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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）において実行される方法であって、
　前記方法は、
　免許不要バンド内の第１の動作周波数およびセル構成パラメータのセットを使用して基
地局と通信するステップと、
　情報を受信するステップであり、前記情報は、
　　前記基地局と通信するのに使用するための前記免許不要バンド内の第２の動作周波数
のインジケーション、および
　　修正期間の数のインジケーションを含む、ステップと、
　前記修正期間の数に基づいて指定された時刻を決定するステップと、
　前記指定された時刻に、前記第２の動作周波数およびセル構成パラメータの同一のセッ
トを使用して前記基地局と通信するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記セル構成パラメータのセットは、RadioResourceConfigCommon　情報要素（ＩＥ）
またはRadioResourceConfigDedicated　ＩＥの少なくとも一つに含まれる無線リソースＩ
Ｅを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の動作周波数に変更するためのトリガを受信するステップと、
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　前記トリガを受信することに応答して、前記指定された時刻に前記基地局と通信するた
めに前記第２の動作周波数に変更するステップと
　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４】
　前記指定された時刻に前記基地局によって操作される、新しいセルに対するダイレクテ
ッドセル再選択を開始する命令および前記新しいセルに対するハンドオーバ手順を開始す
る命令の一つを受信するステップであって、前記新しいセルは、前記第２の動作周波数お
よび第２のセルＩＤに対応する、ステップと、
　前記指定された時刻に前記新しいセルに対する前記ダイレクテッドセル再選択または前
記ハンドオーバ手順の一つを開始するステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　連邦通信委員会（ＦＣＣ）は、特定のタイプの無線送信機によって使用するための特定
の周波数帯を認可することにより、無線送信機間の干渉を防止または低減しようとしてい
る。ＦＣＣは、主にＴＶ送信用に使用するためのテレビジョン（ＴＶ）バンド（チャネル
２から５１に対応する）を認可した。ＦＣＣはまた、他のタイプの無線送信機によって使
用するためのいくつかのＴＶバンドチャネルも認可した。例えば、チャネル３７が電波天
文学のために予約され、チャネル７から４６が、無線医療遠隔測定サービス（ＷＭＴＳ：
Wireless Medical Telemetry Service）によって使用されるために認可され、チャネル１
４から２０が、私用陸上移動無線システム（ＰＬＭＲＳ：Private Land Mobile Radio Sy
stem）によってさらに使用するために認可され、チャネル４～３６および３８～５１が、
リモート制御装置によってさらに使用されるために認可され、チャネル２から５１が、ワ
イヤレスマイクによって使用されるために認可される。
【０００３】
　ＴＶバンド内で動作する免許を受けた無線送信機と無免許の無線送信機との間の干渉の
危険を低減することを目的としたいくつかの条件を前提として、ＦＣＣは、無免許の無線
送信機が、サービスをブロードキャストすることに割り振られるが、ローカルに使用され
ないＴＶバンド内の周波数上で動作することも許可する。本明細書では、こうした周波数
をＴＶホワイトスペース（ＴＶＷＳ）と呼ぶことがあり、こうした周波数は、例えば、チ
ャネル２～３６および３８～５１に対応する周波数を含むことがある。
【発明の概要】
【０００４】
　方法および装置を説明する。一方法によれば、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）が
、第１の基地局動作周波数およびセル構成パラメータのセットを使用して基地局と通信す
る。ＷＴＲＵは、所定の時刻に基地局と通信するのに使用するための第２の基地局動作周
波数を示す情報を受信する。ＷＴＲＵは、その所定の時刻またはその後に、第２の基地局
動作周波数およびセル構成パラメータの同一のセットを使用して基地局と通信する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　添付図面と共に例として与えられる以下の説明から、詳細な理解を得ることができる。
【図１Ａ】１つまたは複数の開示される実施形態を実装することのできる例示的通信シス
テムのシステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示す通信システム内で使用することのできる例示的な無線送信／受信
ユニット（ＷＴＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示す通信システム内で使用することのできる例示的無線アクセスネッ
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トワークおよび例示的コアネットワークのシステム図である。
【図２】オペレータがネットワーク内の基地局の動作周波数の先験的知識を有する場合の
、ネットワークに関する例示的システム情報取得手順を示す図である。
【図３】例示的システム情報更新手順を示す図３００である。
【図４】ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードのＷＴＲＵに関するイントラＭＭＥハンドオ
ーバ手順を示す信号図である。
【図５Ａ】セル再構成の一実施形態を示す図である。
【図５Ｂ】セル再構成の一実施形態を示す図である。
【図６Ａ】ダイレクテッドセル変更の一実施形態を示す図である。
【図６Ｂ】ダイレクテッドセル変更の一実施形態を示す図である。
【図７Ａ】仮想マルチコンポーネントキャリア（ＣＣ）セルの一実施形態を示す図である
。
【図７Ｂ】仮想マルチコンポーネントキャリア（ＣＣ）セルの一実施形態を示す図である
。
【図８】ネットワークステータスに基づく適応修正期間変更（adaptive modification pe
riod changing）の例示的方法の図である。
【図９】物理層セル再構成インジケーションの一例を示す図である。
【図１０】RRC_CONNECTEDモードのＷＴＲＵに関する例示的チャネル変更手順を示す信号
図である。
【図１１】ＴＶＷＳを使用する例示的なＬＴＥネットワークの図である。
【図１２】ＴＶＷＳで動作するＬＴＥシステムに関する例示的アーキテクチャの図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　図１Ａは、１つまたは複数の開示される実施形態を実装することのできる例示的通信シ
ステム１００の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどのコンテンツを複数の無線ユーザに提供する多元接続システム
でよい。通信システム１００は、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有を通じて複数
の無線ユーザがそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にする。例えば、通信シ
ステム１００は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数
分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、シングルキャリアＦＤＭＡ（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）などの１つまたは複数のチャネルアクセス方法を利用できる。
【０００７】
　図１Ａに示すように、通信システム１００は、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）１
０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０４、
コアネットワーク１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１０お
よび他のネットワーク１１２を含むことができるが、開示される実施形態では、任意の数
のＷＴＲＵ、基地局、ネットワークおよび／またはネットワーク要素が企図されることを
理解されよう。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのそれぞれは、無線環
境で動作および／または通信するように構成された任意のタイプの装置でよい。例えば、
ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線信号を送信および／または受
信するように構成することができ、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定またはモバイル加
入者ユニット、ページャ、セルラ電話、ＰＤＡ、スマートフォン、ラップトップ、ネット
ブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、コンシューマエレクトロニクスなどを含
むことができる。
【０００８】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂをも含むことができる。
基地局１１４ａ、１１４ｂのそれぞれは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０
２ｄの少なくとも１つとワイヤレスにインターフェースして、コアネットワーク１０６、
インターネット１１０および／またはネットワーク１１２などの１つまたは複数の通信ネ
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ットワークへのアクセスを実施するように構成された任意のタイプの装置でよい。例えば
、基地局１１４ａ、１１４ｂは、送受信基地局（ＢＴＳ）、Ｎｏｄｅ－Ｂ、ｅＮｏｄｅ　
Ｂ、Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ、サイトコントローラ、アクセ
スポイント（ＡＰ）、無線ルータなどでよい。基地局１１４ａ、１１４ｂをそれぞれ単一
の要素として示すが、基地局１１４ａ、１１４ｂは任意の数の相互接続された基地局およ
び／またはネットワーク要素を含むことができることを理解されよう。
【０００９】
　基地局１１４ａはＲＡＮ１０４の一部でよく、ＲＡＮ１０４は、基地局コントローラ（
ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、中継ノードなどの他の基地局およ
び／またはネットワーク要素（図示せず）をも含むことができる。基地局１１４ａおよび
／または基地局１１４ｂは、セル（図示せず）とも呼ばれることのある特定の地理的領域
内の無線信号を送信および／または受信するように構成されることができる。セルはさら
にセルセクタに分割できる。例えば、基地局１１４ａに関連するセルを３つのセクタに分
割できる。従って、一実施形態では、基地局１１４ａは、３つのトランシーバ、すなわち
セルの各セクタについて１つのトランシーバを含むことができる。別の実施形態では、基
地局１１４ａは多入力多出力（ＭＩＭＯ）技術を利用することができ、従って、セルの各
セクタについて複数のトランシーバを利用することができる。
【００１０】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１つまたは複数と通信することができ、エアインター
フェース１１６は、任意の適切な無線通信リンク（例えば、無線周波数（ＲＦ）、マイク
ロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）でよい。任意の適切な無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ）を使用してエアインターフェース１１６を確立することができる。
【００１１】
　より具体的には、上述のように、通信システム１００は多元接続システムでよく、ＣＤ
ＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなどの１つまたは複数のチャネ
ルアクセス方式を利用できる。例えば、ＲＡＮ１０４内の基地局１１４ａと、ＷＴＲＵ１
０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）を使用してエアイン
ターフェース１１６を確立することができる、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴ
Ｓ）地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装できる。Ｗ－ＣＤＭＡは、ＨＳ
ＰＡ（High Speed Packet Access）および／またはＨＳＰＡ＋（Evolved HSPA）などの通
信プロトコルを含むことができる。ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス（Ｈ
ＳＤＰＡ）および／または高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を含むこと
ができる。
【００１２】
　別の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ＬＴＥ（Long Term Evolution）および／またはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ
）を使用してエアインターフェース１１６を確立することができる、Ｅ－ＵＴＲＡ（Evol
ved UMTS Terrestrial Radio Access）などの無線技術を実装できる。
【００１３】
　別の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ）、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００
　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、ＩＳ－２０００（Interim Standard 2000）、
ＩＳ－９５（Interim Standard 95）、ＩＳ－８５６（Interim Standard 856）、ＧＳＭ
（登録商標）（Global System for Mobile communications）、ＥＤＧＥ（Enhanced Data
 rates for GSM Evolution）、ＧＥＲＡＮ（GSM EDGE）などの無線技術を実装できる。
【００１４】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍｅ
　ｅＮｏｄｅ　Ｂ、またはアクセスポイントでよく、ビジネス、自宅、車両、キャンパス
の場所などの局所化されたエリアで無線接続性を実施するための任意の適切なＲＡＴを利
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用できる。一実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１などの無線技術を実装して、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）を確立できる。別の実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２
ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実装して、無線パーソナルエリアネットワ
ーク（ＷＰＡＮ）を確立できる。さらに別の実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲ
Ｕ１０２ｃ、１０２ｄは、セルラベースのＲＡＴ（例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０
００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確
立できる。図１Ａに示すように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０に対する直接
的接続を有することができる。従って、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介
してインターネット１１０にアクセスする必要がないことがある。
【００１５】
　ＲＡＮ１０４はコアネットワーク１０６と通信することができ、コアネットワーク１０
６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１つまたは複数に、音声、デ
ータ、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ（voice over internet protocol）サ
ービスを提供するように構成された任意のタイプのネットワークでよい。例えば、コアネ
ットワーク１０６は、呼制御、課金サービス、モバイル位置情報サービス、プリペイド呼
出し、インターネット接続性、ビデオ配布などを提供することができ、かつ／またはユー
ザ認証などの高レベルセキュリティ機能を実施できる。図１Ａには図示していないが、Ｒ
ＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は、ＲＡＮ１０４と同一のＲＡＴまた
は異なるＲＡＴを利用する他のＲＡＮと直接的または間接的に通信できることを理解され
よう。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用している可能性があるＲＡＮ１０４に接続す
ることに加えて、コアネットワーク１０６は、ＧＳＭ無線技術を利用する別のＲＡＮ（図
示せず）とも通信することができる。
【００１６】
　コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄがＰＳ
ＴＮ１０８、インターネット１１０および／または他のネットワーク１１２にアクセスす
るためのゲートウェイとして働くこともできる。ＰＳＴＮ１０８は、簡易電話サービス（
ＰＯＴＳ）を提供する回線交換電話網を含むことができる。インターネット１１０は、Ｔ
ＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル群のＴＣＰ、ＵＤＰ、ＩＰなどの共通の通信プロト
コルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークおよび装置のグローバルシス
テムを含むことができる。ネットワーク１１２は、他のサービスプロバイダによって所有
および／または運用される有線または無線通信ネットワークを含むことができる。例えば
、ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同一のＲＡＴまたは異なるＲＡＴを利用できる
１つまたは複数のＲＡＮに接続された別のコアネットワークを含むことができる。
【００１７】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの一部また
は全てはマルチモード機能を含むことができ、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃ、１０２ｄは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通信する複
数のトランシーバを含むことができる。例えば、図１Ａに示すＷＴＲＵ１０２ｃは、セル
ラベースの無線技術を利用できる基地局１１４ａと、ＩＥＥＥ８０２無線技術を利用でき
る基地局１１４ｂと通信するように構成することができる。
【００１８】
　図１Ｂは、例示的ＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示すように、ＷＴＲＵ
１０２は、プロセッサ１１８、トランシーバ１２０、送受信素子１２２、スピーカ／マイ
クロフォン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド１２８、非リムーバ
ブルメモリ１３０、リムーバブルメモリ１３２、電源１３４、ＧＰＳチップセット１３６
および他の周辺機器１３８を含むことができる。ＷＴＲＵ１０２は、実施形態に適合した
ままで、上記の要素の任意のサブコンビネーションを含みうることを理解されよう。
【００１９】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル



(6) JP 6159779 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１つまた
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、ＡＳＩＣ、ＦＰＧ
Ａ回路、任意の他のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態機械などでよい。プロセッサ１１８
は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷＴＲＵ１０２が
無線環境内で動作することを可能にする任意の他の機能を実施できる。プロセッサ１１８
をトランシーバ１２０に結合でき、トランシーバ１２０を送受信素子１２２に結合できる
。図１Ｂはプロセッサ１１８およびトランシーバ１２０を別々の構成要素として示すが、
プロセッサ１１８とトランシーバ１２０を電子パッケージまたはチップとして互いに一体
化できることを理解されよう。
【００２０】
　エアインターフェース１１６を介して基地局（例えば、基地局１１４ａ）に信号を送信
し、または基地局から信号を受信するように送受信素子１２２を構成することができる。
例えば、一実施形態では、送受信素子１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信する
ように構成されたアンテナでよい。別の実施形態では、送受信素子１２２は、ＩＲ、ＵＶ
または可視光信号を送信および／または受信するように構成された放射器／検出器でよい
。さらに別の実施形態では、ＲＦ信号と光信号のどちらも送信および受信するように送受
信素子１２２を構成することができる。無線信号の任意の組合せを送信および／または受
信するように送受信素子１２２を構成できることを理解されよう。
【００２１】
　さらに、図１Ｂでは送受信素子１２２を単一の要素として示すが、ＷＴＲＵ１０２は任
意の数の送受信素子を含むことができる。より具体的には、ＷＴＲＵ１０２はＭＩＭＯ技
術を利用できる。従って、一実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、エアインターフェース１
１６を介して無線信号を送信および受信する２つ以上の送受信素子１２２（例えば、複数
のアンテナ）を含むことができる。
【００２２】
　送受信素子１２２によって送信すべき信号を変調し、送受信素子１２２によって受信さ
れる信号を復調するようにトランシーバ１２０を構成することができる。上述のように、
ＷＴＲＵ１０２はマルチモード機能を有することができる。従って、トランシーバ１２０
は、例えばＵＴＲＡやＩＥＥＥ８０２．１１などの複数のＲＡＴを介してＷＴＲＵ１０２
が通信することを可能にする複数のトランシーバを含むことができる。
【００２３】
　スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６および／またはディスプレイ／タ
