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(57)【要約】
システムおよび方法は、一般に、無線通信ネットワーク
で動作しているノードの動作の周波数を動的に割り当て
／再割り当てするために使用されうるスペクトルアロケ
ータ（ＳＡ）の作成に関連して説明される。認可免除（
ＬＥ）帯域においてＬＴＥ動作を可能にするため、無線
リソース管理（ＲＲＭ）システムが、共存マネージャ、
ポリシーエンジン、および検知ツールボックスのような
、ＲＲＭに外部のモジュールと通信できるようにするイ
ンターフェイスを含むように増強される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可用性についてスペクトルを監視するために基地局で実施される方法であって、
　前記スペクトル内の候補チャネルのリストを管理エンティティから受信するステップと
、
　使用の候補に関する前記リスト内の前記候補チャネルの少なくとも１つを監視するステ
ップと
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　候補チャネルの前記リストを受信する前記ステップは、前記スペクトル内の前記候補チ
ャネルのその他の潜在的なユーザに関する共存情報を受信するステップをさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記監視に基づいて使用の前記リスト内の前記候補チャネルの少なくとも１つを選択す
るステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記監視するステップは、
　前記候補チャネルのうちＮ個を選択するステップであって、Ｎは候補チャネルの数と等
しいかまたはそれよりも小さい整数であるステップを備えることを特徴とする請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記基地局によって監視されている前記チャネルの前記識別を前記管理エンティティに
送信するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記Ｎ個の候補チャネルの少なくとも１つを監視するように送信／受信ユニット（ＷＴ
ＲＵ）を構成するためのメッセージを、前記基地局と通信する前記ＷＴＲＵに送信するス
テップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのその他のユーザによるチャネルの特定の使用の検出に応答して、候補
チャネル監視再選出手順を開始するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも１つのその他のユーザによるチャネルの特定の使用の検出に応答して、候補
チャネル監視再選出手順を開始するステップ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。
【請求項９】
　前記候補チャネル監視再選出手順は、更新済みチャネルリストを要求するメッセージを
前記管理エンティティに送信するステップを備えることを特徴とする請求項８に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記候補チャネル監視再選出手順は、前記特定の使用が検出されたチャネルを前記Ｎ個
のチャネルから除去するステップと、このチャネルを前記更新済みチャネルリストからの
別のチャネルと置き換えるステップとを備えることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　候補チャネルのステータス変更の通知を前記管理エンティティから受信するステップと
、
　ステータス変更の前記通知に応答して、候補チャネル監視再選出手順を開始するステッ
プとをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　候補チャネルのステータス変更の通知を前記管理エンティティから受信するステップと
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、
　ステータス変更の前記通知に応答して、候補チャネル監視再選出手順を開始するステッ
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。
【請求項１３】
　前記監視するステップは、
　前記管理エンティティと対話するステップと、
　１または複数の候補チャネルを前記基地局によって選択するステップと、
　前記基地局によって、周波数間測定を開始するように認知検知対応の無線送信／受信ユ
ニット（ＷＴＲＵ）を構成するステップとを備えることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記基地局によって前記認知検知対応のＷＴＲＵを構成する前記ステップは、ＲＲＣシ
グナリングを介して実行されることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＷＴＲＵからの検出イベントを、前記基地局から受信するステップをさらに備える
ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記検出イベントがセカンダリユーザによる前記チャネルの使用を指示することを特徴
とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記検出イベントがプライマリユーザによる前記チャネルの使用を指示することを特徴
とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記検出イベントはＲＲＣシグナリングを介して受信されることを特徴とする請求項１
５に記載の方法。
【請求項１９】
　トリガーイベントが満たされる場合、前記共存マネージャから更新情報を受信するステ
ップを備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記トリガーイベントが、別の基地局がチャネルを割り振ることであることを特徴とす
る請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記トリガーイベントが、しきい値を超えるチャネル使用であることを特徴とする請求
項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記トリガーイベントが、前記チャネルリスト内のチャネルのチャネルタイプの変更で
あることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記トリガーイベントが、前記チャネルリストへの候補チャネルの追加であることを特
徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　認可免除（Ｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｅｘｅｍｐｔ）スペクトル内のチャネルの基地局による
使用を割り振るために前記基地局内で実施される方法であって、
　前記スペクトル内の候補チャネルのリストを共存管理エンティティから受信するステッ
プと、
　使用の候補に関する前記リスト内の前記候補チャネルの少なくとも１つを監視するステ
ップと、
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）と通信するために前記候補チャネルの少なくとも
１つを使用するステップと、
　前記少なくとも１つのチャネルのステータスに変化が発生したときに検出するステップ
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と、
　前記少なくとも１つのチャネルのステータスの変化の検出に応答して、前記少なくとも
１つのチャネルが前記基地局による使用に引き続き使用可能であるかどうかを決定するス
テップと、
　前記少なくとも１つのチャネルが前記基地局による使用に使用可能ではないと決定され
る場合、別のチャネルに切替えるステップと
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２５】
　前記ステータス変更がプライマリユーザによる少なくとも１つのチャネルの使用を備え
る場合、前記チャネルを退避するステップをさらに備えることを特徴とする請求項２４に
記載の方法。
【請求項２６】
　前記ステータス変更が、前記少なくとも１つのチャネルがプライマリユーザに割り当て
られることを備える場合、プライマリユーザの監視を含むように前記少なくとも１つのチ
ャネルの監視を再構成するステップをさらに備えることを特徴とする請求項２４に記載の
方法。
【請求項２７】
　前記ステータス変更が、しきい値を超える前記基地局以外のセカンダリユーザによる前
記少なくとも１つのチャネルの使用を備える場合、前記チャネルを退避するステップをさ
らに備えることを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　基地局と少なくとも１つの無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）との間の通信を、認可
免除スペクトルの第１のチャネルから第２のチャネルへ切替えるための方法であって、
　通信が切替えられる前記第２のチャネルを識別するチャネル切替え要求を前記基地局に
おいて受信するステップと、
　チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥを含むＭＡＣ　ＰＤＵを前記基地局において作成するステ
ップであって、前記チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥは前記チャネル切替え要求に含まれる情
報を含むステップと、
　前記ＭＡＣ　ＰＤＵを前記基地局から前記少なくとも１つのＷＴＲＵに送信するステッ
プと、
　前記少なくとも１つのＷＴＲＵにおいて前記ＭＡＣ　ＰＤＵを受信するステップと、
　ＲＲＣ接続再構成メッセージを前記基地局から前記少なくとも１つのＷＴＲＵに送信す
るステップと、
　ＲＲＣメッセージングを使用して前記基地局と前記少なくとも１つのＷＴＲＵとの間の
通信を再構成するステップと
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２９】
　前記ＭＡＣ　ＣＥは、
　前記チャネル切替えを受けるキャリアを識別するキャリアインジケータフィールド（Ｃ
ＩＦ）と、
　前記第２のチャネルを識別するターゲットチャネル番号と、
　前記少なくとも１つのＷＴＲＵが前記第２のチャネルで送信することができる最大電力
を指定する最大電力フィールドと、
　前記チャネル切替えが生じるべきＳＦＮを含むフレームおよび／またはサブフレーム番
号と、
　前記第２のチャネルの物理セルＩＤを指示する新しいセルＩＤのうちの少なくとも１つ
を備えることを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　基地局と少なくとも１つの無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）との間の通信を、認可
免除スペクトルの第１のチャネルから第２のチャネルへ切替えるための方法であって、
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　通信が切替えられる前記第２のチャネルを識別するチャネル切替え要求を前記基地局に
おいて受信するステップと、
　前記基地局のＲＲＣレイヤが、前記第２のチャネルの電源オンをトリガーし、チャネル
切替えメッセージのＲＲＣ部分を作成して、情報を前記第２のチャネルに関連する前記基
地局のＭＡＣレイヤに送信するステップと、
　前記ＭＡＣレイヤが、前記チャネル切替えが発生する時間を決定し、前記チャネル切替
えが発生する時間の指示を含む前記チャネル切替えメッセージのＭＡＣ部分を作成するス
テップと、
　前記チャネル切替えをリソースブロックのセットに割当て、関連するチャネル切替えＤ
ＣＩフォーマットをＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨにマッピングして、前記ＤＣＩを前記少
なくとも１つのＷＴＲＵに送信するステップと、
　前記ＷＴＲＵのＭＡＣレイヤが、前記チャネル切替えメッセージの前記ＭＡＣセクショ
ンを読み取り、前記チャネル切替え時間の時点で前記指定されたパラメータの使用を開始
するステップと、
　前記ＷＴＲＵのＲＲＣレイヤが、前記チャネル切替えメッセージの前記ＭＡＣセクショ
ンを読み取り、それに従って前記第２のチャネルで測定が実行されるように再構成するス
テップと
を備えることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信技術に関する。
関連出願の相互参照
　本出願は、参照により全体として内容を本明細書において援用する、２０１１年１２月
２２日に出願された米国特許仮出願第６１／５７９，１４５号明細書の優先権を主張する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルユーザ数はさらに増大の一途をたどっているため、追加の認可帯域スペクトル
がそれらのモバイルユーザをサポートするために必要とされている。しかし、認可帯域ス
ペクトルは、容易に使用可能なものではなく、取得するには非常に高いコストがかかる場
合もある。したがって、テレビジョンホワイトスペース（ＴＶＷＳ：ｔｅｌｅｖｉｓｉｏ
ｎ　ｗｈｉｔｅ　ｓｐａｃｅ）、ＬＳＡ（Ｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｓｈａｒｅｄ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）帯域、ＩＳＭ帯域、認可免除またはその他の認可不要帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　
ｂａｎｄｓ）、およびその他の共有スペクトルのような新たに使用可能なスペクトルにお
いて、たとえば、Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）のような、セルラ
ー無線アクセス技術（ＲＡＴ：ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を配
備することが極めて望ましい。
【０００３】
　ＴＶＷＳまたは認可不要帯域において配備されたＲＡＴの動作は、協調性のない干渉ス
ペクトル使用を軽減するため、および固定の周波数二重動作を必要とすることなくアップ
リンク（ＵＬ）およびダウンリンク（ＤＬ）動作をサポートするために変更されてもよい
。たとえば、ＴＶＷＳにおける使用可能なチャネル間のスペーシングは、現在の位置およ
び付近のプライマリユーザによるＴＶＷＳの使用に応じて異なっていてもよい。さらに、
一部の地域では、使用可能なＴＶＷＳチャネルが１つしかなく、そのため単一のＴＶＷＳ
チャネルで動作して、ＵＬおよびＤＬリソースの両方を提供することが必要になるという
結果をもたらすこともある。加えて、認可免除（ＬＥ：ｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｅｘｅｍｐｔ
）帯域を介する動作は、（認可帯域を介する動作と比較して）それらのチャネルの低い信
頼性の影響を受けることもあり、高レベルの干渉、主要な占有者の到来、共存データベー
スの決定などに起因する所与のチャネルでの動作の頻繁な停止の影響を受けることもある
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。したがって、スペクトルを動的に監視および／または割り振るための方法、システム、
および装置が有益である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】ＴＳ　３６．３００，　ｖ１０．１．０，　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）　
ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）；　Ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉ
ｐｔｉｏｎ；　Ｓｔａｇｅ　２　ａｎｄ　Ｈａｒｒｉ　Ｈｏｌｍａ　＆　Ａｎｔｉｉ　Ｔ
ｏｓｋｅｌａ，　ＬＴＥ　ｆｏｒ　ＵＭＴＳ　－　ＯＦＤＭＡ　ａｎｄ　ＳＣ－ＦＤＭＡ
　Ｂａｓｅｄ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ，　Ｗｉｌｅｙ，　２００９
【非特許文献２】ＦＣＣ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　ａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ　ａｎｄ　
Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ，　ＦＣＣ　０８－２６０
，　Ｎｏｖ．　２００８
【非特許文献３】ＦＣＣ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ａｎ
ｄ　Ｏｒｄｅｒ，　ＦＣＣ　１０－１７４，　Ｓｅｐｔ．　２０１０
【発明の概要】
【０００５】
　１つの実施形態において、可用性についてスペクトルを監視するために基地局において
実施される方法は、スペクトル内の候補チャネルのリストを管理エンティティから受信す
るステップと、使用の候補に関するリスト内の候補チャネルの少なくとも１つを監視する
ステップとを含む。
【０００６】
　１つの実施形態において、スペクトル内の無線通信チャネルを割り振るためのシステム
は、スペクトル内の候補チャネルのリストを送信するように構成された共存マネージャと
、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）と、共存マネージャおよび無線送信／受信ユニッ
トと通信する基地局とを含み、基地局は、スペクトル内の候補チャネルのリストを管理エ
ンティティから受信して、基地局による使用の候補に関するリスト内の候補チャネルの少
なくとも１つを監視するように構成される。
【０００７】
　１つの実施形態において、認可免除（Ｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｅｘｅｍｐｔ）スペクトル内
のチャネルの基地局による使用を割り振るために基地局内で実施される方法は、スペクト
ル内の候補チャネルのリストを共存管理エンティティから受信するステップと、使用の候
補に関するリスト内の候補チャネルの少なくとも１つを監視するステップと、無線送信／
受信ユニット（ＷＴＲＵ）と通信するために候補チャネルの少なくとも１つを使用するス
テップと、少なくとも１つのチャネルのステータスに変化が発生したときに検出するステ
ップと、少なくとも１つのチのステータスの変化の検出に応答して、少なくとも１つのチ
ャネルが基地局による使用に引き続き使用可能であるかどうかを決定するステップと、少
なくとも１つのチャネルが基地局による使用に使用可能ではないと決定される場合、別の
チャネルに切替えるステップとを含む。
【０００８】
　１つの実施形態において、基地局と少なくとも１つの無線送信／受信ユニット（ＷＴＲ
Ｕ）との間の通信を、認可免除スペクトルの第１のチャネルから第２のチャネルへ切替え
るための方法は、通信が切替えられる第２のチャネルを識別するチャネル切替え要求を基
地局において受信するステップと、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥを含むＭＡＣ　ＰＤＵを
基地局において作成するステップであって、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥはチャネル切替
え要求に含まれる情報を含むステップと、ＭＡＣ　ＰＤＵを基地局から少なくとも１つの
ＷＴＲＵに送信するステップと、少なくとも１つのＷＴＲＵにおいてＭＡＣ　ＰＤＵを受
信するステップと、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（
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ＲＲＣ接続再構成）メッセージを基地局から少なくとも１つのＷＴＲＵに送信するステッ
プと、ＲＲＣメッセージングを使用して基地局と少なくとも１つのＷＴＲＵとの間の通信
を再構成するステップとを含む。
【０００９】
　１つの実施形態において、基地局と少なくとも１つの無線送信／受信ユニット（ＷＴＲ
Ｕ）との間の通信を、認可免除スペクトルの第１のチャネルから第２のチャネルへ切替え
るための方法は、通信が切替えられる第２のチャネルを識別するチャネル切替え要求を基
地局において受信するステップと、基地局のＲＲＣレイヤが、第２のチャネルの電源オン
をトリガーし、チャネル切替えメッセージのＲＲＣ部分を作成して、情報を第２のチャネ
ルに関連する基地局のＭＡＣレイヤに送信するステップと、ＭＡＣレイヤが、チャネル切
替えが発生する時間を決定し、チャネル切替えが発生する時間の指示を含むチャネル切替
えメッセージのＭＡＣ部分を作成するステップと、チャネル切替えをリソースブロックの
セットに割当て、関連するチャネル切替えＤＣＩフォーマットをＰＤＣＣＨおよびＰＤＳ
ＣＨにマッピングして、ＤＣＩを少なくとも１つのＷＴＲＵに送信するステップと、ＷＴ
ＲＵのＭＡＣレイヤが、チャネル切替えメッセージのＭＡＣセクションを読み取り、チャ
ネル切替え時間の時点で指定されたパラメータの使用を開始するステップと、ＷＴＲＵの
ＲＲＣレイヤが、チャネル切替えメッセージのＭＡＣセクションを読み取り、それに従っ
て第２のチャネルで測定が実行されるように再構成するステップとを含む。
【００１０】
　１つの実施形態において、スペクトル割当てのための方法は、基地局ノードのスペクト
ルアロケータにより、認可免除帯域内の無線通信ネットワークのノードの第１の動作周波
数を割り当てるステップと、トリガーイベントに応答して、スペクトルアロケータにより
、認可免除帯域内の第２の動作周波数にノードを再割り当てするステップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　さらに詳細な理解は、添付の図面と併せて例として示した以下の説明から得ることがで
きる。
【図１Ａ】１または複数の開示される実施形態が実施されうる例示的な通信システムのシ
ステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示される通信システム内で使用されう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に示される通信システム内で使用されうる例示的な無線アクセスネット
ワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図２】ＨｅＮＢを進化型パケットコア（ＥＰＣ：ｅｖｏｌｖｅｄ　ｐａｃｋｅｔ　ｃｏ
ｒｅ）に接続するためのＳ１インターフェイスのセットを有するＨｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ
（ＨｅＮＢ）の論理アーキテクチャを示す図である。
【図３】ＨｅＮＢ　ＧＷを配備されたＥ－ＵＴＲＡＮアーキテクチャを示す図である。
【図４】ＴＶ帯域スペクトル使用を示す図である。
【図５】基地局（ＢＳ）、集中共存マネージャ（ＣＭ：Ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ　Ｍａｎ
ａｇｅｒ）およびＷＴＲＵを備える例示的なシステムアーキテクチャを示す図である。
【図６】基地局ポリシーエンジンを示す図である。
【図７】１つの非限定的な実施形態によるスペクトル割当て初期化を示す図である。
【図８】スペクトルアロケータによる候補チャネル監視手順のセットアップの実施形態を
示す図である。
【図９Ａ】異なるトリガーを経由する候補チャネル監視手順の再構成を示す図である。
【図９Ｂ】異なるトリガーを経由する候補チャネル監視手順の再構成を示す図である。
【図１０】アクティブチャネル管理アルゴリズムの実施形態を示す図である。
【図１１】ＭＡＣ制御要素切替えを示す図である。
【図１２】チャネル－切替えＭＡＣ制御要素を示す図である。
【図１３】ＭＡＣレイヤ開始のチャネル変更に関与するイベントの例示的な論理フローを
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示す図である。
【図１４】チャネル切替えメッセージに続く例示的なアップリンク許可処理を示すタイミ
ング図である。
【図１５】チャネル切替えＤＣＩフォーマット、およびＰＤＳＣＨで割当てが指し示す関
連するチャネル切替えメッセージの例示的なフォーマットを示す図である。
【図１６】Ｌ１制御メッセージングを通じて使用可能にされるセル変更に関連するイベン
トの例示的なシーケンスを示す図である。
【図１７】認可免除キャリアインジケータフィールドを使用するクロスキャリアスケジュ
ーリングを示す図である。
【図１８】保留ＨＡＲＱ送信およびＡＣＫ／ＮＡＣＫに関してダウンリンク送信の移行期
間中のイベントの例示的なタイムラインを示す図である。
【図１９】セル検索エンジンを有するｅＮＢを示すブロック図である。
【図２０】ｅＮＢに使用可能にされたセル発見、セル監視、およびセル変更の例示的な手
順を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１Ａは、１または複数の開示される実施形態が実施されうる例示的な通信システム１
００を示す図である。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ようなコンテンツを、複数の無線ユーザに提供する多重アクセス
システムであってもよい。通信システム１００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含
むシステムリソースの共用を通じて、そのようなコンテンツにアクセス可能にできるよう
にすることができる。たとえば、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（ＯＦ
ＤＭＡ）、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）などのような、１または複数の
チャネルアクセス方法を採用することができる。
【００１３】
　図１Ａにおいて示されるように、通信システム１００は、無線送信／受信ユニット（Ｗ
ＴＲＵ）１０２ａ、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、およびその他のネットワーク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を
企図することが理解されるであろう。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ
は各々、無線環境において操作および／または通信するように構成された任意のタイプの
デバイスであってもよい。一例として、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２
ｄは、無線信号を送信および／または受信するように構成されてもよく、ユーザ機器（Ｕ
Ｅ）、移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャー、携帯電話、携帯情報端末（
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
線センサー、家庭用電化製品などを含むことができる。
【００１４】
　通信システム１００はまた、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含むこともできる
。基地局１１４ａ、１１４ｂは各々、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のような１または複数の通信ネットワークへのアクセ
スを容易にするため、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの少なく
とも１つと無線でインターフェイスをとるように構成された任意のタイプのデバイスであ
ってもよい。一例として、基地局１１４ａ、１１４ｂは、無線基地局装置（ＢＴＳ）、Ｎ
ｏｄｅ－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）、無線ルータなどであってもよい。基地局
１１４ａ、１１４ｂは各々単一の要素として示されるが、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
とが理解されよう。
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【００１５】
　基地局１１４ａはＲＡＮ１０４の一部であってもよく、ＲＡＮ１０４はまた、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）、リレーノードなどの
ような、その他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）を含むこともでき
る。基地局１１４ａおよび／または基地局１１４ｂは、セル（図示せず）と称されること
も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ても
よい。セルは、セルセクタにさらに分割されてもよい。たとえば、基地局１１４ａに関連
付けられているセルは、３つのセクタに分割されてもよい。したがって、１つの実施形態
において、基地局１１４ａは、３つの送受信機、すなわちセルのセクタごとに１つの送受
信機を含むことができる。もう１つの実施形態において、基地局１１４ａは、多入力多出
力（ＭＩＭＯ）技術を採用することができるので、セルの各セクタに対して複数の送受信
機を使用することができる。
【００１６】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインターフェイス１１６を介して、ＷＴＲＵ１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数と通信することができ、エアイ
ンターフェイス１１６は（たとえば、無線周波数（ＲＦ）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）
、紫外線（ＵＶ）、可視光線など）任意の適切な無線通信リンクであってもよい。エアイ
ンターフェイス１１６は、任意の適切な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して確立され
てもよい。
【００１７】
　さらに具体的には、前述のように、通信システム１００は、多元接続システムであって
もよく、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなどのような、１
または複数のチャネルアクセス方式を採用することができる。たとえば、ＲＡＮ１０４内
の基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ
ＣＤＭＡ（登録商標））を使用してエアインターフェイス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（ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅ
ｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Ｕ
ＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）のような無線技術を実施
することができる。ＷＣＤＭＡは、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）および／またはＥ
ｖｏｌｖｅｄ　ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）のような通信プロトコルを含むことができる。Ｈ
ＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）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。
【００１８】
　もう１つの実施形態において、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１
