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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンポーネントキャリアに特化した再構成のために無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ
）に実装される方法であって、前記方法は、
　コンポーネントキャリアの再構成に対するコマンドを受信することであって、前記ＷＴ
ＲＵは、複数のコンポーネントキャリア経由で伝送するまたは受信することができるステ
ップと、
　コンポーネントキャリアベースで少なくとも１つのコンポーネントキャリアを構成して
少なくとも１つの新しいコンポーネントキャリアに付加し、または少なくとも１つの現在
構成されているコンポーネントキャリアを除去もしくは置き換えることであって、前記コ
ンポーネントキャリア上の不連続受信（ＤＲＸ）パターンは、互いに重複しないステップ
と
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　付加され、除去され、または置き換えられる少なくとも１つのコンポーネントキャリア
は、アップリンクキャリアまたはダウンリンクキャリアのいずれかであることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　他のコンポーネントキャリアが非アクティブな間に１つのコンポーネントキャリア上の
ターゲットセルにおいてランダムアクセス手順を行うステップをさらに備えることを特徴



(2) JP 5351289 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　コンポーネントキャリア上で不連続伝送（ＤＴＸ）を行うステップであって、前記コン
ポーネントキャリア上のＤＴＸパターンは、互いに重複しないことをさらに備えることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）に実装されるコンポーネントキャリアに特化した
再構成のための方法であって、
　少なくとも２つのコンポーネントキャリア上のマルチポイント協調伝送（ＣｏＭＰ）ア
クティブセット内の複数のセルからダウンリンク伝送を受信するステップであって、前記
ダウンリンク伝送は、前記複数のセルから協調されることと、
　トリガに応答して、前記少なくとも２つのコンポーネントキャリアのうちの１つによっ
て伝達される制御チャネルのハンドオーバーを、ダウンリンク伝送および／またはアップ
リンク伝送のうちの少なくとも１つの別のコンポーネントキャリアに行うステップであっ
て、前記制御チャネルを伝達するコンポーネントキャリアはアンカーセルであることと
　を備えることを方法。
【請求項６】
　ダウンリンクのトラフィックチャネルに対するハンドオーバーは、前記ダウンリンク伝
送を前記ＣｏＭＰアクティブセット内いずれのセルからも受信することができない場合に
行われることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＷＴＲＵは、前記ＣｏＭＰアクティブセットを認識し、およびトラフィックチャネ
ルに対するハンドオーバーを行うことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）に実装されるコンポーネントキャリアに特化した
再構成のための方法であって、
　少なくとも２つのコンポーネントキャリア上のマルチポイント協調伝送（ＣｏＭＰ）ア
クティブセット内の複数のセルにアップリンク伝送を伝送するステップであって、前記ア
ップリンク伝送は、前記複数のセルから協調されることと、
　前記アップリンク伝送を前記ＣｏＭＰアクティブセット内いずれのセルにおいても受信
することができない場合に、少なくとも２つのコンポーネントキャリアからのアップリン
クのトラフィックチャネルに対するハンドオーバーを別のコンポーネントキャリアに行う
ステップと
　をさらに備えることを特徴とする方法。
【請求項９】
　少なくとも１つのコンポーネントキャリアに対する測定を行うステップと
　前記測定をレポートするステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数のコンポーネントキャリア用のパラメータを含む無線リソース制御（ＲＲＣ）
メッセージを受信するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＲＲＣメッセージは、個別ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルを
有するコンポーネントキャリアの第１のグループおよび競合ベースのＲＡＣＨプリアンブ
ルを有するコンポーネントキャリアの第２のグループを含み、前記ＷＴＲＵがコンポーネ
ントキャリアを選択して前記グループのうちの１つからハンドオーバーを開始できるよう
にすることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本出願は、２００９年３月１２出願の米国特許仮出願第６１／１５９６０６号の優先権
を主張するものであり、完全に記載されているように参照することによって本書に組み込
まれる。
【０００２】
　本出願は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　より高いデータ転送レートおよびスペクトル効率をサポートするために、新しい無線技
術が導入されている。例えば、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロン
グタームエボリューション（ＬＴＥ）システムは、３ＧＰＰリリース８（Ｒ８）に導入さ
れている。　　　　
【０００４】
　ＬＴＥダウンリンク（ＤＬ）伝送は、直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）無線
インタフェースに基づき、ＬＴＥアップリンク（ＵＬ）伝送は、単一キャリア（ＳＣ）離
散フーリエ変換拡散直交周波数分割多重アクセス（ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭＡ）に基づく。
ＵＬにおける単一キャリア伝送の使用は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）などのマルチ
キャリア伝送と比較して低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）によって動機付けられる。
デプロイメント（deployment）に柔軟性を与えるために、３ＧＰＰ　Ｒ８　ＬＴＥシステ
ムは、１．４、２．５、５、１０、１５または２０ＭＨｚのいずれかの伝送帯域幅をスケ
ーラブルにサポートする。Ｒ８　ＬＴＥシステムは、周波数分割複信（ＦＤＤ）モード、
時分割複信（ＴＤＤ）モードまたは半複信ＦＤＤモードのいずれかで動作し得る。
【０００５】
　Ｒ８　ＬＴＥシステムにおいて、各無線フレーム（１０ｍｓ）は、同じ大きさの１ｍｓ
サブフレーム１０個から成る。各サブフレームは、それぞれが同じ大きさの０．５ｍｓタ
イムスロット２つから成る。１タイムスロット当たり７つまたは６つのいずれかのＯＦＤ
Ｍシンボルになり得る。１タイムスロット当たり７つのシンボルは、通常の循環プレフィ
ックス(cyclic prefix)に使用され、１タイムスロット当たり６つのシンボルは、拡張さ
れた循環プレフィックスに使用される。Ｒ８　ＬＴＥシステム用のサブキャリア間隔は、
１５ｋＨｚである。７．５ｋＨｚを使用する、代替的な狭められたサブキャリア間隔モー
ドも実行可能である。リソースエレメント（ＲＥ）は、１つのＯＦＤＭシンボルのインタ
ーバル間で１つのサブキャリアに対応する。０．５ｍｓタイムスロット間の１２個の連続
したサブキャリアは、１つのリソースブロック（ＲＢ）に相当する。従って、１タイムス
ロッ当たり７つのシンボルでは、各ＲＢは、１２×７＝８４ＲＥから成る。ＤＬキャリア
は、最小６ＲＢから最大１１０ＲＢに至るスケーラブルな数のＲＢを備え得る。これは、
おおまかに１ＭＨｚから２０ＭＨｚまでのすべてのスケーラブルな伝送帯域幅に対応する
。通常、共通の伝送帯域幅のセットは、（例えば、１．４、３、５、１０、または２０Ｍ
Ｈｚに）指定される。ＬＴＥにおける動的スケジューリング用の時間領域の基本単位は、
２つの連続したタイムスロットから成る１つのサブフレームである。いくつかのＯＦＤＭ
シンボル上のあるサブキャリアは、パイロット信号を時間周波数グリッドにおいて伝達す
るのに割り振られる。
【０００６】
　Ｒ８　ＬＴＥのＤＬ方向において、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）は、進化した（ev
olved）ノードＢ（ｅＮＢ）によって割り振られて、ＬＴＥ伝送帯域幅全域のどこにでも
ＷＴＲＵのデータを受信し得る。Ｒ８　ＬＴＥのＵＬ方向において、ＷＴＲＵは、ＦＤＭ
Ａ配置で割り当てられたサブキャリアによる限定されかつ隣接する(contiguous)セットを
伝送し得る。これは、単一キャリア（ＳＣ）ＦＤＭＡと呼ばれる。例えば、ＵＬにおける
すべてのＯＦＤＭ信号またはシステムの帯域幅が１から１００までの番号が付けられたサ
ブキャリアからできている場合、第１のＷＴＲＵを割り当てて、それ自身の信号をサブキ
ャリア１から１２上に伝送し得るし、第２のＷＴＲＵは、サブキャリア１３から２４上に
伝送し得るなどである。ｅＮＢは、伝送帯域幅全域の複合ＵＬ信号を、通常複数のＷＴＲ
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Ｕから同時に受信するだろうが、各ＷＴＲＵは、利用可能な伝送帯域幅のサブセットに伝
送するだろう。周波数ホッピングは、ＷＴＲＵによってＵＬ伝送に適用され得る。
【０００７】
　ＬＴＥベースの無線アクセスシステムの達成可能なスループットおよびカバレッジをさ
らに改良するために、そしてＤＬ方向において１ＧｂｐｓとＵＬ方向において５００Ｍｂ
ｐｓとのＩＭＴアドバンスト要件に合わせるために、ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）
は、現在３ＧＰＰ標準化団体で研究中である。ＬＴＥ－Ａに提案された１つの大幅な改良