ッチパッド１２８（例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）ディスプレイユニットまたは有
機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイユニット）にＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１
１８を結合でき、それらからユーザ入力データを受信できる。プロセッサ１１８はまた、
スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６および／またはディスプレイ／タッ
チパッド１２８にユーザデータを出力することもできる。さらに、プロセッサ１１８は、
非リムーバブルメモリ１３０および／またはリムーバブルメモリ１３２などの任意のタイ
プの適切なメモリからの情報にアクセスし、それらにデータを格納できる。非リムーバブ
ルメモリ１３０は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ
記憶装置を含むことができる。リムーバブルメモリ１３２は、加入者識別モジュール（Ｓ
ＩＭ）カード、メモリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードなどを含むこ
とができる。別の実施形態では、プロセッサ１１８は、サーバやホームコンピュータ（図
示せず）上などの、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に位置していないメモリからの情報にアク
セスし、それにデータを格納できる。
【００２４】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受けることができ、ＷＴＲＵ１０２内の他
の構成要素への電力を分配および／または制御するように構成することができる。電源１
３４は、ＷＴＲＵ１０２に電源供給する任意の適切な装置でよい。例えば、電源１３４は
、１つまたは複数の乾電池（例えば、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（
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ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）など）、太陽
電池、燃料電池などを含むことができる。
【００２５】
　プロセッサ１１８をＧＰＳチップセット１３６に結合することもでき、ＷＴＲＵ１０２
の現在位置に関する位置情報（例えば、経度および緯度）を提供するようにＧＰＳチップ
セット１３６を構成することができる。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、
またはＧＰＳチップセット１３６からの情報の代わりに、ＷＴＲＵ１０２は、基地局（例
えば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアインターフェース１１６を介して位置情報を
受信することができ、かつ／または２つ以上の近隣の基地局から受信している信号のタイ
ミングに基づいてＷＴＲＵ１０２の位置を求めることができる。ＷＴＲＵ１０２は、実施
形態に適合したままで、任意の適切な位置決定方法によって位置情報を取得できることを
理解されよう。
【００２６】
　プロセッサ１１８を他の周辺機器１３８にさらに結合することができ、他の周辺機器１
３８は、追加の特徴、機能および／または有線または無線接続性を提供する１つまたは複
数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含むことができる。例えば、
周辺機器１３８は、加速度計、ｅコンパス、サテライトトランシーバ、デジタルカメラ（
写真またはビデオ用）、ＵＳＢポート、バイブレーション装置、テレビジョントランシー
バ、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変
調（ＦＭ）無線ユニット、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などを含むことができる。
【００２７】
　図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。上述のように、ＲＡＮ１０４は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用して、エアインタ
ーフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信することができ
る。ＲＡＮ１０４はまた、コアネットワーク１０６とも通信することができる。
【００２８】
　ＲＡＮ１０４はｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含むことができるが、
ＲＡＮ１０４は、実施形態に適合したままで任意の数のｅＮｏｄｅ－Ｂを含むことができ
ることを理解されよう。ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそれぞれ、エア
インターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信する１つ
または複数のトランシーバを含むことができる。一実施形態では、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０
ａ、１４０ｂ、１４０ｃはＭＩＭＯ技術を実装できる。従って、例えばｅＮｏｄｅ－Ｂ１
４０ａは、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２ａに無線信号を送信し、ＷＴＲＵ
１０２ａから無線信号を受信できる。
【００２９】
　ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれを特定のセル（図示せず）に
関連付けることができ、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、アップリンクおよび
／またはダウンリンクでのユーザのスケジューリングなどを処理するように構成すること
ができる。図１Ｃに示すように、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｘ２
インターフェースを介して互いに通信することができる。
【００３０】
　図１Ｃに示すコアネットワーク１０６は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）１４
２、サービングゲートウェイ１４４およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲート
ウェイ１４６を含むことができる。上記の要素のそれぞれをコアネットワーク１０６の一
部として示すが、こうした要素のいずれか１つを、コアネットワークオペレータ以外のエ
ンティティによって所有および／または運用できることを理解されよう。
【００３１】
　Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、
１４０ｃのそれぞれにＭＭＥ１４２を接続することができ、ＭＭＥ１４２は制御ノードと



(8) JP 6159779 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

して働くことができる。例えば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃのユーザの認証、ベアラ活動化／非活動化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの
初期接続中の特定のサービングゲートウェイの選択などを担当することができる。ＭＭＥ
１４２はまた、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭやＷ－ＣＤＭＡなどの他の無線技術を利用する他
のＲＡＮ（図示せず）との間で切り換えるための制御プレーン機能も提供できる。
【００３２】
　Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅＮｏｄｅ　Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、
１４０ｃのそれぞれにサービングゲートウェイ１４４を接続することができる。サービン
グゲートウェイ１４４は一般に、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃへの／からのユ
ーザデータパケットをルーティングおよび転送することができる。サービングゲートウェ
イ１４４はまた、ｅＮｏｄｅ　Ｂハンドオーバ中のユーザプレーンのアンカリング、ダウ
ンリンクデータがＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃにとって利用可能であるときの
ページングのトリガリング、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストの管
理および格納などの他の機能も実施できる。
【００３３】
　サービングゲートウェイ１４４をＰＤＮゲートウェイ１４６にも接続することができ、
ＰＤＮゲートウェイ１４６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃがインターネット
１１０などのパケット交換ネットワークにアクセスできるようにし、ＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ使用可能装置との間の通信を実施することができる。
【００３４】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を実施できる。例えば、コアネ
ットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃがＰＳＴＮ１０８などの回
線交換ネットワークにアクセスできるようにし、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
と従来の固定通信装置との間の通信を実施できる。例えば、コアネットワーク１０６は、
コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ１０８との間のインターフェースとして働くＩＰゲー
トウェイ（例えば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含むことがで
き、またはそれと通信することができる。さらに、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃがネットワーク１１２にアクセスできるようにすることが
でき、ネットワーク１１２は、他のサービスプロバイダによって所有および／または運用
される他の有線または無線ネットワークを含むことができる。
【００３５】
　ＷＴＲＵは、基地局の動作周波数を使用して基地局との通信を実施できる。ＷＴＲＵは
、システム情報取得手順を介して、ネットワーク内の基地局の動作周波数について通知を
受けることができ、システム情報取得手順は、ネットワークオペレータがネットワーク内
の基地局の動作周波数の先験的知識を有する場合、システム情報（ＳＩ）でネットワーク
内のＷＴＲＵに動作周波数をブロードキャストすることを含むことができる。ＬＴＥシス
テムでは、ＭＩＢ（MasterInformationBlock）およびいくつかのＳＩＢ（Systemlnformat
ionBlock）を介してＳＩを周期的にブロードキャストすることができる。特定のＳＩＢを
使用して、サービングセルおよび近隣セル情報（例えば、セル識別、動作周波数など）を
ブロードキャストすることができる。
【００３６】
　図２は、ネットワークオペレータがネットワーク内の基地局の動作周波数の先験的知識
