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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるユーザ機器（ＵＥ）により実行される移動性履歴情報を報告
する方法であって、前記方法は、
　前記移動性履歴情報を生成することと、
　移動性情報の可用指示子をネットワークに送信することであって、前記移動性情報の可
用指示子は、報告すべき前記移動性履歴情報の存在を示す、ことと、
　前記移動性履歴情報をネットワークに送信することと
　を含み、
　前記ＵＥが第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用するセルに進入する場合、前記移
動性履歴情報は、前記第１のＲＡＴを使用する前記セルに対する移動性履歴エントリを示
すエントリ情報を含む、方法。
【請求項２】
　前記エントリ情報は、第２のセルの物理セル識別子または広域セル識別子を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記エントリ情報は、前記ＵＥの前記第２のセルにおいて費やされた時間を示す別の時
間情報をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記移動性情報の可用指示子は、少なくとも、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
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　Ｃｏｎｔｒｏｌ）接続完了メッセージ、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージまたはＲＲＣ
接続再設定完了メッセージに含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記セルは、プライマリセルまたはセカンダリセルである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記エントリ情報は、前記移動性履歴情報の最古のエントリが除かれた後、前記移動性
履歴情報内に含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記移動性履歴情報は、前記ＵＥのＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）接続状態および／またはＲＲＣアイドル状態において生成される、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　前記移動性履歴情報は、最近キャンプされたセルに対応するエントリの固定最大個数を
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＵＥが前記第１のＲＡＴを使用する前記セルに進入する場合、移動性状態推定（Ｍ
ＳＥ）情報が、さらに、生成され、前記ネットワークに送信される、請求項１に記載の方
法。
【請求項１０】
　無線通信システムにおける移動性履歴情報を報告するユーザ機器（ＵＥ）であって、前
記ＵＥは、
　無線信号を送信および受信する無線周波数（ＲＦ）部と、
　前記ＲＦ部に結合されたプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　前記移動性履歴情報を生成することと、
　移動性情報の可用指示子をネットワークに送信することであって、前記移動性情報の可
用指示子は、報告すべき前記移動性履歴情報の存在を示す、ことと、
　前記移動性履歴情報をネットワークに送信することと
　を行うように構成され、
　前記ＵＥが第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用するセルに進入する場合、前記移
動性履歴情報は、前記第１のＲＡＴを使用する前記セルに対する移動性履歴エントリを示
すエントリ情報を含む、ＵＥ。
【請求項１１】
　前記エントリ情報は、第２のセルの物理セル識別子または広域セル識別子を含む、請求
項１０に記載のＵＥ。
【請求項１２】
　前記エントリ情報は、前記ＵＥの前記第２のセルにおいて費やされた時間を示す別の時
間情報をさらに含む、請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１３】
　前記セルは、プライマリセルまたはセカンダリセルである、請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記エントリ情報は、前記移動性履歴情報の最古のエントリが除かれた後、前記移動性
履歴情報内に含まれる、請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記移動性履歴情報は、前記ＵＥのＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）接続状態および／またはＲＲＣアイドル状態において生成される、請求項１０に
記載のＵＥ。
【請求項１６】
　前記移動性履歴情報は、最近キャンプされたセルに対応するエントリの固定最大個数を
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含む、請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１７】
　前記ＵＥは、前記ＵＥが同じＲＡＴ内にとどまる間では前記移動性履歴情報をアップデ
ートしない、請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１８】
　前記ＵＥが前記第１のＲＡＴを使用する前記セルに進入する場合、移動性状態推定（Ｍ
ＳＥ）情報が、さらに、生成され、前記ネットワークに送信される、請求項１０に記載の
ＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおいて、端末の移動性
情報を報告する方法とそれをサポートする装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の向上である３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は
、３ＧＰＰリリース（ｒｅｌｅａｓｅ）８で紹介されている。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、ダウ
ンリンクでＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）を使用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎ
ｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
ａｃｃｅｓｓ）を使用する。最大４個のアンテナを有するＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）を採用する。最近、３ＧＰＰ　ＬＴＥの
進化である３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）に対する議論が進行中で
ある。
【０００３】
　広いカバレッジを有するマクロセルのカバレッジ（ｃｏｖｅｒａｇｅ）内の特定位置に
、サービスカバレッジが小さいマイクロセル（ｍｉｃｒｏ　ｃｅｌｌ）、フェムトセル（
ｆｅｍｔｏ　ｃｅｌｌ）、ピコセル（ｐｉｃｏ　ｃｅｌｌ）等が設置されることができる
。このようなセルは、小さいセル（ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ）と呼ばれることができる。
【０００４】
　モバイル装置として代表される端末は、移動するため、現在提供されるサービスの品質
が低下され、またはより良いサービスを提供するセルが発見されることができる。それに
よって、端末は、新しいセルに移動することができ、これを端末の移動実行という。
【０００５】
　各セルは固定されているサービスカバレッジを有し、端末は可変的な速度に無線通信シ
ステム上で移動するため、端末がセル間移動する頻度は場合によって変わることができる
。端末の実際移動状況を考慮して端末の適切なセル間移動をサポートするために、移動性
状態推定（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｓｔａｔｅ　Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ；ＭＳＥ）及び移動性
パラメータ（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ）をスケーリングする方法がサポー
トされてきた。
【０００６】
　無線通信システム内で多様な大きさのセルが展開されることによって、ネットワークが
端末の移動性に対する情報を活用することができる領域がより広くなっている。そのため
に、端末がネットワークに移動性情報を報告する方法が提案されることが要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、無線通信システムにおける移動性情報を報告
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する方法とそれをサポートする装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一態様において、無線通信システムにおける端末により実行される移動性情報報告方法
が提供される。前記方法は、移動性情報を生成し、及び前記移動性情報をネットワークに
報告することを含む。前記移動性情報は、前記端末の推定された移動性状態（ｅｓｔｉｍ
ａｔｅｄ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｓｔａｔｅ）を指示する移動性状態情報、及び前記端末の
移動実行履歴と関連した移動性履歴情報（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｈｉｓｔｏｒｙ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ）を含む。
【０００９】
　前記移動性情報を生成することは、前記移動性状態を推定し、及び少なくとも一つの移
動性履歴エントリを収集することを含む。前記移動性履歴情報は、前記少なくとも一つの
移動性履歴エントリを含む。
【００１０】
　各移動性履歴エントリは、前記端末がセル再選択またはハンドオーバを介して移動を実
行することによって収集される。
【００１１】
　前記各移動性履歴エントリは、各サービングセルに対するセル識別子、前記各サービン
グセルに前記端末が滞留した時間、及び前記各サービングセルへ前記端末が移動した時間
を含む。
【００１２】
　前記各移動性履歴エントリは、前記各サービングセルへ端末が移動した時間から以前の
特定時間区間中に端末が経験したサービングセルの個数をさらに含む。
【００１３】
　前記各サービングセルは、前記端末が移動を実行することによる新しいサービングセル
である。
【００１４】
　前記各サービングセルは、前記端末が移動を実行することによる以前サービングセルで
ある。
【００１５】
　前記各移動性履歴エントリは、前記各サービングセルに対する移動性情報生成が許容さ
れる場合に収集される。
【００１６】
　各移動性履歴エントリは、収集時点から特定時間区間が経過する場合に廃棄される。
【００１７】
　前記報告される少なくとも一つの移動性履歴エントリの最大個数は、特定の正の整数Ｎ
個である。
【００１８】
　前記Ｎを超過する移動性履歴エントリが収集される場合、最も最近収集された移動性履
歴エントリが最初収集された移動性履歴エントリを代替する。
【００１９】
　前記方法は、前記移動性情報が報告される場合、前記移動性情報を廃棄することをさら
に含む。
【００２０】
　前記移動性情報を報告することは、前記端末が報告する移動性情報があることを指示す
る移動性情報の可用指示子をネットワークに送信し、及び前記移動性情報の可用指示子に
対する応答として前記ネットワークから移動性情報報告要求を受ける場合、前記移動性情
報を前記ネットワークに送信することを含む。
【００２１】
　前記移動性情報の可用指示子は、前記端末が前記ネットワークとＲＲＣ接続の設定のた
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めの手順中に送信される。
【００２２】
　前記移動性情報は、前記端末が前記ネットワークとＲＲＣ接続の設定のための手順中に
前記ネットワークに報告される。
【００２３】
　他の態様において、無線通信システムで動作する端末が提供される。前記端末は、無線
信号を送信及び受信するＲＦ部（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）、及び前
記ＲＦ部と機能的に結合して動作するプロセッサを含む。前記プロセッサは、移動性情報
を生成し、及び前記移動性情報をネットワークに報告するように設定される。前記移動性
情報は、前記端末の推定された移動性状態（ｅｓｔｉｍａｔｅｄ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｓ
ｔａｔｅ）を指示する移動性状態情報、及び前記端末の移動実行履歴と関連した移動性履
歴情報（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｈｉｓｔｏｒｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を含む。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおける端末により実行される移動性情報報告方法において、前記方
法は、
　移動性情報を生成し；及び、
　前記移動性情報をネットワークに報告すること；を含み、
　前記移動性情報は、
　前記端末の推定された移動性状態（ｅｓｔｉｍａｔｅｄ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｓｔａｔ
ｅ）を指示する移動性状態情報；及び、
　前記端末の移動実行履歴と関連した移動性履歴情報（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｈｉｓｔｏｒ
ｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）；を含むことを特徴とする移動性情報報告方法。
（項目２）
　前記移動性情報を生成することは、前記移動性状態を推定し；及び、少なくとも一つの
移動性履歴エントリを収集すること；を含み、前記移動性履歴情報は、前記少なくとも一
つの移動性履歴エントリを含むことを特徴とする項目１に記載の移動性情報報告方法。
（項目３）
　各移動性履歴エントリは、前記端末がセル再選択またはハンドオーバを介して移動を実
行することによって収集されることを特徴とする項目２に記載の移動性情報報告方法。
（項目４）
　前記各移動性履歴エントリは、各サービングセルに対するセル識別子；前記各サービン
グセルに前記端末が滞留した時間；及び、前記各サービングセルへ前記端末が移動した時
間；を含むことを特徴とする項目３に記載の移動性情報報告方法。
（項目５）
　前記各移動性履歴エントリは、前記各サービングセルへ端末が移動した時間から以前の
特定時間区間中に端末が経験したサービングセルの個数をさらに含むことを特徴とする項
目４に記載の移動性情報報告方法。
（項目６）
　前記各サービングセルは、前記端末が移動を実行することによる新しいサービングセル
であることを特徴とする項目５に記載の移動性情報報告方法。
（項目７）
　前記各サービングセルは、前記端末が移動を実行することによる以前サービングセルで
あることを特徴とする項目５に記載の移動性情報報告方法。
（項目８）
　前記各移動性履歴エントリは、前記各サービングセルに対する移動性情報生成が許容さ
れる場合に収集されることを特徴とする項目５に記載の移動性情報報告方法。
（項目９）
　各移動性履歴エントリは、収集時点から特定時間区間が経過する場合に廃棄されること
を特徴とする項目２に記載の移動性情報報告方法。
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（項目１０）
　前記報告される少なくとも一つの移動性履歴エントリの最大個数は、特定の正の整数Ｎ
個であることを特徴とする項目２に記載の移動性情報報告方法。
（項目１１）
　前記Ｎを超過する移動性履歴エントリが収集される場合、最も最近収集された移動性履
歴エントリが最初収集された移動性履歴エントリを代替することを特徴とする項目１０に
記載の移動性情報報告方法。
（項目１２）
　前記方法は、前記移動性情報が報告される場合、前記移動性情報を廃棄することをさら
に含むことを特徴とする項目１に記載の移動性情報報告方法。
（項目１３）
　前記移動性情報を報告することは、前記端末が報告する移動性情報があることを指示す
る移動性情報の可用指示子をネットワークに送信し；及び、前記移動性情報の可用指示子
に対する応答として前記ネットワークから移動性情報報告要求を受ける場合、前記移動性
情報を前記ネットワークに送信すること；を含むことを特徴とする項目１に記載の移動性
情報報告方法。
（項目１４）
　前記移動性情報の可用指示子は、前記端末が前記ネットワークとＲＲＣ接続の設定のた
めの手順中に送信されることを特徴とする項目１３に記載の移動性情報報告方法。
（項目１５）
　前記移動性情報は、前記端末が前記ネットワークとＲＲＣ接続の設定のための手順中に
前記ネットワークに報告されることを特徴とする項目１に記載の移動性情報報告方法。
（項目１６）
　無線通信システムで動作する端末において、前記端末は、
　無線信号を送信及び受信するＲＦ部（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）；
及び、
　前記ＲＦ部と機能的に結合して動作するプロセッサ；を含み、前記プロセッサは、
　移動性情報を生成し、及び、
　前記移動性情報をネットワークに報告するように設定され、
　前記移動性情報は、
　前記端末の推定された移動性状態（ｅｓｔｉｍａｔｅｄ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｓｔａｔ
ｅ）を指示する移動性状態情報；及び、
　前記端末の移動実行履歴と関連した移動性履歴情報（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｈｉｓｔｏｒ
ｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）；を含むことを特徴とする端末。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の実施例によると、端末は、移動実行と関連した情報を収集し、ネットワークに
報告する。端末が必要によって移動性情報をネットワークに報告することによって、ネッ
トワークは端末の移動と関連した状態をより効率的に推定することができる。これに基づ
き、ネットワークは、端末の運営と関連した設定を提供することができ、それによって、
端末により向上したサービスを提供することができる。また、ネットワークリソースがよ
り効率的に使われることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明が適用される無線通信システムを示す。
【図２】ユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造（ｒａｄｉｏ
　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）を示すブロック図である。
【図３】制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造を示すブ
ロック図である。
【図４】ＲＲＣアイドル状態の端末の動作を示す流れ図である。
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【図５】ＲＲＣ接続を確立する過程を示す流れ図である。
【図６】ＲＲＣ接続再設定過程を示す流れ図である。
【図７】ＲＲＣ接続再確立手順を示す。
【図８】既存の測定実行方法を示す流れ図である。
【図９】端末に設定された測定設定の一例を示す。
【図１０】測定識別子を削除する例を示す。
【図１１】測定対象を削除する例を示す。
【図１２】本発明の実施例による移動性情報報告方法を示す流れ図である。
【図１３】本発明の実施例が具現される無線装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１は、本発明が適用される無線通信システムを示す。これはＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏ
ｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）、またはＬＴＥ（ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）／ＬＴＥ－Ａシステ
ムとも呼ばれる。
【００２７】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）１０に制御平面（ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）とユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）を提供する基地局（
Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）２０を含む。端末１０は、固定されてもよいし、移動
性を有してもよく、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＵＴ（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍ
ｉｎａｌ）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ　ｔ
ｅｒｍｉｎａｌ）、無線機器（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄｅｖｉｃｅ）等、他の用語で呼ばれ
ることもある。基地局２０は、端末１０と通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ
）を意味し、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃ
ｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）等、他の
用語で呼ばれることもある。
【００２８】
　基地局２０は、Ｘ２インターフェースを介して互いに連結されることができる。基地局
２０は、Ｓ１インターフェースを介してＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒ
ｅ）３０、より詳しくは、Ｓ１－ＭＭＥを介してＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）と連結され、Ｓ１－Ｕを介してＳ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　
Ｇａｔｅｗａｙ）と連結される。
【００２９】
　ＥＰＣ３０は、ＭＭＥ、Ｓ－ＧＷ及びＰ－ＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ－Ｇａｔｅｗａｙ）で構成される。ＭＭＥは、端末の接続情報や端末の能力に対する
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。
【００３０】
　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　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）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　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳＩ）基準
モデルの下位３個階層に基づいてＬ１（第１の階層）、Ｌ２（第２の階層）、Ｌ３（第３
の階層）に区分されることができ、このうち、第１の階層に属する物理階層は、物理チャ
ネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を利用した情報転送サービス（Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供し、第３の階層に位置するＲＲ
Ｃ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層は、端末とネットワークとの
間に無線リソースを制御する役割を遂行する。そのために、ＲＲＣ階層は、端末と基地局
との間のＲＲＣメッセージを交換する。
【００３１】