は、キャリア集約(carrier aggregation)および柔軟な帯域幅配置のサポートである。Ｄ
ＬおよびＵＬ伝送帯域幅がＲ８　ＬＴＥにおいて２０ＭＨｚを超す（例えば、４０ＭＨｚ
）のを可能にし、利用可能なペアキャリア(paired carriers)のより柔軟な使用が可能に
なるだろう。例えば、Ｒ８　ＬＴＥが対称かつペアになったＦＤＤモード（例えば、ＤＬ
とＵＬとの両方の伝送帯域幅がそれぞれで１０ＭＨｚまたは２０ＭＨｚ）で動作するよう
に限定されるのに対し、ＬＴＥ－Ａは、例えば、ＤＬの１０ＭＨｚをＵＬの５ＭＨｚとペ
アにするといった非対称構成で動作することができるだろう。さらに、複合集約伝送帯域
幅(composite aggregate transmission bandwidths)は、ＬＴＥ－Ａを用いて実現可能に
なり得る（例えば、ＤＬの第１の２０ＭＨｚのコンポーネントキャリアと第２の１０ＭＨ
ｚのコンポーネントキャリアとを合わせたものを、ＵＬの２０ＭＨｚのコンポーネントキ
ャリアとペアにする）。複合集約伝送帯域幅は、必ずしも周波数領域において隣接されな
くてもよい。代替的には、隣接する集約伝送帯域幅の動作も実現可能になり得る（例えば
、１５ＭＨｚの第１のＤＬコンポーネントキャリア（ＣＣ）は、別の１５ＭＨｚのＤＬコ
ンポーネントキャリアに集約されて、２０ＭＨｚのＵＬコンポーネントキャリアとペアに
なる）。
【０００８】
　図１Ａは、不連続スペクトル集約(discontinuous spectrum aggregation)を示し、図１
Ｂおよび図１Ｃは、連続スペクトル集約(continuous spectrum aggregation)を示す。Ｌ
ＴＥ　Ｒ８のＵＬ伝送フォーマットは、ＤＦＴプレコーダを使用するＤＦＴ－Ｓ　ＯＦＤ
Ｍを使用する。ＤＦＴプレコーダは、図１Ｂに示すように、帯域幅が隣接している場合に
集約帯域幅（即ち、コンポーネントキャリアの全域）に適用され得る。代替的には、ＤＦ
Ｔプレコーダは、図１Ｃに示すように、コンポーネントキャリア毎（例えば、最大で１１
０ＲＢまたは２０ＭＨｚ）に適用され得る。
【０００９】
　図２Ａおよび図２Ｂは、ＬＴＥ　Ｒ８におけるモビリティ内の(intra-mobility)管理エ
ンティティ（ＭＭＥ）／サービングゲートウェイのハンドオーバー手順を示す。ＬＴＥ　
Ｒ８において、ハードハンドオーバーが使用され、ハンドオーバー手順は、１キャリア（
即ち、１コンポーネントキャリア）に制限される。
【００１０】
　ｅＮＢには、接続確立またはトラッキングエリア（ＴＡ）の最終更新のいずれかにおけ
るローミング制限に関する情報を含むＷＴＲＵコンテキストが提供される。（ステップ１
０２）。ソースｅＮＢは、エリア制限情報に従ってＷＴＲＵ測定手順を構成する（ステッ
プ１０４）。ソースｅＮＢによって提供される測定は、ＷＴＲＵの接続モビリティを制御
する機能を支援し得る。
【００１１】
　ＷＴＲＵは、例えば、システム情報、仕様などによって設定されるルールによってトリ
ガされる測定レポートを伝送するためのアップリンク割当を得て（ステップ１０６）、ひ
とたびトリガされると測定レポートをソースｅＮＢに伝送する（ステップ１０８）。
【００１２】
　ソースｅＮＢは、測定レポートおよび無線リソース管理（ＲＲＭ）情報に基づいてハン
ドオーバーの決定を行う（ステップ１１０）。ソースｅＮＢは、ステップ１１２において
ハンドオーバー要求メッセージをターゲットｅＮＢに発行し、ターゲットｅＮＢにおいて
ハンドオーバーを準備するのに必要な情報を渡すが、その情報は、ソースｅＮＢにおける
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ＷＴＲＵ　Ｘ２コンテキストシグナリング基準(reference)と、ＷＴＲＵ　Ｓ１　ＥＰＣ
コンテキストシグナリング基準と、ターゲットセル識別子（ＩＤ）と、ＫeNBと、ソース
ｅＮＢ内のＷＴＲＵのセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）と、アクセス層
（ＡＳ）－構成と、ソースセルのＥＵＴＲＡＮ無線アクセスベアラ（Ｅ－ＲＡＢ）コンテ
キストおよび物理レイヤＩＤと、起こり得る無線リンクの不具合（ＲＬＦ）を回復するた
めの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）などを含む。ＷＴＲＵ　Ｘ２／ＷＴＲＵ　Ｓ１シグナリ
ング基準によって、ターゲットｅＮＢがソースｅＮＢおよび進化したパケットコア（ＥＰ
Ｃ）をアドレス指定できるようになる。Ｅ－ＲＡＢコンテキストは、必要な無線ネットワ
ークレイヤ（ＲＮＬ）およびトランスポートネットワークレイヤ（ＴＮＬ）のアドレス情
報と、Ｅ－ＲＡＢのサービス品質（ＱｏＳ）プロファイルとを含む。
【００１３】
　ターゲットｅＮＢは、リソースがターゲットｅＮＢによって与えられ得る場合、受信さ
れるＥ－ＲＡＢ　ＱｏＳ情報に依存する許可制御を行って、ハンドオーバーが成功する見
込みを増加し得る（ステップ１１４）。ターゲットｅＮＢは、受信されるＥ－ＲＡＢ　Ｑ
ｏＳ情報に従って要求されるリソースを構成して、Ｃ－ＲＮＴＩおよび任意にはランダム
アクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルを保存する。ターゲットセル内で使用される
ＡＳ－構成は、独立して（即ち、「確立(establishment)」）指定されるか、またはソー
スセル内で使用されるＡＳ－構成と比較された増分（delta）（即ち、「再構成(reconfig
uration)」）のいずれかに指定され得る。
【００１４】
　ターゲットｅＮＢは、レイヤ１およびレイヤ２を用いてハンドオーバーを準備して、ハ
ンドオーバー要求肯定応答をソースｅＮＢに送信する（ステップ１１６）。ハンドオーバ
ー要求肯定応答メッセージは、ハンドオーバーを行うＲＲＣメッセージとしてＷＴＲＵに
送信される透過コンテナを含む。透過コンテナは、新しいＣ－ＲＮＴＩ、および選択され
るセキュリティアルゴリズム用のターゲットｅＮＢセキュリティアルゴリズム識別子を含
む。透過コンテナは、個別ＲＡＣＨプリアンブル、および例えば、アクセスパラメータ、
システム情報ブロック（ＳＩＢ）などの他のパラメータを任意に含み得る。ハンドオーバ
ー要求肯定応答メッセージは、必要に応じて、順方向トンネル用のＲＮＬ／ＴＮＬ情報も
含み得る。ソースｅＮＢがハンドオーバー要求肯定応答メッセージを受信すると直ぐに、
またはハンドオーバーコマンドの伝送がダウンリンク内で開始されると直ぐに、データの
順方向送信が開始され得る。
【００１５】
　ソースｅＮＢは、ＲＲＣメッセージ（即ち、ＷＴＲＵに向かうｍｏｂｉｌｉｔｙＣｏｎ
ｔｒｏｌＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎを含むＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎメッセージ）を作成して、ＲＲＣメッセージをＷＴＲＵに送信する（ステッ
プ１１８）。ＷＴＲＵは、必要なパラメータ（即ち、新しいＣ－ＲＮＴＩ、ターゲットｅ
ＮＢセキュリティアルゴリズム識別子、および任意には個別ＲＡＣＨプリアンブル、ター
ゲットｅＮＢ　ＳＩＢ等）を用いてＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎメッセージを受信し、ソースセルからデタッチして(detach)ターゲットセルに同
期する（ステップ１２０）。
【００１６】
　ソースｅＮＢは、バッファされた通過中の(in-transit)パケットをターゲットｅＮＢに
配信し（ステップ１２２）、そしてＳＮ　ＳＴＡＴＵＳ　ＴＲＡＮＳＦＥＲメッセージを
そのターゲットｅＮＢに送信し、アップリンクのパケットデータ収束プロトコル（ＰＤＣ
Ｐ）シーケンス番号（ＳＮ）のレシーバステータスおよびダウンリンクのＰＤＣＰ　ＳＮ
のトランスミッタステータスをＥ－ＲＡＢに伝達して、ＰＤＣＰステータス保存（即ち、
無線リンク制御（ＲＬＣ）肯定応答モード（ＡＭ））が適用されるようにする（ステップ
１２４）。アップリンクのＰＤＣＰ　ＳＮレシーバステータスは、少なくともそのＰＤＣ
Ｐ　ＳＮの最初に欠損した(missing)ＵＬサービスデータユニット（ＳＤＵ）を含み、そ
のようなＳＤＵがある場合、ＷＴＲＵがターゲットセルに再伝送する必要があるＵＬ　Ｓ
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ＤＵシーケンスからの受信ステータスのビットマップを含み得る。ダウンリンクのＰＤＣ
Ｐ　ＳＮのトランスミッタステータスは、ターゲットｅＮＢが、まだＰＤＣＰ　ＳＮを有
していない新しいＳＤＵに割り当て得ることを次のＰＤＣＰ　ＳＮに示す。ソースｅＮＢ
は、ＷＴＲＵのどのＥ－ＲＡＢも、ＰＤＣＰステータス保存で処理できない場合、このメ
ッセージの送信を省略し得る。
【００１７】
　ｍｏｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎを含むＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを受信した後、ＷＴＲＵは、ターゲッ
トｅＮＢと同期化を行って、個別ＲＡＣＨプリアンブルがハンドオーバーコマンドに割り
振られた場合は競合しない手順に続いて、またはどの個別プリアンブルも割り振られなか
った場合は競合ベースの手順に続いて、ＲＡＣＨ経由でターゲットセルにアクセスする（
ステップ１２６）。
【００１８】
　ターゲットｅＮＢは、ＵＬ割当およびタイミングアドバンスに応答する（ステップ１２
８）。ＷＴＲＵがターゲットセルに首尾よくアクセスした時、そのＷＴＲＵは、ハンドオ
ーバーを確認するＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＣｏｍｐ
ｌｅｔｅメッセージ（Ｃ－ＲＮＴＩ）をアップリンクのバッファステータスレポートと共
にターゲットｅＮＢに送信して、そのＷＴＲＵに対するハンドオーバー手順が完了したこ
とを示す（ステップ１３０）。ターゲットｅＮＢは、ハンドオーバー確認メッセージ内に
送信されたＣ－ＲＮＴＩを検証する。ターゲットｅＮＢは、ようやくＷＴＲＵへのデータ
送信を始めることができる。
【００１９】
　ターゲットｅＮＢは、ＷＴＲＵがセルを変更したことを知らせるパス切り替えメッセー
ジをＭＭＥに送信する（ステップ１３２）。ＭＭＥは、ユーザプレーン更新要求メッセー
