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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドオーバー情報とは独立した少なくとも１つの情報要素を含む再構成メッセージを
受信する段階と、
　前記再構成メッセージに応えて、無線リンク制御リセットとパケットデータ集束プロト
コルリセットのうちの少なくとも１つを遂行すること無しにメディアアクセス制御リセッ
トを遂行する段階と、
　ランダムアクセス手続きを遂行する段階と、を備えている方法。
【請求項２】
　ユーザー機器が、セル内ハンドオーバー、移動性無しの再構成、及び共通に管理されて
いるセル同士でのセル間ハンドオーバー、のうちの１つを遂行する必要のあるときに、前
記方法を遂行する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ランダムアクセス手続きを遂行する段階は、前記再構成メッセージに応えて、前記
ランダムアクセス手続きを遂行する段階である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記再構成メッセージに応えて再構成を遂行する段階を備えている、請求項３に記載の
方法。
【請求項５】
　前記再構成は、前記メディアアクセス制御リセットの後で前記ランダムアクセス手続き
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の前に遂行される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ランダムアクセス手続きを前記再構成の完了に応えて遂行する段階を備えている、
請求項４又は５に記載の方法。
【請求項７】
　前記再構成は、前記メディアアクセス制御リセットの後で、且つ前記ランダムアクセス
手続きの後に遂行される、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記再構成メッセージは少なくとも１つの情報要素を備えており、当該情報要素に応え
て、前記メディアアクセス制御リセット及び／又は前記ランダムアクセス手続きが遂行さ
れる、請求項３から７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記メディアアクセス制御リセットは、新データ指示をリセットする段階とハイブリッ
ド自動反復要求バッファをフラッシュする段階のうちの少なくとも１つを遂行する段階を
備えている、請求項１から８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　送信時間間隔バンドリングを有効にする段階、送信時間間隔バンドリングを無効にする
段階、及びサービングセルを新たに構成されたサービングセルへ変更する段階、のうちの
少なくとも１つを備える再構成を遂行する段階を備えている、請求項１から９の何れか１
項に記載の方法。
【請求項１１】
　走らせたときに請求項１から１０の何れか１項に記載の前記方法を遂行するように構成
されているコンピュータ実行可能な命令を備えているコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　少なくとも１つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つ
のメモリと、を備える装置において、前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプロ
グラムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサと共に、前記装置に、少なくとも、
　ハンドオーバー情報とは独立した少なくとも１つの情報要素を含む再構成メッセージを
受信させ、
　前記再構成メッセージに応えて、無線リンク制御リセットとパケットデータ集束プロト
コルリセットのうちの少なくとも１つを遂行すること無しにメディアアクセス制御リセッ
トを遂行させ、
　ランダムアクセス手続きを遂行するように構成されている、装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサと共に、ユーザー機器が、セル内ハンドオーバー、移動性無しの再構成、
及び共通に管理されているセル同士でのセル間ハンドオーバー、のうちの１つを遂行する
必要のあるときに、前記メディアアクセス制御リセットを遂行するように構成されている
、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサと共に、前記再構成メッセージに応えて、前記ランダムアクセス手続きを
遂行するように構成されている、請求項１２又は１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサと共に、前記再構成メッセージに応えて再構成を遂行するように構成され
ている、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサと共に、前記再構成を、前記メディアアクセス制御リセットの後で前記ラ