(8) JP 6201016 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

　図２は、ユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造（ｒａｄｉ
ｏ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）を示すブロック図である。図３は、
制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造を示すブロック図
である。ユーザ平面は、ユーザデータ送信のためのプロトコルスタック（ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ　ｓｔａｃｋ）であり、制御平面は、制御信号送信のためのプロトコルスタックである
。
【００３２】
　図２及び図３を参照すると、物理階層（ＰＨＹ（ｐｈｙｓｉｃａｌ）　ｌａｙｅｒ）は
、物理チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を利用して上位階層に情報転送サ
ービス（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供する。物
理階層は、上位階層であるＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層
とはトランスポートチャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介して連結され
ている。トランスポートチャネルを介してＭＡＣ階層と物理階層との間にデータが移動す
る。トランスポートチャネルは、無線インターフェースを介して、データが、どのように
、どのような特徴に送信されるかによって分類される。
【００３３】
　互いに異なる物理階層間、即ち、送信機と受信機の物理階層間は、物理チャネルを介し
てデータが移動する。前記物理チャネルは、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に変調されることがで
き、時間と周波数を無線リソースとして活用する。
【００３４】
　ＭＡＣ階層の機能は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピング、及
び論理チャネルに属するＭＡＣ　ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）のトラ
ンスポートチャネル上に物理チャネルに提供されるトランスポートブロック（ｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）への多重化／逆多重化を含む。ＭＡＣ階層は、論理チャネルを介
してＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層にサービスを提供する。
【００３５】
　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　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）を保障するために、ＲＬＣ階層は、透明モード（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ
　Ｍｏｄｅ、ＴＭ）、非確認モード（Ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ、ＵＭ）
及び確認モード（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ、ＡＭ）の三つの動作モードを提
供する。ＡＭ　ＲＬＣは、ＡＲＱ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ
）を介してエラー訂正を提供する。
【００３６】
　ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層は、制御平面でのみ定
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（ｒｅｌｅａｓｅ）と関連して論理チャネ
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の階層（ＰＨＹ階層）及び第２の階層（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。
【００３７】
　ユーザ平面でのＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）階層の機能は、ユーザデータの伝達、ヘッダ圧縮（ｈｅａｄｅｒ　ｃｏｍｐ
ｒｅｓｓｉｏｎ）及び暗号化（ｃｉｐｈｅｒｉｎｇ）を含む。制御平面でのＰＤＣＰ（Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）階層の機能は、制
御平面データの伝達及び暗号化／完全性保護（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　ｐｒｏｔｅｃｔｉｏ
ｎ）を含む。
【００３８】
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　ＲＢが設定されるとは、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
ネルの特性を規定し、それぞれ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）
の二つに分けられることができる。ＳＲＢは、制御平面でＲＲＣメッセージを送信する通
路として使われ、ＤＲＢは、ユーザ平面でユーザデータを送信する通路として使われる。
【００３９】
　端末のＲＲＣ階層とＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣ階層との間にＲＲＣ接続（ＲＲＣ　Ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ）が確立される場合、端末は、ＲＲＣ接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ
）状態になり、確立されない場合、ＲＲＣアイドル（ＲＲＣ　ｉｄｌｅ）状態になる。
【００４０】
　ネットワークから端末にデータを送信するダウンリンクトランスポートチャネルには、
システム情報を送信するＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、ユーザトラ
フィックや制御メッセージを送信するダウンリンクＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）とがある。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を介して送信されることもでき、
または別のダウンリンクＭＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信さ
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送信するアップリンクトラン
スポートチャネルには、初期制御メッセージを送信するＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、ユーザトラフィックや制御メッセージを送信するアップリ
ンクＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とがある。
【００４１】
　トランスポートチャネルの上位にあり、トランスポートチャネルにマッピングされる論
理チャネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）には、ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）、ＣＣＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＣＣＨ（
Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＴＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓ
ｔ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。
【００４２】
　物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、時間領域で複数個のＯＦＤＭ
シンボルと、周波数領域で複数個の副搬送波（Ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ）とで構成される
。一つのサブフレーム（Ｓｕｂ－ｆｒａｍｅ）は、時間領域で複数のＯＦＤＭシンボル（
Ｓｙｍｂｏｌ）で構成される。リソースブロックは、リソース割当単位であり、複数のＯ
ＦＤＭシンボルと複数の副搬送波（ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ）とで構成される。また、各
サブフレームは、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）、即ち、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルのために、該当サブフレームの特定Ｏ
ＦＤＭシンボル（例えば、１番目のＯＦＤＭシンボル）の特定副搬送波を利用することが
できる。ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）は、サブフ
レーム送信の単位時間である。
【００４３】
　以下、端末のＲＲＣ状態（ＲＲＣ　ｓｔａｔｅ）とＲＲＣ接続方法に対して詳述する。
【００４４】
　ＲＲＣ状態とは、端末のＲＲＣ階層がＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣ階層と論理的接続（ｌｏ
ｇｉｃａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）されているかどうかを意味し、接続されている場合
はＲＲＣ接続状態といい、接続されていない場合はＲＲＣアイドル状態という。ＲＲＣ接
続状態の端末は、ＲＲＣ接続が存在するため、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。それに
対し、ＲＲＣアイドル状態の端末は、Ｅ－ＵＴＲＡＮが把握することができず、セルより
大きい地域単位であるトラッキング区域（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）単位にＣＮ（ｃ
ｏｒｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）が管理する。即ち、ＲＲＣアイドル状態の端末は、大きい地域
単位に存在可否のみが把握され、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
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ためにはＲＲＣ接続状態に移動しなければならない。
【００４５】
　ユーザが端末の電源を最初にオンした時、端末は、まず、適切なセルを探索した後、該
当セルでＲＲＣアイドル状態にとどまる。ＲＲＣアイドル状態の端末は、ＲＲＣ接続を確
立する必要がある時になってはじめてＲＲＣ接続過程（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　
ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を介してＥ－ＵＴＲＡＮとＲＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ接続状態に
移動する。ＲＲＣアイドル状態にあった端末がＲＲＣ接続を確立する必要がある場合は多
様であり、例えば、ユーザの通話試みなどの理由でアップリンクデータ送信が必要な場合
、またはＥ－ＵＴＲＡＮからページング（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送信などを挙げることができる。
【００４６】
　ＲＲＣ階層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）階層は
、セション管理（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と移動性管理（Ｍｏｂｉｌｉ
ｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）などの機能を遂行する。
【００４７】
　ＮＡＳ階層で端末の移動性を管理するために、ＥＭＭ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ（ＥＰＳ
　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ）及びＥＭＭ－ＤＥ
ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤの二つの状態が定義されており、この二つの状態は、端末とＭＭＥ
に適用される。初期端末は、ＥＭＭ－ＤＥＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ状態であり、この端末が
ネットワークに接続するために初期連結（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ａｔｔａｃｈ）手順を介して
該当ネットワークに登録する過程を実行する。前記連結（Ａｔｔａｃｈ）手順が成功的に
実行されると、端末及びＭＭＥは、ＥＭＭ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ状態になる。
【００４８】
　端末とＥＰＣとの間のシグナリング接続（ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
）を管理するために、ＥＣＭ（ＥＰＳ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）
－ＩＤＬＥ状態及びＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態の二つの状態が定義されており、こ
の二つの状態は、端末及びＭＭＥに適用される。ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態の端末がＥ－ＵＴ
ＲＡＮとＲＲＣ接続を確立すると、該当端末は、ＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態になる
。ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態にあるＭＭＥは、Ｅ－ＵＴＲＡＮとＳ１接続（Ｓ１　ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ）を確立すると、ＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態になる。端末がＥＣＭ－Ｉ
ＤＬＥ状態にある時、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、端末のコンテキスト（ｃｏｎｔｅｘｔ）情報を
有していない。したがって、ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態の端末は、ネットワークの命令を受け
る必要なくセル選択（ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）またはセル再選択（ｒｅｓｅｌｅ
ｃｔｉｏｎ）のような端末ベースの移動性関連手順を実行する。それに対し、端末がＥＣ
Ｍ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にある時、端末の移動性は、ネットワークの命令により管理
される。ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態における端末の位置が、ネットワークが知っている位置と
異なる場合、端末は、トラッキング区域更新（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔ
ｅ）手順を介してネットワークに端末の該当位置を知らせる。
【００４９】
　以下、システム情報（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に対する説明である。
【００５０】
　システム情報は、端末が基地局に接続するために知らなければならない必須情報を含む
。したがって、端末は、基地局に接続する前にシステム情報を全部受信しなければならず
、また、常に最新システム情報を有していなければならない。また、前記システム情報は
、一セル内の全ての端末が知らなければならない情報であるため、基地局は、周期的に前
記システム情報を送信する。
【００５１】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１　Ｖ８．７．０（２００９－０９）“Ｒａｄｉｏ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ）；Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ８）”の５．２．２節によると、前記システム情報は、ＭＩＢ（Ｍ
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ａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）、ＳＢ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｂ
ｌｏｃｋ）、ＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）に分けられ
る。ＭＩＢは、端末が該当セルの物理的構成、例えば、帯域幅（Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）な
どを知ることができるようにする。ＳＢは、ＳＩＢの送信情報、例えば、送信周期などを
知らせる。ＳＩＢは、互いに関連のあるシステム情報の集合体である。例えば、あるＳＩ
Ｂは、隣接セルの情報のみを含み、あるＳＩＢは、端末が使用するアップリンク無線チャ
ネルの情報のみを含む。
【００５２】
　一般的に、ネットワークが端末に提供するサービスは、下記のように三つのタイプに区
分することができる。また、どのようなサービスの提供を受けることができるかによって
、端末は、セルのタイプも異なるように認識する。以下、サービスタイプを叙述した後、
セルのタイプを叙述する。
【００５３】
　１）制限的サービス（Ｌｉｍｉｔｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ）：このサービスは、緊急呼び
出し（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｃａｌｌ）及び災害警報システム（Ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ　
ａｎｄ　Ｔｓｕｎａｍｉ　Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ；ＥＴＷＳ）を提供し、受容可
能セル（ａｃｃｅｐｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌ）で提供することができる。
【００５４】
　２）正規サービス（Ｎｏｒｍａｌ　ｓｅｒｖｉｃｅ）：このサービスは、一般的用途の
汎用サービス（ｐｕｂｌｉｃ　ｕｓｅ）を意味し、正規セル（ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｏｒ　
ｎｏｒｍａｌ　ｃｅｌｌ）で提供することができる。
【００５５】
　３）事業者サービス（Ｏｐｅｒａｔｏｒ　ｓｅｒｖｉｃｅ）：このサービスは、通信ネ
ットワーク事業者のためのサービスを意味し、このセルは、通信ネットワーク事業者のみ
が使用することができ、一般ユーザは使用することができない。
【００５６】
　セルが提供するサービスタイプと関連し、セルのタイプは、下記のように区分されるこ
とができる。
【００５７】
　１）受容可能セル（Ａｃｃｅｐｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌ）：端末が制限された（Ｌｉｍｉ
ｔｅｄ）サービスの提供を受けることができるセル。このセルは、該当端末立場で、禁止
（ｂａｒｒｅｄ）されておらず、端末のセル選択基準を満たすセルである。
【００５８】
　２）正規セル（Ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌ）：端末が正規サービスの提供を受けるこ
とができるセル。このセルは、受容可能セルの条件を満たし、同時に追加条件を満たす。
追加的な条件として、このセルは該当端末が接続できるＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎ
ｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）所属でなければならず、端末のトラッキング区域（
Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）更新手順の実行が禁止されないセルでなければならない。
該当セルがＣＳＧセルである場合、端末がこのセルにＣＳＧメンバーとして接続可能なセ
ルでなければならない。
【００５９】
　３）禁止されたセル（Ｂａｒｒｅｄ　ｃｅｌｌ）：セルがシステム情報を介して禁止さ
れたセルであるという情報をブロードキャストするセルである。
【００６０】
　４）予約されたセル（Ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｃｅｌｌ）：セルがシステム情報を介して予
約されたセルであるという情報をブロードキャストするセルである。
【００６１】
　図４は、ＲＲＣアイドル状態の端末の動作を示す流れ図である。図４は、初期電源がオ
ンされた端末がセル選択過程を経てネットワークに登録し、その後、必要な場合、セル再
選択をする手順を示す。
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【００６２】
　図４を参照すると、端末は、自分がサービスを受けようとするネットワークであるＰＬ
ＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）と通信するためのラジ
オ接続技術（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；ＲＡＴ）を選択する（
Ｓ４１０）。ＰＬＭＮ及びＲＡＴに対する情報は、端末のユーザが選択することもでき、
ＵＳＩＭ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍｏｄｕｌ
ｅ）に格納されているものを使用することもできる。
【００６３】
　端末は、測定した基地局と信号強度や品質が特定値より大きいセルのうち、最も大きい
値を有するセルを選択する（Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）（Ｓ４２０）。これは電源
がオンされた端末がセル選択を実行することであって、初期セル選択（ｉｎｉｔｉａｌ　
ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）という。セル選択手順に対して以後に詳述する。セル選
択以後の端末は、基地局が周期的に送るシステム情報を受信する。前記特定値は、データ
送／受信での物理的信号に対する品質の保障を受けるために、システムで定義された値を
意味する。したがって、適用されるＲＡＴによって、その値は異なる。
【００６４】
　端末は、ネットワーク登録が必要な場合、ネットワーク登録手順を実行する（Ｓ４３０
）。端末は、ネットワークからサービス（例：Ｐａｇｉｎｇ）を受けるために自分の情報
（例：ＩＭＳＩ）を登録する。端末は、セルを選択するたびに接続するネットワークに登
録するものではなく、システム情報から受けたネットワークの情報（例：Ｔｒａｃｋｉｎ
ｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ；ＴＡＩ）と自分が知っているネットワークの情報が異
なる場合にネットワークに登録する。
【００６５】
　端末は、セルで提供されるサービス環境または端末の環境などに基づいてセル再選択を
実行する（Ｓ４４０）。端末は、サービスを受けている基地局から測定した信号の強度や
品質の値が、隣接したセルの基地局から測定した値より低い場合、端末が接続した基地局
のセルより良い信号特性を提供する他のセルの中から一つを選択する。この過程を２番目
の過程である初期セル選択（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）と区分し
てセル再選択（Ｃｅｌｌ　Ｒｅ－Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）という。このとき、信号特性の変
化によって頻繁にセルが再選択されることを防止するために時間的な制約条件をおく。セ
ル再選択手順に対して以後に詳述する。
【００６６】
　図５は、ＲＲＣ接続を確立する過程を示す流れ図である。
【００６７】
　端末は、ＲＲＣ接続を要求するＲＲＣ接続要求（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ）メッセージをネットワークに送る（Ｓ５１０）。ネットワークは、ＲＲＣ接
続要求に対する応答としてＲＲＣ接続設定（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ
）メッセージを送る（Ｓ５２０）。ＲＲＣ接続設定メッセージを受信した後、端末は、Ｒ
ＲＣ接続モードに進入する。
【００６８】
　端末は、ＲＲＣ接続確立の成功的な完了を確認するために使われるＲＲＣ接続設定完了
（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）メッセージをネット
ワークに送る（Ｓ５３０）。
【００６９】
　図６は、ＲＲＣ接続再設定過程を示す流れ図である。ＲＲＣ接続再設定（ｒｅｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ）は、ＲＲＣ接続の修正に使われる。これはＲＢ確立／修正（ｍｏｄ
ｉｆｙ）／解除（ｒｅｌｅａｓｅ）、ハンドオーバ実行、測定セットアップ／修正／解除
するために使われる。
【００７０】
　ネットワークは、端末にＲＲＣ接続を修正するためのＲＲＣ接続再設定（ＲＲＣ　Ｃｏ
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ｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）メッセージを送る（Ｓ６１０）。
端末は、ＲＲＣ接続再設定に対する応答として、ＲＲＣ接続再設定の成功的な完了を確認
するために使われるＲＲＣ接続再設定完了（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）メッセージをネットワークに送る（Ｓ６２０
）。
【００７１】
　以下、ＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）に対して
説明する。
【００７２】
　ＰＬＭＮは、モバイルネットワーク運営者により配置及び運用されるネットワークであ
る。各モバイルネットワーク運営者は、一つまたはそれ以上のＰＬＭＮを運用する。各Ｐ
ＬＭＮは、ＭＣＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ）及びＭＮＣ（Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｄｅ）により識別されることができる。セルのＰＬＭＮ情報は
、システム情報に含まれてブロードキャストされる。
【００７３】
　ＰＬＭＮ選択、セル選択及びセル再選択において、多様なタイプのＰＬＭＮが端末によ
り考慮されることができる。
【００７４】
　ＨＰＬＭＮ（Ｈｏｍｅ　ＰＬＭＮ）：端末ＩＭＳＩのＭＣＣ及びＭＮＣとマッチングさ
れるＭＣＣ及びＭＮＣを有するＰＬＭＮ
【００７５】
　ＥＨＰＬＭＮ（Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　ＨＰＬＭＮ）：ＨＰＬＭＮと等価として取り扱
われるＰＬＭＮ
【００７６】
　ＲＰＬＭＮ（Ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ　ＰＬＭＮ）：位置登録が成功的に終了されたＰＬ
ＭＮ
【００７７】
　ＥＰＬＭＮ（Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　ＰＬＭＮ）：ＲＰＬＭＮと等価として取り扱われ
るＰＬＭＮ
【００７８】
　各モバイルサービス需要者は、ＨＰＬＭＮに加入する。ＨＰＬＭＮまたはＥＨＰＬＭＮ
により端末に一般サービスが提供される時、端末は、ローミング状態（ｒｏａｍｉｎｇ　
ｓｔａｔｅ）ではない。それに対し、ＨＰＬＭＮ／ＥＨＰＬＭＮ以外のＰＬＭＮにより端
末にサービスが提供される時、端末は、ローミング状態であり、そのＰＬＭＮは、ＶＰＬ
ＭＮ（Ｖｉｓｉｔｅｄ　ＰＬＭＮ）と呼ばれる。
【００７９】
　端末は、初期に電源がオンされると、使用可能なＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　
ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を検索し、サービスを受けることができる適切なＰＬＭ
Ｎを選択する。ＰＬＭＮは、モバイルネットワーク運営者（ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　ｏｐｅｒａｔｏｒ）により配置され（ｄｅｐｌｏｙ）、または運営されるネットワー
クである。各モバイルネットワーク運営者は、一つまたはそれ以上のＰＬＭＮを運営する
。それぞれのＰＬＭＮは、ＭＣＣ（ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｕｎｔｒｙ　ｃｏｄｅ）及びＭＮ
Ｃ（ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｄｅ）により識別されることができる。セルの
ＰＬＭＮ情報は、システム情報に含まれてブロードキャストされる。端末は、選択したＰ
ＬＭＮを登録しようと試みる。登録が成功した場合、選択されたＰＬＭＮは、ＲＰＬＭＮ
（ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ　ＰＬＭＮ）になる。ネットワークは、端末にＰＬＭＮリストを
シグナリングすることができ、これはＰＬＭＮリストに含まれているＰＬＭＮをＲＰＬＭ
Ｎと同じＰＬＭＮであると考慮することができる。ネットワークに登録された端末は、常
時ネットワークにより接近可能（ｒｅａｃｈａｂｌｅ）でなければならない。もし、端末
がＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態（同じくは、ＲＲＣ接続状態）にある場合、ネットワ
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ークは、端末がサービスを受けていることを認知する。しかし、端末がＥＣＭ－ＩＤＬＥ
状態（同じくは、ＲＲＣアイドル状態）にある場合、端末の状況がｅＮＢでは有効でない
が、ＭＭＥには格納されている。この場合、ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態の端末の位置は、ＴＡ
（ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）のリストの粒度（ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）を介してＭ
ＭＥにのみ知らされる。単一ＴＡは、ＴＡが所属されたＰＬＭＮ識別子で構成されたＴＡ
Ｉ（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）及びＰＬＭＮ内のＴＡを唯一に表
現するＴＡＣ（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｃｏｄｅ）により識別される。
【００８０】
　その後、選択したＰＬＭＮが提供するセルの中から、前記端末が適切なサービスの提供
を受けることができる信号品質と特性を有するセルを選択する。
【００８１】
　以下、端末がセルを選択する手順に対して詳細に説明する。
【００８２】
　電源がオンされ、またはセルにとどまっている時、端末は、適切な品質のセルを選択／
再選択することでサービスを受けるための手順を実行する。
【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することで、このセルを介
してサービスの提供を受けるために準備していなければならない。例えば、電源がオンさ
れた端末は、ネットワークに登録を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。ＲＲＣ接続状態にあった前記端末がＲＲＣアイドル状態に進入すると、前記端末は、
ＲＲＣアイドル状態にとどまるセルを選択しなければならない。このように、前記端末が
ＲＲＣアイドル状態のようなサービス待機状態にとどまるために、一定条件を満たすセル
を選択する過程をセル選択（Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）という。重要な点は、前記
セル選択は、前記端末が前記ＲＲＣアイドル状態にとどまるセルを現在決定しない状態で
実行するため、可能の限り速かにセルを選択することが重要である。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の場合、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されることができる。
【００８４】
　以下、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３０４　Ｖ８．５．０（２００９－０３）“Ｕｓｅｒ　
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（ＵＥ）　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ｉｎ　ｉｄｌｅ　ｍｏｄｅ（Ｒｅ
ｌｅａｓｅ８）”を参照し、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、端末がセルを選択する方法及び
手順に対して詳述する。
【００８５】
　セル選択過程は、大きく、二つに分けられる。
【００８６】
　まず、初期セル選択過程では、前記端末が無線チャネルに対する事前情報がない。した
がって、前記端末は、適切なセルを探すために全ての無線チャネルを検索する。各チャネ
ルにおいて、前記端末は、最も強いセルを探す。以後、前記端末がセル選択基準を満たす
適切な（ｓｕｉｔａｂｌｅ）セルを探すと、該当セルを選択する。
【００８７】
　次に、端末は、格納された情報を活用し、または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であ
る。端末がセル選択基準を満たすセルを探すと、該当セルを選択する。もし、この過程を
介してセル選択基準を満たす適切なセルを探すことができない場合、端末は、初期セル選
択過程を実行する。
【００８８】
　前記端末がセル選択過程を介し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度や品質が変わることができる。した
がって、もし、選択したセルの品質が低下される場合、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。このようにセルを再選択する場合、一般的に現在選択
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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。このような過程をセル再選択（
Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）という。前記セル再選択過程は、無線信号の品質観
点で、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
。
【００８９】
　無線信号の品質観点外に、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
順位を無線信号の品質基準より優先的に考慮するようになる。
【００９０】
　前記のように、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、
セル再選択において、再選択のためのセルを選択するとき、セルのＲＡＴと周波数（ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ）特性によって下記のようなセル再選択方法がある。
【００９１】
　－イントラ周波数（Ｉｎｔｒａ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）セル再選択：端末がキャンプ（
ｃａｍｐ）中であるセルと同じＲＡＴ及び同じ中心周波数（ｃｅｎｔｅｒ－ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ）を有するセルを再選択
【００９２】
　－インター周波数（Ｉｎｔｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）セル再選択：端末がキャンプ中
であるセルと同じＲＡＴ及び異なる中心周波数を有するセルを再選択
【００９３】
　－インターＲＡＴ（Ｉｎｔｅｒ－ＲＡＴ）セル再選択：端末がキャンプ中であるＲＡＴ
と異なるＲＡＴを使用するセルを再選択
【００９４】
　セル再選択過程の原則は、下記の通りである。
【００９５】
　第一に、端末は、セル再選択のためにサービングセル（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）及
び隣接セル（ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　ｃｅｌｌ）の品質を測定する。
【００９６】
　第二に、セル再選択は、セル再選択基準に基づいて実行される。セル再選択基準は、サ
ービングセル及び隣接セルの測定に関連して下記のような特性を有している。
【００９７】
　イントラ周波数セル再選択は、基本的にランキング（ｒａｎｋｉｎｇ）に基づいて行わ
れる。ランキングとは、セル再選択評価のための指標値を定義し、この指標値を利用して
セルを指標値の大きさ順に順序を定める作業である。最も良い指標を有するセルを一般的
にベストランクセル（ｂｅｓｔ　ｒａｎｋｅｄ　ｃｅｌｌという。セル指標値は、端末が
該当セルに対して測定した値を基本にし、必要によって、周波数オフセットまたはセルオ
フセットを適用した値である。
【００９８】
　インター周波数セル再選択は、ネットワークにより提供された周波数優先順位に基づい
て行われる。端末は、最も高い周波数優先順位を有する周波数にキャンプオンする（ｃａ
ｍｐ　ｏｎ）ことができるように試みる。ネットワークは、ブロードキャストシグナリン
グ（ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）を介してセル内の端末が共通的に適用す
る周波数優先順位を提供し、または端末別シグナリング（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓｉｇｎ
ａｌｉｎｇ）を介して端末別に各々周波数別優先順位を提供することができる。ブロード
キャストシグナリングを介して提供されるセル再選択優先順位を共用優先順位（ｃｏｍｍ
ｏｎ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）といい、端末別にネットワークが設定するセル再選択優先順位
を専用優先順位（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）という。端末は、専用優先順
位を受信すると、専用優先順位と関連した有効時間（ｖａｌｉｄｉｔｙ　ｔｉｍｅ）を共
に受信することができる。端末は、専用優先順位を受信すると、共に受信した有効時間に
設定された有効性タイマ（ｖａｌｉｄｉｔｙ　ｔｉｍｅｒ）を開始する。端末は、有効性
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タイマが動作する中、ＲＲＣアイドルモードで専用優先順位を適用する。有効性タイマが
満了されると、端末は、専用優先順位を廃棄し、再び共用優先順位を適用する。
【００９９】
　インター周波数セル再選択のために、ネットワークは、端末にセル再選択に使われるパ
ラメータ（例えば、周波数別オフセット（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｏｆ
ｆｓｅｔ））を周波数別に提供することができる。
【０１００】
　イントラ周波数セル再選択またはインター周波数セル再選択のために、ネットワークは
、端末にセル再選択に使われる隣接セルリスト（Ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　Ｃｅｌｌ　Ｌ
ｉｓｔ、ＮＣＬ）を提供することができる。このＮＣＬは、セル再選択に使われるセル別
パラメータ（例えば、セル別オフセット（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｏｆｆｓｅｔ）
）を含む。
【０１０１】
　イントラ周波数またはインター周波数セル再選択のために、ネットワークは、端末にセ
ル再選択に使われるセル再選択禁止リスト（ｂｌａｃｋ　ｌｉｓｔ）を提供することがで
きる。禁止リストに含まれているセルに対し、端末は、セル再選択を実行しない。
【０１０２】
　以下、セル再選択評価過程で実行するランキングに対して説明する。
【０１０３】
　セルの優先順位を定める時に使われるランキング指標（ｒａｎｋｉｎｇ　ｃｒｉｔｅｒ
ｉｏｎ）は、数式１のように定義される。
【０１０４】
【数１】

