図2参照)におけるRLCサブレイヤは、RLCプロトコルデータユニット(PD
U)のフローを管理するためのフロー制御機能を含み得る。たとえば、RNCは、Node Bに送
るべきデータの量を決定することができ、データのバッチへの分割、および、たとえば、
DC-HSDPAシステムまたはMulti-Point HSDPAシステムにおけるダウンリンクアグリゲーシ
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ョンの場合の、そうしたバッチまたはパケットの複数のNode Bへの分配を含む、データの
割り当ての詳細を管理することができる。
【００４１】
　MACサブレイヤ310は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。
MACサブレイヤ310はまた、HARQ動作とともに、1つのセルの中の様々な無線リソース(たと
えばリソースブロック)の複数のUEへの割り当てを担う。MAC、サブレイヤ310は、限定は
されないが、MAC-dエンティティおよびMAC-hs/ehsエンティティを含む、様々なMACエンテ
ィティを含み得る。
【００４２】
　図4は、限定ではなく例として、HSPAを利用し得るUMTS Terrestrial Radio Access Net
work(UTRAN)アーキテクチャの簡略化されたアクセスネットワーク400を示す。このシステ
ムは、セル402、404、および406を含む複数のセルラー領域(セル)を含み、セルの各々は1
つまたは複数のセクタを含み得る。本開示では、「セル」という用語は全般に、UEとNode
 Bとの間の通信チャネルを指すことができ、文脈に応じてセクタを含み得る。セルは、た
とえば、カバレッジエリアによって地理的に定義されてもよく、かつ/または、周波数、
スクランブリングコードなどに従って定義されてもよい。つまり、示された地理的に定義
されるセル402、404、および406は各々、たとえば異なるスクランブリングコードを利用
することによって、複数のセルにさらに分割され得る。たとえば、セル404aは、第1のス
クランブリングコードおよびセル404bを利用することができ、同じ地理的な領域にあり同
じNode B444によってサービスされる場合、第2のスクランブリングコードを利用すること
によって区別され得る。
【００４３】
　セクタに分割されるセルにおいて、セル内の複数のセクタはアンテナのグループによっ
て形成されてよく、各アンテナは、セルの一部においてUEとの通信を担う。たとえば、セ
ル402において、アンテナグループ412、414、および416は、異なるセクタに各々対応し得
る。セル404において、アンテナグループ418、420、および422は、異なるセクタに各々対
応する。セル406において、アンテナグループ424、426、および428は、異なるセクタに各
々対応する。
【００４４】
　セル402、404、および406は、各セル402、404、または406の1つまたは複数のセクタと
通信していてもよい、いくつかのUEを含み得る。たとえば、UE430および432は、Node B44
2と通信していてもよく、UE434および436は、Node B444と通信していてもよく、UE438お
よび440は、Node B446と通信していてもよい。ここで、各Node B442、444、446は、それ
ぞれのセル402、404、および406の中のすべてのUE430、432、434、436、438、440のため
のコアネットワーク204(図2参照)に、アクセスポイントを提供するように構成される。
【００４５】
　ソースセル404aとの呼の間、または任意の他の時間において、UE436は、セル404b、406
、および402のような近隣のセルの様々なパラメータとともに、ソースセル404aの様々な
パラメータを監視することができる。さらに、これらのパラメータの品質に応じて、UE43
6は、近隣のセルの1つまたは複数との、何らかのレベルの通信を維持することができる。
この時間の間、UE436は、アクティブセット、つまり、UE436が同時に接続されるセルのリ
ストを維持することができる(すなわち、ダウンリンク専用物理チャネルDPCHまたはフラ
クショナルダウンリンク専用物理チャネルF-DPCHを現在UE436に割り当てているUTRAセル
が、アクティブセットを構成し得る)。ここで、アクティブセットの中のセルは、UEへの
ソフトハンドオーバー接続を形成し得る。UEはさらに、UEが測定できるがアクティブセッ
トに含めるにはその信号強度が十分に高くはないセルのリストを含む、近隣のセットまた
は監視されたセットを含み得る。
【００４６】
　アクティブセットの管理は、RNCとUEとの間で、ある無線リソース制御(RRC)メッセージ
を使うことで、可能になり得る。たとえば、アクティブセットに含めるべきセルの選択は
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、あるUEの測定結果によるものであってよく、この測定結果は、システム情報ブロック(S
IB)においてネットワークによって構成され得る。
【００４７】
　たとえば、UEは、UEの監視されたセットの中の各セルによって送信されるパイロット信
号(たとえば、共通パイロットチャネルCPICH)の、信号強度とノイズフロアとの比(EC/I0)
を測定することができる。つまり、UEは、近隣のセルのEC/I0を求めることができ、これ
らの測定結果に基づいてセルを順位付けることができる。
【００４８】
　セルの順位が変わると、または、任意の他の報告トリガイベントまたは測定イベント(
以下でさらに詳細に論じられる)が起きると、UEは、あるRRCメッセージをRNCに送って、
このイベントを報告することができる。したがって、RNCは、UEのアクティブセットを変
更するという決定を行い、アクティブセットの変更を示すRRCメッセージ(すなわちアクテ
ィブセット更新メッセージ)をUEに送ることができる。次いでRNCが、たとえば、Node B A
pplication Part(NBAP)シグナリングを利用してIubインターフェースを介して、それぞれ
のNode Bと通信し、UEとの通信のためにセルを構成することができる。最後に、再構成の
成功を示すPCR完了というUEからのRRCの応答があると、RNCが、物理チャネル再構成(PCR)
メッセージのようなさらなるRRCメッセージを利用して、UEと通信することができる。
【００４９】
　一次CPICHがUEの報告の範囲に入ると、1つの報告トリガが発生し得る。つまり、特定の
セルのEC/I0が特定の閾値(たとえば、一次サービングセルのEC/I0よりもあるdB値だけ低
い)に達し、そのレベルがある時間維持され、そのセルをアクティブセットに加えるのが
適切になり得る場合、イベント1Aと呼ばれる報告イベントが起こり得る。図5Aは、イベン
ト1Aのための、ノード間のシグナリングの一部を示す簡略化された呼の流れ図である。こ
の呼の流れ図および以下の呼の流れ図では、全般に時間は図の上から下に進むが、多くの
場合において、信号の示された順序が唯一の可能な順序であることは意図されず、他の順
序が本開示の様々な態様に従って利用され得る。さらに、呼の流れ図の右側にある順序番
号は、単に説明を容易にするために記されたものであり、各々の時間の番号は、一瞬から
数秒までの任意の適切な期間を表し得る。
【００５０】
　示される例では、時間(1)において、セル2の測定結果が閾値を上回り報告範囲に入った
とUE502が判定し、UE502は、イベント1Aを含みセル2(506)を特定するRRC測定結果報告メ
ッセージを送信することができる。それに応答して、時間(2)において、RNC508は、NBAP
シグナリングを利用するIubインターフェースを通じてセル2(506)と通信し、UE502との無
線リンクを確立することができる。時間(3)において、RNC508は、セル2(506)をUEのアク
ティブセットに加えることを示すRRCアクティブセット更新メッセージを、UE502に送るこ
とができる。UE502は、時間(4)において、RNC508へのRRCアクティブセット更新完了メッ
セージによって応答することができ、アクティブセットの更新を完了する。
【００５１】
　一次CPICHがUEの報告範囲から出ると、別の報告トリガが発生し得る。つまり、特定の
セルのEC/I0が特定の閾値(たとえば、一次サービングセルのEC/I0よりもあるdB値だけ低
い)を下回り、そのレベルがある時間維持され、そのセルをアクティブセットから除去す
るのが適切になり得る場合、イベント1Bと呼ばれる報告イベントが起こり得る。図5Bは、
イベント1Bのための、ノード間のシグナリングの一部を示す簡略化された呼の流れ図であ
る。示される例では、時間(1)において、セル2(506)が報告範囲から出たとUE502が判定す
る。したがって、UE502は、イベント1Bを含みセル2(506)を特定するRRC測定結果報告メッ
セージを送信することができる。それに応答して、時間(2)において、RNC508は、セル2(5
06)をそのアクティブセットから除去することを示すRRCアクティブセット更新メッセージ
を、UE502に送信することができる。時間(3)において、UE502は次いで、アクティブセッ
トが更新されたことを示す、RNC508へのRRCアクティブセット更新完了メッセージによっ
