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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
送るように、有効なセル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）が前記ＵＥです
でに利用可能であるかどうかにかかわらず前記ＵＥに割り当てられる一時的Ｃ－ＲＮＴＩ
を備えているランダムアクセスレスポンスを受け取るように、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが
まだ利用可能でない場合は前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用
するように、そして、もし利用可能な場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有
効なＣ－ＲＮＴＩを使用するように、構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備える無線通信のための装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスレスポンスを受け取った後
に送信を送るように構成されており、前記送信は、利用可能な場合は前記有効なＣ－ＲＮ
ＴＩを備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスレスポンスを受け取った後
に送信を送るように構成されており、前記送信は、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩとして使
用される場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを含んでいる、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
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　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスに先立ってソース基地局か
ら前記有効なＣ－ＲＮＴＩを受け取るように、前記ソース基地局からターゲット基地局へ
のハンドオーバのために前記ランダムアクセスプリアンブルを送るように、そして、前記
ターゲット基地局からの前記ランダムアクセスレスポンスを受け取るように、構成されて
いる、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記有効なＣ－ＲＮＴＩは、前記ターゲット基地局によって割り当てられ、前記ソース
基地局へ送られ、そして、ハンドオーバコマンドにおいて前記ソース基地局により転送さ
れる、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能な場合は、タ
イミング同期化アップデートのために前記ランダムアクセスプリアンブルを送るように、
そして、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用し続けるよう
に、構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能でないときに
、最初のシステムアクセスのために前記ランダムアクセスプリアンブルを送るように、そ
して、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するように、構
成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能でないときに
、アイドル状態からアクティブ状態への遷移のために前記ランダムアクセスプリアンブル
を送るように、そして、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使
用するように、構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
送ることと、
　有効なセル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）が前記ＵＥですでに利用可
能であるかどうかにかかわらず前記ＵＥに割り当てられる一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えてい
るランダムアクセスレスポンスを受け取ることと、
　前記有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして
前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
　利用可能な場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用
することと、
　を備える無線通信のための方法。
【請求項１０】
　前記ランダムアクセスレスポンスを受け取った後に送信を送ること、
　をさらに備え、
　利用可能な場合は、前記送信は前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備える、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ランダムアクセスに先立ってソース基地局から前記有効なＣ－ＲＮＴＩを受け取る
こと、
　をさらに備え、
　前記ランダムアクセスプリアンブルを送ることは、前記ソース基地局からターゲット基
地局へのハンドオーバのために前記ランダムアクセスプリアンブルを送ることを備え、そ
して、前記ランダムアクセスレスポンスを受け取ることは、前記ターゲット基地局から前
記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えている前記ランダムアクセスレスポンスを受け取ることを備
える、
　請求項９に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記ランダムアクセスプリアンブルを送ることは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能
なときに、タイミング同期化アップデートのために前記ランダムアクセスプリアンブルを
送ることを備えており、そして、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩは廃棄され、前記有効なＣ－Ｒ
ＮＴＩが使用される、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ランダムアクセスプリアンブルを送ることは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能
でないときにアイドル状態からアクティブ状態への遷移のために、あるいは最初のシステ
ムアクセスのために、前記ランダムアクセスプリアンブルを送ること、を備えており、そ
して、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩは、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩとして使用される、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
送るための手段と、
　有効なセル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）が前記ＵＥですでに利用可
能であるかどうかにかかわらず前記ＵＥに割り当てられる一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えてい
るランダムアクセスレスポンスを受け取るための手段と、
　前記有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして
前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するための手段と、
　利用可能な場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用
するための手段と、
　を備える無線通信のための装置
【請求項１５】
　前記ランダムアクセスレスポンスを受け取った後に送信を送るための手段、
　をさらに備え、
　前記送信は、利用可能な場合は前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備える、
　請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ランダムアクセスに先立ってソース基地局から前記有効なＣ－ＲＮＴＩを受け取る
ための手段、
　をさらに備え、
　前記ランダムアクセスプリアンブルを送るための前記手段は、前記ソース基地局からタ
ーゲット基地局へのハンドオーバのために前記ランダムアクセスプリアンブルを送るため
の手段を含み、そして、前記ランダムアクセスレスポンスを受け取るための前記手段は、
前記ターゲット基地局から前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えている前記ランダムアクセスレ
スポンスを受け取るための手段を含む、
　請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　機械によって実行されるときに、
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
送ることと、
　有効なセル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）が前記ＵＥですでに利用可
能であるかどうかにかかわらず前記ＵＥに割り当てられる一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えてい
るランダムアクセスレスポンスを受け取ること、
　前記有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして
前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
　利用可能な場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用
することと、
　を含むオペレーションを前記機械に実行させる命令、
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　を備える機械可読媒体。
【請求項１８】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
受け取るように、有効なセル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）が前記ＵＥ
ですでに利用可能であるかどうかにかかわらず一時的Ｃ－ＲＮＴＩを前記ＵＥに割り当て
るように、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えているランダムアクセスレスポンスを送るよう
に、前記ＵＥで前記有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－Ｒ
ＮＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するように、そして、前記ＵＥから受け取ら
れた場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用する
ように、構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備える、無線通信のための装置
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスレスポンスを送った後に前
記ＵＥから送信を受け取るように構成されており、前記送信は、前記ＵＥで利用可能な場
合は前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥのためのソース基地局からのハンドオー
バリクエストを受け取るように、前記ハンドオーバリクエストに応じて前記ＵＥに前記有
効なＣ－ＲＮＴＩを割り当てるように、前記ＵＥに転送するために前記ソース基地局へ前
記有効なＣ－ＲＮＴＩを送るように、そして、前記ソース基地局からターゲット基地局へ
のハンドオーバのために前記ＵＥから前記ランダムアクセスプリアンブルを受け取るよう
に、構成されている、請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥがすでに前記有効なＣ－ＲＮＴＩを有す
るときに、タイミング同期化アップデートために前記ＵＥから前記ランダムアクセスプリ
アンブルを受け取るように、前記ランダムアクセスレスポンスを送った後に前記ＵＥから
前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている送信を受け取るように、そして、前記一時的Ｃ－Ｒ
ＮＴＩをリリースし、前記ＵＥの前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用するように、構成されて
いる、請求項１８に記載の装置
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、最初のシステムアクセスために前記ＵＥから前記
ランダムアクセスプリアンブルを受け取るように、そして、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩ
として前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するように、構成されている、請求項１８に記載の
装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、アイドル状態からアクティブ状態への遷移のため
に前記ＵＥから前記ランダムアクセスプリアンブルを受け取るように、そして、前記ＵＥ
の前記Ｃ－ＲＮＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するように、構成されている、
請求項１８に記載の装置。
