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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置と通信するように構成されたソース進化型ノードＢ（ｅＮＢ）により、複数
周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストを受信し、この複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）
リストは、ターゲットｅＮＢがシステム情報ブロック（ＳＩＢ）においてダウンリンク（
ＤＬ）周波数帯域をブロードキャストするのと同じプライオリティ順にリストされた少な
くとも１つの周波数帯域を含むものであり；
　前記ソースｅＮＢによって使用するための少なくとも１つの周波数帯域の１つを選択し
；
　ユーザ装置によりサポートされる最も高いプライオリティをもつ前記少なくとも１つの
周波数帯域の前記選択された１つに属するダウンリンク（ＤＬ）進化型ユニバーサル地上
無線アクセス絶対的高周波チャンネル数（ＥＡＲＦＣＮ）を使用してセキュリティキー（
ＫｅＮＢ＊）を計算し；及び
　前記計算されたセキュリティキーを前記ターゲットｅＮＢへシグナリングする；
ことを含む方法。
【請求項２】
　前記選択することは、ユーザ装置によりサポートされる最も高いプライオリティをもつ
前記少なくとも１つの周波数帯域の１つを選択することを更に含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
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　前記少なくとも１つの周波数帯域は、前記ターゲットｅＮＢの物理的周波数へマップさ
れるダウンリンク（ＤＬ）進化型ユニバーサル地上無線アクセス（ＥＵＴＲＡ）絶対的高
周波チャンネル数（ＥＡＲＦＣＮ）を有する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信することは、Ｘ２設定又は修正或いはＸ２設定応答の間に複数周波数帯域指示
子（ＭＦＢＩ）リストを受信することを含む、請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記シグナリングすることは、前記計算されたセキュリティキーと、前記少なくとも１
つの周波数帯域の前記選択された１つに属するＤＬ　ＥＡＲＦＣＮとを、Ｘ２ハンドオー
バー中にターゲットｅＮＢへシグナリングすることを更に含む、請求項１から４のいずれ
かに記載の方法。
【請求項６】
　前記計算することは、ターゲットｅＮＢのもとで別の各セルによりサポートされる全て
の考えられるＤＬ　ＥＡＲＦＣＮに対して１つ以上のセキュリティキー（ＫｅＮＢ＊）を
計算することを更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記シグナリングすることは、無線リソースコントロール（ＲＲＣ）コンテクスト又は
Ｘ２レイヤにおける新たな情報エレメントを経て、前記選択されたＥＡＲＦＣＮと、別の
セルごとに計算された１つ以上のセキュリティキー（ＫｅＮＢ＊）のリストとを、ターゲ
ットｅＮＢに転送することを更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも１つのプロセッサ、及び
　コンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つのメモリ、
を備えた装置において、少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、
少なくとも１つのプロセッサとで、装置が、少なくとも、
　複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストを受信し、複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ
）リストは、ターゲット進化型ノードＢ（ｅＮＢ）がシステム情報ブロック（ＳＩＢ）に
おいてＤＬ周波数帯域をブロードキャストするのと同じプライオリティ順にリストされた