０２ｃは、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｄｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）を使用してエアインターフェイス１１６を確立すること
ができるＥｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ地上波無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ：Ｅｖｏｌｖｅｄ
　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）のような無線技術を
実施することができる。
【００１９】
　その他の実施形態において、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃは、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａ
ｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ））、ＣＤＭＡ
２０００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２００　ＥＶ－ＤＯ、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓ
ｔａｎｄａｒｄ　２０００（ＩＳ－２０００）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　９
５（ＩＳ－９５）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　８５６（ＩＳ－８５６）、Ｇｌ
ｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳ
Ｍ（登録商標））、Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ（ＥＤＧＥ）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）などのような無線技術を実
施することができる。
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【００２０】
　図１Ａの基地局１１４ａは、たとえば、無線ルータ、Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍ
ｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ、またはアクセスポイントであってもよく、事業所、家庭、車両、キ
ャンパスなどの場所のような、局在的な領域において無線接続を容易にするために任意の
適切なＲＡＴを使用することができる。１つの実施形態において、基地局１１４ｂおよび
ＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立す
るためにＩＥＥＥ８０２．１１のような無線技術を実施することができる。もう１つの実
施形態において、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、無線パーソナル
エリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立するためにＩＥＥＥ８０２．１５のような無線技
術を実施することができる。さらにもう１つの実施形態において、基地局１１４ｂおよび
ＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、セルラーベースのＲＡＴ（ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２００
０、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を使用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立
することができる。図１Ａにおいて示されるように、基地局１１４ｂは、インターネット
１１０に直接接続することができる。したがって、基地局１１４ｂが、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はなくてもよい。
【００２１】
　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１
０６は音声、データ、アプリケーション、および／またはボイスオーバーインターネット
プロトコル（ＶｏＩＰ：ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
サービスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数に提
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あってもよい。たとえば、コアネ
ットワーク１０６は、コール制御、課金サービス、モバイルロケーションベースのサービ
ス、プリペイドコール、インターネット接続、ビデオ配信などを提供すること、および／
またはユーザ認証のような高水準のセキュリティを実行することができる。図１Ａにおい
て示されていないが、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６が、ＲＡＮ１
０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用するその他のＲＡＮと直接または間接的に通
信できることが理解されよう。たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を使用している可能性の
あるＲＡＮ１０４に接続されていることに加えて、コアネットワーク１０６はまた、ＧＳ
Ｍ無線技術を採用する別のＲＡＮ（図示せず）と通信することもできる。
【００２２】
　コアネットワーク１０６はまた、ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／ま
たはその他のネットワーク１１２にアクセスするためのＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１
０２ｃ、１０２ｄのゲートウェイとしての役割を果たすこともできる。ＰＳＴＮ１０８は
、従来のアナログ電話回線サービス（ＰＯＴＳ）を提供する回線交換電話ネットワークを
含むことができる。インターネット１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコルス
イートの伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、お
よびインターネットプロトコル（ＩＰ）のような、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デバイス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、その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の通信ネットワークを含むことができる。たとえば、ネット
ワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用することができる
１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。
【００２３】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの一部また
は全部は、マルチモード機能を含むことができる、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃ、１０２ｄはさまざまな無線リンクを介してさまざまな無線ネットワークと
通信するための複数の送受信機を含むことができる。たとえば、図１Ａに示されるＷＴＲ
Ｕ１０２ｃは、セルラーベースの無線技術を採用することができる基地局１１４ａ、およ
びＩＥＥＥ８０２無線技術を採用することができる基地局１１４ｂと通信するように構成
されてもよい。
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【００２４】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２を示すシステム図である。図１Ｂにおいて示される
ように、ＷＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８、送受信機１２０、送信／受信要素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１
２８、非リムーバブルメモリ１３０、リムーバブルメモリ１３２、電源１３４、全地球測
位システム（ＧＰＳ）チップセット１３６、およびその他の周辺機器１３８を含むことが
できる。ＷＴＲＵ１０２が、前述の要素の任意の部分組合せを含むことができ、引き続き
実施形態に整合することが理解されよう。
【００２５】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、特殊用途プロセッサ、標準的なプロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連する１
または複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特殊用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任意
の他のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態機械などであってもよい。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
環境で操作できるようにする任意の他の機能を実行することができる。プロセッサ１１８
は、送信／受信要素１２２に結合されうる送受信機１２０に結合されてもよい。図１Ｂは
プロセッサ１１８および送受信機１２０を別個のコンポーネントとして示すが、プロセッ
サ１１８および送受信機１２０が電子パッケージまたはチップに一緒に統合されてもよい
ことが理解されよう。
【００２６】
　送信／受信要素１２２は、エアインターフェイス１１６を介して基地局（たとえば、基
地局１１４ａ）に信号を送信するか、または基地局から信号を受信するように構成されて
もよい。たとえば、１つの実施形態において、送信／受信要素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あってもよい。もう１つの実施形態
において、送信／受信要素１２２は、たとえば、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エミッタ／検出器であってもよい。さらにもう１
つの実施形態において、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号および光信号を送信および受
信するように構成されてもよい。送信／受信要素１２２は、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構成されてもよいことが理解されよう。
【００２７】
　加えて、図１Ｂにおいて、送信／受信要素１２２は単一の要素として示されるが、ＷＴ
ＲＵ１０２は任意の数の送信／受信要素１２２を含むことができる。さらに具体的には、
ＷＴＲＵ１０２は、ＭＩＭＯ技術を採用することができる。したがって、１つの実施形態
において、ＷＴＲＵ１０２は、エアインターフェイス１１６を介して無線信号を送信およ
び受信するために２またはそれ以上の送信／受信要素１２２（たとえば、複数のアンテナ
）を含むことができる。
【００２８】
　送受信機１２０は、送信／受信要素１２２によって送信されるべき信号を変調し、送信
／受信要素１２２によって受信される信号を復調するように構成されてもよい。前述のよ
うに、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を有することができる。したがって、送受信
機１２０は、ＷＴＲＵ１０２が、たとえばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１のような
複数のＲＡＴを介して通信できるようにするための複数の送受信機を含むことができる。
【００２９】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、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（たとえば、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）表示ユニット、または有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示ユニット）に結
合されてもよく、これらの機器からユーザ入力データを受信することができる。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。加えて、プ
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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１３
２のような、任意のタイプの適切なメモリから情報にアクセスし、適切なメモリにデータ
を格納することができる。非リムーバブルメモリ１３０は、ランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意のタイプのメモリ
ストレージデバイス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（ＳＩＭ）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。その他の実施形態において、プロセッサ１１８は、サーバ上、ま
たはホームコンピュータ（図示せず）上のような、ＷＴＲＵ１０２に物理的に位置してい
ないメモリから情報にアクセスし、そのようなメモリにデータを格納することができる。
【００３０】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受信することができ、ＷＴＲＵ１０２内の
その他のコンポーネントへの電力の配電および／または制御を行うように構成されてもよ
い。電源１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力を供給するための任意の適切なデバイスであっ
てもよい。たとえば、電源１３４は、１または複数の乾電池（たとえば、ニッケルカドミ
ウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（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。
【００３１】
　プロセッサ１１８はまた、ＧＰＳチップセット１３６に結合されてもよく、ＧＰＳチッ
プセット１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在の場所に関するロケーション情報（たとえば、
緯度および経度）を提供するように構成されてもよい。ＧＰＳチップセット１３６からの
情報に加えて、またはその情報の代わりに、ＷＴＲＵ１０２は、基地局（たとえば、基地
局１１４ａ、１１４ｂ）からエアインターフェイス１１６を介してロケーション情報を受
信すること、および／または２またはそれ以降の近隣の基地局から受信されている信号の
タイミングに基づいてその場所を決定することができる。ＷＴＲＵ１０２が、任意の適切
な場所決定の方法を用いてロケーション情報を取得することができ、引き続き実施形態に
整合することが理解されよう。
【００３２】
　プロセッサ１１８は、その他の周辺機器１３８にさらに結合されてもよく、周辺機器１
３８は、追加の特徴、機能、および／または有線もしくは無線接続を提供する１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。たとえば
、周辺機器１３８は、加速度計、ｅ－ｃｏｍｐａｓｓ、衛星送受信機、デジタルカメラ（
写真またはビデオ用）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、振動装置、テレビ
送受信機、ハンズフリーヘッドセット、ブルートゥース（登録商標）モジュール、周波数
変調（ＦＭ）無線装置、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、ビデオゲームプ
レイヤーモジュール、インターネットブラウザなどを含むことができる。
【００３３】
　図１Ｃは、実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６を示すシステム
図である。前述のように、ＲＡＮ１０４は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を採用して、エアイン
ターフェイス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と通信することもできる。
【００３４】
　ＲＡＮ１０４はｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含むことができるが、
引き続き実施形態に整合しながら、ＲＡＮ１０４は任意の数のｅＮｏｄｅーＢを含むこと
ができることが理解されよう。ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは各々、エ
アインターフェイス１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するた
めの１または複数の送受信機を含むことができる。１つの実施形態において、ｅＮｏｄｅ
－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはＭＩＭＯ技術を実施することができる。したがって
、たとえば、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａは、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２ａ
に無線信号を送信し、ＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信することができる。
【００３５】
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　ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは各々、特定のセル（図示せず）に関連
付けられてもよく、無線リソース管理の決定、ハンドオーバーの決定、アップリンクおよ
び／またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを処理するように構成さ
れてもよい。図１Ｃに示すように、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｘ
２インターフェイスを介して相互に通信することができる。
【００３６】
　図１Ｃに示されるコアネットワーク１０６は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）
１４２、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。前述の要素は各々、コアネットワーク１０６の
一部として示されているが、それらの要素のうちのいずれかが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／または運用されてもよいことが理解されよう
。
【００３７】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インターフェイスを介してＲＡＮ１０４内のｅＮｏｄｅ－Ｂ１４
０ａ、１４０ｂ、１４０ｃの各々に接続されてもよく、制御ノードとしての役割を果たす
ことができる。たとえば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユ
ーザを認証すること、ベアラのアクティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃの初期接続中に特定のサービングゲートウェイを選択することなどに責任
を負うことができる。ＭＭＥ１４２はまた、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭまたはＷＣＤＭＡの
ような他の無線技術を採用するその他のＲＡＮ（図示せず）とを切替えるための制御プレ
ーン機能を提供することもできる。
【００３８】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インターフェイスを介してＲＡＮ１０４内のｅ
Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃの各々に接続されてもよい。サービングゲー
トウェイ１４４は一般に、ユーザデータパケットを、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃとの間で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間ハンドオーバー中にユーザプレーンを固定すること、ダウンリ
ンクデータがＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに使用可能な場合にページングをト
リガーすること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストを管理して格納
することなどのようなその他の機能を実行することもできる。
【００３９】
　サービングゲートウェイ１４４はまた、ＰＤＮゲートウェイ１４６に接続されてもよく
、ＰＤＮゲートウェイ１４６は、インターネット１１０のようなパケット交換ネットワー
クへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応のデバイスとの間の通信を容易にすることができる。
【００４０】
　コアネットワーク１０６は、その他のネットワークとの通信を容易にすることができる
。たとえば、コアネットワーク１０６は、ＰＳＴＮ１０８のような回線交換ネットワーク
へのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃと従来の地上通信線通信デバイスとの間の通信を容易にすることがで
きる。たとえば、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イスとしての役割を果たすＩＰゲートウェイ（たとえば、ＩＰマル
チメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含むことができるか、またはＩＰゲートウ
ェイと通信することができる。加えて、コアネットワーク１０６は、その他のサービスプ
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
ことができるネットワーク１１２へのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
に提供することができる。
【００４１】
　本明細書において説明されるシステムおよび方法は、一般に、無線通信ネットワークで
動作しているノードの動作の周波数を動的に割り当て／再割り当てするために使用されう
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るスペクトルアロケータ（ＳＡ：Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ａｌｌｏｃａｔｏｒ）の作成に関連
する。例示的なシステムアーキテクチャ、ならびに認可および／または認可免除（ＬＥ）
帯域で動作している無線基地局ノードにおいてＳＡ機能を実施するために使用されうる例
示的な手順は、後段においてさらに詳細に説明される。
【００４２】
　チャネル可用性および／または品質の時間的な変動は、ネットワークノードの特別な追
加および／または除去によって発生する可能性がある。たとえば一方の基地局と、もう一
方のユーザ機器（ＵＥ）との間で通信が行われている周波数は、ネットワークトポロジー
の変化に適合するように動的に変更される必要があることがある。認可帯域の代わりに、
または認可帯域に加えて、認可免除（ＬＥ）帯域が使用される配備については、スペクト
ルを共有している可能性のあるプライマリユーザおよび／またはその他のセカンダリユー
ザと共存する必要がある。ローカライズされたチャネル可用性および／または品質の変化
に応答して基地局ノードの動作の周波数の動的な割り当て／再割り当てを容易にするため
、スペクトルアロケータ（ＳＡ）機能が基地局ノードにおいて使用されてもよい。
【００４３】
　後段においてさらに詳細に説明されるように、ＬＥ帯域においてＬＴＥ動作を可能にす
るため、無線リソース管理（ＲＲＭ：ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ）システムが、共存マネージャ（Ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ　Ｍａｎａｇｅｒ）、ポリ
シーエンジン（Ｐｏｌｉｃｙ　Ｅｎｇｉｎｅ）、および検出ツールボックス（Ｓｅｎｓｉ
ｎｇ　Ｔｏｏｌｂｏｘ）のような、ＲＲＭに外部のモジュールと通信できるようにするイ
ンターフェイスを含むように増強されてもよい。ＲＲＭの増強はまた、スペクトル割当て
機能の追加を含む。
【００４４】
　動的リソース割当てへのもう１つの手法では、エスケープチャネルの概念を使用し、複
数のＬＥ帯域が使用可能である環境においてＬＥ帯域が干渉軽減のために使用される。し
たがって、さらに後段において提供されるのは、集中共存マネージャ（ＣＭ）エンティテ
ィに必ずしも依存しないシステムおよび方法である。そのようなシステムにおいて、Ｈｅ
ＮＢは、ローカル検知／測定レポートと組み合わされたテレビジョンホワイトスペース（
ＴＶＷＳ）データベースのクエリに基づいてチャネル割当ての決定を行うことができる。
【００４５】
　また、後段においてさらに詳細に説明されるのは、候補チャネル監視手順であり、ここ
で基地局は共存マネージャと対話し、少なくとも１つの候補チャネルを選択して、チャネ
ル上のセカンダリユーザの使用またはプライマリユーザの使用を検出して決定するための
周波数間測定を開始するように認知－検知（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ－ｓｅｎｓｉｎｇ）対応
のＷＴＲＵを構成する。ＷＴＲＵは、新しいＲＲＣシグナリングを通じて、プライマリお
よびセカンダリの使用検出イベントを基地局にレポートする。
【００４６】
　また、後段においてさらに詳細に説明されるのは、認知検知、ならびにその他のＲＡＴ
ベースの測定を介して割り振られたチャネルの使用を監視するためのアクティブチャネル
監視手順である。手順は、アクティブなチャネルの可用性および品質を評価するためにＲ
ＡＴベースの測定レポートおよび検知を使用するアルゴリズムを含む。また、説明される
のは、ｅＮＢおよびＷＴＲＵにおけるチャネル変更、またはｅＮＢおよびＷＴＲＵにおけ
る測定および検知の再構成をトリガーすることができるイベントの例示的なセットである
。
【００４７】
　認可およびＬＥセルのキャリアアグリゲーションを採用するシステムの認可免除帯域に
おける高速でシームレスなチャネル切替えを可能にするための例示的な方法もまた、後段
において詳細に説明される。また、説明されるのは、所与のセルで動作するように構成さ
れた一部またはすべてのＷＴＲＵに通常信号伝達されるＭＡＣ（メディアアクセス制御：
Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）　ＣＥ（制御エンティティ：Ｃｏｎｔｒ
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ｏｌ　Ｅｎｔｉｔｙ）を使用する事前構成済みのセルへのセル切替えである。後段におい
て説明されるシステムおよび方法の態様は、測定がＷＴＲＵによって実行されないＷＴＲ
ＵおよびｅＮＢにおける事前構成済みのセルの開発であり、ｅＮＢが通常（共存の理由か
ら）事前構成済みのセルを介して動作しないことである。
【００４８】
　さらに、たとえば、１）グループベースのチャネル切替えＭＡＣ制御要素、２）Ｌ１制
御シグナリングベースのセル変更メカニズム、および３）セル変更を可能にするためのク
ロスキャリアスケジューリングの使用、のような、新しいＭＡＣ　ＣＥのシグナリングの
代替が説明される。
【００４９】
　図２は、ＨｅＮＢ２０１を進化型パケットコア（ＥＰＣ）２０３に接続するためのＳ１
インターフェイス２０５のセットを有するＨｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ（ＨｅＮＢ）２０１の
論理アーキテクチャを示す。図２に示される構成および認証エンティティは、ＨｅＮＢお
よびＨＮＢに共通であってもよい。Ｅ－ＵＴＲＡＮアーキテクチャは、Ｈｏｍｅ　ｅＮＢ
ゲートウェイ（ＨｅＮＢ　ＧＷ）２０７を配備して、ＨｅＮＢ２０１とＥＰＣ２０３との
間のＳ１インターフェイスが多数のＨｅＮＢをサポートするように拡大できるようにする
ことができる。ＨｅＮＢ　ＧＷ２０７は、Ｃ－Ｐｌａｎｅ、特にＳ１－ＭＭＥインターフ
ェイス２０５ａのコンセントレータとしての役割を果たす。（図２に示されるように）Ｈ
ｅＮＢ２０１からのＳ１－Ｕインターフェイス２０５ｂは、ＨｅＮＢ　ＧＷ２０７におい
て終端してもよいか、またはＨｅＮＢ２０１とＳ－ＧＷ（またはＳｅＧＷ）２０９との間
の直接論理Ｕ－Ｐｌａｎｅ接続であってもよい。Ｓ１インターフェイス２０５は、（１）
ＨｅＮＢ　ＧＷ２０７とコアネットワーク２０３の間、（２）ＨｅＮＢ２０１とＨｅＮＢ
　ＧＷ２０７の間、（３）ＨｅＮＢ２０１とコアネットワーク２０３の間、および（４）
ｅＮＢとコアネットワークの間、のインターフェイスとして定義される。
【００５０】
　ＨｅＮＢ　ＧＷ２０７は、ＭＭＥ２０８にとってＨｅＮＢとして現れる。ＨｅＮＢ　Ｇ
Ｗは、ＨｅＮＢ２０１にとってＭＭＥとして現れる。ＨｅＮＢ２０１とＥＰＣ２０３との
間のＳ１インターフェイス２０５は、ＨｅＮＢがＨｅＮＢ　ＧＷ２０７を介してＥＰＣに
接続されているかどうかにかかわらず同じである。ＨｅＮＢ　ＧＷ２０７は、ＨｅＮＢ　
ＧＷによりサービスを提供されるセルへのインバウンドおよびアウトバウンドのモビリテ
ィが必ずしもＭＭＥ間ハンドオーバーを必要としないような方法で、ＥＰＣ２０３に接続
することができる。１つのＨｅＮＢは、１つのセルのみにサービスを提供する。ＨｅＮＢ
によってサポートされる機能は、（ＮＮＳＦの可能性を除いて）ｅＮＢによってサポート
される機能と同じであってもよく、ＨｅＮＢとＥＰＣとの間で実行される手順は、ｅＮＢ
とＥＰＣとの間で実行される手順と同じであってもよい。図３は、ＨｅＮＢ　ＧＷを配備
されたＥ－ＵＴＲＡＮアーキテクチャを示す。
【００５１】
　無線リソース管理（ＲＲＭ）の主な役割は、使用可能な無線リソースの効率的な使用を
保証すること、およびＥ－ＵＴＲＡＮが接続されているユーザのＱｏＳ要件を満たすサー
ビスを提供できるようにするメカニズムを提供することである。主なＲＲＭ機能は、各々
が参照により全体として援用される出版物（たとえば、非特許文献１）に示される。
【００５２】
　ＴＶホワイトスペース（ＴＶＷＳ）
　アナログＴＶ帯域は、超短波（ＶＨＦ：Ｖｅｒｙ　Ｈｉｇｈ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）帯
域、および極超短波（ＵＨＦ：Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）帯域を含む
。ＶＨＦは、５４ＭＨｚから８８ＭＨｚ（７２ＭＨｚから７６ＭＨｚを除く）で動作する
低ＶＨＦ帯域、および１７４ＭＨｚから２１６ＭＨｚで動作する高ＶＨＦ帯域から成る。
ＵＨＦ帯域は、４７０ＭＨｚから６９８ＭＨｚで動作する低ＵＨＦ帯域、および６９８Ｍ
Ｈｚから８０６ＭＨｚで動作する高ＵＨＦ帯域から成る。
【００５３】