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ンダムアクセス手続きの前に遂行するように構成されている、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサと共に、前記ランダムアクセス手続きを前記再構成の完了に応えて遂行す
るように構成されている、請求項１３又は１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサと共に、前記再構成を、前記メディアアクセス制御リセットの後で、且つ
前記ランダムアクセス手続きの後に遂行するように構成されている、請求項１５に記載の
装置。
【請求項１９】
　前記再構成メッセージは少なくとも１つの情報要素を備えており、前記少なくとも１つ
のメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサと共に
、当該情報要素に応えて、前記メディアアクセス制御リセット及び／又は前記ランダムア
クセス手続きを遂行するように構成されている、請求項１４から１８の何れか１項に記載
の装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサと共に、新データ指示をリセットする段階とハイブリッド自動反復要求バ
ッファをフラッシュする段階のうちの少なくとも１つを遂行する段階を備える前記メディ
アアクセス制御リセットを遂行するように構成されている、請求項１２から１９の何れか
１項に記載の装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサと共に、送信時間間隔バンドリングを有効にする又は無効にする段階、及
びサービングセルを新たに構成されたサービングセルへ変更する段階、のうちの少なくと
も１つを備える再構成を遂行するように構成されている、請求項１２から２０の何れか１
項に記載の装置。
【請求項２２】
　請求項１２から２０のいずれか１項に記載の装置を備えているユーザー機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、方法及び装置に関し、排他的ではないが厳密には、方法及び装置であって専
らというわけではないが特に何らかの再構成及び／又はハンドオーバーで使用される方法
及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムは、ユーザー端末、基地局、及び／又は他のノード、の様な２つ又はそれ
以上の通信デバイス間の通信を、通信デバイス間に搬送波を提供することによって可能に
させる。ワイヤレス通信システムでは、少なくとも２局間の通信の少なくとも一部分はワ
イヤレスインターフェース経由で起こる。ユーザーは適切な通信デバイス又は端末を用い
て通信システムにアクセスすることができる。通信デバイスには、通信を可能にさせるた
めの、例えば通信ネットワークへのアクセス又は他のユーザーとの直接的な通信を可能に
させるための、適切な信号受信及び送信装置が備えられている。通信デバイスは、局、例
えばセルの基地局、によって提供されている搬送波にアクセスし、搬送波上で通信を送信
及び／又は受信する。
【０００３】
　性能を高めるのに搬送波集約（ｃａｒｒｉａｇｅ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）が使用さ
れることがある。搬送波集約では、複数の搬送波を集約して帯域幅を増加させる。搬送波
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集約は、複数の成分搬送波を本明細書で集約搬送波（ａｇｇｒｅｇａｔｅｄ　ｃａｒｒｉ
ｅｒ）と呼ばれている搬送波へ集約する段階を備えている。
【発明の概要】
【０００４】
　第１の態様によれば、無線リンク制御リセットとパケットデータ集束プロトコルリセッ
トのうちの少なくとも１つを遂行すること無しにメディアアクセス制御リセットを遂行す
る段階を備える方法が提供されている。
【０００５】
　第２の態様によれば、走らせたときに第１の態様の方法を遂行するように構成されてい
るコンピュータ実行可能な命令を備えるコンピュータプログラムが提供されている。
【０００６】
　第３の態様によれば、少なくとも１つのプロセッサと、コンピュータプログラムコード
を含む少なくとも１つのメモリと、を備える装置において、当該少なくとも１つのメモリ
及びコンピュータプログラムコードは、当該少なくとも１つの１プロセッサと共に、当該
装置に、少なくとも、無線リンク制御リセットとパケットデータ集束プロトコルリセット
のうちの少なくとも１つを遂行すること無しにメディアアクセス制御リセットを遂行させ
るように構成されている、装置が提供されている。
【０００７】
　第４の態様によれば、第３の態様による装置を備えるユーザー機器が提供されている。
【０００８】
　これより、実施形態を、単に一例として、次に続く例及び添付図面を参照しながら、更