て応答することができる。時間(4)において、RNC508は次いで、Iubインターフェースを通



(21) JP 5564616 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

じてセル2(506)にNBAPシグナリングを送信して、セル2(506)とUE502との間の無線リンク
を削除することができる。
【００５２】
　アクティブセットに空きがなく、アクティブセット以外のセルの候補の一次CPICHが、
アクティブセット中の最弱のセルの一次CPICHを超え、したがってアクティブセット中の
最弱のセルを上記のセルの候補で置き換えるのが適切であり得る場合には、別の報告トリ
ガが発生し得る。ここで、イベント1Cと呼ばれる報告イベントが起こってよく、組み合わ
された無線リンクの追加と除去を引き起こす。イベント1Cは、実質的にイベント1Aとイベ
ント1Bの組合せであり、当業者には既知であるので、詳細な説明は本明細書では行われな
い。
【００５３】
　3GPPファミリーの規格のリリース5では、High Speed Downlink Packet Access(HSDPA)
が導入された。HSDPAは、いくつかのUEによって共有され得る高速ダウンリンク共有チャ
ネル(HS-DSCH)を、トランスポートチャネルとして利用する。HS-DSCHは、高速物理ダウン
リンク共有チャネル(HS-PDSCH)、高速共有制御チャネル(HS-SCCH)、および高速専用物理
制御チャネル(HS-DPCCH)という、3つの物理チャネルによって実装される。
【００５４】
　HS-DSCHは、1つまたは複数のHS-SCCHと関連付けられ得る。HS-SCCHは、HS-DSCHの送信
に関連するダウンリンク制御情報を搬送するために利用され得る、物理チャネルである。
UEは、いつHS-DSCHからデータを読み取るべきかを、および、割り当てられる物理チャネ
ルにおいて用いられる変調方式を決定するために、HS-SCCHを継続的に監視することがで
きる。
【００５５】
　HS-PDSCHは、いくつかのUEによって共有され得る物理チャネルである。HS-PDSCHは、四
位相偏移変調(QPSK)および16-直角位相振幅変調(16-QAM)およびマルチコード送信をサポ
ートすることができる。
【００５６】
　HS-DPCCHは、スケジューリングアルゴリズムにおいてNode Bを支援するためにUEからの
フィードバックを搬送することができる、アップリンク物理チャネルである。フィードバ
ックは、チャネル品質インジケータ(CQI)と、前のHS-DSCH送信の肯定応答または否定応答
(ACK/NAK)とを含み得る。
【００５７】
　HSDPAと、前に規格化された回線交換インターフェースとの、ダウンリンクにおける1つ
の違いは、HSDPAにはソフトハンドオーバーがないことである。このことは、HSDPAチャネ
ルが、HSDPAサービングセルと呼ばれる単一のセルからUEに送信されることを意味する。
ユーザが移動すると、またはあるセルが別のセルよりも好ましくなると、HSDPAのサービ
ングセルは変わり得る。それでも、UEは関連するDPCH上でソフトハンドオーバーの状態に
あることがあり、複数のセルから同じ情報を受信する。
【００５８】
　リリース5のHSDPAでは、任意の瞬間において、UEは1つのサービングセルを有し、その
サービングセルが、EC/I0のUEの測定結果よればアクティブセット中で最強のセルである
。3GPP TS25.331のリリース5で定められるモビリティ手順によれば、HSPDAサービングセ
ルを変更するための無線リソース制御(RRC)シグナリングメッセージが、UEが最強のセル
であると報告するセル(すなわちターゲットセル)からではなく、現在のHSDPAサービング
セル(すなわちソースセル)から送信される。
【００５９】
　つまり、上で説明されたイベント1Aおよびイベント1Bを扱う報告トリガに加えて、HSDP
Aでは、EC/I0のUEの測定結果によればサービングHS-DSCHセルの品質を近隣セル(アクティ
ブセットの中にあってもなくてもよい)が超える場合に、別の報告トリガが発生し得る。
この場合、サービングHS-DSCHセルを再選択するのが適切であり得る。図5Cは、イベント1



(22) JP 5564616 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

Dのための、ノード間のシグナリングの一部を示す簡略化された呼の流れ図であり、イベ
ント1Dは最良のサービングHS-DSCHセルのための測定イベントである。示される例では、
時間(1)において、セル1(504)はサービングHS-DSCHセルとして開始する。時間(2)におい
て、CPICH EC/I0に関してセル2(506)がセル1(504)を超えたと、UE502は判定することがで
きる。したがって、UE502は、イベント1Dを含みセル2(506)を特定するRRC測定結果報告メ
ッセージを送信することができる。それに応答して、時間(3)において、RNC508は、NBAP
シグナリングを利用してIubインターフェースを通じてセル2(506)にシグナリングを送信
し、UE502との無線リンクを確立することができる。時間(4)において、RNC508は、セル2(
506)が新しいサービングHS-DSCHセルになるように、サービングセルの変更を示すRRCトラ
ンスポートチャネル再構成要求をUE502に送ることができる。UE502は、時間(5)において
、RNC508へのRRCトランスポートチャネル再構成完了メッセージによって応答することが
できる。時間(6)において、RNCは、NBAPシグナリングを利用して、セル1(504)における無
線リンクの設定を削除することができる。したがって、時間(7)において、HSDPAサービス
は、新たなサービングHS-DSCHセル、すなわちセル2(506)によって開始することができる
。
【００６０】
　当業者には知られているように、周波数間ハンドオーバーに関していくつかの違いが存
在し得るが、それらは大部分が本開示の範囲外であり、本明細書では論じられない。
【００６１】
　3GPP規格のリリース8は、デュアルセルHSDPA(DC-HSDPA)をもたらし、これは、隣接する
2つの5MHzダウンリンクキャリアをUEが統合できるようにする。デュアルキャリアの手法
は、マルチキャリア部位におけるより高速なダウンリンクデータ速度およびより良好な効
率を実現する。一般に、DC-HSDPAは一次(アンカー)キャリアおよび二次キャリアを利用し
、一次キャリアはダウンリンクデータ送信のためのチャネルおよびアップリンクデータ送
信のためのチャネルを提供し、二次キャリアはダウンリンク通信のためのHS-PDSCHおよび
HS-SCCHの第2のセットを提供する。
【００６２】
　DC-HSDPAでは、ダウンリンクキャリアは一般に同じセルによって提供され、モビリティ
は一次キャリアに基づく。したがって、モビリティ手順は、シングルキャリアHSDPA向け
に構成されるモビリティ手順と大部分が同じである。しかし、すべてのセルがDC-HSDPAを
サポートできるとは限らないので、ターゲットセルへのハンドオーバーの後に単一のキャ
リアを使うか2つのキャリアを使うかを示すために、追加の情報がRRCのハンドオーバーメ
ッセージングに含まれてもよい。ここで、DC-HSDPA対応のNode Bへのハンドオーバーのた
めのRRCメッセージ内の情報要素(IE)は、ターゲットセルにおける二次キャリアの周波数
またはキャリアについての情報を含み得る。
【００６３】
　本開示のいくつかの態様によれば、ソフトアグリゲーションと呼ばれ得る別の形態のキ
ャリアアグリゲーションがダウンリンクキャリアアグリゲーションを提供し、それぞれの
ダウンリンクキャリアは同じ周波数キャリアを利用する。ソフトアグリゲーションは、シ
ングルキャリアネットワークにおけるDC-HSDPAと同様の利得を実現しようとする。
【００６４】
　図6は、本開示のいくつかの態様による、ソフトアグリゲーションの例示的なシステム
を示す。図6では、2つ以上のセル614と616との間に地理的な重複があり得るので、UE610
は、少なくともある期間、複数のセルによってサービスされ得る。したがって、本開示に
よるワイヤレス通信システムは、単一の周波数チャネル上の複数のセルからのHSDPAサー
ビスを提供できるので、UEはキャリアアグリゲーションを実行することができる。たとえ
ば、2つのセルを利用する構成は、Single Frequency Dual Cell HSDPA(SFDC-HSDPA)、Coo
rdinated Multi-Point HSDPA(CoMP HSDPA)、または単にMulti-Point HSDPAと呼ばれ得る
。しかし、他の用語も自由に使われ得る。このようにして、セルの境界ならびにシステム
全体において、ユーザは高いスループットによる利益を受けることができる。ここで、異
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なるセルは同じNode Bによって提供されてもよく、または異なるセルは全く異なるNode B
によって提供されてもよい。
【００６５】
　図6に示される方式では、2つの異なるNode B602および604は各々、それぞれHSDPAダウ