ジをサービングゲートウェイに送信する（ステップ１３４）。サービングゲートウェイは
、ダウンリンクのデータパスをターゲット側に切り替え、そして古いパス上の１または複
数の「エンドマーカー」パケットをソースｅＮＢに送信して、次に、そのソースｅＮＢに
向けてＵ－プレーン／ＴＮＬリソースを任意に解放し得る（ステップ１３６）。
【００２０】
　サービングゲートウェイは、ユーザプレーン更新応答メッセージをＭＭＥに送信する（
ステップ１３８）。ＭＭＥは、パス切り替え肯定応答メッセージでパス切り替えメッセー
ジを確認する（ステップ１４０）。ＷＴＲＵコンテキスト解放メッセージを送信すること
によって、ターゲットｅＮＢは、ハンドオーバーの成功をソースｅＮＢに知らせて、リソ
ースの解放をトリガする（ステップ１４２）。ＷＴＲＵコンテキスト解放メッセージを受
信すると、ソースｅＮＢは、そのＷＴＲＵコンテキストに関連する無線およびＣ－プレー
ンに関係するリソースを解放し得る（ステップ１４４）。データパケットは、次に、ター
ゲットｅＮＢ経由で伝送される。
【００２１】
　上記の従来のＬＴＥ　Ｒ８ハンドオーバー手順において、ＬＴＥリリース８のハンドオ
ーバーをサポートするように現在定義されている測定は、単一キャリアがリリース８にお
いて暗示的に想定されているので、ＬＴＥ－Ａにおけるコンポーネントキャリアの集約に
よるハンドオーバーをサポートするのに十分ではない。さらに、すべてのキャリアを集約
するハンドオーバーは、問題となるだろう。例えば、各コンポーネントキャリアの相対的
品質は、各セルと必ずしも同じとは限らないので、各コンポーネントキャリアの最適なハ
ンドオーバー時間は、同時に起きないだろう。
【発明の概要】
【００２２】
　コンポーネントキャリアに特化した再構成のための実施形態が開示される。ＷＴＲＵは
、コンポーネントキャリアベースで、コンポーネントキャリア（複数可）を付加したり、
除去または置き換えたりしてコンポーネントキャリアの再構成を行う。不連続受信（ＤＲ
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Ｘ）および／または不連続伝送（ＤＴＸ）を、少なくとも１つのコンポーネントキャリア
上で行うことが可能であり、そのコンポーネントキャリア上のＤＲＸおよび／またはＤＴ
Ｘパターンは、互いに重複しない。ランダムアクセス手順は、１つのコンポーネントキャ
リア上のターゲットセルにおいて行われ得るが、その間、他のコンポーネントキャリアは
非アクティブである。コンポーネントキャリアに特化した再構成またはコンポーネントキ
ャリアもしくはチャネルのハンドオーバーは、マルチポイント協調伝送（ＣｏＭＰ）に実
装され得るが、その伝送では、トラフィックチャネルではなく制御チャネルが行われ得る
。代替的には、トラフィックチャネルのハンドオーバーが行われ得る。
【００２３】
　ＲＲＣ接続シグナリングのための実施形態も、異なるｅＮＢと同時に通信を行い得るＷ
ＴＲＵに対してコンポーネントキャリアに特化した再構成をサポートするために開示され
る。
【００２４】
　コンポーネントキャリアに特化した再構成の動作に対してマスター情報ブロック（ＭＩ
Ｂ）およびシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を獲得するための実施形態も開示される。
【００２５】
　コンポーネントキャリアに特化した再構成およびコンポーネントキャリアに特化した再
構成におけるランダムアクセス手順をサポートする測定のための実施形態も開示される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　より詳細な理解は、添付図と併せて例として与えられた以下の説明から得られる。
【図１Ａ】不連続なスペクトル集約を示す図である。
【図１Ｂ】連続するスペクトル集約を示す図である。
【図１Ｃ】連続するスペクトル集約を示す図である。
【図２Ａ】ＬＴＥにおけるモビリティ内の管理エンティティ（ＭＭＥ）／サービングゲー
トウェイのハンドオーバー手順を示す図である。
【図２Ｂ】ＬＴＥにおけるモビリティ内の管理エンティティ（ＭＭＥ）／サービングゲー
トウェイのハンドオーバー手順を示す図である。
【図３】進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）を含むＬ
ＴＥ無線通信システム／アクセスネットワークを示す図である。
【図４】ＷＴＲＵ、ｅＮＢ、およびＭＭＥ／Ｓ－ＧＷを含むＬＴＥ無線通信システムの例
示的なブロックダイアグラムである。
【図５】異なる２つのセルのコンポーネントキャリアに対する異なるセルパターンを示す
図である。
【図６Ａ】一実施形態に従った例示的なコンポーネントキャリアに特化したハンドオーバ
ーを示す図である。
【図６Ｂ】一実施形態に従った例示的なコンポーネントキャリアに特化したハンドオーバ
ーを示す図である。
【図７Ａ】別の実施形態に従った別の例示的なコンポーネントキャリアに特化したハンド
オーバーを示す図である。
【図７Ｂ】別の実施形態に従った別の例示的なコンポーネントキャリアに特化したハンド
オーバーを示す図である。
【図８】一実施形態に従った例示的なコンポーネントキャリア毎のＤＴＸ／ＤＲＸ動作を
示す図である。
【図９】別の実施形態に従った別の例示的なコンポーネントキャリア毎のＤＴＸ／ＤＲＸ
動作を示す図である。
【図１０Ａ】一実施形態に従ったＣｏＭＰが実装される時の例示的なコンポーネントキャ
リアに特化したハンドオーバーを示す図である。
【図１０Ｂ】一実施形態に従ったＣｏＭＰが実装される時の例示的なコンポーネントキャ
リアに特化したハンドオーバーを示す図である。
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【図１１Ａ】別の実施形態に従ったＣｏＭＰが実装される時の例示的なコンポーネントキ
ャリアに特化したハンドオーバーを示す図である。
【図１１Ｂ】別の実施形態に従ったＣｏＭＰが実装される時の例示的なコンポーネントキ
ャリアに特化したハンドオーバーを示す図である。
【図１２】一実施形態に従ったＲＡＣＨ手順の例示的なプロセスのフローダイアグラムを
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下で言及する場合、用語「ＷＴＲＵ」は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局、固定または
移動式加入者ユニット、ページャ、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ
）、コンピュータ、マシン対マシン（Ｍ２Ｍ）デバイス、センサー、または無線環境にお
いて動作可能なその他のタイプのデバイスを含むが、これに限らない。以下で言及する場
合、用語「ｅＮＢ」は、ノードＢ、基地局、サイトコントローラ、アクセスポイント（Ａ
Ｓ）、または無線環境において動作可能なその他のタイプのインタフェーシングデバイス
を含むが、これに限らない。
【００２８】
　以下で言及する場合、用語「セル」は、１または複数のコンポーネントキャリアが伝送
および／または受信され得る、および例えば、区別しやすいパイロット信号を有すること
によって一意的に識別され得るサイト（「セクタ」を含む）を示すのに使用される。
【００２９】
　さらに、コンポーネントキャリアを除去または置き替える際は、ＷＴＲＵが接続される
セルを変更しても変更しなくてもよい。ＷＴＲＵは、複数のコンポーネントキャリア経由
で受信（または伝送）し得るし、そのコンポーネントキャリアは、同じセルから受信（ま
たは同じセルに向けて伝送）しても受信しなくてもよい。ＷＴＲＵがコンポーネントキャ
リアのグループで構成される時、そのＷＴＲＵは、単一セルに接続され得る、または２以
上のセルに接続され得る。ＷＴＲＵは、構成されたコンポーネントキャリア（例えば、ア
ンカーコンポーネントキャリアまたは主コンポーネントキャリア）のうちの１つから接続
されるセルを決定し得る。ＷＴＲＵの視点では、セルは、個々のコンポーネントキャリア
またはコンポーネントキャリアのグループと見なされ得る。
【００３０】
　ＷＴＲＵは、同じｅノードＢまたは異なるｅノードＢのいずれかから複数のコンポーネ
ントキャリアを受信し得るし、いずれの場合でもそのコンポーネントキャリアは、たとえ
物理周波数帯域幅が同じでも、異なる識別子を有する異なるコンポーネントキャリアと見
なされる。
【００３１】
　以下で言及する場合、用語「コンポーネントキャリアの再構成」は、新しいコンポーネ
ントキャリアを付加すること、現在構成されているコンポーネントキャリアを除去するこ
と、および／または現在構成されているコンポーネントキャリアを新しいコンポーネント
キャリアに置き換えることを含み、あるセルから別のセルへの「ハンドオーバー」（ソー
スセル内のあるコンポーネントキャリアを除去すること、およびターゲットセル内の新し
いコンポーネントキャリアを同じまたは異なる周波数帯域幅のいずれかに付加すること）
を含み得る。新しく付加されたコンポーネントキャリア（新しく切り替わったコンポーネ
ントキャリアを含む）は、同じｅＮＢ上または異なるｅＮＢ上のいずれかに存在し得るし
、コンポーネントキャリアの再構成の後でＷＴＲＵは、同じまたは異なるｅＮＢへのリン
クを確立し得る。
【００３２】
　実施形態が、たとえ３ＧＰＰ　ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａに関連する制御チャネルおよび
データチャネルに関して開示されても、その実施形態は、３ＧＰＰ　ＬＴＥまたはＬＴＥ
－Ａに限定されず、現在存在するまたは将来開発されるだろうどのような無線通信技術に
も適用可能であり、その技術は、３ＧＰＰ高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、ｃｄｍａ
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２０００、ＩＥＥＥ８０２．ｘｘなどを含むが、これに限定されないことに留意すべきで
ある。本明細書で説明される実施形態は、任意の順序または組み合わせに適用可能になり
得ることも留意すべきである。
【００３３】
　図３は、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）２０５
を含むＬＴＥ無線通信システム／アクセスネットワーク２００を示す。Ｅ－ＵＴＲＡＮ２