を有するネットワークに関する例示的ＳＩ取得手順を示す図である。図示する例では、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ（Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network）２０４などのネ
ットワークエアインターフェースが、ＳＩＢ２０８（例えば、SystemInformationBlockTy
pe1）およびマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）２０６を介してＳＩ２１０をＷＴＲＵ２０２
に送信する。
【００３７】
　例えば、情報のいずれかが変化する場合、ＳＩを時々更新する必要があることがある。
ＳＩが変化する場合、ＷＴＲＵは、ＳＩ更新手順を介して変更について通知を受けること
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ができる。
【００３８】
　図３は、例示的ＳＩ更新手順を示す図３００である。ネットワークがそのＳＩを変更す
るとき、ネットワークはまず、例えばブロードキャスト共通制御チャネル（ＢＣＣＨ）修
正期間３０８中にＷＴＲＵに変更通知３０６を送信することにより、変更についてＷＴＲ
Ｕに通知することができる。次の修正期間３０４では、ネットワークは更新後のＳＩ３０
２を送信できる。ＳＩメッセージのスケジューリングによって定義されるように、修正期
間内に同じ内容で何回かＳＩメッセージを送信できる。ページングメッセージを使用して
、次の修正期間中にＳＩが変化することをRRC_IDLEモードおよびRRC_CONNECTEDモードの
ＷＴＲＵに通知することができる。ＷＴＲＵが要素systemInfoModificationを含むページ
ングメッセージを受信したとき、ＷＴＲＵはＳＩが次の修正期間境界で変化することを知
ることができる。修正期間３０８中のＳＩの変化についてＷＴＲＵに通知することができ
るが、（例えば、どのシステム情報が変化するかに関する）さらなる詳細を修正期間３０
８中に提供することができない。
【００３９】
　ＷＴＲＵは、セルを時々切り換えることができる（例えば、ＷＴＲＵがその現在セルで
高レベルの干渉を受けている場合）。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードのＷＴＲＵは、例えばセル
再選択を実施することにより、新しいセルに切り替わることができる。セル再選択を実施
する際に、アイドルモードＷＴＲＵは、現サービングセルおよび近隣セルの属性を測定し
、ＷＴＲＵがキャンプオンすべきセルを識別することができる。
【００４０】
　一実施形態では、周波数間再選択は、ＷＴＲＵが利用可能な最高の優先順位周波数にキ
ャンプオンすることができる絶対的優先順位に基づくことができる。異なるＥ－ＵＴＲＡ
Ｎ周波数の絶対的優先順位を、RRCConnectionReleaseメッセージまたはＳＩＢを介してＳ
ＩでＷＴＲＵに提供することができる。しかし、優先順位が専用シグナリングで提供され
る場合、ＷＴＲＵは、ＳＩで提供される全ての優先順位を無視することができる。
【００４１】
　一実施形態では、SystemInformationBlockType3を使用して、優先順位に基づく新しい
セルに対する再選択をトリガすることができる。例えば、threshServingLowQ要素がSyste
mInformationBlockType3で提供される場合、セル選択品質値（Squal）またはセル選択Ｒ
Ｘレベル値（Srxlev）が時間間隔中に一定のしきい値より上であることをサービング周波
数よりも高い優先順位のＥ－ＵＴＲＡＮ周波数のセルが満たし、ＷＴＲＵが現サービング
セルにキャンプオンしてから１秒超経過した場合、ＷＴＲＵは、より高い優先順位のＥ－
ＵＴＲＡＮ周波数上でセルに対するセル再選択を実施できる。
【００４２】
　別の例では、threshServingLowQ要素がSystemInformationBlockType3で提供される場合
、SqualまたはSrxlevが一定のしきい値未満であることをサービングセルが満たし、Squal
またはSrxlevが時間間隔中に一定のしきい値よりも上であることをサービング周波数より
も低い優先順位のＥ－ＵＴＲＡＮ周波数のセルが満たし、ＷＴＲＵが現サービングセルに
キャンプオンしてから１秒超経過した場合、ＷＴＲＵは、より低い優先順位のＥ－ＵＴＲ
ＡＮ周波数上でセルに対するセル再選択を実施できる。
【００４３】
　別の例では、セル選択基準（Ｓ）が時間間隔中にサービングセルよりも良好にランク付
けされることを、等しい優先順位のＥ－ＵＴＲＡＮ周波数上のセルが満たし、ＷＴＲＵが
現サービングセルにキャンプオンしてから１秒超経過した場合、ＷＴＲＵは、等しい優先
順位のＥ－ＵＴＲＡＮ周波数（例えば、サービングセル周波数の優先順位に等しい）上で
セルに対するセル再選択を実施できる。セルの優先順位ランキングはセルランキング基準
（ＲｓおよびＲｎ）に基づくことができ、セルランキング基準は、基準信号受信電力（Ｒ
ＳＲＰ：reference signal received power）測定値に基づくことができる。上述の時間
間隔は、ＷＴＲＵのモビリティ状態のためにスケーリングされることがある。
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【００４４】
　RRC_CONNECTEDモードのＷＴＲＵは、例えばハンドオーバ（ＨＯ）プロセスを実施する
ことにより、新しいセルに切り替わることができる。ＬＴＥ　ＨＯプロセスでは、接続モ
ードＷＴＲＵは、ｅＮＢと能動的に通信してユーザデータを送信および受信している可能
性がある。この状況では、ｅＮＢは、セル探索および測定活動を制御および構成すること
ができる。無線リンクの保守を保証するようにＷＴＲＵ近隣セル性能監視に高い優先順位
を与えることができる。
【００４５】
　現サービングセルよりも良好なサービングセルを識別したとき、ｅＮＢは、例えばイン
トラ周波数ハンドオーバ、周波数間ハンドオーバ、およびＲＡＴ間ハンドオーバを含む、
いくつかのＨＯタイプのうちの１つを使用して、別のセルにハンドオーバするようにＷＴ
ＲＵをトリガすることができる。イントラ周波数ハンドオーバでは、ソースセルとターゲ
ットセルは同一のＬＴＥ搬送波上で動作できる。周波数間ハンドオーバでは、ソースセル
とターゲットセルは異なるＬＴＥ搬送波上で動作できる。ＲＡＴハンドオーバでは、ソー
スセルとターゲットセルを異なるＲＡＴで配置できる。
【００４６】
　図４は、RRC_CONNECTEDモードのＷＴＲＵに関するイントラモビリティ管理エンティテ
ィ（ＭＭＥ）ハンドオーバ手順を示す信号図４００である。図示する例では、ソースｅＮ
Ｂ４０４がＷＴＲＵ測定手順を構成する。そのように行うために、ソースｅＮＢ４０４は
、ＷＴＲＵ４０２に測定制御メッセージ４１０を送信することができる。測定制御メッセ
ージ４１０を受信したことに応答して、ＷＴＲＵ４０２は測定レポート４１２を生成し、
ソースｅＮＢ４０４に送信することができる。
【００４７】
　少なくとも測定レポート４１２に基づいて、ソースｅＮＢ４０４は、ＨＯが必要である
と判断し（４１４）、適切なターゲットｅＮＢ４０６を識別し、ターゲットｅＮＢ４０６
にハンドオーバ要求４１６を送ることができる。ターゲットｅＮＢ４０６は、ハンドオー
バ要求を受諾し（４１８）、ハンドオーバ要求確認応答（ＡＣＫ）４２０で、ＨＯが実行
された後にＷＴＲＵ４０２がターゲットセル４０６にアクセスするためのパラメータをソ
ースｅＮＢ４０４に提供する。パラメータは、例えば、セルＩＤ、搬送周波数、並びに割
り振られたアップリンクおよびダウンリンクリソースを含むことができる。
【００４８】
　ソースｅＮＢ４０４は、ＷＴＲＵ４０２にハンドオーバコマンド４２２を送信できる。
ハンドオーバコマンド４２２を受信したことに応答して、ＷＴＲＵ４０２は、ソースｅＮ
Ｂ４０４との無線リンクを解釈し、ターゲットｅＮＢ４０６との新しい無線リンクの確立
を開始できる（４３６）。ターゲットｅＮＢ４０６との新しい無線リンクの確立を開始す
る際に、ソースｅＮＢ４０４とターゲットｅＮＢ４０６は、ダウンリンク同期確立（４３
０）、タイミングアドバンス（４３２）およびアップリンクリソース割振り（４３４）に
携わることができる。一方、ソースｅＮＢ４０４は、ターゲットｅＮＢ４０６にＷＴＲＵ
データを転送することができ（４２４および４２６）、ターゲットｅＮＢ４０６は、ソー
スｅＮＢ４０４から受信したパケットをバッファリングできる（４２８）。
【００４９】
　ターゲットｅＮＢ４０６との間でアップリンク活動が確立されたとき、ＷＴＲＵは、タ
ーゲットｅＮＢ４０６にＨＯ完了メッセージ４３８を送信し、ハンドオーバが完了したこ
とをターゲットｅＮＢ４０６に通知することができる。ターゲットｅＮＢ４０６は、ＨＯ
が成功したことをＭＭＥ４０８に通知することができ、ＭＭＥ４０８は、ターゲットｅＮ
Ｂ４０６にダウンリンクデータをリルートする（reroute）ことができ（４４２）、ター
ゲットｅＮＢ４０６はハンドオーバを確認することができる（４４０）。
【００５０】
　基地局がその使用のために認可された無線周波数上のみで動作するセルラネットワーク
では、セルラネットワーク内の各基地局の動作周波数を注意深く選択し、セル間干渉の効
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果を最小限に抑えながら十分なカバレッジおよび容量を実現する最適な構成を決定するこ
とができる。少なくとも、こうしたセルラネットワーク内の基地局動作周波数を選択する
ために着手される注意深い計画のために、基地局周波数が選択された後は、基地局周波数
は固定のままとなる（または非常にまれにしか変更されない）。
【００５１】
　１つまたは複数の基地局およびＷＴＲＵがその使用のために具体的に認可されていない
１つまたは複数のバンド（例えば、ＴＶＷＳバンド）内で動作するように構成されるセル
ラネットワークでは、基地局は、いくつかの異なる理由で、その動作周波数をリアルタイ
ムに、または可能な限りリアルタイムに近く切り換える必要があることがある。例えば、
ＴＶＷＳなどのバンドは、認可されたバンドよりも強い干渉にさらされることがある。こ
のことは、例えば、隣接するチャネル内の強力なブロードキャストデジタルＴＶ信号が、
以前に選択した基地局動作チャネル内に漏れること、以前に選択した基地局動作チャネル
上の調整されていない狭帯域人工干渉物の存在、またはチャネル全体を占有していないワ
イヤレスマイクの存在のためであることがある。別の例では、１次（認可された）スペク
トルユーザがチャネルにわたって優先順位を有するので、ＴＶＷＳバンド内で動作するセ
ルは、認可されたバンド内で動作するセルよりも信頼性が低いことがある。別の例では、
ＴＶＷＳで動作するセルは、他の２次ユーザおよび人工雑音の存在のために、より多くの
干渉にさらされることがある。従って、２次ユーザは、１次ユーザの到着および／または
他の２次ユーザとの間の高レベルの干渉のために、所定のチャネル上で動作することを頻
繁に停止しなければならないことがある。
【００５２】
　その使用のために認可されたバンド内で動作する基地局はまた、基地局がその動作周波
数を動的に変更することが最適である可能性のある条件（例えば、他のバンドユーザから
の干渉）にさらされることがある。従って、本明細書では無免許のバンド内で動作する基
地局およびＷＴＲＵに関して実施形態を説明するが、実施形態は、認可されたバンド内で
動作する基地局およびＷＴＲＵにも適用可能である。
【００５３】
　ＬＴＥネットワークなどのセルラネットワークは、当初はその使用のために認可された
動作周波数を使用することを意図していた。従って、基地局（例えば、ｅＮＢ）が新しい
チャネルまたはセル内で動作するように基地局自体を迅速かつ動的に再構成し、そのよう
な再構成が行われたときにＷＴＲＵおよびネットワークに通知することを可能にしたはず
の機構は当初は導入されなかった。本明細書に記載の実施形態は、例えば、セル再構成、