【請求項２４】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスためにランダムアクセスプリアンブルを受
け取ることと、
　有効なセル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）が前記ＵＥですでに利用可
能であるかどうかにかかわらず一時的Ｃ－ＲＮＴＩを前記ＵＥに割り当てることと、
　前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えているランダムアクセスレスポンスを送ることと、
　前記有効なＣ－ＲＮＴＩが前記ＵＥでまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮ
ＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
　前記ＵＥから受け取られた場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし、前記有効な
Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
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　を備える無線通信のための方法。
【請求項２５】
　前記ランダムアクセスレスポンスを送った後に前記ＵＥから送信を受け取ること、
　をさらに備え、
　前記送信は、前記ＵＥで利用可能な場合は前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている、
　請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ＵＥのためのソース基地局からハンドオーバリクエストを受け取ることと、
　前記ハンドオーバリクエストに応じて前記ＵＥに前記有効なＣ－ＲＮＴＩを割り当てる
ことと、
　前記ＵＥへ転送するために前記ソース基地局へ前記有効なＣ－ＲＮＴＩを送ることと、
　をさらに備え、
　前記ランダムアクセスプリアンブルは、前記ソース基地局からターゲット基地局へのハ
ンドオーバのために前記ＵＥから受け取られる、
　請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ランダムアクセスプリアンブルを受け取ることは、前記ＵＥがすでに前記有効なＣ
－ＲＮＴＩを有するときにタイミング同期化アップデートのために前記ＵＥから前記ラン
ダムアクセスプリアンブルを受け取ること、を備え、前記方法は、前記ランダムアクセス
レスポンスを送った後に前記ＵＥから前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている送信を受け取
ること、をさらに備え、そして、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩはリリースされ、前記有効なＣ
－ＲＮＴＩは前記ＵＥのために使用される、請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ランダムアクセスプリアンブルを受け取ることは、最初のシステムアクセスのため
に、あるいは、アイドル状態からアクティブ状態への遷移のために、前記ＵＥから前記ラ
ンダムアクセスプリアンブルを受け取ること、を備え、そして、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩ
は、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩとして使用される、請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスためのランダムアクセスプリアンブルを受
け取るための手段と、
　有効なセル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）が前記ＵＥですでに利用可
能であるかどうかにかかわらず一時的Ｃ－ＲＮＴＩを前記ＵＥに割り当てるための手段と
、
　前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えているランダムアクセスレスポンスを送るための手段と
、
　前記有効なＣ－ＲＮＴＩが前記ＵＥでまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮ
ＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するための手段と、
　前記ＵＥから受け取られた場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし、前記有効な
Ｃ－ＲＮＴＩを使用するための、手段と、
　を備える無線通信のための装置。
【請求項３０】
　前記ランダムアクセスレスポンスを送った後に前記ＵＥから送信を受け取るための手段
、
　をさらに備え、
　前記送信は、前記ＵＥで利用可能な場合は、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている、
　請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記ＵＥのためのソース基地局からハンドオーバリクエストを受け取るための手段と、
　前記ハンドオーバリクエストに応じて、前記ＵＥに前記有効なＣ－ＲＮＴＩを割り当て
るための手段と、
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　前記ＵＥへ転送するために前記ソース基地局へ前記有効なＣ－ＲＮＴＩを送るための手
段と、
　をさらに備え、
　前記ランダムアクセスプリアンブルは、前記ソース基地局からターゲット基地局へのハ
ンドオーバために前記ＵＥから受け取られる、
　請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　機械によって実行されるときに、
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスためのランダムアクセスプリアンブルを受
け取ることと、
　有効なセル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）が前記ＵＥですでに利用可
能であるかどうかにかかわらず一時的Ｃ－ＲＮＴＩを前記ＵＥに割り当てることと、
　前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えているランダムアクセスレスポンスを送ることと、
　前記有効なＣ－ＲＮＴＩが前記ＵＥでまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮ
ＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
　前記ＵＥから受け取られた場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし、前記有効な
Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
　を含むオペレーションを前記機械に実行させる命令、
　を備える機械可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本願は、ここでの譲受人に譲渡され、参照によりここに組み込まれる、２００６年１０
月３日に出願され、「Ｅ－ＵＴＲＡＮにおけるＣ－ＲＮＴＩ再同期化(C-RNTI RE-SYNCHRO
NIZATION IN E-UTRAN)」と題された仮米国出願シリアル番号６０／８２７，９８２の優先
権を主張する。
【背景】
【０００２】
［Ｉ．分野］
　本開示は、一般に通信に関連し、より具体的には、無線通信システム(wireless commun
ication system)における一時的ユーザ機器識別子(temporary user equipment identifie
rs)（ＵＥ　ＩＤｓ）を再同期させる(re-synchronizing)ための技術に関する。
【０００３】
［ＩＩ．背景］
　無線通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャ
ストなどのような様々な通信内容(communication content)を提供するために幅広く展開
されている。これらの無線システムは、利用可能なシステムリソース(system resources)
を共有することにより多数のユーザをサポートすることができる多元接続システム(multi
ple-access systems)であってもよい。そのような多元接続システムの例は、符号分割多
元接続(Code Division Multiple Access)（符号分割多元接続）システム、時分割多元接
続(Time Division Multiple Access)（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続(Freque
ncy Division Multiple Access)（ＦＤＭＡ）システム、直交ＦＤＭＡ(Orthogonal FDMA)
（ＯＦＤＭＡ）システム、および、単一キャリアＦＤＭＡ(Single-Carrier FDMA)（ＳＣ
－ＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　無線通信システムは、任意の数のユーザ機器(user equipments)（ＵＥｓ）のための通
信をサポートすることができる任意の数の基地局を含むことができる。各基地局は、特定
の地理的エリアの通信範囲(communication coverage)を提供することができる。各基地局
の全体的なサービスエリア(overall coverage area)は、複数の（例えば３つの）より小
さなエリアへ区分される(partitioned)ことができる。用語「セル(cell)」は、このサー
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ビスエリアにサービス提供する(serving)基地局および／または基地局サブシステムの最
も小さなサービスエリアを指すことができる。
【０００５】
　ＵＥは、与えられたいつなんどきでも(at any given moment)、１つ以上のセルと通信
することができる。ＵＥは、ＵＥが通信している各セルによって、一時的ＵＥ　ＩＤ(tem
porary UE ID)を割り当てられる(assigned)ことができる。一時的ＵＥ　ＩＤは、そのＩ
Ｄを割り当てたセルのみに有効であることができ、また、そのセルとのコミュニケーショ
ンのためのＵＥを一意に識別する(uniquely identify)ために使用されることができる。
与えられたいつなんどきでも、ＵＥが通信している各セルによって、ＵＥが唯一１つの(o
nly one)有効な一時的ＵＥ　ＩＤを割り当てられる、ということを確実にすることが望ま
しい。
【発明の概要】
【０００６】
　無線通信システムにおいて、一時的ＵＥ　ＩＤｓ(temporary UE IDs)を再同期させるた
めの技術が、ここに説明される。一時的ＵＥ　ＩＤはまた、セル無線ネットワーク一時的
識別子(Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI))（Ｃ－ＲＮＴＩ）、メディ
アアクセス制御(Medium Access Control)（ＭＡＣ）ＩＤなどと呼ばれてもよい。用語Ｃ
－ＲＮＴＩは、下記の説明の多くの中で使用される。
【０００７】
　１つの設計においては、ＵＥは、ランダムアクセスのために、例えば、最初のシステム
アクセス(initial system access)、ハンドオーバ(handover)、アクティブ状態(active s
tate)への遷移(transition)、タイミング同期化アップデート(timing synchronization u
pdate)などのために、ランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を送るこ
とができる。基地局は、ランダムアクセスプリアンブルを受け取り、ＵＥに一時的Ｃ－Ｒ
ＮＴＩを割り当て、そして、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えているランダムアクセスレスポン
ス(random access response)を送ることができる。ＵＥは、ランダムアクセスレスポンス
を受け取り、そして、もし有効なＣ－ＲＮＴＩがＵＥでまだ(alreasy)利用可能でない場
合は、それ自身のＣ－ＲＮＴＩ(C-RNTI for itself)として一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用す
ることができる。ＵＥは、もし利用可能であれば、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し(discard
)、有効なＣ－ＲＮＴＩを使用することができる(The UE may discard the Temporary C-R
NTI and use the valid C-RNTI if available.)。ＵＥは、ランダムアクセスレスポンス
を受け取った後に、送信を送る(send a transmission)ことができ、また、送信は、利用
可能であれば有効なＣ－ＲＮＴＩを含むことができる。基地局は、（ｉ）もしＵＥから受
け取られる場合は、一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし(release)、有効Ｃ－ＲＮＴＩを使
用する(release the Temporary C-RNTI and use the valid C-RNTI if received from th
e UE)、または、（ｉｉ）もし有効なＣ－ＲＮＴＩがＵＥから受け取られない場合は、Ｕ
ＥのＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用する。
【０００８】
　ＵＥは、様々なシナリオについてランダムアクセスを行なうことができる。ハンドオー
バの場合、基地局は、ハンドオーバのためのターゲット基地局(target base station)で
あることができ、ＵＥのためのソース基地局からハンドオーバリクエストを受け取ること
ができる。ターゲット基地局は、ＵＥに有効なＣ－ＲＮＴＩを割り当て、そして次に、Ｕ
Ｅへ転送するためにソース基地局に有効なＣ－ＲＮＴＩを送ることができる。ＵＥは、そ