０５は、数個のｅＮＢ２２０を含む。ＷＴＲＵ２１０は、ｅＮＢ２２０との通信を行う。
ｅＮＢ２２０は、Ｘ２インタフェースを使用して互いにインタフェースをとる。それぞれ
のｅＮＢ２２０は、Ｓ１インタフェースを通じてモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）
／サービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）２３０とインタフェースをとる。図３では、単一
のＷＴＲＵ２１０および３つのｅＮＢを示すが、有線デバイスと無線デバイスとの任意の
組み合わせは、図３に描画したインタフェースを有しない、有線接続および有線ネットワ
ークデバイスを用いない中継（例えば、Ｘ２インタフェースを有しないホームｅノードＢ
（ＨｅＮＢ））を含む、無線通信システムアクセスネットワーク２００に含まれ得ること
は明白にすべきである。
【００３４】
　図４は、ＷＴＲＵ２１０、ｅＮＢ２２０、およびＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ２３０を含むＬＴＥ
無線通信システム３００の例示的なブロックダイアグラムである。図３に示すように、Ｗ
ＴＲＵ２１０、ｅＮＢ２２０、およびＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ２３０は、本明細書に開示される
任意の実施形態に従って、コンポーネントキャリアに特化した再構成を行うように構成さ
れる。典型的なＷＴＲＵに見られ得るコンポーネントに加えて、ＷＴＲＵ２１０は、任意
にリンクされるメモリ３２２を有するプロセッサ３１６と、少なくとも１つのトランシー
バ３１４と、任意によるバッテリ３２０と、アンテナ３１８とを含む。プロセッサ３１６
は、本明細書に開示される任意の実施形態に従って、コンポーネントキャリアに特化した
再構成を行うように構成される。トランシーバ３１４は、プロセッサ３１６およびアンテ
ナ３１８との通信を行って、無線通信の送受信を容易にする。バッテリ３２０がＷＴＲＵ
２１０に使用される場合、バッテリ３２０は、トランシーバ３１４およびプロセッサ３１
６に電力供給する。
【００３５】
　典型的なｅＮＢに見られ得るコンポーネントに加えて、ｅＮＢ２２０は、任意にリンク
されるメモリ３１５を有するプロセッサ３１７と、トランシーバ３１９と、アンテナ３２
１とを含む。プロセッサ３１７は、本明細書に開示される任意の実施形態に従って、コン
ポーネントキャリアに特化した再構成を行って、サポートするように構成される。トラン
シーバ３１９は、プロセッサ３１７およびアンテナ３２１との通信を行って、無線通信の
送受信を容易にする。ｅＮＢ２２０は、任意にリンクされるメモリ３３４を有するプロセ
ッサ３３３を含むモビリティ管理エンティティ／サービングゲートウェイ（ＭＭＥ／Ｓ－
ＧＷ）２３０に接続される。
【００３６】
　一実施形態に従って、ＷＴＲＵは、コンポーネントキャリアが別々に独立して付加され
、除去され、または置き換えられるように、コンポーネントキャリアに特化した再構成を
行い得る（即ち、コンポーネントキャリアベースでコンポーネントキャリアを付加し、除
去し、または置き換える）。異なるキャリアの伝送電力は、コンポーネントキャリアから
コンポーネントキャリアおよびセルからセルへの伝送とは異なって行われ得る。その状況
では、異なる「セル」パターン（即ち、「セル－エッジ」パターン）が、コンポーネント
キャリア周波数ごとに確立され得る。図５は、異なるコンポーネントキャリアのおおよそ
の境界を示す。図５において、コンポーネントキャリア１Ａは、コンポーネントキャリア
２Ａよりも大きい電力でエンティティＡから伝送されて、コンポーネントキャリア２Ｂは
、コンポーネントキャリア１Ｂよりも大きい電力でエンティティＢから伝送され、それら
は、同じまたは異なるｅＮＢ（複数可）によって制御される。コンポーネントキャリア毎
の異なるセルエッジ境界は、コンポーネントキャリア１Ａ、２Ａ、１Ｂ、および２Ｂのそ
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れぞれに対して定義され得る。その場合、ＷＴＲＵは、コンポーネントキャリア１Ａとコ
ンポーネントキャリア２Ａの境界において同時に存在し得ないので、図示された線上のど
の場所においてもすべてのセル－エッジ条件を経験し得ない。
【００３７】
　Ｐ１において、ＷＴＲＵは、コンポーネントキャリア１Ａおよび２Ａに接続され得る。
ＷＴＲＵがＰ１からＰ２に移動する時、そのＷＴＲＵは、コンポーネントキャリア２Ａの
境界から外れて、コンポーネントキャリア２Ｂの境界内に入る。この状況では、そのＷＴ
ＲＵがコンポーネントキャリア１Ａおよびコンポーネントキャリア２Ｂ経由でデータを受
信する場合、そのＷＴＲＵは、さらに達成可能なすべてのデータ転送レートを有し得る。
図５に示すような少なくとも１つのコンポーネントキャリアの接続を維持する間に、コン
ポーネントキャリア（複数可）のサブセットを変更するのに使用される機構は、コンポー
ネントキャリアに特化した再構成（またはコンポーネントキャリアに特化したハンドオー
バー）という。コンポーネントキャリアを切り替える代わりに、新しいコンポーネントキ
ャリアが付加され得るし、または現在構成されているコンポーネントキャリアは、除去も
しくは別のコンポーネントキャリアと置き換えられ得る。
【００３８】
　図６Ａおよび図６Ｂは、一実施形態に従った例示的なコンポーネントキャリアに特化し
た再構成を示す。図６Ａは、コンポーネントキャリアが再構成する前を示し、図６Ｂは、
コンポーネントキャリアが再構成した後を示す。図６Ａにおいて、ＷＴＲＵ６０２は、コ
ンポーネントキャリア１および２Ａ上のエンティティ６０４から伝送を受信する。エンテ
ィティ６０４および６０６は、同じｅＮＢまたは異なるｅＮＢによって制御され得る。コ
ンポーネントキャリア再構成のトリガがコンポーネントキャリア２Ａに発生する時（例え
ば、構成された閾値によって、エンティティ６０６からのコンポーネントキャリア２Ｂの
信号品質が、エンティティ６０４からのコンポーネントキャリア２Ａの信号品質よりも良
くなる）、ＷＴＲＵ６０２は、コンポーネントキャリアの再構成を行うが、その再構成は
、図６Ｂに示すように、ハンドオーバー手順を備えても備えなくてもよい。コンポーネン
トキャリアに特化した再構成の後、ＷＴＲＵ６０２は、コンポーネントキャリア１および
コンポーネントキャリア２Ｂ経由で、エンティティ６０４および６０６の２つから伝送を
受信する。図６Ａおよび図６Ｂでは、ダウンリンクのコンポーネントキャリアを例として
示し、再構成されたコンポーネントキャリアは、ＤＬコンポーネントキャリア、ＵＬコン
ポーネントキャリア、またはその両方にし得ることに留意すべきである。図６Ａおよび図
６Ｂでは、２つのＤＬコンポーネントキャリアを示すが、実施形態は、任意の数のコンポ
ーネントキャリアに適用され得ることに留意すべきである。
【００３９】
　アップリンクおよびダウンリンクに対するコンポーネントキャリアに特化した再構成は
、独立して行われ得る。図７Ａおよび図７Ｂは、コンポーネントキャリアに特化した再構
成の別の例を示し、その再構成は、別の実施形態に従ったハンドオーバー手順を備えても
よいし備えなくてもよい。図７Ａは、コンポーネントキャリアが再構成する前を示し、図
７Ｂは、コンポーネントキャリアが再構成した後を示す。図７Ａにおいて、ＷＴＲＵ７０
２は、ＤＬコンポーネントキャリア１およびＵＬコンポーネントキャリア２Ａ上のエンテ
ィティ７０４から受信する。エンティティ７０４および７０６は、同じｅＮＢまたは異な
るｅＮＢによって制御され得る。トリガがＵＬのコンポーネントキャリア２Ａに発生する
時、ＷＴＲＵ７０２は、図７Ｂに示すように、ＵＬのコンポーネントキャリア２Ａが除去
されてＵＬのコンポーネントキャリア２Ｂが付加されるように、コンポーネントキャリア
の再構成を行う。ＤＬコンポーネントキャリア１は、ＤＬコンポーネントキャリア１に対
してトリガが発生していないので同じ状態のままである。コンポーネントキャリアに特化
した再構成（またはハンドオーバー）の後、ＷＴＲＵ７０２は、ＤＬのコンポーネントキ
ャリア１上で受信して、ＵＬのコンポーネントキャリア２Ｂに伝送する。
【００４０】
　コンポーネントキャリアに特化した再構成は、セル内で行われ得る（即ち、コンポーネ
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ントキャリアをセル内で付加し、除去し、または置き換える）。この場合、コンポーネン
トキャリアの再構成手順は、セル内のＵＬおよび／またはＤＬのコンポーネントキャリア
のセットを変更するように行われる。この手順を使用して、ＵＬのコンポーネントキャリ
ア（またはＵＬのコンポーネントキャリアのセット）および／またはＤＬのコンポーネン
トキャリア（またはＤＬのコンポーネントキャリアのセット）のいずれかをスワップし得
る。これは、物理ＵＬチャネル（複数可）または物理ＤＬチャネル（複数可）（例えば、
物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）／物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＨ）または物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）／物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ））がまさに、同じセル内の新しいコンポーネントキャリアに再割り当
てされ得る場所のＤＬハンドオーバーまたはＵＬハンドオーバーとして行われ得る。
【００４１】
　ＷＴＲＵが同じｅＮＢによって制御されるセル（セクタを含む）間の境界に置かれる時
、信号強度および／またはチャネル品質基準による最適なセルは、動的に変化し得る。セ
ルがＵＬ／ＤＬキャリアの異なるペアに割り当てられる場合、およびＷＴＲＵがＰＵＣＣ
ＨとＰＵＳＣＨを別々に各コンポーネントキャリア上に伝送する場合、ｅＮＢは、ＰＤＣ
ＣＨが単一コンポーネントキャリアまたは単一セル（もしくはセクタ）から受信されるか
、または各コンポーネントキャリアまたはセル（もしくはセクタ）から別々に受信される
かどうかにかかわらず、両方のセル（もしくはセクタ）経由で受信されるチャネルステー