ダイレクテッドセル変更、仮想マルチコンポーネントキャリア（ＣＣ）セルなどの方法を
使用して、（例えば、ＴＶＷＳで動作するＬＴＥシステムのために）新しいチャネルまた
はセル内で動作するように基地局の再構成を調整し、例えば、基地局セル再構成を調整す
るのに使用することができる堅牢な機構を実施することのできる方法および装置を提供す
る。ＴＶＷＳなどの台頭しつつあるスペクトル内のセルラＬＴＥ技術の動作を可能にする
機能を含むことのできる拡張型基地局アーキテクチャも説明する。
【００５４】
　差し迫ったチャネル変更をＷＴＲＵに通知するのに使用できる機構も本明細書で説明す
る。一実施形態では、ブロードキャストシステム情報（ＳＩ）内に含めることのできる情
報要素（ＩＥ）が定義され、セル再構成の調整のために使用される。別の実施形態では、
ＭＢＭＳ（Multimedia Broadcast and Multicast Service）を介してＴＶＷＳ候補リスト
およびサービングセル再構成時間を配布することができる。別の実施形態では、セル再構
成の調整のために必要なシグナリングオーバヘッドを低減できるマルチキャストＲＮＴＩ
（ＭＣ－ＲＮＴＩ）を利用できるマルチキャストアドレッシング機構を説明する。
【００５５】
　基地局と基地局がサービスしているＷＴＲＵとの間のセル再構成を調整する方法も本明
細書で説明する。一実施形態では、新しい周波数およびセルＩＤを使用して動作するよう
にセルを再構成する方法を説明する。別の実施形態では、ダイレクテッドセル変更方法を
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使用して、（例えば、チャネル可用性および／または品質の変化のために）送信を停止す
る必要があるセルによってサービスされているＷＴＲＵを新しいセルにリダイレクトする
ことができる。別の実施形態では、仮想マルチコンポーネントキャリア（ＣＣ）セルの概
念を拡張することができる。この場合、仮想マルチＣＣセルを、セルによってサービスさ
れているＷＴＲＵによって知られている固有セルＩＤなどの少なくとも１つの固有セル構
成パラメータを含むセル構成パラメータのセットに関連付けることができ、セルに関する
アクティブな構成として迅速にスワップインまたはスワップアウトすることができる。
【００５６】
　ＴＶＷＳに関するアイドルモード手順への適応も本明細書で説明する。一実施形態では
、ＳＩ修正期間を適応的に変更し、例えば、セル再構成の調整のためにＳＩおよびＳＩ取
得手順を利用するときの切換え待ち時間を低減できる方法を説明する。別の実施形態では
、セル再構成が必要であると判定したときに、セル再選択優先順位パラメータを適応的に
変更し、別の適切なセルに対するセル再選択を実施するようにＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードの
ＷＴＲＵをトリガすることのできる方法を説明する。
【００５７】
　ＴＶＷＳに関するハンドオーバ手順に対する適応も説明する。一実施形態では、RRC_CO
NNECTEDモードのＷＴＲＵによってＷＴＲＵ測定レポートに基づいてセル再構成をトリガ
および調整する方法を説明する。
【００５８】
　本明細書に記載の実施形態の一部を、ＴＶＷＳで動作するＬＴＥシステムに関して説明
し、図示する。しかし、本明細書に記載の実施形態のいずれかを、任意の免許不要（ＬＥ
：license exempt）バンド（例えば、ＴＶＷＳ、ＩＳＭなど）で動作する他の無線技術（
例えば、ＵＭＴＳ）に適用できることを当業者は理解されよう。
【００５９】
　図５Ａおよび図５Ｂは、セル再構成の一実施形態を示す図である。図５００ａおよび図
５００ｂはそれぞれ、使用のために具体的に認可されていないバンド５０２（例えば、Ｔ
ＶＷＳバンド）で、異なる時点で動作するセル５１２を示す。バンド５０２は、チャネル
５０４、５０６、５０８および５１０を含むことができる。
【００６０】
　図５Ａの図５００ａでは、第１の時刻ｔ0で、基地局（例えば、ｅＮＢ）が、セルＩＤ
　ｚを使用してバンド５０２内の（例えば、周波数ｙに対応する）チャネル５０４上でセ
ル５１２ａを操作する。第２の時刻ｔ1で、基地局は、（例えば、１次ユーザまたは２次
ユーザとの干渉を検出したために）周波数ｙのチャネル５０４を明け渡さなければならな
いことを検出することができ、影響を受けるセル下で動作するアイドルモードおよび接続
モードのＷＴＲＵに、セル再構成が第３の時刻ｔ2に行われることを通知することができ
る。基地局はまた、近隣セルにも再構成を通知することができる。
【００６１】
　図５Ｂの図５００ｂでは、第３の時刻ｔ2で、基地局は、周波数ｙに関連付けられたチ
ャネル５０４上での送信を停止し、チャネル５０６に対応する新しい周波数（例えば、周
波数ｚ）上での送信を開始できる。同一のセルＩＤ　ｚを使用して、新しいチャネル５０
６上でセル５１２ｂを操作できる。従って、この実施形態では、基地局は、引き続き同一
のセルを操作できるが、異なる周波数上で操作する。一実施形態では、周波数ｙおよび周
波数ｚ上での通信のために、同一のセルＩＤを含むセル構成パラメータの同一のセットを
使用できる。セル構成パラメータのセットに含めることのできる構成パラメータは、Radi
oResourceConfigCommon　ＩＥおよび／またはRadioResourceConfigDedicated　ＩＥに含
まれる無線リソース情報要素（ＩＥ）を含むことができる。
【００６２】
　図６Ａおよび図６Ｂは、ダイレクテッドセル変更の実施形態を示す図である。図６Ａの
図６００ａでは、第１の時刻ｔ0で、基地局（例えば、ｅＮＢ）が、セル構成パラメータ
のセットおよび第１のセルＩＤを使用してバンド６０２内の複数のチャネル６０４、６０
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６、６０８、および６１０のうちの（例えば、周波数ｙに対応する）チャネル６０４上で
セル６１２を操作することができる。セル構成パラメータのセットに含めることのできる
構成パラメータは、RadioResourceConfigCommon　ＩＥおよび／またはRadioResourceConf
igDedicated　ＩＥに含まれる無線リソース情報要素（ＩＥ）を含むことができる。
【００６３】
　第２の時刻ｔ1で、基地局は、（例えば、１次ユーザまたは２次ユーザとの干渉を検出
したために）周波数ｙのチャネル６０４を明け渡さなければならないことを検出すること
ができ、第３の時刻ｔ2で、第２のセルＩＤおよびセル構成パラメータの同一のセットを
使用して、（例えば、周波数ｚに対応する）チャネル６０６上で新しいセル６１４ａをセ
ットアップすることができる。時刻ｔ2に開始して、基地局は、影響を受けるセル６１２
を使用しているアイドルモードＷＴＲＵに、新しいセル６１４に対するダイレクテッドセ
ル再選択を開始するように通知することができる。ＷＴＲＵは、上述のＬＴＥセル再選択
手順などのセル再選択手順を使用して新しいセルを再選択できる。望むなら、例えばセル
再選択測定の一部を省略し、または新しいセルの完全なＳＩＢ読取りを回避することによ
り、そのような手順を簡素化することができる。
【００６４】
　時刻ｔ2に開始して、基地局はまた、例えば同期したハンドオーバや、図４に関して上
記で説明した方法などの他の方法を使用して、接続モードのＷＴＲＵに新しいセル６１４
ｂへのＨＯを開始するように通知することもできる。図６Ｂの図６００ｂに示すように、
例えば、第４の時刻ｔ3で、基地局は、影響を受けるセル６１２の動作を停止できる。基
地局はまた、近隣セルに再構成を通知することもできる。
【００６５】
　図７Ａおよび図７Ｂは、仮想マルチコンポーネントキャリア（ＣＣ）セル７１８の実施
形態を示す図である。仮想マルチＣＣセル７１８は、例えば、異なるチャネルにわたって
動作する単一のｅＮＢによって制御されるセル７１２、７１４、および７１６のセットを
含むことができる（例えば、チャネル７０４、７０６、７０８、および７１０のうちのチ
ャネル７０４、７０６、および７１０がバンド７０２に属する）。セル７１２、７１４、
および７１６の全てよりも少ないセルが、所定の時刻に接続モードＷＴＲＵとアイドルモ
ードＷＴＲＵのどちらにもサービスするようにアクティブである可能性がある。他のセル
は、休眠状態または非活動化状態のままである可能性がある。各セルについて同一である
ことがあるセル構成パラメータのセットと、各セルについての異なるセルＩＤを含む少な
くとも１つの固有セル構成パラメータとを含む、セル７１２、７１４、および７１６のそ
れぞれについての構成パラメータを独立に設定することができ、仮想マルチＣＣセル７１
８によってサービスされる全てのＷＴＲＵがあらかじめ知ることができる。セル構成パラ
メータのセットに含めることのできる構成パラメータは、RadioResourceConfigCommon　
ＩＥおよび／またはRadioResourceConfigDedicated　ＩＥに含まれる無線リソース情報要
素（ＩＥ）を含むことができる。
【００６６】
　図７Ａに示す例では、第１の時刻ｔ0で、ｅＮＢが図７００ａ中の仮想マルチＣＣセル
７１８を操作し、第１の動作周波数Ｙおよび第１のセルＩＤ　ｕを有することができるセ
ル７１２ａがアクティブであり、一方、異なる動作周波数およびセルＩＤを有することが
できるセル７１４ａおよび７１６ａは休眠状態である。第２の時刻ｔ1で、ｅＮＢは、現
在アクティブなセル７１２ａをその上で操作しているチャネル７０４を明け渡さなければ
ならないことを検出できる。時刻ｔ2に開始して、ｅＮＢは、第３の時刻ｔ2にセット７１
８の別のセル（例えば、セル７１４ａ）が活動化され、現在アクティブなセル７１２ａが
休眠状態となることを、アイドルモードＷＴＲＵおよび接続モードＷＴＲＵに通知できる
。図７Ｂの図７００ｂに示すように、第３の時刻ｔ2に、例えば、ｅＮＢは、以前にアク
ティブであったセル７１２ｂを非活動化し、以前に休眠状態であったが事前構成されたセ
ルのうちの１つ（例えば、７１４ｂまたは７１６ｂ）を活動化することができる。
【００６７】
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　図５～図７に関して上記で説明したセル再選択、ダイレクテッドセル変更、および仮想
マルチＣＣセルの例は、基地局の動作周波数の変更が必要である可能性があると判定した
とき、基地局が周波数を迅速に切り換えることを可能にすることができる。例えば、周波
数変更が必要であるという迅速な決定、およびそのような変更が差し迫っていることの、
アイドルモードＷＴＲＵおよび接続モードＷＴＲＵへの迅速な通知を含む、そのような周
波数変更のより効率的な調整を可能にすることのできる方法を図８、９、および１０に関
して以下で説明する。
【００６８】
　一実施形態では、基地局は、基地局がサービスしている全てのＷＴＲＵに基地局が送信
ることのできるメッセージ（例えば、マルチキャストメッセージ）を使用して、動作周波
数の差し迫った変更を、アイドルモードＷＴＲＵと接続モードＷＴＲＵのどちらにも通知
できる。専用メッセージを使用して、動作周波数の差し迫った変更をＷＴＲＵに通知する
こともできることを当業者は理解されよう。一実施形態では、セル再構成に関連する情報
をマルチキャストメッセージに含めることもできる。別の実施形態では、マルチキャスト
メッセージは、セル再構成が差し迫っていることをＷＴＲＵに通知することができるだけ
であり、基地局によってサービスされているＷＴＲＵは、ＳＩ取得手順（図２に示す手順
など）を使用して、マルチキャストメッセージの受信時にセル再構成に関する情報を取得
することができる。アイドルモードＷＴＲＵでは、例えばページング制御チャネル（ＰＣ
ＣＨ）を使用して、マルチキャストメッセージを通信することができる。接続モードＷＴ
ＲＵでは、例えばシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）を使用して、マルチキャストメッセ
ージを通信することができる。
【００６９】
　ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態のＷＴＲＵ（本明細書ではアイドルモードＷＴＲＵとも呼ぶ）は