【０１０５】
　ここで、Ｒｓはサービングセルのランキング指標であり、Ｒｎは隣接セルのランキング
指標であり、Ｑｍｅａｓ，ｓは端末がサービングセルに対して測定した品質値であり、Ｑ

ｍｅａｓ，ｎは端末が隣接セルに対して測定した品質値であり、Ｑｈｙｓｔはランキング
のためのヒステリシス（ｈｙｓｔｅｒｅｓｉｓ）値であり、Ｑｏｆｆｓｅｔは二つのセル
間のオフセットである。
【０１０６】
　イントラ周波数で、端末がサービングセルと隣接セルとの間のオフセット（Ｑｏｆｆｓ

ｅｔｓ，ｎ）を受信した場合は、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎであり、端末が
Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎを受信しない場合は、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝０である。
【０１０７】
　インター周波数で、端末が該当セルに対するオフセット（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）を受
信した場合は、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ＋Ｑｆｒｅｑｕｅｎｃｙであり、
端末がＱｏｆｆｓｅｔｓ，ｎを受信しない場合は、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｆｒｅｑｕｅｎｃ

ｙである。
【０１０８】
　サービングセルのランキング指標（Ｒｓ）と隣接セルのランキング指標（Ｒｎ）が互い
に類似する状態で変動すると、変動結果、ランキング順位が頻繁に変わり、端末が二つの
セルを交互に再選択することができる。Ｑｈｙｓｔは、セル再選択でヒステリシスを与え
、端末が二つのセルを交互に再選択することを防止するためのパラメータである。
【０１０９】
　端末は、前記数式によってサービングセルのＲｓ及び隣接セルのＲｎを測定し、ランキ
ング指標値が最も大きい値を有するセルをベストランク（ｂｅｓｔ　ｒａｎｋｅｄ）セル
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と見なし、このセルを再選択する。
【０１１０】
　前記基準によると、セル再選択において、セルの品質が最も主要な基準として作用する
ことを確認することができる。もし、再選択したセルが正規セル（ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃ
ｅｌｌ）でない場合、端末は、該当周波数または該当セルをセル再選択対象から除外する
。
【０１１１】
　以下、ＲＬＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）に対して説明する。
【０１１２】
　端末は、ＰＣｅｌｌのダウンリンク無線リンク品質を検知するために、セル特定参照信
号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）に基づいてダウ
ンリンク品質をモニタリングする。端末は、ＰＣｅｌｌのダウンリンク無線リンク品質を
モニタリングすることを目的として、ダウンリンク無線リンク品質を推定し、それを閾値
Ｑｏｕｔ及びＱｉｎと比較する。閾値Ｑｏｕｔは、ダウンリンク無線リンクが安定的に受
信されることができない水準と定義され、これはＰＤＦＩＣＨエラーを考慮して仮想のＰ
ＤＣＣＨ送信（ｈｙｐｏｔｈｅｔｉｃａｌ　ＰＤＣＣＨ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）の
１０％ブロックエラー率に相応する。閾値Ｑｉｎは、Ｑｏｕｔのレベルより安定的に受信
されることができるダウンリンク無線リンク品質レベルと定義され、これはＰＣＦＩＣＨ
エラーを考慮して仮想のＰＤＣＣＨ送信の２％ブロックエラー率に相応する。
【０１１３】
　以下、無線リンク失敗（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ；ＲＬＦ）に対して説
明する。
【０１１４】
　端末は、サービスを受信するサービングセルとの無線リンクの品質維持のために持続的
に測定を実行する。端末は、サービングセルとの無線リンクの品質悪化（ｄｅｔｅｒｉｏ
ｒａｔｉｏｎ）により現在状況で通信が不可能かどうかを決定する。もし、サービングセ
ルの品質があまりにも低くて通信がほぼ不可能な場合、端末は、現在状況を無線連結失敗
であると決定する。
【０１１５】
　もし、無線リンク失敗が決定されると、端末は、現在のサービングセルとの通信維持を
あきらめ、セル選択（または、セル再選択）手順を介して新しいセルを選択し、新しいセ
ルへのＲＲＣ接続再確立（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍ
ｅｎｔ）を試みる。
【０１１６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥのスペックにおいて、正常に通信することができない場合として下記
のような例示を挙げている。
【０１１７】
　－端末の物理階層の無線品質測定結果に基づき、端末がダウンリンク通信リンク品質に
深刻な問題があると判断した場合（ＲＬＭ実行中、ＰＣｅｌｌの品質が低いと判断した場
合）
【０１１８】
　－ＭＡＣ副階層でランダムアクセス（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ）手順が持続的に失
敗してアップリンク送信に問題があると判断した場合
【０１１９】
　－ＲＬＣ副階層でアップリンクデータ送信が持続的に失敗してアップリンク送信に問題
があると判断した場合
【０１２０】
　－ハンドオーバを失敗したと判断した場合
【０１２１】
　－端末が受信したメッセージが完全性検査（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　ｃｈｅｃｋ）を通過
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することができない場合
【０１２２】
　以下、ＲＲＣ接続再確立（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈ
ｍｅｎｔ）手順に対し、より詳細に説明する。
【０１２３】
　図７は、ＲＲＣ接続再確立手順を示す。
【０１２４】
　図７を参照すると、端末は、ＳＲＢ０（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅ
ｒ　＃０）を除外して設定されていた全ての無線ベアラ（ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）使
用を中断し、ＡＳ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）の各副階層を初期化する（Ｓ７１０
）。また、各副階層及び物理階層を基本構成（ｄｅｆａｕｌｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ）に設定する。このような過程において、端末は、ＲＲＣ接続状態を維持する。
【０１２５】
　端末は、ＲＲＣ接続再設定手順を実行するためのセル選択手順を実行する（Ｓ７２０）
。ＲＲＣ接続再確立手順のうち、セル選択手順は、端末がＲＲＣ接続状態を維持している
にもかかわらず、端末がＲＲＣアイドル状態で実行するセル選択手順と同様に実行される
ことができる。
【０１２６】
　端末は、セル選択手順を実行した後、該当セルのシステム情報を確認することで該当セ
ルが適合したセルかどうかを判断する（Ｓ７３０）。もし、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接続再確立要求メッセージ
（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　
ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する（Ｓ７４０）。
【０１２７】
　一方、ＲＲＣ接続再確立手順を実行するためのセル選択手順を介して選択されたセルが
Ｅ－ＵＴＲＡＮ以外の異なるＲＡＴを使用するセルであると判断された場合、ＲＲＣ接続
再確立手順を中断し、端末は、ＲＲＣアイドル状態に進入する（Ｓ７５０）。
【０１２８】
　端末は、セル選択手順及び選択したセルのシステム情報の受信を介して、制限された時
間内にセルの適切性確認を終えるように具現されることができる。そのために、端末は、
ＲＲＣ接続再確立手順の開始によってタイマを駆動させることができる。タイマは、端末
が適合したセルを選択したと判断された場合、中断されることができる。タイマが満了さ
れた場合、端末は、ＲＲＣ接続再確立手順が失敗したと見なし、ＲＲＣアイドル状態に進
入することができる。以下、このタイマを無線リンク失敗タイマという。ＬＴＥスペック
ＴＳ　３６．３３１では、Ｔ３１１という名称のタイマが無線リンク失敗タイマとして活
用されることができる。端末は、このタイマの設定値をサービングセルのシステム情報か
ら取得することができる。
【０１２９】
　端末からＲＲＣ接続再確立要求メッセージを受信し、要求を受諾した場合、セルは、端
末にＲＲＣ接続再確立メッセージ（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｒｅ　ｅｓｔａｂｌｉ
ｓｈｍｅｎｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する。
【０１３０】
　セルからＲＲＣ接続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、セキュリティ設定と関連した各種キー値を再計
算し、セキュリティを担当するＰＤＣＰ副階層を新しく計算したセキュリティキー値で再
構成する。それによって、端末とセルとの間のＳＲＢ１が開放され、ＲＲＣ制御メッセー
ジを送受信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ＲＲ
Ｃ接続再確立手順が完了したというＲＲＣ接続再確立完了メッセージ（ＲＲＣ　ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｍｅｓｓａｇｅ）
を送信する（Ｓ７６０）。
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【０１３１】
　それに対し、端末からＲＲＣ接続再確立要求メッセージを受信し、要求を受諾しない場
合、セルは、端末にＲＲＣ接続再確立拒絶メッセージ（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　
ｒｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｒｅｊｅｃｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する。
【０１３２】
　ＲＲＣ接続再確立手順が成功的に実行されると、セルと端末は、ＲＲＣ接続再設定手順
を実行する。それによって、端末は、ＲＲＣ接続再確立手順を実行する前の状態を回復し
、サービスの連続性を最大限保障する。
【０１３３】
　以下、ＲＬＦの報告と関連して説明する。
【０１３４】
　端末は、ネットワークのＭＲＯ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓ　Ｏｐｔｉ
ｍｉｓａｔｉｏｎ）をサポートするために、ＲＬＦが発生し、またはハンドオーバ失敗（
ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｆａｉｌｕｒｅ）が発生すると、このような失敗イベントをネットワ
ークに報告する。
【０１３５】
　ＲＲＣ接続再確立後、端末は、ＲＬＦ報告をｅＮＢに提供することができる。ＲＬＦ報
告に含まれている無線測定は、カバレッジ問題を識別するために、失敗の潜在的理由とし