少なくとも１つの周波数帯域を含むものであり；
　装置により使用するための少なくとも１つの周波数帯域の１つを選択し；
　ユーザ装置によりサポートされる最も高いプライオリティをもつ前記少なくとも１つの
周波数帯域の前記選択された１つに属するダウンリンク（ＤＬ）進化型ユニバーサル地上
無線アクセス絶対的高周波チャンネル数（ＥＡＲＦＣＮ）を使用してセキュリティキー（
ＫｅＮＢ＊）を計算し；及び
　前記計算されたセキュリティキーを前記ターゲットｅＮＢへシグナリングする；
ようにさせるよう構成された、装置。
【請求項９】
　前記装置は、ソース進化型ノードＢ（ｅＮＢ）を備えている、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも１つの
プロセッサとで、装置が、少なくとも、ユーザ装置によりサポートされる最も高いプライ
オリティをもつ前記少なくとも１つの周波数帯域の１つを選択する、ようにさせるよう更
に構成された請求項８又は９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの周波数帯域は、前記ターゲットｅＮＢの物理的周波数へマップさ
れるダウンリンク（ＤＬ）進化型ユニバーサル地上無線アクセス絶対的高周波チャンネル
数（ＥＡＲＦＣＮ）を有する、請求項８から１０のいずれかに記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも１つの
プロセッサとで、装置が、少なくとも、Ｘ２設定又は修正或いはＸ２設定応答の間に複数
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周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストを受信する、ようにさせるよう更に構成された請求
項８から１１のいずれか１つに記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも１つの
プロセッサとで、装置が、少なくとも、前記計算されたセキュリティキーと、前記少なく
とも１つの周波数帯域の前記選択された１つに属するＤＬ　ＥＡＲＦＣＮとを、Ｘ２ハン
ドオーバー中にターゲットｅＮＢへシグナリングする、ようにさせるよう更に構成された
請求項８から１１のいずれか１つに記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも１つの
プロセッサとで、装置が、少なくとも、ターゲットｅＮＢのもとで別の各セルによりサポ
ートされる全ての考えられるダウンリンク（ＤＬ）進化型ユニバーサル地上無線アクセス
絶対的高周波チャンネル数（ＥＡＲＦＣＮ）に対して１つ以上のセキュリティキー（Ｋｅ
ＮＢ＊）を計算する、ようにさせるよう更に構成された請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも１つの
プロセッサとで、装置が、少なくとも、無線リソースコントロール（ＲＲＣ）コンテクス
ト又はＸ２レイヤにおける新たな情報エレメントを経て、前記選択されたＥＡＲＦＣＮと
、別のセルごとに計算された１つ以上のセキュリティキー（ＫｅＮＢ＊）のリストとを、
前記ターゲットｅＮＢに転送する、ようにさせるよう更に構成された請求項１４に記載の
装置。
【請求項１６】
　非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体で実施されるコンピュータプログラムにお
いて、このコンピュータプログラムは、
　ユーザ装置と通信するよう構成されたソース進化型ノードＢ（ｅＮＢ）により、複数周
波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストを受信し、この複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リ
ストは、ターゲットｅＮＢがシステム情報ブロック（ＳＩＢ）においてＤＬ周波数帯域を
ブロードキャストするのと同じプライオリティ順にリストされた少なくとも１つの周波数
帯域を含むものであり；
　前記ソースｅＮＢによって使用するための少なくとも１つの周波数帯域の１つを選択し
