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(57)【要約】
　モビリティ情報を報告するための技術が開示される。
モビリティ情報はUEがアイドルモードにある場合のUEに
関して識別されることが可能であり、モビリティ情報は
、UEがアイドルモードにある場合のUEの訪問セル履歴を
含む。エボルブドノードB(eNB)は、UEがアイドルモード
からコネクテッドモードへ遷移する場合に、UEのモビリ
ティ情報が利用可能であることの通知を受けることが可
能である。モビリティ情報を求めるリクエストが、eNB
から受信される。モビリティ情報は、UEに対するモビリ
ティ状態推定の精度レベルを十分に維持しつつ、モビリ
ティ情報を表現するために削減ビット数を利用してeNB
に送信されることが可能であり、モビリティ状態推定は
、UEの推定速度を判定するようにeNBで実行される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法を実行させるコンピュータプログラムであって、前記方法は、
　少なくとも1つのプロセッサを利用して、訪問セル履歴を含むモビリティ履歴情報をユ
ーザ装置(UE)において保存するステップであって、前記訪問セル履歴は、前記訪問セル履
歴に含まれる前記UEの1つ以上の訪問セルに対するEUTRAグローバルセル識別子(ID)又は物
理セルIDと、前記訪問セル履歴に含まれる前記1つ以上の訪問セルにおける前記UEの滞在
期間とを含む、ステップ；及び
　前記少なくとも1つのプロセッサを利用して、前記モビリティ履歴情報を、訪問セル情
報要素で前記UEからエボルブドノードB(eNB)へ報告するステップ；
　を有するコンピュータプログラム。
【請求項２】
　前記モビリティ履歴情報は、前記UEが無線リソース制御(RRC)アイドルモードにある場
合の前記UEの前記訪問セル履歴を含む、請求項1に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３】
　前記モビリティ履歴情報は、前記UEが無線リソース制御(RRC)コネクテッドモードにあ
る場合の前記UEの前記訪問セル履歴を含む、請求項1に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４】
　前記モビリティ履歴情報における前記訪問セル履歴は、前記UEが訪れた高々16個のセル
に対する、前記滞在期間と、前記EUTRAグローバルセルID又は物理セルIDの1つ以上とを含
む、請求項1に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記訪問セル履歴における各々の訪問セルでの前記UEの滞在期間は、0秒ないし4095秒
の間にある、請求項1に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　前記方法が：
　訪問セルでの滞在期間が4095秒より長いことを確認するステップ；及び
　前記訪問セルに対する滞在期間を前記訪問セル情報要素では4095秒に設定するステップ
；
　を更に有する、請求項1に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７】
　前記UEは、アンテナ、タッチセンサ式ディスプレイスクリーン、スピーカと、マイクロ
フォン、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は、
不揮発性メモリポートを含む、請求項1に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　1つ以上のプロセッサを有し、モビリティ履歴情報を報告するように動作するユーザ装
置(UE)であって、前記1つ以上のプロセッサは：
　訪問セル履歴を含むモビリティ履歴情報を前記UEにおいて保存することであって、前記
訪問セル履歴は、前記訪問セル履歴に含まれる前記UEの1つ以上の訪問セルに対するEUTRA
グローバルセル識別子(ID)又は物理セルIDを含み、前記訪問セル履歴は、前記訪問セル履
歴に含まれる前記1つ以上の訪問セルにおける前記UEの滞在期間を含む、こと；及び
　前記モビリティ履歴情報を含む訪問セル情報要素を、エボルブドノードB(eNB)へ報告す
ること；
　を行うように構成されている、UE。
【請求項９】
　前記モビリティ履歴情報は、前記UEが無線リソース制御(RRC)アイドルモードにある場
合の前記UEの前記訪問セル履歴を含む、請求項8に記載のUE。
【請求項１０】
　前記モビリティ履歴情報は、前記UEが無線リソース制御(RRC)コネクテッドモードにあ
る場合の前記UEの前記訪問セル履歴を含む、請求項8に記載のUE。
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【請求項１１】
　前記モビリティ履歴情報における前記訪問セル履歴は、前記UEが訪れた高々16個のセル
に対する、前記滞在期間と、前記EUTRAグローバルセルID又は物理セルIDの1つ以上とを含
む、請求項8に記載のUE。
【請求項１２】
　前記訪問セル履歴における訪問セルでの前記UEの滞在期間は、0秒ないし4095秒の間に
ある、請求項8に記載のUE。
【請求項１３】
　前記1つ以上のプロセッサは：
　訪問セルでの滞在期間が4095秒より長いことを確認すること；及び
　前記訪問セルに対する滞在期間を前記訪問セル情報要素では4095秒に設定すること；
　を行うように更に構成されている、請求項8に記載のUE。
【請求項１４】
　モビリティ履歴情報を報告する方法であって：
　ユーザ装置(UE)において、訪問セル履歴を含むモビリティ履歴情報を収集するステップ
であって、前記訪問セル履歴は、前記訪問セル履歴に含まれる前記UEの訪問セル各々に対
するEUTRAグローバルセル識別子(ID)又は物理セルIDと、前記訪問セル履歴に含まれる各
々の訪問セルでの前記UEの滞在期間とを含む、ステップ；
　前記UEにおいて訪問セル情報要素(IE)に前記モビリティ履歴情報を保存するステップ；
　前記モビリティ履歴情報を含む前記訪問セルIEを前記UEからエボルブドノードB(eNB)に
報告するステップであって、前記eNBは前記モビリティ履歴情報を利用してハンドオーバ
ー判定を実行する、ステップ；
　を有する方法。
【請求項１５】
　前記UEが無線リソース制御(RRC)アイドルモード又はRRCコネクテッドモードにある場合
の前記UEの前記モビリティ履歴情報を収集するステップを更に含む、請求項14に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記モビリティ履歴情報における前記訪問セル履歴は、前記UEが訪れた高々16個のセル
に対する、前記滞在期間と、前記EUTRAグローバルセルID又は物理セルIDの1つ以上とを含
む、請求項14に記載の方法。
【請求項１７】
　前記方法が：
　訪問セルでの滞在期間が4095秒より長いことを確認するステップ；及び
　前記訪問セルに対する滞在期間を前記訪問セル情報要素では4095秒に設定するステップ
；
　を更に有する、請求項14に記載の方法。
【請求項１８】
　ユーザ装置(UE)であって：
　訪問セル履歴を含むモビリティ履歴情報を前記UEにおいて保存する手段であって、前記
訪問セル履歴は、前記訪問セル履歴に含まれる前記UEの1つ以上の訪問セルに対するEUTRA
グローバルセル識別子(ID)又は物理セルIDを含み、前記訪問セル履歴は、前記訪問セル履
歴に含まれる前記1つ以上の訪問セルにおける前記UEの滞在期間を含む、手段；及び
　前記モビリティ履歴情報を含む訪問セル情報要素を、エボルブドノードB(eNB)へ報告す
る手段；
　を有するUE。
【請求項１９】
　前記モビリティ履歴情報は、前記UEが無線リソース制御(RRC)アイドルモード又はRRCコ
ネクテッドモードにある場合の前記UEの前記訪問セル履歴を含む、請求項18に記載のUE。
【請求項２０】
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　前記訪問セル履歴における訪問セルでの前記UEの滞在期間は、0秒ないし4095秒の間に
ある、請求項18に記載のUE。
【請求項２１】