低活動状態にあり、低活動状態では、ＷＴＲＵが、電池消費を低減するために大部分の時
間をスリープし、従って、アイドルモードＷＴＲＵは、基地局とのアップリンク同期を維
持できない。しかし、ダウンリンクでは、アイドルモードＷＴＲＵは、着呼に対してペー
ジングを受けるために周期的にウェイクアップすることができ、測定を行ってサービング
セルおよび近隣セル品質を評価するためにウェイクアップする必要もあることがある（基
準信号受信電力（ＲＳＲＰ）および基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）の測定など）。具体的
には、アイドルモードＷＴＲＵは、少なくとも１度の非常に不連続な（ＤＲＸ）サイクル
でサーバセルに関するセル選択基準を評価する必要があることがある。
【００７０】
　アイドルモードＷＴＲＵに関する周波数変更条件の一実施形態では、アイドルモードＷ
ＴＲＵは、もっぱらＴＶＷＳで動作するＥ－ＵＴＲＡＮが、個々にRRC_CONNECTEDモード
に変化し、次いでサービングセルチャネルを変更した後にアイドルモードにスイッチバッ
クすることによって周波数を変更しようとすることについて通知を受けることができる。
この手法は、アイドルモードＷＴＲＵに関するチャネル切換え遅延を最小限に抑えること
ができるが、多量のアイドルモードＷＴＲＵが存在する場合にシグナリングオーバヘッド
が生じ、ＷＴＲＵの電力消費が増大する。（例えば、各周波数帯で排他的に動作する基地
局について）必要なシグナリングオーバヘッドおよび電力消費を最小限に抑えることがで
き、最小のオーバヘッドコストで低待ち時間チャネル切換えを実現する、アイドルモード
ＷＴＲＵに関する周波数変更調整の別の実施形態を、例えば図８および図９に関して以下
で説明する。
【００７１】
　一実施形態では、ＤＲＸサイクルまたは修正期間を修正する（例えば、低減する）こと
ができ、それにより、ＳＩをより頻繁に読み取るようにアイドルモードＷＴＲＵをトリガ
する（それによって、例えば、従来の修正期間よりも早く差し迫ったチャネル変更を通知
する）ことによってアイドルモードＷＴＲＵのチャネル切換え待ち時間を低減できる。例
えばmodificationPeriodCoeff要素および／またはdefaultPagingCycle要素を変更するこ
とにより、修正期間の変更を実施できる。ｅＮＢは、例えばページングメッセージを使用
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して、システム情報変更について複数のアイドルモードＷＴＲＵに通知できる。
【００７２】
　図８は、ネットワークステータスに基づく適応修正期間変更の例示的方法の図８００で
ある。図示する例では、現チャネル（例えば、ＴＶＷＳチャネル）を変更する必要がある
（例えば、現ＴＶＷＳチャネルのチャネル品質が指定の値よりも低いが、作業範囲内にあ
る）確率が高いことを基地局（例えば、ｅＮＢ）が検出するとき、基地局は、ＢＣＣＨ修
正期間８０２中にsystemInfoModification要素をページングメッセージに含めることによ
り、システム情報変更が差し迫っていることをＷＴＲＵに通知することができる。ＷＴＲ
Ｕは新しいシステム情報を取得することができ、基地局は、次の修正期間で新しいＤＲＸ
サイクルまたは新しい修正期間係数（例えば、削減したdefaultPagingCycleまたはより小
さいmodificationPeriodCoeff）を含むことができる。新しいシステム情報を取得した後
、ＷＴＲＵは、次のＢＣＣＨ修正期間８０４中に更新後システム情報（例えば、より短い
ＤＲＸサイクルまたは小さい修正期間係数）を適用することができる。より短い修正期間
またはＤＲＸサイクルが実施された後に、基地局がセル再構成が必要であると判定した場
合、基地局は、ページングメッセージにsystemInfoModification要素を含めることができ
、ＷＴＲＵは、ＢＣＣＨ修正期間８０６中に再び基地局からシステム情報を取得できる。
あるいは、修正期間８０８中に基地局によってブロードキャストすることのできるSystem
InformationBlockType1に含まれるフィールドfreqBandIndicatorで、新しいＴＶＷＳチャ
ネルを示すことができる。ＷＴＲＵが新しいＴＶＷＳチャネルに移動した後に、ＷＴＲＵ
は、元の修正期間またはＤＲＸサイクルに戻ることができる。チャネル条件が改善され、
セル再構成が不要であると基地局が判定した場合、基地局は、システム情報変更について
ＷＴＲＵに通知することができ、元の修正期間を再開することができる。
【００７３】
　別の実施形態では、ＤＲＸサイクルを変更することなく、差し迫った周波数変更の通知
をＳＩに埋め込むことができ、チャネル切換えでの電力消費が節約される。この場合、最
新のチャネル使用ステータスに従ってフィールドcellReselectionPriorityを設定するこ
とにより、ＳＩＢにチャネル候補リストを含めることができる。
【００７４】
　（例えば、例えばＴＶＷＳデータベースをチェックすること、スペクトル検知などによ
って決定される様々な要素のために）サービング基地局が現動作チャネルを間もなく解放
することをサービング基地局が知っている場合、サービング基地局は、現チャネルの優先
順位レベルを最低に設定し、候補チャネルの優先順位レベルを高く設定できる。チャネル
条件に基づいて、基地局で候補チャネル（例えば、基地局が恐らくはそれに切り替わるチ
ャネル）を求めることができる。アイドルモードＷＴＲＵのサービングセルがその動作チ
ャネルを変更した後にアイドルモードＷＴＲＵがウェイクアップした後は、アイドルモー
ドＷＴＲＵは、そのサービングセルのSqualおよび/またはSrelevが指定のしきい値未満で
あることを検出できる。次いで、アイドルモードＷＴＲＵは、その格納されたシステム情
報に従って、優先順位レベルの順にチャネルを測定できる。この優先順位情報は、ＷＴＲ
Ｕが新しい動作チャネルとなる可能性の低い一定のチャネルを測定する必要を回避できる
ので、セル再選択手順を容易にすることができる。
【００７５】
　短い時間枠で現動作チャネルを解放しないことをサービング基地局が知っている場合、
サービング基地局は、現チャネルの優先順位レベルを最高となるように設定し、例えば、
チャネル変更を準備しないようにＷＴＲＵに通知できる。別の実施形態では、基地局が動
作チャネルを変更する必要があることを基地局が知っている場合、基地局は、ＳＩで新し
いチャネル情報をブロードキャストすることができる。この情報は、新しい動作チャネル
、および（例えば、Ｋ個のフレームまたはＮ個の修正期間によって指定される）基地局が
新しい動作チャネルに切り替わる時刻を含むことができる。
【００７６】
　一実施形態では、基地局は、情報要素（ＩＥ）systemInfoModificationを含むページン
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グメッセージを使用して、新しいＳＩを読み取るようにアイドルモードＷＴＲＵをトリガ
することができる。別の実施形態では、基地局は、新しいchannelchange-Indication　Ｉ
Ｅを有するページングメッセージを使用して、新しいＳＩを読み取るようにアイドルモー
ドＷＴＲＵをトリガすることができ、例えば、次の修正期間の開始を待つのではなく、セ
ル再構成に関するＳＩを直ちに読み取るようにＷＴＲＵに通知する。別の実施形態では、
基地局は、チャネル変更特有の無線ネットワーク一次識別子（ｃｃ－ＲＮＴＩ：channel-
change specific radio network temporary identifier）宛てのＰＤＣＣＨメッセージを
使用して、新しいＳＩを読み取るようにアイドルモードＷＴＲＵをトリガできる。このメ
ッセージの受信時に、ＷＴＲＵは、ＳＩの読取りを開始し、新しい動作チャネル情報を求
めることができる。こうした実施形態のいずれでも、ＷＴＲＵは、ＳＩを読み取るインジ
ケーションを得るために、そのＤＲＸ期間の終わりまで待つことができる。別の実施形態
では、物理層シグナリングを通じてインジケーションを与えることができる。
【００７７】
　図９は、物理層セル再構成インジケーションの一例を示す図９００である。一実施形態
では、ＷＴＲＵは、セル特有のダウンリンク基準信号中の特定のパターンを利用して、Ｄ
ＲＸ期間に対する終了およびＳＩの読取りをトリガし、潜在的な新しい動作チャネルを求
めることができる。別の実施形態では、基地局は、いくつかのセル特有基準信号リソース
要素の送信を控えることができる。この例を図９のリソース要素９０２で示す。このパタ
ーンの観測により、セル再構成ＳＩの読取りをトリガできる。これにより、ＤＲＸサイク
ルの外に出て、セル再構成インジケーションを求めてＰＤＣＣＨを監視することを開始す
るようにＷＴＲＵをトリガすることもできる。一実施形態では、ネットワークは、リソー
ス要素９０４のセットを予約して、チャネルの変化をシグナリングでき、例えばこの目的
専用のセル特有の基準信号の新しいセットを定義することによってシグナリングできる。
【００７８】
　別の実施形態では、ＭＢＭＳ（Multimedia Broadcast and Multicast Service）を使用
して、ＴＶＷＳ候補リストおよびサービングセル再構成時刻を配布できる。ＬＴＥでは、
ＭＢＭＳサービスを受信することに関心のあるアイドルモードのＷＴＲＵが、マルチキャ
スト制御チャネル（ＭＣＣＨ）取得手順を適用して、対応するＭＢＳＦＮ（MBMS over a 
Single Frequency Network）エリアへの進入時、およびＭＣＣＨ情報が変化したという通
知の受信時にＭＣＣＨ情報を受信できる。一実施形態では、ＴＶＷＳ候補リストおよびチ
ャネル変更通知をＭＣＣＨに含めることができる。別の実施形態では、ＴＶＷＳ候補リス
ト／新しいサービングセル変更および変更時刻をマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）スケ
ジューリング情報（ＭＳＩ）に含めることができ、ＭＳＩは、ＷＴＲＵによって生成する
ことができ、ＭＣＨスケジューリング期間の始めに１度提供することができ、ＭＣＣＨよ
りも高いスケジューリング優先順位を有することができる。アイドルモードＷＴＲＵが最
小の遅延で通知を得るために、ＭＣＨスケジューリング期間をネットワークステータスに
適合させることができる。動的システム管理（ＤＳＭ）エンジン（図１２に関して以下で
より詳細に説明する）は、チャネル切換えが近い将来に行われる可能性があることを予測
し、アイドルモードのＷＴＲＵがチャネル通知をより早期に得ることができるようにＭＣ
Ｈスケジューリング期間を短縮できる。
【００７９】
　アイドルモードＷＴＲＵとは対照的に、RRC_CONNECTED状態のＷＴＲＵ（本明細書では
接続モードＷＴＲＵとも呼ぶ）は、アップリンクとダウンリンクのどちらでもサービング
基地局とアクティブに通信することができる。接続モードＷＴＲＵとの間で基地局動作周
波数変更を調整するための高速かつ効率的な機構を実施するために、ブロードキャスト／
マルチキャストメッセージング機能を無線リソースコントローラ（ＲＲＣ）に含めること
ができる。そのような機能は、ＲＲＣが単一のメッセージを使用して全ての接続モードＷ
ＴＲＵに差し迫ったセル再構成を通知することを可能にする。専用ＲＲＣシグナリングを
使用して、接続モードＷＴＲＵとの間で基地局動作周波数を調整することもできることを
当業者は理解されよう。
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【００８０】
　一実施形態では、異なるＷＴＲＵのセットをそれぞれアドレス指定する複数のマルチキ
ャストメッセージを使用して、接続モードＷＴＲＵにチャネル変更を通知できる。装置ク
ラスやサービス品質（ＱｏＳ）などのＷＴＲＵ関連の特性に応じて、どのＷＴＲＵがどの
マルチキャストグループに属するかを決定できる。これにより、例えば接続モードＷＴＲ