て使われることができる。この情報は、ｉｎｔｒａ－ＬＴＥ移動性連結失敗に対するＭＲ
Ｏ評価において、このようなイベントを排除させ、そのイベントを他のアルゴリズムに対
する入力に向けるために使われることができる。
【０１３６】
　ＲＲＣ接続再確立が失敗し、または端末がＲＲＣ接続再確立を実行することができない
場合、端末は、アイドルモードで再連結した後、ｅＮＢに対する有効なＲＬＦ報告を生成
することができる。このような目的のために、端末は、最新ＲＬＦまたはハンドオーバ失
敗関連情報を格納し、ネットワークによりＲＬＦ報告が受信されるまで、または前記ＲＬ
Ｆまたはハンドオーバ失敗が検知された後４８時間の間、以後ＲＲＣ接続（再）確立及び
ハンドオーバ毎にＲＬＦ報告が有効であることをＬＴＥセルに指示することができる。
【０１３７】
　端末は、状態移動及びＲＡＴ変更の間、前記情報を維持し、前記ＬＴＥ　ＲＡＴに戻っ
てきた後、再びＲＬＦ報告が有効であることを指示する。
【０１３８】
　ＲＲＣ接続設定手順でＲＬＦ報告の有効とは、端末が連結失敗のような妨害を受け、こ
の失敗によるＲＬＦ報告がまだネットワークに伝達されなかったことを指示するものであ
る。端末からのＲＬＦ報告は、下記の情報を含む。
【０１３９】
　－端末にサービスを提供した最後のセル（ＲＬＦの場合）またはハンドオーバのターゲ
ットのＥ－ＣＧＩ。Ｅ－ＣＧＩが知られていない場合、ＰＣＩ及び周波数情報がその代わ
りに使われる。
【０１４０】
　－再確立試みがあったセルのＥ－ＣＧＩ
【０１４１】
　－最後のハンドオーバ初期化時、一例として、メッセージ７（ＲＲＣ接続再設定）が端
末により受信された時、端末にサービスを提供したセルのＥ－ＣＧＩ
【０１４２】
　－最後のハンドオーバ初期化から連結失敗まで経過した時間
【０１４３】
　－連結失敗がＲＬＦによることかまたはハンドオーバ失敗によることかを指示する情報
【０１４４】
　－無線測定
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【０１４５】
　－失敗の位置
【０１４６】
　端末からＲＬＦ失敗を受信したｅＮＢは、報告された連結失敗以前に端末にサービスを
提供したｅＮＢに前記報告をフォワーディングすることができる。ＲＬＦ報告に含まれて
いる無線測定は、無線リンク失敗の潜在的な原因としてのカバレッジ問題を識別するため
に使われることができる。この情報は、ｉｎｔｒａ－ＬＴＥ移動性連結失敗のＭＲＯ評価
からこのようなイベントを排除させ、これらを他のアルゴリズムに対する入力に向けるた
めに使われることができる。
【０１４７】
　以下、測定及び測定報告に対して説明する。
【０１４８】
　移動通信システムにおいて、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　ｃｅ
ｌｌ）に対する品質及び隣接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、ハンドオーバなどを介して端末に
最適の移動性を提供する。このような目的の測定を無線リソース管理測定（ＲＲＭ（ｒａ
ｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）という
。
【０１４９】
　端末は、移動性サポートの目的外、事業者がネットワークを運営す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目的の測定を実行し、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、端末は、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、前記特定セルのセル識別子（Ｃｅｌｌ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｔｙ）（これを広域（Ｇｌｏｂａｌ）セル識別子ともいう）、前記特定セルが属
する位置識別情報（例えば、Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｃｏｄｅ）及び／またはその
他のセル情報（例えば、ＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ）セ
ルのメンバー可否）をサービングセルに報告することができる。
【０１５０】
　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介して確認した場合
、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のための端末の測定結果の報告に基づき、ネット
ワークの最適化を試みることができる。
【０１５１】
　周波数再使用（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒｅｕｓｅ　ｆａｃｔｏｒ）は、１人移動通信シ
ステムにおいて、移動性がほとんど同じ周波数バンドにある互いに異なるセル間に行われ
る。したがって、端末の移動性をよく保障するためには、端末は、サービングセルの中心
周波数と同じ中心周波数を有する隣接セルの品質及びセル情報を測定可能でなければなら
ない。このようにサービングセルの中心周波数と同じ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）
という。端末は、イントラ周波数測定を実行し、測定結果をネットワークに適切な時間に
報告することで、該当する測定結果の目的が達成されるようにする。
【０１５２】
　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介し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
の移動性を保障するためには、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
を有する隣接セルの品質及びセル情報を測定可能でなければならない。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）という。端末は、イ
ンター周波数測定を実行し、測定結果をネットワークに適切な時間に報告可能でなければ
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ならない。
【０１５３】
　端末が異なるＲＡＴに基づく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
ンターラジオ接近方式（ｉｎｔｅｒ－ＲＡＴ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ））測定という。例えば、ＲＡＴは、３ＧＰＰ標準規格に従うＵＴＲＡＮ（ＵＭ
ＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）及びＧＥ
ＲＡＮ（ＧＳＭ（登録商標）　ＥＤＧＥ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
を含むことができ、３ＧＰＰ２標準規格に従うＣＤＭＡ２０００システムも含むことがで
きる。
【０１５４】
　図８は、既存の測定実行方法を示す流れ図である。
【０１５５】
　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実行する（Ｓ８２０）。端末は、測定結果
が測定設定情報内の報告条件を満たすと、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。
【０１５６】
　測定設定情報は、下記のような情報を含むことができる。
【０１５７】
　（１）測定対象（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｂｊｅｃｔ）情報：端末が測定を実行す
る対象に対する情報である。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一つを含む。例えば、イントラ
周波数測定対象は、サービングセルと同じ周波数バンドを有する隣接セルを指示し、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隣接セルを指示し
、インターＲＡＴ測定対象は、サービングセルのＲＡＴと異なるＲＡＴの隣接セルを指示
することができる。
【０１５８】
　（２）報告設定（Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）情報：端末が測
定結果をいつ送信するかに対する報告条件及び報告タイプ（ｔｙｐｅ）に対する情報であ
る。報告設定情報は、報告設定のリストで構成されることができる。各報告設定は、報告
基準（ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｃｒｉｔｅｒｉｏｎ）及び報告フォーマット（ｒｅｐｏｒｔ
ｉｎｇ　ｆｏｒｍａｔ）を含むことができる。報告基準は、端末が測定結果を送信するこ
とをトリガする基準である。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
ベントである。報告フォーマットは、端末が測定結果をどのようなタイプに構成するかに
対する情報である。
【０１５９】
　（３）測定識別子（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）情報：測定対象と報
告設定を連関させ、端末がどの測定対象に対し、いつ、どのようなタイプに報告するかを
決定するようにする測定識別子に対する情報である。測定識別子情報は、測定報告メッセ
ージに含まれることで、測定結果がどの測定対象に対するものであり、測定報告がどのよ
うな報告条件に発生したかを示すことができる。
【０１６０】
　（４）量的設定（Ｑｕａｎｔｉｔｙ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）情報：測定単位、
報告単位及び／また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対する
情報である。
【０１６１】
　（５）測定ギャップ（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｇａｐ）情報：ダウンリンク送信また
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はアップリンク送信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送
信に対する考慮なく、測定にのみ使われることができる区間である測定ギャップに対する
情報である。
【０１６２】
　端末は、測定手順を実行するために、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。
【０１６３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、基地局は、端末に一つの周波数バンドに対して一つの測定
対象のみを設定することができる。３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１　Ｖ８．５．０（２０
０９－０３）“Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄ
ｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）　Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
（ＲＲＣ）；Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ８）”の
５．５．４節によると、以下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。
【０１６４】
【表１】