　請求項1ないし7のうち何れか1項に記載のコンピュータプログラムを記憶する記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願）
　本願は管理番号P61815Zとともに2013年10月21日付けで出願された米国仮特許出願第61/
893,792号による優先的利益を享受し、その内容全体は本願のリファレンスに組み込まれ
る。また、本願は、管理番号P66317とともに2014年9月23日付けで出願された米国特許出
願第14/494,161号(仮出願ではない)による優先的利益を享受し、その内容全体は本願のリ
ファレンスに組み込まれる。
【０００２】
　（背景技術）
　ワイヤレスモバイル通信技術は、ノード(例えば、送信局)とワイヤレスデバイス(例え
ば、移動装置)との間でデータを伝送するために様々な標準規格やプロトコルを利用する
。ある種のワイヤレスデバイスは、ダウンリンク(DL)伝送に直交周波数分割多重アクセス
(OFDMA)方式を利用し、アップリンク(UL)伝送にシングルキャリア周波数分割多重アクセ
ス(SC-FDMA)方式を利用して通信する。直交周波数分割多重(OFDM)方式を利用する標準規
格及びプロトコルは、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のロングタームエボ
リューション(LTE)、電気電子技術者協会(IEEE)の802.16規格(例えば、802.16e,　802.16
m)(ワイマックス(Worldwide　interoperability　for　Microwave　Access：WiMAX)のよ
うな業界規格群として一般に知られている)や、IEEE802.11規格(ワイファイ(WiFi)のよう
な業界規格群として一般に知られている)等を含む。
【０００３】
　3GPP無線アクセスネットワーク(RAN)LTEシステムでは、ノードは、E-UTRAN(Evolved　U
niversal　Terrestrial　Radio　Access　Network)のノードB(エボルブドNodeB、eNodeB
、eNBのように記述されてもよい)と、(ユーザ装置(UE)として知られるワイヤレスデバイ
スと通信する)無線ネットワークコントローラ(RNC)との組み合わせであるとすることが可
能である。ダウンリンク(DL)伝送は、ノード(例えば、eNodeB)からワイヤレスデバイス(
例えば、UE)への通信であり、アップリンク(UL)伝送はワイヤレスデバイスからノードへ
の通信であるとすることが可能である。
【０００４】
　ホモジーニアスネットワーク(homogeneous　networks)では、マクロノードとも言及さ
れるノードが、セル内でワイヤレスデバイスに対する基本的な無線カバレッジを提供する
ことが可能である。セルは、ワイヤレスデバイスがマクロノードと通信可能な領域である
とすることが可能である。ヘテロジーニアスネットワーク(Heterogeneous　networks：He
tNets)は、ワイヤレスデバイスの利用及び機能の増加に起因する、マクロノードにおける
トラフィック負荷の増加を扱うために利用可能である。HetNetは、予定されている高電力
マクロノード(すなわち、マクロeNB)のレイヤに低電力ノード(スモールeNB、ミクロeNB、
ピコeNB、フェムトeNB又はホームeNB(HeNB))のレイヤをオーバーレイしたものを含むこと
が可能であり、低電力ノードは、マクロセルのカバレッジ領域(セル)の中で、当初からは
さほど予定されずに又は全く連携することなく配備されることが可能である。低電力ノー
ド(lower　power　nodes：LPNs)は、概して、「ローパワーノード」、「スモールノード
」又は「小型セル」のように言及されてもよい。
【０００５】
　LTEでは、データは、eNodeBからUEへ物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)により送信さ
れることが可能である。データが受信されたことを確認(アクノリッジ)するために、物理
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アップリンク制御チャネル(PUCCH)が利用可能である。ダウンリンク及びアップリンクの
チャネル又は通信は、時分割複信(TDD)又は周波数分割複信(FDD)方式を利用することが可
能である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　本開示による特徴及び利点は、添付図面に関連して行われる以下の詳細な説明から明ら
かになり、図面は本開示の特徴を例示的に示す。
【図１】図1は一例によるユーザ装置(UE)がネットワークに報告するセル数に基づくモビ
リティ状態推定の精度を示す。
【図２Ａ】図2Aは一例による分解能レベル及びユーザ装置(UE)がネットワークに報告する
セル数に基づくモビリティ状態推定の精度を示す。
【図２Ｂ】図2Bは一例による分解能レベル及びユーザ装置(UE)がネットワークに報告する
セル数に基づくモビリティ状態推定の精度を示す。
【図３】図3は一例によるユーザ装置(UE)の最大滞在時間に基づくモビリティ状態推定の
精度を示す。
【図４】図4は一例による所要ビット数を利用するユーザ装置(UE)のモビリティ情報を表
現するために使用されるマッピングテーブルである。
【図５】図5は一例によるユーザ装置(UE)に対するモビリティ情報を表現するために使用
されるマッピング番号タイプに基づくモビリティ状態推定の精度を示す。
【図６】図6は一例によるUEのモビリティ状態推定を判定するためのユーザ装置(UE)及び
エボルブドノードB(eNB)間のシグナリングを示す。
【図７】図7は一例によるモビリティ情報を報告するように動作することが可能なユーザ
装置(UE)のコンピュータ回路の機能を示す。
【図８】図8は一例によるユーザ装置(UE)に関連するモビリティ情報を利用することが可
能なエボルブドノードB(eNB)のコンピュータ回路の機能を示す。
【図９】図9は一例によるモビリティ情報を報告する方法のフローチャートを示す。
【図１０】一例によるワイヤレスデバイス(例えば、UE)を示す図である。　以下、例示的
な実施形態が参照され、それを説明するために具体的な言葉が使用される。具体的な説明
に関し、断りのない限り、本発明の範囲についての如何なる限定も意図されていないこと
が理解されるであろう。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の開示及び説明に先立って、本発明は本願で開示される特定の構造、プロセスス
テップ又は材料には限定されず、関連する技術分野における当業者により認められる均等
物に及び得ることが理解されるべきである。本願で使用される用語は、特定の具体例を説
明する目的でしか使用されておらず、限定であるようには意図されていないことが理解さ
れるべきである。異なる図面の中にある同一の参照番号は同一の要素を表現する。フロー
チャート及びプロセスで使用される番号は、ステップ及び動作の説明の簡便性の観点から
使用されており、必ずしも特定の順序やシーケンスを示してはいない。
【０００８】
　（実施例）
　以下において技術形態の概要が先ず説明され、次に具体的な技術形態が詳細に説明され
る。この最初の概要(要約)は、読者の技術の速やかな理解を促すように意図されているに
すぎず、技術の主要な特徴や本質的特徴を特定するようには意図されておらず、請求項に
記載される事項の範囲を制限するようにも意図されていない。
【０００９】
　ユーザ装置(UE)は、無線リソース制御(RRC)アイドルモードからRRC接続モードへ遷移す
る場合に、例えばエボルブドノードB(eNB)のようなネットワークノードへモビリティ情報
を報告することが可能である。言い換えれば、UEがRRCアイドルからRRCコネクテッド(con
nected)へ切り替わる場合に、UEはモビリティ情報をeNBに伝達することが可能である。一
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例では、UEがRRCアイドルからRRCコネクテッドへ遷移する場合に、訪れたセルの履歴(vis
ited　cell　history)の利用可能性をeNBに通知することが可能である。eNBはその通知を
