
JP 6190058 B2 2017.8.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基地局が、異種ネットワークにおいて２重接続動作を実行する方法において、
　端末に対する無線リソースを割り当てるよう第２基地局に要請するための第１メッセー
ジを前記第２基地局に伝送するステップであって、前記第１メッセージは前記端末の能力
を示す情報を含む、ステップと、
　前記第１メッセージに応答して、前記第２基地局により決定された無線リソース設定を
含む応答メッセージを前記第２基地局から受信するステップと、
　前記無線リソース設定を前記端末に適用するかどうかを決定するステップと、
　前記無線リソース設定が成功裏に前記端末に適用されたか否かを知らせる第２メッセー
ジを前記第２基地局に伝送するステップと、を含み、
　前記第２メッセージは、前記無線リソース設定が成功裏に前記端末に適用されたことを
示す情報、または前記端末への前記無線リソース設定の適用の失敗に関連する原因情報を
含み、
　前記無線リソース設定が前記端末に適用された場合、
　前記無線リソース設定を含むＲＲＣ接続再設定メッセージを前記端末に伝送するステッ
プと、
　ＲＲＣ接続再設定完了メッセージを前記端末から受信するステップと、を更に含むこと
を特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記無線リソース設定が前記端末に適用された場合、前記第２メッセージは、前記第２
基地局に対する最後のＲＲＣ設定値を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定するステップは、前記端末の能力または前記第１基地局の無線リソース設定の
少なくとも１つに基づいて行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１基地局の無線リソース設定を前記第２基地局に伝送するステップをさらに含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１基地局は、マクロセルカバレッジを有するマスターｅＮＢ（ＭｅＮＢ）であり
、
　前記第２基地局は、スモールセルカバレッジを有するセコンダリーｅＮＢ（ＳｅＮＢ）
である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　異種ネットワークで動作する第１基地局において、
　外部と無線信号を伝送及び受信する通信部と、
　前記通信部と機能的に結合しているプロセッサと、を含み、
　前記プロセッサは、
　端末に対する無線リソースを割り当てるよう第２基地局に要請するための第１メッセー
ジを前記第２基地局に伝送し、前記第１メッセージは前記端末の能力を示す情報を含み、
　前記第１メッセージに応答して、前記第２基地局により決定された無線リソース設定を
含む応答メッセージを前記第２基地局から受信し、
　前記無線リソース設定を前記端末に適用するかどうかを決定し、
　前記無線リソース設定が成功裏に前記端末に適用されたか否かを知らせる第２メッセー
ジを前記第２基地局に伝送するように制御するよう構成され、
　前記第２メッセージは、前記無線リソース設定が成功裏に前記端末に適用されたことを
示す情報、または前記端末への前記無線リソース設定の適用の失敗に関連する原因情報を
含み、
　前記無線リソース設定が前記端末に適用された場合、前記プロセッサは、
　前記無線リソース設定を含むＲＲＣ接続再設定メッセージを前記端末に伝送し、
　ＲＲＣ接続再設定完了メッセージを前記端末から受信するように制御するよう更に構成
されることを特徴とする第１基地局。
【請求項７】
　前記第１メッセージは、スモールセルの追加要請メッセージであり、前記第２メッセー
ジは、ＲＲＣ設定完了メッセージである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１メッセージは、スモールセルの追加要請メッセージであり、前記第２メッセー
ジは、ＲＲＣ設定完了メッセージである、請求項６に記載の第１基地局。
【請求項９】
　前記無線リソース設定が前記端末に適用された場合、前記第２メッセージは、前記第２
基地局に対する最後のＲＲＣ設定値を更に含む、請求項６に記載の第１基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異種ネットワーク（Heterogeneous Network：ＨＮ）において２重接続（Dua
l Connectivity：ＤＣ）に関連する動作を実行するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムは、ユーザの活動性を保証しながら音声サービスを提供するために開
発された。しかしながら、移動通信システムは音声だけでなく、データサービスまで領域
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を拡張し、現在には爆発的なトラフィックの増加によって資源の不足現象が引き起こされ
、ユーザがより高速のサービスを要求するので、より発展した移動通信システムが求めら
れている。
【０００３】
　次世代の移動通信システムの要求条件は大きく爆発的なデータトラフィックの収容、ユ
ーザ当たり転送率の画期的な増加、大幅増加した連結デバイス個数の収容、非常に低い端
対端遅延（End-to-End Latency）、高エネルギー効率をサポートできなければならない。
このために、スモールセル性能向上（Small Cell Enhancement）、二重連結性（dual con
nectivity）、大規模多重入出力（Massive ＭＩＭＯ：Massive Multiple Input Multiple
 Output）、全二重（In-band Full Duplex）、非直交多重接続（ＮＯＭＡ：Non-Orthogon
al Multiple Access）、超広帯域（Super wideband）サポート、端末ネットワーキング（
Device Networking）など、多様な技術が研究されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、異種ネットワークにおいて端末の２重接続をより円滑に支援するため
に向上されたネットワークの動作を提供することにある。
【０００５】
　また本発明の他の目的は、異種ネットワークにおいて端末の２重接続を支援するために
、基地局の追加に関連する方法を提供することにある。
【０００６】
　本発明において解決しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に限定され
ず、言及していないもう一つの技術的課題は、以下の記載から、本発明が属する技術分野
で通常の知識を有する者に明確に理解されるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、異種ネットワーク（Heterogeneous Network）において２重接続動作（opera
tion）の方法において、第２基地局が特定のＥ－ＲＡＢ（specific E-UTRAN Radio Acces
s Bearer）のために無線リソース（radio resource）を割り当てるように要請するための
スモールセルの追加要請（small cell addition request）メッセージを前記第２基地局
に伝送する段階と、前記スモールセルの追加要請メッセージに対するＡＣＫを前記第２基
地局から受信する段階と、前記端末に新しいｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎを適用するためのＲＲＣ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを
前記端末に伝送する段階と、前記端末の無線リソースｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが
完了したことを知らせるＲＲＣ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ ｃｏｍｐｌｅｔｅメッ
セージを前記端末から受信する段階と、前記端末の無線リソースｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎが成功的に完了したことを知らせるためのＲＲＣ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ 
ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを前記第２基地局に伝送する段階を含みからなることを特徴
とする。
【０００８】
　また、本発明においては、前記第２基地局によって決定されるｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに関する制御情報を前記第２基地局から受信する段
階をさらに含むことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明においては、前記受信された制御情報に基づいて、前記端末に新しいｒａ
ｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを適用するかどうかを決定する段
階をさらに含むことを特徴とする。前記決定は、前記端末の能力（capability）または前
記第１基地局の無線リソースを考慮して行われることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明においては、前記第１基地局のｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｆｉ
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ｇｕｒａｔｉｏn情報を前記第２基地局に伝送する段階をさらに含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明において、前記制御情報は、前記ＡＣＫに含まれて伝送されることを特徴
とする。
【００１２】
　また、本発明において、前記第１基地局は、ｍａｃｒｏ ｃｅｌｌ ｃｏｖｅｒａｇｅを
有するＭａｓｔｅｒ ｅＮＢ（ＭｅＮＢ）であり、前記第２基地局は、ｓｍａｌｌ ｃｅｌ
ｌ ｃｏｖｅｒａｇｅを有するＳｅｃｏｎｄａｒｙ ｅＮＢ（ＳｅＮＢ）であることを特徴
とする。
【００１３】
　また、本発明は、異種ネットワーク（Heterogeneous Network）で２重接続動作（opera
tion）の方法において、第２基地局が特定のＥ－ＲＡＢ（specific E-UTRAN Radio Acces
s Bearer）のために無線リソース（radio resource）を割り当てるように要請するための
スモールセルの追加要請（small cell addition request）メッセージを第１基地局から
受信する段階と、前記受信されたスモールセルの追加要請メッセージに基づいて、前記特
定のＥ－ＲＡＢ（specific E-UTRAN Radio Access Bearer）のための無線リソースを割り
当てる段階と、前記スモールセルの追加要請メッセージに対するＡＣＫを前記第１基地局
に伝送する段階と、端末の無線リソースｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが成功的に完了
したことを知らせるＲＲＣ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを
前記第１基地局から受信する段階を含みからなることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明においては、前記割り当てられたｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎに関する制御情報を前記第１基地局に伝送する段階をさらに含むこと
を特徴とする。
【００１５】
　また、本発明において、前記無線リソースを割り当てる段階は、前記第１基地局のｒａ
ｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報を前記第１基地局から受信
する段階をさらに含み、前記受信された第１基地局のｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報に基づいて、全体のｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎが端末の能力を超えないように前記無線リソースを割り当てることを
特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、異種ネットワーク（Heterogeneous　Network）で動作する無線装置に
おいて、外部と無線信号を送信及び受信する通信部と、前記通信部と機能的に結合してい
るプロセッサを含むが、前記プロセッサは、第２基地局が特定のＥ－ＲＡＢ（specific E
-UTRAN Radio Access Bearer）のために無線リソース（radio　resource）を割り当てる
ように要請するためのスモールセルの追加要請（small cell addition request）メッセ
ージを前記第２基地局に伝送し、
【００１７】
　前記スモールセルの追加要請メッセージに対するＡＣＫを前記第２基地局から受信し、
前記端末に新しいｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを適用する
ためのＲＲＣ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを前記端末に伝送し、前記端
末の無線リソースｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが完了したことを知らせるＲＲＣ ｒ
ｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを前記端末から受信し、　
【００１８】
　前記端末の無線リソースｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが成功的に完了したことを知
らせるためのＲＲＣ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを前記第
２基地局に伝送するように制御することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明は、異種ネットワーク（Heterogeneous Network）で動作する無線装置に
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おいて、外部と無線信号を送信及び受信する通信部と、前記通信部と機能的に結合してい
るプロセッサを含むが、前記プロセッサは、前記第２基地局が特定のＥ－ＲＡＢ（specif
ic E-UTRAN Radio Access Bearer）のために無線リソース（radio resource）を割り当て
るように要請するためのスモールセルの追加要請（small cell addition request）メッ
セージを第１基地局から受信し、前記受信されたスモールセルの追加要請メッセージに基
づいて、前記特定のＥ－ＲＡＢ（specific E-UTRAN Radio Access Bearer）のための無線
リソースを割り当てして、前記スモールセルの追加要請メッセージに対するＡＣＫを前記
第１基地局に伝送し、端末の無線リソースｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが成功的に完
了したことを知らせるＲＲＣ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージ
を前記第１基地局から受信するように制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、異種ネットワークにおいて基地局を追加する手順と関連した内容を定義する
ことにより、端末の２重接続動作を支援することができる効果がある。
【００２１】
　本発明において得られる効果は以上で言及した効果に限定されず、言及していないもう
一つの効果は、以下の記載から、本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者
に明確に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明が適用できるＬＴＥシステムに関連するＥＰＳ（Evolved Packet System