；
　ユーザ装置によりサポートされる最も高いプライオリティをもつ前記少なくとも１つの
周波数帯域の前記選択された１つに属するダウンリンク（ＤＬ）進化型ユニバーサル地上
無線アクセス絶対的高周波チャンネル数（ＥＡＲＦＣＮ）を使用してセキュリティキー（
ＫｅＮＢ＊）を計算し；及び
　前記計算されたセキュリティキーを前記ターゲットｅＮＢへシグナリングする；
ことを含むプロセスを遂行するようにプロセッサをコントロールするよう構成された、コ
ンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照：本出願は、２０１３年４月５日に出願された米国プロビジョナル
特許出願第６１／８０８，７３０号の優先権を主張する。この以前に出願された特許出願
の内容は、参考としてここにそのまま援用される。
【０００２】
　本発明は、一般的に、ワイヤレス通信ネットワーク、例えば、ユニバーサル移動テレコ
ミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）
、長期進化（ＬＴＥ）、及び進化型ＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）に関する。
【背景技術】
【０００３】
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　ユニバーサル移動テレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）地上無線アクセスネ
ットワーク（ＵＴＲＡＮ）とは、ベースステーション又はノードＢ、及び無線ネットワー
クコントローラ（ＲＮＣ）を含む通信ネットワークを指す。ＵＴＲＡＮは、ユーザ装置（
ＵＥ）とコアネットワークとの間の接続を許す。ＲＮＣは、１つ以上のノードＢのための
コントロール機能を果たす。ＲＮＣ及びそれに対応するノードＢは、無線ネットワークサ
ブシステム（ＲＮＳ）と称される。
【０００４】
　長期進化（ＬＴＥ）とは、改善された効率及びサービス、低いコスト、及び新規スペク
トル機会の使用を通してのＵＭＴＳの改善を指す。特に、ＬＴＥは、少なくとも５０メガ
ビット／秒（Ｍｂｐｓ）のアップリンクピークレート及び少なくとも１００Ｍｂｐｓのダ
ウンリンクピークレートを規定する第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）
規格である。ＬＴＥは、２０ＭＨｚから１．４ＭＨｚまでの拡張可能なキャリア帯域巾を
サポートすると共に、周波数分割デュープレックス（ＦＤＤ）及び時分割デュープレック
ス（ＴＤＤ）の両方をサポートする。
【０００５】
　上述したように、ＬＴＥは、通信ネットワークのスペクトル効率を改善し、キャリアが
所与の帯域巾にわたってより多くのデータ及び音声サービスを提供できるようにする。そ
れ故、ＬＴＥは、大容量の音声サポートに加えて、高速データ及びメディア搬送の将来の
ニーズを満足するように設計される。ＬＴＥの効果は、高いスループット、低いレイテン
シー、同じプラットホームにおけるＦＤＤ及びＴＤＤサポート、改善されたエンドユーザ
経験、及び低い運転コストを生じる簡単なアーキテクチャーを含む。更に、ＬＴＥは、Ｉ
Ｐｖ４及びＩＰｖ６の両方をサポートする全インターネットプロトコル（ＩＰ）ベースの
ネットワークである。
【発明の概要】
【０００６】
　１つの実施形態は、ユーザ装置と通信するように構成されたソース進化型ノードＢ（ｅ
ＮＢ）により、複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストを受信することを含む方法に向
けられる。複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストは、ターゲットセルがシステム情報
ブロック（ＳＩＢ）においてダウンリンク（ＤＬ）周波数帯域をブロードキャストするの
と同じプライオリティ順にリストされた少なくとも１つの周波数帯域数を含む。この方法
は、更に、ソースｅＮＢによって使用するための少なくとも１つの周波数帯域数の１つを
選択し；ユーザ装置によりサポートされる最も高いプライオリティをもつ少なくとも１つ