の後、ソース基地局からターゲット基地局へのハンドオーバのために、ランダムアクセス
プリアンブルを送ることができる。
【０００９】
　ＵＥは、最初のシステムアクセスのために、あるいは、有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能
でないときに、アイドル状態(idle state)からアクティブ状態(active state)への遷移の
ために、ランダムアクセスプリアンブルを送ることができる。その後、ＵＥは、それ自身
のＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することができる。ＵＥはまた、有効な
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Ｃ－ＲＮＴＩがすでに利用可能であるときは、タイミング同期化アップデートのためにラ
ンダムアクセスプリアンブルを送ることができる。その後、ＵＥは、一時的Ｃ－ＲＮＴＩ
を廃棄し、有効なＣ－ＲＮＴＩを使用し続けることができる。
【００１０】
　本開示の種々な態様および特徴は、下記に、さらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、無線多元接続通信システム(wireless multiple-access communication 
system)を示す。
【図２】図２は、ＵＥおよび他のネットワークエンティティのためのプロトコルスタック
を示す。
【図３】図３は、ＵＥについての状態ブロック図を示す。
【図４】図４は、ランダムアクセスプロシージャためのメッセージフローを示す。
【図５】図５から７は、ＵＥのハンドオーバについての３つのメッセージフローを示す。
【図６】図５から７は、ＵＥのハンドオーバについての３つのメッセージフローを示す。
【図７】図５から７は、ＵＥのハンドオーバについての３つのメッセージフローを示す。
【図８】図８は、ＵＥによってランダムアクセスを行なうプロセスを示す。
【図９】図９はランダムアクセスを行なうために装置を示す。
【図１０】図１０は、基地局によってランダムアクセスをサポートするためのプロセスを
示す。
【図１１】図１１は、ランダムアクセスのサポートするための装置を示す。
【図１２】図１２は、ＵＥおよび２つの基地局のブロック図を示す。
【詳細な説明】
【００１２】
　ここに説明される技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ、および他のシステム、のような様々な無線通信システムに使用されることができる。
「システム」、「ネットワーク」という用語は、しばしば区別無く使用される。ＣＤＭＡ
システムは、無線技術(radio technology)、例えば、ユニバーサル地上無線アクセス(Uni
versal Terrestrial Radio Access)（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００など、をインプリメ
ントする(implement)ことができる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）およ
び低いチップレート(Low Chip Rate)（ＬＣＲ）を含んでいる。ｃｄｍａ２０００は、Ｉ
Ｓ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６の標準規格(standards)を対象として含
んでいる。ＴＤＭＡシステムは、グローバル移動体通信システム(Global System for Mob
ile Communications)（ＧＳＭ）のような無線技術をインプリメントすることができる。
ＯＦＤＭＡシステムは、発展型ＵＴＲＡ(Evolved UTRA)（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバ
イルブロードバンド(Ultra Mobile Broadband)（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗ
ｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２．２０、Ｆｌａ
ｓｈ　ＯＦＤＭ（Ｒ）などのような無線技術を、インプリメントすることができる。ＵＴ
ＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシ
ステム(Universal Mobile Telecommunication System)（ＵＭＴＳ）の一部である。３Ｇ
ＰＰ　ロングタームエボリューション(Long Term Evolution)（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲ
Ａを使用するＵＭＴＳの来るべきリリースであり、それは、ダウンリンク上でＯＦＤＭＡ
を、そしてアップリンク上でＳＣ－ＦＤＭＡを使用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳ
Ｍ、ＵＭＴＳ、およびＬＴＥは、「第３世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generat
ion Partnership Project)」（３ＧＰＰ）と名づけられた機構からのドキュメントの中で
説明されている。ｃｄｍａ２０００とＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェク
ト２」（３ＧＰＰ２）と名づけられた機構からのドキュメントの中で説明されている。こ
れらの様々な無線技術および標準規格は、当技術分野で知られている。明確にするために
、該技術のある面(aspects)がＬＴＥについて下記に説明されており、また、ＬＴＥの専
門用語は、下記の説明の多くの中で使用されている。
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【００１３】
　図１は、複数の発展型ノードＢ(multiple evolved Node Bs)（ｅＮＢｓ）１１０を備え
た無線多元接続通信システム１００を示す。ｅＮＢは、ＵＥと通信するために使用される
固定局(fixed station)であることができ、また、ノードＢ、基地局、アクセスポイント
などと呼ばれることもできる。各ＮＢ１１０は、特定の地理的なエリアのための通信範囲
を提供する。３ＧＰＰにおいては、用語「セル(cell)」は、このサービスエリアにサービ
ス提供するｅＮＢおよび／またはｅＮＢサブシステムの最も小さなサービスエリアを指す
ことができる。他のシステムにおいては、用語「セクター(sector)」は、このサービスエ
リアにサービス提供する最も小さなサービスエリアおよび／または該サブシステムを指す
ことができる。明確にするために、セルの３ＧＰＰ概念が下記説明の中で使用される。
【００１４】
　ＵＥ１２０は、システムの全体をとおして分散されることができる。ＵＥは、静止型あ
るいは移動型であってもよく、また、移動局、ターミナル、アクセスターミナル、加入者
ユニット、ステーションなどと呼ばれることもある。ＵＥは、携帯電話(cellular phone)
、携帯情報端末(personal digital assistant)（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デバイ
ス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピューター、コードレスホンなどであって
もよい。ＵＥは、ダウンリンク(downlink)上およびアップリンク(uplink)上の伝送(trans
missions)を解して１以上のｅＮＢｓと通信することができる。ダウンリンク（フォワー
ドリンク(forward link)）は、ｅＮＢｓからＵＥへの通信リンクを指し、また、アップリ
ンク（リバースリンク(reverse link)）は、ＵＥからｅＮＢｓへの通信リンクを指す。図
１では、二重の矢を備えた実線は、ＵＥとｅＮＢの間の通信を示す。単一の矢を備えた破
線は、ランダムアクセスを行なうＵＥを示す。
【００１５】
　モビリティ管理エンティティ／システムアーキテクチャエボリューション(Mobility Ma
nagement Entity/System Architecture Evolution)（ＭＭＥ／ＳＡＥ）ゲートウェイ１３
０は、ｅＮＢｓ１１０に結合し、ＵＥ１２０の通信をサポートすることができる。例えば
、ＭＭＥ／ＳＡＥゲートウェイ１３０は、ｅＮＢｓへのページングメッセージ(paging me
ssages)の分配、セキュリティコントロール、アイドル状態モビリティコントロール(idle
 state mobility control)、ＳＡＥベアラコントロール(SAE bearer control)、上位層シ
グナリング(higher-layer signaling)の暗号化(ciphering)およびインテグリティ保護(in
tegrity protection)、ページング理由(paging reasons)ためのユーザプレーンパケット(
user plane packets)の終了、および、ＵＥモビリティ(UE mobility)のサポートのための
ユーザプレーンのスイッチング(switching)、のような様々な機能(functions)を行なうこ
とができる。システム１００は、他の機能をサポートする他のネットワークエンティティ
(network entities)を含むことができる。ＬＴＥにおけるネットワークエンティティは、
公的に入手可能な、２００７年３月の「発展型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴ
ＲＡ）および発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）(Evo
lved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestri
al Radio Access Network (E-UTRAN))；全体的な説明(Overall description)」と題され
た３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３００、の中で説明されている。
【００１６】
　ＵＥは、コントロールプレーン(control plane)およびユーザプレーン(user plane)を
介して、システム１００におけるネットワークエンティティと通信することができる。コ
ントロールプレーンは、上位層のシグナリングを運ぶためのメカニズムである。ユーザプ
レーンは、上位層アプリケーションのデータを運ぶためのメカニズムである。
【００１７】
　図２は、ＬＴＥにおけるコントロールプレーンについての、ＵＥ、ｅＮＢ、およびＭＭ
Ｅ／ＳＡＥゲートウェイでのプロトコルスタック(protocol stacks)を示す。ＵＥのプロ
トコルスタックは、非アクセス層(Non-Access Stratum)（ＮＡＳ）、無線リソース管理(R
adio Resource Control)（ＲＲＣ）、無線リンクコントロール(Radio Link Control)（Ｒ
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ＬＣ）、メディアアクセス制御(Medium Access Control)（ＭＡＣ）、および物理層(phys
ical layer)（ＰＨＹ）を含んでいる。ＮＡＳは、ＳＡＥベアラ管理、認証(authenticati
on)、アイドルＵＥｓ(idle UEs)のためのページング発信およびモビリティハンドリング(
mobility handling)、およびセキュリティコントロール、のような機能を行うことができ
る。ＲＲＣは、ブロードキャスト、ページング、ＲＲＣコネクション管理、無線ベアラコ
ントロール、モビリティ機能、および、ＵＥ測定リポーティングおよびコントロール、の
ような機能を行なうことができる。ＲＬＣは、セグメンテーション(segmentation)および
再アセンブリ(re-assembly)、データの再整理(reordering of data)、およびＡＲＱ、の
ような機能を行なうことができる。ＭＡＣは、論理およびトランスポートチャネル間のマ
ッピング(mapping)、データの多重化(multiplexing)および逆多重化(demultiplexing)、
およびＨＡＲＱ、のような機能を行なうことができる。ＰＨＹは、無線上で(over the ai
r)データを交換する機能を行なうことができる。ＲＲＣは、層３（Ｌ３）の一部であり、
ＲＬＣとＭＡＣは層２（Ｌ２）の一部であり、また、ＰＨＹは層１（Ｌ１）の一部である
。ＮＡＳは、ＭＭＥ／ＳＡＥゲートウェイで終了する(terminated)。ＲＲＣ、ＲＬＣ、Ｍ
ＡＣおよびＰＨＹは、ｅＮＢで終了する。
【００１８】
　図３は、ＬＴＥにおけるＵＥについての状態ブロック図３００を示す。ＵＥは、いくつ
かのＮＡＳ状態(NAS states)、例えば、ＬＴＥ分離(LTE Detached)状態、ＬＴＥアイドル
(LTE Idle)状態、およびＬＴＥアクティブ(LTE Active)状態、のうちの１つにおいて動作
することができる。パワーアップ(power up)されると、ＵＥはＬＴＥ分離状態に入り、Ｒ
ＲＣ＿ＮＵＬＬ状態で動作することができる。ＬＴＥ分離状態においては、ＵＥは、シス
テムにアクセスしておらず、システムによって知られていない。ＵＥは、最初のシステム
アクセスを行ない、システムに登録することができる。ＵＥは、最初のシステムアクセス
および登録プロシージャ(registration procedure)をとおしてアクティブなコネクション
(active connection)を持つことができる。その後、ＵＥは、（ｉ）もしＵＥが、ダウン
リンクあるいはアップリンク上で交換するデータを有するのであれば、ＬＴＥアクティブ
状態へ、または、（ｉｉ）そうでなければ、ＬＴＥアイドル状態上へ、遷移することがで
きる。
【００１９】
　ＬＴＥアイドル状態においては、ＵＥは、アイドル状態であり(be idle)、ＲＲＣ＿Ｉ
ＤＬＥ状態で動作することができる。ＬＴＥアイドル状態においては、ＵＥおよびシステ
ムは、ＵＥがＬＴＥアクティブ状態に速く遷移することを可能にするためにコンテキスト
情報(context information)を有することができる。ＬＴＥアイドル状態中、送るか受け
取るデータがあるとき、ＵＥは、ランダムアクセス、およびＬＴＥアクティブ状態への遷