）の一例を示す図である。
【図２】本発明が適用される無線通信システムを示す図である。
【図３】本発明が適用できるＥ－ＵＴＲＡＮとＥＰＣ間の機能分割（functional split）
の一例を示すブロック図である。
【図４】（ａ）は、本発明の技術的特徴が適用されることができるユーザ平面（user pla
ne）の無線プロトコル構造（radio protocol architecture）の一例を示すブロック図で
あり、（ｂ）は、本発明の技術的特徴が適用されることができる制御平面（control plan
e）の無線プロトコルの構造の一例を示すブロック図である。
【図５】本発明が適用されることができるＲＲＣ接続を確立する過程を示すフローチャー
トである。
【図６】本発明が適用されることができるＲＲＣ接続再設定過程を示すフローチャートで
ある。
【図７】本発明が適用されることができるＲＲＣ接続再確立手順の一例を示す図である。
【図８】本発明が適用されることができる測定を実行する方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図９】本発明が適用されることができるマクロ基地局とスモール基地局を含みから構成
されている異種ネットワークの一例を示す図である。
【図１０】本発明が適用されることができるスモール基地局の運用を示す無線通信システ
ムの一例を示す図である。
【図１１】本発明が適用されることができる異種ネットワークシステムで端末と基地局の
配置の一例を示す概念図である。
【図１２】Ｅ－ＵＴＲＡＮで２重接続（Dual　Connectivity）のための制御平面を例示す
図である。
【図１３】Ｅ－ＵＴＲＡＮで２重接続のためのユーザ平面構造を例示する図である。
【図１４】Ｅ－ＵＴＲＡＮとＵＥとの間に二重接続のための無線インターフェースプロト
コルの構造を例示す図である。
【図１５】Ｅ－ＵＴＲＡＮで２重接続のためのユーザ平面構造を例示す図である。
【図１６】本発明で提案するスモールセル追加に関連する手順を示すフローチャートであ
る。
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【図１７】本発明で提案するスモールセルの追加失敗の一例を示すフローチャートである
。
【図１８】本発明で提案するスモールセルの追加成功の一例を示すフローチャートである
。
【図１９】本発明で提案する方法が実現されることができる基地局と端末の内部ブロック
図の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明に従う好ましい実施形態を添付した図面を参照して詳細に説明する。添付
した図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明しよう
とするものであり、本発明が実施できる唯一の実施形態を示そうとするものでない。以下
の詳細な説明は本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかしな
がら、当業者は本発明がこのような具体的細部事項無しでも実施できることが分かる。
【００２４】
　幾つかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために公知の構造及び装置は省
略されるか、または各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図形式に図示できる
。
【００２５】
　本発明で基地局は端末と直接的に通信を遂行するネットワークの終端ノード（terminal
 node）としての意味を有する。本文書で基地局により遂行されることと説明された特定
の動作は、場合によっては基地局の上位ノード（upper node）により遂行されることもで
きる。即ち、基地局を含む多数のネットワークノード（network nodes）からなるネット
ワークにおける端末との通信のために遂行される多様な動作は基地局または基地局の以外
の他のネットワークノードにより遂行できることは自明である。「基地局（ＢＳ：Base S
tation）」は、固定局（fixed station）、Ｎｏｄｅ Ｂ、ｅＮＢ（evolved-Node B）、Ｂ
ＴＳ（base transceiver system）、アクセスポイント（ＡＰ：Access Point）、ＭｅＮ
Ｂ（Macro eNB or Master eNB）、ＳｅＮＢ（Secondary eNB）などの用語により取替でき
る。
【００２６】
　また、「端末（Terminal）」は固定されるか、または移動性を有することができ、ＵＥ
（User Equipment）、ＭＳ（Mobile Station）、ＵＴ（user terminal）、ＭＳS（Mobile
 Subscriber Station）、ＳＳ（Subscriber Station）、ＡＭＳ（Advanced Mobile Stati
on）、ＷＴ（Wireless terminal）、ＭＴＣ（Machine-Type Communication）装置、Ｍ２
Ｍ（Machine-to-Machine）装置、Ｄ２Ｄ（Device-to-Device）装置などの用語に取替でき
る。
【００２７】
　以下、ダウンリンク（ＤＬ：downlink）は基地局から端末への通信を意味し、アップリ
ンク（ＵＬ：uplink）は端末から基地局への通信を意味する。ダウンリンクで送信器は基
地局の一部であり、受信機は端末の一部でありうる。アップリンクで送信器は端末の一部
であり、受信機は基地局の一部でありうる。
【００２８】
　以下の説明で使われる特定の用語は本発明の理解を助けるために提供されたものであり
、このような特定用語の使用は本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態に変更で
きる。
【００２９】
　以下の技術はＣＤＭＡ（code division multiple access）、ＦＤＭＡ（frequency div
ision multiple access）、ＴＤＭＡ（time division multiple access）、ＯＦＤＭＡ（
orthogonal frequency division multiple access）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（single carrier 
frequency division multiple access）、ＮＯＭＡ（non-orthogonal multiple access）
などの多様な無線接続システムに利用できる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（universal terres
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trial radio access）やＣＤＭＡ２０００などの無線技術（radio technology）で具現で
きる。ＴＤＭＡは、ＧＳＭ（global system for mobile communications）／ＧＰＲＳ（g
eneral packet radio service）／ＥＤＧＥ（enhanced data rates for GSM evolution）
のような無線技術で具現できる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）
、ＩＥＥＥ ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ ８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（evol
ved UTRA）などの無線技術で具現できる。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（universal mobile tel
ecommunications system）の一部である。３ＧＰＰ（3rd generation partnership proje
ct）ＬＴＥ（longterm evolution）はＥ－ＵＴＲＡを使用するＥ－ＵＭＴＳ（evolved UM
TS）の一部であって、ダウンリンクでＯＦＤＭＡを採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭ
Ａを採用する。ＬＴＥ－Ａ（advanced）は３ＧＰＰ ＬＴＥの進化である。
【００３０】
　図１は、本発明が適用できるＬＴＥシステムに関連したＥＰＳ（Evolved Packet Syste
m）の一例を示す図である。
【００３１】
　ＬＴＥシステムは、ユーザ端末（ＵＥ）とＰＤＮ（pack data network）との間にユー
ザが移動中に最終ユーザの応用プログラム使用に妨害を与えない、かつ絶えないＩＰ連結
性（Internet Protocol connectivity）を提供することを目標とする。ＬＴＥシステムは
、ユーザ端末と基地局との間の無線プロトコル構造（radio protocol architecture）を
定義するＥ－ＵＴＲＡＮ（Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network）を介
しての無線接続の進化を完遂し、これはＥＰＣ（Evolved Packet Core）ネットワークを
含むＳＡＥ（System Architecture Evolution）により非－無線的側面での進化を通じて
も達成される。ＬＴＥとＳＡＥは、ＥＰＳ（Evolved Packet System）を含む。
【００３２】
　ＥＰＳはＰＤＮ内でゲートウェイ（gateway）からユーザ端末にＩＰトラフィックをル
ーティングするためにＥＰＳベアラ（EPS bearers）という概念を使用する。ベアラ（bea
rer）は上記ゲートウェイとユーザ端末との間に特定のＱｏＳ（Quality of Service）を
有するＩＰパケットフロー（IP packet flow）である。Ｅ－ＵＴＲＡＮとＥＰＣは応用プ
ログラムにより要求されるベアラを共に設定または解除（release）する。
【００３３】
　ＥＰＣは、ＣＮ（core network）とも呼ばれ、ＵＥを制御し、ベアラの設定を管理する
。
【００３４】
　図１に示すように、上記ＳＡＥのＥＰＣのノード（論理的または物理的ノード）はＭＭ
Ｅ（Mobility Management Entity）１０、ＰＤＮ－ＧＷまたはＰ－ＧＷ（PDN gateway）
３０、Ｓ－ＧＷ（Serving Gateway）２０、ＰＣＲＦ（Policy and Charging Rules Funct
ion）４０、ＨＳＳ（Home subscriber Server）５０などを含む。
【００３５】
　ＭＭＥ１０はＵＥとＣＮとの間のシグナリングを処理する制御ノードである。ＵＥとＣ
Ｎとの間に交換されるプロトコルはＮＡＳ（Non-Access Stratum）プロトコルとして知ら
れている。ＭＭＥ１０によりサポートされる機能の一例は、ベアラの設定、管理、解除を
含んでＮＡＳプロトコル内のセッション管理階層（session management layer）により操
作されるベアラ管理（bearer management）に関連した機能、ネットワークとＵＥとの間
の連結（connection）及び保安（Security）の設立に含んでＮＡＳプロトコル階層で連結
階層または移動制御階層（mobility management layer）により操作される。
【００３６】
　Ｓ－ＧＷ２０はＵＥが基地局（ｅＮｏｄｅ Ｂ）間に移動する時、データベアラのため
のローカル移動性アンカー（local mobility anchor）の役割をする。全てのユーザＩＰ
パケットはＳ－ＧＷ２０を通じて送信される。また、Ｓ－ＧＷ２０はＵＥがＥＣＭ－ＩＤ
ＬＥ状態と知られた遊休状態（idle state）におり、ＭＭＥがベアラを再設定（re-estab
lish）するためにＵＥのページングを開示する間、ダウンリンクデータを臨時にバッファ
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リングする時、ベアラに関連した情報を維持する。また、ＧＲＰＳ（General Packet Rad
io Service）、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunications System）のような他の
３ＧＰＰ技術とのインターワーキング（inter-working）のための移動性アンカー（mobil
ity anchor）の役割を遂行する。
【００３７】
　Ｐ－ＧＷ３０は、ＵＥのためのＩＰアドレス割当を遂行し、ＱｏＳ執行（QoS enforcem
ent）及びＰＣＲＦ４０からの規則によってフロー－基盤の課金（flow-based charging）
を遂行する。Ｐ－ＧＷ３０は、ＧＢＲベアラ（Guaranteed Bit Rate（GBR）bearers）の
ためのＱｏＳ執行を遂行する。また、ＣＤＭＡ２０００やＷｉＭＡＸネットワークのよう
な非３ＧＰＰ（non-3GPP）技術とのインターワーキングのための移動性アンカー（mobili
ty anchor）の役割も遂行する。
【００３８】
　ＰＣＲＦ４０は、政策制御意思決定（policy control decision-making）を遂行し、フ
ロー－基盤の課金（flow-based charging）を遂行する。
【００３９】
　ＨＳＳ５０は、ＨＬＲ（Home Location Register）とも呼ばれ、ＥＰＳ－subscribed 
ＱｏＳプロファイル（profile）及びローミングのための接続制御情報などを含むＳＡＥ
加入データ（SAE subscription data）を含む。また、ユーザが接続するＰＤＮに対する
情報も含む。このような情報は、ＡＰN（Access Point Name）形態に維持できるが、ＡＰ
ＮはＤＮＳ（Domain Name system）基盤のラベル（label）で、ＰＤＮに対するアクセス
ポイントまたは加入したＩＰアドレスを示すＰＤＮアドレスを説明する識別技法である。
【００４０】
　図１に示すように、ＥＰＳネットワーク要素（EPS network elements）の間にはＳ１－
Ｕ、Ｓ１－ＭＭＥ、Ｓ５／Ｓ８、Ｓ１１、Ｓ６ａ、Ｇｘ、Ｒｘ、及びＳＧのような多様な
インターフェースが定義できる。
【００４１】
　以下、移動性管理（mobility management：ＭＭ）の概念と移動性管理（ＭＭ）バック
オフタイマー（back-off timer）を詳細に説明する。移動性管理（ＭＭ）は、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ上のオーバーヘッドとＵＥでのプロセシングを減少させるための手続である。
【００４２】
　移動性管理（ＭＭ）が適用される場合、アクセスネットワークにおけるＵＥに関連した
全ての情報はデータが不活性化される期間の間解除できる。ＭＭＥは、上記アイドル（Id
le）区間の間ＵＥコンテキスト（context）及び設定されたベアラに関連した情報を維持
することができる。
【００４３】
　ネットワークがＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態にあるＵＥに接触できるように、ＵＥは現在のＴ
Ａ（Tracking Area）を逸脱する度にネットワークに新たな位置に関して知らせることが
できる。このような手続は「Tracking Area Update」と呼ばれることができ、この手続は
ＵＴＲＡN（universal terrestrial radio access network）やＧＥＲＡＮ（GSM EDGE Ra
dio Access Network）システムで「Routing Area Update」と呼ばれることができる。Ｍ
ＭＥは、ＵＥがＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態にある間ユーザ位置を追跡する機能を遂行する。
【００４４】
　ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態にあるＵＥに伝達しなければならないダウンリンクデータがある
場合、ＭＭＥはＵＥが登録されたＴＡ（tracking area）上の全ての基地局（ｅＮｏｄｅ 
Ｂ）にページングメッセージを送信する。
【００４５】
　次に、基地局は無線インターフェース（radio interface）上にＵＥに対してページン
グを始める。ページングメッセージが受信されることによって、ＵＥの状態がECM-CONNEC
TED状態に遷移するようにする手続を遂行する。このような手続は「Service Request Pro
