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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末を含むセルラ通信
システムにおいて用いられる通信制御方法であって、
　前記ユーザ端末が、ＲＲＣ接続の解放を要求する接続解放要求メッセージをネットワー
クから受信し、前記接続解放要求メッセージは、前記ネットワークが前記ユーザ端末に割
り当てた識別子の保持を要求することを示す情報を含む、ステップと、
　前記ユーザ端末が、前記情報を含む前記接続解放要求メッセージを受信したことに応じ
て、前記アイドル状態において前記識別子を保持するステップと、
　前記ユーザ端末が、前記アイドル状態において、前記ネットワークに対するランダムア
クセス手順を行うステップと、を備え、
　前記ランダムアクセス手順を行うステップは、
　前記ユーザ端末が、ランダムアクセス信号を前記ネットワークに送信するステップと、
　前記ユーザ端末が、前記ランダムアクセス信号に対する応答であるランダムアクセス応
答を前記ネットワークから受信するステップと、
　前記ユーザ端末が、前記アイドル状態において、前記ランダムアクセス応答の受信に応
じて、少量データと共に前記識別子を前記ネットワークに送信するステップと、を含むこ
とを特徴とする通信制御方法。
【請求項２】
　前記ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、無線ＬＡＮ通信をサポー
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トする前記ユーザ端末が、無線ＬＡＮアクセスポイントとの接続を確立するとともに、前
記アイドル状態に遷移するステップをさらに備え、
　前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、前記無線ＬＡＮアク
セスポイントとの接続を維持しながら、前記ネットワークに対して前記少量データと共に
前記識別子を送信するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の通信制御方法。
【請求項３】
　前記少量データは、前記無線ＬＡＮ通信の通信状況を示す制御信号であることを特徴と
する請求項２に記載の通信制御方法。
【請求項４】
　接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末であって、制御部
を備え、前記制御部は、
　ＲＲＣ接続の解放を要求する接続解放要求メッセージをネットワークから受信し、前記
接続解放要求メッセージは、前記ネットワークが前記ユーザ端末に割り当てた識別子の保
持を要求することを示す情報を含む、処理と、
　前記ユーザ端末が、前記情報を含む前記接続解放要求メッセージを受信したことに応じ
て、前記アイドル状態において前記識別子を保持する処理と、
　前記アイドル状態において、前記ネットワークに対するランダムアクセス手順を行う処
理と、を実行し、
　前記ランダムアクセス手順を行う処理は、
　ランダムアクセス信号を前記ネットワークに送信する処理と、
　前記ランダムアクセス信号に対する応答であるランダムアクセス応答を前記ネットワー
クから受信する処理と、
　前記アイドル状態において、前記ランダムアクセス応答の受信に応じて、少量データと
共に前記識別子を前記ネットワークに送信する処理と、を含むことを特徴とするユーザ端
末。
【請求項５】
　接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末に備えられるプロ
セッサであって、
　ＲＲＣ接続の解放を要求する接続解放要求メッセージをネットワークから受信し、前記
接続解放要求メッセージは、前記ネットワークが前記ユーザ端末に割り当てた識別子の保
持を要求することを示す情報を含む、処理と、
　前記ユーザ端末が、前記情報を含む前記接続解放要求メッセージを受信したことに応じ
て、前記アイドル状態において前記識別子を保持する処理と、
　前記アイドル状態において、前記ネットワークに対するランダムアクセス手順を行う処
理と、を実行し、
　前記ランダムアクセス手順を行う処理は、
　ランダムアクセス信号を前記ネットワークに送信する処理と、
　前記ランダムアクセス信号に対する応答であるランダムアクセス応答を前記ネットワー
クから受信する処理と、
　前記アイドル状態において、前記ランダムアクセス応答の受信に応じて、少量データと
共に前記識別子を前記ネットワークに送信する処理と、を含むことを特徴とするプロセッ
サ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラ通信システムにおいて用いられる通信制御方法、ユーザ端末、及びプ
ロセッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラ通信システムにおいて用いられるユーザ端末は、接続状態及びアイドル状態のう



(3) JP 6110739 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

ち何れかの状態で動作する。ユーザ端末は、接続状態において、データ（ユーザデータ、
制御信号）をセルと送受信する。これに対し、アイドル状態においては、ユーザ端末は、
バッテリの消耗を抑制するために、データの送受信を行わずに、ページングチャネルを定
期的に監視する。
【０００３】
　また、アイドル状態にあるユーザ端末は、接続状態に遷移するためには、セルに対する
ランダムアクセス手順を行う必要がある（例えば非特許文献１参照）。ユーザ端末は、ラ
ンダムアクセス手順により、セルとの同期を確立するとともに、そのセルにおけるユーザ
端末の識別子である端末識別子が割り当てられる。ランダムアクセス手順により接続状態
に遷移したユーザ端末は、データをセルと送受信することが可能になる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術仕様書　「ＴＳ３６．３００　Ｖ１１．５．０」　２０１
３年３月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、アイドル状態にあるユーザ端末は、制御信号などの少量データをセルに送信
する場合であっても、ランダムアクセス手順により接続状態に遷移しなければ、その少量
データをセルに送信できない。
【０００６】
　しかしながら、ユーザ端末が少量データをセルに送信するためだけに接続状態に遷移す
ることは、ネットワークの負荷及びユーザ端末のバッテリ消耗の観点から効率的ではない
という問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、アイドル状態にあるユーザ端末からセルに対して少量データを効率
的に送信可能にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の特徴に係る通信制御方法は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動
作するユーザ端末を含むセルラ通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、