(16) JP 2015-506604 A 2015.3.2

10

20

30

40

50

　ＴＶ帯域内では、各ＴＶチャネルは６ＭＨｚの帯域幅を有する。チャネル２から６は低
ＶＨＦ帯域にあり、チャネル７から１３は高ＶＨＦ帯域にあり、チャネル１４～５１は低
ＵＨＦ帯域にあり、チャネル５２から６９は高ＵＨＦ帯域にある。
【００５４】
　米国において、米国連邦通信委員会（ＦＣＣ：Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）は、アナログＴＶ放送をデジタルＴＶ放送に置き換え
る最終期限として２００９年６月１２日を設定した。デジタルＴＶチャネル定義は、アナ
ログＴＶチャネルと同じである。デジタルＴＶ帯域は、アナログＴＶチャネル２から５１
（３７を除く）を使用し、一方アナログＴＶチャネル５２から６９は、新しい非ブロード
キャストのユーザに使用されることになる。
【００５５】
　ブロードキャストサービスに割り振られているがローカルには使用されない周波数は、
ホワイトスペース（ＷＳ）と称される。ＴＶＷＳは、ＴＶチャネル２から５１（３７を除
く）を示す。ＴＶ信号に加えて、ＴＶ帯域で送信されるその他の認可信号がある。参照に
より組み入れられている文献（非特許文献２）は、ＴＶ帯域で送信されるその他の認可信
号に関する追加の詳細を含む。図４は、ＴＶ帯域スペクトルのＬＥ使用割当てを示す図で
ある。特に、チャネル３７は、電波天文学および無線医用テレメトリサービス（ＷＭＴＳ
：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｌｅｍｅｔｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）用に確保
されており、後者は７から４６の任意の空ＴＶチャネルで動作することができる。Ｐｒｉ
ｖａｔｅ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＰＬＭＲＳ）では、特
定の大都市圏においてチャネル１４から２０を使用することができる。リモート制御デバ
イスは、チャネル３７を除いて、チャネル４より上の任意のチャネルを使用することがで
きる。ＦＭチャネル２００の始動周波数は８７．９ＭＨｚであり、ＴＶチャネル６と部分
的に重複している。無線マイクロフォンは、２００ｋＨｚの帯域幅で、チャネル２から５
１を使用することができる。ＦＣＣルールによれば、無線マイクロフォンの使用は、２つ
の事前規定済みのチャネルに制限されているので、その他のチャネルでの動作には予備登
録が必要である。このＦＣＣルールに関する追加の詳細は、参照により本明細書に組み込
まれている非特許文献３に見出されうる。
【００５６】
　さらに、ＦＣＣでは、認可免除の無線送信に対して生じる干渉が最小限である限り、認
可不要の無線送信機が、チャネル３、４、および３７を除くＴＶＷＳで動作することを許
容している。したがって、認可不要無線送信機の動作は、いくつかの制約を満たす必要が
ある。
【００５７】
　固定ＴＶＢＤ（Ｆｉｘｅｄ　ＴＶＢＤ）、モードＩポータブル（またはパーソナル）Ｔ
ＶＢＤ（Ｍｏｄｅ　Ｉ　ｐｏｒｔａｂｌｅ（またはｐｅｒｓｏｎａｌ）ＴＶＢＤ）、およ
びモードＩＩポータブル（またはパーソナル）ＴＶＢＤ（Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ｐｏｒｔａｂ
ｌｅ（またはｐｅｒｓｏｎａｌ）ＴＶＢＤ）という、３種類の認可不要ＴＶ帯域デバイス
（ＴＶＢＤ）がある。固定ＴＶＢＤおよびモードＩＩポータブルＴＶＢＤはいずれも、地
理的位置／データベースアクセス機能を有する必要があり、ＴＶ帯域データベースに登録
する必要がある。ＴＶ帯域データベースへのアクセスにより、ＴＶＢＤは、ＴＶ帯域で送
信されるデジタルＴＶ信号および認可信号との干渉を回避するために、許容されるＴＶチ
ャネルにクエリを行うことができる。スペクトル検出は、デジタルＴＶ信号および認可信
号にごくわずかな干渉しか生じないことを保証するためのＴＶＢＤの追加の特徴とみなさ
れる。さらに、検知のみのＴＶＢＤは、そのＴＶ帯域データベースへのアクセスが限定さ
れる場合に、ＴＶＷＳで動作することを許容される。
【００５８】
　固定ＴＶＢＤは、チャネル３、４、および３７を除く、チャネル２から５１で動作する
ことができるが、ＴＶサービスによって使用されるチャネルと同じまたは最初の隣接チャ
ネルでは動作することができない。固定ＴＶＢＤの最大送信電力は、１Ｗであり、高くと
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も６ｄＢｉのアンテナゲインを伴う。したがって、最大実効等方向放射電力（ＥＩＲＰ：
Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　Ｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｒａｄｉａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）は４Ｗであ
る。ポータブルＴＶＢＤは、チャネル３７を除く、チャネル２１から５１で動作すること
ができるが、ＴＶサービスによって使用されるチャネルと同じチャネルでは動作すること
ができない。ポータブルＴＶＢＤの最大送信電力は、ＴＶサービスによって使用されるチ
ャネルとの最初の隣接チャネル上である場合、１００ｍＷまたは４０ｍＷである。さらに
、ＴＶＢＤデバイスは検知のみのデバイスであるため、その送信電力は５０ｍＷを超える
ことはできない。すべてのＴＶＢＤは、厳密な帯域外放射要件を有する。固定ＴＶＢＤの
アンテナ（屋外）高さは、３０メートル未満でなければならないが、ポータブルＴＶＢＤ
のアンテナ高さには制限はない。
【００５９】
　動作の周波数および基地局ノードの位置の慎重な選択は、無線通信ネットワークを配備
する際に重要である。多くの場合、セル間干渉の影響を最小化しながら、十分なカバレッ
ジおよび容量を提供する最適な構成を決定するために、広範にわたるネットワークプラニ
ングが必要とされる。決定されると、ＢＳは、固定の周波数割当てを使用して固定された
位置において動作する。ＬＴＥおよびＨＳＰＡを使用するセルラー基地局は、固定の周波
数割当てを介して動作し、それらの動作周波数を動的に変更することはない。
【００６０】
　ＴＶＷＳのような認可免除（ＬＥ）帯域を使用するネットワークの場合、セカンダリユ
ーザがプライマリユーザおよび／またはその他のセカンダリユーザと共存する必要がある
。ＴＶＷＳまたは認可免除セルラーシステムは、セカンダリユーザからの干渉に対応する
ため、またはプライマリユーザの存在下で直ちに退避するために、極めて周波数に機敏で
ある必要がある。時間によって異なる可能性のある、セカンダリユーザの存在はまた、チ
ャネル可用性および／または品質の一時的な変動をもたらすことになる。したがって、そ
のような配備に使用可能なスペクトルの最適な使用（または少なくともほぼ最適な使用）
を容易にするため、局所的なチャネル可用性および／または品質の変化に応答して基地局
ノードの動作の周波数を動的に割り当て／再割り当てすることができる堅固なメカニズム
が望ましい。
【００６１】
　後段においてさらに詳細に説明されるのは、基地局が、ＴＶＷＳのような認可免除のス
ペクトルにおいてセルを動的に割当て、再構成するためのシステムおよび方法である。シ
ステムおよび方法は、たとえば、候補チャネルの監視、アクティブなチャネルの監視、お
よびシームレスなチャネル変更を含む。候補チャネルの監視に関して、この技法は、基地
局の初期化時、および再構成をトリガーする特定のイベント後に生じることができ、ここ
で基地局は共存マネージャに登録して、特定のＬＥ帯域に関連するチャネルリストおよび
使用情報を共存マネージャから取り出す。受信した情報およびオペレータポリシーに基づ
いて、基地局は、候補チャネル監視手順（後段においてさらに詳細に説明される）を開始
する。要約すると、基地局が共存マネージャと対話する候補チャネル監視手順は、候補チ
ャネルを選択して、セカンダリユーザの使用および／またはプライマリユーザの使用を検
出して決定するための周波数間測定を開始するように認知－検知対応のＷＴＲＵを構成す
る。ＷＴＲＵは、新しいＲＲＣシグナリングを通じて、プライマリおよびセカンダリの使
用検出イベントを基地局にレポートする。この手順は、測定／検知構成を監視されるチャ
ネルタイプ（複数可）に適合させるさまざまなアルゴリズムの定義を含み、候補チャネル
のランク付けおよび選択に使用されてもよい。また、後段において説明されるのは、共存
マネージャから受信される測定イベントまたは新しいチャネル使用情報に基づいて候補チ
ャネル監視を再構成するための手順である。
【００６２】
　アクティブチャネル監視手順は、認知検知、ならびにその他のＲＡＴベースの測定を介
して割り振られたチャネルの使用を監視するために使用されてもよい。アクティブチャネ
ル監視は、所与のチャネルでの動作が続行されるべきかどうかを決定するために使用され
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てもよい。手順は、アクティブなチャネルの可用性および品質を評価するために検知およ
びＲＡＴベースの測定レポートを使用するさまざまなアルゴリズムの定義を含む。ｅＮＢ
およびＷＴＲＵにおけるチャネル変更、またはｅＮＢおよびＷＴＲＵにおける測定および
検知の再構成をトリガーすることができる例示的なイベントもまた、後段において示され
る。
【００６３】
　シームレスなチャネル変更の方法は、認可およびＬＥセルのキャリアアグリゲーション
を採用するシステムの認可免除帯域における高速でシームレスなチャネル切替えを可能に
する。これらの解決策は、ＬＴＥ－Ａのコンテキストで本明細書において説明されるが、
これらはまた、認可免除帯域または認可共用アクセス環境、または実際に、スペクトルが
さまざまなオペレータにより共用されうる任意のネットワークにおけるＤＣ－ＨＳＰＡ動
作のような、その他の無線技術にも適用可能である。新しいＭＡＣ　ＣＥを使用するシー
ムレスなチャネル変更は、所与のセルで動作するように構成されたすべてのＷＴＲＵに対
し、セルが新しいチャネルで、または言い換えれば、新しい動作周波数で近い将来動作を
開始することを指示する。セルのすべての他のパラメータには変更はない。セルでの動作
の中断は最小にとどめられる、つまりＷＴＲＵは、ＭＡＣをリセットすることも、切替え
時間でそのＨＡＲＱバッファをフラッシュすることもない。ｅＮＢは、その所与のセルで
動作するすべてのＷＴＲＵに、所与の時間に新しい周波数に移行するように命令すること
ができる。ｅＮＢは、以前の動作周波数での送信を停止する必要がある。このシームレス
はチャネル変更を通じて、ｅＮＢはまた、その所与のセルで動作するすべてのＷＴＲＵに
、新しい周波数で測定および検知を再構成するように命令することができる。
【００６４】
　一部の実施形態において、ＭＡＣ　ＣＥを使用する事前構成済みのセルへのセル切替え
は、通常、一部または全部のＷＴＲＵに信号伝達される。１つの態様は、ＷＴＲＵ、およ
びＷＴＲＵによって測定が実行されないｅＮＢにおける事前構成済みのセルの開発である
。もう１つの態様は、ｅＮＢが通常、（共存の理由で）事前構成済みのセルを介して動作
しないことである。構成済みであるが非アクティブ化されたセルの場合と比較すると、事
前構成済みのセルの存在は、ＰＨＹレイヤに透過的である。そのようなものとして、事前
構成済みのセルは、ＤＣＩフォーマットのキャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ）に
よって定義されるようなチャネルセットの一部ではない。したがって、事前構成済みのセ
ルは、また、ＲＲＣレイヤにおいて固有のＣｅｌｌＩｎｄｅｘを割り当てられていない。
新しいＭＡＣ　ＣＥに対するその他のシグナリングの代替は、たとえば、１）グループベ
ースのチャネル切替えＭＡＣ制御要素、２）Ｌ１制御シグナリングベースのセル変更メカ
ニズム、および３）セル変更を可能にするためのクロスキャリアスケジューリングの使用
、を含むことができる。
【００６５】
　図５は、基地局（ＢＳ）５０１、集中共存マネージャ（ＣＭ）５０３、およびＷＴＲＵ
５０５を備える例示的なシステムアーキテクチャを示す。共存管理システムは、ＢＳ５０
１にチャネルリストおよび使用情報ならびにオペレータポリシー（信号トレース５０７に
よって集合的に表される）を提供するが、スペクトル割当ての決定を行うことはないので
、情報ベースである。
【００６６】
　各ＢＳは、ＣＭ５０３およびローカル測定によって提供される情報５０７に基づいてス
ペクトル割当ての決定を行うことに責任を負う、スペクトルアロケータ（ＳＡ）５０９を
含む。（信号トレース５１１によって表される）割当ての決定はＳＡ５０９によって行わ
れ、（信号トレース５１３によって表される）使用状況メトリクスはＣＭへのフィードバ
ックとして提供されて、最新の使用状況情報がＣＭ５０３によって保持され、ネットワー
ク内のその他のＢＳと共用されうるようになっている。ＣＭ５０３は、たとえばＢＳ５１
７、５１９など他のＢＳによってＣＭ５０３に提供される割当ての決定および／またはそ
の他の情報の変更に応答して、提供されている情報への更新をＢＳ５０１に事前対処的に
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提供する能力を、オプションで含むことができる。
【００６７】
　ＢＳ５０１の制御の下で動作しているＷＴＲＵ（たとえば、ＷＴＲＵ５０５）は、他の
ユーザによる二次使用を監視および／またはプライマリユーザの到着を検出するために実
行される新しい測定および新しい周波数間測定で構成される（そのような構成命令は信号
トレース５２１によって表される）。ＷＴＲＵ５０５は、そのようなローカル測定を、候
補チャネル認知検知レポート５２５でＢＳ５０１に返す。ＷＴＲＵはまた、スペクトルア
ロケータの決定に基づいて１つの動作周波数から別の動作周波数に切替える命令を受信す
ることができる（そのような命令は信号トレース５２３によって表され、後段においてさ
らに詳細に説明される）。
【００６８】
　以下に示すのは、ＣＭが更新情報５０７を１または複数のＢＳに提供する結果をもたら
しうる例示的なトリガーの非限定的なリストである。
・隣接するＢＳ、たとえば５１７または５１９は、ＢＳ５０１に送信された元のチャネル
リストに一覧されたチャネルを割り振る、
・元のチャネルリストに提供されている１または複数のチャネルのチャネル使用率は、所
与のしきい値を超える、
・元のリストに提供されている１または複数のチャネルのチャネルタイプは変化している
、たとえばチャネルタイプは使用可能からＰＵ割り当て済みに変化した、および／または
・元のリストで提供されなかったチャネルは、ＢＳに使用される潜在的な候補チャネルと
なる、たとえば、チャネルタイプがＰＵ割り当て済みから使用可能に変化し、チャネルは
隣接するＢＳによって割当て解除される、など。
【００６９】
　図５に示されるポリシーベースの制約５１５は、ＢＳポリシーエンジンによって生成さ
れてもよい（図６）。図６に示される本発明の１つの実施形態において、ＢＳポリシーエ
ンジン６０１は、ＣＭ５０３によって提供されるオペレータポリシー５０７をローカライ
ズされたポリシー６０３（たとえば、ＢＳにおいてメモリに格納されている）と結合して
、ＳＡ５０９の制約を生成する。ローカライズされたポリシーは、ＳＡの振る舞いが、チ
ャネルがユーザの要件と一致する方法で割り振られるように微調整されるようにすること
ができる。ポリシーベースの制約は、オプションで、たとえば電力制御、アドミッション
制御などその他のＢＳ機能の振る舞いを制御するために生成されてもよい。
動的スペクトル割当て
【００７０】
　以下のセクションでは、ＴＶＷＳチャネルでのＬＴＥ動作を可能にするために使用され
うるＳＡ手順の実施形態を説明する。初期化において、ＳＡは、認知検知による継続的な
候補チャネル監視を開始する。候補チャネル監視は、さまざまなイベントに応答して再構
成されてもよい。
【００７１】
　追加の帯域幅が必要とされる場合、ＳＡチャネル割当て手順がトリガーされる。割り振
られるチャネル（複数可）がアクティブ化される場合、アクティブチャネル（複数可）監
視手順は、認知検知およびＬＴＥベースの測定で構成される。システムにおいて発生する
さまざまなイベントは、アクティブチャネル監視の再構成をトリガーすることができる。
チャネルがもはや必要なくなった場合、チャネルは解放されてもよく、関連する検知およ
び測定は停止されてもよい。
候補チャネル監視
【００７２】
　候補チャネル監視手順は、ＢＳ（たとえば、ｅＮＢ）によって使用されうるチャネルを
最適に選択するために使用されてもよい。この手順は、動作のチャネル（複数可）を選択
するためにＢＳの初期化時点で実行されてもよい。あるいは、この手順は、動作にさらに
最適なチャネルを選択するため、または追加のチャネルの割当てをサポートして容量を増
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大するために、定期的に実行されるか、またはイベント（たとえば、チャネル品質低下、
輻輳など）に応答して実行されてもよい。
【００７３】
　候補チャネル監視手順は一般に、ＣＭ５０３からの入力およびＷＴＲＵ５０５による認
知検知に依存して、使用のために割り振られうるチャネルを継続的に確認する。チャネル
リスト５０７は、動作のために使用されうる潜在的なチャネルの有限数をｅＮＢに提供す
る。各チャネルに提供される情報は、チャネルタイプ／カテゴリパラメータを含むことが
できる。さまざまなタイプの検知の方法が、さまざまなチャネルタイプに対して実行され
てもよい。ＴＶＷＳドメインに定義されている例示的なチャネルタイプおよび関連する検
知要件の非限定的な例は、以下に説明される。
・二次認可のタイプのチャネルについては、特にチャネルが所与の時間に単一のｅＮＢに
よって使用される場合、ｅＮＢ（および／またはＷＴＲＵ）はこれを検知する必要はない
。
・使用可能なタイプのチャネルについては、多くのセカンダリユーザが、同じ地理的位置
において同じ時間にこれにアクセスすることができる。このチャネルタイプの場合、ｅＮ
Ｂ（および／またはＷＴＲＵ）は、セカンダリユーザ（ＳＵ）の検知を実行すべきである
。ＳＵ検知は、その他のセカンダリユーザのチャネル使用を評価すべきであり、さまざま
なセカンダリユーザのＲＦ信号特性を識別するために特徴検出をオプションで実行するこ
とができる（この情報は共存の目的で使用されてもよい）。
・プライマリユーザ（ＰＵ）割り当て済みのタイプのチャネルについては、ｅＮＢ（およ
び／またはＷＴＲＵ）は、ＰＵがｅＮＢ（および／またはＷＴＲＵ）において検出されな
い限りこれを使用することが許容される。したがって、ｅＮＢ（および／またはＷＴＲＵ
）は、ＰＵ検出のための検知を実行すべきである。さらに、その他のセカンダリユーザも
またこのチャネルを使用することがあるので、ｅＮＢ（および／またはＷＴＲＵ）もまた
ＳＵ検知を実行すべきである。
【００７４】
　ＳＡがＰＵ割り当て済みのチャネルタイプを割り振る場合、ｅＮＢはその使用を開始で
きることに留意されたい。しかし、これが割り当てられるのは、ＰＵ検知機能を有するＷ
ＴＲＵのみとなる。オプションで、これは、ＰＵ検知機能を備えていないＷＴＲＵに対し
て割り当てられうるが、ダウンリンクのみの使用に限定される。
【００７５】
　ＳＵおよびＰＵ検知は、さまざまな手法に従って指定されてもよい。本発明のさまざま
な実施形態を表すさまざまな手法のリストは、後段において説明される。
【００７６】
　１つの実施形態において、検知は、ｅＮＢおよび認知検知機能を有するすべてのＷＴＲ
Ｕ（または位置代表である固有のＷＴＲＵ）において実行される。この手法は、ｅＮＢ位
置のみならずＷＴＲＵの位置においてもチャネルを使用する前にＰＵの不在および低いＳ
Ｕの存在（ＳＵによる低い干渉）を確実にすることにより大きなセルのシナリオにおいて
有利となりうる。
【００７７】
　もう１つの実施形態において、ｅＮＢは、サービスを提供するデバイスの代表位置であ
るとみなされる。したがって、ＰＵおよびＳＵの検知は、ｅＮＢにおいてのみ適用される
。一方、この手法は、ＷＴＲＵにおける消費電力の増大をまねくことはないが、しかし小
さいセルサイズのシナリオにのみ使用するように確保されるのが最善であってもよい。
【００７８】
　さらにもう１つの実施形態において、ＰＵおよびＳＵの検知は、割り振られて使用され
る前に監視されるべき候補チャネルについてｅＮＢにおいてのみ実行される。しかし、チ
ャネル／補足のセルが割り振られて使用される（アクティブ化される）と、ｅＮＢに加え
て、このチャネルを使用しているＷＴＲＵもまたＰＵおよびＳＵの検知を実行する。特に
、アップリンク使用について、ＢＳは、ＰＵ検知機能を有するＷＴＲＵへのＰＵ割り当て
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のチャネルのみをスケジュールする。
【００７９】
　オプションで、チャネルは、ＰＵ検知機能を備えていないＷＴＲＵに対して割り当てら
れうるが、ダウンリンクのみの使用に限定される。補足セルがアクティブ状態である場合
、ＬＴＥベースの測定も実行されることに留意されたい。この手法は、セルサイズに関し
てスケーラビリティの利点をもたらす。消費電力に関して、この手法は、候補チャネルを
監視するためにＷＴＲＵにおいて消費電力を増大させることがないという利点を有するが
、補足セルがアクティブ状態であり、アップリンクチャネルの端末デバイスによって使用
されている場合には、その限りではない。オプションで、ＷＴＲＵにおける検知は、（同
じ地理的位置のＷＴＲＵにおける条件がＷＴＲＵの１つにおける条件によって十分に表さ
れると想定して）位置代表としての役割を果たすことができる固有のＷＴＲＵによっての
み検知を実行することにより最適化されうる。したがって、共通の地理的位置からのＷＴ
ＲＵは、消費電力負荷を共用するために検知ロールで交代することができる。
【００８０】
　図７は、１つの非限定的な実施形態によるスペクトル割当て初期化を示す。ｅＮＢがＴ
ＶＷＳチャネルで動作する場合、ｅＮＢはＴＶＷＳデータベースに登録する必要がある。
ｅＮＢ５０１は、ＣＭ５０３を介してその登録を実行する。
【００８１】
　ｅＮＢスタートアップ時または動作中に、ＲＲＭ管理および制御機能７０１は、ＣＭ５
０３へのＴＶＷＳ動作構成の要求を開始する。この要求は、ｅＮＢ　ＤＳＭ　Ｃｏｎｆｉ
ｇ．ＲＥＱメッセージ７０３によって表されるが、これはｅＮＢがバックグラウンド候補
チャネル監視手順を使用可能にしたかどうかを指示するための動作モードパラメータを含
むことができる。ｅＮＢ　ＤＳＭ　Ｃｏｎｆｉｇ．ＲＥＱメッセージ７０３を受信すると
、ＣＭ５０３は、ｅＮＢとＴＶＷＳデータベースとの間のエンドツーエンドのデバイス登
録をトリガーする（図７には図示せず）。
【００８２】
　一部の実施形態において、ＣＭはオプションで、候補チャネルのランク付けリスト、共
存ルール、および／または使用情報を、そのような情報を処理することができる場合、つ
まり後段において説明される候補チャネル監視手順をサポートする場合に、ｅＮＢに送信
することができる（メッセージ７０５）。
【００８３】
　ｅＮＢ内のエンティティとＣＭとの対話は、以下の事項を含むことができる。第１に、
ＣＭはオペレータポリシーをｅＮＢポリシーエンジンに送信する。これは、７０５および
７０７において示されているように、ＲＲＭ管理および制御機能を通じて行われてもよい
。７１０において示されるように、ｅＮＢポリシーエンジン７０９は、オペレータポリシ
ーをｅＮＢローカライズポリシーと結合して、（メッセージ７１２によって表されるよう
に）チャネルを選択／割り振るときに使用するようにスペクトル割当てエンティティ（Ｓ
Ａ）７１１に制約を発行する。次いで、ＳＡ７１１は、７１４において示されるように、
それに応じて構成される。一方、一部の実施形態において、ＳＡとのすべての通信は、Ｒ
ＲＭ管理および制御機能を通過する。
【００８４】
　動作中、ポリシーは、（オペレータポリシーの場合）ＣＭ５０３において、（ローカラ
イズポリシーの場合）ｅＮＢ５０１において変更することができる。ＳＡ７１１は、たと
えば候補チャネルの監視、チャネル割当て、アクティブチャネルの監視など、ＳＡ手順の
実行によって生じうる将来のＳＡの決定を行う場合に適用されうるように、それらのポリ
シーの変更をオプションで通知されてもよい。
【００８５】
　７１６およびメッセージ７１８で示されるように、ＣＭ５０３は、（バックグラウンド
候補チャネル監視が使用可能である場合）共存ルールおよび情報と共にチャネルのランク
付けリストを、ｅＮＢ５０１に送信することができる。メッセージ７２０によって示され
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るように、このチャネルリストを受信すると、ＲＲＭ管理および制御機能７０１は、バッ
クグラウンド候補チャネル監視を開始するようにＳＡ７１１を構成して、ＳＡ７１１は、
７２２において示されるように、候補チャネル監視を開始する。
【００８６】
　一部の実施形態において、ＲＲＭ管理および制御機能７０１は、たとえばネットワーク
輻輳の検出など、ｅＮＢ動作中に発生するイベントに応答して、候補チャネル監視に対す
るＳＡ７１１の構成をトリガーする。
【００８７】
　図８は、ＳＡによる候補チャネル監視手順のセットアップの詳細を示す（図７の７２２
に概ね対応する）。図７に関連して上記で説明されるように、ＳＡ７１１は、ポリシー（
図７からのメッセージ７１２、コンテキストおよび明確にするため図８で複製されている
）およびランク付きチャネルリストおよび共存情報を伴うＲＲＭ管理および制御機能から
の要求（図７からのメッセージ７２０、コンテキストおよび明確にするため図８で複製さ
れている）の両方を受信した後に候補チャネル監視をセットアップするための手順の実行
を開始する。次いで、図８の８０１において示されるように、ＳＡ７１１は、ポリシーお
よび共存情報を適用して、前述のステップ７２０においてＲＲＭ管理および制御機能から
受信したチャネルリストからＮ個のチャネルを選出する、ただしＮはシステムパラメータ
であって検知プロセッサの能力によって異なり、Ｎはリスト内のチャネルの数と等しいか
またはその数よりも小さい整数である。
【００８８】
　１つの実施形態において、選出アルゴリズムは、二次認可のチャネルタイプのチャネル
を最初に、次いで、使用可能なチャネルタイプ（その使用が容認可能であると仮定して）
のチャネル、次いでＰＵ割り当てのチャネルタイプのチャネル、というように優先順位付
けする。選出アルゴリズムはまた、Ｎ個の選出されたチャネルの選択および順序付けを行
う際に、セルサイズ（ｅＮＢカバレッジ）に関して許容される送信電力を考慮することも
できる。Ｎ個の選出されたチャネルがすべて二次認可のチャネルである場合、検知は必要
とされない。それ以外の場合、８０３に示されるように、ＳＡは、すべてのチャネルの認