移を行なうことができる。ＬＴＥアクティブ状態においては、ＵＥは、ダウンリンクおよ
び／またはアップリンク上でシステムとアクティブに(actively)通信し、ＲＲＣ＿ＣＯＮ
ＮＥＣＴＥＤ状態で動作することができる。ＬＴＥアクティブ状態から、ＵＥは、インア
クティビティ(inactivity)のためＬＴＥアイドル状態に遷移して戻ることができる。ＵＥ
はまた、他の方法で様々な状態の間を遷移することができる。
【００２０】
　ＵＥは、ＵＥが通信しているセルによってＣ－ＲＮＴＩを割り当てられることができる
。Ｃ－ＲＮＴＩは、セルに対してＵＥを一意に識別する(uniquely identify)ために使用
される一時的ＵＥ　ＩＤ(temporary UE ID)であり、そのセルに対してのみ有効である。
ＵＥが、そのセルにランダムアクセスを行なうか、他の方法でセルへ知られるようになる
ときに、セルはＣ－ＲＮＴＩを割り当てることができる。図３の中で示されるように、Ｌ
ＴＥ分離状態あるいはＬＴＥアイドル状態にある間、ＵＥは、割り当てられたＣ－ＲＮＴ
Ｉを持つことをできないかもしれない、そして、ＬＴＥアクティブ状態にある間は、割り
当てられたＣ－ＲＮＴＩを持つことができる。Ｃ－ＲＮＴＩは、ＵＥのためのＲＲＣコン
テキスト(RRC context)の一部であってもよく、そして、ＬＴＥアクティブ状態において
のみ利用可能であってもよい。
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【００２１】
　図３の中で示されるように、ＵＥは、次のような様々なシナリオのランダムアクセスプ
ロシージァを行なうことができる：
　　　・ＬＴＥ分離状態からの最初のシステムアクセス、
　　　・ＬＴＥアイドル状態中のランダムアクセス、
　　　・ＬＴＥアクティブ状態中のタイミング同期化アップデート、そして
　　　・ＬＴＥアクティブ状態中のハンドオーバのためのランダムアクセス。
【００２２】
「ランダムアクセス(random access)」、「システムアクセス(system access)」という用
語は、しばしば区別なく使用される。
【００２３】
　図４は、ランダムアクセスプロシージァ４００の設計のためのメッセージフローを示す
。例えば、上記に示された任意のシナリオの場合に、ＵＥがシステムにアクセスすること
を望む場合は常に、ＵＥは、アップリンクにおいてランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣ
Ｈ）上でランダムアクセスプリアンブルを送信することができる（ステップ１）。ランダ
ムアクセスプリアンブルはまた、アクセス署名(access signature)、アクセスプローブ()
、ランダムアクセスプローブ(random access probe)、署名シーケンス(signature sequen
ce)、ＲＡＣＨ署名シーケンス(RACH signature sequence)などと呼ばれるもことができる
。ランダムアクセスプリアンブルはランダム識別子（ＩＤ）(random identifier (ID))を
含むことができて、それは、ＵＥによって任意に選択されることができ、また、ＵＥから
のランダムアクセスプリアンブルを識別するために使用されることができる。ランダムア
クセスプリアンブルはまた、ダウンリンクチャネル品質インジケータ(downlink channel 
quality indicator)（ＣＱＩ）、アクセスタイプ、および／または、他の情報についての
、ための１以上の追加ビットを含むことができる。ダウンリンクＣＱＩは、ＵＥによって
測定されるようなダウンリンクチャネル品質を示すことができ、また、ＵＥにその後のダ
ウンリンク送信を送るために、かつ／または、ＵＥにアップリンク（ＵＬ）リソースを割
り当てるために、使用されることができる。アクセスタイプは、上記に示されたランダム
アクセスの理由のうちのいずれかの１つを示すことができる。
【００２４】
　１つの設計においては、複数のＲＡＣＨｓは、ランダムアクセスの使用に利用可能であ
ってもよい。ＵＥは、ランダムに、利用可能なＲＡＣＨｓのうちの１つを選択し、選択さ
れたＲＡＣＨ上でランダムアクセスプリアンブルを送信することができる。各ＲＡＣＨは
、異なるランダムアクセスＲＮＴＩ（ＲＡ－ＲＮＴＩ）に関連付けられることができる。
ランダムアクセスプロシージャ(random access procedure)の最初の部分について、ＵＥ
は、選択されたＲＡＣＨのためのＲＡ－ＲＮＴＩ、およびＵＥによって送られたランダム
アクセスプリアンブルのためのＲＡプリアンブル識別子、の組合せによって、識別される
ことができる。
【００２５】
　ｅＮＢは、ＵＥからランダムアクセスプリアンブルを受け取ることができ、そして、Ｕ
Ｅに対して、ダウンリンク共有チャンネル(Downlink Shared Channel)（ＤＬ－ＳＣＨ）
上でランダムアクセスレスポンスを送ることにより非同期に(asynchronously)応答するこ
とができる（ステップ２）。ランダムアクセスレスポンスは、ＲＡ－ＲＮＴＩに対してア
ドレス指定されることができ、次のことを伝えることができる：
　　・ＲＡプリアンブル識別子　　－　　応答されているランダムアクセスプリアンブル
を識別する、
　　・タイミングアドバンス(Timing advance)（ＴＡ）　　－　　ＵＥの送信タイミング
への調整を示す、
　　・アップリンク許可(Uplink grant)　　－　　アップリンク送信についてＵＥに許可
されるリソースを示す、そして
　　・一時的Ｃ－ＲＮＴＩ　　－　　ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして使用されることができる



(12) JP 4981914 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

。
【００２６】
ランダムアクセスレスポンスはまた、異なる、および／または、他の情報を、含むことが
できる。
【００２７】
　図３の中で示されるように、ＵＥは、ＬＴＥ状態のうちのいずれかにおいて動作してい
る間、ランダムアクセスを行なうことができ、ＵＥに割り当てられたＣ－ＲＮＴＩを既に
有している、あるいは有さないかもしれない。このＣ－ＲＮＴＩは、ここでの説明におい
ては、有効なＣ－ＲＮＴＩ(valid C-RNTI)と呼ばれることもある。ＵＥは、ランダムアク
セスのためのまさに第１のシグナリング(very first signaling)としてランダムアクセス
プリアンブルを送ることができる。ランダムアクセスプリアンブルの設計は、ＵＥがラン
ダムアクセスプリアンブルにおいて有効なＣ－ＲＮＴＩ（あるいはＵＥの現在のＬＴＥ状
態）をすでに有しているかどうかを、ＵＥがｅＮＢに通知することができないように、し
てもよい。ｅＮＢは、ＵＥがすでに有効なＣ－ＲＮＴＩを有しているかどうかにかかわら
ずに、ＵＥに一時的Ｃ－ＲＮＴＩを割り付ける(allocate)ことができる。その後、ｅＮＢ
は、ＵＥに、ランダムアクセスレスポンスにおいてこの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを送ることが
できる。一時的Ｃ－ＲＮＴＩのこの早期の割り付けは、ＵＥにＣ－ＲＮＴＩを割り当てる
別のダウンリンクメッセージを送信する必要を避けることができる。
【００２８】
　図４に参照すると、ＵＥは、ｅＮＢからのランダムアクセスレスポンスを受け取り、一
時的Ｃ－ＲＮＴＩを含む情報のすべてを取り出す(extract)ことができる。１つの設計に
おいては、もしＵＥが、ランダムアクセスを行なうことの前にまだ(already)有効なＣ－
ＲＮＴＩを有していない場合、そのときは、ＵＥは、そのＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－
ＲＮＴＩを使用することができる。反対に、もしＵＥがランダムアクセスを行なうことの
前にすでに有効なＣ－ＲＮＴＩを有する場合、ＵＥは、この有効なＣ－ＲＮＴＩを使用し
続け、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄することができる。もしＵＥが、成功したランダムアク
セスを検知し、まだ有効なＣ－ＲＮＴＩがない場合、一時的Ｃ－ＲＮＴＩがＣ－ＲＮＴＩ
にこのようにプロモートされ(promoted)されてもよい。もしそれがすでに有効なＣ－ＲＮ
ＴＩを有する場合は、一時的Ｃ－ＲＮＴＩはＵＥによってドロップされる(dropped)こと
ができる。
【００２９】
　ＵＥは、その後、ｅＮＢにアップリンク上でスケジュールされた送信(scheduled trans
mission)を送ることができる（ステップ３）。スケジュールされた送信は、どのＣ－ＲＮ
ＴＩがＵＥによって使用されるのかを示す情報を含むことができる　　－　　ランダムア
クセスレスポンスにおいて送られる一時的Ｃ－ＲＮＴＩ、または、利用可能な場合は有効
なＣ－ＲＮＴＩ。第1の設計(first design)では、スケジュールされた送信は、有効なＣ
－ＲＮＴＩが利用可能であればそれを含んでおり、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを含んでいない。
第２の設計(second design)では、スケジュールされた送信は、ＵＥによって使用される
であろうＣ－ＲＮＴＩを含んでおり、それは、利用可能な場合の有効なＣ－ＲＮＴＩか一
時的Ｃ－ＲＮＴＩである。第１の設計の場合、もしこのＣ－ＲＮＴＩがスケジュールされ
た送信で受け取られるのであれば、ＵＥがすでに有効なＣ－ＲＮＴＩを有しているという
ことを、ｅＮＢは決定できる。第２の設計の場合、もしスケジュールされた送信で受け取
られたＣ－ＲＮＴＩがランダムアクセスレスポンスで送られた一時的Ｃ－ＲＮＴＩとは異
なるのであれば、ＵＥがすでに有効なＣ－ＲＮＴＩを有しているということを、ｅＮＢは
決定できる。いずれのケースにおいても、ｅＮＢは、ＵＥによって送られた、スケジュー
ルされた送信におけるＣ－ＲＮＴＩ情報（あるいはこの情報の無いこと）に基づいて、ど
のＣ－ＲＮＴＩがＵＥによって使用されるかを、決めることができる。もしＵＥがすでに
有効なＣ－ＲＮＴＩを有する場合、そのときは、ｅＮＢは、スケジュールされた送信から
このＣ－ＲＮＴＩを受け取り、ＵＥのためのこのＣ－ＲＮＴＩに切り替え、そして、後の
使用のために一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースする(release)ことができる。
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【００３０】
　ステップ３においてスケジュールされた送信はまた、ダウンリンクＣＱＩ、パイロット
測定レポート(pilot measurement report)などのような他の情報を含むことができ、それ
は、ｅＮＢによって後のダウンリンク送信に使用されることができる。スケジュールされ
た送信はまた、他のＬ３メッセージ、例えばイニシャルＮＡＳメッセージ(initial NAS m
essage)、を含むことができる。
【００３１】
　ｅＮＢは、コンテンション解像度(contention resolution)のためにＤＬ－ＳＣＨ上で
メッセージを送信することができる（ステップ４）。複数のＵＥが同じＲＡＣＨの上で同
じランダムアクセスプリアンブルを送るとき、衝突(collision)が生じることがあり得る
。コンテンション解像度は、どのＵＥがアクセスを与えられるのを決定するために行なわ
れることができる。ステップ４におけるメッセージは、ステップ２におけるランダムアク
セスレスポンスで送られる一時的Ｃ－ＲＮＴＩに、アドレス指定されることができ、コン
テンション解像度に関連する任意の情報、例えばＵＥのコアネットワークレベルＩＤ、を
含むことができる。ｅＮＢはまた、ステップ３においてＵＥによって送られたＬ３メッセ
ージ、もしあれば、レスポンスを送ることができる（ステップ５）。
【００３２】
　図４において示される設計は、ＵＥとｅＮＢとの間のＣ－ＲＮＴＩを再同期させる便利
な方法を提供する。設計は、最初のシステムアクセス、アクティブ状態への遷移、タイミ
ング同期化アップデート、ハンドオーバなど、のような様々なシナリオにおいてランダム
アクセスに使用される同じあるいは、同様のメッセージフローを可能にする。
【００３３】
　図５は、ソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへのハンドオーバ、例えば、図１における
ｅＮＢ１１０ａからｅＮＢ１１０ｂへのＵＥ１２０ｘのハンドオーバ、のためのメッセー
ジフロー５００の設計を示す。明確にするために、ＵＥのハンドオーバに関連するシグナ
リングおよび機能のみが下記に説明される。
【００３４】
　ソースｅＮＢは、ＵＥのための測定プロシージャを構成する(configure)ことができ（
ステップ１）、そして、ＵＥは、ソースｅＮＢに測定レポートを送ることができる（ステ
ップ２）。ソースｅＮＢは、ＵＥをハンドオフする決定(decision to hand off the UE)
を行うことができ（ステップ３）、そして、ターゲットｅＮＢに、ハンドオーバリクエス
トメッセージ(Handover Request message)を出すことができる（ステップ４）。ソースｅ
ＮＢは、ＵＥについてのコンテキスト情報を送ることができ、それは、ＲＲＣコンテキス
ト、ＳＡＥベアラコンテキスト、および／または、ＵＥの通信をサポートするために使用
される他の情報を含むことができる。ターゲットｅＮＢは、アドミッションコントロール
(admission control)を行なうことができ、ＵＥのハンドオーバを受理する(accept)こと
ができる（ステップ５）。１つの設計においては、ターゲットｅＮＢは、Ｃ－ＲＮＴＩを
ＵＥに割り当てることができ、このＣ－ＲＮＴＩに、ＵＥのためのコンテキスト情報を関
連させることができる。Ｃ－ＲＮＴＩは、このようにして、コンテキスト情報の識別子と
して使用されることができる。ターゲットｅＮＢは、そのあと、ソースｅＮＢに、ハンド
オーバリクエスト肯定応答(Acknowledgement)（Ａｃｋ）を返すことができる（ステップ
６）。このハンドオーバリクエストＡｃｋは、ＵＥに割り当てられたＣ－ＲＮＴＩを含む
ことができる。
【００３５】
　ソースｅＮＢは、そのあと、ＵＥに、ハンドオーバコマンド(Handover Command)を送る
ことができる（ステップ７）。このハンドオーバコマンドは、ターゲットｅＮＢによって