Ｕがセル再構成を実施する順序を基地局が優先順位付けすることが可能となる。一実施形
態では、グループが、命令を含むマルチキャストメッセージを受信して、その優先順位の
順にセル再構成またはハンドオーバを実施できる。例えば、最高の優先順位を有するグル
ープが、他のグループがそのマルチキャストメッセージを受信する前に、命令を含むマル
チキャストメッセージを受信して、セル再構成またはハンドオーバを実施できる。一実施
形態では、あるグループは命令を全く受信しないことがある。
【００８１】
　一実施形態では、マルチキャストＲＮＴＩ（ＭＣ－ＲＮＴＩ）を使用して、ＲＲＣメッ
セージのマルチキャスティングをサポートすることができる。所定のセル内の全てのＷＴ
ＲＵについて同一でよいＭＣ－ＲＮＴＩを、RRCConnectionSetupメッセージでＷＴＲＵに
シグナリングできる。セル再構成を調整するとき、基地局は、ＭＣ－ＲＮＴＩをＲＲＣメ
ッセージに関する宛先ＷＴＲＵ識別として使用できる。セル再構成情報を含むように、か
つセル再構成を調整するように、HandoverCommandなどの既存のＲＲＣメッセージを拡張
することができる。別の実施形態では、この目的で、新しいＲＲＣメッセージ、例えばCh
annelChangeCommandを使用できる。
【００８２】
　図１０は、接続モードＷＴＲＵに関する例示的チャネル変更手順を示す信号図１０００
である。図示する例では、サービング基地局（例えば、ｅＮＢ）１００６（例えば、ＲＲ
Ｃ１００８およびＤＳＭエンジン１０１０を含むことができる）がＴＶＷＳチャネル上で
動作し、２つのＷＴＲＵ１００２および１００４が基地局１００６によって（例えば、RR
C_CONNECTEDモードで）アクティブにサービスされると仮定することができる。しかし、
チャネル変更手順の実施形態は、３つ以上のＷＴＲＵがアクティブにサービスされるとき
にも適用することができる。サービング基地局は、ＷＴＲＵ測定手順を構成することがで
き、ＷＴＲＵは、測定レポートを生成し、サービング基地局に送信できる。
【００８３】
　サービング基地局１００６は、測定制御メッセージ１０１４／１０１８をそれぞれＷＴ
ＲＵ１００２および１００４に送信することができ、測定制御メッセージ１０１４／１０
１８を受信したことに応答して、ＷＴＲＵ１００２および１００４は、それぞれの測定レ
ポート１０１６／１０２０をサービング基地局１００６に送り戻すことができる。ＷＴＲ
Ｕ測定レポート１０１６／１０２０に基づいて、サービング基地局は、ＴＶＷＳセル再構
成が必要であると判断することができる（１０２２）。測定レポート１０１６／１０２０
は、例えば、本明細書では非アクティブチャネルと呼ぶことのある、アクティブチャネル
以外のＴＶＷＳチャネルについての情報を含むことができる。適切なターゲットＴＶＷＳ
チャネルを識別する際に、サービング基地局１００６のＲＲＣ１００８は、チャネル変更
要求メッセージ１０２４で非アクティブＴＶＷＳチャネルについての情報を提供すること
により、チャネル制御またはＤＳＭエンジン１０１０を用いることができる。ＲＲＣ１０
０８は、例えば測定レポート１０１６／１０２０から、非アクティブＴＶＷＳチャネルに
ついての情報を得ることができる。チャネル制御またはＤＳＭエンジン１０１０は、何ら
かの計算を行うことができ、新しいＴＶＷＳチャネルを求めることができ、チャネル変更
応答メッセージ１０２６を介して、新しいＴＶＷＳチャネルについてＲＲＣ１００８に通
知することができる。
【００８４】
　サービング基地局１００６は、全ての接続モードＷＴＲＵ（例えば、ＷＴＲＵ１００２
および１００４）にセル再構成／チャネル変更コマンド１０２８を（例えば、マルチキャ
ストメッセージングを使用して）シグナリングできる。専用メッセージングを使用して、
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ＷＴＲＵに再構成／チャネル変更コマンドをシグナリングできることも当業者は理解され
よう。ChannelChangeCommandメッセージは新しいチャネル搬送周波数を含むことができる
。ChannelChangeCommandメッセージがマルチキャストされた後は、サービング基地局１０
０６は、古いＴＶＷＳチャネル上での動作を中止して、新しいＴＶＷＳチャネル上での動
作を開始することができる（１０３０）。別の実施形態では、共通探索空間内の新しい、
または拡張されたＤＣＩメッセージを定義して、RRC_Connectedモードの全てのＷＴＲＵ
に差し迫ったセル再構成を通知できる。
【００８５】
　ＷＴＲＵがサービング基地局１００６からChannelChangeCommandメッセージを受信した
後は、ＷＴＲＵは、古いＴＶＷＳチャネル上の無線リンクを中断し、新しいＴＶＷＳチャ
ネル上で無線リンクの確立を開始できる（１０３８／１０４０）。このプロセスは、例え
ば、ダウンリンク同期確立１０３２、タイミングアドバンス１０３４、およびアップリン
ク割振り１０３６を含むことができる。新しいＴＶＷＳチャネル上でアップリンク活動を
確立した後は、ＷＴＲＵ１００２および１００４は、それぞれChannelChangeCompleteメ
ッセージ１０４２および１０４４をサービング基地局１００６に送信し、チャネル変更が
完了したことをサービング基地局１００６に通知できる。タイミングアドバンス１０３４
の前に、ＷＴＲＵ１００２および１００４がコンテンションベースのランダムアクセス手
順を実施すると仮定することができる。別の実施形態では、ＷＴＲＵ１００２および１０
０４とサービング基地局１００６との間の伝播遅延は、チャネルを変更するのにかかる時
間では著しく変化しないと仮定することができる。この実施形態では、ランダムアクセス
チャネル（ＲＡＣＨ）を必要としない同期式セル再構成手順（synchronized cell reconf
iguration procedure）を使用できる。
【００８６】
　接続モードＷＴＲＵの全てからChannelChangeCompleteメッセージを受信したことに応
答して、サービング基地局１００６は、接続モードＷＴＲＵ（例えば、ＷＴＲＵ１００２
および１００４）の全てにChannelChangeComplete確認応答（ＡＣＫ）メッセージ（例え
ば、ＡＣＫメッセージ１０４６および１０４８）を送信することによってセル再構成を確
認できる。一実施形態では、サービング基地局１００６は、セル再構成をモバイル管理エ
ンティティ（ＭＭＥ）１０１２に通知することもできる。
【００８７】
　上述の方法では、ＷＴＲＵは、その現サービング基地局の動作周波数の変化の通知を受
信する。しかし、基地局動作周波数の変更があった場合にそれを近隣セルに通知し、その
結果、それに応じて近隣基地局がそのＳＩを更新できることも望ましいことがある。ＴＶ
ＷＳで動作するＬＴＥシステムに関する一実施形態では、その動作周波数を変更する基地
局は、そのＳＩブロードキャストに、その構成についての情報だけでなく、近隣ＴＶＷＳ
セルの構成についての情報も含むことができる。このことは、例えば、既存のＳＩＢを使
用することによって、またはこの情報を搬送するために情報要素（ＩＥ）および／または
ＳＩＢを追加することによって実施できる。従って、ＴＶＷＳ基地局がセル再構成を実施
するとき、ＴＶＷＳ基地局は、ＳＩおよび対応するＳＩＢを新しい動作周波数に適合する
ように更新できる。さらに、セル再構成をネットワーク内の近隣セルに通知することもで
き、従って、近隣セルは、それに応じてそのＳＩを更新できる。これを実施するために、
ＴＶＷＳ基地局は、セル再構成をいつ実施するかをネットワークに通知できる。一実施形
態では、ＬＴＥネットワーク内の基地局間のＸ２インターフェースを使用して、他のｅＮ
Ｂにセル再構成を通知できる。
【００８８】
　上述の方法は、任意のタイプの無線ネットワークで実装できる。以下の図１１および図
１２に関して、上記の方法と共に使用するように特に適合することのできる無線ネットワ
ークおよびアーキテクチャの例を図示し、説明する。
【００８９】
　図１１は、ＴＶＷＳを使用する例示的ＬＴＥネットワークの図１１００である。図示す
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る実施形態では、ＬＴＥネットワークが、ＬＴＥマクロセル１１０２と、ＴＶＷＳピコ／
フェムトセル１１０４ａ、１１０４ｂ、１１０４ｃ、１１０４ｄ、１１０４ｅ、および１
１０４ｆのアンダーレイとを含む異種アーキテクチャを含む。ＴＶＷＳピコ／フェムトセ
ル１１０４ａ、１１０４ｂ、１１０４ｃ、１１０４ｄ、１１０４ｅ、および１１０４ｆは
低電力ピコ／フェムトセルでよく、例えばカバレッジホールをなくし、または密集したユ
ーザを有するエリア（例えば、ホットスポット）内の容量を改善するように配置できる。
そのような実施形態では、認可されたバンド周波数を使用して動作するように想定される
マクロセル１１０２が、ｅＮＢセル再構成を支援することができる。図１１に示す実施形
態は、ｅＮＢセル再構成を支援することのできるマクロセル１１０２を示すが、他のセル
（例えば、近隣セル）もｅＮＢ再構成を支援することができる。
【００９０】
　セル再構成後にＷＴＲＵが同一の基地局にキャンプオンするようにＷＴＲＵを再構成す
ることの代替実施形態は、セル再構成を開始する前に、別の適切なセル（例えば、マクロ
セル１１０２）に対する再選択を実施するようにＷＴＲＵをトリガすることでよい。この
ことは、例えば、近隣セルがセル再選択の要件を満たすように再選択基準を修正すること
によって実施できる。セル再選択を制御するのに使用される修正後のパラメータを、ＳＩ
で、または専用シグナリングを介してＷＴＲＵに与えることができる。別の実施形態では
、サービング基地局は、そのセルアクセス関連情報を禁止されるとみなされるように変更
できる。このことにより、サービングセルが禁止されると判定したときに強制的にセル再
選択をＷＴＲＵに実施させることができる。セル再選択待ち時間を削減するために、基地
局は、ＷＴＲＵをページングして、ＳＩに対する修正が行われたことを示すことができる
。ＴＶＷＳ基地局がセル再構成を完了した後は、元のＴＶＷＳ基地局を再選択するように
再選択基準を更新できる。
【００９１】
　いくつかのユーザ／サービスについて、基地局セル再構成中にＷＴＲＵとネットワーク
との間の信頼性の高い接続を維持しなければならない。基地局セル再構成に関連する待ち
時間を許容できない場合、ＴＶＷＳ基地局は、セル再構成を開始する前に、ＷＴＲＵまた
はＷＴＲＵのセットを近隣セル（例えば、マクロセル１１０２）にハンドオーバすること
ができる。ＷＴＲＵのリストと、ＷＴＲＵを近隣セルにハンドオーバする順序とを、提供
されているサービスのＱｏＳに基づいて求めることができる。既存のハンドオーバ手順ま
たはマルチキャストハンドオーバ手順を使用して、ＴＶＷＳピコ／フェムトセルから近隣
セルに対するハンドオーバを実施できる。セル再構成の完了時に、ＴＶＷＳ基地局は、近
隣基地局にその新しい動作周波数を通知することができ、その時刻に、新しいサービング
セルが、元のＴＶＷＳ基地局に戻るハンドオーバを実施できる。
【００９２】
　図１２は、ＴＶＷＳで動作するＬＴＥシステムに関する例示的アーキテクチャの図１２
００である。例示的アーキテクチャはｅＮＢ１２０４および１２１０を含み、ｅＮＢ１２
０４および１２１０のそれぞれは、対応するセル１２１６ａ、１２１６ｂ、および１２１
６ｃ（ｅＮＢ１２０４に対応する）、並びに１２１８ａ、１２１８ｂ、および１２１８ｃ
（ｅＮＢ１２１０に対応する）の１つまたは複数を操作する。ｅＮＢ１２０４および１２
１０のそれぞれは、それぞれの動的スペクトル管理（ＤＳＭ）ユニット１２１６／１２１
２およびプロトコルスタック１２０８／１２１４を含む。ｅＮＢ１２０４および１２１０
は、Ｘ２インターフェースを介して互いに通信できる。ＤＳＭユニット１２０６および１
２１２のそれぞれは、ＴＶＷＳデータセット１２０２と通信できる。
【００９３】
　ＤＳＭユニット１２０６および１２１２は、それぞれのｅＮＢ１２０４および１２１０
による通信のために使用されるＴＶＷＳチャネルの管理を担当することができる。プロト
コルスタック１２０８および１２１４は、例えば、測定レポートをそれぞれのＤＳＭユニ