に詳細に説明してゆく。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】以下に記載されている実施形態を実施することのできるシステムの例を示してい
る。
【図２】通信デバイスの例を示している。
【図３】制御装置の例を示している。
【図４】集約搬送波を模式的に示している。
【図５】実施形態の方法を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下では、特定の例示としての実施形態は、ワイヤレス通信向けに適応されているワイ
ヤレス通信システムサービングデバイスに関連付けて解説されている。従って、例示とし
ての実施形態を詳細に解説する前に、記載されている例の根底を成す技術を理解するのを
支援するべく、ワイヤレスシステム及びその構成要素並びにワイヤレス通信用のデバイス
の或る一定の一般的原理を、図１のシステム１０、図２のデバイス２０、及び図３の制御
装置３０に関連付けて簡単に解説する。
【００１１】
　通信デバイスは、通信システムを介して提供される各種サービス及び／又はアプリケー
ションにアクセスするために使用することができる。ワイヤレス又は移動体通信システム
では、アクセスは、移動体通信デバイスと適切なアクセスシステムの間のワイヤレスアク
セスインターフェースを介して提供される。通信デバイスは、通信システムに、基地局を
介してワイヤレスにアクセスすることができる。基地局サイトはセルラーシステムの１つ
又はそれ以上のセルを提供するものである。基地局は、例えば、３つの搬送波を提供する
ことができるものであって、搬送波１つ１つががセルを提供している。図１には、例えば
、基地局１２は３つのセル１、２、及び３を提供しているものとして示されている。それ
らセルは搬送波Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３をそれぞれ提供している。それぞれの通信デバイス２０
と基地局は、１つ又はそれ以上の無線チャネルを同時に開かせていて、１つより多くのソ
ースから信号を受信することができよう。
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【００１２】
　それぞれの基地局によって提供される搬送波の数は、３つより多いこともあれば少ない
こともあろうし、また時間経過とともに変化することもあるものと評価されたい。
【００１３】
　幾つかの実施形態では、周波数内サービングセル変更があるものと評価されたい。
【００１４】
　幾つかの実施形態では、移動性の無い特定のパラメータのサービングセル再構成がある
ものと評価されたい。
【００１５】
　セル１から３のうちの少なくとも１つは、基地局１２のリモート無線ヘッドによって提
供されていることもあることを指摘しておく。幾つかの実施形態では、搬送波のうちの少
なくとも１つは、基地局１２と同じ場所に所在していない局によって提供されていること
もあるが、但し他のセルと同じ制御装置でしか制御できないようになっていよう。この可
能性は図１の局１１によって表されている。例えば、ブロック１３が、少なくとも１つの
別の局、例えばイントラ－ｅＮＢを制御するのに使用されることもあり得る。異なった局
及び／又はそれらのコントローラの間の対話も、例えば局がインターサイトｅＮＢとして
提供されている場合には、違うやり方で取り決められていよう。セルのコントローラは、
集約搬送波（セル）の全てについて十分な情報を有している。
【００１６】
　基地局は、典型的には、少なくとも１つの適切なコントローラによって、自身の動作及
び基地局と通信している移動体通信デバイスの管理を可能にさせるように制御されている
。制御エンティティは、他の制御エンティティと相互接続されていることもある。制御エ
ンティティは、基地局の一部であってもよい。図１では、コントローラはブロック１３に
よって提供されているものとして示されている。コントローラ装置は、少なくとも１つの
メモリ、少なくとも１つのデータ処理ユニット、及び入力／出力インターフェース、を備
えていよう。制御機能は複数の制御ユニット間で分配されていてもよいものと理解してお
きたい。基地局のコントローラ装置は、以下に更に詳細に解説されている制御機能を提供
するべく適切なソフトウェアコードを実行するように構成されていよう。
【００１７】
　図１では、基地局１２は適切なゲートウェイ１５を介してデータネットワーク１８へ接
続されている。アクセスシステムとパケットデータネットワークの様なもう１つのネット
ワークの間のゲートウェイ機能は、何れかの適切なゲートウェイノード、例えば、パケッ
トデータゲートウェイ及び／又はアクセスゲートウェイによって提供されよう。通信シス
テムは、而して、１つ又はそれ以上の相互接続ネットワーク及びそれらの要素によって提
供されており、１つ又はそれ以上のゲートウェイノードが様々なネットワークを相互接続
するために提供されている。
【００１８】
　標準化されたアーキテクチャの一例が、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）
無線アクセス技術のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）として知られている。ＬＴ