受信し、それに応じて、UEの訪問セル履歴を要求することが可能である。
【００１０】
　モビリティ情報は、物理的なセル識別子(ID)と、その物理セルIDに対応するセルにUEが
滞在した滞在時間(a　time　of　stay)とを含むことが可能である。各々の物理セルIDに
関する滞在時間は秒単位で表現されることが可能である。代替的に、モビリティ情報は、
グローバルセルID(a　global　cell　ID)と、グローバルセルIDに対応するセルにUEが滞
在した時間とを含むことが可能である。言い換えれば、eNBにより要求される訪問セル履
歴は、物理/グローバルセルIDと、物理/グローバルセルIDの各々に対する滞在時間(秒)と
を含むことが可能である。物理セルIDは0ないし503の範囲内にあり、高々9ビットを利用
して表現されることが可能である。UEのモビリティ情報(又は訪問セル履歴)は、複数の物
理セルIDと滞在時間とを含むことが可能である。非限定的な例として、モビリティ情報は
、412という第1物理セルIDと5.2秒という関連する滞在時間、416という第2物理セルIDと8
.3秒という関連する滞在時間、等々を含むことが可能である。物理セルIDは9ビットを利
用して表現されることが可能であり、以下において詳細に説明されるように、滞在時間は
削減されたビット数(例えば、3ないし8ビット)を利用して表現されることが可能である。
【００１１】
　UEはモビリティ情報をeNBに提供することが可能であり、UEのモビリティ情報に基づい
て、eNBはUEに対するモビリティ状態推定を実行することが可能である。モビリティ状態
推定は、アイドルモード又はコネクテッドモードにおけるUEの速度に言及することが可能
である。eNBは、UEにより訪問された物理セルのID及び/又はグローバルセルのIDに加えて
、物理セルID及び/又はグローバルセルIDの各々に対する滞在時間を利用して、UEのモビ
リティ状態推定を判定することが可能である。言い換えれば、物理/グローバルセルID及
び対応する滞在時間の情報は、UEの移動状態(例えば、アイドルモード又はコネクテッド
モードにおけるUEの速度)を判断するために使用されることが可能である。UEがRRCアイド
ルモードからRRCコネクテッドモードへ切り替わる場合に、eNBは、推定されたUEモビリテ
ィ状態(例えば、UEの推定速度)に従って1つ以上のハンドオーバーパラメータを設定する
ことが可能である。言い換えれば、eNBは、UEのハンドオーバーパラメータを設定するた
めに、UEに対するモビリティ状態推定を利用することが可能である。一例では、eNBは、
ハンドオーバーパフォーマンスを増進するために、UEのモビリティ状態に基づいてハンド
オーバーパラメータを設定することが可能である。UEの速度に基づいて設定されるハンド
オーバーパラメータは、タイムトゥトリガ(time　to　trigger：ttt)、A3オフセット(A3o
ffset)、T312等を含むことが可能であるが、これらに限定されない。これらのハンドオー
バーパラメータの各々は、ハンドオーバーパフォーマンスに影響する可能性がある。
【００１２】
　ネットワーク側における(例えば、eNBにおける)モビリティ状態推定の精度を損なうこ
となく、削減されたビット数を利用して、(物理/グローバルセルIDとともにUEからeNBへ
伝達される)滞在時間情報を表現する新規な技術が本願において説明される。言い換えれ
ば、滞在時間情報を表現するために、たとえ削減されたビット数が使用されたとしても、
UEのモビリティ状態の計算は十分に正確なまま残存することが可能である。(例えば、マ
クロセルやピコセルのセルサイズのような)セルサイズに基づいて、ネットワーク側でUE
速度を推定するために、或る数学モデルが使用されることが可能である。具体的な時間シ
ーケンスを表現する新規なマッピングテーブルが本願で説明され、そのマッピングテーブ
ルは滞在時間情報のエントロピーを削減することが可能である。その結果、たとえ滞在時
間を表現するために使用されるビット数が50％より多く削減されたとしても、UEのモビリ
ティ状態は、滞在時間情報の完全な分解能又はれぞれゆーション(resolution)と実質的に
同じ精度で判定されることが可能である。
【００１３】
　一例において、408秒間の滞在時間を表現するには9ビットを要する。滞在時間(秒)を表
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現するために使用されるビット数は、2nという数式を利用して算出されることが可能であ
り、nはビット数である。28は256に等しいので、8ビットは、408秒の滞在時間を表現する
には十分でない。一方、29は512に等しいので、9ビットは、408秒の滞在時間を表現する
ために十分である。一例において、滞在時間は完全な分解能を利用して表現される(すな
わち、滞在時間を表現するビット数を判断する際に、1秒単位の滞在時間が考慮される)。
408秒を表現するために使用される時間シーケンスは、1,　2,　3,...,　407,　408である
とすることが可能である。
【００１４】
　従来の手段では、2nの数式に従って、
1秒の滞在時間を表現するために1ビットが使用可能であり、
4秒までの滞在時間を表現するために2ビットが使用可能であり、
8秒までの滞在時間を表現するために3ビットが使用可能であり、
16秒までの滞在時間を表現するために4ビットが使用可能であり、
32秒までの滞在時間を表現するために5ビットが使用可能であり、
64秒までの滞在時間を表現するために6ビットが使用可能であり、
128秒までの滞在時間を表現するために7ビットが使用可能であり、
256秒までの滞在時間を表現するために8ビットが使用可能であり、
512秒までの滞在時間を表現するために9ビットが使用可能であり、
1024秒までの滞在時間を表現するために10ビットが使用可能であり、以下同様である。
【００１５】
　本願で説明される新規な技術では、滞在時間を表現するために使用されるビット数を削
減するために、滞在時間は所定の分解能で表現される。例えば、滞在時間は5秒間隔で表
現されることが可能である(例えば、5秒、10秒、15秒など)。言い換えれば、滞在時間はN
分解能に応じて表現されることが可能であり、ここで、Nは整数である。従って、9秒間と
いう滞在時間は10秒間により表現され、13秒間という滞在時間は15秒間により表現される
ことが可能である。以下において詳細に説明されるように、N分解能での滞在時間情報の
表現は、UEのモビリティ状態を算出する際に実質的に同様な精度をもたらす結果となる一
方、それと同時に、滞在時間を表現するのに使用されるビット数を減らす。
【００１６】
　非限定的な例として、408秒という滞在時間が、完全な分解能(すなわち、1秒単位)から
2秒分解能に切り替えられる場合、408秒は、2,　4,　6,...,　406,　408に従って表現さ
れることが可能である。言い換えれば、削減された時間シーケンス(削減されたエントロ
ピーを有する時間シーケンス)は、408個の値ではなく、204個の値を有する。204個の値を
表現するためのビット数は8であり、その理由は28が256に等しいからである。従って、こ
の例では、滞在時間情報を表現する場合に、分解能を修正することで、1ビット節約する
ことができる。別の非限定的な例として、408秒の滞在時間が5秒分解能に切り替えられる
場合、408秒は、5，10，．．．，405，410に従って表現されることが可能である。言い換
えれば、このように削減される時間シーケンスは、408個の値ではなく、82個の値を有す
る。82個の値を表現するためのビット数は7であり、なぜなら27が128に等しいからである
。従って、この例では、滞在時間情報を表現する場合に、分解能を修正することで、2ビ
ット節約することができる。
【００１７】
　図1は、例えばエボルブドノードB(eNB)のようなネットワークにユーザ装置(UE)が報告
する多数のセルに基づくモビリティ状態推定の精度を示す。例えば、8セル又は16セルに
関する滞在時間情報を報告することが可能である。言い換えれば、各々のセルに関し、UE
は個々のセルにおける滞在時間を報告することが可能である。セルはグローバルセル識別