前記ユーザ端末が、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行
うステップを備える。前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、
前記セルに対して少量データを送信するステップと、前記ユーザ端末が、前記少量データ
を送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了するス
テップと、を含む。
【０００９】
　第２の特徴に係るユーザ端末は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作
する。前記ユーザ端末は、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手
順を行う制御部を備える。前記制御部は、前記ランダムアクセス手順を行う際に前記セル
に対して少量データを送信する。前記制御部は、前記少量データを送信した後、前記接続
状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了する。
【００１０】
　第３の特徴に係るプロセッサは、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作
するユーザ端末に備えられる。前記プロセッサは、前記アイドル状態において、セルに対
するランダムアクセス手順を行う。前記プロセッサは、前記ランダムアクセス手順を行う
際に前記セルに対して少量データを送信する。前記プロセッサは、前記少量データを送信
した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了する。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、アイドル状態にあるユーザ端末からセルに対して少量データを効率的
に送信可能にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施形態及び第２実施形態に係るシステム構成図である。
【図２】第１実施形態及び第２実施形態に係るＵＥ（ユーザ端末）のブロック図である。
【図３】第１実施形態及び第２実施形態に係るｅＮＢ（基地局）のブロック図である。
【図４】第１実施形態及び第２実施形態に係るＡＰ（アクセスポイント）のブロック図で
ある。
【図５】第１実施形態及び第２実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタッ
ク図である。
【図６】第１実施形態及び第２実施形態に係る無線フレームの構成図である。
【図７】第１実施形態及び第２実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
【図８】第１実施形態に係る動作シーケンス図である。
【図９】第２実施形態に係る動作シーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　［実施形態の概要］
　第１実施形態及び第２実施形態に係る通信制御方法は、接続状態及びアイドル状態のう
ち何れかの状態で動作するユーザ端末を含むセルラ通信システムにおいて用いられる。前
記通信制御方法は、前記ユーザ端末が、前記アイドル状態において、セルに対するランダ
ムアクセス手順を行うステップを備える。前記ランダムアクセス手順を行うステップは、
前記ユーザ端末が、前記セルに対して少量データを送信するステップと、前記ユーザ端末
が、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセ
ス手順を終了するステップと、を含む。
【００１４】
　第１実施形態及び第２実施形態では、前記通信制御方法は、前記ランダムアクセス手順
を行うステップよりも前において、前記ユーザ端末及び前記セルが、前記ユーザ端末に割
り当てられている端末識別子を保持するステップをさらに備える。前記ユーザ端末及び前
記セルが保持する前記端末識別子は、前記ランダムアクセス手順を行うステップにおいて
前記ユーザ端末を識別するために利用される。
【００１５】
　第１実施形態では、前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、
前記少量データを送信することを示す情報を含んだランダムアクセス信号を前記セルに送
信するステップと、前記ユーザ端末が、前記ランダムアクセス信号に対する応答であるラ
ンダムアクセス応答を前記セルから受信するステップと、をさらに含む。前記少量データ
を送信するステップは、前記ユーザ端末が、前記ランダムアクセス応答の受信に応じて、
前記少量データと共に前記端末識別子を前記セルに送信するステップを含む。
【００１６】
　第２実施形態では、前記通信制御方法は、前記ランダムアクセス手順を行うステップよ
りも前において、前記ユーザ端末が、前記セルに送信するランダムアクセス信号に適用す
べきパラメータを示すパラメータ識別子を前記セルから受信するステップと、前記ユーザ
端末及び前記セルが、前記パラメータ識別子を保持するステップと、をさらに備える。前
記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、前記パラメータ識別子に
より示される前記パラメータが適用され、かつ前記少量データを含んだ前記ランダムアク
セス信号を前記セルに送信するステップを含む。
【００１７】
　第１実施形態及び第２実施形態では、前記通信制御方法は、前記ランダムアクセス手順
を行うステップよりも前において、無線ＬＡＮ通信をサポートする前記ユーザ端末が、無
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線ＬＡＮアクセスポイントとの接続を確立するとともに、前記アイドル状態に遷移するス
テップをさらに備える。前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が
、前記無線ＬＡＮアクセスポイントとの接続を維持しながら、前記セルに対して前記少量
データを送信するステップをさらに含む。
【００１８】
　第１実施形態及び第２実施形態では、前記少量データは、前記無線ＬＡＮ通信の通信状
況を示す制御信号である。
【００１９】
　第１実施形態及び第２実施形態に係るユーザ端末は、接続状態及びアイドル状態のうち
何れかの状態で動作する。前記ユーザ端末は、前記アイドル状態において、セルに対する
ランダムアクセス手順を行う制御部を備える。前記制御部は、前記ランダムアクセス手順
を行う際に前記セルに対して少量データを送信する。前記制御部は、前記少量データを送
信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了する。
【００２０】
　第１実施形態及び第２実施形態に係るプロセッサは、接続状態及びアイドル状態のうち
何れかの状態で動作するユーザ端末に備えられる。前記プロセッサは、前記アイドル状態
において、セルに対するランダムアクセス手順を行う。前記プロセッサは、前記ランダム
アクセス手順を行う際に前記セルに対して少量データを送信する。前記プロセッサは、前
記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順