Ｅは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）によって標準化が進められて
いる。３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格の様々な発展段階はリリースと呼ばれている。ＬＴＥの発展
型はしばしばＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）と呼ばれている。
【００１９】
　通信デバイスは、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）又は広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ
）の様な各種アクセス技法に基づく通信システムにアクセスすることになろう。後者の技
法は、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）規格に基づく通信システムに
よって使用されている。他の例には、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、周波数分割多重
アクセス（ＦＤＭＡ）、空間分割多重アクセス（ＳＤＭＡ）、など、が挙げられる。ここ
に記載されている原理が適用され得る移動体アーキテクチャの非限定的な例は、進化型ユ
ニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）として知られている。ＬＴ
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Ｅでは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）アクセス技法が使用されている。
【００２０】
　セルラーシステムの基地局の非限定的な例は、３ＧＰＰ規格の語彙ではＮｏｄｅＢ又は
進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）と呼称されているものである。
【００２１】
　図２は、ユーザーが通信のために使用することのできる通信デバイス２０の部分断面表
示の概略図を示している。その様な通信デバイスは、多くの場合、ユーザー機器（ＵＥ）
又は端末と呼ばれている。デバイスは、移動式のこともあれば概ね固定された場所を有し
ていることもある。適切な通信デバイスは、無線信号を送信及び受信できる任意のデバイ
スによって提供されよう。非限定的な例には、携帯電話又は「スマートフォン」として知
られているものの様な移動体局（ＭＳ）、ワイヤレスインターフェースカード又は他のワ
イヤレスインターフェース装備の備わった携帯式コンピュータ、ワイヤレス通信能力の備
わったパーソナルデータアシスタント（ＰＤＡ）、又はこれらや同種のものの何らかの組
合せが挙げられる。通信デバイスは、例えば、音声、電子メール（ｅメール）、テキスト
メッセージ、マルチメディア、測位データ、他のデータ、など、の様な通信を搬送するた
めに、データの通信を提供する。ユーザーには、而して、彼らの通信デバイスを介して数
々のサービスが提示され提供される。これらのサービスの非限定的な例には、二方向又は
多方向通話、データ通信、又はマルチメデイアサービス、或いは単純にインターネットの
様なデータ通信ネットワークシステムへのアクセス、が挙げられる。
【００２２】
　通信デバイスには、典型的に、少なくとも１つのデータ処理エンティティ２３、少なく
とも１つのメモリ２４、及び、基地局や他の通信デバイスへのアクセス及びそれらとの通
信の制御を含めデバイスが遂行するように設計されているタスクのソフトウェア及びハー
ドウェア支援型実行で使用される他の実施可能な構成要素２９、が備えられている。デー
タ処理、記憶、及び他の関連する制御の装置は、適切な回路板上及び／又はチップセット
中に設けられていよう。この機構は符号２６で表わされている。
【００２３】
　ユーザーは、通信デバイスの動作を、キーパッド２２、音声コマンド、タッチ感知スク
リーン又はパッド、それらの組合せ、又は同種のもの、の様な適したユーザーインターフ
ェースを用いて制御することができよう。ディスプレイ２５、スピーカ、及びマイクロフ
ォンも装備されているのが典型的である。また、通信デバイスは、他のデバイスへの、及
び／又は外部アクセサリ例えばハンズフリー機器を通信デバイスへ接続するための、適切
なコネクタ（ワイヤード又はワイヤレスどちらでも）を備えていよう。
【００２４】
　デバイス２０は、信号を受信及び送信するのに適切な装置を介して信号２８を受信及び
送信することができる。図２では、送受信器装置がブロック２７で模式的に示されている
。送受信器装置には無線能力が備わっている。送受信器は、例えば、無線部分及び関連付
けられているアンテナ配列によって提供されていてもよい。アンテナ配列は、移動体デバ
イスに対し内的に配列されていてもよし外的に配列されていてもよい。
【００２５】
　図３は、アクセスノードを例えば無線サービス区域の局、一例として図１のノード１１