ンリンクキャリア606および608を提供し、ダウンリンクキャリアは実質的にキャリア周波
数が同じである。当然、すでに説明されたように、別の態様では、ダウンリンクキャリア
606と608の両方が、同じNode Bの異なるセクタから提供されてもよい。ここで、UE610は
、ダウンリンクキャリアを受信して統合し、Node B602と604の両方によって受信されるア
ップリンクチャネル612を提供する。UE610からのアップリンクチャネル612は、たとえば
、対応するダウンリンクキャリア606および608のためのダウンリンクチャネル状態に対応
する、フィードバック情報を提供することができる。
【００６６】
　図6に示されるようなMulti-Point HSDPAシステムのモビリティは、HSDPAシステムまた
はDC-HSDPAシステムのモビリティよりもやや複雑であり得る。それは、HSDPAシステムま
たはDC-HSDPAシステムは一般に単一のNode B箇所からそれぞれのHSダウンリンクチャネル
を提供するが、Multi-Point HSDPAでは、複数のNode B箇所とのアクティブなリンクが存
在し得るからである。たとえば、Multi-Point HSDPAシステムのモビリティは、システム
が、2つのサービングセルのアグリゲーションを開始し、二次サービングセルからのサー
ビス提供を停止してシングルセルHSDPAになり、一次サービングセルと二次サービングセ
ルのいずれか1つの識別情報を変更できるようにするための、命令および手順を含み得る
。
【００６７】
　本開示のいくつかの態様は、UEがMulti-Point HSDPAをサポートすると判定するためにR
NCによって用いられ得る、事前に指定されたInternational Mobile Subscriber Identity
(IMSI)またはPacket Temporary Mobile Subscriber Identity(P-TMSI)のような識別子を
利用する。加えて、本開示の態様の一部に従ったMulti-Point HSDPAが可能なUEは、RRC接
続要求メッセージ、RRC測定結果報告メッセージ、RRC物理チャネル再構成メッセージ、RR
C物理チャネル再構成完了メッセージ、RRCアクティブセット更新メッセージ、またはRRC
アクティブセット更新完了メッセージのうちの1つまたは複数のようなRRCメッセージの中
の、「マルチセルサポート」と呼ばれる情報要素(IE)において、リリース8のDC-HSDPA能
力を再使用することができる。
【００６８】
　さらに、本開示の様々な態様による、一次サービングセルと二次サービングセルの少な
くとも1つを変更するためのモビリティ手順は、前から存在するモビリティイベントを少
なくとも部分的に利用することができる。つまり、いくつかの既存のモビリティイベント
が、Multi-Point HSDPAシステムのモビリティに適用可能な新たなイベントに対応し得る
。本開示のさらなる態様は、Multi-Point HSDPAシステムに固有であり得る何らかの問題
に対処するための、新たなモビリティイベントを提供する。
【００６９】
　本開示のいくつかの態様は、アクティブセットに影響を与えることなく、Multi-Point 
HSDPAモードを単独でオンしオフすることを実現する。つまり、HSDPAを利用しアクティブ
セットに少なくとも2つのセルを有するUEは、本開示のこの態様によるモビリティ手順を
利用して、アクティブセット中のセルのセットを変更することなく、Multi-Point HSDPA
モードをオンし、アクティブセット中のサービスしていないセルの1つのアグリゲーショ
ンを開始することができる。さらに、一次サービングHS-DSCHセルおよび二次サービングH
S-DSCHセルによってMulti-Point HSDPAを利用するUEは、本開示のある態様によるモビリ
ティ手順を利用して、Multi-Point HSDPAモードをオフし、ダウンリンクアグリゲーショ
ンを停止することができる。
【００７０】
　本開示のさらなる態様は、アクティブセットへの新たなセルの追加およびアクティブセ
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ットからのセルの削除のためのモビリティ手順への、Multi-Point HSDPAモードのオンお
よびオフのピギーバックを実現することができる。
【００７１】
　たとえば、上で説明されたように、イベント1Aと呼ばれるモビリティイベントが、アク
ティブセットに新たなセルを追加するのに利用され得る。本開示のいくつかの態様によれ
ば、このモビリティイベントのために利用されるRRCメッセージの1つまたは複数は、Mult
i-Point HSDPAモードをオンにできるようにするために、新たなまたは修正された情報要
素(IE)を含み得る。つまり、二次セルからのHSサービスの開始は、アクティブセットへの
新たなセルの追加と同時であり得る。
【００７２】
　図7Aは、本開示の一態様に従って利用されるシグナリングの一部を示す、簡略化された
呼の流れ図であり、Multi-Point HSDPAサービスをオンにすることは、イベント1Aと呼ば
れる測定イベント後のアクティブセットへの新たなセルの追加と同じシーケンスに含まれ
る。
【００７３】
　ここで、以下でさらに詳細に説明されるように、二次サービングHS-DSCHセルがアクテ
ィブセットに追加された時にそのセルをアクティブ化するために、物理チャネル再構成(P
CR)メッセージングが利用され得る。
【００７４】
　示される例では、UE702は、Multi-Point HSDPAに対応するが、時間(1)において、セル1
(704)とのシングルセルHSDPA通信のために構成される例を開始する。ここで簡単にするた
めに、この時点ではUE702は、セル1(704)しか含まないアクティブセットを有する。
【００７５】
　時間(2)における、イベント1Aの動作のための最初のシグナリングは、図5Aに示される
シグナリングと実質的に同一であり、RRC測定結果報告、RRCアクティブセット更新、およ
びRRCアクティブセット更新完了メッセージを含む。しかし、いくつかの例では、UE702か
らRNC708へのRRC測定結果報告メッセージのような、UE702とRNC708との間のRRCアクティ
ブセットメッセージの1つまたは複数は、UE702がMulti-Point HSDPAサービスに対応する
ことを示すように適合された情報要素(IE)を含んでもよく、一方他の例では、RRCメッセ
ージの一部はそのようなIEを含む必要はない。たとえば、IEは、リリース8のDC-HSDPAシ
ステムで利用されるIEと同様に、マルチセルサポートを示し得る。しかし、他の態様では
、接続要求メッセージと呼ばれるより前のRRC通信が、マルチセルサポートIEを含み得る
ので、アクティブセット更新シグナリングにそのようなマルチセルサポートIEを含めるの
は必要ではないことがある。
【００７６】
　時間(3)において、RNC708は、Multi-Point HSDPAシステムにおけるUE702のための二次
サービングHS-DSCHセルとしてセル2(706)をセットアップするために、無線リンク再構成
メッセージを利用して、NBAPを通じてセル2(706)と通信することができ、この通信は、フ
ロー制御およびMAC-ehsスケジューラを初期化することと、アクティブ化時間においてHS
サービスの提供を準備することとを含む。同様に、NBAPを通じて、セル1(704)は、Multi-
Point HSDPAシステム中の一次サービングHS-DSCHセルとしてセル1(704)をセットアップす
るために、無線リンク再構成メッセージを利用してRNC708と通信することができ、この通
信は、アクティブ化時間におけるHS-DPCCHフォーマットの変更を含む。
【００７７】
　時間(4)において、RNC708は、物理チャネル再構成(PCR)メッセージをUE702に送ること
ができる。ここで、本開示のある態様では、PCRメッセージは、二次サービングHS-DSCHセ
ルの1つまたは複数の特性、たとえば、二次サービングセルが一次サービングHS-DSCHセル
と同じキャリアを利用するということをUE702に知らせるための、情報要素(IE)を含み得
る。いくつかの例では、Multi-Point HSDPAシステムに特有の、リリース8のDC-HSDPAシス
テムで利用されるものとは異なる新たなIEが利用され得る。他の例では、PCRメッセージ
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は、RRC Protocol Specificationのリリース8、3GPP TS25.331、セクション8.6.6.45に記
載される「Downlink Secondary Cell Info FDD」、および同じ文書のセクション8.6.3.1
に記載される「Activation Time」のような、何らかのリリース8のIEを再使用することが
できる。たとえば、リリース8 DC-HSDPAシステムでは、PCRメッセージは、どのキャリア
が追加されるべきかを示すように適合されたこのIEと、セル識別子と、セルからのHSサー
ビスを開始するのに必要であり得る任意の他の情報とを含み得る。たとえば、IEは、周波