を終了する。
【００２１】
　［第１実施形態］
　以下、図面を参照して、３ＧＰＰ規格に準拠して構成されるセルラ通信システム（ＬＴ
Ｅシステム）を無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）システムと連携させる場合の実施形態を説明する
。
【００２２】
　（システム構成）
　図１は、第１実施形態に係るシステム構成図である。図１に示すように、セルラ通信シ
ステムは、複数のＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１００と、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）１０と、ＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）２０と、を含む
。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、無線アクセスネットワークに相当する。ＥＰＣ２０は、コアネ
ットワークに相当する。
【００２３】
　ＵＥ１００は、移動型の無線通信装置であり、接続を確立したセルとの無線通信を行う
。ＵＥ１００はユーザ端末に相当する。ＵＥ１００は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信の両
通信方式をサポートする端末（デュアル端末）である。
【００２４】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、複数のｅＮＢ２００（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）を含む
。ｅＮＢ２００はセルラ基地局に相当する。ｅＮＢ２００は、１又は複数のセルを管理し
ており、自セルとの接続を確立したＵＥ１００との無線通信を行う。なお、「セル」は、
無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、ＵＥ１００との無線通信を
行う機能を示す用語としても使用される。また、ｅＮＢ２００は、例えば、無線リソース
管理（ＲＲＭ）機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御及びスケジ
ューリングのための測定制御機能と、を有する。
【００２５】
　ｅＮＢ２００は、Ｘ２インターフェイスを介して相互に接続される。また、ｅＮＢ２０
０は、Ｓ１インターフェイスを介して、ＥＰＣ２０に含まれるＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ５００と
接続される。
【００２６】
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　ＥＰＣ２０は、複数のＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔ
ｙ）／Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）５００を含む。ＭＭＥは、ＵＥ１０
０に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。
Ｓ－ＧＷは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に相当す
る。
【００２７】
　ＷＬＡＮシステムは、ＷＬＡＮアクセスポイント（以下、「ＡＰ」と称する）３００を
含む。ＷＬＡＮシステムは、例えばＩＥＥＥ　８０２．１１諸規格に準拠して構成される
。ＡＰ３００は、セルラ周波数帯とは異なる周波数帯（ＷＬＡＮ周波数帯）でＵＥ１００
との通信を行う。ＡＰ３００は、ルータなどを介してＥＰＣ２０に接続される。
【００２８】
　また、ｅＮＢ２００及びＡＰ３００が個別に配置される場合に限らず、ｅＮＢ２００及
びＡＰ３００が同じ場所に配置（Ｃｏｌｌｏｃａｔｅｄ）されていてもよい。Ｃｏｌｌｏ
ｃａｔｅｄの一形態として、ｅＮＢ２００及びＡＰ３００がオペレータの任意のインター
フェイスで直接的に接続されていてもよい。
【００２９】
　次に、ＵＥ１００、ｅＮＢ２００、及びＡＰ３００の構成を説明する。
【００３０】
　図２は、ＵＥ１００のブロック図である。図２に示すように、ＵＥ１００は、アンテナ
１０１及び１０２と、セルラ通信部１１１と、ＷＬＡＮ通信部１１２と、ユーザインター
フェイス１２０と、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔ
ｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機１３０と、バッテリ１４０と、メモリ１５０と、プロセッサ１
６０と、を有する。メモリ１５０及びプロセッサ１６０は、制御部を構成する。ＵＥ１０
０は、ＧＮＳＳ受信機１３０を有していなくてもよい。また、メモリ１５０をプロセッサ
１６０と一体化し、このセット（すなわち、チップセット）をプロセッサ１６０’として
もよい。
【００３１】
　アンテナ１０１及びセルラ通信部１１１は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。セ
ルラ通信部１１１は、プロセッサ１６０が出力するベースバンド信号をセルラ無線信号に
変換してアンテナ１０１から送信する。また、セルラ通信部１１１は、アンテナ１０１が
受信するセルラ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ１６０に出力する。
【００３２】
　アンテナ１０２及びＷＬＡＮ通信部１１２は、ＷＬＡＮ無線信号の送受信に用いられる
。ＷＬＡＮ通信部１１２は、プロセッサ１６０が出力するベースバンド信号をＷＬＡＮ無
線信号に変換してアンテナ１０２から送信する。また、ＷＬＡＮ通信部１１２は、アンテ
ナ１０２が受信するＷＬＡＮ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ１６０に
出力する。
【００３３】
　ユーザインターフェイス１２０は、ＵＥ１００を所持するユーザとのインターフェイス
であり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザ
インターフェイス１２０は、ユーザからの入力を受け付けて、該入力の内容を示す信号を
プロセッサ１６０に出力する。ＧＮＳＳ受信機１３０は、ＵＥ１００の地理的位置を示す
位置情報を得るために、ＧＮＳＳ信号を受信して、受信した信号をプロセッサ１６０に出
力する。バッテリ１４０は、ＵＥ１００の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
【００３４】
　メモリ１５０は、プロセッサ１６０によって実行されるプログラムと、プロセッサ１６
０による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ１６０は、ベースバンド信号
の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ１５０に記
憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵと、を含む。プロセッサ１６０は