又は１２のうちの１つ、に連結させるため及び／又は当該局を制御するための制御装置３
０の例を示している。制御装置は、幾つかの実施形態では、基地局自体の一部とされてい
る。制御装置３０は、アクセスノードの、構成、測定、情報処理、及び／又は通信の動作
に対する制御を提供するように配設されていよう。図３による制御装置は、搬送波集約及
び／又は他の動作に関する情報の生成、通信、及び翻訳と関連付けられている制御機能を
提供するように構成されている。所望の動作を提供するために、制御装置３０は、少なく
とも１つのメモリ３１、少なくとも１つのデータ処理ユニット３２、３３、及び入力／出
力インターフェース３４、を備えている。インターフェースを介して、制御装置は関連の
ノードへ連結される。制御装置３０は、制御機能を提供するべく適切なソフトウェアを実
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行するように構成されていよう。
【００２６】
　図１は実施形態が使用され得る１つのシナリオしか示していないものと評価されたい。
【００２７】
　現在ＬＴＥでは、再構成については、大抵、セル内ハンドオーバーＨＯが遂行されてお
り、ＥＵが古い構成を使用しているか又は新しい構成を使用しているかに対する曖昧さを
一切回避するためには、ｅＮＢとＥＵの間には同期が確保されなくてはならない。例えば
、ＴＴＩ（送信時間間隔）バンドリングはＨＡＲＱ（ハイブリッド自動反復要求）動作に
影響を与えるため、それは大抵はセル内ハンドオーバーを通して有効又は無効にされる。
同様に、同じセルに留まりながらも（例えば、ＨＦＮ（ハイパーフレーム番号ラップアラ
ウンド）を回避するため）セキュリティキーを変更することが必要になったときにも、セ
ル内ＨＯが使用される。セル内ハンドオーバーは、ＭＡＣ（メディアアクセス制御）、Ｒ
ＬＣ（無線リンク制御）、及びＰＤＣＰ（パケットデータ集束プロトコル）がリセットさ
れ、セキュリティキーが更新され、目標セルでランダムアクセス手続きが遂行される、と
いう通常のハンドオーバーと違わない。セル内ハンドオーバーは、ソースと同一である目
標セルに信号送信するという点のみに特徴付けられる。
【００２８】
　ＬＴＥアドバンストの特徴は、搬送波集約を提供できるということである。例えば、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ規格のリリース１０（Ｒｅｌ－１０）は、１００ＭＨｚまでの範囲のより広
い送信帯域幅をサポートするために２つ又はそれ以上の成分搬送波（ＣＣ：ｃｏｍｐｏｎ
ｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒｓ）が集約されるという搬送波集約（ＣＡ：Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）を導入している。ＣＡでは、同じｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）から発
生している様々な数のＣＣであって恐らくはアップリンク（ＵＬ）及び／又はダウンリン
ク（ＤＬ）の帯域幅の異なるＣＣを集約するようにＵＥを構成することが可能である。集
約された５つの成分搬送波を示している図４を参照する。それぞれの成分搬送波は本例で
は２０ＭＨｚであり、１００ＭＨｚの集約帯域幅を与えている。
【００２９】
　ＣＡが構成されるとき、ＵＥはネットワークとの１つのＲＲＣ接続しか持っていない。
ＲＲＣ（無線リソース制御）接続の確立／再確立／ハンドオーバー時には、１つのサービ
ングセルがＮＡＳ（非アクセス層）プロトコル移動性情報（例えば、ＴＡＩトラッキング
区域身分証明）を提供し、ＲＲＣ接続の再確立／ハンドオーバー時には、１つのサービン
グセルがセキュリティ入力を提供する。セキュリティ入力は、１つのＥＣＧＩ（Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮセルグローバル識別子）、１つのＰＣＩ（物理セル識別子）、及び１つのＡＲＦＣ
Ｎ（絶対無線周波数チャネル番号）とすることができる。このサービングセルは一次セル
（ＰＣｅｌｌ）と呼ばれる。ダウンリンクでは、ＰＣｅｌｌに対応する搬送波は、ダウン
リンク一次成分搬送波（ＤＬ　ＰＣＣ）であり、アップリンクでは、それはアップリンク
一次成分搬送波（ＵＰ　ＰＣＣ）である。
【００３０】
　ＵＥの能力に依存して、二次セル（ＳＣｅｌｌ）がＰＣｅｌｌと一体でサービングセル
のセットを形成するように構成される。ダウンリンクでは、ＳＣｅｌｌに対応する搬送波
はダウンリンク二次成分搬送波（ＤＬ　ＳＣＣ）であり、アップリンクではそれはアップ
リンク二次成分搬送波（ＵＬ　ＳＣＣ）である。
【００３１】
　ＵＥについて構成されるサービングセルのセットは、従って、１つのＰＣｅｌｌと１つ
又はそれ以上のＳＣｅｌｌから成る。
【００３２】
　３ＧＰＰリリース８のＵＥは、１つのサービングセルによってサービス提供されるもの
と想定されており、一方、ＬＴＥアドバンスト端末は同時に複数のサービングセル上で受