タスレポートおよびサウンディング基準信号（ＳＲＳ）に基づいて、ＷＴＲＵに対して最
適なＵＬ／ＤＬスケジューリング決定を行い得る。
【００４２】
　一実施形態に従って、重複しない不連続伝送（ＤＴＸ）および／または重複しない不連
続受信（ＤＲＸ）パターンは、コンポーネントキャリアごとに定義され得る。このスキー
マは、ＵＬキャリア上でＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨを同時に伝送することによって生じ
るＵＬ伝送のピーク対平均電力比を最小にし得る。これは、ピーク時のデータ転送レート
を抑える効果があるだろうが、ＷＴＲＵおよびｅＮＢは、特に（これに限らないが）ＵＬ
／ＤＬキャリアのペアが同じｅＮＢによって制御される場合に、所与の時間フレーム内の
最適なコンポーネントキャリア（複数可）を選択することによって、このスキーマからさ
らに利益が得られる。例えば、ｅＮＢが、所与の時間フレーム内で、あるコンポーネント
キャリアが異なる場所において高出力または低出力で伝送されることを知っている時（従
って、コンポーネントキャリアの境界を異なる時間フレームでは異なるようにする）、Ｗ
ＴＲＵは、そのような各時間フレーム内のコンポーネントキャリア－境界に基づいたＤＴ
Ｘ／ＤＲＸに適切にスケジュールされ得る。重複しないＤＴＸ／ＤＲＸパターンはまた、
チャネル品質が一般的に動的に変化し、キャリアのペア間で異なるので、たとえＵＬ／Ｄ
Ｌキャリアのペアが同じセル（もしくはセクタ）内で動作されても有益になり得る。この
動作モードは、ＲＲＣメッセージ（例えば、ハンドオーバーコマンドまたは他の再構成コ
マンド）を通じてアクティブ化され得る。
【００４３】
　上記に開示されるコンポーネントキャリア毎のＤＴＸ／ＤＲＸ動作は、ＬＴＥにおける
媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤで定義されるＤＴＸ／ＤＲＸ動作から分離している。
上記の実施形態に従ったＤＲＸ動作では、ＷＴＲＵは、現在のＬＴＥ仕様で定義されてい
るＭＡＣレイヤのＤＲＸパラメータ（例えば、非アクティビティタイマーなど）にかかわ
らず、あるコンポーネントキャリア（複数可）上である一定期間にダウンリンクチャネル
（例えば、ＰＤＳＣＨ）を受信することができないかもしれない。現在のＬＴＥ仕様で説
明されるＭＡＣレイヤのＤＲＸ動作は、この実施形態に従ったコンポーネントキャリア毎
のＤＲＸ動作と共存し得る。その場合、ダウンリンクチャネル（例えば、ＰＤＳＣＨ）は
、現在指定されているＭＡＣレイヤのＤＲＸ動作に基づいて受信されるであろうサブフレ
ームのセットより大きいサブフレームのセットで受信されないかもしれない。
【００４４】
　上記に開示されるコンポーネントキャリア毎のＤＴＸ／ＤＲＸ動作に従って、セルは、
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同じコンポーネントキャリア内で時分割が許可され得るし、最適なコンポーネントキャリ
ア（複数可）を、ＷＴＲＵについて所与の時間フレーム内で選択し得る。図８は、一実施
形態に従った例示的なコンポーネントキャリア毎のＤＴＸ／ＤＲＸ動作を示す。例えば、
図８に示すように、偶数フレームにおいて、セルＡは、コンポーネントキャリアＣＣ１Ａ
に伝送し得るし、セルＢは、コンポーネントキャリアＣＣ２Ｂに伝送し得る。そして奇数
フレームにおいて、セルＡは、コンポーネントキャリアＣＣ２Ａに伝送し得るし、セルＢ
は、コンポーネントキャリアＣＣ１Ｂに伝送し得る。ＷＴＲＵに対するＤＲＸ／ＤＴＸ期
間は、所与のコンポーネントキャリアおよびセルに対するＤＲＸ／ＤＴＸ期間が、そのセ
ルがそのコンポーネントキャリアを伝送しない時間に対応するように設定され得る。説明
されたセルは、共通セルのコンポーネントキャリアに依存しないことも可能であることに
留意すべきである。
【００４５】
　より一般的には、コンポーネントキャリアをオンオフする代わりに、異なる時間フレー
ムで伝送電力を変更し得る。図９は、別の実施形態に従った別の例示的なコンポーネント
キャリア毎のＤＴＸ／ＤＲＸ動作を示す。例えば、偶数フレームにおいて、セルＡにおけ
るコンポーネントキャリアＣＣ２Ａに使用される電力は、セルＡにおけるコンポーネント
キャリアＣＣ１Ａに使用される電力よりも小さくなり得るし、セルＢにおけるコンポーネ
ントキャリアＣＣ１Ｂに使用される電力は、セルＢにおけるコンポーネントキャリアＣＣ
２Ｂに使用される電力よりも小さくなり得る。そして奇数フレームにおいて、セルＡにお
けるコンポーネントキャリアＣＣ１Ａに使用される電力は、セルＡにおけるコンポーネン
トキャリアＣＣ２Ａに使用される電力よりも小さくなり得るし、セルＢにおけるコンポー
ネントキャリアＣＣ２Ｂに使用される電力は、セルＢにおけるコンポーネントキャリアＣ
Ｃ１Ｂに使用される電力よりも小さくなり得る。ＷＴＲＵにおけるＤＲＸ／ＤＴＸ期間は
、偶数フレームにおいてそのＷＴＲＵが、セルＡのＣＣ２Ａ内のＤＲＸ／ＤＴＸにあり、
対する奇数フレームにおいてそのＷＴＲＵが、セルＢのＣＣ１Ｂ内のＤＲＸ／ＤＴＸにあ
るように設定され得る。
【００４６】
　コンポーネントキャリアに特化した再構成（またはハンドオーバー）は、マルチポイン
ト協調伝送（ＣｏＭＰ）が実装される場合に行われ得る。ＣｏＭＰは、複数のセルからの
伝送を同時に受信または複数のセルに対する伝送を協調させ得る（協調ビームフォーミン
グまたは協調スケジューリングなど）および／またはＷＴＲＵ伝送が、性能を向上させて
セル間の干渉を避けるまたは低減するように協調した方法で複数のセルにおいて受信され
得る送受信のスキーマである。一つのＣｏＭＰスキーマに従って、スケジューリングは、
異なる伝送間の干渉を制御して低減するようにセルにわたって動的に協調され得る。別の
ＣｏＭＰスキーマに従って、ＷＴＲＵへの伝送は、複数の伝送ポイントから同時に伝送さ
れ得るし、そのマルチポイント伝送は、地理的に分離したアンテナを有する単一のトラン
スミッタとして協調され得る。
【００４７】
　コンポーネントキャリア集約の実装において、複数のコンポーネントキャリアに対する
制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）は、分離したメッセージに別々にコード化されて、
対応する各ＤＬのコンポーネントキャリア経由で別々に伝送され得る。このスキーマは、
「分離符号化分離伝送(separate coding separate transmission)」と呼ばれる。代替的
には、制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）は、分離したメッセージに別々にコード化さ
れ得るし、そのすべてのメッセージは、１つのセルから１つのＤＬのコンポーネントキャ
リア（ＤＬのアンカーコンポーネントキャリア）経由で一緒に伝送され得る。このスキー
マは、「分離符号化統合伝送(separate coding joint transmission)」と呼ばれる。代替
的には、制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）は、１つのメッセージに一緒に符号化され
て、１つのセルから１つのＤＬのコンポーネントキャリア（アンカーコンポーネントキャ
リア）経由で一緒に伝送され得る。これは、「統合符号化統合伝送(joint coding joint 
transmission)」と呼ばれる。ＤＬの共有チャネル（複数可）（例えば、ＰＤＳＣＨ（複
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数可））は、コンポーネントキャリア毎の複数のセルから伝送され得るし、ＵＬの共有チ
ャネル（複数可）（例えば、ＰＵＳＣＨ（複数可））は、コンポーネントキャリア毎の複
数のセルにおいて受信され得る。
【００４８】
　ＣｏＭＰにおいて、統合伝送スキーマ（即ち、分離符号化統合伝送または統合符号化統
合伝送）が使用される時、ＷＴＲＵは、アクティブなＣｏＭＰセット内の複数の協調する
セルからＰＤＳＣＨを受信またはそのセルにＰＵＳＣＨを伝送しながら、ＰＤＣＣＨから
単一セル（即ち、アンカーセル）を受信し得る。一実施形態に従って、統合伝送スキーマ
（即ち、分離符号化統合伝送または統合符号化統合伝送）が使用される場合、ＰＤＣＣＨ
を伝達するコンポーネントキャリアは、ターゲットセルにハンドオーバーされ得るが、Ｐ
ＤＳＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨを伝達するコンポーネントキャリア（複数可）は、そ
のターゲットセルにハンドオーバーされないかもしれない。非統合伝送によるＣｏＭＰの
場合、すべてのＰＤＳＣＨリンクが実際にデータをＷＴＲＵに伝達し得るわけではなく、
むしろ協調スケジューリングまたは協調ビームフォーミングが、セル間で使用され得る。
【００４９】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、ＤＬのＣｏＭＰが一実施形態に従って実装される時の例示
的なコンポーネントキャリアに特化した再構成（またはハンドオーバー）を示す。図１０
Ａは、コンポーネントキャリアが再構成する前を示し、図１０Ｂは、コンポーネントキャ
リアが再構成した後を示す。図１０Ａにおいて、ＷＴＲＵ１００２は、コンポーネントキ
ャリア１Ａおよび２Ａ上のセル１００４からと、コンポーネントキャリア１Ｂおよび２Ｂ
上のセル１００６からダウンリンク伝送を受信する。セル１００４およびセル１００６は
、同じｅＮＢまたは異なるｅＮＢによって制御され得る。ＷＴＲＵ１００２がコンポーネ
ントキャリア１Ａ上のセル１００４からＰＤＣＣＨを受信するように、セル１００４は、
現在アンカーセル（ＤＬおよび／またはＵＬ伝送用のＰＤＣＣＨを送信するセル）である
。
【００５０】
　ＷＴＲＵ１００２は、どのセルからＰＤＳＣＨ伝送を受信するかを知らないかもしれな
い。セル１００４内のコンポーネントキャリア１Ａに対してトリガが発生する時、図１０
Ｂに示すように、ＷＴＲＵ１００２は、コンポーネントキャリア１Ａからセル１００６内
のコンポーネントキャリア１ＢへのＰＤＣＣＨのハンドオーバーを行うが、ＰＤＳＣＨに
は行わない。図１０Ａおよび図１０Ｂは、ＤＬのＣｏＭＰにおけるハンドオーバーを例と
して示し、同じハンドオーバーがＵＬのＣｏＭＰにも適用され得ることに留意すべきであ