数またはキャリアの識別についての情報を含み得る。
【００７８】
　本開示のある態様では、UE702は、Multi-Point HSDPAモードをオンにできるような方式
で、「Downlink Secondary Cell Info FDD」IEを再解釈することができる。ここで、本開
示のある態様によれば、「Downlink Secondary Cell Info FDD」IEは、既存のサービング
HS-DSCHセルと同じキャリアを示し得る。このようにして、UE702は、システムが同じ周波
数のキャリアアグリゲーションを利用してMulti-Point HSDPA向けに構成されていること
のインジケータとして、このIEを再解釈することができる。
【００７９】
　PCRとメッセージがUEに送信されると、RNC708は、セル1(704)およびセル2(706)におけ
る2つのMAC-ehsエンティティを通じたUE702への送信を調整するための、マルチリンクRLC
アルゴリズムを開始することができる。さらに、UE702がRNC708からPCRメッセージを受信
すると、アクティブ化時間が発生し得る。アクティブ化時間において、UE702は、セル2(7
06)に対応するMAC-ehsエンティティからのHS-PDSCHおよびHS-SCCHの受信と、新たなHS-DP
CCH送信フォーマットとを準備することができる。この時点で、二次サービングHS-DSCHセ
ル、すなわちセル2(706)からのHS送信が開始し得る。時間(5)において、二次サービングH
S-DSCHセルの受信の完了を確認する、PCR完了メッセージがRNC708に送られ得る。したが
って、時間(6)において、RNCからそれぞれのセル704および706へデータが流れることがで
き、UEは、Multi-Point HSDPAサービスを利用して、セル704と706の両方と通信すること
ができる。
【００８０】
　本開示の別の態様では、Multi-Point HSDPAモードをオンにすることは、RNC708とUE702
との間のPCRメッセージングを必ずしも必要とすることなく、アクティブセット更新手順
にピギーバックされ得る。つまり、いくつかの例では、図7Aに示されるアクティブセット
更新手順は、時間(2)において、二次サービングHS-DSCHセルのセットアップに必要な情報
を含む、適切なIEをアクティブセット更新メッセージに含めることによって、二次サービ
ングセルをアクティブ化することができる。
【００８１】
　本開示の別の態様では、UEのアクティブセットに少なくとも2つのセルがある場合には
、単独型のPCR手順を利用して、Multi-Point HSDPAモードをオンにすることができる。し
たがって、二次サービングHS-DSCHセルのダウンリンクは、アクティブセット中の既存の
セルについてアクティブ化され得るので、アクティブセットは変化しない。このようにし
て、Multi-Point HSDPAモードは、チャネル測定結果に関する情報をUEが送る必要なく、R
NCによってアクティブ化され得る。
【００８２】
　ここで、上記のように、PCRメッセージは、すでにアクティブセット中にあるセルとし
て、二次サービングHS-DSCHセルをアクティブ化するのに利用され得る。ここで、報告ト
リガは必要ではなくてよく、UEのアクティブセットに対する変更も必要ではなくてよい。
一例では、図7Aに示される手順は、時間(2)において示されるアクティブセット更新シグ
ナリングなしで、利用されてもよい。つまり、本開示のある態様では、アクティブセット
を変更することなく、RNC708は、UEのアクティブセットにセルを追加することを決定し、
Multi-Point HSDPAモードを利用する二次サービングHS-DSCHセルにすることができる。し
たがって、RNC708は、時間(3)において示されるように、NBAPを利用して、無線リンク再
構成メッセージをセル1 704およびセル2 706に提供し、PCRメッセージをUE702に提供する
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ことができ、PCRメッセージは、Multi-Point HSDPAモードでの二次サービングHS-DSCHセ
ルとしてセル(たとえばセル2(706))をアクティブセットに含めるようにUEに示す、IEを含
む。
【００８３】
　本開示の別の態様では、上で説明されたようなイベント1Bと呼ばれるモビリティイベン
トが、アクティブセットからセルを削除するために利用され得る。ここで、このモビリテ
ィイベントのために利用されるRRCメッセージの1つまたは複数は、Multi-Point HSDPAモ
ードのオフを可能にするために、新たなまたは修正されたIEを含み得る。つまり、二次セ
ルからのHSサービスの停止は、アクティブセットからの二次セルの削除と同時であり得る
。
【００８４】
　図7Bは、本開示の一態様に従って利用されるシグナリングの一部を示す、簡略化された
呼の流れ図であり、Multi-Point HSDPAサービスをオフにすることは、イベント1Bと呼ば
れる測定イベント後のアクティブセットからの二次セルの削除と同じシーケンスに含まれ
る。
【００８５】
　示される例では、時間(1)において、UE702は、Multi-Point HSDPAサービスに対応し、M
ulti-Point HSDPAサービスが、セル1(704)およびセル2(706)によって提供される。ここで
、簡潔にするために、この時点では、UE702のアクティブセット中のセルは、セル1 704お
よびセル2 706のみである。当然、本開示の態様による様々な例では、アクティブセット
は、Multi-Point HSDPAサービスを提供するセルに限定されなくてもよい。
【００８６】
　時間(2)において、UE702は、セル2(706)に対応する一次CPICHが閾値を下回り、したが
って報告範囲から出たと判定することができ、それに従って、イベント1Bを報告しセル2(
706)を特定するRRC測定結果報告メッセージを送信することができる。このメッセージに
よって、本開示のある態様によれば、UEは、アクティブセットからの二次サービングセル
の削除を要求することができる。つまり、本開示のいくつかの態様では、イベント1Bを報
告するRRC測定結果報告メッセージは、UE702がMulti-Point HSDPAサービスに関与し、ア
クティブセットからのアクティブなリンクの削除を望んでいるということを示す、IEを含
んでもよいが、本開示の別の態様では、イベント1Bを報告するRRC測定結果報告は、図5B
に関して上で説明されたような従来のメッセージフォーマットであってもよい。
【００８７】
　時間(3)において、RNC708は、無線リンク再構成メッセージを利用して、NBAPを通じて
セル1(704)およびセル2(706)と通信し、HSチャネルを停止するようにセル2(706)に知らせ
、セル2(706)に対応する二次サービングHS-DSCHセルの停止をセル1(704)に知らせ、Multi
-Point HSDPAモードのオフに対応するHS-DPCCHフォーマット変化にセル2(706)を備えさせ
ることができる。ここで、セル2(706)は、UE702に宛てられたデータのキューをフラッシ
ュすることができる。
【００８８】
　時間(4)において、RNC708は、PCRメッセージをUE702に送ることができ、このPCRメッセ
ージは、二次サービングHS-DSCHセルの性質、すなわち、セル1(704)が利用するのと同じ
周波数チャネルにあることに対応する、IEを除外し得る。たとえば、UEは、リリース8のI
E「Downlink Secondary Cell Info FDD」を含まないPCRメッセージを受信することによっ
て、二次サービングセルの停止を知らされ得る。つまり、このメッセージにおけるそのよ
うなIEの除外は、Multi-Point HSDPAサービスがオフにされており、UE702がシングルセル
HSDPAサービスに関わるべきであることを示すものとして、UE702によって解釈され得る。
RNC708からUE702へのPCRメッセージの後にアクティブ時間が続くことができ、この時間に
おいて、二次サービングHS-DSCHセル、すなわちセル2(706)からのHSサービスサービスが
停止されてよく、一次サービングHS-DSCHセルに対応するHS-DPCCHフォーマット、すなわ
ちセル1が変化し得る。さらに、UE702は、HS-PDSCHおよびHS-SCCHの受信を停止し、二次



(27) JP 5564616 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

サービングHS-DSCHセルに対応するMAC-ehsエンティティを除去し、シングルセルHSDPA送
信フォーマットの利用を開始することができる。加えて、RNC706におけるフロー制御アル
ゴリズムが、セル2(706)へのデータの送信を停止させ、マルチリンクRLCのためのアルゴ
リズムを停止させることができる。
【００８９】
　時間(5)において、UE702は、PCR完了メッセージをRNC708に送り、二次サービングHS-DS
CHセルの除去を確認することができる。RNC708は、時間(6)において、アクティブセット
からセル2(706)を削除するようにUE702に示すRRCアクティブセット更新メッセージを、UE