信又は送信することができる。
【００３３】
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　ＵＥの視点からは、それぞれのアップリンクリソースは１つのサービングセルにしか属
していない。構成され得るサービングセルの数はＵＥの集約能力に依存する。ＰＣｅｌｌ
及び／又は（単数又は複数の）ＳＣｅｌｌは、以下の説明されている実施形態のハンドオ
ーバー手続きでは変えられてもよい。ＰＣｅｌｌはＰＵＣＣＨの送信に使用される。ＮＡ
Ｓ情報はＰＣｅｌｌから取ることができる。
【００３４】
　幾つかの実施形態は非搬送波集約シナリオで使用することもできるものと評価されたい
。例えば、幾つかの実施形態では、ｅＮＢ内ハンドオーバーがあるかもしれず、その場合
、搬送波集約は無い。
【００３５】
　Ｒｅｌ－１０では、搬送波集約の導入にもかかわらず１つのハンドオーバー手続きが使
用される。目標セルが構成されたサービングセルのセットに属しているかどうかに関係な
く、ハンドオーバー、即ち、ＭＡＣ（メディアアクセス制御）、ＲＬＣ（無線リンク制御
）、及びＰＤＣＰ（パケットデータ集束プロトコル）がリセットされ、セキュリティキー
が更新され、目標セルでランダムアクセス手続きが遂行される、という手続きが使用され
る。
【００３６】
　最後に、リキッドラジオ（ｌｉｑｕｉｄ　ｒａｄｉｏ）の様なベースバンドプーリング
アーキテクチャが配備されるというシナリオにおいてさえ、目標セルがソースと同じハー
ドウェアプールに属しているかいないかに関係なく常にハンドオーバーが使用される。
【００３７】
　リキッドラジオは、ネットワークの容量及びカバレッジを流動的なユーザー需要に釣り
合うように適応させる。ベースバンド処理はプールされ遠隔に置かれたままで、無線周波
数要素及びアンテナが要求に応じてアクティブなサイズと配置にされる。
【００３８】
　ベースバンドプーリングは、典型的には基地局サイトで行われるデジタル信号処理を集
中させ、それを幾つかのサイトと分けあって、確実に、容量が必要に応じて動的に使用さ
れるようにするものである。これは、ネットワークを、一日を通じて又はそれより長い期
間に亘って変動するエンドユーザーの実際の容量要求に釣り合わせることができる。
【００３９】
　セキュリティキーが変わると、暗号化及び完全性保護を遂行するＰＤＣＰ層はリセット
されることが必要である。目標セルがソースと同じｅＮＢに属している（又はソースと同
じハードウェアプールに属している）とき、キー変更は、３ＧＰＰ文書Ｒ２－１０２０６
１のＰＣＣ変更に提案されているように、ｅＮＢがどのキーが使用されることになるかを
知っている限りにおいては必要ない（但し、手続きがＨＦＮラップアラウンドを回避する
のにキーをリフレッシュするつもりの場合を除く）。
【００４０】
　ＨＯ無しの普通の再構成が、セル内／「サービングセルセット」内のハンドオーバーに
ついて論じられてきたが、ＰＨＹ問題、例えばＰＵＣＣＨ（物理アップリンク制御チャネ
ル）の曖昧さを引き起こす非同期の手続きを避けるうえで納得のいくものではない。
【００４１】
　ハンドオーバー手続きについての変更は、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８のセル内／ｅＮＢ内ＨＯ
については３ＧＰＰ文書Ｒ２－１０２０６１（ＰＣＣ変更、ＣＡＴＴ）に、またＲｅｌ－
１０については３ＧＰＰ文書ＴＳ３６．３３１－無線リソース制御プロトコルの搬送波集
約の観点で論じられてきた。目標セルに対するランダムアクセスプロセスを省略すること
及び／又はＬ２リセットを回避するべくセキュリティキーを変更させずにおくことが提唱
されている。
【００４２】
　ＲＡＣＨ（ランダムアクセスチャネル）プロセスを省略することによる利得には限界が
あろう（非競合ベースＲＡＣＨで数ｍｓ）。また、この処理は、更に、曖昧さ期間を導入
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することになってしまい、その期間中はＰＵＣＣＨについてｅＮＢでのめくら復号が必要
になる。
【００４３】
　また完全Ｌ２リセットを回避するとなると、ソースと目標セルの間でのＴＴＩ（送信時
間間隔）バンドリング又はＴＤＤ（時分割二重化）構成の変更に因りＨＡＲＱプロセスの
総数が変化する場合にＭＡＣ層に幾つかの課題が持ち込まれることになろう。
【００４４】
　幾つかの実施形態は、ＵＰ（ユーザー面）割り込みを最小限にするよう幾分軽いハンド
オーバー手続きを提供することができる。
【００４５】
　実施形態は、ＲＲＣ再構成とハンドオーバー手続きの間に存する手続きを提供している
。この手続きは、ＭＡＣリセット及びランダムアクセス手続きを開始する。このことは、
ＲＬＣ／ＰＤＣＰのリセットは必要とされていないことを意味する。このことは、セキュ
リティキーを変更する必要はないということを意味する。
【００４６】
　１つの実施形態では、１ビット（又はＩＥ即ち情報要素）がＲＲＣ再構成メッセージ中
に移動性制御情報とは独立に使用されている。移動性制御情報は、無線アクセスネットワ
ークへの／無線アクセスネットワーク内でのネットワーク制御による移動性に関連する１