る。非統合伝送によるＣｏＭＰの場合、図１０Ａおよび図１０Ｂに示したすべてのＰＤＳ
ＣＨリンクが、所与の時間において実際にデータをＷＴＲＵに伝達し得るわけではなく、
むしろ協調スケジューリングまたは協調ビームフォーミングが、セル間で使用され得る（
例えば、所与の時間においてセル１００４がＣＣ１上に伝送し、セル１００６がＣＣ２上
に伝送する）。図１０Ａおよび図１０Ｂは、チャネルをあるセルから別のセルへ切り替え
ることを示すが、同じセル内でも切り替えが行われ得ることに留意すべきである。
【００５１】
　複数のセルからのＰＤＳＣＨ（複数可）がＷＴＲＵにおいて受信され得ない場合、その
ＰＤＳＣＨに対するコンポーネントキャリアに特化したハンドオーバーも行われ得る。同
様に、複数のセルにおいてＰＵＳＣＨ（複数可）を受信することができない場合、そのＰ
ＵＳＣＨに対するコンポーネントキャリアに特化したハンドオーバーも行われ得る。代替
的または付加的には、ＰＵＣＣＨ（複数可）を伝達するＵＬのアンカーコンポーネントキ
ャリアも、ＰＤＣＣＨ（複数可）を伝達するＤＬのアンカーコンポーネントキャリアと共
にＷＴＲＵ用に構成され得るし、コンポーネントキャリアに特化したハンドオーバーは、
ＤＬのアンカーコンポーネントキャリアか、ＵＬのアンカーコンポーネントキャリアか、
またはその両方のいずれかに対して行われ得る。
【００５２】
　別の実施形態に従って、ＷＴＲＵがアクティブなＣｏＭＰセット（即ち、ＷＴＲＵがＰ
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ＤＳＣＨ伝送を受信するまたはＷＴＲＵがＰＵＳＣＨ伝送を伝送するセル）を認識してい
る時、そのＷＴＲＵは、ＰＤＣＣＨおよび／またはＰＵＣＣＨから独立して、ＰＤＳＣＨ
および／またはＰＵＳＣＨに対するコンポーネントキャリアに特化したハンドオーバーま
たは再構成を行い得る。これは、アクティブなＣｏＭＰセットがＷＴＲＵ用に変更される
必要がある場合であるが、そのアクティブなＣｏＭＰセット内の現在のアンカーセル（Ｕ
Ｌおよび／またはＤＬ用）は、そのＷＴＲＵがさらに同じアンカーセルからＰＤＣＣＨを
受信するまたは同じアンカーセルにＰＵＣＣＨを伝送するので、変更されない。
【００５３】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、この代替的な実施形態に従ってＤＬのＣｏＭＰが実装され
る時の例示的なコンポーネントキャリアに特化した再構成を示す。図１１Ａは、コンポー
ネントキャリアが再構成する前を示し、図１１Ｂは、コンポーネントキャリアが再構成し
た後を示す。図１１Ａにおいて、ＷＴＲＵ１１０２は、コンポーネントキャリア１Ａおよ
び２Ａ上のセル１１０４からと、コンポーネントキャリア１Ｂおよび２Ｂ上のセル１１０
６からダウンリンク伝送を受信する。セル１００４、セル１００６、およびセル１１０８
は、同じｅＮＢまたは異なるｅＮＢによって制御され得る。ＷＴＲＵ１１０２がコンポー
ネントキャリア１Ａ上のセル１１０４からＰＤＣＣＨを受信するように、セル１１０４は
、現在アンカーセル（ＤＬおよび／またはＵＬ伝送用のＰＤＣＣＨを送信するセル）であ
る。セル１００６内のコンポーネントキャリア１Ｂに対してハンドオーバーのトリガが発
生する時、図１１Ｂに示すように、ＷＴＲＵ１１０２は、コンポーネントキャリア１Ｂか
らセル１００８内のコンポーネントキャリア１ＣへのＰＤＣＣＨのハンドオーバーを行い
、その間セル１１０４は、アンカーセルのままである。図１１Ａおよび図１１Ｂは、ＤＬ
のＣｏＭＰにおけるハンドオーバーを例として示し、同じハンドオーバーがＵＬのＣｏＭ
Ｐにも適用され得ることに留意すべきである。図１１Ａおよび図１１Ｂは、チャネルをあ
るセルから別のセルへ切り替えることを示すが、同じセル内でも切り替えが行われ得るこ
とに留意すべきである。
【００５４】
　コンポーネントキャリアに特化した再構成またはハンドオーバー（即ち、同じセル内ま
たはセル間で少なくとも１つのコンポーネントキャリアを付加し、除去し、または置き換
える）をサポートするために、ＷＴＲＵは、測定をネットワークにレポートする。その測
定は、チャネル品質の評価に関係する任意のタイプの測定にしてもよく、希望波受信電力
（ＲＳＣＰ）、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）、信号対干渉雑音電力比（ＳＩＮＲ）、基
準信号受信品質（ＲＳＲＱ）または同種のものを含むが、これに限らない。
【００５５】
　ＷＴＲＵは、サービングセルおよび／または隣接セルのコンポーネントキャリアに特化
した測定をレポートし得る（例えば、すべてのダウンリンクのコンポーネントキャリアも
しくはキャリアのサブセットの測定またはサービングセルおよび／または隣接セルの最適
な測定）、サービングセルおよび／または隣接セルのアンカーコンポーネントキャリアの
測定、サービングセルおよび／または隣接セルのすべての集約されたダウンリンクキャリ
アの重み付け平均測定または同種のものをレポートし得る。
【００５６】
　ＷＴＲＵは、サービングセルの測定が、予め構成された閾値による隣接セルの対応する
測定よりも劣る時に、その測定をネットワークにレポートして、コンポーネントキャリア
の再構成またはハンドオーバーをトリガし得る。その閾値は、構成可能とし得る。ＷＴＲ
Ｕが測定をレポートする時、そのＷＴＲＵは、測定値に従ってキャリアおよび／またはセ
ルをソート(sort)し得る。ＷＴＲＵは、検出したコンポーネントキャリアの測定を定期的
にレポートするように構成され得る。
【００５７】
　スクランブルコードは、隣接セルからの信号が擬似直交性(quasi-orthogonality)を有
し得るように設計され得る。この場合、コンポーネントキャリアの再構成またはハンドオ
ーバーは、スクランブルコードのより良い直交性を示すセルに優先され得るし、スクラン
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ブルコードの直交性の基準は、ハンドオーバーに対する付加的な手段と見なされ得る。
【００５８】
　ＣｏＭＰにおいて、ＷＴＲＵは、アンカーセルの測定（または一部の測定または複合測
定）が、アクティブなＣｏＭＰセット内のアンカーセルでないセル（複数可）または事前
定義された閾値による隣接セル内の対応する測定（複数可）よりも劣る時に、その測定（
またはその測定のサブセット）をネットワークにレポートし得る。このレポートは、ＰＤ
ＣＣＨハンドオーバーに対して使用され得る。ＷＴＲＵは、アクティブなＣｏＭＰセット
内のセルの測定（または一部の測定または複合測定）が、事前定義された閾値による隣接
セルの対応する測定よりも劣る時に、その測定（またはその測定のサブセット）をネット
ワークにレポートし得る。このレポーティングは、ＰＤＳＣＨハンドオーバーに対して使
用され得る。上記の閾値は、構成可能にし得る。
【００５９】
　コンポーネントキャリアに特化した再構成またはハンドオーバー（即ち、同じセル内ま
たはセル間で少なくとも１つのコンポーネントキャリアを付加し、除去し、または置き換
える）を用いて、ＷＴＲＵが、同時に２つ以上のセル／ｅＮＢに接続され得るので、それ
をサポートするのに適したＲＲＣシグナリングが必要である。一実施形態に従って、ソー
スセルとターゲットセルとの間の分割ＲＲＣ接続(split RRC connection)が提供され得る
。新しい（または変調された）タイプのＲＲＣ接続再構成シグナリングは、物理チャネル
構成を含んで構成され得る。ＲＲＣ接続再構成シグナリングはソースセルおよびターゲッ
トセル用に以下の、ＰＵＣＣＨ構成、ＰＵＳＣＨ構成、サウンディング基準信号（ＳＲＳ
）構成、アップリンク出力制御構成、ＰＵＣＣＨ用伝送出力制御（ＴＰＣ）－ＰＤＣＣＨ
構成、ＰＵＳＣＨ用ＴＰＣ－ＰＤＣＣＨ構成、チャネル品質表示（ＣＱＩ）またはチャネ
ルステート情報（ＣＳＩ）レポーティング構成、ＰＤＣＣＨ検索空間構成、ＤＬおよび／
またはＵＬアンカーコンポーネントキャリアの割り当て、特定のプリアンブル構成の割り
当て、コンポーネントキャリア毎のＤＴＸ／ＤＲＸパターン構成（例えば、ＰＵＣＣＨお
よびＰＵＳＣＨ伝送が許可される場所のサブフレームのセット）または同種のものを含み
得る。
【００６０】
　ＲＲＣ構成は、ソースセル内のキャリアのグループおよびターゲットセル内のキャリア
のグループに関して行われ得る。代替的には、ＲＲＣ構成は、ソースセルおよびターゲッ
トセル内のコンポーネントキャリアごとに行われ得る。
【００６１】
　新しいまたは変調されたＲＲＣメッセージは、さまざまなコンポーネントキャリアを含
み得るし、ＷＴＲＵは、ＲＲＣメッセージで示した順序で、コンポーネントキャリアの再
構成またはコンポーネントキャリアへのハンドオーバーを試みるかもしれない。ＷＴＲＵ
がコンポーネントキャリアの再構成または特定のコンポーネントキャリアへのハンドオー
バーを首尾よく行う時、ＷＴＲＵは、そのコンポーネントキャリア経由でコンポーネント
キャリアの再構成またはハンドオーバーの完了メッセージを送信し得る。ネットワーク側
では、ネットワークは、事前定義された期間にＷＴＲＵ用のＲＲＣメッセージで示したコ
ンポーネントキャリア上のリソースを、そのリソースが解放され得る後に保持し得る。
【００６２】
　代替的には、特定の順序でＷＴＲＵにコンポーネントキャリアのグループを提供する代
わりに、ネットワークは、ＷＴＲＵにコンポーネントキャリアの２つのグループ：１つの
グループには個別ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブル（複数可）と、も
う１つのグループには競合ベースのＲＡＣＨプリアンブル（複数可）を提供し得る。ＷＴ
ＲＵは、ＷＴＲＵがハンドオーバーを開始したいコンポーネントキャリアを選び得る。Ｗ
ＴＲＵは、最初に個別ＲＡＣＨプリアンブル（複数可）のグループからコンポーネントキ
ャリアを選択し得る。
【００６３】
　任意には、ＲＲＣメッセージは、ハンドオーバーの不具合の場合にＷＴＲＵがフォール
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バック(fall back)し得るコンポーネントキャリア（複数可）を示し得る。ＲＲＣメッセ
ージは、フォールバック用に構成されたキャリアに対する異なるセットのＲＡＣＨプリア
ンブルを含み得る。ハンドオーバーが失敗した場合、ＷＴＲＵは、ＲＲＣメッセージ内に