702に送ることができ、このメッセージに対して、UE702は時間(7)において、RNC708へのR
RCアクティブセット更新完了メッセージによって応答することができる。時間(8)におい
て、RNC708は、NBAPを利用して、セル2(706)における無線リンクを削除することができる
。したがって、時間(9)において、UE702は、シングルセルHSDPAサービスを利用して、セ
ル1(704)を経由してRNC708からHSDPAデータフローを受信することができる。
【００９０】
　本開示の別の態様では、Multi-Point HSDPAモードをオフにすることは、RNC708とUE702
との間のPCRメッセージングを必要とすることなく、RRC測定結果報告およびアクティブセ
ット更新手順にピギーバックされ得る。つまり、いくつかの例では、イベント1B手順は、
イベント1BのためのRRCシグナリングメッセージの1つまたは複数において、Multi-Point 
HSDPAモードに関連するIEを除外することによって、二次サービングセルを非アクティブ
化することができるので、Multi-Point HSDPAサービスは、PCRメッセージを必要とするこ
となく非アクティブ化され得る。
【００９１】
　本開示の別の態様では、二次サービングHS-DSCHセルの特性が、二次ダウンリンクをオ
フにしてシングルセルHSDPAに戻るのが適切であるようなものである場合に、単独型の手
順を利用して、Multi-Point HSDPAモードをオフにすることができる。したがって、二次
サービングHS-DSCHセルのダウンリンクは、アクティブセットが変化しないように、非ア
クティブ化され得る。つまり、本開示のある態様では、前の二次サービングHS-DSCHセル
は、アクティブセットのメンバーのままであり得る。
【００９２】
　ここで、上記のように、PCRメッセージが、二次サービングHS-DSCHセルを非アクティブ
化するために利用され得る。ここで、報告トリガは必要ではなくてよく、UEのアクティブ
セットに対する変更も必要ではなくてよい。一例では、図7Bに示される手順は、時間(2)
、(6)、および(7)において示されるアクティブセット更新シグナリングなしで、利用され
てもよい。つまり、本開示のある態様では、アクティブセットを変更することなく、RNC7
08は、二次サービングHS-DSCHセルの除去を決定し、Multi-Point HSDPAモードをオフにす
ることができる。したがって、RNC708は、NBAPを利用して、時間(3)において示されたよ
うに、無線リンク再構成メッセージをセル1(704)およびセル2(706)に提供し、時間(4)に
おいて示されたように、PCRメッセージをUE702に提供することができる。ここで、PCRメ
ッセージは、二次セル情報をUEに示す、IEを除外し得る。このようにして、UEはMulti-Po
int HSDPAモードで構成されるので、UEは、PCRメッセージにおける二次セル情報の除外を
、Multi-Point HSDPAモードをオフにするためのインジケータとして、解釈することがで
きる。
【００９３】
　本開示のさらなる態様では、上で説明されたようなイベント1Dと呼ばれるモビリティイ
ベントが、サービングHS-DSCHセルを再選択するために利用され得る。本開示のいくつか
の態様によれば、このモビリティイベントのために利用されるRRCメッセージの1つまたは
複数は、一次サービングHS-DSCHセルと二次サービングHS-DSCHセルの入れ替えを可能にす
るために、新たなまたは修正されIEを含み得る。つまり、二次サービングHS-DSCHセルが
一次サービングHS-DSCHセルの品質を超えるのを示す、測定結果イベントが起きると、本
開示の態様は、一次サービングHS-DSCHセルと二次サービングHS-DSCHセルの入れ替えを実
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現することができる。
【００９４】
　図7Cは、本開示のある態様による、イベント1Dのための、ノード間のシグナリングの一
部を示す簡略化された呼の流れ図である。この例示では、時間(1)において、セル1(704)
はUE702のための一次サービングHS-DSCHセルとして動作し、セル2(706)はMulti-Point HS
DPAシステム中のUE702のための二次サービングHS-DSCHセルとして動作する。時間(2)にお
いて、たとえばCPICH EC/I0に関して、セル2(706)がセル1(704)を超えると判定する測定
結果に基づいて、UE502は、イベント1Dを含むRRC測定結果報告メッセージを送信すること
ができる。本開示のいくつかの態様によれば、RRC測定結果報告メッセージは、UE702がMu
lti-Point HSDPAモードであり、イベントが一次サービングHS-DSCHセルと二次サービング
HS-DSCHセルを入れ替えるためのものであるということを示すものに相当する、IEを含み
得る。本開示の別の態様では、図5Cに示されるように、RRC測定結果報告メッセージは、
シングルセルHSDPAシステムにおける従来のサービングセル変更で利用されるものと同じ
であってよい。
【００９５】
　時間(3)において、NBAPを通じて、RNC708は、無線リンク再構成メッセージを利用して
セル1(704)およびセル2(706)と通信し、それぞれのセルとの無線リンクを再構成すること
ができる。この再構成は、HS-DPCCHフィードバックにおける、各セルのマッピングを含み
得る。本開示のいくつかの態様では、セル1(704)とセル2(706)との間のキュー転送が利用
され得るが、本開示の他の態様では、そのようなキュー転送は必要でなくてもよい。つま
り、一次サービングセルおよび二次サービングセルの位置が切り替わっても、一次サービ
ングセルとしての第1のNode Bにおいて待ち行列に入れられたデータは、イベント1Dモビ
リティイベントの後で、二次サービングセルとしてUEに送信し続けることができる。同様
に、二次サービングセルとしての第2のNode Bにおいて待ち行列に入れられたデータは、
イベント1Dモビリティイベントの後で、一次サービングセルとしてUEに送信し続けること
ができる。
【００９６】
　時間(4)において、RNC708は、RRC物理チャネル再構成メッセージをUE702に送り、サー
ビングセルの変更を確認することができる。本開示のある態様では、RRC物理チャネル再
構成メッセージは、一次サービングHS-DSCHセルおよび二次サービングHS-DSCHセルが同じ
キャリア上にあることをUE702に知らせるように構成される、IEを含み得る。さらに、本
開示のある態様では、RRC物理チャネル再構成メッセージは、セル1(704)とセル2(706)の
両方から、UE702に送信され得る。したがって、UE702は、このIEを、Multi-Point HSDPA
システムにおいて一次サービングHS-DSCHセルと二次サービングHS-DSCHセルが入れ替わっ
たことを示すものとして、解釈することができる。
【００９７】
　ここで、アクティブ化時間において、UE702は、セル2(706)からのCQIおよびHARQ ACK/N
ACK(すなわち、前の二次サービングHS-DSCHセル)をセル1(704)に対応するストリーム(す
なわち、新たな二次サービングHS-DSCHセル)にマッピングし、セル1(704)からのCQIおよ
びHARQ ACK/NACK(すなわち、前の一次サービングHS-DSCHセル)をセル2(706)に対応するス
トリーム(すなわち、新たな一次サービングHS-DSCHセル)にマッピングすることができる
。さらに、それぞれのNode Bは、MAC-ehsエンティティを再設定することなく、HARQバッ
ファをフラッシュすることができる。RNC708はさらに、この時点で、それぞれのセルに割
り当てられたあらゆる優先順位を調整することができる。
【００９８】
　時間(5)において、UE702は、一次サービングHS-DSCHセルおよび二次サービングHS-DSCH
セルの入れ替えが完了したことを示すRRC物理チャネル再構成完了メッセージを、RNC708
に送ることができる。したがって、時間(6)において、Multi-Point HSDPAサービスは、入
れ替えられた一次サービングHS-DSCHセルと二次サービングHS-DSCHセルによって再開する
ことができる。
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【００９９】
　本開示のいくつかの態様では、Multi-Point HSDPAモードをオンおよびオフする決定は
、限定はされないが、セルの負荷状態およびUEの電池状態を含む様々な要因に依存し得る
。たとえば、一態様では、大量のデータがUEに向けられた時に、Multi-Point HSDPAモー
ドをオンにして、UEのための複数のダウンリンクセルを統合するという決定が行われ得る
。このようにして、複数のダウンリンクのアグリゲーションによって、スループットの向
上が可能になり得る。本開示の別の態様では、UEの電池レベルが低い時、たとえば、ある
閾値(たとえば所定の閾値)以下である時、この要因によって、Multi-Point HSDPAモード
をオンにする確率を低くし、またはその可能性をなくすことができる。それは、そのよう