の周波数帯域数の前記選択された１つに属するダウンリンク（ＤＬ）進化型ユニバーサル
地上無線アクセス絶対的高周波チャンネル数（ＥＡＲＦＣＮ）を使用してセキュリティキ
ー（ＫｅＮＢ＊）を計算し；及びその計算されたセキュリティキーをターゲットｅＮＢへ
シグナリングすることを含む。
【０００７】
　別の実施形態は、少なくとも１つのプロセッサ、及びコンピュータプログラムコードを
含む少なくとも１つのメモリを備えた装置に関する。少なくとも１つのメモリ及びコンピ
ュータプログラムコードは、少なくとも１つのプロセッサとで、装置が、少なくとも、複
数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストを受信するように構成される。複数周波数帯域指
示子（ＭＦＢＩ）リストは、ターゲットｅＮＢがシステム情報ブロック（ＳＩＢ）におい
てＤＬ周波数帯域をブロードキャストするのと同じプライオリティ順にリストされた少な
くとも１つの周波数帯域数を含む。少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラム
コードは、少なくとも１つのプロセッサとで、装置が、少なくとも、装置によって使用す
るための少なくとも１つの周波数帯域数の１つを選択し；ユーザ装置によりサポートされ
る最も高いプライオリティをもつ少なくとも１つの周波数帯域数の前記選択された１つに
属するダウンリンク（ＤＬ）進化型ユニバーサル地上無線アクセス絶対的高周波チャンネ
ル数（ＥＡＲＦＣＮ）を使用してセキュリティキー（ＫｅＮＢ＊）を計算し；及びその計
算されたセキュリティキーをターゲットｅＮＢへシグナリングする；ようにさせるよう構
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成される。
【０００８】
　別の実施形態は、コンピュータ読み取り可能な媒体において実施されるコンピュータプ
ログラムに向けられる。このコンピュータプログラムは、プロセッサをランさせるとき、
プロセッサが、複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストを受信することを含むプロセス
を遂行するようにさせるよう構成される。複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストは、
ターゲットｅＮＢがシステム情報ブロック（ＳＩＢ）においてダウンリンク（ＤＬ）周波
数帯域をブロードキャストするのと同じプライオリティ順にリストされた少なくとも１つ
の周波数帯域数を含む。前記プロセスは、更に、ソースｅＮＢによって使用するための少
なくとも１つの周波数帯域数の１つを選択し；ユーザ装置によりサポートされる最も高い
プライオリティをもつ少なくとも１つの周波数帯域数の前記選択された１つに属するダウ
ンリンク（ＤＬ）進化型ユニバーサル地上無線アクセス絶対的高周波チャンネル数（ＥＡ
ＲＦＣＮ）を使用してセキュリティキー（ＫｅＮＢ＊）を計算し；及びその計算されたセ
キュリティキーをターゲットｅＮＢへシグナリングすることを含む。
【０００９】
　別の実施形態は、例えば、ユーザ装置と通信するように構成されたソース進化型ノード
Ｂ（ｅＮＢ）により、複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストを受信するための手段を
備えた装置に向けられる。複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）リストは、ターゲットｅＮ
Ｂがシステム情報ブロック（ＳＩＢ）においてダウンリンク（ＤＬ）周波数帯域をブロー
ドキャストするのと同じプライオリティ順にリストされた少なくとも１つの周波数帯域数
を含む。この装置は、更に、ソースｅＮＢによって使用するための少なくとも１つの周波
数帯域数の１つを選択するための手段；ユーザ装置によりサポートされる最も高いプライ
オリティをもつ少なくとも１つの周波数帯域数の前記選択された１つに属するダウンリン
ク（ＤＬ）進化型ユニバーサル地上無線アクセス絶対的高周波チャンネル数（ＥＡＲＦＣ
Ｎ）を使用してセキュリティキー（ＫｅＮＢ＊）を計算するための手段；及びその計算さ