、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ
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１６０は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
【００３５】
　図３は、ｅＮＢ２００のブロック図である。図３に示すように、ｅＮＢ２００は、アン
テナ２０１と、セルラ通信部２１０と、ネットワークインターフェイス２２０と、メモリ
２３０と、プロセッサ２４０と、を有する。メモリ２３０及びプロセッサ２４０は、制御
部を構成する。
【００３６】
　アンテナ２０１及びセルラ通信部２１０は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。セ
ルラ通信部２１０は、プロセッサ２４０が出力するベースバンド信号をセルラ無線信号に
変換してアンテナ２０１から送信する。また、セルラ通信部２１０は、アンテナ２０１が
受信するセルラ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ２４０に出力する。
【００３７】
　ネットワークインターフェイス２２０は、Ｘ２インターフェイスを介して隣接ｅＮＢ２
００と接続され、Ｓ１インターフェイスを介してＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ５００と接続される。
また、ネットワークインターフェイス２２０は、ＥＰＣ２０を介したＡＰ３００との通信
に使用される。
【００３８】
　メモリ２３０は、プロセッサ２４０によって実行されるプログラムと、プロセッサ２４
０による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ２４０は、ベースバンド信号
の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ２３０に記
憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵと、を含む。プロセッサ２４０は
、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
【００３９】
　図４は、ＡＰ３００のブロック図である。図４に示すように、ＡＰ３００は、アンテナ
３０１と、ＷＬＡＮ通信部３１１と、ネットワークインターフェイス３２０と、メモリ３
３０と、プロセッサ３４０と、を有する。
【００４０】
　アンテナ３０１及びＷＬＡＮ通信部３１１は、ＷＬＡＮ無線信号の送受信に用いられる
。ＷＬＡＮ通信部３１１は、プロセッサ３４０が出力するベースバンド信号をＷＬＡＮ無
線信号に変換してアンテナ３０１から送信する。また、ＷＬＡＮ通信部３１１は、アンテ
ナ３０１が受信するＷＬＡＮ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ３４０に
出力する。
【００４１】
　ネットワークインターフェイス３２０は、ルータなどを介してＥＰＣ２０と接続される
。また、ネットワークインターフェイス３２０は、ＥＰＣ２０を介したｅＮＢ２００との
通信に使用される。
【００４２】
　メモリ３３０は、プロセッサ３４０によって実行されるプログラムと、プロセッサ３４
０による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ３４０は、ベースバンド信号
の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ３３０に記
憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵと、を含む。
【００４３】
　図５は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である
。図５に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、ＯＳＩ参照モデルの第１層乃
至第３層に区分されており、第１層は物理（ＰＨＹ）層である。第２層は、ＭＡＣ（Ｍｅ
ｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）層、及びＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）層を含む。第３層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）層を含む。
【００４４】
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　物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソ
ースマッピング・デマッピングを行う。ＵＥ１００の物理層とｅＮＢ２００の物理層との
間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
【００４５】
　ＭＡＣ層は、データの優先制御、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）による再送処理、及
びランダムアクセス手順などを行う。ＵＥ１００のＭＡＣ層とｅＮＢ２００のＭＡＣ層と
の間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。ｅ
ＮＢ２００のＭＡＣ層は、上下リンクのトランスポートフォーマット（トランスポートブ
ロックサイズ、変調・符号化方式）及びＵＥ１００への割当リソースブロックを決定する
スケジューラを含む。ランダムアクセス手順の詳細については後述する。
【００４６】
　ＲＬＣ層は、ＭＡＣ層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のＲＬＣ層に伝送す
る。ＵＥ１００のＲＬＣ層とｅＮＢ２００のＲＬＣ層との間では、論理チャネルを介して
ユーザデータ及び制御信号が伝送される。
【００４７】
　ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
【００４８】
　ＲＲＣ層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。ＵＥ１００のＲＲＣ
層とｅＮＢ２００のＲＲＣ層との間では、各種設定のための制御信号（ＲＲＣメッセージ
）が伝送される。ＲＲＣ層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネ
ル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ＵＥ１００のＲＲＣとｅＮ
Ｂ２００のＲＲＣとの間に接続（ＲＲＣ接続）がある場合、ＵＥ１００は接続状態であり
、そうでない場合、ＵＥ１００はアイドル状態である。
【００４９】
　ＲＲＣ層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、セ
ッション管理及びモビリティ管理などを行う。
【００５０】
　図６は、ＬＴＥシステムで使用される無線フレームの構成図である。ＬＴＥシステムは