cedure」と呼ばれることができる。これによって、ＵＥに関連した情報はＥ－ＵＴＲＡＮ
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で生成され、全てのベアラは再設定（re-establish）される。ＭＭＥは無線ベアラ（radi
o bearer）の再設定と、基地局上でＵＥコンテキストを更新する役割を遂行する。
【００４６】
　前述した移動性管理（ＭＭ）手続が遂行される場合、ＭＭ（mobility management）バ
ックオフタイマーがさらに使用できる。具体的に、ＵＥはＴＡを更新するためにＴＡＵ（
Tracking Area Update）を送信することができ、ＭＭＥは核心網の混雑（core network c
ongestion）によってＴＡＵ要請を拒絶することができるが、この場合、ＭＭバックオフ
タイマーに関連した時間値を提供することができる。該当時間値を受信することによって
、ＵＥはＭＭバックオフタイマーを活性化させることができる。
【００４７】
　図２は、本発明が適用される無線通信システムを示す。
【００４８】
　これは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network）、また
はＬＴＥ（Long Term Evolution）／ＬＴＥ－Ａシステムとも呼ばれることができる。
【００４９】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、端末１０（User Equipment：ＵＥ）に制御プレーン（control plan
e）とユーザプレーン（user plane）を提供する基地局２０（Base Station：ＢＳ）を含
む。
【００５０】
　基地局２０は、Ｘ２インターフェースを介して互いに連結できる。基地局２０は、Ｓ１
インターフェースを介してＥＰＣ（Evolved Packet Core）、より詳しくは、Ｓ１－ＭＭ
Ｅを通じてＭＭＥ（Mobility Management Entity）とＳ１－Ｕを通じてＳ－ＧＷ（Servin
g Gateway）と連結される。
【００５１】
　ＥＰＣは、ＭＭＥ、Ｓ－ＧＷ、及びＰ－ＧＷ（Packet Data Network-Gateway）で構成
される。ＭＭＥは、端末の接続情報や端末の能力に関する情報を有しており、このような
情報は端末の移動性管理に主に使われる。Ｓ－ＧＷはＥ－ＵＴＲＡＮを終端点として有す
るゲートウェイであり、Ｐ－ＧＷはＰＤＮを終端点として有するゲートウェイである。
【００５２】
　端末とネットワークとの間の無線インターフェースプロトコル（Radio Interface Prot
ocol）の階層は通信システムで広く知られた開放型システム間相互接続（Open System In
terconnection：ＯＳＩ）基準モデルの下位３個の階層に基づいてＬ１（第１階層）、Ｌ
２（第２階層）、及びＬ３（第３階層）に区分できるが、そのうち、第１階層に属する物
理階層は物理チャンネル（Physical Channel）を用いた情報転送サービス（Information 
Transfer Service）を提供し、第３階層に位置するＲＲＣ（Radio Resource Control）階
層は端末とネットワークとの間に無線資源を制御する役割を遂行する。このために、ＲＲ
Ｃ階層は端末と基地局との間のＲＲＣメッセージを交換する。
【００５３】
　図３は、本発明が適用できるＥ－ＵＴＲＡＮとＥＰＣとの間の機能分割（functional s
plit）の一例を示すブロック図である。
【００５４】
　図３を参照すると、斜線を施したブロックは無線プロトコル階層（radio protocol lay
er）を示し、空のブロックは制御プレーンの機能的個体（functional entity）を示す。
【００５５】
　基地局は、次のような機能を遂行する。（１）無線ベアラ制御（Radio Bearer Control
）、無線許諾制御（Radio Admission Control）、連結移動性制御（Connection Mobility
 Control）、端末への動的資源割当（dynamic resource allocation）のような無線資源
管理（Radio Resource Management：ＲＲＭ）機能、（２）ＩＰ（Internet Protocol）ヘ
ッダ圧縮及びユーザデータストリームの解読（encryption）、（３）Ｓ－ＧＷへのユーザ
プレーンデータのルーティング（routing）、（４）ページング（paging）メッセージの
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スケジューリング及び転送、（５）ブロードキャスト（broadcast）情報のスケジューリ
ング及び転送、（６）移動性とスケジューリングのための測定と測定報告設定。
【００５６】
　ＭＭＥは、次のような機能を遂行する。（１）基地局にページングメッセージの分散、
（２）保安制御（Security Control）、（３）アイドル状態移動性制御（Idle State Mob
ility Control）、（４）ＳＡＥベアラ制御、（５）ＮＡＳ（Non-Access Stratum）シグ
ナリングの暗号化（Ciphering）及び無欠保護（Integrity Protection）。
【００５７】
　Ｓ－ＧＷは、次のような機能を遂行する。（１）ページングに対するユーザプレーンパ
ケットの終点（termination）、（２）端末移動性のサポートのためのユーザプレーンス
イッチング。
【００５８】
　図４（ａ）は本発明の技術的特徴が適用できるユーザプレーンに対する無線プロトコル
構造（radio protocol architecture）の一例を示し、図４（ｂ）は本発明の技術的特徴
が適用できる制御プレーン（control plane）に対する無線プロトコル構造の一例を示す
ブロック図である。
【００５９】
　ユーザプレーンはユーザデータ転送のためのプロトコルスタック（protocol stack）で
あり、制御プレーンは制御信号転送のためのプロトコルスタックである。
【００６０】
　図４（ａ）及び４（ｂ）を参照すると、物理階層（PHY（physical）layer）は物理チャ
ンネル（physical channel）を用いて上位階層に情報転送サービス（information transf
er service）を提供する。物理階層は上位階層であるＭＡＣ（Medium Access Control）
階層とは転送チャンネル（transport channel）を介して連結されている。転送チャンネ
ルを介してＭＡＣ階層と物理階層との間にデータが移動する。転送チャンネルは無線イン
ターフェースを介してデータがどのように、どんな特徴として転送されるかによって分類
される。
【００６１】
　互いに異なる物理階層の間、即ち送信器と受信機の物理階層の間は物理チャンネルを介
してデータが移動する。上記物理チャンネルは、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Divis
ion Multiplexing）方式により変調されることができ、時間と周波数を無線資源に活用す
る。
【００６２】
　ＭＡＣ階層の機能は論理チャンネルと転送チャンネルとの間のマッピング及び論理チャ
ンネルに属するＭＡＣ ＳＤＵ（service data unit）の転送チャンネル上に物理チャンネ
ルに提供される転送ブロック（transport block）への多重化／逆多重化（「／」の意味
は「or」と「and」の概念を全て含む）を含む。ＭＡＣ階層は論理チャンネルを介してＲ
ＬＣ（Radio Link Control）階層にサービスを提供する。
【００６３】
　ＲＬＣ階層の機能はＲＬＣ ＳＤＵの連結（concatenation）、分割（segmentation）、
及び再結合（reassembly）を含む。無線ベアラ（Radio Bearer：ＲＢ）が要求する多様な
ＱｏＳ（Quality of Service）を保証するために、ＲＬＣ階層は透明モード（Transparen
t Mode：ＴＭ）、非確認モード（Unacknowledged Mode：ＵＭ）、及び確認モード（Ackno
wledged Mode：ＡＭ）の３種類の動作モードを提供する。ＡＭ ＲＬＣは、ＡＲＱ（autom
atic repeat request）を通じて誤り訂正を提供する。
【００６４】
　ＲＲＣ（Radio Resource Control）階層は制御プレーンのみで定義される。ＲＲＣ階層
は無線ベアラの設定（configuration）、再設定（re-configuration）、及び解除（relea
se）と関連して論理チャンネル、転送チャンネル、及び物理チャンネルの制御を担当する
。ＲＢは、端末とネットワークとの間のデータ伝達のために第１階層（ＰＨＹ階層）及び
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第２階層（ＭＡＣ階層、ＲＬＣ階層、ＰＤＣＰ階層）により提供される論理的経路を意味
する。
【００６５】
　ユーザプレーンでのＰＤＣＰ（Packet Data Convergence Protocol）階層の機能はユー
ザデータの伝達、ヘッダ圧縮（header compression）、及び暗号化（ciphering）を含む
。制御プレーンでのＰＤＣＰ（Packet Data Convergence Protocol）階層の機能は制御プ
レーンデータの伝達及び暗号化／無欠性保護（integrity protection）を含む。
【００６６】
　ＲＢが設定されるということは、特定サービスを提供するために無線プロトコル階層及
びチャンネルの特性を規定し、各々の具体的なパラメータ及び動作方法を設定する過程を
意味する。また、ＲＢはＳＲＢ（Signaling RB）とＤＲＢ（Data RB）の２つに分けられ
る。ＳＲＢは、制御プレーンでＲＲＣメッセージを転送する通路に使われ、ＤＲＢはユー
ザプレーンでユーザデータを転送する通路に使われる。
【００６７】
　端末のＲＲＣ階層とＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣ階層との間にＲＲＣ連結（RRC Connection
）が確立されれば、端末はＲＲＣ連結（RRC connected）状態にあるようになり、そうで
ない場合、ＲＲＣアイドル（RRC idle）状態にいるようになる。
【００６８】
　ネットワークにおける端末にデータを転送するダウンリンク転送チャンネルにはシステ
ム情報を転送するＢＣＨ（Broadcast Channel）とその以外にユーザトラフィックや制御
メッセージを転送するダウンリンクＳＣＨ（Shared channel）がある。ダウンリンクマル
チキャストまたはブロードキャストサービスのトラフィックまたは制御メッセージの場合
、ダウンリンクＳＣＨを介して転送されることもでき、または別途のダウンリンクＭＣＨ
（Multicast Channel）を介して転送されることもできる。一方、端末からネットワーク
にデータを転送するアップリンク転送チャンネルには、初期制御メッセージを転送するＲ
ＡＣＨ（Random Access Channel）と、その以外にユーザトラフィックや制御メッセージ
を転送するアップリンクＳＣＨ（Shared channel）がある。
【００６９】
　転送チャンネル上位におり、転送チャンネルにマッピングされる論理チャンネル（Logi
cal Channel）には、ＢＣＣＨ（Broadcast Control Channel）、ＰＣＣＨ（Paging Contr
ol Channel）、ＣＣＣＨ（Common Control Channel）、ＭＣＣＨ（Multicast Control Ch
annel）、ＭＴＣＨ（Multicast Traffic Channel）などがある。
【００７０】
　物理チャンネル（Physical Channel）は、時間領域で多数個のＯＦＤＭシンボルと、周
波数領域で多数個の副搬送波（Sub-carrier）から構成される。１つのサブフレーム（Sub
-frame）は時間領域で複数のＯＦＤＭシンボル（Symbol）から構成される。資源ブロック
は資源割当単位で、複数のＯＦＤＭシンボルと複数の副搬送波（sub-carrier）から構成
される。また、各サブフレームはＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）、
即ちＬ１／Ｌ２制御チャンネルのために該当サブフレームの特定ＯＦＤＭシンボル（例：
最初のＯＦＤＭシンボル）の特定副搬送波を用いることができる。ＴＴＩ（Transmission
 Time Interval）はサブフレーム転送の単位時間である。
【００７１】
　以下、端末のＲＲＣ状態（RRC state）とＲＲＣ連結方法について詳述する。
【００７２】
　ＲＲＣ状態とは、端末のＲＲＣ階層がＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣ階層と論理的連結（logi
cal connection）されているか否かをいい、連結されている場合はＲＲＣ連結状態、連結
されていない場合はＲＲＣアイドル状態と呼ぶ。ＲＲＣ連結状態の端末はＲＲＣ連結が存
在するため、Ｅ－ＵＴＲＡＮは該当端末の存在をセル単位で把握することができ、したが
って、端末を効果的に制御することができる。
【００７３】
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　一方、ＲＲＣアイドル状態の端末はＥ－ＵＴＲＡＮが把握することはできず、セルより
大きい地域単位であるトラッキング区域（Tracking Area）単位でＣＮ（core network）
が管理する。即ち、ＲＲＣアイドル状態の端末は大きい地域単位で存否のみ把握され、音
声やデータのような通常の移動通信サービスを受けるためにはＲＲＣ連結状態に移動しな
ければならない。
【００７４】
　ユーザが端末の電源を最初に入れた時、端末は先に適切なセルを探索した後、該当セル
でＲＲＣアイドル状態に止まる。ＲＲＣアイドル状態の端末はＲＲＣ連結を結ばれる必要
がある時、始めてＲＲＣ連結過程（RRC connection procedure）を通じてＥ－ＵＴＲＡＮ
とＲＲＣ連結を確立し、ＲＲＣ連結状態に遷移する。ＲＲＣアイドル状態にいた端末がＲ
ＲＣ連結を結ばれる必要がある場合はいろいろあるが、例えばユーザの通話試みなどの理
由によりアップリンクデータ転送が必要であるか、でなければＥ－ＵＴＲＡＮから呼び出
し（paging）メッセージを受信した場合、これに対する応答メッセージ転送などが挙げら
れる。
【００７５】
　図５は、本発明が適用できるＲＲＣ連結を確立する過程を示す流れ図である。
【００７６】
　端末はＲＲＣ連結を要請するＲＲＣ連結要請（RRC Connection Request）メッセージを
ネットワークに送る（Ｓ５１０）。ネットワークは、ＲＲＣ連結要請に対する応答として
ＲＲＣ連結設定（RRC Connection Setup）メッセージを送る（Ｓ５２０）。ＲＲＣ連結設
定メッセージを受信した後、端末はＲＲＣ連結モードに進入する。
【００７７】
　端末はＲＲＣ連結確立の成功的な完了を確認するために使われるＲＲＣ連結設定完了（
RRC Connection Setup Complete）メッセージをネットワークに送る（Ｓ５３０）。
【００７８】
　図６は、本発明が適用できるＲＲＣ連結再設定過程を示す流れ図である。
【００７９】
　ＲＲＣ連結再設定（reconfiguration）は、ＲＲＣ連結を修正することに使われる。こ
れはＲＢ確立／修正（modify）／解除（release）、ハンドオーバー遂行、測定セットア
ップ／修正／解除するために使われる。
【００８０】
　ネットワークは端末にＲＲＣ連結を修正するためのＲＲＣ連結再設定（RRC Connection
 Reconfiguration）メッセージを送る（Ｓ６１０）。端末はＲＲＣ連結再設定に対する応
答としてＲＲＣ連結再設定の成功的な完了を確認するために使われるＲＲＣ連結再設定完
了（RRC Connection Reconfiguration Complete）メッセージをネットワークに送る（Ｓ
６２０）。
【００８１】
　次に、端末がセルを選択する手続について詳細に説明する。
【００８２】
　電源が入るか、またはセルに止まっている時、端末は適切な品質のセルを選択／再選択
してサービスを受けるための手続を遂行する。
【００８３】
　ＲＲＣアイドル状態の端末は常に適切な品質のセルを選択して、このセルを通じてサー
ビスの提供を受けるための準備をしていなければならない。例えば、電源がちょうど入っ
た端末はネットワークに登録するために適切な品質のセルを選択しなければならない。Ｒ
ＲＣ連結状態にいた上記端末がＲＲＣアイドル状態に進入すれば、上記端末はＲＲＣアイ