ＵＥに割り当てられたＣ－ＲＮＴＩを含むことができる。たとえＵＥがターゲットｅＮＢ
といずれのシグナリングを交換していなくても、ＵＥは、このように、ターゲットｅＮＢ
のための有効なＣ－ＲＮＴＩを有することができる。その後、ＵＥは、ソースｅＮＢから
分離し(detach)、ターゲットｅＮＢでランダムアクセスを行なう。ランダムアクセスの一
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部として、ＵＥは、ターゲットｅＮＢへの同期を行なうことができ、アップリンクタイミ
ングアドバンスをスタートすることができる（ステップ８）。ターゲットｅＮＢは、ＵＥ
のためのリソース割振り(resource allocation)およびタイミングアドバンスで応答する
ことができる（ステップ９）。
【００３６】
　１つの設計では、ステップ８の場合、ＵＥは、ターゲットｅＮＢにＲＡＣＨ上でランダ
ムアクセスプリアンブルを送ることができ、それは、図４におけるステップ１に対応する
ことができる。ターゲットｅＮＢは、ランダムアクセスプリアンブルを受け取ることがで
きるが、ＵＥの識別情報(identity)を、あるいは、ターゲットｅＮＢがすでにＵＥにＣ－
ＲＮＴＩを割り当てたことを知らないかもしれない。ターゲットｅＮＢは、このように、
通常の方法で(in the normal manner)ＵＥに一時的Ｃ－ＲＮＴＩを割り付けることができ
る。ステップ９の場合、ターゲットｅＮＢは、ＵＥに、ＤＬ－ＳＣＨ上でランダムアクセ
スレスポンスを送ることができ、それは、図４におけるステップ２に対応することができ
る。ランダムアクセスレスポンスは、一時的Ｃ－ＲＮＴＩおよび他の情報、例えば、ＵＬ
リソース割振り、タイミングアドバンスなど、を含むことができる。ＵＥは、ステップ７
において受け取られた有効なＣ－ＲＮＴＩを使用し続けることができ、ステップ９におい
て受け取られた一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄する(discard)ことができる。
【００３７】
　ターゲットｅＮＢに成功裡に(successfully)アクセスすると、ＵＥは、ＵＥについてハ
ンドオーバプロシージャが完了されていることを示すためにターゲットｅＮＢにハンドオ
ーバ確認メッセージ(Handover Confirm message)を送ることができる（ステップ１０）。
このハンドオーバ確認メッセージは、ターゲットｅＮＢによってＵＥに割り当てられ、そ
してステップ７におけるソースｅＮＢ経由で(via)受け取られたＣ－ＲＮＴＩ、を含むこ
とができる。ターゲットｅＮＢは、ＵＥがハンドオーバ確認メッセージから受け取られた
Ｃ－ＲＮＴＩに基づく有効なＣ－ＲＮＴＩをすでに有することを認識することができる。
ターゲットｅＮＢは、ステップ４においてソースｅＮＢから受け取られたコンテキスト情
報とＵＥとを一致させる(match)ために、この有効なＣ－ＲＮＴＩを使用することができ
る。ターゲットｅＮＢは、後の使用のために一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースする(release
)ことができる。図５におけるステップ８から１０は、ハンドオーバためのランダムアク
セスプロシージャ一部と見なされることができる。
【００３８】
　ターゲットｅＮＢは、ＵＥがｅＮＢを変更したことをＭＭＥ／ＳＡＥゲートウェイ(MME
/SAE gateway)に通知するために、ハンドオーバ完了メッセージ(Handover Complete mess
age)を送信することができる、（ステップ１１）。その後、ＭＭＥ／ＳＡＥゲートウェイ
は、ＵＥのためのダウンリンクデータ経路を、ソースｅＮＢからターゲットｅＮＢに切り
替えることができる。ＭＭＥ／ＳＡＥゲートウェイはまた、ターゲットｅＮＢに、ハンド
オーバ完了Ａｃｋメッセージを返すことができる（ステップ１２）。ＵＥの成功したハン
ドオーバを示すために、ターゲットｅＮＢは、ソースｅＮＢに、リリースリソースメッセ
ージ(Release Resource message)を送信することができる（ステップ１３）。リリースリ
ソースメッセージを受信すると、ソースｅＮＢは、ＵＥのためのリソースをリリースする
ことができる（ステップ１４）。
【００３９】
　図６は、ソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへのＵＥのハンドオーバのための、メッセ
ージフロー６００の設計を示す。図６は、各ｅＮＢの別々のエンティティとしてＰＨＹ／
ＭＡＣ（Ｌ１／Ｌ２）およびＲＲＣ（Ｌ３）を示す。図６はまた、ハンドオーバためのソ
ースとターゲットのｅＮＢｓでのＬ１／Ｌ２およびＬ３のエンティティとＵＥとの間で交
換されるシグナリングを示す。
【００４０】
　ソースｅＮＢは、ＵＥのための測定プロシージャを構成することができ、また、ＵＥは
、ソースｅＮＢに、測定レポートを送ることができる（ステップ２）。ソースｅＮＢは、



(15) JP 4981914 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

ＵＥをハンドオフする決定を行うことができ（ステップ３）、そして、ターゲットｅＮＢ
に、ＵＥのためのハンドオーバリクエストメッセージおよびコンテキスト情報を送信する
ことができる（ステップ４）。１つの設計では、ターゲットｅＮＢでのＲＲＣは、ＵＥに
Ｃ－ＲＮＴＩを割り当てることができ、このＣ－ＲＮＴＩに、ＵＥのためのコンテキスト
情報を関連させることができる。ターゲットｅＮＢでＲＲＣは、ターゲットｅＮＢでのＬ
１／Ｌ２にリソースセットアップメッセージ(Resource Setup message)を送信することが
でき（ステップ５）、それは、アドミッションコントロールを行ない（ステップ６）、リ
ソースセットアップＡｃｋで応答する（ステップ７）ことができる。その後、ターゲット
ｅＮＢでのＲＲＣは、ソースｅＮＢに、Ｃ－ＲＮＴＩを備えた(with the C-RNTI)ハンド
オーバレスポンスを返すことができる（ステップ８）。
【００４１】
　その後、ソースｅＮＢは、ＵＥに、Ｃ－ＲＮＴＩを備えたハンドオーバコマンドを送る
ことができる（ステップ９）。ＵＥは、ターゲットｅＮＢを用いてランダムアクセスを行
なうことができる（ステップ１１）。ステップ１１の場合、ＵＥはターゲットｅＮＢにラ
ンダムアクセスプリアンブルを送ることができる。ターゲットｅＮＢは、ＵＥに一時的Ｃ
－ＲＮＴＩを割り付けて、ＵＥに、この一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えたランダムアクセスレ
スポンスを送ることができる。成功裡にターゲットｅＮＢにアクセスすると、ＵＥは、タ
ーゲットｅＮＢにＣ－ＲＮＴＩを備えたハンドオーバ完了メッセージを送信することがで
きる（ステップ１２）。ターゲットｅＮＢは、ランダムアクセスレスポンス中の一時的Ｃ
－ＲＮＴＩとは異なっているハンドオーバ完全メッセージ中のＣ－ＲＮＴＩに基づく有効
なＣ－ＲＮＴＩをすでに有することを認識することができる。ターゲットｅＮＢは、ステ
ップ４におけるソースｅＮＢから受け取られたコンテキスト情報とＵＥとを一致させるた
めにこの有効なＣ－ＲＮＴＩを使用することができる。ターゲットｅＮＢは、後の使用の
ために一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースすることができる。
【００４２】
　ＭＭＥ／ＳＡＥゲートウェイは、ソースｅＮＢ（ステップ１０）か、ターゲットｅＮＢ
（ステップ１３）か、からのＵＥのためのデータ経路、を切り替えるメッセージを受け取
ることができる。その後、ＭＭＥ／ＳＡＥゲートウェイは、ＵＥのためのデータ経路を、
ソースｅＮＢからターゲットｅＮＢに切り替えることができ、そして、ソースｅＮＢにリ
リースコマンドを返すことができる（ステップ１４）。ソースｅＮＢでは、ＲＲＣは、Ｕ
ＥのためのリソースをリリースするためにＬ１／Ｌ２に通知することができる（ステップ
１５）。
【００４３】
　図７は、ソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへのＵＥのハンドオーバのためのメッセー
ジフロー７００の設計を示す。メッセージフロー７００は、スタンドアロンのメッセージ
フローであってもよいし、あるいは、図５におけるメッセージフロー５００または図６に
おけるメッセージフロー６００の一部であってもよい。
【００４４】
　ＵＥは、ソースｅＮＢに測定レポートを送ることができる（ステップ１）。ソースｅＮ
Ｂは、ＵＥをハンドオフする決定を行うことができ、そして、ターゲットｅＮＢに、ＵＥ
のためのコンテキスト情報を備えたハンドオーバリクエストメッセージを送信することが
できる（ステップ２）。ターゲットｅＮＢは、ハンドオーバを受理し、ＵＥにＣ－ＲＮＴ
Ｉを割り当て、このＣ－ＲＮＴＩに、ＵＥのためのコンテキスト情報を関連させることが
できる（ステップ３）。その後、ターゲットｅＮＢは、ソースｅＮＢに、Ｃ－ＲＮＴＩを
備えたハンドオーバリクエストＡｃｋを返すことができる（ステップ４）。
【００４５】
　その後、ソースｅＮＢは、ＵＥにＣ－ＲＮＴＩを備えたハンドオーバコマンドを送るこ
とができる（ステップ５）。ＵＥは、ターゲットｅＮＢでランダムアクセスを行なうこと
ができるし、ターゲットｅＮＢにランダムアクセスプリアンブルを送ることができる（ス
テップ６）。ターゲットｅＮＢは、ＵＥに一時的Ｃ－ＲＮＴＩを割り付けることができ（
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ステップ７）、そして、ＵＥに、この一時的Ｃ－ＲＮＴＩと場合により他の情報とを備え
たランダムアクセスレスポンスを送ることができる（ステップ８）。ＵＥは、ターゲット
ｅＮＢに、ステップ５で受け取られたＣ－ＲＮＴＩを備えたハンドオーバ確認メッセージ
(Handover Confirm message)を送ることができる（ステップ９）。ＵＥが、ランダムアク
セスレスポンスの中の一時的Ｃ－ＲＮＴＩとは異なっているハンドオーバ確認メッセージ
の中のＣ－ＲＮＴＩに基づく、有効なＣ－ＲＮＴＩをすでに有することを、ターゲットｅ
ＮＢは、認識することができる。ターゲットｅＮＢは、この有効なＣ－ＲＮＴＩに切り替
え、一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースすることができる（ステップ１０）。
【００４６】
　図５から７までは、ランダムアクセスを行なう前に、ＵＥがすでに有効なＣ－ＲＮＴＩ
を有している、ハンドオーバシナリオを示す。ランダムアクセスを行なう前に、ＵＥが有
効なＣ－ＲＮＴＩを有する他のシナリオがあり得る。例えば、ＬＴＥアクティブ状態にあ
って、サービングｅＮＢ(serving eNB)と通信している間、ＵＥは、アップリンクタイミ
ング同期化アップデートのためにランダムアクセスを行なうことができる。
【００４７】
　すでに有効なＣ－ＲＮＴＩを有するときに、ＵＥがランダムアクセスを行なう各ケース
の場合、ｅＮＢは、ランダムアクセスプロシージァの間に、ＵＥに、一時的Ｃ－ＲＮＴＩ
を割り当てることができる。ＵＥは、有効なＣ－ＲＮＴＩを送ることにより、応答するこ
とができ、そして、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄する(discard)ことができる。ｅＮＢは、
ＵＥのためのコンテキスト情報にＵＥを関連付ける有効なＣ－ＲＮＴＩを使用することが
できる。ｅＮＢは、ＵＥからそれを受け取ると、有効なＣ－ＲＮＴＩを使用することがで
き、後の使用のために、一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースすることができる。
【００４８】
　ＵＥは、また、有効なＣ－ＲＮＴＩを持たずにランダムアクセスを、例えば最初のシス
テムアクセスのために、ＬＴＥアイドル状態からのランダムアクセスのためなどに、行な
うことができる。各そのようなシナリオでは、ＵＥは、新しく割り当てられたＣ－ＲＮＴ
Ｉとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを、使用することができる。ＵＥは、ｅＮＢにアップリンク
メッセージ（例えばＲＲＣコネクションメッセージ(RRC Connection Request message)）
の中でこのＣ－ＲＮＴＩを送ることを省略する(omit)ことができる。ｅＮＢは、そのとき
、ＵＥがこのＣ－ＲＮＴＩで構成されている(configured)と仮定することができる。
【００４９】
］　ここに記述された技術は、ある利点を提供することができる。第一に、同じＣ－ＲＮ
ＴＩ処理が、様々なシナリオにおけるランダムアクセスに使用されることができる。これ
は、ランダムアクセスプロシージァを単純化し、かつ／または、ランダムアクセスプロシ
ージァがより多くのシナリオに使用されることを可能にすることができる。第二に、有効
なＣ－ＲＮＴＩｓをすでに割り当てられたＵＥｓは、これらのＣ－ＲＮＴＩｓを使用し続
けることができる。これらのＵＥｓのオペレーションおよびｅＮＢｓは、必要でないとき
にＣ－ＲＮＴＩｓへの変更を回避することにより単純化されることができる。第三に、ハ
ンドオーバシナリオにおいては、ハンドオーバ完了メッセージの中ではソースｅＮＢによ
って割り当てられた古いＣ－ＲＮＴＩの送信は、必要とされない。
【００５０】
　上記に説明された設計では、ＵＥは、ランダムアクセスのためのランダムアクセスレス
ポンスを受け取った後に、スケジュールされた送信の中で有効なＣ－ＲＮＴＩを送ること
ができる。別の設計では、ＵＥは、コアネットワーク一時的識別情報(core network temp
orary identity)、例えば、一時的移動体加入者識別情報(Temporary Mobile Subscriber 
Identity)（ＴＭＳＩ）、パケット－ＴＭＳＩなど、を送ることができる。ｅＮＢは、Ｕ
Ｅのためのコンテキスト情報を識別するために、コアネットワークに一時的識別情報を使
用することができる。別の設計では、ＵＥは、ＵＥのＲＲＣコンテキストに関連したＲＲ
Ｃ識別情報を送ることができる。ＲＲＣ識別情報は、ｅＮＢによって、ＵＥの最初のサー
ビングセルに対して割り付けられることができる。たとえＵＥがｅＮＢからｅＮＢにハン
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ドオーバされた(handed over)としても、同じＲＲＣ識別情報が、ＵＥのために使用され
ることができる。ＲＲＣ識別情報は、ＲＲＣ識別情報のサブセット(subset)として、最初