なモードは、シングルダウンリンクサービスと比べてより大量の電力を利用し得るからで
ある。
【０１００】
　上の議論は主に、UEのアクティブセットに最高で2つのセルがある様々な状況を重視し
ている。たとえば、アクティブセットに第2のセルを追加し、そのセルを二次サービングH
S-DSCHセルにすること、一次サービングHS-DSCHセルと二次サービングHS-DSCHセルを入れ
替えること、二次サービングHS-DSCHセルを非アクティブ化し、アクティブセットからそ
のセルを除去して、アクティブセットを1つのセルに減らすことである。しかし、特定のU
Eのアクティブセットは、2つのセルというサイズに限定されなくてもよく、3つ以上のセ
ルを含んでもよい。上記の状況の一部は、アクティブセット中のセルの数とは関係なく、
有効でありかつ広範に適用でき、何らかのさらなる状況も考慮されるべきである。
【０１０１】
　たとえば、UEがMulti-Point HSDPAモードをアクティブにしている時、UEは、2つのセル
によってサービスされるので、アクティブセット中に少なくとも2つのセルを有する。こ
こで、アクティブセットが2つのセルというサイズを有する場合、第3のセルがアクティブ
セットに追加され得る。そのような状況は、様々なモビリティイベントによって対処され
るべき、いくつかの可能性をもたらす。たとえば、一次サービングセルおよび二次サービ
ングセルが変化しないままである時、従来のイベント1Aが、アクティブセットに第3のセ
ルを追加するために利用され得る。加えて、一次サービングセルと二次サービングセルが
立場を入れ替えて、それぞれ二次サービングセルと一次サービングセルになった時、イベ
ント1Aとイベント1Dの組合せが、アクティブセットに第3のセルを追加するために利用さ
れ得る。
【０１０２】
　しかし、本開示のある態様によれば、新たなモビリティイベントを利用して、アクティ
ブセットに第3のセットを追加し、二次サービングセルを置き換えることができる。つま
り、非サービングセルが二次サービングセルよりも強くなった状況において、測定結果報
告メッセージが、二次サービングセルの変更の可能性があることをRNCに知らせるために
、トリガされ得る。したがって、本開示のある態様は、非サービングセルのCPICHを測定
し、そのセルの強度を現在の二次サービングセルの強度、さらには現在の一次サービング
セルの強度と比較するための、測定識別情報を導入する。ここで、非サービングセルのす
べてが現在の二次サービングセルよりも強い場合、測定結果報告メッセージがトリガされ
得る。ここで、一例では、RRC測定結果報告メッセージは、新たなモビリティイベントの
通知を含んでもよく、さらに、アクティブセットに追加されるべき新たなセルを特定する
ことができる。それに応じて、RNCは、NBAPを利用して、二次サービングセルおよび第3の
セルとの無線リンクを再構成することができ、必要であれば、一次サービングセルを再構
成できるので、第3のセルは新たな二次サービングセルになり、前の二次サービングセル
は、二次サービングセルとしてUEにサービスするのを停止するが、アクティブセットの中
には残ることができる。いくつかの例では、新たなモビリティイベントは、従来のアクテ
ィブセット更新シグナリングを利用して、第3のセルを含むようにアクティブセットを修
正することができる。さらに、いくつかの例では、物理チャネル再構成メッセージをUEに
送り、二次サービングセルの変更を確認することができる。
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【０１０３】
　本開示のいくつかの態様では、UEは、それぞれ一次サービングセルおよび二次サービン
グセルとエアインターフェースを通じて通信するための、2つのMACエンティティおよびPH
Yエンティティを含み得る。つまり、UEは、一次サービングセルおよび二次サービングセ
ルからそれぞれエアインターフェースを通じてダウンリンク信号を受信するための、2つ
の受信チェーンを含み得る。さらに、UEは、UE中の論理チャネルとトランスポートチャネ
ルとを多重化するための2つのMACエンティティを含むように、MAC層を構成可能であって
よい。ここで、UEは、二次サービングセルに対応するMACおよびPHYを、新たな二次サービ
ングセルとして動作する第3のセルにリダイレクトすることができる。さらに、トリガイ
ベントの時点で前の二次サービングセルが進行中のデータストリームを有する場合、この
進行中のデータを、新たな二次サービングセルとして動作する第3のセルに転送し、比較
的円滑な移行を可能にするのが望ましいことがある。したがって、本開示のある態様では
、キューの転送は、前の二次サービングセルから、新たな二次サービングセルとして動作
する第3のセルに向かって行われ得る。
【０１０４】
　別の状況は、アクティブセット中に一次サービングセルおよび二次サービングセルを有
し1つまたは複数の非サービングセルを有する、Multi-Point HSDPAモードのUEを含む。こ
こで、CPICH EC/I0の測定結果の順位への変更は、どのセルが一次サービングセルおよび
二次サービングセルに最もふさわしいかに関する、アクティブセット内での変更を引き起
こし得る。ここで、新たなセルをアクティブセットに追加して二次サービングセルを置き
換えるための、上で説明されたモビリティイベントが利用され得る。つまり、アクティブ
セット内の別のセルが現在の二次サービングセルの品質を超えた時に、新たなトリガイベ
ントがトリガされ得る。加えて、一次サービングセルを置き換えるために、または、一次
サービングセル、二次サービングセル、およびアクティブセット中の他のセルへの、基本
的に任意の他の所望の変更のために、モビリティイベントが利用され得る。
【０１０５】
　図8は、本開示のいくつかの態様による、イベント1A手順の間にMulti-Point HSDPAモー
ドをオンにするための、UEのための処理を示す流れ図である。いくつかの態様では、示さ
れる処理は、図1に示されるように、プロセッサ104によって実行され得る。いくつかの態
様では、示される処理は、図2に示されるように、UE210のようなUEによって実行され得る
。本開示の他の態様では、示される処理は、ワイヤレス通信に適切な任意の装置によって
実行され得る。たとえば、図8に示される処理は、図7Aに示される呼の流れ図に対応し得
る。
【０１０６】
　ブロック802において、処理は、サービングセルからHSDPAデータをUEにおいて受信する
ことができる。たとえば、UEは、第1のNode BからHS-DSCHダウンリンクを受信するように
構成される、MACエンティティを有し得る。ブロック804において、処理は、第2のセルが
報告範囲に入ったかどうかを判定することができる。たとえば、このことは、第2のセル
によって送信されるCPICHのEC/I0値の測定結果が、ある閾値を超えたという状況に相当し
得る。閾値を超えない場合、処理は、サービングセルからのHSDPAデータの受信に戻り得
る。閾値を超えた場合、処理はブロック806に進むことができ、UEは、イベント1Aを示し
第2のセルを特定する測定結果報告メッセージを送信することができる。ブロック808にお
いて、処理は、UEにおいてRNCからアクティブセット更新メッセージを受信することがで
き、第2のセルをアクティブセットに追加することを示す。ブロック810において、処理は
、アクティブセットの更新の完了を示すアクティブセット更新完了メッセージを、UEから
送信することができる。
【０１０７】
　ブロック812において、処理は、UEにおいて物理チャネル再構成メッセージを受信する
ことができる。ここで、本開示のある態様では、PCRメッセージは、二次サービングセル
の1つまたは複数の特性、たとえば、二次サービングセルが一次サービングセルと同じキ
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ャリアを利用するということをUEに知らせるための、情報要素を含み得る。たとえば、PC
Rメッセージは、IE「Downlink Secondary Cell Info FDD」を含み得る。ブロック814にお
いて、処理は、二次サービングセルの受信の完了を確認する物理チャネル再構成完了メッ
セージを、UEからRNCに送信することができる。したがって、ブロック816において、Mult
i-Point HSDPAモードがオンの状態で、UEは、新たな一次サービングセルおよび二次サー
ビングセルからMulti-Point HSDPAデータを受信することができる。
【０１０８】
　図9は、本開示のいくつかの態様による、イベント1A手順の間にMulti-Point HSDPAモー
ドをオンにするための、RNCのための処理を示す流れ図である。いくつかの態様では、示
される処理は、図1に示されるように、プロセッサ104によって実行され得る。いくつかの
態様では、示される処理は、図2に示されるように、RNC206のようなRNCによって実行され
得る。本開示の他の態様では、示される処理は、ワイヤレス通信に適切な任意の装置によ
って実行され得る。たとえば、図9に示される処理は、図7Aに示される呼の流れ図に対応
し得る。
【０１０９】
　ブロック902において、処理は、たとえばIubインターフェースを通じて、HSDPAデータ