リスト化されたキャリアを探して、そのキャリア上でハンドオーバーの再確立を試み得る
。
【００６４】
　構成およびハンドオーバー手順を簡易にするために、ソースコンポーネントキャリアの
サブセットに対する構成は、ターゲットコンポーネントキャリアのサブセットに転送され
、特にＵＬおよび／またはＤＬのコンポーネントキャリアのサブセットが同じセル内で切
り替わるセル内の(intra-cell)コンポーネントキャリアに特化した再構成の場合に転送さ
れ得る。これは、セル間の(inter-cell)ハンドオーバーにも適用され得る。
【００６５】
　ＷＴＲＵが、すでにターゲットセルにハンドオーバーされた１または複数のコンポーネ
ントキャリアを有する場合、そのＷＴＲＵは、そのターゲットセルのＭＩＢ情報およびＳ
ＩＢ情報をすでに取得したので、そのターゲットセルのＭＩＢ情報およびＳＩＢ情報を獲
得するための余分なステップを行う必要がないかもしれない。ＷＴＲＵが、ターゲットセ
ルにハンドオーバーされたコンポーネントキャリアを全く有しない場合、そのＷＴＲＵは
、そのターゲットセルのＭＩＢ情報およびＳＩＢ情報を獲得する必要がない。
【００６６】
　一実施形態に従って、ソースセルは、ハンドオーバーコマンドで、ターゲットセルのす
べてのＭＩＢパラメータおよび重要なＳＩＢパラメータをＷＴＲＵに信号送信し得る。代
替的には、ＷＴＲＵは、ハンドオーバーの前に、（ＲＡＣＨ、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨと
いった）アップリンク伝送を行うように要求されるターゲットセルのＭＩＢおよびすべて
または一部のＳＩＢを獲得し得る。代替的には、ＷＴＲＵは、ハンドオーバーコマンドを
受信した後であるが、ターゲットセル内でランダムアクセスを行う前に、（ＲＡＣＨ、Ｐ
ＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨといった）アップリンク伝送を行うように要求されるターゲットセ
ルのＭＩＢおよびすべてまたは一部のＳＩＢを獲得し得る。代替的には、ＷＴＲＵは、ハ
ンドオーバー手順をターゲットセルに行い得るし、ハンドオーバーが成功した後、そのＷ
ＴＲＵは、ターゲットセルのＭＩＢおよびＳＩＢを獲得し得る。
【００６７】
　コンポーネントキャリアに特化した再構成内のランダムアクセスのための実施形態が以
下で開示される。ＷＴＲＵがターゲットセル内の１または数個のＵＬのコンポーネントキ
ャリア上でランダムアクセスを行う間、そのＷＴＲＵは、ソースセル内の自身の通常の動
作を継続し得る。ＷＴＲＵは、コンポーネントキャリアの再構成またはターゲットセルに
ハンドオーバーされる必要がある第１のコンポーネントキャリアに対するハンドオーバー
手順の一部として、そのターゲットセル内でランダムアクセスを行い得る。コンポーネン
トキャリアの再構成または第１のコンポーネントキャリアのターゲットセルへのハンドオ
ーバーが成功した後、ＷＴＲＵは、ターゲットセル内のＲＲＣ接続が確立されていてアッ
プリンクのタイミングがそろっている（即ち、同期している）ので、残りのコンポーネン
トキャリアのターゲットセルへのハンドオーバーに対して、ターゲットセル内のランダム
アクセス手順を行わないかもしれない。
【００６８】
　ＷＴＲＵが単一の無線能力(capability)を有する場合に、そのＷＴＲＵは、アップリン
クおよびダウンリンク動作ならびにソースセルとの接続を維持する間に、ＲＡＣＨ手順を
ターゲットセルに開始するために、他のコンポーネントキャリア（複数可）上でＤＲＸサ
イクルの非アクティビティ期間（即ち、ＤＲＸ期間の機会）を利用する(exploit)ことに
よって、コンポーネントキャリアに特化した再構成またはコンポーネントキャリア（複数
可）のハンドオーバーを行い得る。上記に説明したように、重複しないＤＲＸおよび／ま
たはＤＴＸパターンは、コンポーネントキャリア用に構成され得る。
【００６９】
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　図１２は、一実施形態に従ったＲＡＣＨ手順の例示的なプロセス１２００のフローダイ
アグラムを示す。説明として、ＷＴＲＵは、ダウンリンク内のキャリア１Ｄ、２Ｄ、およ
び３Ｄに割り振られ、アップリンク内のキャリア１Ｕ、２Ｕ、および３Ｕに割り振られる
と仮定する。ＷＴＲＵは、ハンドオーバーコマンド（例えば、モビリティ情報を有するＲ
ＲＣ＿ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ＿Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージ）を受信する
（ステップ１２０２）。そのハンドオーバーコマンドは、そのオンタイム期間中にコンポ
ーネントキャリア１Ｄ上で受信される。重複しないＤＲＸサイクルは、コンポーネントキ
ャリア用に構成され得るので、他のコンポーネントキャリア（即ち、キャリア２Ｄおよび
キャリア３Ｄ）は、その期間中、非アクティブ（即ち、ＤＲＸの機会）になり得る。ハン
ドオーバーコマンドを受信した後、ＷＴＲＵは、コンポーネントキャリア２Ｄおよび３Ｄ
と、コンポーネントキャリア２Ｕおよび３Ｕとが非アクティブである間に、ターゲットセ
ルと同期する（ステップ１２０４）。ＷＴＲＵは、コンポーネントキャリア２Ｄおよび３
Ｄと、コンポーネントキャリア２Ｕおよび３Ｕとが非アクティブである間に、キャリア１
Ｕおよびキャリア１Ｄを用いてターゲットセルにハンドオーバーするＲＡＣＨ手順を開始
し得る（ステップ１２０６）。ＷＴＲＵは、キャリア２Ｄおよび３Ｄと、キャリア２Ｕお
よび３Ｕとが非アクティブである間に、コンポーネントキャリア１Ｕおよびコンポーネン
トキャリア１Ｄを使用することによって、コンポーネントキャリアの再構成またはターゲ
ットセルに対するハンドオーバー手順を完了し得る。代替的には、あるステップのＲＡＣ
Ｈ手順は、そのＲＡＣＨ手順に携わっていない他のキャリアのオンタイム期間よりも高い
優先度が提供され得る。
【００７０】
　コンポーネントキャリアに特化したＲＡＣＨ手順が失敗した場合、ＷＴＲＵは、なおも
構成されているＵＬキャリア（例えば、コンポーネントキャリア２Ｕまたは３Ｕ）のうち
の１つを使用したＲＲＣメッセージを用いて、ソースｅＮＢに失敗を知らせ得る。
【００７１】
　コンポーネントキャリアに特化したＲＡＣＨ手順が成功した場合、ＷＴＲＵは、ソース
セルになおも構成されている他のコンポーネントキャリア（複数可）を再構成するように
ＷＴＲＵに要求するＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ＿Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを
ターゲットセルから受信し得る。上記で開示されるように、残りのコンポーネントキャリ
アを再構成する手順は、ＷＴＲＵがターゲットセルと同期されて必要な情報を取得するの
で、ＲＡＣＨ手順を通じて行われないかもしれない。
【００７２】
　代替的には、ＷＴＲＵは、ソースセルを用いて別のキャリア（例えば、コンポーネント
キャリア２Ｄ、３Ｄ、２Ｕ、３Ｕ）のサブセットを維持しながら、ターゲットセルを用い
てキャリア（例えば、コンポーネントキャリア１Ｄおよび１Ｕ）のサブセットを維持し得
る。
【００７３】
　ＷＴＲＵがデュアル無線能力を有する場合、ＷＴＲＵは、ＤＲＸ非アクティビティを利
用する必要なく一方のキャリア上でソースセルとの接続を維持しながら、キャリア（上記
の例のコンポーネントキャリア１Ｄ、１Ｕ）のサブセット上のＲＡＣＨ手順をターゲット
セルに開始し得る。ＷＴＲＵのデュアル無線能力では、コンポーネントキャリア上のＤＲ
Ｘパターンは、重複し得る。
【００７４】
　ＰＵＣＣＨを伝達するＵＬのアンカーコンポーネントキャリアも、ＰＤＣＣＨを伝達す
るＤＬキャリアと同様に定義され得る。この場合、ＲＡＣＨ手順は、割り当てられたＵＬ
のアンカーコンポーネントキャリアに制限され得る。
【００７５】
　ＷＴＲＵは、ＬＴＥ－ＡセルとＷＣＤＭＡセルとの両方に同時にハンドオーバーし得る
。例えば、５ＭＨｚのＬＴＥコンポーネントキャリアおよび５ＭＨｚのＷＣＤＭＡコンポ
ーネントキャリア（またはその他の異なるシステムコンポーネントキャリア）は、集約さ
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れ得る。
【００７６】
実施形態
１、ＷＴＲＵに実装されるコンポーネントキャリアに特化したコンポーネントキャリアの
再構成のための方法。
【００７７】
２、コンポーネントキャリアの再構成に対するコマンドを受信することを備えることであ
って、前記ＷＴＲＵは、複数のコンポーネントキャリア経由で伝送するまたは受信するこ
とができることを特徴とする実施形態１の方法。
【００７８】
３、コンポーネントキャリアベースで少なくとも１つのコンポーネントキャリアを構成し
て少なくとも１つの新しいコンポーネントキャリアに付加し、または少なくとも１つの現
在構成されているコンポーネントキャリアを除去もしくは置き換えることを備えることを
特徴とする実施形態２の方法。
【００７９】
４、付加され、除去され、または置き換えられる少なくとも１つのコンポーネントキャリ
アは、アップリンクキャリアまたはダウンリンクキャリアのいずれかであることを特徴と
する実施形態３の方法。
【００８０】
５、コンポーネントキャリア上でＤＲＸを行うことであって、前記コンポーネントキャリ
ア上のＤＲＸパターンは、互いに重複しないことをさらに備えることを特徴とする実施形
態２乃至４のいずれかにおける方法。
【００８１】
６、異なる場所と関連する前記重複しないＤＲＸパターンに従ってコンポーネントキャリ
ア上の複数の場所から受信することをさらに備えることを特徴とする実施形態５の方法。
【００８２】
７、他のコンポーネントキャリアが非アクティブな間に１つのコンポーネントキャリア上
のターゲットセルにおいてランダムアクセス手順を行うことをさらに備えることを特徴と
する実施形態２乃至６のいずれかにおける方法。
【００８３】
８、コンポーネントキャリア上でＤＲＸを行うことであって、前記コンポーネントキャリ
ア上のＤＲＸパターンは、互いに重複しないことをさらに備えることを特徴とする実施形
態２乃至７のいずれかにおける方法。
【００８４】
９、少なくとも１つのコンポーネントキャリア上のＣｏＭＰアクティブセット内の複数の