れたセキュリティキーをターゲットｅＮＢへシグナリングするための手段；も備えている
。
【００１０】
　本発明を適切に理解するために、添付図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一実施形態による装置を示す。
【図２】一実施形態による方法のフローチャートである。
【図３】別の実施形態による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　添付図面に示して一般的に説明する本発明のコンポーネントは、種々の広範囲の異なる
構成で配置及び設計できることが容易に理解されよう。従って、添付図面に示された、例
えば、複数周波数帯域指示をサポートするセルにおいてセキュリティを取り扱うシステム
、方法、装置及びコンピュータプログラム製品の実施形態の以下の詳細な説明は、本発明
の範囲を限定するものではなく、本発明の選択された実施形態を単に表すものに過ぎない
。
【００１３】
　以下に述べる異なる機能は、必要に応じて、互いに異なる順序で及び／又は同時に実行
されてもよい。更に、ここに述べる機能の１つ以上は、必要に応じて、任意なものでもよ
いし、又は組み合わされてもよい。従って、以下の説明は、本発明の原理、教示及び実施
形態を単に例示するもので、本発明を限定するものではないと考えるべきである。
【００１４】
　公開の独自の特徴として、３ＧＰＰは、帯域が重畳する場合に１つのセルが複数数の帯
域に属することを指示できるようなシグナリングを規定した。本発明のある実施形態は、
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複数周波数帯域指示をサポートするセル間のハンドオーバー中にセキュリティを得る解決
策を提供する。
【００１５】
　ｅＮＢ及びＵＥにおけるセキュリティキー（ＫｅＮＢ）は、複数の入力で発生され、ダ
ウンリンク（ＤＬ）周波数帯域数（即ち、ＥＵＴＲＡ絶対高周波チャンネル数（ＷＡＲＦ
ＣＮ））は、入力の１つである。ＫｅＮＢ＊（即ち、ＫｅＮＢから導出されるキー）は、
ターゲットセルに対してソースｅＮＢによって計算され、そしてＸ２ハンドオーバー（Ｈ
Ｏ）中にターゲットｅＮＢへフォワーディングされる。Ｓ１ハンドオーバーについては、
ターゲットｅＮＢは、移動管理エンティティ（ＭＭＥ）から受け取ったフレッシュ｛次の
ホップ（ＮＨ）、ＮＨチェーンカウンタ（ＮＣＣ）｝対からＫｅＮＢ＊をローカルで計算
する（例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．４０１、第７．２．８．４．３項を参照）。それ
故、Ｓ１ハンドオーバーでは、ＫｅＮＢ＊の計算と、ターゲットｅＮＢに使用される周波
数帯域に関するソースｅＮＢを知ることとの間に依存性はない。
【００１６】
　又、意図されたハンドオーバーが成功しなかった場合にターゲットｅＮＢの別のセルの
１つへの再確立をＵＥが行わねばならない場合に、ターゲットｅＮＢの他の（別の）セル
のＫｅＮＢ＊がソースｅＮＢにより計算される。各別のセルのＫｅＮＢ＊は、Ｘ２及びＳ
１の両ハンドオーバーに対してソースｅＮＢによって計算される。しかしながら、Ｓ１ハ
ンドオーバーについては、添付資料ＴＳ　３３．４０１のＡ５に述べられたように、フォ
ワードセキュリティ目的のためにＭＭＥから受け取ったフレッシュ｛ＮＨ、ＮＣＣ｝対に
基づいて、ターゲットｅＮＢは、ソースｅＮＢから受け取った複数のＫｅＮＢ＊を破棄し
、そしてＫｅＮＢ＊を導出する（例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．４０１、第７．４．３
を参照）。
【００１７】
　現在の手順によれば、ターゲットｅＮＢは、ターゲットセル及びＵＥの両方がサポート
する帯域のいずれかを選択することができる。これは、ターゲットｅＮＢによりどの帯域
が選択されたかソースｅＮＢが知らないので、Ｘ２ハンドオーバーに対してキー不一致の
問題を招き得る。又、再確立の場合には、ターゲットｅＮＢは、ＫｅＮＢ＊を計算するた
めの全ての必要な入力（例えば、ソースｅＮＢに現在使用しているＫｅＮＢ）を有してい