のサービングセルの識別情報を使用することにより、全体のシステムにわたって一意であ
るようにされる(made unique)ことができる。
【００５１】
　図８は、ＵＥによってランダムアクセスを行なうためのプロセス８００の設計を示す。
ＵＥは、ランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを送ることができる（
ブロック８１２）。ＵＥは、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えるランダムアクセスレスポンスを
受け取ることができる（ブロック８１４）。もし有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でな
い場合は、ＵＥは、それ自身のＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することが
できる（ブロック８１６）。もし利用可能であれば、ＵＥは、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄
し、有効なＣ－ＲＮＴＩを使用することができる（ブロック８１８）。ＵＥは、ランダム
アクセスレスポンスを受け取った後に送信を送ることができ、そして、もし利用可能であ
れば、送信は、有効なＣ－ＲＮＴＩを含むことができる（ブロック８２０）。もしそれが
ＵＥに対してＣ－ＲＮＴＩとして使用される場合は、送信は、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを省略
しても、あるいは含まなくてもよい。
【００５２】
　ＵＥは、様々なシナリオのランダムアクセスのためのプロセス８００を行なうことがで
きる。ハンドオーバの場合、ＵＥは、ランダムアクセスに先立ってソース基地局から有効
なＣ－ＲＮＴＩを受け取ることができる。有効なＣ－ＲＮＴＩは、ターゲット基地局によ
って割り当てられ、ソース基地局へ送られ、そして、ハンドオーバコマンドにおいてソー
ス基地局によってＵＥへ転送されることができる。ＵＥは、ソース基地局からターゲット
基地局へハンドオーバのためにランダムアクセスプリアンブルを送ることができ、そして
、ターゲット基地局からランダムアクセスレスポンスを受け取ることができる。
【００５３】
　ＵＥは、最初のシステムアクセスのために、ランダムアクセスプリアンブルを送ること
ができ、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することができる。ＵＥは
、アイドル状態からアクティブ状態への遷移のために、ランダムアクセスプリアンブルを
送ることができ、そしてまた、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用する
ことができる。有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能なとき、ＵＥは、タイミング同期化アップ
デートのためにランダムアクセスプリアンブルを送ることができる。その後、ＵＥは、一
時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、有効なＣ－ＲＮＴＩを使用し続けることができる。
【００５４】
　一般に、Ｃ－ＲＮＴＩは、セルとのコミュニケーションのために、ＵＥを識別するため
に使用される任意の一時的ＵＥ　ＩＤであってよい。Ｃ－ＲＮＴＩはまた、ＭＡＣ　ＩＤ
などと呼ばれることがある。Ｃ－ＲＮＴＩおよびＭＡＣ　ＩＤは、それらが通信セッショ
ンに有効であることができ、ＵＥの寿命の間、ＵＥに永久には割り当てられない、という
点で、一時的ＵＥ　ＩＤである。
【００５５】
　図９は、ランダムアクセスを行なうための装置９００の設計を示す。装置９００は、Ｕ
Ｅによるランダムアクセスためのランダムアクセスプリアンブルを送るための手段（モジ
ュール９１２）と、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えるランダムアクセスレスポンスを受け取る
ための手段（モジュール９１４）と、有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、
ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するための手段（モジュール９１６
）と、もし利用可能な場合は、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、有効なＣ－ＲＮＴＩを使用
するための手段（モジュール９１８）と、そして、ランダムアクセスレスポンスを受け取
った後に、送信（なお送信はもし利用可能な場合は有効なＣ－ＲＮＴＩを含む）を送るた
めの手段（モジュール９２０）と、を含む。
【００５６】
　図１０は、基地局、例えばｅＮＢあるいはノードＢ、によってランダムアクセスをサポ
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ートするためのプロセス１０００の設計を示す。基地局は、ＵＥによるランダムアクセス
ためのランダムアクセスプリアンブルを受け取ることができる（ブロック１０１２）。基
地局は、ＵＥに一時的Ｃ－ＲＮＴＩを割り当てることができ（ブロック１０１４）、そし
て、ＵＥに、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えるランダムアクセスレスポンスを送ることができ
る（ブロック１０１６）。基地局は、ランダムアクセスレスポンスを送った後に、ＵＥか
ら送信を受け取ることができる（ブロック１０１８）。１つの設計では、もしＵＥで利用
可能な場合は、送信は、有効なＣ－ＲＮＴＩを備えることができ、そして、もしそれがＵ
ＥによってＣ－ＲＮＴＩとして使用される場合は、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを含まないかもし
れない(may not include)。もし有効なＣ－ＲＮＴＩがＵＥでまだ利用可能でない場合は
、基地局はＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することができる（ブロ
ック１０２０）。もしＵＥから受け取られれば、基地局は、一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリー
スし、有効なＣ－ＲＮＴＩを使用することができる（ブロック１０２２）。
【００５７】
　基地局は、様々なシナリオのプロセス１０００を行なうことができる。ハンドオーバの
場合、基地局は、ターゲット基地局であることができ、ＵＥのためのソース基地局からハ
ンドオーバリクエストを受け取ることができる。ターゲット基地局は、ハンドオーバリク
エストに応じて、ＵＥに有効なＣ－ＲＮＴＩを割り当てることができ、そして、ＵＥへ転
送するためにソース基地局へ有効なＣ－ＲＮＴＩを送ることができる。ターゲット基地局
は、その後、ソース基地局からターゲット基地局へのハンドオーバのために、ＵＥからラ
ンダムアクセスプリアンブルを受け取ることができる。
【００５８】
　基地局は、最初のシステムアクセスために、ＵＥからランダムアクセスプリアンブルを
受け取ることができ、そして、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用する
ことができる。基地局は、アイドル状態からアクティブ状態への遷移のために、ＵＥから
ランダムアクセスプリアンブルを受け取ることができ、そしてまた、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩ
として一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することもできる。もしＵＥがすでに有効なＣ－ＲＮＴ
Ｉを有するときは、基地局は、タイミング同期化アップデートために、ＵＥからランダム
アクセスプリアンブルを受け取ることができる。その後、基地局は、一時的Ｃ－ＲＮＴＩ
をリリースし、ＵＥのための有効なＣ－ＲＮＴＩを使用することができる。
【００５９】
　図１１は、ランダムアクセスをサポートするための装置１１００の設計を示す。装置９
００は、ＵＥによるランダムアクセスためのランダムアクセスプリアンブルを受け取るた
めの手段（モジュール１１１２）と、ＵＥに一時的Ｃ－ＲＮＴＩを割り当てるための手段
（モジュール１１１４）と、ＵＥに、一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えるランダムアクセスレス
ポンスを送るための手段（モジュール１１１６）と、ランダムアクセスレスポンスを送っ
た後に、ＵＥから送信を受け取るための手段（モジュール１１１８）と、もしＵＥで有効
なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮ
ＴＩを使用するための手段（モジュール１１２０）と、そして、もしＵＥから受け取られ
れば、一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし、有効なＣ－ＲＮＴＩを使用するための手段（モ
ジュール１１２２）と、を含んでいる
　図９および１１におけるモジュールは、プロセッサ、エレクトロニクスデバイス、ハー
ドウェアデバイス、エレクトロニクスコンポーネント、論理回路、メモリ、等、あるいは
、それらの任意の組合せ、を備えることができる。
【００６０】
　図１２は、ＵＥ１２０、サービング／ソース基地局１１０ａ、およびターゲット基地局
１１０ｂ、の設計のブロック図を示す。基地局１１０ａでは、送信プロセッサ１２１４ａ
は、データ送信装置１２１２ａトラヒックデータを、そして、コントローラ／プロセッサ
１２３０ａおよびスケジューラ１２３４ａからシグナリングを、受け取ることができる。
例えば、コントローラ／プロセッサ１２３０ａは、ランダムアクセスにメッセージを、そ
して、ＵＥ１２０にハンドオーバを、提供することができる。スケジューラ１２３４ａは
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、ＤＬおよび／またはＵＬリソースの割り当てをＵＥ１２０に提供することができる。送
信プロセッサ１２１４ａは、トラヒックデータ、シグナリング、およびパイロット、を処
理する（例えば、符号化する、インタリーブする(interleave)、そして、シンボルマッピ
ングする(symbol map)）ことができ、データシンボル、シグナリングシンボル、および、
パイロットシンボル、をそれぞれ提供することができる。モジュレータ（ＭＯＤ）１２１
６ａは、データ、シグナリング、および、パイロットのシンボル上で変調(modulation)（
例えばＯＦＤＭのための）を実行し、そして、アウトプットチップ(output chips)を提供
することができる。送信器（ＴＭＴＲ）１２１８ａは、アウトプットチップを条件付けし
(conditions)（例えば、アナログに変換し、増幅し、フィルタをかけ、そしてアップコン
バートし）、そして、ダウンリンク信号を生成する、それはアンテナ１２２０ａを経由し
て送信されることができる。
【００６１】
　基地局１１０ｂは、同様に基地局１１０ｂによってサービス提供を受けるＵＥのための
トラヒックデータおよびシグナリングを同様に処理することができる。トラヒックデータ
、シグナリング、およびパイロットは、送信プロセッサ１２１４ｂによって処理され、モ
ジュレータ１２１６ｂによって変調され、送信器１２１８ｂによって条件付けられ、調整
されることができ、アンテナ１２２０ｂを経由して送信されることができる。
【００６２】
　ＵＥ１２０では、アンテナ１２５２は、基地局１１０ａおよび１１０ｂ、そして多分他
の基地局から、ダウンリンク信号を受け取ることができる。受信機（ＲＣＶＲ）１２５４
は、アンテナ１２５２からの受信信号を条件付けし（例えば、フィルタをかけ、増幅し、
ダウンコンバートし、そして、デジタル化し）、サンプルを提供することができる。復調
器（ＤＥＭＯＤ）１２５６は、サンプル上で復調（例えばＯＦＤＭのための）を行ない、
シンボル評価(symbol estimates)を提供することができる。受信プロセッサ１２５８は、
シンボル評価を処理し（例えば、シンボルデマッピングし(symbol demap)、デインタリー
ブし(deinterleave)、そして、デコードし）、データシンク１２６０にデコードされたデ
ータを提供し、コントローラ／プロセッサ１２７０にデコードされたシグナリングを提供
することができる。
【００６３】
　アップリンク上で、送信プロセッサ１２８２は、データ送信装置１２８０からトラヒッ
クデータを、そして、コントローラ／プロセッサ１２７０からのシグナリング（例えば、
ランダムアクセス、ハンドオーバなどための）を、受け取り、処理することができる。モ
ジュレータ１２８４は、プロセッサ１２８２からのシンボル上で変調（例えばＳＣ－ＦＤ
Ｍのための）を行ない、アウトプットチップを提供することができる。送信器１２８６は
、アウトプットチップを条件付けし、アップリンク信号を生成することができ、それはア
ンテナ１２５２経由で送信されることができる。各基地局では、ＵＥ１２０および他のＵ
Ｅｓからのアップリンク信号が、アンテナ１２２０によって受け取られ、受信機１２４０
によって条件付けられ、復調器１２４２によって復調され、そして、受信プロセッサ１２
４４によって処理されることができる。プロセッサ１２４４は、データシンク(data sink
)１２４６に、デコードされたデータを提供し、コントローラ／プロセッサ１２３０にデ
コードされたシグナリングを提供することができる。
【００６４】
　コントローラ／プロセッサ１２３０ａ、１２３０ｂおよび１２７０は、基地局１１０ａ
および１１０ｂとＵＥ１２０とにおいて、それぞれ、オペレーションを指図することがで
きる。メモリ１２３２ａ、１２３２ｂおよび１２７２は、基地局１１０ａおよび１１０ｂ
とＵＥ１２０とのための、データとプログラムのコードを、それぞれ保存することができ
る。スケジューラ１２３４ａおよび１２３４ｂは、基地局１１０ａおよび１１０ｂとの通
信のためのＵＥｓをそれぞれスケジュールする(schedule)ことができ、そして、スケジュ
ールされたＵＥｓに無線リソースを割り当てることができる。
【００６５】
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　図１２の中のプロセッサは、ここに説明された技術のための様々な機能を行なうことが