つ又はそれ以上のパラメータを備えていよう。この情報は、ハンドオーバー情報を備えて
いよう。移動性制御情報は、何れの適したパラメータを備えていてもよい。単に一例とし
て、これらのパラメータは、目標セルＩＤを指示しているパラメータ、搬送波帯域幅、ラ
ンダムアクセスチャネルパラメータ、アップリンク帯域幅、及び／又はダウンリンク帯域
幅、のうちの１つ又はそれ以上を備えていよう。ＬＴＥの目下の提案書では、この情報は
、ｍｏｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏと呼ばれている。
【００４７】
　１つの実施形態では、移動性制御情報を有していないＲＲＣ再構成メッセージでは、再
構成を指示しているビットは、ＭＡＣリセット及びランダムアクセス手続きを必要とする
ＲＲＣ再構成である（目標セルがソースと同じであるために目標セルを指示することも無
しキー変更も一切無しのセル内ＨＯに匹敵）。
【００４８】
　代替的又は追加的に、移動性制御情報を有しているＲＲＣ再構成メッセージでは、再構
成を指示しているビットは、ＭＡＣリセット及びランダムアクセス手続きは有りだが但し
キー変更及びＲＬＣ／ＰＤＣＰリセット無しのＨＯである。
【００４９】
　どちらの場合も、ＵＥはＭＡＣをリセットし、目標セル相手にＲＡＣＨを使用してラン
ダムアクセス手続きを遂行する。
【００５０】
　代替的又は追加的に、ビット又は情報要素が移動性制御情報に加えられてもよい。この
情報要素は、ＵＥにＭＡＣをリセットさせランダムアクセス手続きを遂行させるのに使用
される。この情報要素は、移動性制御情報の中へ加えることができる。１つの実施形態で
は、この移動性制御情報はＲＲＣ再構成メッセージの一部分として提供されている。
【００５１】
　ＭＡＣリセット及びランダムアクセス手続きは、１ビット又は情報要素より多くによっ
て、又は１又はそれ以上のビット以外の他のフォーマットで、提供されていてもよいもの
と評価されたい。
【００５２】
　他の実施形態では、ＭＡＣリセット及びランダムアクセス手続きを引き起こす情報は、
追加的又は代替的に、何らかの他の適した（単数又は複数の）メッセージで提供されてい
てもよいものと評価されたい。
【００５３】
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　幾つかの実施形態は、何らかの曖昧な期間を回避するＲＡＣＨ手続きを有している。Ｍ
ＡＣリセットは、確実に、ＨＡＲＱ動作にとって何も問題が無いようにする。ＲＬＣ／Ｐ
ＤＣＰリセットは無いため、ＵＰ割り込みは少なくなる。結果として、リキッドラジオの
様なベースバンドプーリングアーキテクチャでのハンドオーバーの大半になろうｅＮＢ内
ハンドオーバーはより効率的になる。
【００５４】
　例えば、方法は、１つ又はそれ以上のメモリを有する１つ又はそれ以上のプロセッサに
よって遂行されていてもよい。実施形態は、少なくとも部分的には、１つ又はそれ以上の
コンピュータ命令又はコンピュータプログラムの実行によって遂行されていてもよい。こ
れより、実施形態の方法を示している図５を参照してゆく。
【００５５】
　ステップＳ１で、ＵＥは基地局から再構成情報を受信する。これは、ＭＡＣリセット及
びランダムアクセス手続きを開始させる指示を有するＲＲＣ再構成メッセージで提供され
ることになる。
【００５６】
　ステップＳ２で、ＵＥは、ＭＡＣリセットを遂行し、例えば、一例として３ＧＰＰ　Ｔ
Ｓ３６．３２１に規定されている様に、ＮＤＩ（新データ指示）をリセットしたり、ＨＡ
ＲＱバッファをフラッシュしたり、などする。リセットオプションのサブセットに限定す
ることも実施可能であり、例えば、ＨＡＲＱに関係のある動作だけがリセットされるとい
うようにしてもよい。ステップＳ３で、再構成が適用され、例えば、再構成メッセージで
提供される構成（例えば、ＴＴＩバンドリングを有効にする又は無効にする、など）を適
用し、移動性情報が含まれている場合にはサービングセルを新たに構成されたサービング
セルに変更し、関係付けられるＰＨＹ／ＭＡＣ構成を適用する。これは、３ＧＰＰ　ＴＳ
３６．３３１に記載されているｒａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔ
ｅｄメッセージで提供されている通りであってもよい。ステップＳ４で、ＵＥは目標セル
相手にランダムアクセスを実施する。これは、幾つかの実施形態ではソースセルと同じで
ある。他の実施形態では、この目標セルはソースセルとは異なっている。ステップＳ３及
びＳ４は、幾つかの実施形態では入れ換えられている。
【００５７】
　ステップＳ５で、ＵＥは、サービングセルの同期された再構成／目標セルへのハンドオ
ーバーを完了する。
【００５８】
　以上のステップの１つ又はそれ以上は、単一ステップとして遂行されていてもよいもの
と評価されたい。
【００５９】
　幾つかの実施形態では、再構成メッセージは、専用のプリアンブル有りのこともれば、
無しのこともある。
【００６０】
　ランダムアクセス手続きは、ＲＲＣ再構成が完了したことを指し示すメッセージのＵＬ