ないので、別のセルに対してＫｅＮＢ＊を計算することができない。これも、ターゲット
ｅＮＢの別のセルの１つへ再確立するときにＵＥが使用する同じ帯域をソースｅＮＢが使
用しない場合には、Ｘ２ハンドオーバーに対してキー不一致の問題を招き得る。
【００１８】
　ある実施形態によれば、ターゲットｅＮＢが複数周波数帯域をサポートすることをソー
スｅＮＢが知っていると仮定すれば、ソースｅＮＢは、ターゲットセル及びＵＥの両方が
サポートする複数帯域と重畳する特定の周波数帯域をターゲットｅＮＢが選択するための
支援を与える。
【００１９】
　一実施形態では、ターゲットセルにどの帯域が使用されるかソースｅＮＢが判断し、そ
してＸ２　ＨＯ中にターゲットｅＮＢに通知する。ソースｅＮＢは、ハンドオーバーター
ゲットセル、並びに再確立のための各別のセルに対して、帯域プライオリティ順に従って
、セキュリティキー（ＫｅＮＢ＊）を計算する。ソースｅＮＢは、セキュリティキー（Ｋ
ｅＮＢ＊）計算に使用され、そしてターゲットｅＮＢに通知し、ターゲットｅＮＢは、次
いで、ＵＥに通知する。ハンドオーバーの場合に、ｅＮＢ及びＵＥは、両方とも、移動コ
ントロール情報からのものではなく、ターゲットセルのシグナリングのレガシー部分にお
けるＥＡＲＦＣＮを使用して、セキュリティキーＫｅＮＢ＊を計算する。再確立の場合に
、ソースｅＮＢは、ターゲットｅＮＢのもとで各別のセルによりサポートされる全ての考
えられるＤＬ　ＥＡＲＦＣＮに対して計算されたＫｅＮＢ＊を与える。ソースｅＮＢは、
ソースｅＮＢで現在使用中のＫｅＮＢをターゲットｅＮＢに与える。これは、ターゲット
ｅＮＢが、ターゲットセルで使用すべき帯域を選択し、そして受信したＫｅＮＢから関連
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ＫｅＮＢ＊を計算すると共に、再確立の場合には別のセルに対するＫｅＮＢ＊を計算する
のを許す。
【００２０】
　その結果、複数（重畳）周波数帯域指示をサポートするセル間のハンドオーバー中に、
セキュリティキーＫｅＮＢ＊関連の問題を取り扱うターゲット及びソースｅＮＢの振舞い
は、決定論的であり、即ち、実施形態では、複数周波数帯域指示をサポートするターゲッ
ト及びソースｅＮＢの両方が、どの特定周波数をＵＥがハンドオーバーしなければならな
いかをどのように厳密に知るかが与えられる。特に、ソースｅＮＢは、ハンドオーバーに
対してどの周波数帯域を選択すべきか決定するための情報をターゲットｅＮＢに与え、そ
してその選択された周波数帯域情報を使用して、関連セキュリティキーＫｅＮＢ＊を計算
すると共に、再確立の場合には別のセルに対するＫｅＮＢ＊を計算する。
【００２１】
　ある実施形態によれば、以上のことを具現化するために複数の別の態様又はオプション
が考えられる。ソースｅＮＢは、ターゲットセルが複数の周波数帯域を放送できることを
知っていると仮定する。加えて、本発明の実施形態は、Ｘ２ハンドオーバーに適用され、
それ故、以下の説明は、Ｘ２ハンドオーバーに向けられる。
【００２２】
　ある実施形態では、ソースｅＮＢは、ターゲットセルにどの帯域を使用するか決定しそ
してＸ２　ＨＯ中にターゲットｅＮＢに通知するように構成される。次いで、ターゲット
ｅＮＢは、ソースｅＮＢによってなされた判断に従うだけである。再確立では、ソースｅ
ＮＢは、ターゲットｅＮＢのもとで各別のセルによりサポートされる全ての考えられるＤ
Ｌ　ＥＡＲＦＣＮに対して計算された１つ以上のＫｅＮＢ＊を与える。この実施形態では
、ソースｅＮＢにより決定されたＤＬ　ＥＡＲＦＣＮをターゲットｅＮＢに転送するため
にＲＲＣコンテクスト又はＸ２レイヤに新規な情報エレメントが要求され、そして別のセ
ルの各々について計算されたＫｅＮＢ＊のリストが要求される。
【００２３】
　第２の実施形態では、隣接ｅＮＢは、例えば、Ｘ２設定又は修正或いはＸ２設定応答中
に、セルごとに複数周波数帯域指示子（ＭＦＢＩ）情報を交換することができる。ＭＦＢ
Ｉリストにおける帯域は、関連セルのシステム情報ブロック（ＳＩＢ）にそれらがあるの
と同じプライオリティ順序である。従って、ＵＥは、それがセルにアクセスするときにこ
の順序を考慮する。ＳＩＢ１シグナリングのレガシー部分における帯域は、ＵＥに対する