子(ID)又は物理セルIDに対応することが可能である。一般に、セル数が増えるにつれて、
精度は向上する。精度は、eNBがUEのモビリティ状態を正しく推定するパーセンテージ(又
は確率又は確からしさ又は見込み又は尤度)を示すことが可能である。言い換えれば、精
度は、無線リソース制御(RRC)アイドルモードからRRCコネクテッドモードへUEが遷移する
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場合に、eNBがUEの推定速度を正しく判断する可能性を(パーセンテージで)示すことが可
能である。
【００１８】
　図1に示されるように、モビリティ状態の精度は、UEにより報告されるセル数に関して
図式的に表現される。図1に示されるように、あるUEは毎時3キロメートル(km/h)で進行し
ている可能性があり、あるUEは30km/hで進行している可能性があり、あるUEは60km/hで進
行している可能性がある。更に、図1は、平均速度で進行しているUEに関し、セル数の観
点から精度レベルを示している(「AVG」で示されている)。3km/hで進行しているUEに関し
、UEが8セルについてモビリティ情報を報告する場合、精度は近似的に100％になることが
可能であり、UEが16セルについてモビリティを報告する場合、精度は近似的に100％にな
ることが可能である。言い換えれば、UEが8セル又は16セルについてモビリティ情報を報
告する場合、eNBはUEのモビリティ状態を近似的に100％近く正しく推定する。30km/hで進
行しているUEに関し、UEが8セルについてモビリティ情報を報告する場合、精度は近似的
に83％になることが可能であり、UEが16セルについてモビリティを報告する場合、精度は
近似的に92％になることが可能である。60km/hで進行しているUEに関し、UEが8セルにつ
いてモビリティ情報を報告する場合、精度は近似的に90％になることが可能であり、UEが
16セルについてモビリティを報告する場合、精度は近似的に94％になることが可能である
。一般に、UEが8セルではなく16セルについてモビリティ情報を報告する場合、精度は一
層向上する。多くの場合、少なくとも80％の精度が達成可能である。
【００１９】
　一例において、比較的遅く移動するUE(例えば、3km/hで進行するUE)は、170メートルの
半径を有するマクロセルの大きな距離を横切る又は進行するために、約408秒かかるかも
しれない。言い換えれば、ある特定のマクロセルでのUEの滞在時間は408秒になり得る。
従来の手段では、高々408秒の滞在時間の報告は、9ビットを費やす可能性がある。上述し
たように、滞在時間を表現するためのビット数は、2nの数式を利用して決定されることが
可能であり、ここで、nはビット数である。8ビットが使用される場合(すなわち、28)、25
6秒という最大滞在時間が8ビットを利用して表現されることが可能である。9ビットが使
用される場合(すなわち、29)、408秒の滞在時間が9ビットを利用して表現されることが可
能である。UEが8つのセルについて滞在時間を報告する場合、UEは72ビット(すなわち、9
ビット×8)を使用する。言い換えれば、UEが訪問セル履歴をeNBに報告する場合、例えばU
Eがアイドルモードからコネクテッドモードへ入る場合に、UEの訪問セル履歴は8つのセル
を含むことが可能である。
【００２０】
　図2A-2Bは、ユーザ装置(UE)がネットワークに報告するセル数に基づくモビリティ状態
推定の精度と分解能レベルとを示す。一例では、許容可能な精度を十分に維持しつつ、滞
在時間を表現するのに使用されるビット数が削減されることが可能である。言い換えれば
、(UEのモビリティ状態を算出するのに使用される)UEの滞在時間が、削減されたビット数
を利用して表現される場合でさえ、eNBがUEのモビリティ状態を正しく判断する確率は許
容レベルに留まることが可能である。滞在時間は、規定された分解能(秒)に従って表現さ
れることが可能である。分解能は、滞在時間が秒数で表現される粒度レベル(又は細かさ
の程度)を示すことが可能である。言い換えれば、分解能は、滞在時間を表現するのに使
用されるのに可能な時間間隔(例えば、1秒間隔、5秒間隔、10秒間隔など)を指すことが可
能である。分解能が1である場合、滞在時間は1秒、2秒、3秒などのように表現される。言
い換えれば、滞在時間は1の倍数として表現されることが可能である。分解能が5である場
合、滞在時間は5秒、10秒、15秒、等々のように表現される。言い換えれば、滞在時間は5
の倍数として表現されることが可能である。従って、UEの実際の滞在時間が11秒間であっ
たとしても、分解能が5秒毎であるならば、その実際の滞在時間は、(例えば、15秒と比較
して10秒の方が11秒に近いので)10秒間であるとして表現されることが可能である。
【００２１】
　上述したように、滞在時間の表現を修正することにより、削減されたビット数が使用可
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能である。例えば、408秒間という実際の滞在時間が、完全な分解能(すなわち、1秒毎)か
ら3秒分解能に切り替えられる場合、408秒は、3，6，9，．．．，405，408に従って表現
されることが可能である。滞在時間は、分解能が3である場合、3の倍数で表現されること
が可能である。言い換えれば、この削減された時間シーケンス(すなわち、削減されたエ
ントロピーを有するシーケンス)は、408個の値ではなく、136個の値を有することが可能
である。136個の値を表現するビット数は、28が256に等しいので、8ビットである。別の
例として、408秒間という実際の滞在時間が、10秒分解能に切り替えられる場合、408秒は
、10，20，．．．，400，410に従って表現されることが可能である。分解能は、それが10
である場合には、10の倍数で表現されることが可能である。言い換えれば、この削減され
た時間シーケンスは、408個の値ではなく、41個の値を有することが可能である。41個の
値を表現するビット数は、26が64に等しいので、6ビットである。408秒という実際の滞在
時間は、410秒であるとして表現されることが可能であり、その理由は、410秒が、408秒
という実際の滞在時間に、(10秒という所与の分解能において)最も近い時間だからである
。従って、408秒の滞在時間は、完全な分解能(すなわち、1秒間隔)では9ビット、分解能
が3秒である場合には8ビット、そして、分解能が10秒である場合には6ビットを利用して
表現されることが可能である一方、それと同時に、許容可能な精度レベルを維持する。
【００２２】
　図2Aに示されるように、モビリティ状態推定の精度が、UEの滞在時間情報の分解能(秒)
に関して図式的に示されている。図2Aは、8つのセルに対するモビリティ情報をUEが報告
する場合の精度レベルを表現する。図2Aに示されるように、あるUEは毎時3キロメートル(
km/h)で進行している可能性があり、あるUEは30km/hで進行している可能性があり、あるU
Eは60km/hで進行している可能性がある。更に、平均速度で進行しているUE関し、精度レ
ベルが分解能の観点から表現されている(「AVG」で示されるもの)。3km/hで進行している
UEについて言えば、分解能が約30秒になるまで、精度は約100％である。言い換えれば、
滞在時間の分解能が約30秒に到達するまで(すなわち、滞在時間が30の倍数で表現される
ようになるまで)、eNBはUEのモビリティ状態をほぼ100近く正確に推定する。30km/hで進
行しているUEについて言えば、分解能が1秒である場合に、精度は約82％である。精度は
、分解能が約6秒である場合(すなわち、滞在時間が6の倍数として表現される場合)には75
％という精度、分解能が約11秒になる場合(すなわち、滞在時間が11の倍数として表現さ
れる場合)には35％という精度にまでそれぞれ落ち込む。60km/hで進行しているUEについ
て言えば、精度は、分解能が10秒である場合に、約100％である。精度は、分解能が15秒
まで増えると95％に落ち込むが、分解能が25秒に増やされると再び約100％に達している
。
【００２３】
　図2Bに示されるように、モビリティ状態推定の精度が、UEの滞在時間情報の分解能(秒)