知検知をトリガーするように検知プロセッサ８０５を構成する。図８にはそのように示さ
れていないが、代替的実施形態において、ＳＡ７１１は、ＲＲＭ管理および制御機能７０
１を介してすべての命令を検知プロセッサ８０５に発行することができる。さらに、８０
７および８０９において示されるように、ＳＡ７１１は、オプションで、ＲＲＭ管理およ
び制御機能７０１を介して、監視のために選出されたＮ個のチャネルについて（ランク付
きリスト）ＣＭ５０３に通知することができ、ＣＭがこれらのチャネルを監視されるもの
としてマーク付けできるようにする。
【００８９】
　８１１に示されるように、構成後、検知プロセッサ８０５は、チャネルタイプに応じて
、さまざまなアルゴリズムを使用して検知を実行する（たとえば、ＳＵ検知および／また
はＰＵ検知）。検知プロセッサ８０５は、検知結果をＳＡ７１１にレポートし（メッセー
ジ８１３）、ＳＡはさらに、それらの検知結果をＲＲＭ管理および制御機能７０１にレポ
ートする（メッセージ８１５）。ＳＡ７１１は、継続的にそれらの結果にアクセスし、チ
ャネルを適宜ランク付けする。ランク付けアルゴリズムの１つの可能な実施形態において
、ＳＡは、使用可能なチャネルタイプ（そのチャネル使用が容認可能である場合）のチャ
ネル、次いでＰＵ割り当てのチャネルタイプのチャネル、というように優先順位を割り当
てる。アルゴリズムはまた、セルサイズ（ｅＮＢカバレッジ）およびチャネル上のチャネ
ル使用に関して許容される送信電力を考慮することもできる。
【００９０】
　一部の実施形態において、検知が基地局および／またはＷＴＲＵによる特徴検出（技術
のタイプの検出）を含む場合、ランク付けアルゴリズムはまた、共存の観点からチャネル
に存在するＳＵのタイプを考慮することもできる。たとえば、Ｗｉ－Ｆｉのように送信前
に検知する、フレンドリーなセカンダリユーザは、フレンドリーではない方法でチャネル
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にアクセスする技術を採用するセカンダリユーザよりも優先されてもよい。また、検知結
果から、ＳＡは、プライマリユーザの存在（ＰＵ割り当てのチャネルについて）、および
／または候補チャネルの高いチャネル使用の検出を継続的に実行する。ＰＵが検出される
か、または高いチャネル使用が検出される場合、候補チャネル監視は再構成される必要が
ある。
【００９１】
　上記で説明されるように、ＳＡ７１１はＮ個のチャネルを選出する、ただしＮはシステ
ムパラメータであってＷＴＲＵの認知検知能力に応じて異なる可能性もあり、これはプラ
イマリユーザ検出およびセカンダリユーザ監視に固有の周波数間測定でＷＴＲＵを構成す
るために使用される。ＷＴＲＵにおける候補チャネル監視は、新しい測定オブジェクトと
接続されたＷＴＲＵ（つまり、ＲＲＣ＿ＣｏｎｎｅｃｔｅｄモードのＷＴＲＵ）を構成す
ることに基づいてもよい、ただし１つの測定オブジェクトはＮ個の監視されるチャネルの
それぞれに必要である。
【００９２】
　セカンダリユーザ監視の場合、測定オブジェクトは、１または複数の固有の技術（たと
えば、ＷｉＦｉ）を定義することができ、その固有の技術が測定オブジェクトによって定
義されたチャネルで動作しているかどうかをＷＴＲＵが確認する必要がある。測定オブジ
ェクトは、固有の技術が使用することができる１または複数の帯域幅サイズを提供するこ
とができる。測定オブジェクトはまた、検出された技術が、レポーティング条件として検
出の基準を満たすために受信される必要がある固有の受信電力しきい値を定義することも
できる。たとえば、イベント条件は、固有の受信電力しきい値よりも高い固有の技術を使
用する任意のセカンダリユーザから受信された信号の任意の発生をレポートすることであ
ってもよい。イベントのシーケンスは、以下の論理に従うことができる。
【００９３】
　セカンダリユーザの監視を定義するチャネルＮ１（Ｎ個のチャネルのうちの１つ）の測
定オブジェクトは、ＲＲＣ再構成メッセージを通じて接続済みモードで認知検知対応のＷ
ＴＲＵに送信される。ＷＴＲＵは、ＲＲＣメッセージを受信し、そのＲＲＣレイヤを適宜
構成する。ＷＴＲＵは、チャネルＮ１の二次使用を監視するために、周波数間測定または
便宜主義的にＤＲＸオフサイクルで使用される測定ギャップの一部を使用する。
【００９４】
　ＷｉＦｉ検出のような特徴検出は、測定オブジェクトで定義された有効な地域幅サイズ
の１つ（つまり、５ＭＨｚ）を選択することによってＷＴＲＵにより実行されてもよく、
これからＷＴＲＵは、サンプリングレートおよびデフォルトの変調方式を導き出して、そ
のサンプリングレートおよび変調方式におけるＷｉＦｉプリアンブルの存在を監視するこ
とができる。ＷｉＦｉプリアンブルが検出される場合、ＷＴＲＵは、プリアンブルに続く
ＲＳＳＩを測定して、固有の技術の受信電力レベルを推定する。電力レベルの推定は、複
数のＷｉＦｉ検出イベントにわたり平均化されてもよい。
【００９５】
　プライマリユーザ検出の場合、測定オブジェクトは、このチャネルで検出される必要の
あるプライマリユーザ技術のセットをＷＴＲＵに提供することができる。たとえば、チャ
ネルリストおよび使用で受信された情報に基づいて、ｅＮＢはＤＴＶ信号のみが検出され
る必要があることを知ることができる。
【００９６】
　図９Ａ～図９Ｂは、さまざまなトリガーに応答して候補チャネル監視手順を再構成する
プロセスの実施形態を示す。図９Ａに示される第１のトリガー９０１は、認知検知の結果
に基づいている。ＳＡ７１１が（検知プロセッサ８０５からのレポートメッセージ８１３
を介して）プライマリユーザの存在および／またはチャネル上の高いチャネル使用を検出
する場合、ＳＡ７１１は、更新済みのチャネルリストをその付随する情報（共存情報、測
定情報）と共にＣＭ５０３に要求することによって、候補チャネル再選出手順を開始する
。
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【００９７】
　１つの実施形態において、ＣＭとのすべての通信は、ＲＲＭ管理および制御機能７０１
によって処理される。したがって、候補チャネル再選出手順のそのような実施形態におい
て、ＳＡ７１１は、更新済みのチャネルリストおよびその他の情報を求める要求９０３を
ＲＲＭ管理および制御機能７０１に送信する。ＲＲＭ管理および制御機能７０１は、対応
する要求９０５をＣＭ５０３に送信する。ＣＭは、要求された情報でＲＲＭ管理および制
御機能に応答し（メッセージ９０７）、ＲＲＭ管理および制御機能は結果をＳＡに転送す
る（メッセージ９０９）。ＳＡは、受信したリストを使用し、新しい置換のチャネルを再
選出する（９１１）。次いで、ＳＡは、ｅＮＢにおいて検知プロセッサの再構成をトリガ
ーし、適切である場合、ＷＴＲＵにおいて、ＰＵおよび／または高いＳＵチャネル使用に
よって影響を受けるチャネルの検知を停止して、新しい選出されたチャネルの検知を開始
する。さらに詳細には、ＳＡは、検知再構成メッセージ９１３を検知プロセッサに送信し
、さらに検知再構成メッセージ９０５を、ＷＴＲＵ５０５に転送するためにＲＲＣ管理お
よび制御機能にも送信する。ＲＲＭ管理および制御機能は、検知再構成メッセージ９１９
をＷＴＲＵ５０５に送信する。ＣＭはまた、オプションのメッセージ９１７を介して、新
しく形成された候補チャネルリストがｅＮＢにおいて監視されていることを通知されても
よい。
【００９８】
　９２１において示されるように、検知プロセッサ８０５は、その検知パラメータを、検
知構成メッセージ９１３によって指示されたとおりに再構成する。９２３において示され
るように、ＷＴＲＵ５０５はまた、その検知パラメータを、ＲＲＣ測定再構成メッセージ
９１９によって指示されたとおりに再構成する。９２５において示されるように、ＣＭ５
０３は、ｅＮＢによって監視されている候補チャネルのそのリストを更新する。
【００９９】
　これ以降、図９Ｂを参照すると、第２のトリガータイプは、９５１において示され、Ｃ
Ｍデータベースにおけるチャネルステータスの変化に基づいている。データベースはさま
ざまなｅＮＢにおいて監視されているチャネルについて通知されるので、ＣＭは、ＣＭデ
ータベースにおいてチャネルのステータスに変化がある場合には直ちにその後援でｅＮＢ
についてＳＡに通知することができる。ＳＡが新しいチャネルリストをＣＭから受信する
ごとに、ＳＡは候補チャネルリストを改善することができる。
【０１００】
　さらに詳細には、図９Ｂを参照すると、９５１において、ＣＭ５０３はチャネルのステ
ータスの変化を検出する。
【０１０１】
　ステータスの変化に基づく例示的なトリガー９５１の非限定的なリストは、以下に説明
される。
・監視される候補チャネルタイプが別のユーザに対して二次認可となる。この場合、ＣＭ
からのそのような情報を受信したことに応答して、ＳＡは、そのチャネルの監視を停止し
て、候補チャネル再選出手順をトリガーすることによって監視するＮ個のチャネルのその
リスト内のチャネルを置き換える。
・監視される候補チャネルタイプがＰＵ割り当てとなる。この場合、ＳＡは、そのチャネ
ルでＰＵ検知を開始するように検知プロセッサを構成する。オプションで、ＳＡはまた、
候補チャネル再選出手順を使用して、ＰＵ割り当てのチャネルを、別の使用可能なチャネ
ルと置き換えることを考慮することもできる。
・監視される候補チャネルタイプがセカンダリユーザによって使用されている。この場合
、ＣＭは、共存の観点からＳＵの推定されるチャネル使用およびタイプに関する情報をＳ
Ａに提供する必要がある。ＳＡは、チャネル使用が高すぎて、ＳＵがフレンドリーに共存
していない場合には、候補チャネル再選出手順を通じてチャネルを置き換えることを検討
することができる。あるいは、ＳＡは、この情報を無視し、ＳＵ検知のみに依存してｅＮ
Ｂ位置におけるこの新しいＳＵの実際の影響を測定することもできる。
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・新しい二次認可のチャネルが解放されて使用できる。この場合、ＣＭは、ｅＮＢが使用
可能なＰＵ割り当て済みのチャネルを監視していることを知って、ＳＡに新しく二次認可
されたチャネルについて通知する。ＳＡは、そのランク付け候補チャネルリストから最下
位ランクのチャネルを選択して、その検知を停止するようにｅＮＢおよび／またはＷＴＲ
Ｕ（複数可）において検知を再構成する。次いで、ＳＡは、新しいチャネルをその候補チ
ャネルリストに含め、新しいチャネルで検知を開始するようにｅＮＢおよび／またはＷＴ
ＲＵ（複数可）において再構成をトリガーする。
【０１０２】
　１つの実施形態において、ＣＭデータベースがチャネルのステータスの変化を監督する
情報を有すること、およびＣＭデータベースが反応して任意の変化をｅＮＢに通知するこ
とが仮定される。しかし、もう１つの実施形態において、ＳＡは、更新済みのチャネルリ
ストをＣＭに定期的に要求することができる。次いで、ＳＡは、監視された候補チャネル
にステータスの変化が生じているかどうかを確認する。
【０１０３】
　候補チャネル監視再構成のさらにもう１つのトリガーは、候補チャネルの１または複数
が使用のために割り振られる場合であってもよい。次いで、アクティブチャネル監視手順
は、これらのチャネルに対して構成される。
【０１０４】
　再び図９Ｂを参照すると、ＣＭ５０３は、チャネル変更ステータスメッセージ９６３を
ＲＲＭ管理および制御機能７０１に送信し、ＲＲＭ管理および制御機能は情報をＳＡに転
送する（メッセージ９５５）。９５７において、ＳＡは、トリガーイベント９５１が、更
新済みのチャネルリストをＣＭに要求することを必要とするものであるかどうかを決定す
る。そのようなイベントは、前述の（１）チャネルが二次認可となる、（２）チャネルが
ＰＵ割り当てとなる、（３）チャネルがセカンダリユーザによって使用される、および（
４）以前二次認可のチャネルが解放される、のいずれかを含むことができる。そのいずれ
かを含む場合、ＳＡは、チャネルがその候補チャネルリストからドロップされて、新しい
チャネルと置き換えられるべきであると決定する。したがって、ＳＡは、９５９において
示されるように、候補チャネル再選出手順を開始することができる。また、トリガーイベ
ントがネットワークによるチャネルの二次認可である場合、ＳＡは付加的に、そのチャネ
ルの検知を即座に中止する（９５８）。そのチャネルの検知の中止は、二次認可のイベン
トだけにとどまらない。実際に、チャネルが候補チャネルリストからドロップされると直
ちに、ＳＡは、そのチャネルの検知を中止する。
【０１０５】
　１つの実施形態において、候補チャネル再選出手順は、ＳＡ７１１が、更新済みのチャ
ネルリストおよびその他の情報を求める要求９６０をＲＲＭ管理および制御機能７０１に
送信することで開始する。ＲＲＭ管理および制御機能７０１は、対応する要求９６１をＣ
Ｍ５０３に送信する。ＣＭは、要求された情報でＲＲＭ管理および制御機能に応答し（メ
ッセージ９６３）、ＲＲＭ管理および制御機能は結果をＳＡに転送する（メッセージ９６
４）。
【０１０６】
　一方、たとえば、（図９の９６５に示されるように）トリガーイベントがプライマリユ
ーザへのチャネルの新しい割り当てである場合、ＳＡは、必ずしもＣＭから更新済みチャ
ネルリストを取得する必要はない。むしろ、ＳＡは、ｅＮＢ５０１および／またはＷＴＲ
Ｕ５０５においてチャネル送信手順（複数可）を単に再構成して、プライマリユーザによ
る使用についてそのチャネルの監視を開始することができる。
【０１０７】
　いずれにせよ、その後、手順は、図９Ａに関連して上記で説明されている手順と極めて
類似している。特に、ＳＡは、ｅＮＢにおいて検知プロセッサの再構成をトリガーし、適
切である場合、ＷＴＲＵにおいて検知プロセスは、ＰＵおよび／または高いＳＵチャネル
使用によって影響を受けるチャネルの検知を停止して、検知再構成メッセージ９６７を検
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知プロセッサに送信すること、および検知再構成検知メッセージ９７１をＷＴＲＵ５０５
への転送のためにＲＲＣ管理および制御機能に送信することによって、新しい選出された
チャネルの検知を開始する。ＲＲＭ管理および制御機能は、検知再構成メッセージ９７７
をＷＴＲＵ５０５に送信する。ＣＭはまた、オプションのメッセージ９７３を介して、新
しく形成された候補チャネルリストがｅＮＢにおいて監視されていることを通知されても
よい。
【０１０８】
　９６９において示されるように、検知プロセッサ８０５は、その検知パラメータを、検
知構成メッセージ９６７によって指示されたとおりに再構成する。さらに、９７９におい
て示されるように、ＷＴＲＵ５０５はまた、その検知パラメータを、ＲＲＣ測定再構成メ
ッセージ９７７によって指示されたとおりに再構成する。９７５において示されるように
、ＣＭ５０３は、ｅＮＢによって監視されている候補チャネルのそのリストを更新する。
アクティブチャネル監視
【０１０９】
　チャネルがｅＮＢにおいて割り振られ、（ＷＴＲＵのような）端末デバイスにおいて構
成されると、ＲＲＭ管理および制御機能は、認知検知のみならず、ＬＴＥベースの測定、
つまりアクティブチャネル監視も通じてこのチャネルの使用の監視を開始する。認知検知
（ＰＵ検知およびＳＵ検知）は、ｅＮＢにおいて実行されるべきであり、場合によっては
、チャネルが割り振られているときにはＷＴＲＵにおいても実行されるべきである。しか
し、チャネルの品質を調査するＷＴＲＵ　ＬＴＥベースの測定は、ＷＴＲＵによるチャネ
ルの実際の使用に基づいており、したがって、チャネルがＷＴＲＵにおいて構成された後
にしか開始することができない。
【０１１０】
　ＲＲＭ管理および制御機能は、チャネルの品質を評価するため、その他のＳＵからの高
いチャネル使用およびＰＵの存在を検出するため、アクティブチャネルの検知および測定
レポートを継続的に処理する。このアクティブチャネル管理の間、ＲＲＭ管理および制御
機能は、ｅＮＢおよびＷＴＲＵにおけるアクティブチャネル監視の再構成をトリガーする
ことができるか、または同様にｅＮＢおよびＷＴＲＵにおけるアクティブチャネル監視を
再構成するシームレスなチャネル切替え手順をトリガーすることができる。
【０１１１】
　シームレスなチャネル切替え手順および／またはアクティブチャネル監視の再構成をト
リガーすることができる例示的なイベントの非限定的なリストは、以下に説明される。
・ＣＭは、たとえば二次認可されているチャネルが所与の期間にわたりプライマリユーザ
に割り当てられるなど、チャネルステータスの変化をｅＮＢに通知することができる。こ
の場合、ＲＲＭ管理および制御機能は、ＰＵ検出の検知がチャネルを使用しているｅＮＢ
および／またはＷＴＲＵにおいて構成されるように、アクティブチャネル監視の再構成を
トリガーする。
・ＰＵの検出は、ＰＵを検出したノードのタイプおよび／または（検出を行ったノードの
数に関する）検出の範囲に応じて、異なる反応をもたらす可能性がある。少数のＷＴＲＵ
がＰＵの存在を検出する場合、ＲＲＭ管理および制御機能は、ＰＵを検出したＷＴＲＵに
チャネルを割り当てることを回避するようにパケットスケジューラに指示することができ
る。チャネルは、ダウンリンク送信のためにこれらのＷＴＲＵにおいて非アクティブ化さ
れ、対応する検知および測定は解放されるように再構成されてもよい。しかし、検出がｅ
ＮＢまたは多数のＷＴＲＵにおいて生じる場合、ＲＲＭ管理および制御機能は、シームレ
スなチャネル切替え手順をトリガーすることができる。
・ＳＵおよび／またはＳＵによるチャネルの使用の増大の検出。オペレータ／ローカルポ
リシーに応じて、ＲＲＭ管理および制御機能は、シームレスなチャネル切替え手順をトリ
ガーすることができる。一部の実施形態において、ＲＲＭ管理および制御機能は、ＳＵに
よって引き起こされるパフォーマンスの低下が許容可能である場合、そのようなチャネル
で共存しようと試みることができる。
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・ＬＴＥベースの測定レポートから、低下が（少数のＷＴＲＵの）固有のリンクで評価さ
れる場合、負荷分散、ＩＣＩＣなどのような特化された手順が問題を処理するために実行
されてもよい。オプションで、パケットスケジューラは、そのチャネルを固有のＷＴＲＵ
に割り当てることを回避するように指示されてもよい。しかし、低下が多数のＷＴＲＵに
ついて検出され、チャネルに全般的である場合、ＲＲＭ管理および制御機能は、シームレ
スなチャネル切替え手順をトリガーすることができる。
【０１１２】
　ＬＴＥベースの測定レポートから、チャネルの低い使用が評価される（たとえば、基地
局が必要以上のチャネルを有する）場合、ＲＲＭ管理および制御機能は、監視対象からチ
ャネルを解放するためのチャネル解放手順をトリガーすることができる。したがって、同
様に、アクティブチャネル監視の再構成は、すべての関連する検知および測定も解放する
ように行われる。
【０１１３】
　図１０は、アクティブチャネル管理アルゴリズムの実施形態を示す。１００１において
、ＲＲＭ管理および制御機能がチャネルステータスの変化についてＣＭから通知を受信す
る場合、フローは１００３に進み、そこでＲＲＭ管理および制御機能は、必要であるかま
たは望ましい場合、直前に説明されているトリガーイベントのシナリオのいずれかに従う
などによって、ｅＮＢおよび関連するＷＴＲＵ（複数可）においてアクティブチャネル監
視を再構成する。先に述べられているように、場合によっては、ＲＲＭ管理および制御エ
ンティティは、いかなる再構成も実行しないことを決定することもできる。いずれの場合
も、次いで、フローは１００５に進み、そこでチャネルがプライマリユーザに割り当てら
れていることが検出されたかどうかが決定される。検出されたと決定された場合、フロー
は１００７に進み、そこでプライマリユーザが実際にチャネルを使用しているかどうかが
決定される。使用していると決定された場合、フローは１０１１に進み、そこでシームレ
スなチャネル切替え（後段において詳細に説明される）がチャネルを退避させるために実
行される。一方、チャネルが１００５において決定されたようにプライマリユーザに再割
り当てされていない場合、またはチャネルが再割り当てされているが、プライマリユーザ
のアクティブな存在が１００７において検出されない場合、フローはかわりに１００５ま
たは１００７から１００９に進み、そこでチャネル品質が特定のしきい値を満たすかどう
か決定される。満たすと決定されない場合、フローは、シームレスなチャネル切替えのた
めに１００９から１０１１に進む。一方、チャネル品質がしきい値を超える場合、かわり
にフローは１００９から１０１３に進み、そこでアクティブチャネル監視が従来どおり続
行する。
シームレスなチャネル切替え
【０１１４】
　アクティブチャネル監視プロセスの一部として、ｅＮＢは、セルの動作周波数を変更す
るように決定することができる。これは、ＷｉＦｉネットワークが補足セル（ＳｕｐｐＣ
ｅｌｌ）によって使用される同じチャネルの動作を開始または再開するシナリオにおいて
有益となりうるが、それは干渉レベルがこの固有の補足セルに突然容認不可能になりうる
ためである。これは特に、ＷｉＦｉノードによって受信されるＬＴＥ信号強度が－６２ｄ
Ｂｍのエネルギー検出しきい値を下回るときに、ＷｉＦｉノードがその送信を遅延させな
い場合に当てはまる。もう１つのシナリオは、プライマリユーザがｅＮＢによって検出さ
れ、現在のＴＶＷＳチャネルでのすべての送信が停止される必要がある場合であってもよ
い。幸いなことに、ＦＣＣによって定義されるＴＶＷＳ帯域は、大きく、最大３２の等し
いサイズのチャネルから成る。したがって、１または複数の類似するチャネルが切替えら
れるように使用可能である高い可能性がある。これらのシナリオは、動作周波数の変更が
有益となるであろうセル内で動作するＷＴＲＵの大多数に影響を及ぼすパフォーマンスの
課題を指し示す。後段において説明されるシステムおよび方法は、シームレスなチャネル
切替え能力、つまりシームレスなチャネル切替え、および事前定義済みのセルへのセル切
替えを提供する。
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【０１１５】
　最初にシームレスなチャネル切替えを参照すると、これは、セルが非常に近い将来に新
しいチャネルで（つまり、新しい動作周波数で）動作を開始することを、所与のセルに関
して構成されたすべてのＷＴＲＵに指示することによって実行されてもよい。セルのすべ
ての他のパラメータには変更はない。セルでの動作の中断は最小にとどめられる、つまり
ＷＴＲＵ（複数可）は、ＭＡＣ（複数可）をリセットすることも、切替え時間でＨＡＲＱ
バッファをフラッシュすることもない。ｅＮＢは、その所与のセルで動作するすべてのＷ
ＴＲＵに、所与の時間に新しい周波数に移行するように命令することができる。ｅＮＢは
、その時間に以前の動作周波数での送信を停止する必要がある。
【０１１６】
　ＴＶＷＳスペクトルの場合、セル変更は、６ＭＨｚの２つの等しいサイズのチャネルの
間で行われてもよい。その結果、ＭＡＣレイヤは、当初独立しているかまたはＲＲＣに透
過的である方法でセル変更を制御することができる。その結果、セル変更が実行される必
要がある場合、ＷＴＲＵのＲＲＣレイヤは当初切替えを認識せず、セル変更が発生しなか
ったかのように同じ構成を使用して動作を続行する。一方、ＭＡＣレイヤは、ＳｕｐｐＣ
ｅｌｌの変更済みのチャネルでトランスポートブロックをスケジュールするか（ＤＬの場
合）、またはＳｕｐｐＣｅｌｌの変更済みチャネルを使用してＷＴＲＵのいずれかにＵＬ
認可をスケジュールすることができる。これは、セル変更を開始するためにＲＲＣシステ
ム情報を各ＷＴＲＵに送信する必要を回避する。これは、セル変更の待ち時間の全体的な
減少をもたらし、システムのチャネル機敏性およびＳｕｐｐＣｅｌｌを変更する効率的な
方法が重要となる認可不要帯域における動作に望ましい。
【０１１７】
　この実施形態の例示的な論理フローは、以下のとおりである。
１．　ｅＮＢは、認可不要帯域で帯域幅を決定して割り振ることに責任を負う中央エンテ
ィティからチャネル変更要求を受信する（これはｅＮＢ自身であってもよい）。セル変更
要求は、ＳｕｐｐＣｅｌｌが移行すべき認可不要帯域の新しいチャネルを含むことが想定
され、ｅＮＢおよびＷＴＲＵによるこのチャネルの使用に必要な追加の情報を含む。この
セル変更要求はＭＡＣレイヤに転送され、ＭＡＣレイヤはこの要求を開始して制御するこ
とに責任を負う。
２．　ｅＮＢにおいてＭＡＣレイヤは、セル変更要求および新しいチャネルに関する重要
な情報（キャリア周波数、最大許容可能送信電力）を受信する。
３．　ｅＮＢにおいてＭＡＣレイヤは、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥを含むＭＡＣ　ＰＤ
Ｕ（プロトコルデータユニット）を作成する。チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥは、ステップ
１で取得された重要なチャネル情報を含む。チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥは、現在ｅＮＢ
における送信の準備が整っているＭＡＣ　ＳＤＵ（サービスデータユニット）よりも高い
優先順位を与えられる。チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥがトランスポートブロックとしてＰ
ＨＹレイヤにマッピングされる方法についてのさらなる詳細は、以下に示される。
４．　ＭＡＣ　ＣＥを含むトランスポートブロックを受信する各ＷＴＲＵは、ＭＡＣレイ
ヤにおいてチャネル切替えを復号する。次いで、ＭＡＣレイヤは、固有のフレーム／サブ
フレームにおいて（チャネル切替えメッセージに従って）新しいチャネルに切替えるよう
にＰＨＹレイヤ（およびフロントエンド）を構成する。
５．　チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥが受信される場合、現在ＭＡＣレイヤによって保持さ
れているＨＡＲＱバッファおよびその他のコンテキスト情報は変更されない。たとえば、
ＷＴＲＵが補足ＵＬキャリアでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するようにスケジュールされ、そ
の補足キャリアのチャネルがＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信に先立って切替えられた場合、ＷＴ
ＲＵは、同じスケジュールされたサブフレームでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するが、新しい
チャネル／周波数で送信する。
６．　必要に応じて、チャネル切替えに関連する一部の限られた量の情報は、ＲＲＣレイ
ヤに渡されて、チャネル切替えに透過的でありながら、ＲＲＣの適正な機能を保証するこ
とができる。これはまた、ＭＡＣとＲＲＣとの間で交換される（ＭＡＣレイヤによる）情