、下りリンクにはＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）、上りリンクにはＳＣ－ＦＤＭＡ（
Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）がそれぞれ適用される。
【００５１】
　図６に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ１０個のサブフレームで構成され
る。各サブフレームは、時間方向に並ぶ２個のスロットで構成される。各サブフレームの
長さは１ｍｓであり、各スロットの長さは０．５ｍｓである。各サブフレームは、周波数
方向に複数個のリソースブロック（ＲＢ）を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。
各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。ＵＥ１００に割り当
てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間
リソースはサブフレーム（又はスロット）により特定できる。
【００５２】
　下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に制御信号を伝送
するための物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）として使用される領域である。ま
た、各サブフレームの残りの区間は、主にユーザデータを伝送するための物理下りリンク
共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）として使用できる領域である。
【００５３】
　上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に制御信号を
伝送するための物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）として使用される領域である
。また、各サブフレームにおける周波数方向の中央の６リソースブロックは、ランダムア
クセス信号を伝送するための物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）として使用で
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きる領域である。各サブフレームにおける他の部分は、主にユーザデータを伝送するため
の物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）として使用できる領域である。
【００５４】
　（ランダムアクセス手順）
　アイドル状態にあるＵＥ１００は、接続状態に遷移するためには、セルに対するランダ
ムアクセス手順を行う必要がある。以下において、ＬＴＥシステムにおける一般的なラン
ダムアクセス手順について説明する。
【００５５】
　ランダムアクセスに先立ち、ＵＥ１００は、セルサーチにより下りリンクの同期をｅＮ
Ｂ２００のセルと確立する。ランダムアクセスの一つの目的は、上りリンクの同期をその
セルと確立することである。
【００５６】
　ランダムアクセス手順の第１の処理として、ＵＥ１００は、ランダムアクセス信号をＰ
ＲＡＣＨ上でｅＮＢ２００に送信する。ランダムアクセス信号は、ＭＡＣ層においてＵＥ
１００からｅＮＢ２００へのランダムアクセスを行うための信号である。ランダムアクセ
ス信号は、仕様上、ランダムアクセスプリアンブルと称される。
【００５７】
　ランダムアクセス信号の送信に使用されるリソース（以下、「ランダムアクセスリソー
ス」という）としては、ランダムアクセス信号の信号系列及びランダムアクセス信号の送
信タイミングなどがある。
【００５８】
　アイドル状態にあるＵＥ１００がランダムアクセスを行う場合、ＵＥ１００は、ｅＮＢ
２００から受信するブロードキャスト情報に基づいて、ランダムアクセスリソースを選択
する。ブロードキャスト情報は、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）及びシステム情報ブロッ
ク（ＳＩＢ）を含む。ＵＥ１００は、選択したランダムアクセスリソースを使用して、ラ
ンダムアクセス信号をｅＮＢ２００に送信する。このようなランダムアクセスは、「コン
テンションベース」と称される。
【００５９】
　ランダムアクセス手順の第２の処理として、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００から受信した
ランダムアクセス信号に基づいて、ＵＥ１００との間の上りリンク遅延を推定する。また
、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００に割り当てる無線リソースを決定する。そして、ｅＮＢ２
００は、ランダムアクセス応答をＵＥ１００に送信する。ランダムアクセス応答は、遅延
推定の結果に基づくタイミング補正値、決定した割当て無線リソースの情報、ＵＥ１００
から受信したランダムアクセス信号の信号系列を示す情報、及びＵＥ１００に割り当てる
一時的な端末識別子（ＴＣ－ＲＮＴＩ：Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）などを含む。
【００６０】
　ＵＥ１００は、ランダムアクセス信号を送信してから、所定の時間内に、そのランダム
アクセス信号に対応する情報を含んだランダムアクセス応答を受信した場合に、ランダム
アクセス成功と判断する。そうでない場合、ＵＥ１００は、ランダムアクセス障害が発生
したと判断し、改めて第１の処理を行う。ＵＥ１００は、２回目のランダムアクセス信号
の送信時においては、ランダムアクセスの成功率を高めるために、初回のランダムアクセ
ス信号の送信時よりも高い送信電力を設定する。
【００６１】
　ランダムアクセス手順の第３の処理として、ランダムアクセス成功と判断したＵＥ１０
０は、ランダムアクセス応答に含まれる情報に基づいて、ＲＲＣ層において、ＲＲＣ接続
の確立を要求するためのＲＲＣ接続要求メッセージをｅＮＢ２００に送信する。ＲＲＣ接
続要求メッセージは、送信元のＵＥ１００の識別子を含む。
【００６２】
　ランダムアクセス手順の第４の処理として、ｅＮＢ２００は、ＲＲＣ接続要求メッセー
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ジに対する応答メッセージをＵＥ１００に送信する。応答メッセージは、送信先のＵＥ１
００の識別子を含む。同じランダムアクセスリソースを使用したことによるコンテンショ
ンが発生した場合、複数のＵＥ１００が同一のランダムアクセス応答に反応し得るが、そ
のようなコンテンションは第４の処理により解決される。セルにおける端末識別子（Ｃ－
ＲＮＴＩ：Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉ
ｆｉｅｒ）をこの時点で割り当てられていないＵＥ１００は、ＴＣ－ＲＮＴＩをＣ－ＲＮ
ＴＩとして引き続き使用する。
【００６３】
　（第１実施形態に係る動作）
　次に、第１実施形態に係る動作について説明する。
【００６４】
　（１）動作環境