ドル状態で止まるセルを選択しなければならない。このように、上記端末がＲＲＣアイド
ル状態のようなサービス待機状態に止まっているためにどんな条件を満たすセルを選択す
る過程をセル選択（Cell Selection）という。重要な点は、上記セル選択は上記端末が上
記ＲＲＣアイドル状態に止まっているセルを現在決定できなかった状態で遂行するもので



(13) JP 6190058 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

あるので、できる限り速かにセルを選択することが重要である。
【００８４】
　したがって、一定基準以上の無線信号品質を提供するセルであれば、たとえこのセルが
端末に最も良い無線信号品質を提供するセルでないとしても、端末のセル選択過程で選択
できる。
【００８５】
　ここに、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３０４ Ｖ８．５．０（２００９－０３）「User Equipm
ent（UE）procedures in idle mode（Release 8）」を参照して、３ＧＰＰ ＬＴＥで端末
がセルを選択する方法及び手続について詳述する。
【００８６】
　セル選択過程は２つに大別される。
【００８７】
　まず、初期セル選択過程であって、この過程では上記端末が無線チャンネルに対する事
前情報がない。したがって、上記端末は適切なセルを探すために全ての無線チャンネルを
検索する。各チャンネルで上記端末は最も強いセルを探す。以後、上記端末がセル選択基
準を満たす適切な（suitable）セルを探しさえすれば該当セルを選択する。
【００８８】
　次に、端末は格納された情報を活用するか、セルで放送している情報を活用してセルを
選択することができる。したがって、初期セル選択過程に比べてセル選択が迅速になるこ
とができる。端末がセル選択基準を満たすセルを探しさえすれば該当セルを選択する。仮
に、この過程を通じてセル選択基準を満たす適切なセルを探せなければ、端末は初期セル
選択過程を遂行する。
【００８９】
　上記端末が一旦セル選択過程を通じて、あるセルを選択した以後、端末の移動性または
無線環境の変化などにより端末と基地局との間の信号の強さや品質が変わることがある。
したがって、仮に選択したセルの品質が低下する場合、端末はより良い品質を提供する他
のセルを選択することができる。このようにセルをまた選択する場合、一般的に現在選択
されたセルより良い信号品質を提供するセルを選択する。
【００９０】
　このような過程をセル再選択（Cell Reselection）という。上記セル再選択過程は、無
線信号の品質観点から、一般的に端末に最も良い品質を提供するセルを選択することに基
本的な目的がある。
【００９１】
　無線信号の品質観点の以外に、ネットワークは周波数別に優先順位を決定して端末に知
らせることができる。このような優先順位を受信した端末は、セル再選択過程でこの優先
順位を無線信号品質基準より優先的に考慮するようになる。
【００９２】
　上記のように、無線環境の信号特性によってセルを選択または再選択する方法があり、
セル再選択時、再選択のためのセルを選択するにあたって、セルのＲＡＴと周波数（freq
uency）特性によって次のようなセル再選択方法がありうる。
【００９３】
　－イントラ－周波数（Intra-frequency）セル再選択：端末がキャンピング（camp）中
のセルのようなＲＡＴと同一な中心周波数（center-frequency）を有するセルを再選択
　－インター－周波数（Inter-frequency）セル再選択：端末がキャンピング中のセルの
ようなＲＡＴと異なる中心周波数を有するセルを再選択
　－インター－ＲＡＴ（Inter-RAT）セル再選択：端末がキャンピング中のＲＡＴと異な
るＲＡＴを使用するセルを再選択
【００９４】
　以下、ＲＲＣ連結再確立（RRC connection re-establishment）手続についてより詳細
に説明する。
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【００９５】
　図７は、本発明が適用できるＲＲＣ連結再確立手続の一例を示す図である。
【００９６】
　図７を参照すると、端末はＳＲＢ ０（Signaling Radio Bearer ＃０）を除外した設定
されていた全ての無線ベアラ（radio bearer）の使用を中断し、ＡＳ（Access Stratum）
の各種副階層（sub-layer）を初期化させる（Ｓ７１０）。また、各副階層及び物理階層
を基本構成（default configuration）に設定する。このような過程中に端末はＲＲＣ連
結状態を維持する。
【００９７】
　端末はＲＲＣ連結再確立手続を遂行するためのセル選択手続を遂行する（Ｓ７２０）。
ＲＲＣ連結再確立手続のうち、セル選択手続は端末がＲＲＣ連結状態を維持していること
にもかかわらず、端末がＲＲＣアイドル状態で遂行するセル選択手続と同一に遂行できる
。
【００９８】
　端末はセル選択手続を遂行した後、該当セルのシステム情報を確認して該当セルが適合
したセルか否かを判断する（Ｓ７３０）。仮に、選択されたセルが適切なＥ－ＵＴＲＡＮ
セルと判断された場合、端末は該当セルにＲＲＣ連結再確立要請メッセージ（RRC connec
tion reestablishment request message）を転送する（Ｓ７４０）。
【００９９】
　一方、ＲＲＣ連結再確立手続を遂行するためのセル選択手続を通じて選択されたセルが
Ｅ－ＵＴＲＡＮの以外の他のＲＡＴを使用するセルと判断された場合、ＲＲＣ連結再確立
手続を中断し、端末はＲＲＣアイドル状態に進入する（enter）（Ｓ７５０）。
【０１００】
　端末は、セル選択手続及び選択したセルのシステム情報受信を通じてセルの適切性確認
は制限された時間内に終わるように具現できる。このために、端末はＲＲＣ連結再確立手
続を開示することによって、タイマーを駆動（run）させることができる。タイマーは端
末が適合したセルを選択したと判断された場合、中断できる。タイマーが満了した場合、
端末はＲＲＣ連結再確立手続が失敗したと見なして、ＲＲＣアイドル状態に進入すること
ができる。このタイマーを以下に無線リンク失敗（radio link failure）タイマーと言及
する。ＬＴＥスペックＴＳ ３６．３３１ではＴ３１１という名称のタイマーが無線リン
ク失敗タイマーとして活用できる。端末はこのタイマーの設定値をサービングセルのシス
テム情報から獲得することができる。
【０１０１】
　端末からＲＲＣ連結再確立要請メッセージを受信し、要請を受諾した場合、セルは端末
にＲＲＣ連結再確立メッセージ（RRC connection reestablishment message）を転送する
。
【０１０２】
　セルからＲＲＣ連結再確立メッセージを受信した端末はＳＲＢ１に対するＰＤＣＰ副階
層とＲＬＣ副階層を再構成する。また、保安設定と関連した各種キー値をまた計算し、保
安を担当するＰＤＣＰ副階層を新しく計算した保安キー値に再構成する。
【０１０３】
　これを通じて端末とセルとの間のＳＲＢ１が開放され、ＲＲＣ制御メッセージをやり取
りすることができるようになる。端末は、ＳＲＢ１の再開を完了し、セルにＲＲＣ連結再
確立手続が完了したというＲＲＣ連結再確立完了メッセージ（RRC connection reestabli
shment complete message）を転送する（Ｓ７６０）。
【０１０４】
　一方、端末からＲＲＣ連結再確立要請メッセージを受信し、要請を受諾しない場合、セ
ルは端末にＲＲＣ連結再確立拒絶メッセージ（RRC connection reestablishment reject 
message）を転送する。
【０１０５】
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　ＲＲＣ連結再確立手続が成功的に遂行されれば、セルと端末はＲＲＣ連結再確立手続を
遂行する。これを通じて端末はＲＲＣ連結再確立手続を遂行する前の状態を回復し、サー
ビスの連続性を最大限保証する。
【０１０６】
　以下、測定及び測定報告について説明する。
【０１０７】
　移動通信システムにおける端末の移動性（mobility）サポートは必須である。したがっ
て、端末は現在サービスを提供するサービングセル（serving cell）に対する品質及び隣
のセルに対する品質を持続的に測定する。端末は測定結果を適切な時間にネットワークに
報告し、ネットワークはハンドオーバーなどを通じて端末に最適の移動性を提供する。し
ばしばこのような目的の測定を無線資源管理測定（ＲＲＭ（radio resource management
）measurement）と称する。
【０１０８】
　端末は移動性サポートの目的の以外に事業者がネットワークを運営することに助けにな
ることができる情報を提供するために、ネットワークが設定する特定の目的の測定を遂行
し、その測定結果をネットワークに報告することができる。例えば、端末がネットワーク
が定めた特定セルのブロードキャスト情報を受信する。端末は上記特定セルのセル識別子
（Cell Identity）（これを広域（Global）セル識別子ともいう）、上記特定セルが属し
た位置識別情報（例えば、Tracking Area Code）及び／又はその他のセル情報（例えば、
ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セルのメンバーか否か）をサービングセルに報告す
ることができる。
【０１０９】
　移動中の端末は特定地域の品質が非常に悪いということを測定を通じて確認した場合、
品質が悪いセルに対する位置情報及び測定結果をネットワークに報告することができる。
ネットワークは、ネックワークの運営を助ける端末の測定結果の報告に基づいてネットワ
ークの最適化を図ることができる。
【０１１０】
　周波数再使用（Frequency reuse factor）が１の移動通信システムでは、移動性が大部
分同一な周波数バンドにある互いに異なるセル間になされる。
【０１１１】
　したがって、端末の移動性をよく保証するためには、端末はサービングセルの中心周波
数と同一な中心周波数を有する周辺セルの品質及びセル情報をよく測定できなければなら
ない。このように、サービングセルの中心周波数と同一な中心周波数を有するセルに対す
る測定をイントラ－周波数測定（intra-frequency measurement）と呼ぶ。
【０１１２】
　端末はイントラ－周波数測定を遂行して測定結果をネットワークに適切な時間に報告し
て、該当する測定結果の目的が達成されるようにする。
【０１１３】
　移動通信事業者は複数の周波数バンドを使用してネットワークを運用することもできる
。複数の周波数バンドを通じて通信システムのサービスが提供される場合、端末に最適の
移動性を保証するためには、端末はサービングセルの中心周波数と異なる中心周波数を有
する周辺セルの品質及びセル情報をよく測定できなければならない。このように、サービ
ングセルの中心周波数と異なる中心周波数を有するセルに対する測定をインター－周波数
測定（inter-frequency measurement）と呼ぶ。端末はインター－周波数測定を遂行して
測定結果をネットワークに適切な時間に報告できなければならない。
【０１１４】
　端末が異なるＲＡＴに基づいたネットワークに対する測定をサポートする場合、基地局
設定により該当ネックワークのセルに対する測定をすることもできる。このような測定を
インター－無線接近方式（inter-RAT（Radio Access Technology））測定という。例えば
、ＲＡＴは３ＧＰＰ標準規格に従うＵＴＲＡN（UMTS Terrestrial Radio Access Network
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準規格に従うＣＤＭＡ２０００システムやはり含むことができる。
【０１１５】
　図８は、本発明が適用できる測定遂行方法の一例を示す流れ図である。
【０１１６】
　端末は基地局から測定設定（measurement configuration）情報を受信する（Ｓ８１０
）。測定設定情報を含むメッセージを測定設定メッセージという。端末は測定設定情報に
基づいて測定を遂行する（Ｓ８２０）。端末は測定結果が測定設定情報内の報告条件を満
たせば、測定結果を基地局に報告する（Ｓ８３０）。測定結果を含むメッセージを測定報
告メッセージという。
【０１１７】
　測定設定情報は、次のような情報を含むことができる。
　（１）測定対象（Measurement object）情報：端末が測定を遂行する対象に関する情報
である。測定対象はセル内測定の対象であるイントラ－周波数測定対象、セル間測定の対
象であるインター－周波数測定対象、及びインター－ＲＡＴ測定の対象であるインター－
ＲＡＴ測定対象のうち、少なくともいずれか１つを含む。例えば、イントラ－周波数測定
対象はサービングセルと同一な周波数バンドを有する周辺セルを指示し、インター－周波
数測定対象はサービングセルと異なる周波数バンドを有する周辺セルを指示し、インター
－ＲＡＴ測定対象はサービングセルのＲＡＴと異なるＲＡＴの周辺セルを指示することが
できる。
　（２）報告設定（Reporting configuration）情報：端末が測定結果を転送することを
いつ報告するかに関する報告条件及び報告タイプ（type）に関する情報である。報告設定
情報は報告設定のリストで構成できる。各報告設定は報告基準（reporting criterion）
及び報告フォーマット（reporting format）を含むことができる。報告基準は端末が測定
結果を転送することをトリガーする基準である。報告基準は測定報告の周期または測定報
告のための単一イベントでありうる。報告フォーマットは端末が測定結果をどんなタイプ
で構成するかに関する情報である。
　（３）測定識別子（Measurement identity）情報：測定対象と報告設定を関連させて、
端末がどんな測定対象に対していつどんなタイプで報告するかを決定するようにする測定
識別子に関する情報である。測定識別子情報は測定報告メッセージに含まれて、測定結果
がどんな測定対象に対するものであり、測定報告がどんな報告条件で発生したかを示すこ
とができる。
　（４）量的設定（Quantity configuration）情報：測定単位、報告単位、及び／又は測
定結果値のフィルタリングを設定するためのパラメータに関する情報である。
　（５）測定ギャップ（Measurement gap）情報：ダウンリンク転送またはアップリンク
転送がスケジューリングされなくて、端末がサービングセルとのデータ転送に対する考慮
無しで、ただ測定に使用できる区間である測定ギャップに関する情報である。
【０１１８】
　端末は測定手続を遂行するために、測定対象リスト、測定報告設定リスト、及び測定識
別子リストを有している。
【０１１９】
　３ＧＰＰ ＬＴＥで基地局は端末に１つの周波数バンドに対して１つの測定対象のみを
設定することができる。３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３３１ Ｖ８．５．０（２００９－０３）
「Evolved Universal Terrestrial Radio Access（Ｅ－ＵＴＲＡ）Radio Resource Contr
ol（ＲＲＣ）、Protocol specification（Release 8）」の５．５．４節によれば、次の
表のような測定報告が誘発されるイベントが定義されている。
【０１２０】
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【表１】

【０１２１】
　端末の測定結果が設定されたイベントを満たせば、端末は測定報告メッセージを基地局
に転送する。
【０１２２】
　以下、異種ネットワーク（Heterogeneous Network：ＨｅＮｅｔ）について説明する。
【０１２３】
　マクロセル（macro cell）だけでは増加するデータサービスに対する要求を満たすこと
が困難である。したがって、マイクロセル（micro cell）、ピコセル（pico cell）、フ
ェムトセル（femto cell）、無線リレーなどのスモールセル（small cell）を用いて室内
外小規模領域に対するデータサービスを運用することができる。
【０１２４】
　スモールセル（small cell）の用途が特別に限定されてはいないが、一般的にピコセル
はマクロセルだけではカバーできない通信陰影地域やデータサービス要求の多い領域、い
わゆるホットスポット（hot spot）またはホットゾーン（hotzone）に利用できる。
【０１２５】
　フェムトセルは、一般的に室内事務室や家庭で利用できる。また、無線リレーはマクロ