(29) JP 2015-506604 A 2015.3.2

10

20

30

40

50

報の変換で構成されてもよい。
７．　ＷＴＲＵとｅＮＢ／ＨｅＮＢとの間のＲＲＣメッセージングは、使用されているＳ
ｕｐｐＣｅｌｌの観点からｅＮＢ／ＨｅＮＢおよびＷＴＲＵのＲＲＣレイヤを再同期化す
るために使用される。
【０１１８】
　１つの実施形態において、チャネル－切替えＭＡＣ制御要素と称される、ＭＡＣ　ＣＥ
は、構成されたセルの１つが動作周波数を変更することをＷＴＲＵに指示する。以下に示
すのは、１つの非限定的な実施形態による、ＭＡＣ　ＣＥベースのチャネル切替え手順の
例示的な詳細およびルールである。ＭＡＣ　ＣＥは、ユニキャストであり、ＷＴＲＵ固有
のＲＮＴＩを使用する。通信が切替えられる構成済みセル（切替えセルと称される）の指
示は、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥに含まれる。切替えセルの構成パラメータには変更は
ない。ＷＴＲＵは、ＭＡＣをリセットすることも、切替え時間でそのＨＡＲＱバッファを
フラッシュすることもない。ＨＡＲＱバッファは保持される。新しい動作周波数の指示は
、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥに含まれる。図１１に示されるように、チャネル切替えは
、ＭＡＣ　ＣＥに加えて８つのサブフレームの受信に続くフレーム境界において生じる。
セルＩＤには、切替えの結果、変更はない。その時点において、ｅＮＢおよび影響を受け
るＷＴＲＵ（複数可）は、以前のチャネルの測定／検知を停止し、ＲＲＣ測定をフラッシ
ュして、新しいチャネルで新しい測定／検知を開始する。
【０１１９】
　これ以降、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥ１２００の構造を示す図１２を参照すると、チ
ャネル切替えＭＡＣ　ＣＥは、図１２で指示されるように、ＬＣＩＤでＭＡＣ　ＰＤＵサ
ブヘッダによって識別される。これは、固定のサイズを有し、３つのオクテット１２０１
、１２０３、および１２０５から成る。第１のオクテット１２０１は、切替えセルのＳＣ
ｅｌｌＩｎｄｅｘを識別するための３ビット１２０７を含む。その他の５ビット１２０９
は予約済みである。第２および第３のオクテット１２０３、１２０５は、新しいＥＡＲＦ
ＣＮ１２１１を表す。表１は、ＤＬ－ＳＣＨのＬＣＩＤの例示的な値を示す。
【０１２０】
【表１】

【０１２１】
　ＷＴＲＵは最初に、セル変更に先立って（ＲＲＣシグナリングを通じて）システム情報
を明示的には受信せずに新しいセルで動作する必要があるので、ＷＴＲＵは最初に、チャ
ネル切替えＭＡＣ　ＣＥ１２００で提供される特定のキーパラメータを除いて、同じシス
テム情報を古いＳｕｐｐＣｅｌｌであると想定する。この想定が有効となるようにするた
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め、古いＳｕｐｐＣｅｌｌおよび新しいＳｕｐｐＣｅｌｌは、以下の同じ値を含む必要が
ある。
【０１２２】
　ｄｋ－Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ／ｕｌ－Ｂｎａｄｗｉｄｔｈ　－　認可不要帯域（特にＴＶ
ＷＳ）は一般に固定の帯域幅を通じて定義され、すべてのＳｕｐｐＣｅｌｌにわたり固定
の帯域幅を有することは配備のための好ましいシナリオである。
【０１２３】
　ｐｈｉｃｈ－Ｃｏｎｆｉｇ　－　ＰＨＩＣＨがＳｕｐｐＣｅｌｌで構成される場合、こ
のＰＨＩＣＨの構成は（少なくとも当初は）同じままでなければならない。それにより、
ＭＡＣレイヤは、ＰＣＤＤＨが以前のセルと同じであると想定されるので、１つのＳｕｐ
ｐＣｅｌｌから別のＳｕｐｐＣｅｌｌにシームレスに移行できるようになる。
【０１２４】
　ＣＱＩ－ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ　－　ＭＡＣレイヤは、新しいＳｕｐｐＣｅｌｌが
ＲＲＣシグナリング（ＲＲＣレイヤの再同期化に続く）を通じてＣＱＩレポーティングを
再構成するまで、セル変更にわたり同じＣＱＩレポートを保持する。
【０１２５】
　ＰＵＳＣＨおよびＰＵＣＣＨのアップリンク電力計算パラメータは、チャネル切替えＭ
ＡＣ　ＣＥで指定されている最大電力に従う（または拡大縮小される）ことを除いては、
同じままでなければならない。ＲＲＣによって構成され、ＳｕｐｐＣｅｌｌでの振る舞い
に適用可能である特定のシステム情報は、セル変更の際に変更される必要はない。これは
、たとえば、測定構成に関する場合である。ＷＴＲＵのＲＲＣにおいて実行される測定を
停止またはリセットするのではなく、ＷＴＲＵは、セル変更の前後いずれでもＳｕｐｐＣ
ｅｌｌで測定を続行することを許容される。ＲＲＣは、以前のチャネルで収集されたＬ３
測定をフラッシュすることができる。したがって、ｅＮＢ／ＨｅＮＢにおいてＲＲＣレイ
ヤ（およびＲＲＭ）は、過去の特定の時間に生じたチャネル変更を通知された後、ＲＲＭ
およびＳｕｐｐＣｅｌｌ選択のためにチャネル変更に続いてＷＴＲＵから受信したすべて
の測定を無視する。ＲＲＣレイヤが再同期化され、任意の測定再構成が行われると、ｅＮ
Ｂ／ＨｅＮＢは、ＷＴＲＵからもたらされる測定の再検討を始めることができる。主要な
概念は、ＲＲＣが、短期間にわたりチャネル変更について認識せずに動作し、次いでチャ
ネル変更および変更が生じた正確な時間について後に通知されることである。次いで、測
定は、この情報に基づいて調整または再検討されてもよい。
【０１２６】
　図１３は、ＭＡＣレイヤ開始のチャネル変更に関与するイベントの例示的な論理フロー
を示す。特に、ＳｕｐｐＣｅｌｌで構成された測定についての考慮が示される。認可不要
帯域の帯域幅を決定して割り振ること（たとえば、スペクトル割当て）に責任を負う中央
エンティティ１３０１は、チャネル切替え要求メッセージ１３１１をｅＮＢ５０１、特に
ｅＮＢ　ＲＲＣ１３０９に送信する。チャネル切替え要求メッセージ１３１１は、Ｓｕｐ
ｐＣｅｌｌが移行すべき認可不要帯域の新しいチャネルを開示し、影響を受けるｅＮＢお
よびＷＴＲＵによるこのチャネルの使用に必要な追加の情報を含む。これに応答して、Ｒ
ＲＣは、古いＳｕｐｐＣｅｌｌに関連するＲＲＭアクティビティを使用不可にする。ＲＲ
Ｃ１３０９は、チャネル切替え要求をＭＡＣレイヤ１３０７に転送する（メッセージ１３
１５）。これに応答して、ＭＡＣ１３０７は、１３１７に示されるように、適切なチャネ
ル切替えＭＡＣ　ＣＥを含む対応するＭＡＣ　ＰＤＵを作成する。チャネル切替えＭＡＣ
　ＣＥは、現在ｅＮＢにおける送信の準備が整っているＭＡＣ　ＰＤＵよりも高い優先順
位を与えられる。次いで、ＭＡＣ１３０７は、切替えが生じるべきフレームを明らかにす
るチャネル切替え時間指示メッセージ１３１９をＲＲＣ１３０９に送信する。１３２１に
おいて示されるように、ＲＲＣは、メッセージを中央エンティティ１３０１に転送する。
１３２３において示されるように、ＭＡＣはまた、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥを、トラ
ンスポートブロックを介してＷＴＲＵ　ＭＡＣレイヤに送信する。前述のように、トラン
スポートブロックを受信する各ＷＴＲＵは、ＭＡＣレイヤにおいてチャネル切替えを復号
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し、ＭＡＣレイヤは、指定されたフレーム／サブフレームにおいてＳｕｐｐＣｅｌｌの新
しいチャネルに切替えるようにＰＨＹレイヤ（およびフロントエンド）を構成する。ＷＴ
ＲＵ　ＭＡＣ１３０５は、チャネル切替えＡＣＫメッセージ１３２５をｅＮＢ　ＭＡＣ１
３０７に返す。
【０１２７】
　チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥが受信される場合、現在ＭＡＣレイヤによって保持されて
いるＨＡＲＱバッファおよびその他のコンテキスト情報は変更されない。たとえば、ＷＴ
ＲＵが補足ＵＬキャリアでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するようにスケジュールされ、その補
足キャリアのチャネルがＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信に先立って切替えられた場合、ＷＴＲＵ
は、同じスケジュールされたサブフレームでＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するが、新しいチャ
ネル／周波数で送信する。必要に応じて、チャネル切替えに関連する一部の限られた量の
情報は、ＲＲＣレイヤに渡されて、チャネル切替えに透過的でありながら、ＲＲＣの適正
な機能を保証することができる。これはまた、ＭＡＣとＲＲＣとの間で交換される（ＭＡ
Ｃレイヤによる）情報の変換で構成されてもよい。
【０１２８】
　図１３の１３２７において示されるように、指定された切替えフレーム／サブフレーム
において、スケジューリングおよび送信は、新しいチャネルに切替えられる。その後、Ｗ
ＴＲＵとｅＮＢとの間のＲＲＣレイヤメッセージングは、使用されているＳｕｐｐＣｅｌ
ｌの観点からｅＮＢ／ＨｅＮＢおよびＷＴＲＵのＲＲＣレイヤを再同期化するために使用
される。さらに詳細には、ＷＴＲＵ　ＲＲＣ１３０３は、補足セル測定レポート１３２９
をｅＮＢ　ＲＲＣ１３０９に送信する。前述のように、ｅＮＢ　ＲＲＣレイヤ１３０９（
およびＲＲＭ）は、１３３１において示されるように、ＲＲＭおよびＳｕｐｐＣｅｌｌ選
択の目的でチャネル変更に続いてＷＴＲＵから受信されるすべての測定を無視する。次い
で、ｅＮＢ　ＲＲＣ１３０９は、ＲＲＣ接続再構成（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）メッセージ１３３３をＷＴＲＵ　ＲＲＣ１３０３に送信
する。ＷＴＲＵ　ＲＲＣ１３０３は、必要な再構成を実行した後、ＲＲＣ接続再構成完了
（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ
）メッセージ１３３５をｅＮＢ　ＲＲＣ１３０９に送信する。ＲＲＣレイヤが再同期化さ
れ、任意の測定再構成が行われると、ｅＮＢは、ＷＴＲＵから受信される測定の検討を再
度始めることができる。
【０１２９】
　特定の制御チャネル（たとえば、ＰＣＦＩＣＨ）のリソース要素へのマッピングは、そ
れらの制御チャネルを送信しているセルの物理セルＩＤに依存する。ＳｕｐｐＣｅｌｌも
またＳｕｐｐＣｅｌｌのセルＩＤに基づいてこれらの制御チャネルを定義することが可能
であってもよい。ＳｕｐｐＣｅｌｌ変更またはチャネル切替えの場合に発生しうる２つの
シナリオがある。第１は、新しいチャネルで動作しているＳｕｐｐＣｅｌｌが異なるセル
ＩＤを有し、セルＩＤのこの変更がＷＴＲＵに伝達される必要があることである。チャネ
ル切替えＭＡＣ　ＣＥは、それらの制御チャネルの新しい位置への移行がチャネル切替え
ＭＡＣ　ＣＥの適用するフレームまたはサブフレームで即座に生じるように、新しいＰＨ
Ｙ　Ｃｅｌｌ　ＩＤを含む。第２は、チャネル切替えが、セルＩＤを変更する必要なく発
生しうることである。たとえば、ＷＴＲＵに使用されているＳｕｐｐＣｅｌｌが、チャネ
ルｘで実際にオフにされて、チャネルｙでオンに戻される場合、物理的なセルＩＤは同じ
ままである可能性が高い。
【０１３０】
　セルＩＤも変化する、およびシステムはまたＷＴＲＵによるその送信を必要とする場合
について、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥおよび対応する確認応答の内容は、それぞれ以下
の表２および表３に示される。表２のチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥの構造は、図１２に示
されている構造の代替である。これは、セルＩＤが変化している状況に限り使用されても
よい。しかし、あるいは、単一の整合性のあるチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥの構造を使用
するため、表２の構造は、たとえセルＩＤの変化がなくてもすべての場合で、図１２に示
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される構造の代わりに使用されてもよい。
【０１３１】
【表２】

【０１３２】
【表３】

【０１３３】
　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ（ＣＩＤ：キャリアインジケータフ
ィールド）：これは、チャネル切替えを受ける補足チャネルを識別する。特に、ＣＩＦの
各ビットは、キャリアを表す（そして、各キャリアが異なるチャネル上にあると仮定する
）。したがって、ＣＩＦ内のビットの変化は、チャネル切替えを受ける補足チャネルを識
別する。このフィールドは、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０で定義されているＣＩＦに対応するこ
とができるか、または複数の補足キャリアが認可不要帯域とのアグリゲーションに関与す
る場合に特定の補足キャリアを識別するためにＷＴＲＵによって使用される同様の値であ
ってもよい。
【０１３４】
　Ｔａｒｇｅｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｎｕｍｂｅｒ（ターゲットチャネル番号）：このフィ
ールドは、セルが切替えられる認可不要帯域の新しいチャネルを識別する。識別は、（Ｔ
ＶＷＳスペクトルの場合のように）特定のチャネルとチャネル番号との間の１対１のマッ
ピングを通じて、または同様の手段により行われてもよい。ＴａｒｇｅｔＣｈａｎｎｅｌ
Ｎｕｍｂｅｒは、（ＴＳ３６．３３１により）新しいチャネルに使用されるべきＣａｒｒ
ｉｅｒＦｒｅｑを暗黙的に指定する。
【０１３５】
　Ｍａｘ　Ｐｏｗｅｒ（最大電力）：このフィールドは、ＷＴＲＵが新しいチャネルで送
信することができる最大電力を指定する。これは、たとえば、そのチャネルを使用するた
めの規制要件に基づいてもよい。最大電力は、ＴＳ３６．３００の電力ヘッドルームＭＡ
Ｃ　ＣＥの場合のように、テーブル状の手段を通じて指定されてもよい。
【０１３６】
　Ｆｒａｍｅ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ（フレームおよび／また
はサブフレーム番号）：このフィールドは、切替えが実施されるべきＳＦＮ（および場合
によってはサブフレーム番号）を含む。言い換えれば、このフレーム番号において、すべ
てのＷＴＲＵはチャネルｘでの受信を停止して、チャネルｙでの受信を開始する必要があ
る。古いチャネルに関連付けられていた任意のアップリンク割当てまたは永続的ダウンリ
ンク割当ては、これ以降、このフレーム／サブフレーム番号における新しいチャネルに適
用される。
【０１３７】
　Ｎｅｗ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ（新しいセルＩＤ）：新しいＳｕｐｐＣｅｌｌの物理セルＩＤ
を指示する。このセルＩＤは、チャネル切替えに先立って使用されているＳｕｐｐＣｅｌ
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ｌ　ＩＤと同じであっても、同じでなくてもよい。
【０１３８】
　さまざまな実施形態によれば、ＭＡＣ　ＣＤを使用する事前構成済みのセルへのセル切
替えは通常、所与のセルで動作するように構成された一部またはすべてのＷＴＲＵに信号
伝達される。本明細書において説明されるシステムおよび方法の注目に値する態様は、測
定がＷＴＲＵによって実行されない事前構成済みのセルの開発、およびｅＮＢが通常（共
存の理由から）事前構成済みのセルを介して動作しないことを含む。（ＰＨＹレイヤに可
視的な、構成済みであるが非アクティブ化されたセカンダリセルの場合と比較すると）、
事前構成済みのセルの存在は、ＰＨＹレイヤに透過的である。そのようなものとして、事
前構成済みのセルは、ＤＣＩフォーマットのキャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ）
によって定義されるようなチャネルセットの一部ではない。したがって、これらはまた、
ＲＲＣレイヤにおいて固有のＣｅｌｌＩｎｄｅｘを割り当てられていない。事前構成済み
のセルが構成済みのセルを置き換える場合、切替え時間においてのみ、セルはキャリアイ
ンジケータフィールド（ＣＩＦ）で表されてもよい。
【０１３９】
　別のチャネルに切替えることを決定するために使用される測定はＷＴＲＵの外部で（た
とえば、別のＷＴＲＵによって）行われてもよいので、事前定義済みのＳｕｐｐＣｅｌｌ
は、これを認識しているＷＴＲＵにチャネルを監視することを要求しない。第２に、アク
ティブ化／非アクティブ化ＭＡＣ制御要素とは対照的に、チャネル切替えＭＡＣ制御要素
が受信される場合、ＨＡＲＱバッファおよびＳｕｐｐＣｅｌｌに格納されているその他の
コンテキスト情報は、保持されて、新しいＳｕｐｐＣｅｌｌに転送される。その結果、古
いＳｕｐｐＣｅｌｌおよび新しいＳｕｐｐＣｅｌｌの一部のＲＲＣ構成パラメータは、ｅ
ＮＢ／ＨｅＮＢが２つのチャネル間のセル変更またはチャネル切替えを実行することがで
きるようにするため、同じでなければならない（たとえば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成は、
ＴＤＤシステムのＳｕｐｐＣｅｌｌに対して同じである必要がある）。
【０１４０】
　標準的なＲＲＣ事前構成メッセージ（または情報要素）の内容が以下に示される。メッ
セージは、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥメッセージによって後にアクティブ化されうるす
べての潜在的なＳｕｐｐＣｅｌｌの完全なリストである。パラメータｍａｘＳｕｐｐＣｅ
ｌは、認可不要帯域で使用可能なチャネルの数、およびｅＮＢ／ＨｅＮＢによりサポート
される潜在的な周波数構成によって制限される。加えて、特定のセルの構成はまた、別の
セルの構成から導き出されてもよい。たとえば、セルｙの事前構成は、ＡＲＦＣＮ、ｐｈ
ｙＳｕｐｐＣｅｌｌＩＤ、およびＳｕｐｐＣｅｌｌＩｎｄｅｘのような特定のキーフィー
ルドを除いては、セルｘと同じ情報から成る。
 RRC_Preconfiguration := SEQUENCE (SIZE (1..maxSuppCell)) OF
SuppCellToPreConfigure
SuppCellToPreConfigure ::= SEQUENCE {
   SuppCellIndex SuppCellIndex,
   CellIndentification   SEQUENCE {
      phySuppCellID   phySuppCellID,
      dl-CarrierFreq   ARFCN
   }
   suppCellradioResourceConfigCommon   RadioResourceConfigCommon
   suppCellradioResourceConfigDedicated  RadioResourceConfigDedicated
}
【０１４１】
　１つの実施形態による例示的な論理フローは、以下のとおりである。
１．　ＲＲＣは、事前構成済みのＳｕｐｐＣｅｌｌとして認可不要帯域のすべての潜在的
に使用可能なチャネルを事前構成する。使用可能なチャネルは、たとえば、ＴＶＷＳデー
タベースに含まれている情報からＲＲＣに伝達されてもよい。
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２．　１または複数の事前構成済み（および非アクティブ化）ＳｕｐｐＣｅｌｌは、現在
アクティブなＳｕｐｐＣｅｌｌ（ＳｕｐｐＣｅｌｌ１）の代替として選択される。この決
定は、たとえば、チャネル近接性または可用性に基づいて行われてもよい。これはまた、
チャネル特性（たとえば、帯域幅または最大送信電力）の類似性に基づいてもよい。
３．　コンテキストに関連する構成パラメータ（たとえば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成）が
ＳｕｐｐＣｅｌｌ１と同一に設定されるように、ＲＲＣ構成メッセージは、選択された事
前構成済みＳｕｐｐＣｅｌｌ（つまりＳｕｐｐＣｅｌｌ２）を再構成するために送信され
てもよい。このステップは、任意のセル変更に先立って複数回実行されてもよい（たとえ
ば、アクティブなＳｕｐｐＣｅｌｌのＲＲＣ構成が変更されるごとに、同じ変更が、代替
として役割を果たすべき事前構成済みのＳｕｐｐＣｅｌｌの特定のパラメータに適用され
る）。
４．　ｅＮＢ／ＨｅＮＢにおけるＲＲＣレイヤは、上位レイヤによりチャネルを変更する
必要を通知される。次いで、この通知はＭＡＣレイヤに送信される。
５．　チャネル切替えＭＡＣ制御要素はＷＴＲＵに送信されて、ＳｕｐｐＣｅｌｌ（たと
えば、ＳｕｐｐＣｅｌｌ１）を非アクティブ化して解放し、ステップ１で定義された事前
構成済みのセル（たとえば、ＳｕｐｐＣｅｌｌ２）からＳｕｐｐＣｅｌｌを構成して場合
によってはアクティブ化するようにＷＴＲＵに指示する。
６．　場合によっては、ＷＴＲＵは、チャネル切替えメッセージに応答して、チャネル切
替えＡＣＫ　ＭＡＣ　ＣＥを送信する。
７．　ＷＴＲＵのＭＡＣレイヤは、セル変更についてＲＲＣレイヤに通知する。
【０１４２】
　チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥおよびチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥ　ＡＣＫの潜在的なフ
ォーマットは、以下の表４および表５に示される。認可不要帯域内のチャネルの数は、Ｌ
ＴＥ　Ｒｅｌ－１０で許容可能なコンポーネントキャリア（ＣＣ）の数よりもはるかに大
きい可能性があるので、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥは、アクティブ化／非アクティブ化
ＭＡＣ　ＣＥとは全く異なっている。
【０１４３】
　チャネル切替え中に、ＷＴＲＵは、補足セルインデックスに基づいて変更するセルを識
別するが、補足セルインデックスインデックスは事前構成済みのセルごとに一意の識別子
である。補足セルインデックスは、ＲＲＣ＿Ｐｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセー
ジの一部として事前構成済みのセルの各々について提供される。
【０１４４】
【表４】