セルからダウンリンク伝送を受信することをさらに備えることを特徴とする実施形態２乃
至８のいずれかにおける方法。
【００８５】
１０、ダウンリンク伝送および／またはアップリンク伝送に対する制御チャネルのハンド
オーバーを行うことであって、前記制御チャネルは、アンカーセルから受信されることを
備えることを特徴とする実施形態９の方法。
【００８６】
１１、ダウンリンクのトラフィックチャネルに対するハンドオーバーは、前記ダウンリン
ク伝送を前記ＣｏＭＰアクティブセット内いずれのセルからも受信することができない場
合に行われることを特徴とする実施形態９乃至１０のいずれかにおける方法。
【００８７】
１２、前記ＷＴＲＵは、前記ＣｏＭＰアクティブセットを認識し、およびトラフィックチ
ャネルに対するハンドオーバーを行うことを特徴とする実施形態９乃至１１のいずれかに
おける方法。
【００８８】
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１３、少なくとも１つのコンポーネントキャリア上のＣｏＭＰアクティブセット内の複数
のセルにアップリンク伝送を伝送することをさらに備えることを特徴とする実施形態２乃
至１２のいずれかにおける方法。
【００８９】
１４、前記アップリンク伝送を前記ＣｏＭＰアクティブセット内いずれのセルにおいても
受信することができないという場合にアップリンクのトラフィックチャネルに対するハン
ドオーバーを行うことをさらに備えることを特徴とする実施形態１３の方法。
【００９０】
１５、少なくとも１つのコンポーネントキャリアに対する測定を行うことをさらに備える
ことを特徴とする実施形態２乃至１４のいずれかにおける方法。
【００９１】
１６、前記測定をレポートすることを備えることを特徴とする実施形態１５の方法。
【００９２】
１７、前記複数のコンポーネントキャリア用のパラメータを含むＲＲＣメッセージを受信
することをさらに備えることを特徴とする実施形態２乃至１６のいずれかにおける方法。
【００９３】
１８、前記ＲＲＣメッセージは、個別ＲＡＣＨプリアンブルを有するコンポーネントキャ
リアの第１のグループおよび競合ベースのＲＡＣＨプリアンブルを有するコンポーネント
キャリアの第２のグループを含み、前記ＷＴＲＵがコンポーネントキャリアを選択して前
記グループのうちの１つからハンドオーバーを開始できるようにすることを特徴とする実
施形態１７の方法。
【００９４】
１９、コンポーネントキャリアに特化したコンポーネントキャリアの再構成を行うための
ＷＴＲＵ。
【００９５】
２０、複数のコンポーネントキャリア経由で伝送するまたは受信するためのトランシーバ
を備えることを特徴とする実施形態１９のＷＴＲＵ。
【００９６】
２１、コンポーネントキャリアベースで少なくとも１つのコンポーネントキャリアを構成
して少なくとも１つの新しいコンポーネントキャリアに付加し、または少なくとも１つの
現在構成されているコンポーネントキャリアを除去もしくは置き換えるためのプロセッサ
を備えることを特徴とする実施形態２０のＷＴＲＵ。
【００９７】
２２、付加され、除去され、または置き換えられる少なくとも１つのコンポーネントキャ
リアは、アップリンクキャリアまたはダウンリンクキャリアのいずれかであることを特徴
とする実施形態２１のＷＴＲＵ。
【００９８】
２３前記プロセッサは、コンポーネントキャリア上でＤＲＸを行い、前記コンポーネント
キャリア上のＤＲＸパターンは、互いに重複しないことを特徴とする実施形態２１乃至２
２のいずれかにおけるＷＴＲＵ。
【００９９】
２４、前記プロセッサは、異なる場所と関連する前記重複しないＤＲＸパターンに従って
コンポーネントキャリア上の複数の場所から受信するように構成されることを特徴とする
実施形態２３のＷＴＲＵ。
【０１００】
２５、前記プロセッサは、他のコンポーネントキャリアが非アクティブな間に１つのコン
ポーネントキャリア上のターゲットセルにおいてランダムアクセス手順を行うように構成
されることを特徴とする実施形態２１乃至２４のいずれかにおけるＷＴＲＵ。
【０１０１】
２６、前記プロセッサは、コンポーネントキャリア上でＤＲＸを行うように構成され、前
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記コンポーネントキャリア上のＤＲＸパターンは、互いに重複しないことを特徴とする実
施形態２１乃至２５のいずれかにおけるＷＴＲＵ。
【０１０２】
２７、前記プロセッサは、少なくとも１つのコンポーネントキャリア上のＣｏＭＰアクテ
ィブセット内の複数のセルからダウンリンク伝送を受信するように構成され、およびダウ
ンリンク伝送および／またはアップリンク伝送用にアンカーセルから受信される制御チャ
ネルに対するハンドオーバーを行うことを特徴とする実施形態２１乃至２６のいずれかに
おけるＷＴＲＵ。
【０１０３】
２８、前記プロセッサは、前記ダウンリンク伝送を前記ＣｏＭＰアクティブセット内いず
れのセルからも受信することができない場合に、ダウンリンクのトラフィックチャネルに
対するハンドオーバーを行うように構成されることを特徴とする実施形態２７のＷＴＲＵ
。
【０１０４】
２９、前記プロセッサは、前記ＣｏＭＰアクティブセットを認識し、およびトラフィック
チャネルに対するハンドオーバーを行うことを特徴とする実施形態２７乃至２８のいずれ
かにおけるＷＴＲＵ。
【０１０５】
３０、前記プロセッサは、少なくとも１つのコンポーネントキャリア上のＣｏＭＰアクテ
ィブセット内の複数のセルにアップリンク伝送を伝送し、および前記アップリンク伝送を
前記ＣｏＭＰアクティブセット内いずれのセルにおいても受信することができない場合に
アップリンクのトラフィックチャネルに対するハンドオーバーを行うように構成されるこ
とを特徴とする実施形態２１乃至２９のいずれかにおけるＷＴＲＵ。
【０１０６】
３１、少なくとも１つのコンポーネントキャリアに対する測定を行い、および前記測定を
レポートするように構成されることを特徴とする実施形態２１乃至３０のいずれかにおけ
るＷＴＲＵ。
【０１０７】
３２、前記プロセッサは、前記複数のコンポーネントキャリア用のパラメータを含むＲＲ
Ｃメッセージを受信するように構成されることを特徴とする実施形態２１乃至３１のいず
れかにおけるＷＴＲＵ。
【０１０８】
３３、前記ＲＲＣメッセージは、個別ＲＡＣＨプリアンブルを有するコンポーネントキャ
リアの第１のグループおよび競合ベースのＲＡＣＨプリアンブルを有するコンポーネント
キャリアの第２のグループを含み、前記プロセッサがコンポーネントキャリアを選択して
前記グループのうちの１つからハンドオーバーを開始できるようにすることを特徴とする
実施形態３２のＷＴＲＵ。
【０１０９】
　特徴および要素について、特定の組み合わせにおいて上述しているが、それぞれの特徴
または要素を、他の特徴および要素を用いずに単独で、または他の特徴および要素の有無
にかかわらずさまざまな組み合わせにおいて使用することができる。本明細書で提供され
た方法またはフローチャートは、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するた
めのコンピュータ可読ストレージ媒体に組み込まれるコンピュータプログラム、ソフトウ
ェア、またはファームウェアに実装されてもよい。コンピュータ可読ストレージ媒体の例
は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キ
ャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内部ハードディスクおよびリムーバブルディス
クなどの磁気媒体、磁気光媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭディスクなどの光媒体およびデジ
タル多用途ディスク（ＤＶＤ）を含む。
【０１１０】
　適するプロセッサは、例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ



(21) JP 5351289 B2 2013.11.27

10

、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連動す
る１または複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途
集積回路（ＡＳＩＣ）、特定用途向け標準品（ＡＳＳＰ）、現場プログラム可能ゲートア
レイ（ＦＰＧＡ）回路、その他のタイプの集積回路（ＩＣ）、および／またはステートマ
シンを含む。
【０１１１】
　ソフトウェアと連動するプロセッサは、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）、ユーザ機器
（ＵＥ）、端末、基地局、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）または進化型パケット
コア（ＥＰＣ）に使用するための無線周波数トランシーバ、または任意のホストコンピュ
ータを実装するのに使用されてもよい。ＷＴＲＵは、モジュールと共に使用されてもよく
、ソフトウェアラジオ（ＳＤＲ）、およびカメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオフォ
ン、スピーカフォン、振動デバイス、スピーカ、マイクロフォン、テレビトランシーバ、
ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、
周波数変調（ＦＭ）無線ユニット、近距離通信（ＮＦＣ）モジュール、液晶表示（ＬＣＤ
）ディスプレイユニット、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイユニット、デジ
タル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネッ
トブラウザ、および／または任意の無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）または
超広帯域（ＵＷＢ）モジュールなどの他のコンポーネントを含むハードウェアおよび／ま
たはソフトウェアに実装されてもよい。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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