をサービングセルに送信することができる。ここで、サービングセルは、図2に示されるN
ode B208のようなNode Bであってよい。ブロック904において、処理は、イベント1Aを示
し報告範囲に入ったセルを特定する測定結果報告メッセージを、UEから受信することがで
きる。ブロック906において、処理は、特定されたセルをアクティブセットに追加するこ
とを示すアクティブセット更新メッセージを、UEに送信することができる。ブロック908
において、処理は、アクティブセットの更新の完了を示すアクティブセット更新完了メッ
セージを、UEから受信することができる。
【０１１０】
　ブロック910において、処理は、NBAPシグナリングを利用して、HSDPAサービングセルに
対応する第1のNode Bにおいて第1の無線リンクを再構成できるので、第1のNode Bは、Mul
ti-Point HSDPAモードにおける一次サービングセルとして動作できる。ブロック912にお
いて、処理は、NBAPシグナリングを利用して、特定されたセルに対応する第2のNode Bに
おいて第2の無線リンクを再構成できるので、第2のNode Bは、Multi-Point HSDPAモード
における二次サービングセルとして動作できる。ブロック914において、処理は、物理チ
ャネル再構成メッセージをUEに送信することができる。ここで、本開示のある態様では、
PCRメッセージは、二次サービングセルの1つまたは複数の特性、たとえば、二次サービン
グセルが一次サービングセルと同じキャリアを利用するということをUEに知らせるための
、情報要素を含み得る。たとえば、PCRメッセージは、IE「Downlink Secondary Cell Inf
o FDD」を含み得る。ブロック916において、処理は、物理チャネル再構成完了メッセージ
を、RNCにおいてUEから受信することができ、二次サービングセルの受信のUEにおける完
了を確認する。したがって、ブロック918において、処理は、Multi-Point HSDPAモードで
一次サービングセルおよび二次サービングセルを利用して、Multi-Point HSDPAデータを
送信することができる。
【０１１１】
　図10は、本開示のいくつかの態様による、イベント1B手順の間にMulti-Point HSDPAモ
ードをオフにするための、UEのための処理を示す流れ図である。いくつかの態様では、示
される処理は、図1に示されるように、プロセッサ104によって実行され得る。いくつかの
態様では、示される処理は、図2に示されるように、UE210のようなUEによって実行され得
る。本開示の他の態様では、示される処理は、ワイヤレス通信に適切な任意の装置によっ
て実行され得る。たとえば、図10に示される処理は、図7Bに示される呼の流れ図に対応し
得る。
【０１１２】
　ブロック1002において、処理は、一次サービングセルおよび二次サービングセルからMu
lti-Point HSDPAデータをUEにおいて受信することができる。たとえば、UEは、それぞれ
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第1のNode Bおよび第2のNode BからHS-DSCHダウンリンクを受信するように構成される、2
つのMACエンティティを有し得る。ブロック1004において、処理は、二次サービングセル
が報告範囲を出たかどうかを判定することができる。たとえば、このことは、第2のセル
によって送信されるCPICHのEC/I0値の測定結果が、ある閾値を下回ったという状況に相当
し得る。閾値を下回らない場合、処理は、一次サービングセルおよび二次サービングセル
からのMulti-Point HSDPAデータの受信に戻り得る。閾値を下回った場合、処理はブロッ
ク1006に進むことができ、UEは、イベント1Bを示し第2のセルを特定する測定結果報告メ
ッセージを送信することができる。ブロック1008において、処理は、物理チャネル再構成
メッセージを受信することができる。ここで、本開示のある態様では、PCRメッセージは
、二次サービングセルの1つまたは複数の特性、たとえば、二次サービングセルが一次サ
ービングセルと同じキャリアを利用するということをUEに知らせるための、情報要素を除
外し得る。たとえば、PCRメッセージは、具体的にはIE「Downlink Secondary Cell Info 
FDD」を除外し得るので、UEはこの除外を、Multi-Point HSDPAモードがオフにされること
を示すものであると、解釈することができる。ブロック1010において、処理は、二次サー
ビングセルの除去の完了を確認する物理チャネル再構成完了メッセージを、UEから送信す
ることができる。ブロック1012において、処理は、アクティブセットからの前の二次サー
ビングセルの除去を示すアクティブセット更新メッセージを、UEにおいて受信することが
でき、ブロック1014において、処理は、アクティブセットの更新の完了を示すアクティブ
セット更新完了メッセージを、UEから送信することができる。したがって、ブロック1016
において、Multi-Point HSDPAモードがオフの状態で、処理は、前は一次サービングセル
であった新たなHS-DSCHサービングセルから、HSDPAデータをUEにおいて受信することがで
きる。
【０１１３】
　図11は、本開示のいくつかの態様による、イベント1B手順の間にMulti-Point HSDPAモ
ードをオフにするための、RNCのための処理を示す流れ図である。いくつかの態様では、
示される処理は、図1に示されるように、プロセッサ104によって実行され得る。いくつか
の態様では、示される処理は、図2に示されるように、RNC206のようなRNCによって実行さ
れ得る。本開示の他の態様では、示される処理は、ワイヤレス通信に適切な任意の装置に
よって実行され得る。たとえば、図11に示される処理は、図7Bに示される呼の流れ図に対
応し得る。
【０１１４】
　ブロック1102において、処理は、一次サービングセルおよび二次サービングセルを通じ
て、たとえばIubインターフェースを利用して、Multi-Point HSDPAデータをUEに送信する
ことができる。ここで、一次サービングセルおよび二次サービングセルは各々、図2に示
されるNode B208のようなNode Bであってよい。ブロック1104において、処理は、イベン
ト1Bを示す測定結果報告メッセージを、UEから受信することができる。ブロック1106にお
いて、処理は、NBAPシグナリングを利用して、一次サービングセルに相当する第1のNode 
Bにおいて第1の無線リンクを再構成し、たとえば、二次サービングセルの停止を第1のNod
e Bに知らせ、Multi-Point HSDPAモードをオフにすることに対応するHS-DPCCHフォーマッ
トの変更に、第1のNode Bを備えさせることができる。ブロック1108において、処理は、N
BAPシグナリングを利用して、HSチャネルを停止させることを二次サービングセルに知ら
せ、たとえば、二次サービングセルに相当する第2のNode Bにおいて第2の無線リンクを再
構成し、Multi-Point HSDPAモードをオフにすることができる。ここで、第2のNode Bは、
UEに宛てられたデータのキューをフラッシュすることができる。
【０１１５】
　ブロック1110において、処理は、物理チャネル再構成メッセージをUEに送信することが
できる。ここで、本開示のある態様では、PCRメッセージは、二次サービングセルの1つま
たは複数の特性、たとえば、二次サービングセルが一次サービングセルと同じキャリアを
利用するということをUEに知らせるための、情報要素を除外し得る。たとえば、PCRメッ
セージは、IE「Downlink Secondary Cell Info FDD」を含み得る。ブロック1112において
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、処理は、一次サービングセルおよび二次サービングセルの入れ替えのUEにおける完了を
確認する物理チャネル再構成完了メッセージを、RNCにおいてUEから受信することができ
る。
【０１１６】
　ブロック1114において、処理は、前の二次サービングセルをアクティブセットから削除
することを示すアクティブセット更新メッセージを、UEに送信することができる。ブロッ
ク1116において、処理は、アクティブセットの更新の完了を示すアクティブセット更新完
了メッセージを、UEから受信することができる。したがって、ブロック1118において、処
理は、第1のNode BをHSDPAサービングセルとして利用して、HSDPAデータをRNCからUEに送
信することができる。
【０１１７】
　図12は、本開示のいくつかの態様による、イベント1D手順の間に一次サービングセルと
二次サービングセルを入れ替えるための、UEのための処理を示す流れ図である。いくつか
の態様では、示される処理は、図1に示されるように、プロセッサ104によって実行され得
る。いくつかの態様では、示される処理は、図2に示されるように、UE210のようなUEによ
って実行され得る。本開示の他の態様では、示される処理は、ワイヤレス通信に適切な任
意の装置によって実行され得る。たとえば、図12に示される処理は、図7Cに示される呼の
流れ図に対応し得る。
【０１１８】