セルのカバレッジ（coverage）を補完することができる。異種ネットワークを構成するこ
とによってデータサービスの陰影地域をなくすことができるだけでなく、データ転送速度
の増加を図ることができる。
【０１２６】
　また、最近には爆発的に増加するデータトラフィックを収容するために既存のマクロセ
ルに比べて少ない電力を使用して相対的に非常に小さな地域をカバーするためのスモール
セル（small cell）に対する性能向上（Small Cell Enhancement：ＳＣＥ；以下，「ＳＣ
Ｅ」という）技術に対する研究が活発に進められている。
【０１２７】
　ＳＣＥはmacro cellカバレッジ内に（または、建物内部などの場合にはマクロセルカバ
レッジ無しで）small cellを密集配置し、macro cellを運用するＭｅＮＢ及びsmall cell
を運営するＳｅＮＢ間、またはＳｅＮＢ相互間の密接な協力により単位面積当たりスペク
トル効率（Spectrum Efficiency）を驚くほど増大させて急増するトラフィックを収容し
、かつ効率的な移動性管理を可能にするための技術を意味する。
【０１２８】
　特に、セル内部のいわゆるホットスポット（hot spot）のような特定地域では特別に多
い通信需要が発生し、セル境界（cell edge）またはカバレッジホール（coverage hole）
のような特定地域では電波の受信感度が落ちることがあるので、small cellはマクロセル
だけではカバーできない通信陰影地域やホットスポット（hot spot）のようなデータサー
ビス要求の多い領域に利用できる。
【０１２９】
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　図９は、本発明が適用できるマクロ基地局とスモール基地局を含んで構成される異種ネ
ットワークの一例を示す図である。
【０１３０】
　異種ネットワーク（Heterogeneous Network：ＨｅＮｅｔ）にはマクロ基地局とスモー
ル基地局が共に運営される。
【０１３１】
　ここで、上記マクロ基地局はマクロセル内で端末に無線通信環境を提供し、上記スモー
ル基地局はマイクロ基地局、フェムト基地局、ピコ基地局、リレーなどのマクロ基地局よ
りサイズの小さい基地局であって、スモールセル内で端末に無線通信環境を提供する。
【０１３２】
　上記マクロ基地局は、macro eNB（ＭｅＮＢ）、Master eNB（ＭｅＮＢ）プライマリeNB
（Primary eNB）などで表現されることができ、上記スモール基地局はsmall eNB、セコン
ダリーeNB（ＳｅＮＢ：secondary eNB）、ピコ基地局（Pico eNB）、フェムト基地局（Fe
mto eNB）、マイクロ基地局（Micro eNB）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ：remote radio hea
d）、リレー（relay）、中継機（repeater）などで表現できる。
【０１３３】
　また、スモールセルはマクロセルに比べて小さな地域に対してサービスするため、単一
端末に対して提供できるスループット（Throughput）の点からマクロセルに比べて有利で
ある。
【０１３４】
　本発明で基地局とは、上記マクロ基地局、上記スモール基地局、及び他の類型の基地局
を含む概念である。
【０１３５】
　以下、説明の便宜のためにマクロ基地局を「第１基地局」または「ＭｅＮＢ」として、
スモール基地局を「第２基地局」または「ＳｅＮＢ」として表現するようにする。
【０１３６】
　図９に示すように、macro cell領域とsmall cell領域のカバレッジは重畳されるか、ま
たは重畳されないことがある。また、ＭｅＮＢがサポートするキャリア周波数（Ｆ１）と
ＳｅＮＢがサポートするキャリア周波数は互いに同一であるか（ＳｅＮＢがＦ１をサポー
トする場合）、または同一でないこともある（ＳｅＮＢがＦ２をサポートする場合）。
【０１３７】
　また、ＭｅＮＢとＳｅＮＢとの間、または複数のＳｅＮＢの間のバックホールは理想的
な（ideal）バックホールと非理想的な（non-ideal）バックホールを全てサポートするこ
とができる。
【０１３８】
　また、密集されるか（dense）、または密集されない（sparse）small cell deployment
が全て考慮されることができ、室内の（indoor）または室外の（outdoor）small cell de
ploymentが全て考慮できる。
【０１３９】
　図９に図示されたmacro cell領域とsmall cell領域は例示に過ぎず、その数や領域のサ
イズはこれと相異するように配置できることは勿論である。
【０１４０】
　図１０は、本発明が適用できるスモール基地局運用を示す無線通信システムの一例を示
す図である。
【０１４１】
　図１０を参照すると、スモール基地局をサービスするためにＳｅＮＢゲートウェイ（Ｓ
ｅＮＢ ＧＷ）を運用することができる。
【０１４２】
　ＳｅＮＢは、ＳｅＮＢ ＧＷを通じてＥＰＣに連結されるか、または直接ＥＰＣに連結
される。ＳｅＮＢ ＧＷは、ＭＭＥには一般的なＭｅＮＢのように見えることがある。Ｓ
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ｅＮＢ ＧＷはＳｅＮＢにはＭＭＥのように見えることがある。
【０１４３】
　したがって、ＳｅＮＢとＳｅＮＢ ＧＷとの間にはＳ１インターフェースに連結され、
ＳｅＮＢ ＧＷとＥＰＣやはりＳ１インターフェースに連結される。また、ＳｅＮＢとＥ
ＰＣが直接連結される場合にもＳ１インターフェースに連結される。ＳｅＮＢの機能は一
般的なＭｅＮＢの機能と大部分同一である。
【０１４４】
　一般的に、ＳｅＮＢは移動通信網事業者が所有したＭｅＮＢと比較して無線転送出力が
低い。したがって、ＳｅＮＢが提供するサービス領域（coverage）はＭｅＮＢが提供する
サービス領域に比べて小さいことが一般的である。このような特性のため、サービス領域
の観点からたびたびＳｅＮＢが提供するセルはＭｅＮＢが提供するマクロセルと対比して
スモールセルに分類される。
【０１４５】
　図１１は、本発明が適用できる異種ネットワークシステムにおける端末及び基地局の配
置の一例を示す概念図である。
【０１４６】
　図１１を参照すると、異種ネットワークシステムは周波数帯域１を使用してサービスを
提供するマクロ基地局と、周波数帯域１または２を使用してサービスを提供するスモール
基地局を含む。
【０１４７】
　マクロ基地局は周波数帯域１を使用してマクロセルのカバレッジにサービスを提供する
ことができ、スモール基地局は周波数帯域１または周波数帯域２を使用してスモールセル
（small cell）のカバレッジにサービスを提供することができる。
【０１４８】
　端末１０は、マクロ基地局またはスモール基地局とＲＲＣ連結を設定し、サービスの提
供を受けることができる。例えば、端末１０がマクロ基地局とＲＲＣ連結設定された状態
で、端末１０がスモール基地局のサービスカバレッジ領域に接近する場合、端末１０が受
信する無線信号品質がマクロ基地局の周波数帯域１よりスモール基地局の周波数帯域２で
より優れることがある。
【０１４９】
　この場合、端末１０がスモール基地局からサービスの提供を受けるためには端末とＲＲ
Ｃ連結が設定されたマクロ基地局からスモール基地局へのインター－周波数（inter-freq
uency）ハンドオーバー手続を遂行することができる。
【０１５０】
　また、以後、端末１０がスモール基地局のサービスカバレッジ領域を逸脱するか、また
は端末１０が受信する無線信号品質がスモール基地局の周波数帯域２よりマクロ基地局の
周波数帯域１でより優れる場合、スモール基地局からマクロ基地局にインター－周波数ハ
ンドオーバー手続が遂行されることもできる。
【０１５１】
　以下、スモールセル配置（small cell deployment）に対して図１２から図１５を参照
してより具体的に説明する。
【０１５２】
　With and without macro coverage
　スモールセル進化（Small cell enhancement）はマクロカバレッジを有するものと（wi
th macro coverage）と有しないもの（without macro coverage）を全て考慮する。
【０１５３】
　より詳しくは、スモールセル進化はスモールセルノードが既に配置されたセルラーネッ
トワークの容量を増加させるために、Ｅ－ＵＴＲＡＮマクロ－セルレイヤ（layer）に１
つまたはその以上重畳されるカバレッジ内で配置される配置（deployment）シナリオが考
慮される。
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【０１５４】
　２つのシナリオがマクロカバレッジを有する配置シナリオで考慮できる。
【０１５５】
　１つはＵＥが同時にマクロセルとスモールセル両方とものカバレッジ内にあるものであ
り、他の１つはＵＥが同時にマクロセルとスモールセル両方とものカバレッジ内にないも
のである。
【０１５６】
　また、上記スモールセル進化はスモールセルノードが１つまたはその以上の重畳された
Ｅ－ＵＴＲＡＮマクロ－セルレイヤのカバレッジ内に配置されない配置シナリオが考慮さ
れる。
【０１５７】
　室外（または、屋外）及び室内（Outdoor and indoor）
　スモールセル進化は室外及び室内全てでスモールセル配置を考慮する。
【０１５８】
　スモールセルノードは室内または室外に配置されることができ、いずれか１つの状況で
室外または室内にあるＵＥにサービスを提供することができる。
【０１５９】
　室内のＵＥに対し、低いＵＥ速度（例：０－３ｋｍ／ｈ）のみ考慮できる。
【０１６０】
　これと反対に、室外ＵＥに対し、単に低いＵＥ速度だけでなく、中間ＵＥ速度（例：３
０ｋｍ／ｈまで、そして潜在的により高い速度まで）が考慮されなければならない。
【０１６１】
　理想的なバックホールと理想的でないバックホール（Ideal and non-ideal backhaul）
　スモールセル進化はidealバックホール（例：光繊維を使用する専用点－対－点連結の
ような非常に高い処理量（throughput）と非常に低い遅延バックホール）とnon-idealバ
ックホール（例：ｘＤＳＬ、microwaveのようにマーケットで広く使われる典型的なバッ
クホールと、リレイング（relaying）のような他のバックホール）全てを考慮する。
【０１６２】
　Sparse and dense
　スモールセル進化は疎らにして（sparse）、密集した（dense）スモールセル配置を全
て考慮する。特定シナリオで（例：ホットスポット（hot spot）室内／室外場所など）、
１つまたは一部のスモールセルノードは、一例に、ホットスポット（hot spot）をカバー
するために疎らに配置される。
【０１６３】
　一方、特定シナリオで（例：密集した都市、大きいショッピングモールなど）、多いス
モールセルノードは上記スモールセルノードによりカバーされる相対的に広い地域で夥し
いトラフィックをサポートするために密集するように配置される。
【０１６４】
　スモールセルレイヤのカバレッジは、一般的に他のホットスポット地域の間で不連続的
である。各ホットスポット地域はスモールセルクラスタのようなスモールセルグループに
よりカバーされる。
【０１６５】
　同期（Synchronization）
　同期及び非同期シナリオの全てがスモールセルとマクロセルの間だけでなく、スモール
セルの間でも考慮される。
【０１６６】
　干渉調整、キャリア併合（ＣＡ）、及びインター－eNB CoMP（inter－eNB COMP）のよ
うな特定動作のために、スモールセル進化はスモールセルサーチ／測定（search／measur
ement）、及び干渉／資源管理において同期化された配置で利得になることができる。
【０１６７】
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　スペクトル（Spectrum）
　スモールセル進化は他の周波数バンドが各々マクロレイヤ及びスモールセルレイヤに別
個に割り当てられる配置シナリオを扱う。
【０１６８】
　スモールセル進化は、より利用可能なスペクトル及びより広い帯域幅を楽しむために３
．５ＧＨｚのようなより高い周波数バンドに特別な焦点または関心（focus）を有する未
来セルラーバンドだけでなく、現在存在するセルラーバンドに全て適用できる。
【０１６９】
　また、スモールセル進化は少なくとも地域的にスモールセル配置のみのために使われる
周波数バンドのための可能性を考慮することができる。
【０１７０】
　マクロレイヤ及びスモールセルレイヤの間に同時－チャンネル（Co-channel）配置シナ
リオやはり考慮されなければならない。幾つかの一例のスペクトル構成が以下のように考
慮できる。
【０１７１】
　－バンドＸ及びバンドＹを有するマクロレイヤでのキャリア併合とスモールセルレイヤ
でバンドＸのみを有するキャリア併合
　－マクロレイヤを有する同時－チャンネル（co-channel）があるキャリア併合バンドを
サポートするスモールセル
　－マクロレイヤを有する同時－チャンネルがないキャリア併合バンドをサポートするス
モールセル
【０１７２】
　スモールセル進化はマクロレイヤとスモールセルレイヤに対する周波数バンドのための
デュプレックス（duplex）方法（ＦＤＤ／ＴＤＤ）に関わらずサポートされなければなら
ない。
【０１７３】
　スモールセル進化に対する無線インターフェース及び解決策はバンド－独立的でなけれ
ばならない。
【０１７４】
　トラフィック（Traffic）
　スモールセル配置で、トラフィックはスモールセルノード当たりユーザの数が典型的に
小さなカバレッジによってあまり多くないので、かなり流動的（fluctuating）でありう
る。
【０１７５】
　スモールセル配置で、ユーザ分配はスモールセルノードの間で非常に流動的でありうる
。
【０１７６】
　また、トラフィックはダウンリンク中心またはアップリンク中心で高い非対称を有する
ことができる。
【０１７７】
　したがって、時間領域及び空間領域でuniform及びnon-uniformトラフィック負荷（load
）分配が考慮される。
【０１７８】
　二重連結（dual connectivity）
　スモールセル進化をサポートする異種ネットワークにおいて、移動性剛健さ（mobility
 robustness）、頻繁なハンドオーバーによって増加するシグナリング負荷（signaling l
oad）、ユーザ当たり処理量改善、システム容量（capacity）などと関連した多様な要求
事項がある。
【０１７９】
　このような要求事項を実現するための解決策として、Ｅ－ＵＴＲＡＮはＲＲＣ＿連結（
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RRC_CONNECTED）で多様なＲＸ／ＴＸ ＵＥが２つの区分されるスケジューラにより提供さ
れ、Ｘ２インターフェースを介して非－異相的な（non-ideal）バックホールを通じて連
結された２つのｅＮＢに位置する無線資源を用いるために構成される二重連結性（ＤＣ）
動作をサポートする。
【０１８０】
　二重連結性は制御及びデータ分離を含蓄することができる。例えば、移動性のための制
御シグナリングは高い－速度データ連結がスモールセルを通じて提供される時間と同一な
時間にマクロセルを通じて提供される。
【０１８１】
　また、ダウンリンクとアップリンクとの間の分離、上記ダウンリンクとアップリンクと
の間の連結は他のセルを通じて提供される。
【０１８２】
　特定ＵＥのための二重連結性と関連したｅＮＢｓは２つの異なる役割を仮定することが
できる。例えば、１つのｅＮＢはＭｅＮＢまたはＳｅＮＢとして行動することができる。
【０１８３】
　二重連結性で、ＵＥは１つのＭｅＮＢ及び１つのＳｅＮＢと連結できる。
【０１８４】
　ＭｅＮＢは、二重連結性（dual connectivity：ＤＣ）で少なくとも１つのＳ１－ＭＭ
Ｅを終了するｅＮＢであり、ＳｅＮＢはＵＥのために追加的な無線資源を提供するｅＮＢ
であるが、二重連結性でマスター（Master）ｅＮＢではない。
【０１８５】
　追加的に、ＣＡが構成されたＤＣはＲＲＣ連結状態でＵＥの動作モードを意味し、マス
ターセルグループ（Master Cell Group）及びセコンダリーセルグループ（Secondary Cel
l Group）で構成される。
【０１８６】
　ここで、「セルグループ（cell group）」は二重連結性でMaster ｅＮＢ（ＭｅＮＢ）
またはSecondary ｅＮＢ（ＳｅＮＢ）と関連したサービングセルのグループを示す。
【０１８７】
　「マスターセルグループ（Master Cell Group：ＭＣＧ）」はＭｅＮＢと関連したサー
ビングセルのグループであり、二重連結性でprimary cell（ＰＣｅｌｌ）及び選択的に１