　図７は、第１実施形態に係る動作環境を説明するための図である。図７に示すように、
ｅＮＢ２００のカバレッジエリア内にＡＰ３００が設けられている。ＡＰ３００は、例え
ば、セルラ通信システムのオペレータにより管理されるＡＰ（Ｏｐｅｒａｔｏｒ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｅｄ　ＡＰ）である。また、ｅＮＢ２００のカバレッジエリア内であって、か
つＡＰ３００のカバレッジエリア内にＵＥ１００が位置している。
【００６５】
　第１に、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００とのＲＲＣ接続を確立し、ｅＮＢ２００とのセル
ラ通信を行う。具体的には、ＵＥ１００は、トラフィック（ユーザデータ）を含んだセル
ラ無線信号をｅＮＢ２００と送受信する。ｅＮＢ２００が多数のＵＥ１００とのＲＲＣ接
続を確立する場合、ｅＮＢ２００の負荷レベルが高くなる。負荷レベルとは、ｅＮＢ２０
０のトラフィック負荷又はｅＮＢ２００の無線リソース使用率など、ｅＮＢ２００の混雑
度を意味する。
【００６６】
　第２に、ＵＥ１００は、自らの判断、又はｅＮＢ２００からの指示により、ＡＰ３００
との接続を確立し、ｅＮＢ２００とのＲＲＣ接続を解放する。このように、ｅＮＢ２００
とＵＥ１００との間で送受信されるトラフィックを、ＡＰ３００とＵＥ１００との間で送
受信するよう切り替えることにより、ｅＮＢ２００のトラフィック負荷をＡＰ３００に移
行（オフロード）できる。このようなオフロードの実行中において、ＵＥ１００はセルラ
通信のアイドル状態になる。
【００６７】
　オフロードの実行中において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００の状況（ＷＬＡＮ通信の通
信状況など）に関する報告をＵＥ１００から受信することにより、ＵＥ１００の状況を把
握できることが好ましい。しかしながら、ＡＰ３００との接続を確立したＵＥ１００はア
イドル状態であるため、ランダムアクセス手順によりＵＥ１００が接続状態に遷移しなけ
れば、データをｅＮＢ２００のセルと送受信することができない。
【００６８】
　しかしながら、そのような少量データをＵＥ１００がセルに送信するためだけに接続状
態に遷移することは、ネットワークの負荷及びＵＥ１００のバッテリ消耗の観点から効率
的ではない。以下においては、アイドル状態にあるＵＥ１００からセルに対して少量デー
タを効率的に送信可能にするための方法について説明する。
【００６９】
　（２）第１実施形態に係る通信制御方法
　第１実施形態に係る通信制御方法は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で
動作するＵＥ１００を含むセルラ通信システムにおいて用いられる。第１実施形態に係る
通信制御方法は、ＵＥ１００が、アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス
手順を行うステップを備える。ランダムアクセス手順を行うステップは、ＵＥ１００が、
セルに対して少量データを送信するステップと、ＵＥ１００が、少量データを送信した後
、接続状態に遷移することなくランダムアクセス手順を終了するステップと、を含む。少
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量データとは、例えばＵＥ１００が単発的に送信するデータである。少量データは、制御
信号であってもよく、ユーザデータであってもよい。第１実施形態では、少量データが制
御信号であるケースを主として説明する。
【００７０】
　このように、第１実施形態では、アイドル状態にあるＵＥ１００は、ランダムアクセス
手順の過程でセルに対して少量データを送信し、接続状態に遷移することなくランダムア
クセス手順を終了するため、ＵＥ１００は、アイドル状態を維持したまま少量データをセ
ルに送信できる。
【００７１】
　第１実施形態に係る通信制御方法は、ランダムアクセス手順を行うステップよりも前に
おいて、ＵＥ１００及びセルが、ＵＥ１００に割り当てられているＣ－ＲＮＴＩを保持す
るステップをさらに備える。ＵＥ１００及びセルが保持するＣ－ＲＮＴＩは、ランダムア
クセス手順を行うステップにおいてＵＥ１００を識別するために利用される。
【００７２】
　これにより、アイドル状態にあるＵＥ１００においてＣ－ＲＮＴＩを利用できる。また
、セル（ｅＮＢ２００）は、少量データを送信するためにランダムアクセス手順を行うＵ
Ｅ１００を把握できる。
【００７３】
　第１実施形態では、ランダムアクセス手順を行うステップは、ＵＥ１００が、少量デー
タを送信することを示す情報を含んだランダムアクセス信号をセルに送信するステップと
、ＵＥ１００が、ランダムアクセス信号に対する応答であるランダムアクセス応答をセル
から受信するステップと、をさらに含む。少量データを送信するステップは、ＵＥ１００
が、ランダムアクセス応答の受信に応じて、少量データと共にＣ－ＲＮＴＩをセルに送信
するステップを含む。
【００７４】
　これにより、ｅＮＢ２００は、ランダムアクセス信号に基づいて、少量データを送信す
るためのランダムアクセス手順が開始されたことを把握し、通常のランダムアクセス手順
とは異なる取り扱いをすることができる。また、ｅＮＢ２００は、少量データと共にＣ－
ＲＮＴＩを受信することにより、少量データの送信元のＵＥ１００を識別できる。
【００７５】
　第１実施形態に係る通信制御方法は、ランダムアクセス手順を行うステップよりも前に
おいて、ＷＬＡＮ通信をサポートするＵＥ１００が、ＡＰ３００との接続を確立するとと
もに、アイドル状態に遷移するステップをさらに備える。ランダムアクセス手順を行うス
テップは、ＵＥ１００が、ＡＰ３００との接続を維持しながら、セルに対して少量データ
を送信するステップをさらに含む。
【００７６】
　これにより、セル（ｅＮＢ２００）は、オフロード中のＵＥ１００から少量データを受
信して、ＵＥ１００の状況を把握できる。
【００７７】
　第１実施形態では、少量データは、ＷＬＡＮ通信の通信状況を示す制御信号である。Ｗ
ＬＡＮ通信の通信状況とは、例えば、ＡＰ３００からＵＥ１００が受信する信号の受信強
度（ＲＳＳＩ：Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ）、又はＡＰ３００の負荷レベルなどである。
【００７８】
　これにより、セル（ｅＮＢ２００）は、オフロード中のＵＥ１００におけるＷＬＡＮ通
信の通信状況を把握できる。
【００７９】
　（３）第１実施形態に係る動作シーケンス
　図８は、第１実施形態に係る動作シーケンス図である。
【００８０】
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　図８に示すように、ステップＳ１０１において、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００とのＲＲ
Ｃ接続を確立した状態（接続状態）である。
【００８１】
　ステップＳ１０２において、ｅＮＢ２００は、ＲＲＣ接続の解放を要求するための接続
解放要求をＵＥ１００に送信する。第１実施形態では、接続解放要求は、Ｃ－ＲＮＴＩの
保持を要求するか否かを示す情報であるＣ－ＲＮＴＩ保持フラグを含む。ＵＥ１００は、