に関して図式的に示されている。図2Bは、16個のセルに対するモビリティ情報をUEが報告
する場合の精度レベルを表現する。図2Bに示されるように、あるUEは毎時3キロメートル(
km/h)で進行している可能性があり、あるUEは30km/hで進行している可能性があり、あるU
Eは60km/hで進行している可能性がある。更に、平均速度で進行しているUE関し、精度レ
ベルが分解能の観点から表現されている(「AVG」で示されるもの)。3km/hで進行している
UEについて言えば、たとえ分解能が約45秒に到達したとしても、精度は約100％である。
言い換えれば、滞在時間の分解能が約45秒に到達する場合でさえ(すなわち、滞在時間が4
5の倍数で表現されるような場合でさえ)、eNBはUEのモビリティ状態をほぼ100近く正確に
推定する。30km/hで進行しているUEについて言えば、分解能が1秒である場合に、精度は
約91％である。精度は、分解能が約6秒である場合(すなわち、滞在時間が6の倍数として
表現される場合)には85％という精度、分解能が約11秒になる場合(すなわち、滞在時間が
11の倍数として表現される場合)には32％という精度にまでそれぞれ落ち込む。60km/hで
進行しているUEについて言えば、精度は、分解能が10秒である場合に、約100％である。
精度は、分解能が15秒まで増えると96％に落ち込むが、分解能が25秒に増やされると再び
約100％に達している。
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【００２４】
　図3は、ユーザ装置(UE)の最大滞在時間に基づくモビリティ状態推定の精度を示す。最
長の距離を横切って移動するように3km/hで進行するUEに対する最大時間は約408秒である
ので、この場合、UEの最大滞在時間は、モビリティ状態推定の精度を実質的に損なうこと
なく、削減されることが可能である。非限定的な例として、408秒という実際の滞在時間
は128秒として表現されてもよく(これにより、ビット数を削減し)、408秒という実際の時
間ではなく128秒という値を利用するUEのモビリティ状態推定の精度は、eNBがUEのモビリ
ティ状態を正しく判断する見込み(可能性)を実質的に変更しそうにないようにすることが
可能である。
【００２５】
　図3は、特定のセル内のUEの最大滞在時間(秒)の観点から、モビリティ状態推定の精度
を示しており、最大滞在時間は408秒、128秒、64秒及び32秒を含む。UEは8つのセルに対
する滞在時間情報を報告することが可能である。図3に示されるように、UEは毎時3キロメ
ートル(km/h)、30km/h、又は、60km/hで進行している可能性がある。更に、図3は、UEが
平均速度で進行している場合の最大滞在時間の観点から精度レベルを示している(「AVG」
で示されるもの)。3km/hで進行しているUEについて言えば、最大滞在時間が408秒、128秒
又は64秒である場合に、精度は約100％である。最大滞在時間が32秒である場合に、精度
は約50％に落ち込む。30km/hで進行しているUEについて言えば、最大滞在時間が408秒、1
28秒、64秒又は32秒である場合に、精度は約84％である。60km/hで進行しているUEについ
て言えば、最大滞在時間が408秒、128秒、64秒又は32秒である場合に、精度は約90％であ
る。従って、最大滞在時間が64秒に修正される場合でさえ、UEのモビリティ状態推定の精
度は概して損なわれていない。更に、408秒の滞在時間は9ビットを利用して表現されるが
、64秒という滞在時間は6ビットを利用して表現されることが可能であり、これにより、
特定のセルにおけるUEの滞在時間を表現する場合に3ビット節約できる。
【００２６】
　図4は、削減されたビット数を利用してユーザ装置(UE)のモビリティ情報を表現するた
めに使用される例示的なマッピングテーブルである。滞在状態情報を表現するために使用
されるビット数は、モビリティ状態推定の精度を実質的には損なうことなく、最適化又は
削減されることが可能である。
マッピング番号M1では、滞在時間は1ないし64秒の間にあることが可能である。滞在時間(
すなわち、可能な値は64個)を表現するのに使用されるビット数は、6ビットであるとする
ことが可能である。
マッピング番号M2では、滞在時間は1ないし32秒の間又は64秒であることが可能である。
滞在時間(すなわち、可能な値は33個)を表現するのに使用されるビット数は、6ビットで
あるとすることが可能である。
マッピング番号M3では、滞在時間は1ないし16秒の間、32秒又は64秒であることが可能で
ある。滞在時間(すなわち、可能な値は18個)を表現するのに使用されるビット数は、5ビ
ットであるとすることが可能である。
マッピング番号M4では、滞在時間は1ないし18秒の間、32秒又は64秒であることが可能で
ある。滞在時間(すなわち、可能な値は20個)を表現するのに使用されるビット数は、5ビ
ットであるとすることが可能である。
マッピング番号M5では、滞在時間は1ないし9秒の間、10秒、12秒、14秒、16秒、18秒、32
秒又は64秒であることが可能である。滞在時間(すなわち、可能な値は16個)を表現するの
に使用されるビット数は、4ビットであるとすることが可能である。
マッピング番号M6では、滞在時間は1ないし8秒の間、10秒、12秒、14秒、16秒、18秒、32
秒又は64秒であることが可能である。滞在時間(すなわち、可能な値は15個)を表現するの
に使用されるビット数は、4ビットであるとすることが可能である。
マッピング番号M7では、滞在時間は1ないし8秒の間、10秒、13秒、16秒、19秒、32秒又は
64秒であることが可能である。滞在時間(すなわち、可能な値は14個)を表現するのに使用
されるビット数は、4ビットであるとすることが可能である。
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マッピング番号M8では、滞在時間は1秒、2秒、4秒、8秒、16秒、32秒又は64秒であること
が可能である。滞在時間(すなわち、可能な値は7個)を表現するのに使用されるビット数
は、3ビットであるとすることが可能である。
【００２７】
　図5は、ユーザ装置(UE)のモビリティ情報を表現するために使用されるマッピング番号
タイプに基づくモビリティ状態推定の精度を示す。モビリティ状態推定の精度が、(例え
ば、上記のM1-M8のような)マッピング番号のタイプの観点から図式的に示されている。UE
は8つのセルに対する滞在時間情報を報告することが可能である。3km/hで進行しているUE
について言えば、UEのモビリティ状態を判定する場合に、マッピング番号M1-M8は全て約1
00％の精度をもたらすことが可能である。30km/hで進行しているUEについて言えば、UEの
モビリティ状態を判定する場合に、マッピング番号M1-M7は全て約80％の精度をもたらし
、及び、UEのモビリティ状態を判定する場合に、マッピング番号M8は55未満の精度をもた
らすことが可能である。60km/hで進行しているUEについて言えば、UEのモビリティ状態を
判定する場合に、マッピング番号M1-M7は全て約90％の精度をもたらし、及び、UEのモビ
リティ状態を判定する場合に、マッピング番号M8は約100％の精度をもたらすことが可能
である。
【００２８】
　3GPP技術標準仕様(TS)36.423のセクション9.2.38は、X2アプリケーションプロトコル及
びUE履歴情報を議論している。UE履歴情報の情報要素(information　element：IE)は、タ
ーゲットセルに先立ってアクティブ状態でUEが応対(サービング)されていたセルに関する
情報を含むことが可能である。3GPP　TS36.423のセクション9.2.39は、最後に訪れたセル
の情報(最終訪問セル情報)を議論している。最終訪問セル情報は、E-UTRAN(evolved　uni
versal　terrestrial　access　network)又はUTRAN又はGERAN(GSM/EDGE　Radio　Access
　Network)のセル固有の情報を含むことが可能である。最終訪問セル情報は次のような情
報を含むことが可能である。
【００２９】
【表１】