データによってトリガされるようになっていてもよい。このメッセージは、ＲＲＣＲｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＣｏｍｐｌｅｔｅメッセージとすることができる。
【００６１】
　ステップの１つ又はそれ以上は、１つ又はそれ以上のメモリと関連付けられている１つ
又はそれ以上のプロセッサの制御下に遂行されるようになっていてもよい。ステップは、
１つ又はそれ以上のコンピュータ命令が１つ又はそれ以上のプロセッサによって実行され
たことの結果であってもよい。
【００６２】
　実施形態は、セル内ハンドオーバー、一部のセル間ハンドオーバー、及び／又は一部の
再構成シナリオ、について使用することができる。
【００６３】
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　実施形態は、次の状況のうちの何れか１つで使用することができる。
【００６４】
　１．ｅＮＢが１つより多くのセルを提供しており、ＵＥがそれらのうちの１つからもう
１つへハンドオーバーされる。
【００６５】
　２．ＨｅｔＮｅｔシナリオは、ワイドエリア（マクロｅＮＢ）とローカルエリア（ミク
ロ／ピコ／ホーム又はフェムトｅＮＢ）の両方のアクセスポイントを有する異質ネットワ
ーク配備である。幾つかの実施形態では、ＵＥは、マクロｅＮＢのセルから関連付けられ
ているホーム／ミクロ／ピコｅＮＢのセルへ又はその逆にハンドオーバーされている。こ
れは一例に過ぎない。２つのセルは、マクロセルとピコセル、マクロセルとフェムトセル
、ピコセルとフェムトセル、ピコセルとピコセル、又はフェムトセルとフェムトセル、で
あってもよい。
【００６６】
　３．リキッドラジオでは、ハンドオーバーは異なった基地局の間である。とはいえ、基
地局リソースはプールされ共通に管理される。
【００６７】
　４．移動性無しの、例えば、物理層パラメータの変更無しの再構成。
【００６８】
　実施形態は、上述のＬＴＥ状況以外のシナリオで搬送波集約があるという状況で使用さ
れてもよい。代替的又は追加的に、実施形態は簡素化されたハンドオーバー手続きを使用
することのできる状況で使用されてもよい。幾つかの実施形態は、搬送波集約を使用しな
いシナリオで使用することができる。
【００６９】
　実施形態は、１つ又はそれ以上のプロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、専用回
路、又は以上のうちの２つ又はそれ以上から成る何らかの組合せ、の上を走る１つ又はそ
れ以上のコンピュータプログラムによって実施することができるものと評価されたい。幾
つかの実施形態は、１つ又はそれ以上のメモリを利用している。例えば、コンピュータプ
ログラムは、１つ又はそれ以上のメモリに記憶させたコンピュータ実行可能な命令を備え
ていてもよい。（単数又は複数の）コンピュータプログラムは、走らせると、１つ又はそ
れ以上のメモリに記憶されているデータを使用する。
【００７０】
　実施形態は特定のアーキテクチャに関係付けて説明されているが、同様の原理は、搬送
波集約が提供されていない他の通信システムに適用することもできることを指摘しておく
。例えば、アドホックネットワークの様に固定アクセスノードは何も提供されていないが
複数のユーザー機器を用いて通信システムが提供されているアプリケーションの場合がそ
うである。更に、上記原理は、送信を中継するのに中継ノードが採用されているネットワ
ークでも使用することができる。従って、以上には、一例として、特定の例示としてのワ
イヤレスネットワーク用アーキテクチャ、技術、及び標準に関連付けて特定の実施形態を
説明したが、実施形態はここに示され説明されている以外の何か他の適した形態の通信シ
ステムに適用することもできよう。異なった実施形態の様々な組合せが実施可能であるこ
とも指摘しておく。また、上記は本発明の例示としての実施形態を説明しているが、開示
されている解に対して本発明の精神及び範囲から逸脱することなく幾つかの変型及び修正
がなされ得ることも指摘しておく。
【符号の説明】
【００７１】
　　１、２、３　セル
　　Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３　搬送波
　　１０　システム
　　１１　局
　　１２　基地局
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　　１３　コントローラ
　　１５　ゲートウェイ
　　１８　データネットワーク
　　２０　通信デバイス
　　２２　キーパッド
　　２３　データ処理エンティティ
　　２４　メモリ
　　２５　ディスプレイ
　　２６　回路板又はチップセット
　　２７　送受信器装置
　　２８　信号
　　２９　タスク実行用の構成要素
　　３０　制御装置
　　３１　メモリ
　　３２、３３　データ処理ユニット
　　３４　入力／出力インターフェース

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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