Ｃ－ＲＮＴＩ保持フラグを含んだ接続解放要求を受信する。
【００８２】
　ステップＳ１０３－１において、ＵＥ１００は、接続解放要求に含まれるＣ－ＲＮＴＩ
保持フラグが、Ｃ－ＲＮＴＩの保持を要求することを示す「ｔｒｕｅ」であるか否かを確
認する。Ｃ－ＲＮＴＩ保持フラグが「ｔｒｕｅ」である場合（ステップＳ１０３－１：Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ１０４－１において、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００から割り当てられ
ているＣ－ＲＮＴＩを保持する。
【００８３】
　ステップＳ１０３－２において、ｅＮＢ２００は、接続解放要求に含めたＣ－ＲＮＴＩ
保持フラグが、Ｃ－ＲＮＴＩの保持を要求することを示す「ｔｒｕｅ」であるか否かを確
認する。Ｃ－ＲＮＴＩ保持フラグが「ｔｒｕｅ」である場合（ステップＳ１０３－２：Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ１０４－２において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００に割り当てている
Ｃ－ＲＮＴＩを保持する。
【００８４】
　ステップＳ１０５－１において、接続解放要求に応じてアイドル状態に遷移したＵＥ１
００は、トラフィックをＡＰ３００と送受信する。これにより、ｅＮＢ２００のトラフィ
ック負荷が軽減（すなわち、オフロード）される。
【００８５】
　ステップＳ１０５－２において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００が自セルに改めて接続す
る状況に備えて、ＵＥ１００の状況のモニタリングを継続する。
【００８６】
　ステップＳ１０６において、ＵＥ１００は、Ｃ－ＲＮＴＩを保持しているか否かを確認
する。Ｃ－ＲＮＴＩを保持している場合で、かつｅＮＢ２００に対して少量データを送信
する必要が生じた場合、ＵＥ１００は、少量データを送信するためのランダムアクセス手
順の開始を決定する。少量データを送信する必要が生じた場合とは、所定のイベント（例
えば、ＡＰ３００との通信状況の悪化）が生じた場合、又は周期的なタイマが満了した場
合などである。
【００８７】
　ステップＳ１０７乃至Ｓ１１１において、ＵＥ１００は、ランダムアクセス手順を行う
。先ず、ステップＳ１０７において、ＵＥ１００は、少量データを送信することを示す情
報である少量データ送信フラグを含んだランダムアクセス信号をセルに送信する。ｅＮＢ
２００は、少量データ送信フラグを含んだランダムアクセス信号を受信する。
【００８８】
　ステップＳ１０８において、ｅＮＢ２００は、Ｃ－ＲＮＴＩを保持しているか否かを確
認する。Ｃ－ＲＮＴＩを保持していない場合には、ｅＮＢ２００は、通常のランダムアク
セス手順であると認識する。
【００８９】
　Ｃ－ＲＮＴＩを保持している場合（ステップＳ１０８：ＹＥＳ）、ステップＳ１０９に
おいて、ｅＮＢ２００は、ランダムアクセス信号に対する応答であるランダムアクセス応
答をＵＥ１００に送信する。ランダムアクセス応答は、少量データの送信を許可するか否
かを示す情報を含んでもよい。ＵＥ１００は、ランダムアクセス応答を受信する。
【００９０】
　ステップＳ１１０において、ＵＥ１００は、ランダムアクセス応答の受信に応じて、少
量データをｅＮＢ２００に送信する。第１実施形態では、少量データは、ＷＬＡＮ通信の
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通信状況を示す制御信号である。ＵＥ１００は、少量データと共にＣ－ＲＮＴＩをｅＮＢ
２００に送信する。ｅＮＢ２００は、少量データ及びＣ－ＲＮＴＩを受信する。
【００９１】
　ステップＳ１１１において、ｅＮＢ２００は、少量データの受信に応じて、少量データ
送信応答をＵＥ１００に送信する。少量データ送信応答は、少量データの受信に成功した
か否かを示す情報であるＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む。
【００９２】
　ＵＥ１００は、少量データの受信に成功したことを示すＡＣＫを含んだ少量データ送信
応答をｅＮＢ２００から受信すると、接続状態に遷移することなくランダムアクセス手順
を終了する。
【００９３】
　［第２実施形態］
　第２実施形態について、第１実施形態との相違点を主として説明する。第２実施形態の
システム構成及び動作環境は、第１実施形態と同様である。
【００９４】
　（１）第２実施形態に係る通信制御方法
　第２実施形態に係る通信制御方法は、ランダムアクセス手順を行うステップよりも前に
おいて、ＵＥ１００が、セルに送信するランダムアクセス信号に適用すべきパラメータを
示すパラメータ識別子をセルから受信するステップと、ＵＥ１００及びセルが、パラメー
タ識別子を保持するステップと、を備える。第２実施形態では、ランダムアクセス信号に
適用すべきパラメータとは、ランダムアクセスリソースである。ランダムアクセスリソー
スは、ｒａ－ＰｒｅａｍｂｌｅＩｎｄｅｘ及びｒａ－ＰＲＡＣＨ－ＭａｓｋＩｎｄｅｘに
より定められる。
【００９５】
　ランダムアクセス手順を行うステップは、ＵＥ１００が、パラメータ識別子により示さ
れるパラメータが適用され、かつ少量データを含んだランダムアクセス信号をセルに送信
するステップを含む。
【００９６】
　このように、第２実施形態では、少量データをランダムアクセス信号に含めている。よ
って、第１実施形態に比べて、ランダムアクセス手順における最初の段階で少量データを
送信し、ランダムアクセス手順を早期に終了できる。従って、ネットワークの負荷及びＵ
Ｅ１００のバッテリ消耗をさらに削減できる。
【００９７】
　（２）第２実施形態に係る動作シーケンス
　図９は、第２実施形態に係る動作シーケンス図である。
【００９８】
　図９に示すように、ステップＳ２０１において、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００とのＲＲ
Ｃ接続を確立した状態（接続状態）である。
【００９９】
　ステップＳ２０２において、ｅＮＢ２００は、ＲＲＣ接続の解放を要求するための接続
解放要求をＵＥ１００に送信する。第２実施形態では、接続解放要求は、Ｃ－ＲＮＴＩ保
持フラグと、ランダムアクセスリソースを示す識別子であるＲＡ－ＲＮＴＩ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ）と、を含む。ＵＥ１００は、Ｃ－ＲＮＴＩ保持フラグ及びＲＡ－ＲＮＴＩを含ん
だ接続解放要求を受信する。
【０１００】
　ステップＳ２０３－１において、ＵＥ１００は、接続解放要求に含まれるＣ－ＲＮＴＩ
保持フラグが、Ｃ－ＲＮＴＩの保持を要求することを示す「ｔｒｕｅ」であるか否かを確
認する。Ｃ－ＲＮＴＩ保持フラグが「ｔｒｕｅ」である場合（ステップＳ２０３－１：Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ２０４－１において、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００から割り当てられ
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ているＣ－ＲＮＴＩ及びＲＡ－ＲＮＴＩを保持する。