つまたはその以上の（one or more）secondary cells（ＳＣｅｌｌｓ）を含む。
【０１８８】
　「セコンダリーセルグループ（Secondary Cell Group：ＳＣＧ）」は、primary SCell
（ｐＳＣｅｌｌ）及び選択的に１つまたはその以上のＳＣｅｌｌｓを含むＳｅＮＢと関連
したサービングセルのグループを示す。
【０１８９】
　ここで、以下に説明される「セル」はｅＮＢによりカバーされる一般的な領域としての
「セル」と区別されなければならない。即ち、セル（cell）はダウンリンクと選択的にア
ップリンク資源の結合を示す。
【０１９０】
　ダウンリンク資源のキャリア周波数（例：セルの中心周波数）とアップリンク資源のキ
ャリア周波数との間の関係（linking）は、ダウンリンク資源から転送されるシステム情
報で指示される。
【０１９１】
　ＭＣＧベアラは二重連結性でＭｅＮＢ資源のみを使用するためにＭｅＮＢのみで位置す
る無線プロトコルであり、ＳＣＧベアラは二重連結性でＳｅＮＢ資源を使用するためにＳ
ｅＮＢのみで位置する無線プロトコルである。
【０１９２】
　そして、スプリットベアラ（Split bearer）は二重連結性でＭｅＮＢ及びＳｅＮＢ資源
全てを使用するためにＭｅＮＢ及びＳｅＮＢ全てで位置する無線プロトコルである。
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【０１９３】
　図１２は、Ｅ－ＵＴＲＡＮで二重連結性のための制御プレーン（control plane）を例
示する。
【０１９４】
　二重連結性のためのインター－ｅＮＢ（Inter-eNB）制御プレーンシグナリングは、Ｘ
２インターフェースシグナリングのために遂行される。
【０１９５】
　ＭＭＥに向かう制御プレーンシグナリングはＳ１インターフェースシグナリングにより
遂行される。ＭｅＮＢとＭＭＥとの間にＵＥ当たり１つのＳ１－ＭＭＥ連結のみ存在する
。
【０１９６】
　各ｅＮＢはＵＥを独立的に扱えなければならない。例えば、各ｅＮＢは他のＵＥにＳＣ
ＧのためのＳＣｅｌｌ（ｓ）を提供する間、一部ＵＥにＰＣｅｌｌを提供する。
【０１９７】
　特定ＵＥのための二重連結性と関連する各ｅＮＢは自身の無線資源を所有し、主に自身
のセルの無線資源を割り当てる責任があり、ＭｅＮＢとＳｅＮＢとの間に各調整がＸ２イ
ンターフェースシグナリングにより遂行される。
【０１９８】
　図１２に示すように、ＭｅＮＢはＳ１－ＭＭＥを通じてＭＭＥと連結されるＣ－平面で
あり、上記ＭｅＮＢ及びＳｅＮＢはＸ２－Ｃを通じて互いに連結される。
【０１９９】
　図１３は、Ｅ－ＵＴＲＡＮで二重連結性のためのユーザプレーン構造を例示する。
【０２００】
　図１３は、特定ＵＥのための二重連結性に関連するｅＮＢｓのユーザプレーン連結性を
示す。上記ユーザプレーン連結性は以下のように構成されたベアラ選択に依存する。
【０２０１】
　ＭＣＧベアラに対し、ＭｅＮＢはＳ１－Ｕを通じてＳ－ＧＷに連結されるU－planeであ
り、上記ＳｅＮＢはユーザプレーンデータの転送に関連しない。
【０２０２】
　スプリットベアラ（split bearers）のために、ＭｅＮＢはＳ１－Ｕを通じてＳ－ＧＷ
に連結されるユーザプレーンであり、また、上記ＭｅＮＢ及びＳｅＮＢ ＳＭＳ Ｘ２－Ｕ
を通じて互いに連結される。
【０２０３】
　ここで、スプリットベアラはＭｅＮＢとＳｅＮＢ資源の全てを使用するためにＭｅＮＢ
とＳｅＮＢ全てに位置する無線プロトコルである。
【０２０４】
　ＳＣＧベアラのために、ＳｅＮＢはＳ１－Ｕを通じてＳ－ＧＷと直接連結される。
【０２０５】
　したがって、仮にＭＣＧとスプリットベアラが構成されれば、ＳｅＮＢでＳ１－Ｕの終
了はない。
【０２０６】
　図１４は、Ｅ－ＵＴＲＡＮとＵＥとの間に二重連結性のための無線インターフェースプ
ロトコル構造を例示する。
【０２０７】
　二重連結性で、特定のベアラを使用する無線プロトコル構造はベアラがどのようにセッ
トアップされるかによって依存する。
【０２０８】
　３種類の代案、即ちＭＣＧベアラ、ＳＣＧベアラ、及びsplitベアラが存在する。
【０２０９】
　即ち、ＵＥの特定ベアラ（例：ＳＣＧベアラ）は他のベアラ（例：ＭＣＧベアラ）がＭ



(24) JP 6190058 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

ｅＮＢのみにより提供される一方、ＳｅＮＢによっても提供できる。
【０２１０】
　また、ＵＥの特定ベアラ（例：splitベアラ）は他のベアラ（例：ＭＣＧベアラ）がＭ
ｅＮＢのみにより提供される一方、splitされることもできる。このような３種類の代案
は図１４に図示される。
【０２１１】
　ＭＣＧベアラ及びＳＣＧベアラがセットアップ（setup）される場合、Ｓ１－Ｕは与え
られたｅＮＢでベアラ毎に現在定義された無線－インターフェースU－planeプロトコルス
タック（protocol stack）を完全に終了し、１つのノードにより１つのＥＰＳベアラの転
送を実現できるようにする。
【０２１２】
　相変らず、他のベアラの転送はＭｅＮＢ及びＳｅＮＢから同時に発生できる。
【０２１３】
　スプリットベアラがセットアップされる場合、Ｓ１－Ｕは常にＭｅＮＢに存在するＰＤ
ＣＰレイヤを有するＭｅＮＢで終了する。
【０２１４】
　別に、そして独立的なＲＬＣベアラ（ＲＬＣの上のＳＡＰ）があり、またＵＥ側で、Ｐ
ＤＣＰベアラ（ＰＤＣＰの上のＳＡＰ）のＰＤＣＰ ＰＤＵｓを転送するために構成され
るｅＮＢ毎にＭｅＮＢで終了する。
【０２１５】
　上記ＰＤＣＰ階層は転送のためのＰＤＣＰ ＰＤＵルーティングを提供し、二重連結性
でsplitベアラのための受信のために再整理する（reordering）ＰＤＣＰ ＰＤＵを提供す
る。
【０２１６】
　ＳＲＢｓは常にＭＣＧベアラであり、したがって、単にＭｅＮＢにより提供される無線
資源を使用する。
【０２１７】
　ここで、ＤＣはＳｅＮＢにより提供される無線資源を使用するために構成される少なく
とも１つのベアラを有するものとして説明できる。
【０２１８】
　図１５は、Ｅ－ＵＴＲＡＮで二重連結性のための制御プレーン構造を例示する。
【０２１９】
　二重連結動作で、ＳｅＮＢは自身の無線資源を所有し、主に自身のセルの無線資源を割
り当てるための責任がある。
【０２２０】
　したがって、一部の調整はこれを可能にするためにＭｅＮＢとＳｅＮＢとの間に相変ら
ず要求される。
【０２２１】
　以下の少なくとも１つのＲＲＣ機能は二重連結性動作のためにＵＥにスモールセルレイ
ヤを追加することを考慮する時に適切である。
【０２２２】
　－スモールセルレイヤの共通無線資源構成
　－スモールセルレイヤの専用無線資源構成
　－スモールセルレイヤに対する測定及び移動性制御
【０２２３】
　二重連結動作で、ＵＥは常に１つのＲＲＣ状態（例：ＲＲＣ連結状態またはＲＲＣアイ
ドル状態）で止まる。
【０２２４】
　図１５を参照すると、単にＭｅＮＢはＭｅＮＢとＳｅＮＢとの間でＲＲＭ機能の調整後
にＵＥに向けて転送される最後のＲＲＣメッセージを生成する。
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【０２２５】
　ＵＥ ＲＲＣエンティティーは１つのエンティティー（ＭｅＮＢで）のみから来る全て
のメッセージを見て、ＵＥは上記エンティティーのみにまた応答する。このようなメッセ
ージのＬ２転送は選択されるユーザプレーン構造及び意図される解決策に依存する。
【０２２６】
　以下の一般的な原理は二重連結性の動作について適用される。
　１．ＭｅＮＢはＵＥのＲＲＭ測定構成を維持し、一例に、受信される測定報告またはト
ラフィック条件またはベアラタイプに基づいて、ＳｅＮＢにＵＥのために追加的な資源（
サービングセル）を提供することを要請することに決定する。
　２．ＭｅＮＢから要請を受信する時、ＳｅＮＢはＵＥのために追加的なサービングセル
の構成を引き起こすcontainerを生成することができる。
　３．ＭｅＮＢ及びＳｅＮＢはＸｎメッセージから転送されるRRC containers（インター
－ノードメッセージ）によりＵＥ構成に関する情報を交換する。ここで、Ｘｎインターフ
ェースはＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡシステムでＸ２インターフェースでありうる。
　４．ＳｅＮＢは自身の存在するサービングセルの再構成を開示することができる（例：
ＳｅＮＢに向かうＰＵＣＣＨ）。
　５．ＭｅＮＢはＳｅＮＢにより提供されるＲＲＣ構成のコンテンツ（content）を変更
しない。
【０２２７】
　前述したように、スモールセル構造及び動作が説明され、特にマクロセル（または、Ｍ
ｅＮＢ）及びスモールセル（または、ＳｅＮＢ）でＵＥの二重連結性にフォーカシングさ
れる。
【０２２８】
　二重連結性で、ＵＥのためのサービングセルの構成されるセットは２つのサブセット、
即ちＭｅＮＢのサービングセルを含むMaster Cell Group（ＭＣＧ）とＳｅＮＢのサービ
ングセルを含むSecondary Cell Group（ＳＣＧ）を含む。
【０２２９】
　ＭｅＮＢとＳｅＮＢとの間で相互作用に関し、以下の原理が適用される。
【０２３０】
　ＭｅＮＢはＵＥのＲＲＭ測定構成を維持する。そして、ＭｅＮＢは一例に、受信された
測定報告またはトラフィック条件、またはベアラタイプに基づいてＵＥのための追加的な
資源（サービングセル）を提供することをＳｅＮＢに要請することを決定する。
【０２３１】
　ＭｅＮＢから要請を受信するとすぐに、ＳｅＮＢはＵＥのための追加的なサービングセ
ルの構成を引き起こすcontainerを生成することができる（または、そのようにするため
に利用可能な資源がないと決定）。
【０２３２】
　ＵＥ能力調整のために、ＭｅＮＢはＡＳ－構成の部分とＳｅＮＢにＵＥ能力を提供する
。
【０２３３】
　ＭｅＮＢ及びＳｅＮＢはＸｎメッセージ（例：Ｘ２メッセージ）から転送されるRRC co
ntainer（インター－ノードメッセージ）によってＵＥ構成に関する情報を交換する。
【０２３４】
　ＳｅＮＢは自身の存在するサービングセルの再構成を開示することができる。（ＳｅＮ
Ｂに向かうＰＵＣＣＨ）ＳｅＮＢはＳＣＧ内にＰＳＣｅｌｌを決定する。ＭｅＮＢは、Ｓ
ｅＮＢにより提供されるＲＲＣ再構成のcontentを変更しない。
【０２３５】
　本発明で、ＳｅＮＢはＭｅＮＢに二重連結性ＵＥのためにスモールセルでＲＲＣ構成値
を提供すると仮定し、ＭｅＮＢはＳｅＮＢからスモールセル側の連結のために提供される
ＲＲＣ構成値に基づいてＵＥのためのＲＲＣ構成またはＲＲＣ再構成を遂行すると仮定す
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る。
【０２３６】
　以下、本発明で提案する異種ネットワークにおけるスモールセル追加手続（small cell
 addition procedure）と関連した事項について具体的に説明する。
【０２３７】
　まず、オフローディング（Off-loading）関連内容及び以下に記述される用語について
簡略に整理する。
【０２３８】
　セル（Cell）：ダウンリンク及び選択的にアップリンク資源の結合。ダウンリンク資源
のキャリア周波数とアップリンク資源のキャリア周波数との間の関係（linking）はダウ
ンリンク資源から転送されるシステム情報で指示される。
【０２３９】
　セルグループ（Cell Group：ＣＧ）：二重連結性で、ＭｅＮＢまたはＳｅＮＢと関連の
あるサービングセルのグループ
【０２４０】
　二重連結性（dual connectivity：ＤＣ）：ＲＲＣ連結でＵＥの動作モード、Master Ce
ll Group（ＭＣＧ）とSecondary Cell Group（ＳＣＧ）で構成される。
【０２４１】
　Ｅ－ＲＡＢ（E-UTRAN Radio Access Bearer）：Ｅ－ＲＡＢはＳ１ベアラ及び該当デー
タ無線ベアラ（Data Radio bearer）の結合を独特に（uniquely）識別する。Ｅ－ＲＡＢ
が存在する時、３ＧＰＰ ＴＳ ２３．４０１（「Technical Specification Group Servic
es and System Aspects、GPRS enhancements for E-UTRAN access」）で定義されるよう
に、上記Ｅ－ＲＡＢとＮＡＳのＥＰＳベアラとの間に一－対－一にマッピングされる。
【０２４２】
　マスターセルグループ（Master Cell Group：ＭＣＧ）：二重連結性で、ＭｅＮＢと関
連したサービングセルのグループ、ＰＣｅｌｌ（Primary SCell）及び選択的に１つまた
はその以上のＳＣｅｌｌｓを含む。
【０２４３】
　マスターｅＮＢ（Master eNB：ＭｅＮＢ）：二重連結性で、少なくとも１つのＳ１－Ｍ
ＭＥを終了するｅＮＢ
【０２４４】
　ＭＣＧベアラ（MCG bearer）：二重連結性で、ＭｅＮＢ資源のみを使用するためにＭｅ
ＮＢのみに位置する無線プロトコル
【０２４５】
　ＳＣＧベアラ（SCG bearer）：二重連結性で、ＳｅＮＢ資源を使用するためにＳｅＮＢ
のみに位置する無線プロトコル
【０２４６】
　セコンダリーセルグループ（Secondary Cell Group：ＳＣＧ）：二重連結性で、ＳｅＮ
Ｂと関連したサービングセルのグループ。ＰＳＣｅｌｌ及び選択的に１つまたはその以上
のＳＣｅｌｌｓを含む。
【０２４７】
　セコンダリーｅＮＢ（Secondary eNB：ＳｅＮＢ）：二重連結性で、ＵＥのために追加
的な無線資源を提供するｅＮＢ。しかしながら、ＳｅＮＢはマスターｅＮＢではない。
【０２４８】
　スプリットベアラ（split bearer）：二重連結性で、ＭｅＮＢとＳｅＮＢ資源全てを使
用するためにＭｅＮＢ及びＳｅＮＢ両方ともに位置する無線プロトコル。
【０２４９】
　オフ－ローディング手続（Off-loading procedure）
　オフ－ローディング手続は、ｅＮＢにより提供されるＵＥが他のｅＮＢにより動作され
るスモールセルを有する二重連結を作る連続的な動作として定義される。
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【０２５０】
　二重連結開始は、スモールセルを通じてｅＮＢからＵＥに追加的な経路を作るための作
業である。
【０２５１】
　同時に、二重連結のトラフィックをスモールセルに通過するためのｅＮＢの手続である
。
【０２５２】
　したがって、二重連結はハンドオーバー手続及びＥ－ＲＡＢ管理手続全ての特性を有す
る。
【０２５３】
　Off-loading手続はＳｅＮＢから端末に無線資源を提供するために使用できる。
【０２５４】
　即ち、Off-loading手続は新たなＳｅＮＢを追加してSCG bearer／split bearerまたはs
mall cell group（ＳＣＧ）または１つ以上のsmall cellを追加する手続を意味すること
ができる。
【０２５５】
　また、macro cellとsmall cellでdual connectionが既に確立（establish）された場合
にも、Off-loading手続はＳｅＮＢにOff-loadingされるＥ－ＲＡＢ（ｓ）（e. g., SCG b
earer or split bearer）を追加するか、または新たなＳＣＧまたは１つ以上のsmall cel
lを新しく追加する手続を意味することができる。
【０２５６】
　図１６は、本発明で提案するスモールセルの追加に関連する手順を示すフローチャート
である。
【０２５７】
　スモールセルの追加手順は、ＳｅＮＢを追加する手順で表現することができる。また、
ｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎはＲＲＣ（Radio Resource C
ontrol）ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎで表現することもできる。
【０２５８】
　スモールセル追加手順は、ＭｅＮＢによって実行され、ＳｅＮＢで端末に無線リソース
（radio resource）を提供するために、ＳｅＮＢで端末ｃｏｎｔｅｘｔを確立するために
使用される。
【０２５９】
　まず、端末はＭｅＮＢに測定報告を伝送する（Ｓ１６１０）。
【０２６０】
　つまり、端末はサービングセルと隣接のセルの受信信号強度を測定して、周期的に報告
したり、測定値がｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎによって与えられ
た条件を満たしていればｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｅｖｅｎｔがｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇさ
れてＭｅＮＢにＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ ＲＥＰＯＲＴを伝送する。
【０２６１】
　ハンドオーバー手順と同様に、ＭｅＮＢはｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎを端末に伝達して、端末がどのような測定情報をＭｅＮＢに報告しなければな
らないかを知らせることができる。ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎは端末が基地局とＲＲＣ接続を設定する時ＲＲＣ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ Ｒｅｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを介して端末に提供することができる。
【０２６２】
　また、ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎはｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ ｏｂｊｅｃｔ、ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ、ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ ＩＤ、ｑｕａｎｔｉｔｙ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ、ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
 ｇａｐを含むことができる。これに関する、具体的な説明は、前述した測定と測定報告
、図１１を参照するものとする。
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【０２６３】
　ここで、測定するsmall ｃｅｌｌがｍａｃｒｏ　ｃｅｌｌのようなｃａｒｒｉｅｒ周波
数（intra-frequency neighbor measurement）を使用すると、端末はmeasurement gapな
しでsmall　cellを測定することができる。しかし、small cellがmacro　cellと他のcarr
ier周波数を用いる場合（inter-frequency neighbor measurement）、measurement gapを
用いて、ＵＬ/ＤＬ ｉｄｌｅ ｐｅｒｉｏｄ中に隣のセルの周波数で同期を合わせてとな
りのセルを測定することができる。
【０２６４】
　以後、ＭｅＮＢはＳｅＮＢにスモールセルの追加要請（Small Cell Addition Request
）メッセージを伝送する（Ｓ１６２０）。スモールセルの追加要請メッセージは、ＳｅＮ
Ｂ追加要請メッセージで表現することができる。
【０２６５】
　Ｓ１６２０の段階を実行する前に、ＭｅＮＢは端末から受信したＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮ
Ｔ ＲＥＰＯＲＴメッセージに含まれている情報（例えば、neighbor cellの信号強度情報
と端末のｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＲＲＭ）情報など）に基
づいて、ＳｅＮＢが端末に無線リソースを割り当てるように要請するかどうか、すなわち
、ＳｅＮＢに端末のトラフィックをｏｆｆ－ｌｏａｄｉｎｇするかどうかを決定すること
ができる。
【０２６６】
　また、ＭｅＮＢは、自分が管理している隣のセルのリスト情報に基づいて、いずれのＳ
ｅＮＢでｏｆｆ－ｌｏａｄｉｎｇするかターゲットｅＮＢ（すなわち、ＳｅＮＢ）を決定
することができる。
【０２６７】
　スモールセルの追加要請メッセージは、オフロード要請（offloading Request）メッセ
ージ、ＳｅＮＢ追加要請（SeNB ADDITION　REQUEST）メッセージまたはＳＣＧ追加要請（
SCG ADDITION REQUEST）メッセージで表現することができる。
【０２６８】
　また、スモールセルを追加要請メッセージは、ＵＥ Ｃｏｎｔｅｘｔ情報、ＲＲＣ ｃｏ
ｎｔｅｘｔ情報などを含むことができる。
【０２６９】
　ここで、ＭｅＮＢはＳｅＮＢが、特定のＥ－ＲＡＢ（すなわち、ＳＣＧベアラ）を追加
するための無線リソースを端末に割り当てるように要請することができる。この場合、Ｍ
ｅＮＢはＳＣＧベアラ追加を要請するために、スモールセルの追加要請メッセージを介し
てＥ－ＲＡＢ特徴（characteristics）を指示することができる。
【０２７０】
　ここで、Ｅ－ＲＡＢ特徴（characteristics）は、Ｅ－ＲＡＢパラメータ、transport n
etwork layer（ＴＮＬ）address information、ＭｅＮＢ無線リソースに関する情報、端
末の（無線）能力を含むことができる。
【０２７１】
　ここで、ＭｅＮＢはＳｅＮＢが端末の能力（ＵＥ capabilities）を含むようにするこ
とができる。
【０２７２】
　すなわち、ＭｅＮＢはスモールセルを追加したり、スモールセルのために割り当てられ
る端末のｂｅａｒｅrを修正する場合、ＭｅＮＢは、ＭｅＮＢがｍａｃｒｏ ｃｅｌｌのた
めにＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを決定した後に残っている別の（separated）端
末の能力をＳｅＮＢに提供する。
【０２７３】
　またほかの一例として、ＭｅＮＢはスモールセルを追加したり、スモールセルのために
割り当てられる端末のｂｅａｒｅｒを修正する場合、ＭｅＮＢはｍａｃｒｏ ｃｅｌｌの
ためのＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを提供する。ＳｅＮＢは、ＭｅＮＢから提供
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された情報を考慮して、ｍａｃｒｏ ｃｅｌｌとｓｍａｌｌ ｃｅｌｌの全体的なＲＲＣ 
Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが端末の能力を超えないようにｓｍａｌｌ ｃｅｌｌのＲＲ
Ｃ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを決定することができる。
【０２７４】
　ＳｅＮＢは、端末に無線リソースの割り当てが可能な場合、受信されたスモールセルの
追加要請メッセージに基づいて、ａｄｍｉｓｓｉｏｎ ｃｏｎｔｒｏｌを行うことができ
る。
【０２７５】
　また、ＳｅＮＢは、Ｅ－ＲＡＢ ＱｏＳ ｐａｒａｍｅｔｅｒ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
、Ｂｅａｒｅｒ Ｓｐｌｉｔ/Ｂｅａｒｅｒ Ｓｐｌｉｔ Ｐｏｒｔｉｏｎ ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎを参照して、無線リソースを設定することができる。具体的には、ＭｅＮＢから
ＳＣＧ ｂｅａｒｅｒの追加が要請された場合、ＳｅＮＢは、受信されたＥ－ＲＡＢ Ｑｏ
Ｓ ｐａｒａｍｅｔｅｒ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎを考慮して、端末に無線リソースを割り
当てることができる。一方、ＭｅＮＢからｓｐｌｉｔ ｂｅａｒｅｒの追加が要請された
場合、受信したＥ－ＲＡＢ ＱｏＳ ｐａｒａｍｅｔｅｒ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎだけで
なく、Ｂｅａｒｅｒ Ｓｐｌｉｔ Ｐｏｒｔｉｏｎ情報を一緒に考慮して、ｓｍａｌｌ ｃ
ｅｌｌにａｌｌｏｗｅｄ（or imposed）トラフィックの割合に沿って端末に無線リソース
を割り当てることができる。
【０２７６】
　そして、ＳｅＮＢは、端末のアップ/ダウンリンクトラフィックを伝送するための伝送
ベアラ（transport bearer）を設定することができる。そして、ＳｅＮＢは、Ｃ－ＲＮＴ
Ｉを予約することができ、端末がｓｍａｌｌ ｃｅｌｌと同期化が必要な場合はＲＡＣＨ 
ｐｒｅａｍｂｌｅを予約することもできる。
【０２７７】
　以後、ＳｅＮＢは、ＭｅＮＢにスモールセルの追加要請メッセージに対する肯定応答と
してスモールセル追加ＡＣＫ（Acknowledge）を伝送する（Ｓ１６３０）。スモールセル
追加ＡＣＫは、ＳｅＮＢの追加要請ＡＣＫ（Acknowledge）で表現することができる。
【０２７８】
　ここで、スモールセル追加ＡＣＫは、ＳｅＮＢにより決定された新たな無線リソースの
設定（configuration）情報または端末に伝送されるｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ ｃｏｎｔａ
ｉｎｅｒを含むことができる。すなわち、ＳｅＮＢは、スモールセル追加ＡＣＫを介して
スモールセルＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎのためのａｓｓｉｓｔａｎｃｅ情報を
ＭｅＮＢに伝送することができる。
【０２７９】
　以後、ＭｅＮＢは、受信されたスモールセル追加ＡＣＫに基づいて、ｏｆｆｌｏａｄｉ
ｎｇまたは２重接続のためのＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが適切、または適切で
ないかどうかを確認する（Ｓ１６４０）。
【０２８０】
　すなわち、ＭｅＮＢは２重接続のためｍａｃｒｏ ｃｅｌｌでＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎを考慮すると、スモールセル領域で（またはＳｅＮＢで）ＲＲＣ Ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ値が端末能力やＭｅＮＢのＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ政策に
違反しているか否かを確認する。
【０２８１】
　以後、ＭｅＮＢは、確認の結果に基づいて、ＳｅＮＢにスモールセル追加キャンセル（
Cancelation）メッセージを伝送したり、ＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐ
ｌｅｔｅメッセージを伝送する。スモールセルの追加キャンセルメッセージは、ＳｅＮＢ
追加キャンセルメッセージに、ＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｌｅｔｅメ
ッセージは、ＳｅＮＢ Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージで
表現することができる。
【０２８２】
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　すなわち、確認の結果、ＳｅＮＢによって補助される（assisted）スモールセルＲＲＣ
構成または設定（Configuration）が適切でないと判断される場合には、ＭｅＮＢは、Ｓ
ｅＮＢでスモールセル追加キャンセル（Cancelation）メッセージを伝送する（Ｓ１６５
０ ）。
【０２８３】
　スモールセルの追加キャンセルメッセージは、スモールセル追加キャンセルを示す原因
情報（cause information）を含む。
【０２８４】
　そして、確認の結果、ＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが適切であると判断される
場合、下記Ｓ１６６０乃至Ｓ１６８０段階が実行される。
【０２８５】
　すなわち、ＭｅＮＢは端末に新しいＲＲＣ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを適用するた
めに、端末にＲＲＣ Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを伝送する（Ｓ１６６
０）。
【０２８６】
　ＲＲＣ Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージは、ＳｅＮＢによって割り当てら
れたｓｍａｌｌ ｃｅｌｌ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報を含むことができる。ｓｍａ
ｌｌ ｃｅｌｌ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報は、特定のＥ－ＲＡＢのための新しいｒ
ａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報を意味する。
【０２８７】
　以後、端末は、ＭｅＮＢから受信したＲＲＣ Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセ
ージに応じて、新しいＲＲＣ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを適用し始めて、ＭｅＮ
ＢにＲＲＣ Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが成功的に完了したことを知らせるＲＲＣ
（Connection）Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを伝送す
る（Ｓ１６７０）。
【０２８８】
　以後、ＭｅＮＢは、ＳｅＮＢに端末のＲＲＣ Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが完了
したことを知らせるＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを
伝送する（Ｓ１６８０）。
【０２８９】
　ＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージは、ＲＲＣ ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが成功的に完了したことを知らせる示す指示情報、スモールセルの
最後のＲＲＣ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ値または端末のアップリンクバッファ状態レ
ポート（UL Buffer Status Report）の内、少なくとも一つを含む。
【０２９０】
　Ｓ１６８０段階の後、ＭｅＮＢはＳｅＮＢにｄａｔａ ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇを実行し
、端末のｐａｃｋｅｔ ｄａｔａをＳｅＮＢに伝達することができる。
【０２９１】
　ここで、ＭｅＮＢは、ｄａｔａ ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇをＲＲＣ（Connection）Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを端末に伝送したり、スモールセル追加ＡＣＫをＳ
ｅＮＢから受信した場合に実行することができる。
【０２９２】
　また、端末がＳｅＮＢのｃｅｌｌに同期を合わせる必要がある場合、ｄａｔａ ｆｏｒ
ｗａｒｄｉｎｇは、端末とＳｅＮＢ間の同期化手順（e.g. random access procedure）を
完了した後に実行されることもできる。
【０２９３】
　図１７は、本発明で提案するスモールセルの追加失敗の一例を示すフローチャートであ
る。
【０２９４】
　図１７を参照すると、端末はＭｅＮＢに測定報告を伝送する（Ｓ１７１０）。
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【０２９５】
　以後、ＭｅＮＢはＳｅＮＢにスモールセルの追加要請（Small Cell Addition Request
）メッセージを伝送する（Ｓ１７２０）。
【０２９６】
　Ｓ１７２０段階の実行前に、ＭｅＮＢは端末から受信したＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ Ｒ
ＥＰＯＲＴメッセージに含まれた情報（例えば、neighbor cellの信号強度情報と端末の
ｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＲＲＭ）の情報など）に基づいて
、ＳｅＮＢが端末に無線リソースを割り当てるように要請するかどうか、すなわち、Ｓｅ
ＮＢに端末のトラフィックをｏｆｆ－ｌｏａｄｉｎｇするかどうかを決定することができ
る。
【０２９７】
　また、ＭｅＮＢは、自分が管理している隣のセルのリスト情報に基づいて、どのＳｅＮ