【０１４５】
【表５】

【０１４６】
　新しいＳｕｐｐＣｅｌｌの固有の構成は、ＲＲＣがそのＳｕｐｐＣｅｌｌを事前構成し
たとき最初に提供された。この構成は、チャネル周波数、固有のチャネルの最大送信電力
、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成などのようなパラメータを含む。その結果、任意のＷＴＲＵの
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ＭＡＣレイヤがチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥを受信する場合、上記のメッセージで受信し
たＳｕｐｐＣｅｌｌ　ＩＤに関連付けられている構成で動作を開始する。切替えが行われ
る実際のタイミングは、フレームおよび／またはサブフレームフィールドによって指定さ
れる。ここで、ＷＴＲＵが古いＳｕｐｐＣｅｌｌからトランスポートブロックの受信を中
止して、新しいＳｕｐｐＣｅｌｌからトランスポートブロックの受信を開始する、ＳＦＮ
および、オプションでサブフレームが指定されてもよい。新しいＳｕｐｐＣｅｌｌ　ＩＤ
の値に応じて、追加のフィールドが含まれてもよい。そのような追加のフィールドが必要
となる事例は（たとえば、認可帯域フォールバックの場合）、以下に説明される。
【０１４７】
　確認応答において、ＷＴＲＵが指定されたサブフレームでチャネル切替えを実行するこ
とができたかどうかをｅＮＢに指示するために、成功またはエラーコードが送信されても
よい。固有のエラーコードに関連する追加のフィールドも、ＷＴＲＵによって送信されて
もよい。
【０１４８】
　切替えが行われるべきフレーム／サブフレーム番号が指定されるので、割当て動作は、
切替え境界を超えて続行することができる。これは、図１４のタイミング図に示されるが
、この図は、ＷＴＲＵによるチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥ１４１０の受信に続いて保留中
のＵＬ許可が処理される方法の例を示す（システムはチャネル切替えＡＣＫを使用しない
と仮定して）。
【０１４９】
　上記の例において、古い補足アップリンクＣＣからのすべてのコンテキスト情報が新し
い補足アップリンクＣＣ１４２２に持ち越されるので、それぞれサブフレーム０および２
で行われたアップリンク許可１４１２および１４１４は、１４１６においてセル変更が生
じた後も引き続き有効である。アップリンクデータは、当初スケジュールされていたとお
り、サブフレーム３および５で新しい補足アップリンクＣＣ１４２２を介してＷＴＲＵｘ
によって送信される。
【０１５０】
　同様の手法は、ＰＨＩＣＨチャネルでのＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースの割当てに行われる
。たとえば、ＷＴＲＵが、サブフレーム３で（固有のＰＨＩＣＨチャネルの）補足ダウン
リンクＣＣ１でＡＣＫ／ＮＡＣＫが受信されることを期待するが、チャネル切替えがサブ
フレーム１で受信される場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは同じＰＨＩＣＨチャネルで受信される
が、代わりに補足アップリンクＣＣ２で受信される。
【０１５１】
　ユニキャストＭＡＣ　ＣＥの代替として、以下の手順は、シームレスなチャネル切替え
または事前定義済みのＳｕｐｐＣｅｌｌへのセル切替えのいずれに対してであっても、シ
ームレスなチャネル切替えを信号伝達することができる。シグナリングは、グループベー
スのチャネル切替えＭＡＣ制御要素、Ｌ１制御シグナリングベースのセル変更メカニズム
、およびセル変更を可能にするためのクロスキャリアスケジューリングの使用を含む。
グループベースのチャネル切替えＭＡＣ制御要素
【０１５２】
　ＭＡＣ　ＣＥを使用してシームレスなチャネル切替えを実行するために使用される手法
に関わりなく、ＵＬまたはＤＬ（またはＴＤＤ動作の場合両方）の補足キャリアを同時に
使用する複数の可能性があるＷＴＲＵに単一のＭＡＣ　ＣＥを送信することが必要になる
こともある。これを行うために、グループベースのチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥの概念が
導入される。
【０１５３】
　グループベースのチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥの存在は、トランスポートブロックに付
随するトランスポートフォーマットインジケータ（ＴＦＩ）のＰＨＹに指示される。この
情報をＭＡＣから受信すると、ＰＨＹによるトランスポートブロックのスケジューリング
は、複数のＷＴＲＵが同じトランスポートブロックを受信して復号するように実行される
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。これは、本明細書において認可不要使用ＲＮＴＩ（ＵＵ－ＲＮＴＩ：Ｕｎｌｉｃｅｎｓ
ｅｄ　Ｕｓａｇｅ　ＲＮＴＩ）と称される、新しい無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴ
Ｉ：Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を導入
することによって達成されうる。
【０１５４】
　ＳｕｐｐＣｅｌｌとしての任意の認可不要のチャネルの使用に先立って、ＷＴＲＵは、
１または複数の固有のＵＵ－ＲＮＴＩを割り当てられる。共通のＵＵ－ＲＮＴＩは、同じ
ＳｕｐｐＣｅｌｌまたはＳｕｐｐＣｅｌｌのセットを使用する複数のＷＴＲＵに関連付け
られる。この関連付けは、ＳｕｐｐＣｅｌｌが構成されるときにシステム情報を通じてＲ
ＲＣによって行われてもよい。関連付けはまた、固有のＵＵ－ＲＮＴＩに関連付けられて
いるＷＴＲＵのセットを動的に変更することができるようにＲＲＣメッセージングを通じ
て更新されてもよい。たとえば、ｅＮＢは、ＳｕｐｐＣｅｌｌを使用するＷＴＲＵのセッ
トに対して単一のＵＵ－ＲＮＴＩを保持することが好ましい。このＵＵ－ＲＮＴＩは、Ｓ
ｕｐｐＣｅｌｌが特定のＷＴＲＵについて最初に構成されるときに割り当てられてもよい
。あるいは、ｅＮＢは、ＳｕｐｐＣｅｌｌを使用するユーザのサブセットを、それらのＷ
ＴＲＵの地理的位置に基づいて別のＵＵ－ＲＮＴＩに割り当てることもできる。Ｓｕｐｐ
Ｃｅｌｌがその地理的領域に対してのみ使用不可能になる場合、チャネル切替えＭＡＣ　
ＣＥは、ＳｕｐｐＣｅｌｌが使用できないそれらのＷＴＲＵのみに対処することができる
。単一のＷＴＲＵを複数のＵＵ－ＲＮＴＩに割り当てる可能性は、ＷＴＲＵがさまざまな
条件下でチャネルを切替えることができるか、または常にそれらのＳｕｐｐＣｅｌｌのう
ちの１つでチャネルを切替える可能性を持ってｅＮＢから複数のＳｕｐｐＣｅｌｌをサポ
ートすることができるようにする。
【０１５５】
　チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥメッセージを含むトランスポートブロックを送信する場合
、ＰＨＹは、トランスポートブロックに割り振られているリソースをＰＤＣＣＨ上のＵＵ
－ＲＮＴＩにアドレッシングする。アドレッシングは、共通の検索スペースまたは専用の
検索スペースのいずれかで行われてもよい。
【０１５６】
　システムがチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥ　ＡＣＫを使用しない場合の頑強性を保証する
ため、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥは、認可帯域を介して送信されるようにＭＡＣレイヤ
によってスケジュールされてもよい。これは、認可帯域で構成されうるＰＣｅｌｌおよび
／またはＳＣｅｌｌのいずれかで送信されてもよい。加えて、ＰＨＹレイヤは、チャネル
切替えＭＡＣ　ＣＥに関連付けられているトランスポートブロックを確実に送信するため
、追加の技法を使用することができる。たとえば、より大きい符号化レートおよび下位変
調方式は、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥに関連付けられているトランスポートブロックに
期待される。（ＰＣｅｌｌまたはＳＣｅｌｌ帯域幅のさまざまなエンドで分散されるリソ
ース要素を使用する割当てのような）ＰＤＳＣＨ上のリソース要素の周波数ダイバーシテ
ィを活用するための特定のルールはまた、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥを送信する場合に
頑強性を保証するために使用されてもよい。堅固な送信のためのこれらの方法は、システ
ムが、上記で説明されているチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥ　ＡＣＫを採用する場合には、
必要ではない（ただし依然として有益である）。
【０１５７】
　グループベースのチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥはまた、特定のＳｕｐｐＣｅｌｌが使用
不可能となり、ＷＴＲＵが認可セル（ＰＣｅｌｌまたは場合によってはＳＣｅｌｌ）にフ
ォールバックする必要がある、認可不要帯域を使用するすべてのＷＴＲＵに信号伝達する
ためのメカニズムとして使用されてもよい。これはまた、新しいＳｕｐｐＣｅｌｌフィー
ルドの特殊または予約値を使用する（たとえば、フィールドの最初のｎビットに特殊値を
使用する）、同じグループベースのチャネル切替えＭＡＣ　ＣＥを使用して行われてもよ
い。この場合、事前スケジュール済みのリソース（チャネル切替え境界によって指定され
たサブフレーム境界の後に実施されるＵＬ許可のような）は、取り消されるか、またはそ
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の代わりに認可キャリアに移行される必要がある。認可帯域のリソースに関するスケジュ
ーラからの情報が使用可能であり、ターゲットサブフレームのリソースが使用可能である
場合、ＮｅｗＳｕｐｐＣｅｌｌＩＤフィールドは、同じリソースが使用されるべきである
認可帯域上のセル（たとえば、ＰＣｅｌｌまたはＳＣｅｌｌ）を指示するために使用され
てもよい。同じリソースを使用するオプションは、追加情報フィールドの一部として指示
されてもよい。
【０１５８】
　フォールバック手順中にＳｕｐｐＣｅｌｌから認可セルにリソースを持ち越す代替とし
て、ＮｅｗＳｕｐｐＣｅｌｌＩＤは、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥによって指示されるフ
レーム／サブフレーム番号に続いて任意の保留中のＵＬ許可が取り消されることを指示す
ることができる。これは、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥが作成される時点においてスケジ
ューラからリソースに関する情報を取得する必要を回避する。これはまた、チャネル切替
えＭＡＣ　ＣＥが送信される時間からそれが効力を発するまでの遅延が、特定のサブフレ
ーム数よりも大きくなるよう保証することによって行われてもよく、チャネル切替えＭＡ
Ｃ　ＣＥの送信の後に古いＳｕｐｐＣｅｌｌでのＵＬ許可が送信されることはない。
Ｌ１制御シグナリングベースのセル変更メカニズム
【０１５９】
　チャネル－切替えＭＡＣ　ＣＥに関して上記で説明されているプロセスを類似するプロ
セスは、ＭＡＣレイヤの代わりにＰＨＹレイヤにおいてセル変更を可能にするために採用
されてもよい。セル変更をトリガーするためのＰＨＹレイヤ制御シグナリングは、ＲＲＣ
事前構成に続くＭＡＣ　ＣＥを使用するセル変更、およびＭＡＣレイヤによって開始され
たセル変更の両方で使用されてもよい。後段において、事例１（つまり、ＲＲＣによって
事前構成されたセル）においてセル変更をトリガーするためのＰＨＹレイヤ制御シグナリ
ングの実施形態が説明される。
【０１６０】
　この方法において、セル変更に専用のＤＣＩ（ダウンリンク制御情報）が使用される。
（サブフレームｎで送信された）このＤＣＩは、直後のサブフレーム（ｎ＋１）のセル変
更を開始することができるか、または（ＭＡＣ　ＣＥの場合のように）切替えが行われる
サブフレーム番号を指示することができる。これを指示する１つの方法は、チャネル切替
えＤＣＩを搬送するサブフレームからサブフレームのオフセットを指示することである。
チャネル切替えＤＣＩは、新しいＤＣＩフォーマットによって定義されてもよい。また、
変更バージョンのＤＣＩフォーマット１Ｃ（システム情報の送信に使用される）は、チャ
ネル切替えＤＣＩフォーマットに使用されてもよい。
【０１６１】
　チャネル切替えＤＣＩは、複数のＷＴＲＵがこれを受信することができるように、共通
の検索スペースに配置される。加えて、セル変更は、現在のサブフレームに続くわずか１
つのサブフレームで生じうるので、チャネル切替えＤＣＩフォーマットはコンパクトなメ
ッセージサイズを有する必要がある。チャネル切替えＤＣＩフォーマットに固有のその他
の特性は、データに関連付けられている変調方式のＱＰＳＫのみの使用、このメッセージ
は無応答なのでＨＡＲＱのサポートなし、およびチャネル切替えメッセージを受信すべき
複数のＷＴＲＵに共通のＲＮＴＩを使用するスクランブリングである。ＳＩ－ＲＮＴＩは
、この場合に使用されてもよい。あるいは、セル変更がＷＴＲＵのサブセットだけに適用
する場合、新しいＲＮＴＩが定義されてもよい（たとえば、本明細書において定義される
ＵＵ－ＲＮＴＩ）。ＲＲＣは、ＷＴＲＵのセットを所与のＵＵ－ＲＮＴＩと関連付けるこ
とに責任を負う。
【０１６２】
　１つの実施形態において、チャネル切替えメッセージは、プライマリセルを介して送信
される。しかし、もう１つの実施形態において、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥは、セカン
ダリセルまたはＳｕｐｐＣｅｌｌを介して送信される。
【０１６３】
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　図１５は、チャネル切替えＤＣＩ１５００の例示的なフォーマットを示す。あるいは、
図１５のフォーマットは、既存のＤＣＩに使用されてもよいか、または図１５のフォーマ
ットの代わりに、チャネル切替えＤＣＩは既存のフォーマットおよびＰＤＳＣＨで割当て
が指し示す関連するチャネル切替えメッセージ１５０１を使用することができる。
【０１６４】
　（ＰＤＳＣＨで）チャネル切替えＤＣＩフォーマットに関連付けられている割当てメッ
セージの内容は、それぞれＭＡＣおよびＲＲＣセクションに分割されてもよい。これらの
セクションは、それぞれ、セル変更に関連するＲＲＣ固有およびＭＡＣ固有の情報を含む
ことができる。各セクションのサイズは、チャネル切替えＤＣＩのリソース割当てフィー
ルドでエンコードされてもよい。ＲＲＣセクションは、新しい物理セルＩＤおよび新しい
ＳｕｐｐＣｅｌｌに関連付けられている新しい測定構成を含むことができる。ＭＡＣセク
ションは、新しい物理ＣｅｌｌＩＤ、認可帯域フォールバックの場合に取るべき振る舞い
およびＨＡＲＱプロセス処理のような、ＨＡＲＱ関連の情報（必要な場合）、新しいＳｕ
ｐｐＣｅｌｌ（および関連するＣＩＦ）に関連付けられているｄｌ－キャリア周波数およ
び帯域幅、新しいＳｕｐｐＣｅｌｌに関連付けられているｕｌ－キャリア周波数および帯
域幅、新しいＰＨＩＣＨ構成、新しいアップリンク電力関連のパラメータ（従来はＲＲＣ
によって設定される）、新しいＬＥチャネルを介して送信されうる最大電力に基づく変更
を含むことができる。
【０１６５】
　図１６は、Ｌ１制御メッセージングを通じて使用可能にされるセル変更に関連するイベ
ントの例示的なシーケンスを示す。１６０１においてセル変更を通知された後、ｅＮＢの
ＲＲＣは、新しいＳｕｐｐＣｅｌｌの電源オンをトリガーし（１６０３）、チャネル切替
えメッセージのＲＲＣ部分を作成して、情報を新しいＳｕｐｐＣｅｌｌに関連するＭＡＣ
レイヤに送信する（その情報がＭＡＣでまだ使用可能ではない場合）（１６９５）。ＭＡ
Ｃは、その情報を使用して、チャネル切替えメッセージのＭＡＣ部分を作成する（１６０
７）。セル変更には、ｅＮＢが新しいキャリア周波数で新しいセルを物理的にオンにする
ことが必要である場合、この動作もこの時点において行われる。
【０１６６】
　ＭＡＣレイヤはまた、チャネル切替えが行われるタイミングも決定し、サブフレームオ
フセットフィールドを派生させる（１６０９）。チャネル切替えは、リソースブロックの
セットに割り振られ、関連するチャネル切替えＤＣＩフォーマットはＰＤＣＣＨおよびＰ
ＤＳＣＨにマッピングされて、影響を受けるＷＴＲＵ（複数可）に送信される。
【０１６７】
　ＷＴＲＵにおいて、ＭＡＣおよびＲＲＣは、チャネル切替えメッセージの対応する部分
を解釈する（１６１３）。特に、ＷＴＲＵ　ＭＡＣは、チャネル切替えメッセージのＭＡ
Ｃセクションを読み取り、チャネル切替え時間の時点で指定されたパラメータの使用を開
始する（１６１５）。たとえば、ＭＡＣレイヤは、新しいＰｈｙＣｅｌｌＩＬ（および制
御チャネルの構成）を適用して、補足キャリアで任意の制御チャネルを見つけうる。次い
で、ＷＴＲＵ　ＭＡＣレイヤは、ＲＲＣセクション情報をＷＴＲＵ　ＲＲＣレイヤに中継
する（１６１７）。ＲＲＣは、ＳｕｐｐＣｅｌｌ上で実行されるように測定を再構成する
。
セル変更を可能にするためのクロスキャリアスケジューリングの使用
【０１６８】
　セル変更は、切替えの時点におけるシグナリングを必要とせずに使用可能にされてもよ
い。これは、ＰＣｅｌｌ／ＳＣｅｌｌのみからのクロスキャリアスケジューリングの使用
を通じて行われてもよい。
【０１６９】
　ＳｕｐｐＣｅｌｌがダウンリンクまたはアップリンク制御チャネルを使用しない（ＰＵ
ＳＣＨおよびＰＤＳＣＨのみがＳｕｐｐＣｅｌｌで搬送される）ことが想定される場合、
ＷＴＲＵの観点からＳｕｐｐＣｅｌｌのアクティブ化または非アクティブ化は必要とされ
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ない。その結果、この方法において、ＬＥ帯域内の１つのセルから別のセルへの切替えは
クロスキャリアスケジューリングの使用を通じて暗黙的に行われてもよい。固有のＬＥチ
ャネルがもはや使用可能ではない場合、ｅＮＢはその特定のチャネルに関連付けられてい
るコンポーネントキャリア上のリソース（アップリンクまたはダウンリンク）のスケジュ
ーリングを停止して、別のＬＥチャネル上に位置するコンポーネントキャリア上のリソー
スをスケジュールする。その結果、ＭＡＣアクティブ化／非アクティブ化は、ＷＴＲＵに
おいてセル変更を可能にするために必要とされない。
【０１７０】
　この切替えの方法を使用可能にするために、ＷＴＲＵは、ｅＮＢがクロスキャリアスケ
ジューリングを使用して最終的に切替えることができるＬＥ帯域内のすべての可能なチャ
ネルを認識している必要がある。事実上、これらのチャネルは各々、Ｒｅｌ－１０の観点