【０１０１】
　ステップＳ２０３－２において、ｅＮＢ２００は、接続解放要求に含めたＣ－ＲＮＴＩ
保持フラグが、Ｃ－ＲＮＴＩの保持を要求することを示す「ｔｒｕｅ」であるか否かを確
認する。Ｃ－ＲＮＴＩ保持フラグが「ｔｒｕｅ」である場合（ステップＳ２０３－２：Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ２０４－２において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００に割り当てている
Ｃ－ＲＮＴＩ及びＲＡ－ＲＮＴＩを関連付けて保持する。
【０１０２】
　ステップＳ２０５－１において、接続解放要求に応じてアイドル状態に遷移したＵＥ１
００は、トラフィックをＡＰ３００と送受信する。これにより、ｅＮＢ２００のトラフィ
ック負荷が軽減（すなわち、オフロード）される。
【０１０３】
　ステップＳ２０５－２において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００が自セルに改めて接続す
る状況に備えて、ＵＥ１００の状況のモニタリングを継続する。
【０１０４】
　ステップＳ２０６において、ＵＥ１００は、Ｃ－ＲＮＴＩ及びＲＡ－ＲＮＴＩを保持し
ているか否かを確認する。Ｃ－ＲＮＴＩ又はＲＡ－ＲＮＴＩを保持している場合で、かつ
ｅＮＢ２００に対して少量データを送信する必要が生じた場合、ＵＥ１００は、少量デー
タを送信するためのランダムアクセス手順の開始を決定する。少量データを送信する必要
が生じた場合とは、所定のイベント（例えば、ＡＰ３００との通信状況の悪化）が生じた
場合、又は周期的なタイマが満了した場合などである。
【０１０５】
　ステップＳ２０７乃至Ｓ２１２において、ＵＥ１００は、ランダムアクセス手順を行う
。先ず、ステップＳ２０７において、ＵＥ１００は、保持しているＲＡ－ＲＮＴＩにより
示されるランダムアクセスリソースを適用したランダムアクセス信号をｅＮＢ２００に送
信する。第２実施形態では、ランダムアクセス信号は、少量データを含む。少量データは
、ＷＬＡＮ通信の通信状況を示す制御信号である。ｅＮＢ２００は、少量データを含んだ
ランダムアクセス信号を受信する。
【０１０６】
　ステップＳ２０８において、ｅＮＢ２００は、Ｃ－ＲＮＴＩを保持しているか否かを確
認する。Ｃ－ＲＮＴＩを保持していない場合には、ｅＮＢ２００は、通常のランダムアク
セス手順であると認識する。
【０１０７】
　Ｃ－ＲＮＴＩを保持している場合（ステップＳ２０８：ＹＥＳ）、ステップＳ２０９に
おいて、ｅＮＢ２００は、受信したランダムアクセス信号において、自セルで割り当てた
ＲＡ－ＲＮＴＩに対応するランダムアクセスリソースが適用されているか否かを確認する
。ステップＳ２０９で「Ｎｏ」である場合、ステップＳ２１０において、ｅＮＢ２００は
、通常のランダムアクセス手順であると認識する。
【０１０８】
　これに対し、ステップＳ２０９で「Ｙｅｓ」である場合、ステップＳ２１１において、
受信したランダムアクセス信号に対応するＲＡ－ＲＮＴＩと関連付けられているＣ－ＲＮ
ＴＩを特定する。すなわち、ランダムアクセス信号の送信元のＵＥ１００を識別する。こ
れにより、ｅＮＢ２００は、ランダムアクセス信号に含まれている少量データの送信元Ｕ
Ｅを把握できる。
【０１０９】
　ステップＳ２１２において、ｅＮＢ２００は、少量データの受信に応じて、少量データ
送信応答をＵＥ１００に送信する。少量データ送信応答は、少量データの受信に成功した
か否かを示す情報であるＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む。
【０１１０】
　ＵＥ１００は、少量データの受信に成功したことを示すＡＣＫを含んだ少量データ送信
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応答をｅＮＢ２００から受信すると、接続状態に遷移することなくランダムアクセス手順
を終了する。
【０１１１】
　［その他の実施形態］
　上述した第１実施形態及び第２実施形態において、ｅＮＢ２００は、ＲＲＣ接続の解放
を要求するための接続解放要求に、少量データの送信トリガ、及び／又は、少量データと
して送信すべきデータ種別を含めてもよい。これにより、より柔軟に少量データの送信を
制御できる。
【０１１２】
　上述した第１実施形態及び第２実施形態においては、ＵＥ１００が、ｅＮＢ２００から
ＡＰ３００へ接続を切り替えた後、ｅＮＢ２００と改めて接続することを想定していた。
しかしながら、例えばＡＰ３００がｅＮＢ２００のカバレッジエリア端に設置されるよう
な場合、ＵＥ１００が、ｅＮＢ２００からＡＰ３００へ接続を切り替えた後、他のｅＮＢ
２００と接続する可能性がある。よって、ＡＰ３００と接続するアイドル状態のＵＥ１０
０は、他のｅＮＢ２００と接続しようとする場合（或いはセル再選択を行う場合）に、そ
の旨の制御信号を少量データとしてｅＮＢ２００に送信してもよい。その場合、ＵＥ１０
０及びｅＮＢ２００は、保持しているＣ－ＲＮＴＩ（及びＲＡ－ＲＮＴＩ）を破棄しても
よい。なお、ＵＥ１００及びｅＮＢ２００は、ＡＰ３００へのオフロードを開始してから
一定時間の経過後に、保持しているＣ－ＲＮＴＩ（及びＲＡ－ＲＮＴＩ）を破棄してもよ
い。
【０１１３】
　上述した第１実施形態及び第２実施形態では、アイドル状態にあるＵＥ１００が、ＡＰ
３００とのＷＬＡＮ通信を行っているケースについて説明した。しかしながら、アイドル
状態にあるＵＥ１００は、ＡＰ３００とのＷＬＡＮ通信を行っていなくてもよい。例えば
、アイドル状態にあるＵＥ１００は、他のＵＥ１００とのＤ２Ｄ（Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　
Ｄｅｖｉｃｅ）通信を行っていてもよい。Ｄ２Ｄ通信とは、近接する複数のＵＥ１００が
、コアネットワークを介さずに直接的な端末間通信を行う通信形態である。アイドル状態
においてＤ２Ｄ通信を行っているＵＥ１００が、Ｄ２Ｄ通信の通信状況を示す制御信号（
少量データ）をｅＮＢ２００のセルに送信することにより、ｅＮＢ２００がＤ２Ｄ通信の
通信状況を把握できる。
【０１１４】
　上述した実施形態では、セルラ通信システムの一例としてＬＴＥシステムを説明したが
、ＬＴＥシステムに限定されるものではなく、ＬＴＥシステム以外のシステムに本発明を
適用してもよい。
【符号の説明】
【０１１５】
　１０…Ｅ－ＵＴＲＡＮ、２０…ＥＰＣ、１００…ＵＥ、１０１，１０２…アンテナ、１
１１…セルラ通信部、１１２…ＷＬＡＮ通信部、１２０…ユーザインターフェイス、１３
０…ＧＮＳＳ受信機、１４０…バッテリ、１５０…メモリ、１６０…プロセッサ、２００
…ｅＮＢ、２０１…アンテナ、２１０…セルラ通信部、２２０…ネットワークインターフ
ェイス、２３０…メモリ、２４０…プロセッサ、３００…ＡＰ、３０１…アンテナ、３１
１…ＷＬＡＮ通信部、３２０…ネットワークインターフェイス、３３０…メモリ、３４０
…プロセッサ、５００…ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ
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