　更に、3GPP　TS36.423のセクション9.2.40は、最後に訪れたE-UTRANセルの情報を議論
している。最後に訪問したE-UTRANセル情報は、無線リソース管理(radio　resource　man
agement：RRM)の目的で使用されるべきセルに関する情報を含むことが可能である。
【００３０】
　図6は、UE602のモビリティ状態の推定判断を行うための、ユーザ装置(UE)602及びエボ
ルブドノードB(eNB)604間のシグナリング例を示す。UE602はモビリティ情報(又は訪問セ
ル履歴)を確認することが可能である。モビリティ情報は、物理セル識別子(ID)と、物理
セルIDに対応するセルにUE602が留まった滞在時間とを包含することが可能である。物理
セルIDの各々に関する滞在時間は、秒で表現されることが可能である。或いは、モビリテ
ィ情報は、グローバルセルIDと、グローバルセルIDに対応するセルにUE602が留まった滞
在時間とを包含することが可能である。UEのモビリティ情報(又は訪問セル履歴)は、複数
のセルIDと対応する滞在時間情報とを包含することが可能である。



(12) JP 2016-534682 A 2016.11.4

10

20

30

40

50

【００３１】
　UE602は、無線リソース制御(RRC)アイドルモードからRRCコネクテッドモードに遷移す
ると、モビリティ情報の利用可能性をエボルブドノードB(eNB)に通知することが可能であ
る。eNB604はUE602から通知を受信し、UE602からのモビリティ情報を要求することが可能
である。UE602は、(例えば、物理/グローバルセルID、及び、各々の物理/グローバルセル
IDに対する滞在時間(秒)のような)モビリティ情報をeNB604に伝達することが可能である
。
【００３２】
　一例において、UE602は、3GPP　TS36.423リリース12に従ってモビリティ情報(又はセル
履歴情報)を伝達することが可能であり、例えば、UEの滞在時間は0ないし4095秒の範囲内
の整数として表現されることが可能である。別の例において、UE602は、第1セルのE-UTRA
NセルグローバルID(ECGI)を報告するが、その後に残りのセルの物理セルID(PCI)を報告す
ることにより、セル履歴を最適化することが可能であり、その理由は、あるセルが同じPC
Iを有する隣接セルを有していそうにないからである。滞在時間情報は、高々64秒(6ビッ
ト)又は128秒(7秒)又は256秒(8ビット)又は4095秒(12ビット)で表現されることが可能で
ある。
【００３３】
　一次例において、UE602は、削減されたビット数を利用して滞在時間情報を有すること
が可能である。例えば、滞在時間情報は、上述したようなマッピングにより(3ないし6ビ
ットで)表現されることが可能である。別の例において、滞在時間情報は、Nステップの分
解能で表現されることが可能であり、ここでNは整数である。例えば、分解能が2秒毎であ
る場合、滞在時間は、1秒、3秒、5秒、．．．、k秒、又は、k+2秒であるように表現され
ることが可能であり、ここでkは或る設定された整数である。所定の分解能に従って滞在
時間を表現することにより、滞在時間を表現するのに使用されるビット数は削減されるこ
とが可能である。
【００３４】
　別の例において、滞在時間情報は、複数の分解能による複数のレベルで表現されること
が可能である。あるシーケンスSkは所定の整数から開始するシーケンスであるとすること
が可能である。所定の整数(又は開始整数)はbであるとして規定されることが可能である
。従って、シーケンスは、[b,　b+k,　b+2k,．．．,　b+n*k]であるとすることが可能で
あり、ここでnは整数である。時間情報マッピングは、S1，S2，S3，．．．，Sk，．．．
，Snのようなシーケンスで形成されることが可能である。何れのSiもエンプティ(empty)
であるとすることが可能であり、何らかの整数から始まって終了することが可能であるが
、Snにおける何れの数もSn-1における数より大きい。非限定的な例として、複数の分解能
による複数レベルを有するシーケンスは、2，4，5，10，15，20，30，40を含むことが可
能である。この例では、分解能は2秒から開始し、5秒に増え、その後10秒に増えている。
同じシーケンスの中で複数の分解能を利用することにより、滞在時間情報を表現するため
に使用されるビット数は、削減されることが可能である。
【００３５】
　あるコンフィギュレーションでは、滞在時間情報は、セルのリファレンス信号受信電力
(RSRP)の値を包含することが可能である。RSRP値は、最小RSRP値、最大RSRP値、及び/又
は、差分RSRP値を包含することが可能である。従って、UE602が訪問した各々のセルにつ
いて、その特定のセルのRSRPが、UE602からeNB604へ伝達されるモビリティ情報に含めら
れることが可能である。
【００３６】
　eNB604は、物理/グローバルセルID及び(削減されたビット数を利用する)滞在時間をUE6
02から受信することが可能である。eNB604は、UEのモビリティ情報に基づいて、UEのモビ
リティ状態推定を実行することが可能である。モビリティ状態推定は、アイドルモード又
はコネクテッドモードにおけるUEの速度に言及することが可能である。言い換えれば、eN
Bは、UEにより訪問された物理セルID又はグローバルセルIDに加えて、物理セルID又はグ
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ローバルセルIDの各々に関する滞在時間を利用して、UEのモビリティ状態推定を判断する
ことが可能である。物理/グローバルセルID及び時間は、UEのモビリティ状態(例えば、ア
イドルモードやコネクテッドモードにおけるUEの速度など)を判定するために使用される
ことが可能である。たとえ滞在時間情報が削減されたビット数で表現されたとしても、eN
B604は、許容可能な精度でUEのモビリティ状態を判定することが可能である。言い換えれ
ば、たとえ、モビリティ情報に含まれる滞在時間が、(ビット数の削減に起因して)実際の
滞在時間に正確に対応しなかったとしても、eNB604がUEのモビリティ状態を算出する精度
は依然として許容可能であるようにする、すなわち、精度レベルは所定の閾値を上回るよ
うにすることが可能である。
【００３７】
　あるコンフィギュレーションにおいて、eNB604は、UEの速度を判定する場合に、そのセ
ルに関するRSRP値を利用することが可能である。例えば、UEがセル端からセルに入り、セ
ルの中心に向かって進行する場合、RSRP差分は相対的に高くなる。UEがセル端からセルに
入り、セルから出る場合、RSRP差分は相対的に低い。最小RSRP値、最大RSRP値、及び、RS
RP値の差分に基づいて、eNB604はUEの速度を推定することが可能である。
【００３８】
　eNB604は、UE602についてのモビリティ状態推定を実行し、そのモビリティ状態推定を
利用して、UE602についての1つ以上のハンドオーバーパラメータを設定することが可能で