からアクティブと想定されるコンポーネントキャリアを表す（これらのコンポーネントキ
ャリアのいずれかへのクロスキャリアスケジューリングは、クロスキャリアスケジューリ
ングを実行するＰＤＣＣＨメッセージ内の適切なＣＩＦを参照することによっていかなる
時点でも行われてもよい）。
【０１７１】
　ＷＴＲＵが、（たとえば、ＰＤＣＣＨの復号に続いて補足キャリア上でデータのバッフ
ァリングを開始することができるように）クロスキャリアスケジューリングを通じてチャ
ネル切替えに続く１つのチャネルから別のチャネルに移行するためにいくらかの時間が必
要となることが想定されうる。その結果、チャネル切替え中に、ＤＬ割り当てを搬送する
ＰＤＣＣＨがサブフレームｎのＰＣＣ／ＳＣＣ（プライマリコンポーネントキャリア／セ
カンダリコンポーネントキャリア）で送信される場合、新しい補足キャリアでデータを搬
送するＰＤＳＣＨは、サブフレームｎ＋１またはｎ＋ｋで送信される（ただし、ｋ＞０）
。このルールは、新しい補足キャリアに行われる第１の割当てに限り適用可能である。こ
の第１の割当ての後、ＬＴＥのダウンリンク割当ての通常のタイミングが適用される。
【０１７２】
　固有のＷＴＲＵの補足キャリアに第１の割当てが行われたときを決定するため（ひいて
は、ＰＤＣＣＨとＰＤＳＣＨ間のｋの遅延をＷＴＲＵが想定するときを定義するため）、
各ＷＴＲＵによって保持されるＣＩＦベクトルに基づく以下の方法および手順が使用され
てもよい。各ＷＴＲＵは、ＲＲＣによる補足セルの構成または再構成以来の最近における
ダウンリンク許可またはアップリンク割当てを通じてｅＮＢによって参照されたＣＩＦ値
のベクトルを保持する。ダウンリンクにおいて、ＷＴＲＵは、現在ＷＴＲＵのＣＩＦベク
トルにあるＣＩＦに対応する補足セル上のデータのみを復号する準備が整っている。ＣＩ
Ｆベクトルの内容に基づいて、ＰＤＣＣＨでの割当ては、ゼロ遅延（つまり、ＰＤＳＣＨ
データはＰＤＣＣＨ割当てと同じ時点で補足キャリア上に存在すると想定される）または
ｋの遅延（つまり、ＰＤＳＣＨデータはＰＤＣＣＨ割当てに続くｋサブフレームで存在す
る）のいずれかで復号される。以下の手順が想定される。
【０１７３】
　初期スタートアップ、または後に続くｅＮＢ／ＨｅＮＢによる補足セルの構成または再
構成において、ＷＴＲＵは、空のＣＩＦベクトルを使用する。ＷＴＲＵが専用シグナリン
グを通じてｅＮＢによってＣＩＦベクトルの初期コンテンツを送信されると想定して、非
空のＣＩＦベクトルもまた可能である。
【０１７４】
　ＣＩＦｘに対応する固有の補足セルに対してＷＴＲＵに割当てが行われ、ＣＩＦｘが現
在そのＷＴＲＵのＣＩＦベクトルの要素ではない場合、ＷＴＲＵは補足セル上のＰＤＳＣ
ＨデータがＰＤＣＣＨ割当てに続くｋサブフレームに存在すると想定する。その時点にお
いて、ＷＴＲＵは、ＣＩＦｘをＣＩＦベクトルに追加する。
【０１７５】
　現在ＷＴＲＵ　ＣＩＦベクトルの一部であるＣＩＦ値を使用して割当てが行われる場合
、ＷＴＲＵは、補足セル上のＰＤＳＣＨデータがＰＤＣＣＨ割当てと同じサブフレームに
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存在することを想定する。
【０１７６】
　ＣＩＦベクトルは、ＬＥ帯域内のチャネルの数よりも少ないかまたは同じであると想定
されうる。ＣＩＦベクトルのほうが小さい場合、特定の場合にＣＩＦベクトルから補足セ
ルを除去するための処置が行われる必要がある。補足セルをＣＩＦベクトルから除去する
ために個別または組み合わせて使用されうるメカニズムの非限定的なリストは、以下の事
項を含む。
・ＷＴＲＵは、ＣＩＦベクトルが現在要素のその最大数に到達している場合、ＣＩＦベク
トルから補足セルを除去することができ、ＷＴＲＵは現在ＣＩＦベクトルに存在しない新
しいＣＩＦでリソースをスケジュールしたので、新しいＣＩＦが挿入される必要がある。
この場合、ＣＩＦベクトル上のもう１つの要素は、ｅＮＢから最も頻度の低い割当てを受
信した補足セルを除去することのような、一部の固有のルールを使用して除去される。
・ＷＴＲＵは、特定のサブフレーム数（システム情報を通じてＷＴＲＵおよびｅＮＢに知
られている）が補足セルに割当てが行われることなく経過した後、ＣＩＦベクトルから補
足セルを除去することができる、および／または
・ｅＮＢは、専用ＲＲＣシグナリングまたはＭＡＣレイヤシグナリングによりＣＩＦベク
トルから補足セルの除去を明示的に要求することができる。
【０１７７】
　（任意の瞬間に補足キャリアを各々備える）ＬＥチャネルの潜在的に大きいセットに対
処できるようにするため、ダウンリンクおよびアップリンクのリソース割当てに使用され
るＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット内にＬＥチャネルインジケータフィールド
を含むように変更されてもよい。ＣＩＦは、割当てまたは許可がＬＥ帯域内のチャネルに
位置することを指示し、したがって、ＤＣＩフォーマット内のＬＥチャネルインジケータ
フィールドの存在を指示する。次いで、ＬＥチャネルインジケータフィールドは、割当て
または許可が関連付けられる正確なＬＥチャネル（ひいてはコンポーネントキャリア）を
識別するｘビットフィールドを備える。クロスキャリアベースのセル変更を可能にするた
めのＬＥチャネルインジケータフィールドの使用は、図１７に示される。
【０１７８】
　ＷＴＲＵがＳｕｐｐＣｅｌｌで受信または送信できるようにするため、ＳｕｐｐＣｅｌ
ｌ構成は、ＲＲＣメッセージングを介してＷＴＲＵに送信される必要がある。ＬＥ帯域内
のチャネルの各々に関連付けられているすべての可能なＳｕｐｐＣｅｌｌのＲＲＣ情報を
格納する必要、およびそれらの各々に関連付けられている情報を更新する必要を回避する
ため、ｅＮＢはアクティブなセルおよび休止中のセルのリストを保持することができる。
アクティブなセルは、ＲＲＣによって構成され、ｅＮＢがいつでもクロスキャリアスケジ
ューリングを行うことができるＳｕｐｐＣｅｌｌのセットに対応する。休止中のセルは、
最小範囲まではＷＴＲＵによって認識される（たとえば、このチャネルおよび帯域幅に関
連するセルの中央周波数）が、すべての対応するＲＲＣ構成情報がＷＴＲＵには送信され
るわけではない。その結果、クロスキャリアスケジューリングの使用を通じたセル変更は
、アクティブなセル間でのみ実行されうる。ＲＲＣシグナリングは、必要とされる場合に
、アクティブおよび休止中のセルのリストを変更するために、ｅＮＢによって使用されて
もよい。リストはまた、静的または半静的であってもよい（たとえば、アクティブセル情
報は、基地局またはオペレータがサポートすることができる周波数で構成されてもよく、
したがって、ＵＳＩＭに格納されている情報のようなさらに静的な手段を通じて送信され
てもよい）。
【０１７９】
　アクティブおよび休止中のセルの使用はまた、ＷＴＲＵによって実行される必要のある
測定の数を低減させることもできる。スケジューリングを使用可能にするための最小量の
チャネル知識を有するため、ｅＮＢは、時折、アクティブセル周波数を介して基準シンボ
ルおよび／または同期シンボルを送信することができる。ＷＴＲＵは、ｅＮＢによって指
定されているスケジュールに従って、またはＷＴＲＵによって命令された非同期測定要求
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に基づいて、基準信号および同期信号の測定を実行することができる。休止中のセルの測
定は行われず、ｅＮＢおよびＷＴＲＵは、それらのセルで基準または同期信号を送信しな
い。
【０１８０】
ソフト移行を通じたセル変更
　本明細書において説明されるセル変更のいずれにおいても、ＬＥ帯域のセル変更のメカ
ニズムには、ＷＴＲＵおよびｅＮＢにおけるＭＡＣレイヤによるソフト移行手順が必要と
なる場合がある。（たとえば、現在使用されているチャネルの１つでのプライマリユーザ
の検出により）動作する新しいＬＥチャネルを選択する場合、この新しいチャネルへのア
クセスは、即時に生じないこともある。特に、ｅＮＢおよび／またはＷＴＲＵは、最初に
、実際の送信に先立ってクリアチャネル評価（ＣＣＡ：ｃｌｅａｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａ
ｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）に対する一部のエネルギー検出を実行することによって、チャネル
が確実に解放されているよう望むことができる。この「リッスンビフォアトーク（Ｌｉｓ
ｔｅｎ－Ｂｅｆｏｒｅ－Ｔａｌｋ）」の方策は、ＬＴＥシステムがＬＥ帯域を現在使用し
ているその他のユーザと共存し、またその自身のチャネルアクセス中にそれらのセカンダ
リユーザからの干渉を回避することを保証する。
【０１８１】
　その結果、セル変更には、「リッスンビフォアトーク」に続くチャネルへのアクセスの
遅延に起因するセル変更中の使用可能な帯域幅のドロップを回避するため、ソフト移行が
ＭＡＣレイヤによって実行されることが必要となる。さまざまな実施形態によれば、セル
変更に続いて、ＭＡＣレイヤは、ソフト移行期間を保持することができ、送信が宛先チャ
ネル／セルで確立されるまで、送信はソースチャネル／セルで引き続き実行される。ｅＮ
Ｂは、許容可能な送信が宛先チャネル／セルで達成されたと決定した時点において、ソー
スチャネル／セルでのリソース割当てを停止することができる。この場合、トランスポー
トブロックの送信および対応する確認応答の受信の際に、許容可能な送信が達成されるこ
とが想定されてもよい。言い換えれば、ソフト移行期間は、（１）ＣＣＡを使用して新し
いチャネルへのアクセスを得るために必要な時間に、（２）そのチャネルにわたりトラン
スポートブロックを正常に送信するために必要な時間と、（３）ＷＴＲＵがその確認応答
を返すために必要な時間とを加えたもので構成されてもよい。この移行時間の第２の部分
は、ｅＮＢが、ソースセルでアクティブな送信帯域幅を保持しながら、新しいチャネルの
チャネル推定およびＣＱＩ推定を調整することができるようにする。
【０１８２】
　ＭＡＣ－ＣＥベースのセル変更のコンテキストにおける例示的なソフト移行手順は、後
段においてさらに詳細に説明される。同様のルールは、セル変更のその他のメカニズムに
適用することができる。
【０１８３】
ＭＡＣ－ＣＥベースのセル変更の移行期間
　さまざまな実施形態によれば、セル変更中に、ＨＡＲＱプロセスの単一のセットが、ソ
ースおよび宛先セルに採用される。その結果、送信が両方のセルにわたり同時に生じうる
ソフト移行期間中、ｅＮＢまたはＷＴＲＵ（ＵＬまたはＤＬ送信に応じて）は、固有のプ
ロセス番号が送信されるべきセルを選択する。送信機は、新しいセルで送信されるべきプ
ロセス番号のサブセットを選択することによって始動する（通常、移行を使用可能にする
ために新しいセルで単一のプロセス番号が送信されてもよい）。
【０１８４】
　ダウンリンク送信の場合、ＣＩＦはチャネル切替えにわたり共通のままであるため、Ｕ
Ｅは、チャネル切替えが最初に受信されると最初に新旧両方のＬＥチャネルでＰＤＳＣＨ
を復号する。新しいセルで最初に送信されたプロセス番号が成功であれば、ｅＮＢはすべ
てのプロセス番号を新しいセルに移動させ、ＵＥは古いセルでＰＤＳＣＨを復号する必要
はなくなる。これは、その固有のＵＥの移行期間の終了を指示する。
【０１８５】
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　図１８は、保留ＨＡＲＱ送信およびＡＣＫ／ＮＡＣＫに関してダウンリンク送信の移行
期間中のイベントの例示的なタイムラインを示す図である。図１８において、チャネル切
替えＭＡＣ　ＣＥは、サブフレーム６において、セル変更を、補足セル１から補足セル２
に命令する（参照番号１８０１を参照）。このサブフレームから開始して、ｅＮＢは、サ
ブフレーム１１においてチャネルにアクセスできるまでＣＣＡを試みる。ＨＡＲＱプロセ
ス３およびＨＡＲＱプロセス５は、補足セル２で送信されるように選択され（参照番号１
８０３を参照）、一方その他のＨＡＲＱプロセスは補足セル１に留まる。トランスポート
ブロックＤ３は、ＷＴＲＵによって誤って受信され、ＮＡＣＫが送信され（１８０５を参
照）、一方ＷＴＲＵはトランスポートブロックＤ５をＡＣＫ（確認応答）する。ＨＡＲＱ
プロセス番号５を持つ新しいトランスポートブロック（ＮＤＩにより指示される）がＷＴ
ＲＵによって受信される場合（１８０７を参照）、これはソフト移行期間の終わりを信号
伝達し、ｅＮＢは補足セル１でデータの送信を停止する。この時点において、ＷＴＲＵは
、このセルに対応するＣＩＦに対して補足セル２でＰＤＳＣＨを復号する必要があるだけ
である。
【０１８６】
　ソフト移行期間の終わりは、単一トランスポートブロックの正しい送信および確認応答
に対応するが、（たとえば、ｘトランスポートブロックの正しい送信など）その他の基準
もまた可能であり、本開示の範囲内に含まれる。
【０１８７】
自律型スペクトルアロケータ
　本明細書において説明されるシステムおよび方法の一部の実施形態は、集中ＣＭエンテ
ィティに依存しないこともある。そのような実施形態において、ｅＮＢは、ローカル検知
／測定レポートと組み合わされたＴＶＷＳデータベースのクエリに基づいてチャネル割当
ての決定を行うことができる。これを達成するため、一部の実施形態は、ｅＮＢ動作によ
るセル検索メカニズムを使用する。このメカニズムは、たとえば、適切にオペレーティン
グキャリアを選択すること、チャネルを常時監視すること、およびｅＮＢによって測定さ
れた干渉レベルが特定の値を超えるなどの必要な場合に異なるオペレーティングキャリア
に切替えることなどのような、さまざまな方法を通じて、近隣ｅＮＢおよびその他の非Ｌ
ＴＥネットワークによって引き起こされる干渉を最小に抑えることを目指している。
【０１８８】
　一部の実施形態において、セル検索エンジンは、機能的にｅＮＢに含まれてもよい。図
１９は、１つの可能な実施形態によるセル検索が可能なｅＮＢ１９００の関連するコンポ
ーネントを示すブロック図である。セル検索エンジン１９０１は、たとえば、以下の機能
、たとえば、受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）、およびチャネル測定（たとえば干渉測定）
のようなスペクトル検出（またはチャネルスキャニング）１９０５、さまざまなＲＡＴで
並列または順次に動作されるセルを検出できるようにされるマルチＲＡＴセル検索サポー
ト１９０３、プライマリ／セカンダリユーザ検出（１９０９）、ならびに／またはチャネ
ル使用分析１９０７のような機能をホスティングすることができる。
【０１８９】
　図１９に示されるように、セル検索エンジン１９０１は、チャネル使用分析およびチャ
ネル測定結果を含みうるメトリック生成のための入力を、メトリック生成ブロック１９１
１に送信する。メトリック生成ブロック１９１１は、これらの入力を、システムによって
必要とされるメトリックを生成するために使用して、それらをスペクトルアロケータ５０
９に送信する。スペクトルアロケータ５０９は、メトリック生成ブロック１９１１からの
入力およびその他の係数を使用して、動作しているチャネルを適切に決定し、それに応じ
てＭＡＣおよびＰＨＹレイヤを構成することができる。
【０１９０】
　ｅＮＢがセルディスカバリおよび周辺環境の監視のために実行する手順は、３つのフェ
ーズに分割されてもよく、それらのフェーズは図２０に示される。
【０１９１】
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　初期化フェーズ２００１は、ｅＮＢが最初にオペレーティングキャリアを選択するか、
またはセカンダリ／補足キャリアを決定するフェーズである。このフェーズにおけるｅＮ
Ｂの主要なタスクは、以下にリストされる。
１．　すべてのチャネル候補をスキャンし、チャネル品質（すなわち、ＲＳＳＩ）を測定
する（２０１１）。
２．　チャネル品質順序に基づいてすべてのチャネル候補をランク付けする（２０１３）
、たとえば、最低ＲＳＳＩを持つチャネルはＮｏ．１にランクされる、というように続く
。
３．　チャネル選択手順を実行する（２０１５：後段においてさらに詳細に説明される）
。
４．　選択されるチャネルを決定して、このチャネル上の同じＲＡＴネットワークのすべ
てのセルＩＤをリストする（２０２１）。
５．　このチャネル上の同じＲＡＴネットワークによって使用されていないセルＩＤを使
用する（２０２３）。
【０１９２】
　チャネル選択手順（２０１５）の２つの例示的な実施形態が以下で説明される。
【０１９３】
　第１のチャネル選択手順は、図２０に示され、以下のステップを備えることができる。
１．　最高のランク付けを持つチャネルを選択して、チャネル使用分析を実行する（２０
１６）。
２．　チャネル使用分析を実行して、チャネルが同じＲＡＴによるネットワークによって
過剰に使用されているかどうか決定する（２０１７）。
３．　過剰に使用されている場合、ｅＮＢは、２番目に高いランク付けを持つチャネルに
移動して（２０１８）、そのチャネルにチャネル使用分析を実行する（２０１６に戻る）
。
４．　一方、チャネル使用が、チャネルが同じＲＡＴによるネットワークによってわずか
しか使用されていないことを示す場合、ｅＮＢはこのチャネルを選択する（２０１９）。
【０１９４】
　チャネル使用が分析される方法は、システムにより定義されてもよい。一例として、分
析および測定に使用されるパラメータは、チャネルで動作されるＲＡＴの数、同じＲＡＴ
によるネットワークの数、および同じＲＡＴネットワークからのＲＳＳＩを含むことがで
きる。
【０１９５】
　チャネルが同じＲＡＴによって過剰に使用されているか、またはわずかしか使用されて
いないかを決定するためのしきい値は、システムによって異なる。たとえば、しきい値は
、オペレーティング技術、パフォーマンス要件（たとえば、ＱｏＳ）などに依存してもよ
い。
【０１９６】
　第２のチャネル選択手順は、以下のステップを備えることができる。
１．　最高のランク付けを持つチャネルを選択して、干渉対カバレッジ分析を実行する。
２．　干渉対カバレッジ分析の例は、望ましいカバレッジを保証するためにｅＮＢによっ
て使用される電力が、特定のしきい値を超える干渉を、ｅＮＢを共有する同一チャネルに
引き起こすかどうかを決定してもよい。干渉を引き起こす場合、ｅＮＢは、次に高いラン
ク付けのチャネルに移動して同様の分析を行い、干渉を引き起こさない場合、ｅＮＢは、
このチャネルを選択して、このチャネルで動作を開始する。
【０１９７】
　ｅＮＢ検出の確率をさらに高め、その他のセルからの干渉を軽減するため、この新しい
キャリアの同期信号の位置は、同じＲＡＴによるその他のネットワークによって生成され
たプライマリ同期信号（ＰＳＳ：Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓ
ｉｇｎａｌ）／セカンダリ同期信号（ＳＳＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉ



(44) JP 2015-506604 A 2015.3.2

10

20

30

40

50

ｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）へのオフセットを有することができる（たとえば、わずか
なシンボル）。
【０１９８】
　保持フェーズ２０３０において、ｅＮＢは、オペレーティングチャネル条件を監視し、
チャネルに生じた干渉を検出する。
このフェーズにおけるｅＮＢの例示的なタスクは、以下の事項を含むことができる。
１．チャネル条件を定期的／不規則的に測定すること（２０３１）、たとえば、ｅＮＢに
おける受信干渉電力の測定およびチャネル使用の分析。
２．チャネル測定、受信品質レポート、および検知結果を関連するＷＴＲＵから収集する
こと、たとえばＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、およびＡＣＫ／ＮＡＣＫ（２０３３）。
３．定期的／不規則的にＴＶＷＳデータベースを調べ、プライマリユーザの存在を検出す
ること（２０３５）。
【０１９９】
　ｅＮＢによって実行されるチャネル条件測定およびチャネル使用分析は、定期的および
／または不規則的であってもよい。ｅＮＢが測定およびチャネル使用分析を実行するよう
にトリガーするイベントは、ＷＴＲＵからのチャネル測定が事前定義済みのしきい値を超
えて変化すること、およびＤＬ受信品質が事前定義済みのしきい値よりも大きく変化する
（たとえば、所定の期間の関連するＷＴＲＵからのＮＡＣＫの数が特定の値よりも大きい
）ことを含むことができる。
【０２００】
　キャリア変更フェーズ２０５０は、ｅＮＢが別のオペレーティングチャネルに切替える
か、またはセカンダリ／補足キャリアを非アクティブ化するフェーズである。このフェー
ズにおけるｅＮＢの例示的なタスクは、チャネル切替えまたは非アクティブ化の必要を決
定するステップ（２０５１）、および、チャネル切替えが確認される場合（２０５３）、
初期化フェーズ２０１０に示されるステップであってもよいセル検索ステップ（２０５５
）を実施するステップを含むことができる。使用可能なチャネルが見つからない場合、こ
のキャリアは非アクティブ化されてもよい。一方、チャネル切替えが２０５３において確
認されない場合、ｅＮＢは単に現在のチャネルにとどまる（２０５７）。
【０２０１】
　オペレーティングチャネルを切替えるか、またはキャリアを非アクティブ化する必要が
あるかどうかを評価するために使用される基準は、システムに依存する。これは、オペレ
ーティング技術、パフォーマンス要件（たとえば、ＱｏＳ）、および干渉のタイプのよう
な要因の１または複数に依存してもよい。
実施形態
【０２０２】
　１つの実施形態において、可用性についてスペクトルを監視するために基地局で実施さ
れる方法であって、スペクトル内の候補チャネルのリストを管理エンティティから受信す
るステップと、使用の候補に関するリスト内の候補チャネルの少なくとも１つを監視する
ステップとを備える方法。
【０２０３】
　この実施形態によれば、方法は、スペクトルの使用に対するポリシーのセットを受信す
るステップをさらに備えることができる。
【０２０４】
　前述の実施形態のいずれかは、スペクトル内の候補チャネルのその他の潜在的なユーザ
に関する共存情報を受信するステップをさらに備えることができる。
【０２０５】
　前述の実施形態のいずれかは、ポリシーの少なくとも一部が管理エンティティから受信
されることをさらに備えることができる。
【０２０６】
　前述の実施形態のいずれかは、管理エンティティに登録するステップをさらに備えるこ
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とができる。
【０２０７】
　前述の実施形態のいずれかは、監視に基づいて使用のリスト内の候補チャネルの１つを
選択するステップをさらに備えることができる。
【０２０８】
　前述の実施形態のいずれかは、候補チャネルがランク付けされることをさらに備えるこ
とができる。
【０２０９】
　前述の実施形態のいずれかは、監視するステップがリスト内の候補チャネルのＮ個を選
択するステップを備え、Ｎは、リスト内のチャネルの数と等しいかまたはそれよりも小さ
い整数であることをさらに備えることができる。
【０２１０】
　前述の実施形態のいずれかは、共存情報およびポリシーに基づいて、Ｎ個のチャネルが
選択されることをさらに備えることができる。
【０２１１】
　前述の実施形態のいずれかは、共存情報が少なくともチャネルタイプを備え、チャネル
タイプは、（１）基地局による使用に専用であるチャネルを備える二次認可チャネル、（
２）基地局ではないプライマリユーザに認可されるが、プライマリユーザ以外のユーザに
よる使用がチャネルのプライマリユーザの使用を妨げない場合にプライマリユーザ以外の
ユーザによって使用されてもよいチャネルを備えるプライマリユーザ割り当てのチャネル
、ならびに（３）基地局および認可不要ユーザによる使用に使用可能であり、プライマリ
ユーザ割り当てのチャネルではないチャネルを備える使用可能なチャネルを含むことをさ
らに備えることができる。
【０２１２】
　前述の実施形態のいずれかは、Ｎ個のチャネルがランク付けされることをさらに備える
ことができる。
【０２１３】
　前述の実施形態のいずれかは、Ｎ個のチャネルをランク付けするステップが、使用可能
チャネルより上に二次認可チャネルを優先順位付けするステップと、プライマリユーザ割
り当てのチャネルより上に使用可能なチャネルを優先付けするステップとを備えることを
さらに備えることができる。
【０２１４】
　前述の実施形態のいずれかは、Ｎ個のチャネルをランク付けるステップが少なくとも部
分的に、基地局のセルサイズに関して許容される送信電力の関数であることをさらに備え
ることができる。
【０２１５】
　前述の実施形態のいずれかは、監視するステップが二次認可のチャネルタイプではない
Ｎ個のチャネルの少なくともチャネルを監視するステップを備えることをさらに備えるこ
とができる。
【０２１６】
　前述の実施形態のいずれかは、Ｎ個のチャネルの識別を管理エンティティに送信するス
テップをさらに備えることができる。
【０２１７】
　前述の実施形態のいずれかは、基地局によって監視されているチャネルの識別を管理エ
ンティティに送信するステップをさらに備えることができる。
【０２１８】
　前述の実施形態のいずれかは、候補チャネルの少なくとも１つを監視するように送信／
受信ユニット（ＷＴＲＵ）を構成するためのメッセージを、基地局と通信するＷＴＲＵに
送信するステップをさらに備えることができる。
【０２１９】
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　前述の実施形態のいずれかは、ランク付けするステップが少なくとも部分的に監視する
ステップに基づくことをさらに備えることができる。
【０２２０】
　前述の実施形態のいずれかは、監視するステップが特徴検出を備えることをさらに備え
ることができる。
【０２２１】
　前述の実施形態のいずれかは、特徴検出が候補チャネルのユーザの無線通信プロトコル
の決定を含むことをさらに備えることができる。
【０２２２】
　前述の実施形態のいずれかは、ランク付けするステップが少なくとも部分的に特徴検出
の関数であることをさらに備えることができる。
【０２２３】
　前述の実施形態のいずれかは、少なくとも１つのその他のユーザによるチャネルの特定
の使用の検出に応答して、候補チャネル監視再選出手順を開始するステップをさらに備え
ることができる。
【０２２４】
　前述の実施形態のいずれかは、候補チャネル監視再選出手順が更新済みチャネルリスト
について管理エンティティにメッセージを送信するステップを備えることをさらに備える
ことができる。
【０２２５】
　前述の実施形態のいずれかは、候補チャネル監視再選出手順が、特定の使用が検出され
たチャネルをＮ個のチャネルから除去するステップと、それを更新済みチャネルリストの
別のチャネルと置き換えるステップとを備えることをさらに備えることができる。
【０２２６】
　前述の実施形態のいずれかは、候補のステータス変更の通知を管理エンティティから受
信するステップと、ステータス変更の通知に応答して、候補チャネル監視再選出手順を開
始するステップとをさらに備えることができる。
【０２２７】
　前述の実施形態のいずれかは、共存情報が少なくともチャネルタイプを備え、チャネル
タイプは、（１）基地局による使用に専用であるチャネルを備える二次認可チャネル、（
２）基地局ではないプライマリユーザに認可されるが、プライマリユーザ以外のユーザに
よる使用がチャネルのプライマリユーザの使用を妨げない場合にプライマリユーザ以外の
ユーザによって使用されてもよいチャネルを備えるプライマリユーザ割り当てのチャネル
、および（３）基地局および認可不要ユーザによる使用に使用可能であり、プライマリユ
ーザ割り当てのチャネルではないチャネルを備える使用可能なチャネルとを含むことと、
候補チャネル監視再選出手順は、Ｎ個のチャネルの１つが別のユーザにより二次認可のチ
ャネルタイプになることを備えるステータスの変更に応答して、Ｎ個のチャネルのその１
つをＮ個のチャネルのリストから除去するステップと、それを別のチャネルと置き換える
ステップとを備えることとをさらに備えることができる。
【０２２８】
　前述の実施形態のいずれかは、共存情報が少なくともチャネルタイプを備え、チャネル
タイプは、（１）基地局による使用に専用であるチャネルを備える二次認可チャネル、（
２）基地局ではないプライマリユーザに認可されるが、プライマリユーザ以外のユーザに
よる使用がチャネルのプライマリユーザの使用を妨げない場合にプライマリユーザ以外の
ユーザによって使用されてもよいチャネルを備えるプライマリユーザ割り当てのチャネル
、および（３）基地局および認可不要ユーザによる使用に使用可能であり、プライマリユ
ーザ割り当てのチャネルではないチャネルを備える使用可能なチャネルを含み、候補チャ
ネル監視再選出手順は、Ｎ個のチャネルの１つがプライマリユーザのチャネルタイプにな
ることを備えるステータスの変更に応答して、プライマリユーザ使用のためにＮ個のチャ
ネルの１つを監視するように基地局を再構成するステップを備えることをさらに備えるこ
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とができる。
【０２２９】
　前述の実施形態のいずれかは、候補チャネル監視再選出手順が、Ｎ個のチャネルの１つ
がセカンダリユーザにより使用されることを備えるステータスの変更に応答して、Ｎ個の
チャネルのその１つをＮ個のチャネルのリストから除去するステップと、それを別のチャ
ネルと置き換えるステップとを備えることとをさらに備えることができる。
【０２３０】
　前述の実施形態のいずれかは、候補チャネル監視再選出手順が、スペクトル内のチャネ
ルが使用のために使用可能になることを備えるステータスの変更に応答して、チャネルの
１つをＮ個のチャネルのリストから除去するステップと、それを使用可能になるチャネル
と置き換えるステップとを備えることとをさらに備えることができる。
【０２３１】
　前述の実施形態のいずれかは、更新済み候補チャネルリストを要求するメッセージを管
理エンティティに定期的に送信するステップと、以前管理エンティティから受信した候補
チャネルリストと比較して、更新済み候補チャネルリストの変更に応答して、候補チャネ
ル監視再選出手順を開始するステップとをさらに備えることができる。
【０２３２】
　前述の実施形態のいずれかは、ポリシーが基地局ポリシーエンジンによって規制される
ことをさらに備えることができる。
【０２３３】
　前述の実施形態のいずれかは、基地局ポリシーエンジンがオペレータポリシーおよびロ
ーカルポリシーを組み合わせて基地局の制約を生成することをさらに備えることができる
。
【０２３４】
　前述の実施形態のいずれかは、監視するステップが、管理エンティティと対話するステ
ップと、１または複数の候補チャネルを基地局によって選択するステップと、基地局によ
って、周波数間測定を開始するように認知検知対応の無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ
）を構成することとをさらに備えることができる。
【０２３５】
　前述の実施形態のいずれかは、ＷＴＲＵからの検出イベントを、基地局から受信するこ
とをさらに備えることができる。
【０２３６】
　前述の実施形態のいずれかは、検出イベントがセカンダリユーザによるチャネルの使用
を指示することをさらに備えることができる。
【０２３７】
　前述の実施形態のいずれかは、検出イベントがプライマリユーザによるチャネルの使用
を指示することをさらに備えることができる。
【０２３８】
　前述の実施形態のいずれかは、検出イベントがＲＲＣシグナリングを介して受信される
ことをさらに備えることができる。
【０２３９】
　前述の実施形態のいずれかは、トリガーイベントが満たされる場合、共存マネージャか
ら更新情報を受信するステップを備えることができる。
【０２４０】
　前述の実施形態のいずれかは、トリガーイベントが、近隣基地局がチャネルを割り振る
ことであることをさらに備えることができる。
【０２４１】
　前述の実施形態のいずれかは、トリガーイベントが、しきい値を超えるチャネル使用で
あることをさらに備えることができる。
【０２４２】
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　前述の実施形態のいずれかは、トリガーイベントが、チャネルリスト内のチャネルのチ
ャネルタイプの変更であることをさらに備えることができる。
【０２４３】
　前述の実施形態のいずれかは、トリガーイベントが、潜在的な候補チャネルをチャネル
リストに追加することであることをさらに備えることができる。
【０２４４】
　前述の実施形態のいずれかは、スペクトルが認可免除スペクトルであることをさらに備
えることができる。
【０２４５】
　もう１つの実施形態において、または前述の実施形態のいずれかに関連して、スペクト
ル内の無線通信チャネルを割り振るためのシステムは、スペクトル内の候補チャネルのリ
ストを送信するように構成された共存マネージャと、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ
）と、共存マネージャおよび無線送信／受信ユニットと通信する基地局とを含むことがで
き、基地局は、スペクトル内の候補チャネルのリストを共存管理エンティティから受信し
、基地局による使用の候補に関するリスト内の候補チャネルの少なくとも１つを監視する
ように構成される。
【０２４６】
　前述の実施形態のいずれかは、基地局が、スペクトル内のチャネル割当てに関連するポ
リシーを格納するように構成されたポリシーエンジンと、ポリシーをポリシーエンジンか
ら受信し、候補チャネルのリストを共存管理エンティティから受信し、候補チャネルリス
ト内のチャネルの少なくともサブセットの監視を構成するように構成されたスペクトルア
ロケータと、基地局と共存管理エンティティとの間の通信を管理するように構成されたＲ
ＲＭ管理および制御エンティティとを備えることをさらに備えることができる。
【０２４７】
　前述の実施形態のいずれかは、スペクトルアロケータが、ＬＥ使用情報を共存マネージ
ャに提供するように構成されることをさらに備えることができる。
【０２４８】
　前述の実施形態のいずれかは、少なくとも１つの候補チャネルを監視するように構成さ
れた検知プロセッサをさらに備えることができる。
【０２４９】
　前述の実施形態のいずれかは、スペクトルアロケータが、少なくとも１つの候補チャネ
ルを監視するように検知プロセッサを構成するための第１の検知構成メッセージを検知プ
ロセッサに送信するようにさらに構成されることをさらに備えることができる。
【０２５０】
　前述の実施形態のいずれかは、ＲＲＭ管理および制御エンティティが、構成要求メッセ
ージを共存管理エンティティに送信し、候補チャネルのリストを含む構成応答メッセージ
を共存管理エンティティから受信し、候補チャネルのリストをスペクトルアロケータに送
信するように構成されることをさらに備えることができる。
【０２５１】
　前述の実施形態のいずれかは、構成応答メッセージが、スペクトル内のチャネル割当て
に関連するポリシー情報をさらに含み、ＲＲＭ管理および制御エンティティがポリシー情
報をポリシーエンジンに送信するようにさらに構成されることをさらに備えることができ
る。
【０２５２】
　前述の実施形態のいずれかは、スペクトルアロケータが、少なくとも１つの候補チャネ
ルを監視するようにＷＴＲＵを構成するための第２の検知構成メッセージをＲＲＭ管理お
よび制御エンティティに送信するようにさらに構成され、ＲＲＭ管理および制御エンティ
ティが、少なくとも１つの候補チャネルを監視するようにＷＴＲＵを構成するための情報
を含むＲＲＣ測定再構成メッセージをＷＴＲＵに送信するようにさらに構成されることを
さらに備えることができる。
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【０２５３】
　もう１つの実施形態において、または前述の実施形態のいずれかに関連して、認可免除
スペクトル内のチャネルの基地局による使用を割り振るための方法は、スペクトル内の候
補チャネルのリストを共存管理エンティティから受信するステップと、使用の候補に関す
るリスト内の候補チャネルの少なくとも１つを監視するステップと、無線送信／受信ユニ
ット（ＷＴＲＵ）と通信するために候補チャネルの少なくとも１つを使用するステップと
、少なくとも１つのチャネルのステータスに変化が発生したときに検出するステップと、
少なくとも１つのチャネルのステータスの変化の検出に応答して、少なくとも１つのチャ
ネルが基地局による使用に引き続き使用可能であるかどうかを決定するステップと、少な
くとも１つのチャネルが基地局による使用に使用可能ではないと決定される場合、別のチ
ャネルに切替えるステップとを備えることができる。
【０２５４】
　前述の実施形態のいずれかは、ステータス変更がプライマリユーザによる少なくとも１
つのチャネルの使用を備える場合、チャネルを退避するステップをさらに備えることがで
きる。
【０２５５】
　前述の実施形態のいずれかは、ステータス変更が、少なくとも１つのチャネルがプライ
マリユーザに割り当てられることを備える場合、プライマリユーザの監視を含むように少
なくとも１つのチャネルの監視を再構成するステップをさらに備えることができる。
【０２５６】
　前述の実施形態のいずれかは、ステータス変更が、少なくとも１つのチャネルがプライ
マリユーザに使用されることを備える場合、チャネルを退避するステップをさらに備える
ことができる。
【０２５７】
　前述の実施形態のいずれかは、ステータス変更が、しきい値を超える基地局以外のセカ
ンダリユーザによる少なくとも１つのチャネルの使用を備える場合、チャネルを退避する
ステップをさらに備えることができる。
【０２５８】
　前述の実施形態のいずれかは、少なくとも１つのチャネルが通信に使用されるステータ
スの変更についての通知を管理エンティティから受信するステップと、ステータスの変更
に応答して少なくとも１つのチャネルの監視を再構成するステップとをさらに備えること
ができる。
【０２５９】
　もう１つの実施形態において、または前述の実施形態のいずれかに関連して、基地局と
少なくとも１つの無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）との間の通信を、認可免除スペク
トルの第１のチャネルから第２のチャネルへ切替えるための方法は、通信が切替えられる
第２のチャネルを識別するチャネル切替え要求を基地局において受信するステップと、チ
ャネル切替えＭＡＣ　ＣＥを含むＭＡＣ　ＰＤＵを基地局において作成するステップであ
って、チャネル切替えＭＡＣ　ＣＥはチャネル切替え要求に含まれる情報を含むステップ
と、ＭＡＣ　ＰＤＵを基地局から少なくとも１つのＷＴＲＵに送信するステップと、少な
くとも１つのＷＴＲＵにおいてＭＡＣ　ＰＤＵを受信するステップと、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ＲＲＣ接続再構成）メッセージを基地
局から少なくとも１つのＷＴＲＵに送信するステップと、ＲＲＣメッセージングを使用し
て基地局と少なくとも１つのＷＴＲＵとの間の通信を再構成するステップとを備えること
ができる。
【０２６０】
　前述の実施形態のいずれかは、チャネル切替え要求が基地局のＲＲＣレイヤで受信され
ることをさらに備えることができる。
【０２６１】
　前述の実施形態のいずれかは、チャネル切替え要求メッセージの受信に応答して、基地



(50) JP 2015-506604 A 2015.3.2

10

20

30

40

50

局がＲＲＭ関連の処理を使用不可にして、チャネル切替え要求メッセージをＭＡＣレイヤ
に転送し、ＭＡＣレイヤがＭＡＣ　ＰＤＵを作成することをさらに備えることができる。
【０２６２】
　前述の実施形態のいずれかは、ＭＡＣレイヤが、チャネル切替えが生じるべきフレーム
を明らかにするチャネル切替え時間指示メッセージをＲＲＣレイヤに送信することをさら
に備えることができる。
【０２６３】
　前述の実施形態のいずれかは、少なくとも１つのＷＴＲＵが、ＭＡＣ　ＰＤＵの受信後
にＨＡＲＱバッファおよびコンテキスト情報を保持することをさらに備えることができる
。
【０２６４】
　前述の実施形態のいずれかは、ＭＡＣ　ＣＥが、チャネル切替えを受けるキャリアを識
別するキャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ）と、第２のチャネルを識別するターゲ
ットチャネル番号と、少なくとも１つのＷＴＲＵが第２のチャネルで送信することができ
る最大電力を指定する最大電力フィールドと、チャネル切替えが生じるべきＳＦＮを含む
フレームおよび／またはサブフレーム番号と、第２のチャネルの物理セルＩＤを指示する
新しいセルＩＤのうちの少なくとも１つを備えることをさらに備えることができる。
【０２６５】
　もう１つの実施形態において、または前述の実施形態のいずれかに関連して、基地局と
少なくとも１つの無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）との間の通信を、認可免除スペク
トルの第１のチャネルから第２のチャネルへ切替えるための方法は、通信が切替えられる
第２のチャネルを識別するチャネル切替え要求を基地局において受信するステップと、基
地局のＲＲＣレイヤが、第２のチャネルの電源オンをトリガーし、チャネル切替えメッセ
ージのＲＲＣ部分を作成して、情報を第２のチャネルに関連する基地局のＭＡＣレイヤに
送信するステップと、ＭＡＣレイヤが、チャネル切替えが発生する時間を決定し、チャネ
ル切替えが発生する時間の指示を含むチャネル切替えメッセージのＭＡＣ部分を作成する
ステップと、チャネル切替えをリソースブロックのセットに割当て、関連するチャネル切
替えＤＣＩフォーマットをＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨにマッピングして、ＤＣＩを少な
くとも１つのＷＴＲＵに送信するステップと、ＷＴＲＵのＭＡＣレイヤが、チャネル切替
えメッセージのＭＡＣセクションを読み取り、チャネル切替え時間の時点で指定されたパ
ラメータの使用を開始するステップと、ＷＴＲＵのＲＲＣレイヤが、チャネル切替えメッ
セージのＭＡＣセクションを読み取り、それに従って第２のチャネルで測定が実行される
ように再構成するステップとを備えることができる。
【０２６６】
　もう１つの実施形態において、または前述の実施形態のいずれかに関連して、スペクト
ル割当てのための方法は、基地局ノードのスペクトルアロケータにより、認可免除帯域内
の無線通信ネットワークのノードの第１の動作周波数を割り当てるステップと、トリガー
イベントに応答して、スペクトルアロケータにより、認可免除帯域内の第２の動作周波数
にノードを再割り当てするステップとを備えることができる。
【０２６７】
　前述の実施形態のいずれかは、第１の動作周波数の割り当てが認知検知対応のＷＴＲＵ
からのレポートに基づくことをさらに備えることができる。
【０２６８】
　前述の実施形態のいずれかは、ノードを第２の動作周波数に再割り当てするに先立って
、第１の動作周波数が監視されることをさらに備えることができる。
【０２６９】
　前述の実施形態のいずれかは、認可免除帯域がＴＶホワイトスペースであることをさら
に備えることができる。
【０２７０】
　前述の実施形態のいずれかは、トリガーイベントが、第１の動作周波数の可用性の変化
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であることをさらに備えることができる。
【０２７１】
　前述の実施形態のいずれかは、トリガーイベントが、第１の動作周波数の品質の変化で
あることをさらに備えることができる。
【０２７２】
　前述の実施形態のいずれかは、第２の動作周波数への再割り当てがシームレスなチャネ
ル変更であることをさらに備えることができる。
【０２７３】
　前述の実施形態のいずれかは、シームレスなチャネル変更がＭＡＣ制御要素を使用する
ことをさらに備えることができる。
【０２７４】
　その他の実施形態において、装置は、前述の方法のいずれかを実行するように構成され
てもよい。
【０２７５】
　その他の実施形態において、有形のコンピュータ可読ストレージ媒体は、コンピューテ
ィングデバイスのメモリにロード可能であり、前述の方法のいずれかを実行するためにエ
ンティティによって使用可能なデータ構造を内部に格納することができる。
結び
【０２７６】
　２０１１年１０月１２日に出願された米国特許出願第１３／１７１，８０６号は、参照
により全体として本明細書において援用される。２０１１年１１月１６日に出願された米
国特許仮出願第６１／５６０，５７１号は、参照により全体として本明細書において援用
される。
【０２７７】
　特徴および要素は特定の組合せで上記で説明されるが、各々の特徴または要素は、単独
で使用されるか、または他の特徴および要素の任意の組合せで使用されてもよいことを、
当業者であれば理解するであろう。加えて、本明細書において説明される方法は、コンピ
ュータまたはプロセッサにより実行する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、またはファームウェアにおいて実施されてもよい。
非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体の例は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、
内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディスクなどの磁気媒体、磁気光学媒体、ＣＤ－
ＲＯＭディスクおよびデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光媒体を含むが、これら
に限定されることはない。ソフトウェアと関連するプロセッサは、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末
、基地局、ＲＮＣ、または任意のホストコンピュータにおいて使用する無線周波数送受信
機を実施するために使用されてもよい。
【０２７８】
　さらに、上記で説明される実施形態において、処理プラットフォーム、コンピューティ
ングシステム、コントローラ、およびプロセッサを含むその他のデバイスが言及される。
それらのデバイスは、少なくとも１つの中央演算処理装置（「ＣＰＵ」）およびメモリを
含むことができる。コンピュータプログラミングの技術分野の当業者の手法に従い、動作
および操作または命令の記号表現への参照は、さまざまなＣＰＵおよびメモリによって実
行されてもよい。そのような動作および操作または命令は、「実行される」、「コンピュ
ータにより実行される」、または「ＣＰＵにより実行される」ものと称されてもよい。
【０２７９】
　当業者であれば、動作および記号表現された操作または命令がＣＰＵによる電気信号の
操作を含むことを理解するであろう。電気システムは、結果として電気信号の変換または
減少を生じうるデータビット、およびＣＰＵの動作ならびに信号のその他の処理を再構成
またはその他の方法で変更するための、メモリシステム内のメモリロケーションにおける
データビットの保持を表す。データビットが保持されるメモリロケーションは、データビ
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は有機的特性を有する物理的ロケーションである。
【０２８０】
　データビットはまた、磁気ディスク、光ディスク、およびＣＰＵによって読み取り可能
なその他の揮発性（たとえば、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」））、または不揮発
性（たとえば読み取り専用メモリ（「ＲＯＭ」））大容量ストレージシステムを含むコン
ピュータ可読媒体に保持されてもよい。コンピュータ可読媒体は、協働するかまたは相互
接続されたコンピュータ可読媒体を含むことができ、コンピュータ可読媒体は処理システ
ムに排他的に存在するか、もしくは処理システムにローカルまたはリモートであってもよ
い複数の相互接続された処理システム間に分散される。例示的な実施形態が前述のメモリ
に限定されないこと、なたびにその他のプラットフォームおよびメモリが説明される方法
をサポートしうることを理解されたい。
【０２８１】
　本願の説明に使用されているいかなる要素、行為、または指示も、明示的に記述されな
い限り、決定的または不可欠であると解釈されるべきではない。また、本明細書に使用さ
れているように、冠詞「ａ」は１または複数の項目を含むことが意図されている。１つの
項目のみが意図される場合、「１つ（ｏｎｅ）」または類似する表現が使用される。さら
に、本明細書において使用される、複数の項目および／または項目の複数のカテゴリのリ
スト表示が後に続く「ａｎｙ　ｏｆ（任意の）」という用語は、単独の、もしくはその他
の項目および／または項目のその他のカテゴリとの組合せでの、項目および／または項目
のカテゴリの「ａｎｙ　ｏｆ（任意の）」、「ａｎｙ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ（
任意の組合せ）」、「ａｎｙ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｆ（任意の複数の）」、および／ま
たは「ａｎｙ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｓ　ｏｆ（複数の任意
の組合せ）」を含むことが意図される。さらに、本明細書において使用される、「ｓｅｔ
（セット）」という用語は、ゼロを含む任意の数の項目を含むことが意図される。さらに
、本明細書において使用される、「ｎｕｍｂｅｒ（数）」という用語は、ゼロを含む任意
の数を含むことが意図される。
【０２８２】
　さらに、特許請求の範囲は、その主旨の記述がない限り、説明されている順序または要
素に限定されるものと解釈されるべきではない。加えて、任意の特許請求の範囲における
「ｍｅａｎｓ（手段）」という用語は、米国特許法１１２条（６）項を行使することが意
図され、「ｍｅａｎｓ」という語を伴わない特許請求の範囲はそのような意図を持たない
。
【０２８３】
　本明細書においてシステムおよび方法は、ＵＷＢマルチバンド通信システムに関して説
明されてきたが、これはマイクロプロセッサ／汎用コンピュータ（図示せず）上のソフト
ウェアで実施されていてよいことが企図される。特定の実施形態において、さまざまなコ
ンポーネントの機能の１または複数は、汎用コンピュータを制御するソフトウェアにおい
て実施されてもよい。
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