【０１６５】
　端末の測定結果が設定されたイベントを満たすと、端末は、測定報告メッセージを基地
局に送信する。
【０１６６】
　図９は、端末に設定された測定設定の一例を示す。
【０１６７】
　まず、測定識別子１（９０１）は、イントラ周波数測定対象と報告設定１を連結してい
る。端末は、セル内測定（ｉｎｔｒａ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）
を実行し、報告設定１は、測定結果報告の基準及び報告タイプの決定に使われる。
【０１６８】
　測定識別子２（９０２）は、測定識別子１（９０１）と同様に、イントラ周波数測定対
象と連結されているが、イントラ周波数測定対象を報告設定２に連結している。端末は、
測定を実行し、報告設定２は、測定結果報告の基準及び報告タイプの決定に使われる。
【０１６９】
　測定識別子１（９０１）と測定識別子２（９０２）により、端末は、イントラ周波数測
定対象に対する測定結果が報告設定１及び報告設定２のうちいずれか一つを満たしても、



(23) JP 6201016 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

測定結果を送信する。
【０１７０】
　測定識別子３（９０３）は、インター周波数測定対象１と報告設定３を連結している。
端末は、インター周波数測定対象１に対する測定結果が報告設定１に含まれている報告条
件を満たすと、測定結果を報告する。
【０１７１】
　測定識別子４（９０４）は、インター周波数測定対象２と報告設定２を連結している。
端末は、インター周波数測定対象２に対する測定結果が報告設定２に含まれている報告条
件を満たすと、測定結果を報告する。
【０１７２】
　一方、測定対象、報告設定及び／または測定識別子は、追加、変更及び／または削除が
可能である。これは基地局が端末に新しい測定設定メッセージを送り、または測定設定変
更メッセージを送ることによって指示することができる。
【０１７３】
　図１０は、測定識別子を削除する例を示す。測定識別子２（９０２）が削除されると、
測定識別子２（９０２）と連関された測定対象に対する測定が中断され、測定報告も送信
されない。削除された測定識別子と連関された測定対象や報告設定は、変更されない。
【０１７４】
　図１１は、測定対象を削除する例を示す。インター周波数測定対象１が削除されると、
端末は、連関された測定識別子３（９０３）も削除する。インター周波数測定対象１に対
する測定が中断され、測定報告も送信されない。しかし、削除されたインター周波数測定
対象１に連関された報告設定は、変更または削除されない。
【０１７５】
　報告設定が除去されると、端末は、連関された測定識別子も除去する。端末は、連関さ
れた測定識別子により連関された測定対象に対する測定を中断する。しかし、削除された
報告設定に連関された測定対象は、変更または削除されない。
【０１７６】
　測定報告は、測定識別子、サービングセルの測定された品質及び隣接セル（ｎｅｉｇｈ
ｂｏｒｉｎｇ　ｃｅｌｌ）の測定結果を含むことができる。測定識別子は、測定報告がト
リガされた測定対象を識別する。隣接セルの測定結果は、隣接セルのセル識別子及び測定
された品質を含むことができる。測定された品質は、ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓ
ｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）及びＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉ
ｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）のうち少なくとも一つを含むことができ
る。
【０１７７】
　次に、端末移動性状態によって端末の移動実行可否決定に影響を与える移動性関連パラ
メータのスケーリング（ｓｃａｌｉｎｇ）に対して説明する。端末が速い速度にセルを過
ぎる場合、隣接セルへの移動が適時に行われなくてサービス不能状態になることがある。
したがって、端末の速度によって移動性関連したパラメータの値を端末の速度に合うよう
に最適化すると、端末による移動の性能が良くなる。このように端末が移動性状態を判断
し（ＭＳＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｓｔａｔｅ　Ｅｓｔｉｍａｉｏｎ）を実行し）、判断さ
れた端末の移動性状態によって移動性決定と関連したパラメータをスケーリングすると、
端末の移動がより効率的にサポートされることができる。
【０１７８】
　ＭＳＥにより決定された端末の移動性状態は、高い移動性状態（Ｈｉｇｈ　Ｍｏｂｉｌ
ｉｔｙ　Ｓｔａｔｅ）、中間移動性状態（Ｍｅｄｉｕｍ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｓｔａｔｅ
）及び一般移動性状態（Ｎｏｒｍａｌ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｓｔａｔｅ）に分けられる。
それぞれの移動性状態は、端末によるハンドオーバが実行された回数及び／またはセル再
選択が実行された回数に基づいて決定されることができる。
【０１７９】
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　ＲＲＣアイドル状態にある端末は、セル再選択条件が満たすと、セル再選択を実行する
。端末が特定時間区間（ＴＣＲｍａｘ）中にセル再選択を実行した回数が第１の閾値（Ｎ

ＣＲ＿Ｈ）を超過する場合、端末の移動性状態は高い移動性状態の条件が満たされる。一
方、端末が特定時間区間（ＴＣＲｍａｘ）中にセル再選択を実行した回数が第２の閾値（
ＮＣＲ＿Ｍ）を超過し且つ第１の閾値（ＮＣＲ＿Ｈ）を超過しない場合、端末の移動性状
態は中間移動性状態の条件が満たされる。端末が特定時間区間（ＴＣＲｍａｘ）中にセル
再選択を実行した回数が第２の閾値（ＮＣＲ＿Ｍ）を超過しない場合、端末の移動性状態
は一般移動性状態の条件が満たされる。ただし、端末が二つの同じセル間で連続的にセル
再選択を実行した場合、セル再選択を実行した回数としてカウントされない。
【０１８０】
　ＲＲＣ接続状態にある端末は、隣接セル測定時、特定条件が満たすと、測定結果を報告
してハンドオーバを実行する。端末が特定時間区間中にハンドオーバを実行した回数が第
１の閾値を超過する場合、端末の移動性状態は高い移動性状態の条件が満たされる。一方
、端末が特定時間区間中にハンドオーバを実行した回数が第２の閾値を超過し且つ第１の
閾値を超過しない場合、端末の移動性状態は中間移動性状態の条件が満たされる。端末が
特定時間区間中にハンドオーバを実行した回数が第２の閾値を超過しない場合、端末の移
動性状態は一般移動性状態の条件が満たされる。
【０１８１】
　ＲＲＣアイドルまたはＲＲＣ接続状態にある端末は、前述した移動性状態の条件が満た
されたことを検知すると、該当移動性状態に進入することができる。該当移動性状態に進
入することは、端末が自分の移動性状態が該当移動性状態であると判断することである。
ただし、特定時間区間中、高い移動性状態条件及び中間移動性状態条件を全部満たさない
と判断された場合、端末は一般移動性状態に進入することができる。
【０１８２】
　移動性状態を判断した端末は、移動性状態に基づいて移動性パラメータをスケーリング
することができる。ＲＲＣアイドル状態の端末は、Ｔｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎパラメータ
をスケーリングし、ＲＲＣ接続状態の端末は、ＴｉｍｅＴｏＴｒｉｇｇｅｒパラメータを
スケーリングすることができる。スケーリングは、Ｔｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎパラメータ
またはＴｉｍｅＴｏＴｒｉｇｇｅｒパラメータに特定スケーリング因子（ｓｃａｌｉｎｇ
　ｆａｃｔｏｒ）をかけることで具現されることができる。端末の移動性状態によってス
ケーリング因子は異なる。例えば、高い移動性状態でのスケーリング因子が中間移動性状
態のスケーリング因子より小さい。一般スケーリング状態ではスケーリングが実行されな
い。スケーリングは、端末だけでなく、ネットワークまたはセルにより実行されることが
でき、これに対する情報が端末に与えられることもできる。
【０１８３】
　まず、ＲＲＣアイドル状態の端末がセル再選択のために使用するＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎパラメータに適用されるスケーリングに対して具体的に説明する。
【０１８４】
　１）一般移動性状態である場合（中間／高い移動性状態でない場合）
【０１８５】
　－Ｔｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎをスケーリングしない。
【０１８６】
　２）高い移動性状態である場合
【０１８７】
　－Ｅ－ＵＴＲＡＮで、スケーリング因子ｓｆ－ｈｉｇｈをＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＥ

ＵＴＲＡにかけてスケーリングする。
【０１８８】
　－ＵＴＲＡＮで、スケーリング因子ｓｆ－ｈｉｇｈをＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＵＴＲ

Ａにかけてスケーリングする。
【０１８９】
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　－ＧＥＲＡＮで、スケーリング因子ｓｆ－ｈｉｇｈをＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＧＥＲ

Ａにかけてスケーリングする。
【０１９０】
　－ＣＤＭＡ２０００　ＨＲＰＤで、スケーリング因子ｓｆ－ｈｉｇｈをＴｒｅｓｅｌｅ
ｃｔｉｏｎＣＤＭＡ＿ＨＲＰＤにかけてスケーリングする。
【０１９１】
　－ＣＤＭＡ２０００　１ｘＲＴＴで、スケーリング因子ｓｆ－ｈｉｇｈをＴｒｅｓｅｌ
ｅｃｔｉｏｎＣＤＭＡ＿１ｘＲＴＴにかけてスケーリングする。
【０１９２】
　３）中間移動性状態である場合
【０１９３】
　－Ｅ－ＵＴＲＡＮで、スケーリング因子ｓｆ－ｍｅｄｉｕｍをＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏ
ｎＥＵＴＲＡにかけてスケーリングする。
【０１９４】
　－ＵＴＲＡＮで、スケーリング因子ｓｆ－ｍｅｄｉｕｍをＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＵ

ＴＲＡにかけてスケーリングする。
【０１９５】
　－ＧＥＲＡＮで、スケーリング因子ｓｆ－ｍｅｄｉｕｍをＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＧ

ＥＲＡにかけてスケーリングする。
【０１９６】
　－ＣＤＭＡ２０００　ＨＲＰＤで、スケーリング因子ｓｆ－ｍｅｄｉｕｍをＴｒｅｓｅ
ｌｅｃｔｉｏｎＣＤＭＡ＿ＨＲＰＤにかけてスケーリングする。
【０１９７】
　－ＣＤＭＡ２０００　１ｘＲＴＴで、スケーリング因子ｓｆ－ｍｅｄｉｕｍをＴｒｅｓ
ｅｌｅｃｔｉｏｎＣＤＭＡ＿１ｘＲＴＴにかけてスケーリングする。
【０１９８】
　ＲＲＣアイドル状態の端末によるＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎパラメータスケーリングに
必要な情報パラメータ（例えば、ｓｃａｌｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒ）は、ブロードキャスト
されるシステム情報に含まれて端末に提供されることができる。端末は、システム情報に
スケーリングのための情報パラメータが含まれている場合、スケーリングを実行すること
ができる。
【０１９９】
　次に、ＲＲＣ接続状態の端末が測定報告及び／またはハンドオーバのために使用するＴ
ｉｍｅＴｏＴｒｉｇｇｅｒパラメータに適用されるスケーリングに対して具体的に説明す
る。
【０２００】
　１）一般移動性状態である場合（中間／高い移動性状態でない場合）
【０２０１】
　－ＴｉｍｅＴｏＴｒｉｇｇｅｒをスケーリングしない。
【０２０２】
　２）高い移動性状態である場合
【０２０３】
　－スケーリング因子ｓｆ－ｈｉｇｈをＴｉｍｅＴｏＴｒｉｇｇｅｒにかけてスケーリン
グする。
【０２０４】
　３）中間移動性状態である場合
【０２０５】
　－スケーリング因子ｓｆ－ｍｅｄｉｕｍをＴｉｍｅＴｏＴｒｉｇｇｅｒにかけてスケー
リングする。
【０２０６】
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　前記のように、端末の移動性状態によって異なるようにスケーリングされた移動性パラ
メータを適用すると、より適切な移動実行が可能になる。例えば、ＲＲＣアイドル状態の
端末が速い速度に移動する場合、セル再選択実行のための条件満足可否をより短い時間内
に決定することで速かにターゲットセルにセル再選択を実行することができる。また、Ｒ
ＲＣ接続状態の端末が速い速度に移動する場合、測定結果報告条件が特定時間中に満たす
かどうかをより短い時間内に判断し、これを報告することによって、より迅速にターゲッ
トセルにハンドオーバを実行することができる。
【０２０７】
　前述したＭＳＥを介して推定された移動性状態のように、端末の移動性状態は、多様な
タイプで具現されることができる。端末の移動性状態は、実際端末の速力で表現されるこ
とができる。また、端末の移動性状態は、ＭＳＥのためにカウントされた端末のセル移動
（セル再選択及び／またはハンドオーバ）を実行した回数自体で表現されることができる
。
【０２０８】
　ネットワークが端末の移動性状態に対して把握することがネットワーク運用上に重要な
影響を及ぼすことができる。無線通信システム上でセルが展開するにあたって、マクロセ
ルのセルカバレッジ内にピコセル、フェムトセルのような小さいセルが配置されることが
できる。このような状況で、端末が移動中にセルを再選択し、またはハンドオーバを実行
することで、セルを移動する場合、ネットワークは、端末の移動性状態を把握し、それに
よって、端末の移動性に基づいて運営することが、端末により良好したサービスを提供す
ることができると同時にネットワークリソースを最適に使用することができるようになる
。
【０２０９】
　端末が長時間の間ＲＲＣ接続モードにとどまる場合、ネットワークは、該当時間の間、
端末にサービスを提供したセルに対する情報を収集することができる。ネットワークが、
該当セルの位置及び／または大きさと端末が該当セルでサービスの提供を受けた時間を把
握すると、長時間の間ＲＲＣ接続モードにとどまりながら、複数のセルからサービスの提
供を受けた端末の移動性を推定することができる。
【０２１０】
　しかし、ＲＲＣアイドルモードにあった端末がＲＲＣ接続モードに進入した直後、また
は端末が頻繁にＲＲＣアイドルモードとＲＲＣ接続モードに状態移動を実行する場合、ネ
ットワークは、端末の移動性に対する情報を把握しにくい。したがって、端末が自分の移
動性情報を生成し、これをネットワークに報告する方法が要求される。
【０２１１】
　図１２は、本発明の実施例による移動性情報報告方法を示す流れ図である。
【０２１２】
　図１２を参照すると、端末は、移動性情報を生成する（Ｓ１２１０）。
【０２１３】
　端末が生成する移動性情報は、移動性履歴情報（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｈｉｓｔｏｒｙ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）及び移動性状態情報（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）のうち少なくとも一つを含むことができる。
【０２１４】
　端末は、移動を実行する時、移動性情報の一部として移動性履歴情報を収集することが
できる。移動性履歴情報は、端末の移動による少なくとも一つのサービングセルと関連し
た情報を含む。少なくとも一つのサービングセルは、現在サービングセル及び／または少
なくとも一つの以前サービングセルを含むことができる。端末は、各サービングセルに関
連した情報を移動性履歴エントリとして収集することができる。したがって、端末により
収集された移動性履歴情報は、少なくとも一つのサービングセルに対する少なくとも一つ
の移動性履歴エントリを含むことができる。
【０２１５】
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　端末が移動性情報を生成することは、特定セルに対する移動性情報の取得が許容された
場合に限って実行されることができる。例えば、特定セルから移動性情報の取得が許容さ
れないことを指示する特定のシグナリングを受信しない限り、移動性情報の取得が許容さ
れると決定し、端末は、該当特定セルと関連した移動性情報を生成することができる。こ
の場合、端末は、特定サービングセルから移動性情報取得の許容可否と関連したシグナリ
ングがない場合、該当セルに対する移動性履歴情報を収集し、及び／または該当セルへの
移動による移動性状態情報をアップデートすることができる。
【０２１６】
　他の例として、特定セルからの移動性情報の取得が許容されるというシグナリングを受
信しない限り、移動性情報の取得が許容されないと決定し、端末は、該当特定セルと関連
した移動性情報を生成しない。この場合、端末は、特定サービングセルから移動性情報取
得が許容されることを指示するシグナリングを取得した場合に限り、該当セルに対する移
動性履歴情報を収集し、及び／または該当セルへの移動による移動性状態情報をアップデ
ートすることができる。
【０２１７】
　移動性情報の取得許容可否と関連したシグナリングの代わりに、移動性履歴情報の収集
の許容可否と関連したシグナリングが関連セルから提供されることができる。端末は、移
動性履歴情報の収集が許容されるかどうかによって移動性履歴情報を収集することができ
る。この場合、移動性状態情報のアップデートは、許容可否に関係なく端末の具現によっ
て行われる。
【０２１８】
　各移動性履歴エントリは、特定サービングセルと関連した情報を含むことができる。エ
ントリには、下記のような情報が含まれることができる。
【０２１９】
　１）特定サービングセルのセル識別子：特定サービングセルのＰＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ）及び／またはＧＣＩ（ＰＬＭＮ＋セルＩＤ、（Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｅ
ｌｌ　ＩＤ））のうち少なくとも一つを含むことができる。
【０２２０】
　２）特定サービングセルに端末が滞留した時間：ＲＲＣアイドル状態である場合、滞留
時間は、端末が正規セル（ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌ）にキャンプオンする時間であり
、または端末が正規セルまたは受容可能セル（ａｃｃｅｐｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌ）にキャ
ンプオンする時間である。
【０２２１】
　３）端末が移動した時間：端末がセル再選択及び／またはハンドオーバを介して特定サ
ービングセルに移動した時点に対する情報である。これはタイムスタンプに基づく。タイ
ムスタンプを構成する一例として、特定基準時間（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｔｉｍｅ）を基
準にして経過した時間を記録する方法を考慮することができる。前記基準時間は、端末が
移動性情報を最初取得した時間である。
【０２２２】
　４）特定サービングセルに対するその他の情報：その他の情報として、周波数情報、Ｒ
ＡＴ情報、ＰＬＭＮ情報などが該当することができる。
【０２２３】
　５）端末が現在時点（該当移動性履歴エントリが収集された時点）から特定過去時間区
間中にサービングセルとして経験したセルの個数
【０２２４】
　端末に対して複数のサービングセルが設定された場合（例えば、キャリアアグリゲーシ
ョン（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ））、端末は、ＰＣｅｌｌに対する情報
を移動性履歴情報として収集することができる。端末は、ＳＣｅｌｌに対する情報は移動
性履歴情報として収集しない。
【０２２５】
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　移動性アンカーセル（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ａｎｃｈｏｒ　ｃｅｌｌ）及び非移動性アン
カーセル（ｎｏｎ－ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ａｎｃｈｏｒ　ｃｅｌｌ）が端末に対して設定さ
れた場合、端末は、移動性アンカーセルに対する情報のみを移動性履歴情報として収集す
ることができる。端末は、非移動性アンカーセルに対する情報は移動性履歴情報として収
集しない。これは、マクロセル及び少なくとも一つの小さいセルがデュアル接続（ｄｕａ
ｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）のために端末に設定された場合に発生することができ、
このとき、端末は、マクロセルに対する情報のみを移動性履歴情報として収集する。
【０２２６】
　移動性情報に含まれることができる移動性状態情報は、端末の現在移動性状態を指示す
ることができる。移動性状態情報は、前述したＭＳＥに基づいて推定された移動性状態を
指示することができる。または、端末は、端末の測定された速力を指示することができる
。端末は、移動性状態推定または速力測定によって移動性状態情報をアップデートするこ
とができる。
【０２２７】
　端末が移動性情報を生成する方法は、状況によって少しずつ変わることができる。以下
、細部的な移動性情報取得及びこれを管理する方法に対して詳細に説明する。
【０２２８】
　１．ＲＲＣ接続状態及びＲＲＣアイドル状態で移動性情報を生成
【０２２９】
　端末は、ＲＲＣ接続状態及びＲＲＣアイドル状態で移動性情報を生成することができる
。また、端末は、移動実行中にＲＲＣ接続状態を外れ、またはＲＲＣアイドル状態を外れ
るとしても、該当状態でアップデート及び／または収集された移動性情報を廃棄せずに維
持することができる。
【０２３０】
　端末がＲＲＣアイドル状態またはＲＲＣ接続状態で特定セルと関連した移動性情報を生
成することは、移動性情報取得が許容される場合に限定されることができる。
【０２３１】
　端末は、移動によって移動性履歴情報を収集することができる。移動性履歴情報を収集
することは、前述したような関連したセルに対する移動性情報取得（または、移動性履歴
情報の収集）が許容された場合に実行されることができる。移動性履歴情報の収集対象は
、移動による新しいサービングセルまたは移動による以前サービングセルである。
【０２３２】
　端末は、成功的に移動を実行し、以前サービングセルに対する移動性履歴情報を収集す
ることができる。より詳しくは、ＲＲＣアイドル状態で新しいセルにセル再選択を実行し
、またはＲＲＣ接続状態で新しいセルにハンドオーバを実行した場合、端末は、以前サー
ビングセルに対する移動性履歴情報を取得することができる。
【０２３３】
　端末は、成功的に移動を実行し、新しいサービングセルに対する移動性履歴情報を収集
することができる。より詳しくは、ＲＲＣアイドル状態で新しいセルにセル再選択を実行
し、またはＲＲＣ接続状態で新しいセルにハンドオーバを実行した場合、端末は、新しい
サービングセルに対する移動性履歴情報を取得することができる。
【０２３４】
　追加的に、端末は、移動性履歴情報を収集するにあたって、収集対象セルのＲＡＴを考
慮し、これに基づいて移動性履歴情報の収集可否を決定することができる。収集対象セル
のＲＡＴが収集のための関心ＲＡＴでない場合、端末は、該当セルに対する移動性履歴情
報を収集しない。例えば、端末は、ＬＴＥを関心ＲＡＴと見なし、ＬＴＥセルに対する移
動性履歴情報のみを収集することができる。ネットワークが特定ＲＡＴ（例：ＬＴＥ）の
セルに対する移動性情報を介して端末の移動性状態を推定する場合、端末がネットワーク
に提供する移動性履歴情報も特定ＲＡＴ（例：ＬＴＥ）のセルに対する移動性履歴エント
リのみで構成されることができる。この方法を介して端末がネットワークに報告する移動
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性情報のシグナリングロードを減らすことができる。
【０２３５】
　端末が特定ＲＡＴのセルに対する移動性履歴情報を収集する場合、端末が該当特定ＲＡ
Ｔでない異なるＲＡＴを選択すると、現在まで格納された移動性履歴情報を維持したまま
追加的な移動性履歴情報の収集を中断することができる。または、端末が該当特定ＲＡＴ
でない異なるＲＡＴを選択すると、端末が現在まで格納された移動性履歴情報を除去する
ことで、より簡単な端末の具現を図ることができる。
【０２３６】
　または、端末が移動性履歴情報を収集するにあたって、端末は、現在接続したセルのＲ
ＡＴに関係なく、該当セルに対する移動性履歴情報を収集することができる。端末は、特