ある。一例において、eNBは、ハンドオーバーパフォーマンスを改善するために、UEのモ
ビリティ状態に基づいてハンドオーバーパラメータを設定することが可能である。UEの速
度に基づいて設定されるハンドオーバーパラメータは、タイムトゥトリガ(ttt)、A3オフ
セット、T312等を含むことが可能であるが、これらに限定されない。これらのハンドオー
バーパラメータの各々は、ハンドオーバーのパフォーマンスに影響を及ぼすことが可能で
ある。eNB604は、更新されたハンドオーバーパラメータをUE602に送信することが可能で
ある。
【００３９】
　図7のフローチャートに示されるように、別の例は、モビリティ情報を報告するように
動作することが可能なユーザ装置(UE)の回路の機能700をもたらす。機能は方法として実
現されることが可能であり、或いは、機能はマシン(又はコンピュータ)における命令とし
て実行されることが可能であり、命令は少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能な媒
体又は或る非一時的なマシン読み取り可能な記憶媒体に含まれる。ブロック710に示され
るように、回路は、UEがアイドルモードである場合にUEのモビリティ情報を保存するよう
に構成されることが可能であり、モビリティ情報は、UEがアイドルモード又はコネクテッ
ドモードにある場合のUEの訪問セル履歴を含む。ブロック720に示されるように、回路は
、UEがアイドルモードからコネクテッドモードに遷移する場合に、UEのモビリティ情報が
利用可能であることをエボルブドノードB(eNB)に通知するように構成されることが可能で
ある。ブロック730に示されるように、回路は、モビリティ情報を求めるeNBからのリクエ
スト(要求)を受信するように構成されることが可能である。ブロック740に示されるよう
に、回路は、UEのモビリティ状態推定の精度レベルを十分に維持しつつ、モビリティ情報
を表現するために削減されたビット数を利用しながら、モビリティ情報をeNBに送信する
ように構成されることが可能である。
【００４０】
　一例において、UEがアイドルモード又はコネクテッドモードにある場合に、UEの推定速
度を判定するために、モビリティ状態推定がeNBで実行される。別の例では、UEのハンド
オーバーパラメータは、UEがアイドルモード又はコネクテッドモードにある場合にUEの推
定速度に部分的に基づいて調整される。更に別の例では、UEの訪問セル履歴を有するモビ
リティ情報は、1つ以上の物理セル識別子(ID)と、各々の物理セルIDに関するUEの滞在時
間とを含む。
【００４１】
　あるコンフィギュレーションでは、UEの訪問セル履歴を有するモビリティ情報は、1つ
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以上のグローバルセル識別子(ID)と、各々のグローバルセルIDに関するUEの滞在時間とを
含む。別のコンフィギュレーションでは、回路は、オーバーザエアインタフェースを介し
て、モビリティ情報をeNBに送信するように更に構成されることが可能である。更に別の
コンフィギュレーションでは、回路は、UE履歴情報要素(IE)により、モビリティ情報をeN
Bに送信するように更に構成され、UE履歴IEは最終的に訪れたE-UTRANセルの情報要素(a　
Last　Visited　E-　UTRAN　Cell　IE)を含む。
【００４２】
　一例において、eNBに送信されるモビリティ情報は、UEがアイドルモードにある場合にU
Eが訪れた第1セルのE-UTRANセルグローバル識別子(ECGI)と、UEがアイドルモード及びコ
ネクテッドモードにある場合にUEが訪れた残りのセルの1つ以上の物理セル識別子(PCI)と
を含む。別の例において、eNBに送信されるモビリティ情報は、各々の物理セルIDに関す
るUEの滞在時間を含み、65秒未満の滞在時間は6ビットを利用して表現され、65ないし128
秒の滞在時間は7ビットを利用して表現され、129秒より長い滞在時間は8ビットを利用し
て表現され、4095秒未満の滞在時間は多くとも12ビットを利用して表現される。更に別の
例では、eNBに送信されるモビリティ情報は、そのUEに関する物理セルの中でのUEの滞在
時間を含み、モビリティ情報を表現するための削減されたビット数(削減ビット数)がマッ
ピングテーブルを利用して決定され、マッピングテーブルにおける削減ビット数は、物理
セルの中でのUEの滞在時間に依存して3ビットないし6ビットの範囲内にある。
【００４３】
　あるコンフィギュレーションでは、eNBに送信されるモビリティ情報は、物理セルIDに
関するUEの滞在時間を含み、滞在時間はNステップ(N段毎)の分解能で表現され、モビリテ
ィ情報を表現するための削減ビット数を達成し、Nは整数である。別のコンフィギュレー
ションでは、eNBに送信されるモビリティ情報は、各々の物理セルIDに関するUEの滞在時
間を含み、滞在時間は一連の複数の分解能で表現され、モビリティ情報を表現するための
削減ビット数を達成する。更に別のコンフィギュレーションでは、eNBに送信されるモビ
リティ情報は、最大リファレンス信号受信電力(RSRP)、最小RSRP又は差分RSRPのうちの少
なくとも1つを含み、UEがアイドルモードである場合のUEの推定速度をeNBが判定できるよ
うにする。
【００４４】
　図8のフローチャートに示されるように、別の具体例は、ユーザ装置(UE)に関連するモ
ビリティ情報を利用するように動作することが可能なエボルブドノードB(eNB)の回路の機
能800をもたらす。機能は方法として実現されることが可能であり、或いは、機能はマシ
ン(又はコンピュータ)における命令として実行されることが可能であり、命令は少なくと
も1つのコンピュータ読み取り可能な媒体又は或る非一時的なマシン読み取り可能な記憶
媒体に含まれる。ブロック810に示されるように、回路は、UEがアイドルモードからコネ
クテッドモードに切り替わった後に、モビリティ情報を受信するように構成され、モビリ
ティ情報は、削減されたビット数で表現され、UEがアイドルモードである場合のUEの訪問
セル履歴を含む。ブロック820に示されるように、回路は、UEのモビリティ状態情報の精
度レベルが実質的に(十分に)維持されつつ、削減されたビット数で表現されるモビリティ
情報に部分的に基づいてUEのモビリティ状態推定を実行するように構成されることが可能
であり、モビリティ状態推定は、UEがアイドルモードである場合のUEの推定速度を含む。
ブロック830に示されるように、回路は、UEのモビリティ状態推定に部分的に基づいて、U
Eの1つ以上のパラメータを調整するように構成されることが可能である。
【００４５】
　一例において、回路は、UEがアイドルモードからコネクテッドモードに切り替わる場合
に、モビリティ情報が利用可能である旨の通知をUEから受信し；及び、モビリティ情報を
求めるリクエストをUEに送信するように更に構成されることが可能である。別の例におい
て、UEの訪問セルリストを有するモビリティ情報は、1つ以上の物理セル識別子(ID)と、
各々の物理セルIDに関する滞在時間とを含む。
【００４６】