できる。例えば、ＵＥ１２０でのプロセッサは、図８におけるプロセス８００、メッセー
ジフロー４００、５００、６００および７００におけるＵＥのための処理、および／また
は、ここに説明された技術の他のプロセス、をインプリメントする(implement)ことがで
きる。各基地局１１０でのプロセッサは、図１０におけるプロセス１０００、メッセージ
フロー４００におけるｅＮＢのための処理、メッセージフロー５００、６００および７０
０におけるソースあるいはターゲットｅＮＢのための処理、および／または、ここに説明
された技術の他のプロセス、をインプリメントすることができる。
【００６６】
　当業者は、情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちの任意のものを使用
して表わされることができる、ということを理解するであろう。例えば、上記の説明の全
体をとおして参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、お
よびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいは
それらの任意の組合せ、によって表わされることができる。
【００６７】
　等業者はさらに、ここでの開示に関連して説明された様々な説明のための論理ブロック
、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータ
ーソフトウェア、あるいは両方の組合せとしてインプリメントされることができるという
ことを、理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に説明する
ために、様々な説明のためのコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステ
ップが、一般にそれらの機能性の点から上記に説明されてきた。そのような機能性がハー
ドウェアあるいはソフトウェアとしてインプリメントされるかどうかは、全体的なシステ
ムに課された特定のアプリケーションおよび設計の制約に依存する。熟練技術者は、各特
定のアプリケーションについて、さまざまな方法で、説明された機能性をインプリメント
することができるが、しかし、そのようなインプリメンテーションの決定は、本開示の範
囲からの逸脱を生じさせるものとして解釈されるべきでない。
【００６８】
　ここでの開示に関係して説明された様々な説明のための論理ブロック、モジュール、お
よび、回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他の
プログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、
ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここに説明された機能を実行す
るように設計されたそれらの任意の組合せで、インプリメントされる、あるいは実行され
ることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、しかし別の
方法では、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロー
ラ、あるいは、状態機械であってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイ
スの組み合わせ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアと併せた１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは他のそのよう
なコンフィギュレーション(configuration)、としてインプリメントされることもできる
。
【００６９】
　ここでの開示に関係して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェ
アで直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、あるいはこの
２つの組合せで、具現化されることができる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ
、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ
、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは、任意の他の形態の
当技術分野で知られている記憶媒体の中に常駐してもよい。例示的な記憶媒体は、プロセ
ッサが記憶媒体から情報を読むことができ、そして、記憶媒体へ情報を書くことができる
ように、プロセッサに結合される。別の方法では、記憶媒体は、プロセッサと一体となっ
ていてもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣ中に常駐してもよい。ＡＳＩＣは
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ユーザ端末に常駐してもよい。別の方法では、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末中で
ディスクリートコンポーネントとして常駐してもよい。
【００７０】
　１つ以上の例示的な設計においては、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、あるいはそれらの任意の組合せの中で、インプリメントされることが
できる。もしソフトウェア中でインプリメントされる場合は、機能は、1つ以上の命令あ
るいはコードとして、コンピュータ可読媒体上に保存され、あるいは、コンピュータ可読
媒体上で伝送されることができる。コンピュータ可読媒体(computer-readable media)は
、コンピュータ記憶装置メディア(computer storage media)および通信メディア(communi
cation media)の両方を含み、ある場所から別の場所へのコンピュータープログラムの転
送を容易にする任意の媒体を含んでいる。記憶媒体は、汎用または特定用途のコンピュー
タによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であってもよい。一例とし
て、限定ではないが、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気
記憶装置デバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態で望まれるプログラムコード
手段を搬送または保存するために使用されることができ、汎用または特定用途のコンピュ
ータ、あるいは、汎用または特定用途のプロセッサ、によってアクセスされることができ
る、任意の他の媒体、を含むことができる。また、どんなコネクション(connection)も、
適切に、コンピュータ可読媒体と名付けられる。例えば、もし、ソフトウェアが、同軸ケ
ーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア(twisted pair)、デジタル加入者線（ＤＳＬ
）、または、赤外線、無線通信(radio)、およびマイクロ波のような無線技術を使用して
、ウェブサイト、サーバ、あるいは、他の遠隔ソースから送信される場合、そのときは、
同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線通信お
よびマイクロ波のような無線技術は、媒体の定義に含まれる。ここに使用されるような、
ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザディスク
、光ディスク、ディジタルバーサタイルディスク(digital versatile disc)（ＤＶＤ）、
フロッピー（登録商標）ディスク、およびｂｌｕ－ｒａｙディスクを含むが、ディスク(d
isks)は普通、データを磁気的に再生し、一方、ディスク(discs)は、レーザーでデータを
光学的に再生する。上記の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべき
である。
【００７１】
　本開示の以上の説明は、どんな当業者も本開示物を作るまたは使用することを可能にす
るように提供されている。本開示への様々な修正は、当業者には容易に明らかであろう、
そして、ここに定義される包括的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することな
く、他の変形に適用されることができる。したがって、本開示は、ここに説明された例お
よい設計に限定されるようには意図されておらず、ここに開示された原理および新規な特
徴に整合する最も広い範囲が与えられるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
 [Ｃ１]
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
送るように、一時的セル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を備えているラ
ンダムアクセスレスポンスを受け取るように、有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない
場合はＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するように、そして、もし利
用可能な場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用する
ように、構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備える無線通信のための装置。
[Ｃ２]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスレスポンスを受け取った後
に送信を送るように構成されており、前記送信は、利用可能な場合は前記有効なＣ－ＲＮ
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ＴＩを備えている、Ｃ１に記載の装置。
[Ｃ３]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスレスポンスを受け取った後
に送信を送るように構成されており、前記送信は、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩとして使
用される場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを含んでいない、Ｃ１に記載の装置。
[Ｃ４]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスに先立ってソース基地局か
ら前記有効なＣ－ＲＮＴＩを受け取るように、前記ソース基地局からターゲット基地局へ
のハンドオーバのためにランダムアクセスプリアンブルを送るように、そして、前記ター
ゲット基地局からの前記ランダムアクセスレスポンスを受け取るように、構成されている
、Ｃ１に記載の装置。
[Ｃ５]
　前記有効なＣ－ＲＮＴＩは、前記ターゲット基地局によって割り当てられ、前記ソース
基地局へ送られ、そして、ハンドオーバコマンドにおいて前記ソース基地局により転送さ
れる、Ｃ４に記載の装置。
[Ｃ６]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能な場合は、タ
イミング同期化アップデートのために前記ランダムアクセスプリアンブルを送るように、
そして、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用し続けるよう
に、構成されている、Ｃ１に記載の装置。
[Ｃ７]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能でないときに
、最初のシステムアクセスのために前記ランダムアクセスプリアンブルを送るように、そ
して、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するように、構
成されている、Ｃ１に記載の装置。
[Ｃ８]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利用可能でないときに
、アイドル状態からアクティブ状態への遷移のためにランダムアクセスプリアンブルを送
るように、そして、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用す
るように、構成されている、Ｃ１に記載の装置。
[Ｃ９]
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
送ることと、
　一時的セル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を備えているランダムアク
セスレスポンスを受け取ることと、
　有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして一時
的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
　利用可能な場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用
することと、
　を備える無線通信のための方法。
[Ｃ１０]
　ランダムアクセスレスポンスを受け取った後に送信を送ること、
　をさらに備え、
　利用可能な場合は、前記送信は前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備える、
　Ｃ９に記載の方法。
[Ｃ１１]
　前記ランダムアクセスに先立ってソース基地局から前記有効なＣ－ＲＮＴＩを受け取る
こと、
　をさらに備え、
　前記の前記ランダムアクセスプリアンブルを送ることは、前記ソース基地局からターゲ
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ット基地局へのハンドオーバのために前記ランダムアクセスプリアンブルを送ることを備
え、そして、前記の前記ランダムアクセスレスポンスを受け取ることは、前記ターゲット
基地局から前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えている前記ランダムアクセスレスポンスを受け