　ブロック1202において、処理は、一次サービングセルおよび二次サービングセルからMu
lti-Point HSDPAデータをUEにおいて受信することができる。たとえば、UEは、それぞれ
第1のNode Bおよび第2のNode BからHS-DSCHダウンリンクを受信するように構成される、2
つのMACエンティティを有し得る。ブロック1204において、処理は、二次サービングセル
が一次サービングセルを超えたかどうかを判定することができる。たとえば、このことは
、二次サービングセルによって送信されるCPICHのEC/I0の値の測定結果が、一次サービン
グセルによって送信されるCPICHのEC/I0の値の測定結果よりも高いという状況に相当し得
る。超えない場合、処理は、一次サービングセルおよび二次サービングセルからのMulti-
Point HSDPAデータの受信に戻り得る。超えた場合、処理はブロック1206に進むことがで
き、UEは、イベント1Dを示す測定結果報告メッセージを送信することができる。ブロック
1208において、処理は、物理チャネル再構成メッセージを受信することができる。ここで
、本開示のある態様では、PCRメッセージは、二次サービングセルの1つまたは複数の特性
、たとえば、二次サービングセルが一次サービングセルと同じキャリアを利用するという
ことをUEに知らせるための、情報要素を含み得る。たとえば、PCRメッセージは、IE「Dow
nlink Secondary Cell Info FDD」を含み得るので、UEはこのIEを、一次サービングセル
および二次サービングセルが入れ替えられるべきであるということを示すものであると、
解釈することができる。ブロック1210において、処理は、一次サービングセルと二次サー
ビングセルの入れ替えの完了を確認する物理チャネル再構成完了メッセージを、UEから送
信することができる。したがって、ブロック1212において、処理は、新たに入れ替えられ
た一次サービングセルおよび二次サービングセルから、Multi-Point HSDPAデータをUEに
おいて受信することができる。
【０１１９】
　図13は、本開示のいくつかの態様による、イベント1D手順の間に一次サービングセルと
二次サービングセルを入れ替えるための、RNCのための処理を示す流れ図である。いくつ
かの態様では、示される処理は、図1に示されるように、プロセッサ104によって実行され
得る。いくつかの態様では、示される処理は、図2に示されるように、RNC206のようなRNC
によって実行され得る。本開示の他の態様では、示される処理は、ワイヤレス通信に適切
な任意の装置によって実行され得る。たとえば、図13に示される処理は、図7Cに示される
呼の流れ図に対応し得る。
【０１２０】
　ブロック1302において、処理は、一次サービングセルおよび二次サービングセルを通じ
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て、たとえばIubインターフェースを利用して、Multi-Point HSDPAデータをUEに送信する
ことができる。ここで、一次サービングセルおよび二次サービングセルは各々、図2に示
されるNode B208のようなNode Bであってよい。ブロック1304において、処理は、イベン
ト1Dを示す測定結果報告メッセージを、UEから受信することができる。ブロック1306にお
いて、処理は、NBAPシグナリングを利用して、一次サービングセルに対応する第1のNode 
Bにおいて第1の無線リンクを再構成できるので、第1のNode Bは、Multi-Point HSDPAモー
ドにおける新たな二次サービングセルとして動作できる。ブロック1308において、処理は
、NBAPシグナリングを利用して、二次サービングセルに対応する第2のNode Bにおいて第2
の無線リンクを再構成できるので、第2のNode Bは、Multi-Point HSDPAモードにおける新
たな一次サービングセルとして動作できる。
【０１２１】
　ブロック1310において、処理は、物理チャネル再構成メッセージをUEに送信することが
できる。ここで、本開示のある態様では、PCRメッセージは、二次サービングセルの1つま
たは複数の特性、たとえば、二次サービングセルが一次サービングセルと同じキャリアを
利用するということをUEに知らせるための、情報要素を含み得る。たとえば、PCRメッセ
ージは、IE「Downlink Secondary Cell Info FDD」を含み得る。ブロック1312において、
処理は、一次サービングセルおよび二次サービングセルの入れ替えのUEにおける完了を確
認する物理チャネル再構成完了メッセージを、RNCにおいてUEから受信することができる
。したがって、ブロック1314において、処理は、新たに入れ替えられた一次サービングセ
ルおよび二次サービングセルから、Multi-Point HSDPAデータを送信することができる。
【０１２２】
　W-CDMAシステムを参照して、遠隔通信システムのいくつかの態様を示してきた。当業者
が容易に諒解するように、本開示全体にわたって説明される様々な態様は、他の通信シス
テム、ネットワークアーキテクチャおよび通信規格に拡張され得る。
【０１２３】
　例として、様々な態様は、TD-SCDMAおよびTD-CDMAのような、他のUMTSシステムに拡張
され得る。様々な態様はまた、Long Term Evolution(LTE)(FDD、TDD、またはこれら両方
のモードの)、LTE-Advanced(LTE-A)(FDD、TDD、またはこれら両方のモードの)、CDMA2000
、Evolution-Data Optimized(EV-DO)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi
)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Ultra-Wideband(UWB)、Bluetooth(登録商標)、およ
び/または他の適切なシステムを利用する、システムに拡張され得る。実際の利用される
遠隔通信規格、ネットワークアーキテクチャ、および/または通信規格は、具体的な用途
およびシステム全体に課される設計制約に依存する。
【０１２４】
　上記の説明は、本明細書で説明される様々な態様を当業者が実施できるようにするため
に与えられた。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書
で定義した一般的な原理は他の態様に適用され得る。したがって、請求項は本明細書で示
す態様に限定されるよう意図されているわけではなく、請求項の文言と整合するすべての
範囲を許容するように意図されており、単数の要素への言及は、そのように明記されてい
ない限り、「唯一無二の」ではなく、「1つまたは複数の」を意味するよう意図されてい
る。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という用語は「1つまたは複数の」を
意味する。項目の一覧「のうちの少なくとも1つ」という語句は、単一の要素を含め、そ
れらの項目の任意の組合せを意味する。たとえば、「a、bまたはcのうちの少なくとも1つ
」は、「a」、「b」、「c」、「aおよびb」、「aおよびc」、「bおよびc」、「a、bおよ
びc」を含むことが意図されている。当業者が知っているか、後に知ることになる、本開
示全体にわたって説明された様々な態様の要素と構造的かつ機能的に同等のものはすべて
、参照により本明細書に明確に組み込まれ、請求項が包含するように意図されている。ま
た、本明細書で開示する内容は、そのような開示が請求項で明記されているか否かにかか
わりなく、公に供することは意図されていない。請求項のいかなる要素も、「のための手
段」という語句を使用して要素が明記されている場合、または方法クレームで「のための
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ステップ」という語句を使用して要素が記載されている場合を除き、米国特許法第112条
第6項の規定に基づき解釈されることはない。
【符号の説明】
【０１２５】
　　100　装置
　　102　バス
　　104　プロセッサ
　　106　コンピュータ可読媒体
　　108　バスインターフェース
　　110　トランシーバ
　　112　ユーザインターフェース
　　114　処理システム
　　200　UMTSシステム
　　202　UMTS地上アクセスネットワーク
　　204　コアネットワーク
　　206　無線ネットワークコントローラ
　　207　無線ネットワークサブシステム
　　208　Node B
　　210　ユーザ装置
　　211　加入者識別モジュール
　　212　モバイルサービス交換センタ
　　214　ゲートウェイMSC
　　215　ホームロケーションレジスタ
　　216　回線交換ネットワーク
　　218　サービングGPRSサポートノード
　　220　ゲートウェイGPRSサポートノード
　　308　L2層
　　310　メディアアクセス制御サブレイヤ
　　312　無線リンク制御サブレイヤ
　　314　パケットデータコンバージェンスプロトコルサブレイヤ
　　316　RRC層
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