ット１２０６および１２１２への入力として提供することができ、チャネル選択／変更決
定を出力として提供できる。ＤＳＭユニット１２０６および１２１２は、直接的に、また
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は少なくとも１つの他のＴＶＷＳｅＮＢを介してＴＶＷＳデータベース１２０２と通信し
、それぞれのｅＮＢ１２０４および１２１０によってサービスされているエリアでの動作
のためにどのＴＶＷＳチャネルが利用可能かを判定できる。
【００９４】
　ＤＳＭユニット１２０６および１２１２は、ＴＶＷＳデータベース１２０２への照会に
基づいてチャネル可用性についての判断を行うことができ、チャネル品質についての判断
は、測定レポートに基づいて決定できる。チャネルの可用性の変化（例えば、使用中のチ
ャネルがもはや利用可能ではなくなることをＴＶＷＳデータベースへの照会が示す場合）
、またはチャネルの品質の変化によってセル再構成をトリガできる。チャネル選択／変更
についての判断は、Ｘ２インターフェースを介して、他のｅＮＢで動作するＤＳＭエンジ
ンと連携することができる（例えば、図１２に示す例では、ｅＮＢ１２０４はｅＮＢ１２
１０と連携することができる）。
【００９５】
　実施形態
　１．無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）で実装される方法であって、第１の基地局動
作周波数と、セル構成パラメータのセットとを使用して基地局と通信する方法。
【００９６】
　２．所定の時刻に基地局と通信するのに使用するための第２の基地局動作周波数を示す
情報を受信することをさらに含む実施形態１の方法。
【００９７】
　３．所定の時刻またはその後に、第２の基地局動作周波数と、セル構成パラメータの同
一のセットとを使用して基地局と通信することをさらに含む実施形態２の方法。
【００９８】
　４．セル構成パラメータのセットは、RadioResourceConfigCommon　ＩＥおよびRadioRe
sourceConfigDedicated　ＩＥの少なくとも一方に含まれる無線リソース情報要素（ＩＥ
）を含む実施形態１～３のいずれか１つの方法。
【００９９】
　５．第２の基地局動作周波数に変更するためのトリガを受信することをさらに含む実施
形態１～４のいずれか１つの方法。
【０１００】
　６．トリガを受信することに応答して、所定の時刻またはその後に基地局と通信するた
めに第２の基地局動作周波数に変更することをさらに含む実施形態５の方法。
【０１０１】
　７．所定の時刻に基地局によって操作される新しいセルに対するダイレクテッドセル再
選択を開始する命令と、新しいセルに対するハンドオーバ手順を開始する命令の一方を受
信することをさらに含み、新しいセルは、第２の基地局動作周波数および第２のセルＩＤ
に対応する実施形態１～６のいずれか１つの方法。
【０１０２】
　８．所定の時刻に新しいセルに対するダイレクテッドセル再選択またはハンドオーバの
一方を開始することをさらに含む実施形態７の方法。
【０１０３】
　９．ＷＴＲＵが基地局によって操作される複数のセルの動作パラメータと共に事前構成
され、方法は、所定の時刻に、第１のセルＩＤに対応するセルが休眠状態となり、第２の
セルＩＤに対応するセルがアクティブとなるという通知を受信することをさらに含む実施
形態１～８のいずれか１つの方法。
【０１０４】
　１０．所定の時刻に基地局と通信するのに使用するための第２の基地局動作周波数を示
す情報を受信することは、基地局からシステム情報（ＳＩ）を読み取ることを含む実施形
態１～９のいずれか１つの方法。
【０１０５】
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　１１．SystemInfoModification情報要素（ＩＥ）を含むページングメッセージまたはCh
annelchange-Indication　ＩＥを含むページングメッセージの一方で基地局によってブロ
ードキャストされるＳＩを読み取るためのトリガを受信することをさらに含む実施形態１
０の方法。
【０１０６】
　１２．ＷＴＲＵが無線リソースコントローラ（ＲＲＣ）＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードに
あり、所定の時刻に基地局と通信するのに使用するための第２の基地局動作周波数を示す
情報を受信することは、RRCConnectionSetupメッセージ、ユニキャストメッセージ、およ
びChannelChangeCommandに含まれるマルチキャスト無線ネットワーク一次識別子（ＭＣ－
ＲＮＴＩ）のうちの１つを受信することを含む実施形態１～１１のいずれか１つの方法。
【０１０７】
　１３．第１の基地局動作周波数と、セル構成パラメータのセットとを使用して基地局と
通信するように構成された送受信ユニットを備える無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）
。
【０１０８】
　１４．送受信ユニットが、所定の時刻に基地局と通信するのに使用するための第２の基
地局動作周波数を示す情報を受信するようにさらに構成される実施形態１３のＷＴＲＵ。
【０１０９】
　１５．送受信ユニットが、所定の時刻またはその後に、第２の基地局動作周波数と、セ
ル構成パラメータの同一のセットとを使用して基地局と通信するようにさらに構成される
実施形態１４のＷＴＲＵ。
【０１１０】
　１６．基地局の動作周波数を変更する方法であって、第１の基地局動作周波数を使用し
て無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）と通信することを含む方法。
【０１１１】
　１７．基地局の動作周波数を変更することを決定することをさらに含む実施形態１６の
方法。
【０１１２】
　１８．基地局の動作周波数を変更することを決定することに応答して、第２の基地局動
作周波数を使用してＷＴＲＵと通信することをさらに含む実施形態１７の方法。
【０１１３】
　１９．基地局の動作周波数を変更することを決定することは、第１の基地局動作周波数
上の１次ユーザの存在、または所定の干渉レベルを超える第１の基地局動作周波数上の他
の２次ユーザからの干渉の少なくとも一方に基づく実施形態１７または１８の方法。
【０１１４】
　２０．基地局の動作周波数を変更するその決定に応答して、所定の時刻に基地局によっ
て操作される新しいセルに対するダイレクテッドセル再選択を開始し、または所定の時刻
に新しいセルに対するハンドオーバ手順を開始するようにＷＴＲＵに命令を送信すること
をさらに含む実施形態１６～１９のいずれか１つの方法。
【０１１５】
　２１．少なくとも１つのＷＴＲＵ関連特性に基づいて、基地局によってサービスされる
複数のＷＴＲＵを複数のマルチキャストグループにグループ化することをさらに含む実施
形態１６～２０のいずれか１つの方法。
【０１１６】
　２２．複数のマルチキャストグループのそれぞれに優先順位レベルを割り当てることを
さらに含む実施形態２１の方法。
【０１１７】
　２３．別々のマルチキャストメッセージを介して優先順位レベルの順に複数のマルチキ
ャストグループに命令を送信することをさらに含む実施形態２２の方法。
【０１１８】
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　２４．基地局が、同時に複数のセルを操作するように構成され、複数のセルは、第１の
基地局動作周波数に対応する第１のセルと、第２の基地局動作周波数に対応する第２のセ
ルとを含む実施形態１６～２３のいずれか１つの方法。
【０１１９】
　２５．ＷＴＲＵが複数のセルに関するパラメータと共に事前構成される実施形態１６～
２４のいずれか１つの方法。
【０１２０】
　２６．所定の時刻に、第１のセルが休眠状態となり、第２のセルがアクティブとなるこ
とをＷＴＲＵに命令することをさらに含む実施形態２４または２５の方法。
【０１２１】
　２７．システム情報（ＳＩ）ブロードキャストで提供される現基地局動作周波数を変更
することにより、動作周波数の変化の通知をＷＴＲＵに送信することをさらに含む実施形
態１６～２６のいずれか１つの方法。
【０１２２】
　２８．基地局がＳＩを変更しようとするという通知が現修正期間中に送信され、方法は
、次の修正期間中に、変更された現基地局動作周波数でＳＩをブロードキャストすること
をさらに含む実施形態２７の方法。
【０１２３】
　２９．指定の値よりも低いが、作業範囲内にある現基地局動作周波数の品質が検出され
るという条件で、修正期間の時間の長さを削減することをさらに含む実施形態１６～２８
のいずれか１つの方法。
【０１２４】
　３０．ＷＴＲＵから少なくとも１つの測定レポートを受信することをさらに含む実施形
態１６～２９のいずれか１つの方法。
【０１２５】
　３１．少なくとも１つの測定レポートで提供される情報に応答して、基地局の動作周波
数を変更することを決定することをさらに含む実施形態３０の方法。
【０１２６】
　３２．第１の基地局動作周波数および第２の基地局動作周波数がテレビジョンホワイト
スペース（ＴＶＷＳ）バンド内にある実施形態１６～３１のいずれか１つの方法。
【０１２７】
　３３．第１の基地局動作周波数および第２の基地局動作周波数がピコセルに対応する実
施形態１６～３２のいずれか１つの方法。
【０１２８】
　３４．基地局の動作周波数を変更することを決定することに応答して、第２の基地局動
作周波数にピコセルを再構成する前に、近隣セルに対する再選択またはハンドオーバの一
方を実施するようにＷＴＲＵをトリガする実施形態３３の方法。
【０１２９】
　３５．第２の基地局動作周波数にピコセルを再構成することが完了するという条件で、
元のピコセルに対する再選択またはハンドオーバの一方を実施するようにＷＴＲＵをトリ
ガする実施形態３４の方法。
【０１３０】
　上記では特徴および要素を特定の組合せで説明したが、各特徴または要素を単独で、ま
たは他の特徴および要素との任意の組合せで使用できることを当業者は理解されよう。さ
らに、本明細書に記載の方法は、コンピュータまたはプロセッサによる実行のためにコン
ピュータ可読媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、ファームウェ
アで実装できる。コンピュータ可読媒体の例は、電子信号（有線または無線接続を介して
送信される）およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は
、限定はしないが、ＲＯＭ、ＲＡＭ、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ装置、
内蔵ハードディスクやリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびＣＤ－
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ＲＯＭディスク、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）などの光媒体を含む。ソフト
ウェアに関連するプロセッサを使用して、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮＣ、また
は任意のホストコンピュータで使用される無線周波数トランシーバを実装できる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】



(24) JP 6159779 B2 2017.7.5
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【図３】 【図４】



(25) JP 6159779 B2 2017.7.5

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】



(26) JP 6159779 B2 2017.7.5
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