取ることを備える、
　Ｃ９に記載の方法。
[Ｃ１２]
　前記の前記ランダムアクセスプリアンブルを送ることは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利
用可能なときに、タイミング同期化アップデートのためにランダムアクセスプリアンブル
を送ることを備えており、そして、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩは廃棄され、前記有効なＣ－
ＲＮＴＩが使用される、
　Ｃ９に記載の方法。
[Ｃ１３]
　前記の前記ランダムアクセスプリアンブルを送ることは、前記有効なＣ－ＲＮＴＩが利
用可能でないときに前記アイドル状態からアクティブ状態への遷移のために、あるいは最
初のシステムアクセスのために、前記ランダムアクセスプリアンブルを送ること、を備え
ており、そして、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩは、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして使用される、　
Ｃ９に記載の方法。
[Ｃ１４]
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
送るための手段と、
　一時的セル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を備えているランダムアク
セスレスポンスを受け取るための手段と、
　有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして前記
一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するための手段と、
　利用可能な場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用
するための手段と、
　を備える無線通信のための装置
[Ｃ１５]
　前記ランダムアクセスレスポンスを受け取った後に送信を送るための手段、
　をさらに備え、
　前記送信は、利用可能な場合は前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備える、
　Ｃ１４に記載の装置。
[Ｃ１６]
　前記ランダムアクセスに先立ってソース基地局から前記有効なＣ－ＲＮＴＩを受け取る
ための手段、
　をさらに備え、
　前記ランダムアクセスプリアンブルを送るための前記手段は、前記ソース基地局からタ
ーゲット基地局へのハンドオーバのために前記ランダムアクセスプリアンブルを送るため
の手段を含み、そして、前記ランダムアクセスレスポンスを受け取るための前記手段は、
前記ターゲット基地局から前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えている前記ランダムアクセスレ
スポンスを受け取るための手段を含む、
　Ｃ１４に記載の装置。
[Ｃ１７]
　機械によって実行されるときに、
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
送ることと、
　一時的セル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を備えているランダムアク
セスレスポンスを受け取ること、
　有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩとして前記
一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、



(24) JP 4981914 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　利用可能な場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを廃棄し、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用
することと、
　を含むオペレーションを前記機械に実行させる命令、
　を備える機械可読媒体。
[Ｃ１８]
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
受け取るように、前記ＵＥに一時的セル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）
を割り当てるように、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えているランダムアクセスレスポンス
を送るように、前記ＵＥで有効なＣ－ＲＮＴＩがまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥの
Ｃ－ＲＮＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するように、そして、前記ＵＥから受
け取られた場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし、有効なＣ－ＲＮＴＩを使用す
るように、構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備える、無線通信のための装置
[Ｃ１９]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスレスポンスを送った後に前
記ＵＥから送信を受け取るように構成されており、前記送信は、前記ＵＥで利用可能な場
合は前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている、Ｃ１８に記載の装置。
[Ｃ２０]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥのためのソース基地局からのハンドオー
バリクエストを受け取るように、前記ハンドオーバリクエストに応じて前記ＵＥに前記有
効なＣ－ＲＮＴＩを割り当てるように、前記ＵＥに転送するために前記ソース基地局へ前
記有効なＣ－ＲＮＴＩを送るように、そして、前記ソース基地局からターゲット基地局へ
のハンドオーバのために前記ＵＥから前記ランダムアクセスプリアンブルを受け取るよう
に、構成されている、Ｃ１８に記載の装置。
[Ｃ２１]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＵＥがすでに前記有効なＣ－ＲＮＴＩを有す
るときに、タイミング同期化アップデートために前記ＵＥから前記ランダムアクセスプリ
アンブルを受け取るように、前記ランダムアクセスレスポンスを送った後に前記ＵＥから
前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている送信を受け取るように、そして、前記一時的Ｃ－Ｒ
ＮＴＩをリリースし、前記ＵＥの前記有効なＣ－ＲＮＴＩを使用するように、構成されて
いる、Ｃ１８に記載の装置
[Ｃ２２]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、最初のシステムアクセスために前記ＵＥから前記
ランダムアクセスプリアンブルを受け取るように、そして、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩ
として前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するように、構成されている、Ｃ１８に記載の装置
。
[Ｃ２３]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、アイドル状態からアクティブ状態への遷移のため
に前記ＵＥから前記ランダムアクセスプリアンブルを受け取るように、そして、前記ＵＥ
の前記Ｃ－ＲＮＴＩとして前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するように、構成されている、
Ｃ１８に記載の装置。
[Ｃ２４]
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスためにランダムアクセスプリアンブルを受
け取ることと、
　前記ＵＥに一時的セル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を割り当てるこ
とと、
　前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えているランダムアクセスレスポンスを送ることと、
　有効なＣ－ＲＮＴＩが前記ＵＥでまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩ
として前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
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　前記ＵＥから受け取られた場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし、前記有効な
Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
　を備える無線通信のための方法。
[Ｃ２５]
　前記ランダムアクセスレスポンスを送った後に前記ＵＥから送信を受け取ること、
　をさらに備え、
　前記送信は、前記ＵＥで利用可能な場合は前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている、
　Ｃ２４に記載の方法。
[Ｃ２６]
　前記ＵＥのための前記ソース基地局からハンドオーバリクエストを受け取ることと、　
前記ハンドオーバリクエストに応じて前記ＵＥに前記有効なＣ－ＲＮＴＩを割り当てるこ
とと、
　前記ＵＥへ転送するために前記ソース基地局へ有効なＣ－ＲＮＴＩを送ることと、
　をさらに備え、
　前記ランダムアクセスプリアンブルは、前記ソース基地局からターゲット基地局へのハ
ンドオーバために前記ＵＥから受け取られる、
　Ｃ２４に記載の方法。
[Ｃ２７]
　前記の前記ランダムアクセスプリアンブルを受け取ることは、前記ＵＥがすでに前記有
効なＣ－ＲＮＴＩを有するときにタイミング同期化アップデートのために前記ＵＥから前
記ランダムアクセスプリアンブルを受け取ること、を備え、前記方法は、前記ランダムア
クセスレスポンスを送った後に前記ＵＥから前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている送信を
受け取ること、を備え、そして、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩはリリースされ、前記有効なＣ
－ＲＮＴＩはＵＥのために使用される、Ｃ２４に記載の方法。
[Ｃ２８]
　前記の前記ランダムアクセスプリアンブルを受け取ることは、最初のシステムアクセス
のために、あるいは、アイドル状態からアクティブ状態への遷移のために、前記ＵＥから
前記ランダムアクセスプリアンブルを受け取ること、を備え、そして、前記一時的Ｃ－Ｒ
ＮＴＩは、前記ＵＥの前記Ｃ－ＲＮＴＩとして使用される、Ｃ２４に記載の方法。
[Ｃ２９]
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスためのランダムアクセスプリアンブルを受
け取るための手段と、
　前記ＵＥに、一時的セル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を割り当てる
ための手段と、
　前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えているランダムアクセスレスポンスを送るための手段と
、
　有効なＣ－ＲＮＴＩが前記ＵＥでまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩ
として前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用するための手段と、
　前記ＵＥから受け取られた場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし、前記有効な
Ｃ－ＲＮＴＩを使用するための、手段と、
　を備える無線通信のための装置。
[Ｃ３０]
　前記ランダムアクセスレスポンスを送った後に前記ＵＥから送信を受け取るための手段
、
　をさらに備え、
　前記送信は、前記ＵＥで利用可能な場合は、前記有効なＣ－ＲＮＴＩを備えている、　
Ｃ２９に記載の装置。
[Ｃ３１]
　前記ＵＥのためのソース基地局からハンドオーバリクエストを受け取るための手段と、
　前記ハンドオーバリクエストに応じて、前記ＵＥに前記有効なＣ－ＲＮＴＩを割り当て
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　前記ＵＥへ転送するために前記ソース基地局へ前記有効なＣ－ＲＮＴＩを送るための手
段と、
　を備え、
　前記ランダムアクセスプリアンブルは、前記ソース基地局からターゲット基地局へのハ
ンドオーバために前記ＵＥから受け取られる、
　Ｃ２９に記載の装置。
[Ｃ３２]
　機械によって実行されるときに、
　ユーザ機器（ＵＥ）によるランダムアクセスためのランダムアクセスプリアンブルを受
け取ることと、
　前記ＵＥに一時的セル無線ネットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を割り当てるこ
とと、
　前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを備えているランダムアクセスレスポンスを送ることと、
　有効なＣ－ＲＮＴＩが前記ＵＥでまだ利用可能でない場合は、前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩ
として前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
　前記ＵＥから受け取られた場合は、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩをリリースし、前記有効な
Ｃ－ＲＮＴＩを使用することと、
　を含むオペレーションを前記機械に実行させる命令、
　を備える機械可読媒体。
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