(15) JP 2016-534682 A 2016.11.4

10

20

30

40

50

　あるコンフィギュレーションにおいて、eNBで受信されるモビリティ情報は、各々の物
理セルIDに関するUEの滞在時間を含み、65秒未満の滞在時間は6ビットを利用して表現さ
れ、65ないし128秒の滞在時間は7ビットを利用して表現され、129秒より長い滞在時間は8
ビットを利用して表現される。別のコンフィギュレーションにおいて、eNBで受信される
モビリティ情報は、そのUEに関する物理セルの中でのUEの滞在時間を含み、モビリティ情
報を表現するための削減されたビット数(削減ビット数)がマッピングテーブルを利用して
決定され、マッピングテーブルにおける削減ビット数は、物理セルの中でのUEの滞在時間
に依存して3ビットないし6ビットの範囲内にある。
【００４７】
　図9のフローチャートに示されるように、別の例は、モビリティ情報を報告する方法900
をもたらす。本方法は、マシン(又はコンピュータ)における命令として実行されることが
可能であり、命令は少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能な媒体又は或る非一時的
なマシン読み取り可能な記憶媒体に含まれる。ブロック910に示されるように、本方法は
、UEがアイドルモードにある場合のUEのモビリティ情報を識別する動作を含むことが可能
であり、モビリティ情報は、UEがアイドルモードにある場合のUEの訪問セル履歴を含む。
ブロック920に示されるように、本方法は、UEがアイドルモードからコネクテッドモード
へ遷移する場合に、UEのモビリティ情報が利用可能であることをエボルブドノードB(eNB)
に通知する動作を含む。ブロック930に示されるように、本方法は、モビリティ情報を求
めるリクエストをeNBから受信する動作を含む。更に、ブロック940に示されるように、本
方法は、UEのモビリティ状態推定の精度レベルを十分に維持しつつ、モビリティ情報を表
現するために削減されたビット数を利用してeNBにモビリティ情報を送信する動作を含む
ことが可能であり、モビリティ状態推定は、UEの推定速度を判定するためにeNBで実行さ
れる。
【００４８】
　一例において、本方法は、オーバーザエアインタフェースを介してeNBにモビリティ情
報を送信する動作を更に含むことが可能である。別の例において、本方法は、UE履歴情報
要素(UE　History　IE)を介してeNBにモビリティ情報を送信する動作を更に含むことが可
能であり、UE　History　IEは最終訪問E-UTRANセルIE(a　Last　Visited　E-UTRAN　Cell
　IE)を含む。
【００４９】
　図10は、例えば、ユーザ装置(UE)、移動局(MS)、移動無線装置、移動通信装置、タブレ
ット、ハンドセット又は他のタイプのワイヤレスデバイス等のようなワイヤレスデバイス
の一例を示す。ワイヤレスデバイスは、ノード、マクロノード、低電力ノード(LPN)又は
送信局と通信するように構成される1つ以上のアンテナを含むことが可能であり、そのよ
うなノードは、例えば、基地局(BS)、エボルブドノードB(eNB)、ベースバンドユニット(B
BU)、リモート無線ヘッド(RRH)、リモート無線装置(RRE)、中継局(RS)、無線装置(RE)、
又は、他のタイプのワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)アクセスポイント等であ
る。ワイヤレスデバイスは、3GPP　LTE(登録商標)、WiMAX(登録商標)、ハイスピードパケ
ットアクセス(HSPA)、ブルートゥース及びWiFi(登録商標)を含む少なくとも1つの無線通
信規格を利用して通信するように構成されることが可能である。ワイヤレスデバイスは、
各々の無線通信規格に対する個別的なアンテナ、或いは、複数の無線通信規格に共用され
るアンテナを利用して通信することが可能である。ワイヤレスデバイスは、ワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク(WLAN)、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)及び
/又はWWANにおいて通信することが可能である。
【００５０】
　図10は、ワイヤレスデバイスによるオーディオ入出力のために使用されることが可能な
マイクロフォン及び1つ以上のスピーカも例示している。表示画面は、液晶表示(LCD)画面
、又は、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイのような他のタイプのディスプレイスク
リーンであるとすることが可能である。表示画面はタッチスクリーンとして構成されるこ
とが可能である。タッチスクリーンは、容量、抵抗、又は、他のタイプのタッチスクリー
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ン技術を利用することが可能である。処理及び表示の機能を提供するために、アプリケー
ションプロセッサ及びグラフィックスプロセッサが内部メモリに結合されることが可能で
ある。不揮発性メモリポートは、入力/出力オプションをユーザに提供するように使用さ
れることも可能である。不揮発性メモリポートは、ワイヤレスデバイスのメモリ機能を拡
張するために使用されることが可能である。キーボードは、追加的なユーザ入力を提供す
るために、ワイヤレスデバイスに統合されること、又は、ワイヤレスデバイスに無線によ
り接続されることが可能である。仮想キーボードがタッチスクリーンを利用して提供され
ることも可能である。
【００５１】
　様々な技術又は所定の形態若しくはその一部分は有形媒体に組み込まれるプログラムコ
ード(即ち、命令)の形態を採用することが可能であり、有形媒体は、例えば、フロッピデ
ィスケット、CD-ROM、ハードドライブ、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
、又は、その他の任意のマシン読み取り可能な記憶媒体であり、プログラムコードは、プ
ログラムコードがマシン(例えば、コンピュータ等)にロードされて実行されると、マシン
は様々な技術を実行する装置になる。回路は、ハードウェア、ファームウェア、プログラ
ムコード、実行可能なコード、コンピュータ命令、及び/又は、ソフトウェアを含むこと
が可能である。非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、信号を含まないコン
ピュータ読み取り可能な記憶媒体であるとすることが可能である。プログラム可能なコン
ピュータにおいてプログラムコードを実行する場合に、コンピューティングデバイスは、
プロセッサ、プロセッサにより読み取ることが可能な記憶媒体(揮発性及び不揮発性メモ
リ及び/又はストレージ要素を含む)、少なくとも1つの入力デバイス、及び、少なくとも1
つの出力装置を含むことが可能である。揮発性及び不揮発性メモリ及び/又はストレージ
要素は、RAM、EPROM、フラッシュドライブ、光ドライブ、磁気ハードドライブ、ソリッド
ステートドライブ、又は、電子データを保存する他の媒体であるとすることが可能である
。ノード及びワイヤレスデバイスは、トランシーバモジュール、カウンタモジュール、プ
ロセッシングモジュール、及び/又は、クロックモジュール又はタイマーモジュールを含
むことも可能である。本願で説明される様々な技術を実現又は利用することが可能な1つ
以上のプログラムは、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)、再利用可
能な制御部などを利用することが可能である。そのようなプログラムは、コンピュータシ
ステムと通信するために、ハイレベルの手続き型(high　level　procedural)又はオブジ
ェクト指向のプログラミング言語で実現されることが可能である。しかしながら、プログ
ラムは、必要に応じて、アセンブリ又はマシン言語で実現されることが可能である。何れ
にせよ、言語はコンパイルされる又はインタープリットされる言語とすることが可能であ
り、ハードウェア実現手段に組み込まれることが可能である。
【００５２】
　本明細書で説明される多くの機能ユニットは、それらの実現の独立性を特に強調するた
めに、複数のモジュールとしてラベル付けされていることが、理解されるべきである。例
えば、あるモジュールは、カスタムVLSI回路又はゲートアレイ、オフザシェルフ(off-the
-shelf)半導体(例えば、論理チップ)、トランジスタ、又は、その他の個別素子などのよ
うなハードウェア回路として実現されることが可能である。モジュールは、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック、プログラマブル論理装置な
どのようなプログラム可能なハードウェアデバイスで実現されることも可能である。
【００５３】
　モジュールも、様々なタイプのプロセッサによる実行のためにソフトウェアで実現され
ることが可能である。実行可能なコードによる特定のモジュールは、例えば、コンピュー
タ命令に関する1つ以上の物理的又は論理的なブロックを有することが可能であり、例え
ば、オブジェクト、プロシジャ又はファンクションとして組織されることが可能である。
しかしながら、特定のモジュールの実行ファイル(executable)は、必ずしも物理的に一緒
に配置される必要はなく、様々な場所に保存される異種の命令を含むことが可能であり、
その命令は、論理的に共に協働する場合に、モジュールを構成し、モジュールの上記の目
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【００５４】
　実際、実行可能なコードのモジュールは、単独の命令又は複数の命令であるとすること
が可能であり、様々なプログラムの間に及び複数のメモリデバイスにわたって分散される
ことさえ可能である。同様に、オペレーショナルデータは、本願ではモジュールの中で特
定され示されることが可能であり、適切な任意の形態で組み込まれることが可能であり、
かつ、適切な任意のデータタイプ構造で組織されることが可能である。オペレーショナル
データは、単独のデータ群として収集されることが可能であり、或いは、異なるストレー
ジデバイス上にあることを包含する異なるロケーションに分散されることが可能であり、
及び、少なくとも部分的に、システム又は値とワークにおける単なる電子信号として存在
することが可能である。モジュールは、受動的又は能動的であるとすることが可能であり
、所望の機能を実行するように動作するエージェントを包含する。
【００５５】
　本明細書を通じて「例」という言及は、その例に関連して説明される特定の特徴、構造
又は属性が、本発明の少なくとも1つの形態に含まれることを意味する。すなわち、本明
細書中の様々な場所で「一例において」という言い回しは、必ずしも全て同じ形態を指し
ているとは限らない。
【００５６】
　本願で使用されるように、複数のアイテム、構造要素、構成要素及び/又は材料は、便
宜上、一般的な列挙(又はリスト)で提示されることが可能である。しかしながら、これら
のリストは、あたかも、リストに属する各メンバが、個々の固有のメンバとして個別的に
特定されるように、解釈されるべきである。すなわち、そのようなリストの個々のメンバ
でないものは、別意の指示がない限り、一般的なグループにおけるそれらの表現に基づい
て、そのリストの他の任意のメンバの事実上の均等物として解釈されるべきである。更に
、本発明の様々な形態及び具体例は、様々なコンポーネントの代替例とともに本願におい
て説明されることが可能である。そのような形態、具体例及び代替例は、互いに事実上均
等であるとは解釈されず、本発明の個々の独立した表現として解釈されるべきであること
が、理解される。
【００５７】
　更に、説明される特徴、構造又は属性は、1つ以上の形態において適切な任意の仕方で
組み合わせられることが可能である。本説明においては、レイアウト例、距離、ネットワ
ーク例などのような多くの具体的詳細が、本発明形態の十分な理解を促すように提供され
ている。しかしながら、当業者は、1つ以上のその具体的詳細によらず、又は、他の方法
、コンポーネント、レイアウト等とともに、本発明が実現可能であることを認めるであろ
う。なお、周知の構造、材料又はオペレーションは、本発明の側面を曖昧にしないように
詳細には例示も説明もされていない。
【００５８】
　上記の具体例は1つ以上の特定の用途における発明原理の例示であるが、実現の形式、
用途及び詳細における様々な修正が、創作能力を発揮することなく、本発明の原理及び概
念から逸脱することなく、なされてよいことが、当業者にとって明らかであろう。従って
、特許請求の範囲を除いて、発明が限定されることは意図されていない。
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