Ｂにｏｆｆ－ｌｏａｄｉｎｇするかターゲットｅＮＢ（すなわち、ＳｅＮＢ）を決定する
ことができる。　
【０２９８】
　スモールセルの追加要請メッセージは、オフロード要請（offloading Request）メッセ
ージ、ＳｅＮＢ追加の要請（ＳｅＮＢ ＡＤＤＩＴＩＯＮ ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージま
たはＳＣＧ追加要請（ＳＣＧ ＡＤＤＩＴＩＯＮ ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージで表現する
ことができる。
【０２９９】
　また、スモールセルの追加要請メッセージは、ＵＥ Ｃｏｎｔｅｘｔ情報、ＲＲＣ ｃｏ
ｎｔｅｘｔ情報などを含むことができる。
【０３００】
　ＭｅＮＢはスモールセルを追加したり、スモールセルのために割り当てられた端末のベ
アラ（bearer）を修正する場合、ＭｅＮＢは、ＭｅＮＢがｍａｃｒｏ ｃｅｌｌのために
ＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを決定した後に残っている別の（separated）端末能
力を、ＳｅＮＢに提供する。
【０３０１】
　また他の一例として、ＭｅＮＢはスモールセルを追加したり、スモールセルのために割
り当てられる端末のベアラを修正する場合、ＭｅＮＢはｍａｃｒｏ ｃｅｌｌのためのＲ
ＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを提供する。ＳｅＮＢは、ＭｅＮＢから提供された情
報を考慮して、ｍａｃｒｏ ｃｅｌｌとｓｍａｌｌ ｃｅｌｌの全体的なＲＲＣ Ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎが端末能力を超えないようにｓｍａｌｌ ｃｅｌｌのＲＲＣ Ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎを決定することができる。
【０３０２】
　ＳｅＮＢは、端末に無線リソースの割り当てが可能な場合、受信されたスモールセルの
追加要請メッセージに基づいて、ａｄｍｉｓｓｉｏｎ ｃｏｎｔｒｏｌを行うことができ
る。
【０３０３】
　また、ＳｅＮＢは、Ｅ－ＲＡＢ ＱｏＳ ｐａｒａｍｅｔｅｒ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
、Ｂｅａｒｅｒ Ｓｐｌｉｔ/Ｂｅａｒｅｒ Ｓｐｌｉｔ Ｐｏｒｔｉｏｎ ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎを参照して、無線リソースを設定することができる。
【０３０４】
　そして、ＳｅＮＢは、端末のアップ/ダウンリンクトラフィックを伝送するための伝送
ベアラ（transport bearer）を設定することができる。そして、ＳｅＮＢは、Ｃ－ＲＮＴ
Ｉを予約することができ、端末がｓｍａｌｌ ｃｅｌｌと同期化が必要な場合はＲＡＣＨ 
ｐｒｅａｍｂｌｅを予約することもできる。
【０３０５】
　以後、ＳｅＮＢは、ＭｅＮＢにスモールセルの追加要請メッセージに対する肯定応答と
してスモールセル追加ＡＣＫ（Acknowledge）を伝送する（Ｓ１７３０）。
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【０３０６】
　ここで、スモールセル追加ＡＣＫは、ＳｅＮＢにより決定された新たな無線リソースの
設定（configuration）情報または端末に伝送されるｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ ｃｏｎｔａ
ｉｎｅｒを含むことができる。すなわち、ＳｅＮＢは、スモールセルを追加ＡＣＫを介し
てスモールセルＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎのためのａｓｓｉｓｔａｎｃｅ情報
をＭｅＮＢに伝送することができる。
【０３０７】
　以後、ＭｅＮＢは、受信されたスモールセル追加ＡＣＫに基づいて、ｏｆｆｌｏａｄｉ
ｎｇまたは２重接続のためのＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが適切でないと判断さ
れる場合には、ＭｅＮＢは、ＳｅＮＢにスモールセルを追加キャンセル（Cancelation）
メッセージを伝送する（Ｓ１７４０）。
【０３０８】
　スモールセル追加キャンセルメッセージは、スモールセルの追加キャンセルを示す原因
情報を含む。
【０３０９】
　ここで、ＭｅＮＢは、端末能力を考慮して、ＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが適
切かどうか、またはＭｅＮＢがＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ政策に違反するかど
うかを判断することができる。
【０３１０】
　図１７の具体的な動作と関する説明は、前述した図１６を参照する。
【０３１１】
　図１８は、本発明で提案するスモールセルの追加成功の一例を示すフローチャートであ
る。
【０３１２】
　Ｓ１８１０乃至Ｓ１８３０の段階は、図１６のＳ１６１０乃至Ｓ１６３０の段階と図１
７のＳ１７１０乃至Ｓ１７３０の段階と同一であるから、以下で具体的な説明は省略する
。
【０３１３】
　ＭｅＮＢはＳｅＮＢからスモールセル追加のＡＣＫを受信した後、スモールセルを支援
するためのＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが適切であると判断される場合、ＭｅＮ
Ｂは端末に新しいＲＲＣ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを適用するために、端末にＲＲＣ 
Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを伝送する（Ｓ１８４０ ）。
【０３１４】
　以後、端末は、ＭｅＮＢから受信したＲＲＣ Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセ
ージに応じて、新しいＲＲＣ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを行い、ＭｅＮＢにＲＲ
Ｃ（Connection）Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを伝送
する（Ｓ１８５０）。
【０３１５】
　以後、ＭｅＮＢは、ＳｅＮＢにＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが完了したことを
知らせるＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを伝送する（
Ｓ１８６０）。
【０３１６】
　ＲＲＣ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージは、ＲＲＣ ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが成功的に完了したことを示す指示情報、スモールセルの最後のＲ
ＲＣ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ値または端末のアップリンクバッファ状態レポート（
ＵＬ Buffer Status Report）の内、少なくとも一つを含む。
【０３１７】
　Ｓ１８６０段階の後、ＭｅＮＢはＳｅＮＢにｄａｔａｆｏｒｗａｒｄｉｎｇを実行して
、端末のｐａｃｋｅｔ ｄａｔａをＳｅＮＢに伝達することができる。
【０３１８】
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　ここで、ＭｅＮＢは、ｄａｔａ ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇをＲＲＣ（Connection）Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを端末に伝送したり、スモールセルを追加ＡＣＫを
ＳｅＮＢから受信した場合に実行することができる。
【０３１９】
　また、端末がＳｅＮＢのｃｅｌｌに同期を合わせる必要がある場合、ｄａｔａ ｆｏｒ
ｗａｒｄｉｎｇは、端末とＳｅＮＢ間の同期化手順（e.g. random access procedure）を
完了した後に実行されることもできる。
【０３２０】
　図１９は、本発明で提案する方法が実現されることができる無線装置を示すブロック図
である。
【０３２１】
　ここで、無線装置は、基地局と端末で有り得、基地局は、マクロ基地局とスモール基地
局のすべてを含む。
【０３２２】
　図１９に示すように、基地局１９１０と端末１９２０は、通信部（送受信部、ＲＦユニ
ット、１９１３,１９２３）、プロセッサ（１９１１,１９２１）とメモリ（１９１２,１
９２２）を含む。
【０３２３】
　以外にも、基地局と端末は、入力部と出力部をさらに含むことができる。
【０３２４】
　通信部（１９１３,１９２３）、プロセッサ（１９１１,１９２１）、入力部、出力部及
びメモリ（１９１２,１９２２）は、本発明で提案する方法を実行するために機能的に接
続されている。
【０３２５】
　通信部（送受信部またはＲＦユニット、１９１３,１９２３）は、ＰＨＹプロトコル（P
hysical Layer Protocol）から作られた情報を受信すると、受信した情報をＲＦスペクト
ラム（Radio-Frequency Spectrum）に移し、フィルタリング（Filtering）、増幅（Ampli
fication）などを実行して、アンテナに送信する。また、通信部は、アンテナで受信され
るＲＦ信号（Radio Frequency Signal）をＰＨＹプロトコルで処理可能な帯域に移し、フ
ィルタリングを実行する機能をする。
【０３２６】
　そして、通信部は、このような送信と受信機能を切り替えるためのスイッチ（Switch）
機能も含むことができる。
【０３２７】
　プロセッサ（１９１１,１９２１）は、本発明で提案された機能、プロセス及び／また
は方法を実現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサによって実現
されることができる。
【０３２８】
　プロセッサは、制御部、コントローラ 、制御ユニット、コンピュータなどで表現する
こともできる。
【０３２９】
　すなわち、プロセッサは、第２基地局が特定のＥ－ＲＡＢ（specific E-UTRAN Radio A
ccess Bearer）のために無線リソース（radio resource）を割り当てるように要請するた
めのスモールセルの追加要請（small cell addition　request）メッセージを第２基地局
に伝送し、スモールセルの追加要請メッセージに対するＡＣＫを第２基地局から受信し、
端末に新しいｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを適用するため
のＲＲＣ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを端末に伝送し、端末の無線リソ
ースreconfigurationが完了したことを知らせるＲＲＣ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
 ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを端末から受信し、端末の無線リソースｒｅｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎが成功的に完了したことを知らせるためのＲＲＣ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
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ｉｏｎ ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを第２基地局に伝送するように制御することを特徴
とする。
【０３３０】
　また、プロセッサは、第２基地局が特定のＥ－ＲＡＢ（specific E-UTRAN Radio Acces
s Bearer）のために無線リソース（radio resource）を割り当てるように要請するための
スモールセルの追加要請（small cell addition request）メッセージを第１基地局から
受信し、受信されたスモールセルの追加要請メッセージに基づいて、特定のＥ－ＲＡＢ（
specific E-UTRAN Radio Access Bearer）のための無線リソースを割り当てて、スモール
セルの追加要請メッセージに対するＡＣＫを第１基地局に伝送し、端末の無線リソースｒ
ｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが成功的に完了したことを知らせるＲＲＣ ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを第１基地局から受信するように制御する
ことを特徴とする。
【０３３１】
　メモリ（１９１２,１９２２）は、プロセッサと接続され、スモールセルを追加する手
順を実行するためのプロトコルやパラメータを貯蔵する。
【０３３２】
　プロセッサ（１９１１,１９２１）は、ＡＳＩＣ（application-specific　integrated
　circuit）、他のチップセット、論理回路、及び／またはデータ処理装置を含むことが
できる。メモリは、ＲＯＭ（read-only memory）、ＲＡＭ（random access memory）、フ
ラッシュメモリ、メモリカード、ストレージメディア、及び／または他のストレージデバ
イスを含むことができる。通信部は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含む
ことができる。実施の形態がソフトウェアで実現される時、前述した手法は、前述した機
能を実行するモジュール（過程、機能など）で実現することができる。
【０３３３】
　モジュールは、メモリに貯蔵され、プロセッサによって実行されることができる。メモ
リは、プロセッサの内部または外部にあり得、よく知られている様々な手段で、プロセッ
サと接続することができる。
【０３３４】
　出力部（ディスプレイ部または表示部）は、プロセッサによって制御され、キー入力部
で発生するキー入力信号と、プロセッサからの各種情報信号と共に、プロセッサから出力
される情報を出力する。
【０３３５】
　さらに、説明の便宜のために、各図面を分けて説明したが、各図面に記述されている実
施の形態を併合して、新しい実施の形態を実現するように設計することも可能である。そ
して、当業者の必要に応じて、以前に説明された実施の形態を実行するためのプログラム
が記録されているコンピュータで読み取り可能な記録媒体を設計することも本発明の権利
範囲に属する。
【０３３６】
　本発明に係るスモールセルを追加する手順は、前記のように説明した実施の形態の構成
と方法が限定されるように適用することができるものではなく、実施の形態は、様々な変
形が行われるように、各実施の形態の全部または一部が選択的に組み合わせて構成される
こともある。
【０３３７】
　一方、本発明のスモールセルの追加する手順は、ネットワークデバイスに備えられたプ
ロセッサが読むことができる記録媒体にプロセッサが読むことができるコードとして実現
することが可能である。プロセッサが読むことができる記録媒体は、プロセッサによって
読み取ることができるデータが貯蔵されるすべての種類の記録装置を含む。プロセッサが
読むことができる記録媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、
フロッピーディスク、光データ貯蔵装置などがあり、また、インターネットを通じた伝送
などのようなキャリア波の形で実現されるものも含む。



(35) JP 6190058 B2 2017.8.30

【０３３８】
　また、プロセッサが読むことができる記録媒体は、ネットワークに接続されたコンピュ
ータシステムに分散され、分散方式でプロセッサが読み取ることができるコードが貯蔵さ
れ、実行されることができる。
【産業上の利用可能性】
【０３３９】
　本発明は、異種ネットワークにおいてスモールセルを追加する手順（Small cell Addit
ion Procedure）を利用することにある。

【図１】 【図２】
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【図８】
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