定サービスの提供を受けるためにまたは現在ＲＡＴのセルのサービスカバレッジ不足のた
め、現在接続したＲＡＴと異なるＲＡＴに接続する場合がよく発生できる。例えば、ＬＴ
Ｅネットワークに接続された端末が音声サービスまたは文字サービスの発生時、循環スイ
ッチ（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈ）ネットワーク使用のためにＵＭＴＳネットワーク
に接続することができる。このような状況で、端末がＬＴＥネットワークのセルに対する
情報のみで移動性履歴情報を構成すると、端末がＬＴＥでない異なるＲＡＴに接続中に収
集されることができるセルの移動性履歴エントリが含まれないため、端末が送信した移動
性履歴情報を介してネットワークが推定することができる端末の移動性状態の精密度が低
下されることができる。もし、ネットワークが複数のＲＡＴに基づくセルから取得された
移動性情報から端末の移動性を推定することができる場合、端末は異なるＲＡＴに接続し
た場合にも該当ＲＡＴのセルに対する情報で移動性履歴情報を構成し、これを以後報告す
ることが、ネットワークが端末の移動性をより精密に推定することができるようにする。
【０２３７】
　２．ＲＲＣアイドル状態で移動性情報を生成
【０２３８】
　端末は、ＲＲＣアイドル状態で移動性情報を生成することができる。この場合、端末が
ＲＲＣ接続状態に進入する場合、生成された移動性情報を廃棄せずに維持し、または廃棄
することができる。
【０２３９】
　端末がＲＲＣアイドル状態で特定セルと関連した移動性情報を生成することは、移動性
情報取得が許容される場合に限定されることができる。
【０２４０】
　端末は、移動によって移動性履歴情報を収集することができる。移動性履歴情報を収集
することは、前述したような関連したセルに対する移動性情報取得（または、移動性履歴
情報の収集）が許容された場合に実行されることができる。移動性履歴情報の収集対象は
、移動による新しいサービングセルまたは移動による以前サービングセルである。
【０２４１】
　端末は、成功的に移動を実行し、以前サービングセルに対する移動性履歴情報を収集す
ることができる。より詳しくは、ＲＲＣアイドル状態で新しいセルにセル再選択を実行し
た場合、端末は、以前サービングセルに対する移動性履歴情報を取得することができる。
【０２４２】
　端末は、成功的に移動を実行し、新しいサービングセルに対する移動性履歴情報を収集
することができる。より詳しくは、ＲＲＣアイドル状態で新しいセルにセル再選択を実行
した場合、端末は、新しいサービングセルに対する移動性履歴情報を取得することができ
る。
【０２４３】
　追加的に、端末は、移動性履歴情報を収集するにあたって、収集対象セルのＲＡＴを考
慮し、これに基づいて移動性履歴情報の収集可否を決定することができる。これは前述し
たＲＲＣ接続またはＲＲＣアイドル状態で移動性情報を生成する場合の説明と同じであり
、これに対する詳細な説明は省略する。
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【０２４４】
　Ｓ１２１０ステップのように、移動性情報を生成するにあたって、端末が持続的に移動
することによって移動性履歴エントリは持続的に累積されることができ、これは移動性情
報の大きさを益々増加させることができる。したがって、端末が移動性情報を管理するこ
とができるようにする方法が必要である。
【０２４５】
　端末は、格納する移動性履歴情報の量に基づいて移動性情報を管理することができる。
即ち、端末は、最大Ｎ個のサービングセルに対する移動性履歴エントリを収集し、これを
移動性情報に含ませることができる。移動性履歴情報に含まれることができる移動性履歴
エントリの最大個数Ｎは、ネットワークにより設定され、または端末に予め設定された値
である。
【０２４６】
　端末が既にＮ個のサービングセルに対する移動性履歴情報を移動性情報に格納している
状態で、端末が新しいセルに移動した場合、端末は、最古の移動性履歴エントリを新しく
収集された移動性履歴エントリに交替させることができる。
【０２４７】
　または、端末は、新しいエントリを追加することができるほどの格納空間が備えられる
時まで新しい移動性履歴エントリを格納することを中断することができる。即ち、移動性
履歴情報の廃棄条件によって特定エントリが廃棄されると、新しいエントリが追加される
ことができる空間が備えられることができ、端末は、このような状況で新しいエントリを
追加させることが許容されることができる。この場合、移動性履歴エントリ収集のための
空間の存在可否は、端末が移動性履歴エントリ収集が許容されるかどうかを決定するにあ
たって一つの条件として作用することができる。
【０２４８】
　端末は、移動性履歴エントリ保存の最大時間に基づいて移動性情報を管理することがで
きる。即ち、端末は、特定セルに対する特定移動性履歴エントリを移動性情報に格納させ
ることができる最大時間によって管理できる。収集された時間から最大時間を超過して格
納されていたエントリは廃棄されることができる。このように移動性履歴エントリ保存の
最大時間は、移動性履歴エントリを廃棄するための条件として使われることができる。
【０２４９】
　一方、端末は、移動性履歴エントリの最大個数及び移動性履歴エントリの保存時間に基
づいて移動性情報を管理することもできる。
【０２５０】
　また、図１２を参照すると、端末は、生成された移動性情報をネットワークに報告する
（Ｓ１２２０）。
【０２５１】
　端末は、ＲＲＣ接続状態でネットワークに移動性情報を報告することができる。端末は
、特定サービングセルに移動性情報を報告するにあたって、移動性情報の報告許容可否を
考慮することができる。即ち、サービングセルに移動性情報を報告することが許容される
場合、移動性情報を報告することができる。
【０２５２】
　移動性情報報告の許容可否を判断するにあたって、サービングセルから許容可否に対す
る特定シグナリングを取得することができない場合、端末は、報告が許容されたと判断す
ることができる。即ち、サービングセルから移動性情報の報告が許容されないという特定
シグナリングを受信しない限り、端末は、移動性情報の報告が許容されたと判断すること
ができる。
【０２５３】
　または、サービングセルから許容可否に対する特定シグナリングを取得することができ
ない場合、端末は、報告が許容されなかったと判断することができる。即ち、サービング
セルから移動性情報の報告が許容されたことを許容する特定シグナリングを受信した場合
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に限り、端末は、移動性情報の報告が許容されたと判断することができる。
【０２５４】
　端末の移動性情報報告は、端末とネットワークとの間のＲＲＣ接続確立／再確立／再設
定（ハンドオーバ）手順と関連して実行されることができる。端末は、移動性情報をＲＲ
Ｃ接続確立／再確立／再設定手順中に報告し、または該当手順完了後にネットワークの要
求に対する応答として報告することができる。
【０２５５】
　移動性情報を報告するにあたって、端末は、報告する移動性情報があることを指示する
移動性情報の可用指示子をネットワークに指示することができる。移動性情報の可用指示
子を受信すると、ネットワークは、移動性情報を報告することを端末に要求することがで
きる。端末は、要求に対する応答として移動性情報をネットワークに報告することができ
る。移動性情報の可用指示子は、ＲＲＣ接続完了メッセージ、ＲＲＣ接続再確立完了メッ
セージまたはＲＲＣ接続再設定完了メッセージに含まれてネットワークに送信されること
ができる。以後、端末は、ネットワークの移動性情報報告要求に対する応答として移動性
情報をネットワークに送信することができる。
【０２５６】
　移動性情報を報告するにあたって、端末は、移動性情報の可用指示子の送信なく移動性
情報をネットワークに送信することができる。移動性情報は、移動性履歴情報を含むため
、これを解釈する能力がないネットワーク（例えば、レガシーネットワーク）は、これを
廃棄することができ、解釈する能力があるネットワークは、移動性履歴情報を理解するこ
とができる。移動性情報は、ＲＲＣ接続完了メッセージ、ＲＲＣ接続再確立完了メッセー
ジまたはＲＲＣ接続再設定完了メッセージに含まれてネットワークに送信されることがで
きる。
【０２５７】
　前述した移動性情報の可用指示子と関連した報告技法は、移動性履歴情報の報告に有用
に適用されることができる。移動性情報において、移動性状態情報に比べて移動性履歴情
報が大きいため、ＲＲＣ接続確立／再確立／再設定手順中に送信されることが問題になる
ことがある。したがって、移動性状態情報及び移動性履歴情報の可用指示子は、ＲＲＣ接
続確立／再確立／再設定手順中に送信され、以後ネットワークの要求に対する応答として
移動性履歴情報を送信する方式が具現されることもできる。このとき、移動性履歴情報の
可用指示子は、報告する移動性履歴情報があることを指示することができる。
【０２５８】
　移動性情報を報告する端末は、成功的に報告された移動性情報を処理することができ、
これは下記のように実行されることができる。
【０２５９】
　１）報告された移動性情報廃棄：端末は、移動性情報を報告した場合、移動性情報を廃
棄することができる。
【０２６０】
　２）報告された移動性情報保存：端末は、移動性情報を報告しても、移動性情報を廃棄
せずにこれを保存することができる。即ち、移動性情報の廃棄条件が満たすまで、端末は
、移動性情報を保存することができる。報告にもかかわらず、移動性情報を保存すること
は、端末が短い時間の間ＲＲＣ接続状態にあった後、再びＲＲＣアイドル状態に進入する
場合、移動性情報が損失されることを防止することができるという長所を有する。
【０２６１】
　一方、端末が移動性情報を保存しながら、移動中にＲＬＦが発生した場合、移動性情報
の処理に対する方法が提案される必要がある。この場合、ＲＬＦ発生時、端末は、格納さ
れた移動性情報を廃棄することができる。移動性情報を廃棄することは、ＲＲＣ接続再確
立手順を開始した時点に実行されることができる。ＲＬＦ発生後、端末が特定セルと成功
的にＲＲＣ再確立手順を実行した場合、端末は、該当セルと関連した移動性情報を生成し
ない。結果的に、端末は、ＲＬＦ回復のためのＲＲＣ接続再確立以後にも報告する有効な
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移動性情報がないため、移動性情報を報告しない。
【０２６２】
　それに対し、端末は、ＲＬＦ発生時にも移動性情報を維持させることができる。ＲＬＦ
回復のためのＲＲＣ接続再確立手順が開始された場合、端末は、格納された移動性情報を
維持させる。端末は、移動性情報の廃棄条件が満たす時まで移動性情報を維持させること
ができる。ＲＬＦ発生後、端末が特定セルと成功的にＲＲＣ再確立手順を実行した場合、
端末は、該当セルと関連した移動性情報を生成しない。
【０２６３】
　本発明の実施例によると、端末は、移動実行と関連した情報を収集し、ネットワークに
報告する。端末が必要によって移動性情報をネットワークに報告することで、ネットワー
クは、端末の移動と関連した状態をより効率的に推定することができる。これに基づき、
ネットワークは、端末の運営と関連した設定を提供することができ、それによって、端末
により向上したサービスを提供することができる。また、ネットワークリソースがより効
率的に使われることができる。
【０２６４】
　図１３は、本発明の実施例が具現される無線装置を示すブロック図である。この装置は
、本発明の実施例による移動性情報の報告方法を実行する端末及び／またはネットワーク
を具現することができる。
【０２６５】
　無線装置１３００は、プロセッサ１３１０、メモリ１３２０及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）１３３０を含む。
【０２６６】
　プロセッサ１３１０は、図面を参照して詳述した本発明の実施例を具現するように設定
されることができる。プロセッサ１３１０は、移動性情報を取得し、これをネットワーク
に報告するように設定されることができる。プロセッサ１３１０は、移動を実行し、特定
サービングセルと関連した移動性履歴情報を収集するように設定されることができる。プ
ロセッサ１３１０は、移動性グループ状態によって移動性状態情報を生成し、これをネッ
トワークに報告するように設定されることができる。
【０２６７】
　ＲＦ部１３３０は、プロセッサ１３１０と連結されて無線信号を送信及び受信する。
【０２６８】
　前記プロセッサ１３１０及び前記ＲＦ部１３３０は、少なくとも一つ以上の通信規格に
よって無線信号を送受信することができるように具現されることができる。前記ＲＦ部１
３３０は、無線信号を送信及び受信することができる少なくとも一つ以上の送受信機を含
むことができる。
【０２６９】
　プロセッサは、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　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、格
納媒体及び／または他の格納装置を含むことができる。ＲＦ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。実施例がソフトウェアで具現される時、前述
した技法は、前述した機能を遂行するモジュール（過程、機能など）で具現されることが
できる。モジュールは、メモリに格納され、プロセッサにより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、よく知られた多様な手段でプロセッサと
連結されることができる。
【０２７０】
　前述した例示的なシステムにおいて、方法は、一連のステップまたはブロックで流れ図
に基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あ
るステップは、前述と異なるステップと、異なる順序にまたは同時に発生できる。また、
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当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、または
流れ図の一つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であ
ることを理解することができる。

【図１】 【図２】

【図３】
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