プライオリティの一部分ではない。しかしながら、このケースでは、レガシー部分におけ
る帯域は、最も高いプライオリティでなければならない。それ故、この実施形態では、タ
ーゲットｅＮＢが、常に、プライオリティが最も高く且つＵＥによりサポートされる帯域
を選択しなければならないようにルールが実施される。又、この実施形態によれば、ソー
スｅＮＢは、ＳＩＢ１シグナリングのレガシー部分における帯域を含めて、ＵＥによって
サポートされる最も高いプライオリティの帯域のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮを使用してＫｅＮＢ
＊を計算する。この実施形態は、ハンドオーバーターゲットセルのＫｅＮＢ＊及び再確立
に対する各別のセルのＫｅＮＢ＊を計算するためにソースｅＮＢにより使用される。
【００２４】
　この第２の実施形態の効果は、（ターゲットノードが、ソースノードにより使用される
キーを知らなくてよい場合に）「バックワードキー分離」の原理との対立がなく、且つＸ
２、Ｓ１又はＲＲＣメッセージに追加されるべき付加的な情報エレメント（ＩＥ）が要求
されないことである。この実施形態を具現化するために、３ＧＰＰ技術仕様の将来の態様
が変更されることが予想される。例えば、その仕様は、ターゲットセルがＭＦＢＩを使用
する場合においてＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ選択を記述するために変更されることがある。又、
その仕様は、例えば、ＭＦＢＩがターゲットセルに使用されるときに、ソースｅＮＢが、
ＵＥによりサポートされる場合にＸ２メッセージを経てターゲットセルからのＥＵＴＲＡ
－モード情報に含まれたＦＤＤ（周波数分割デュープレックス）情報（ＦＤＤシステムの
ための）のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ又はＴＤＤ（時分割デュープレックス）情報（ＴＤＤシス
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テムのための）のＥＡＲＦＣＮにより指定されたターゲットセルにおいてＳＩＢ１シグナ
リングのレガシー部分の帯域のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮを使用してＫｅＮＢ＊を計算できると
いう説明を含むように更新されてもよい。さもなければ、ソースｅＮＢは、ＵＥがサポー
トするターゲットセルのＭｕｌｔｉｂａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔにおいて最高プライオリテ
ィをもつ帯域のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮを使用してＫｅＮＢ＊を計算することができる。又、
ターゲットｅＮＢは、同様に、ターゲットセルのＤＬ　ＥＡＲＦＣＮを選択してもよい。
【００２５】
　第３の実施形態では、ソースｅＮＢは、ＫｅＮＢ＊計算のための周波数を決定し、そし
てターゲットｅＮＢに通知し、次いで、ターゲットｅＮＢがＵＥに通知するように構成さ
れる。ＫｅＮＢ＊計算のための周波数は、ＨＯのためのＥＡＲＦＣＮに加えて与えられる
。この実施形態では、ソースｅＮＢによって選択されたＤＬ　ＥＡＲＦＣＮをターゲット
ｅＮＢに転送するためにＲＲＣコンテナ又はＸ２レイヤにおいて新たな情報エレメントが
要求される。更に、この実施形態では、ハンドオーバーのためのＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージが、既に定義されたＨＯターゲットのた
めのＤＬ　ＥＡＲＦＣＮに加えてＫｅＮＢ＊計算のための別のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮを含む
ように変更される。再確立については、ソースｅＮＢは、ターゲットｅＮＢのもとで各別
のセルによりサポートされる全ての考えられるＤＬ　ＥＡＲＦＣＮに対して計算されたＫ
ｅＮＢ＊のリストを与える。
【００２６】
　第４の実施形態では、ハンドオーバーについて、ｅＮＢ及びＵＥの両方が、移動コント
ロール情報からのものではなくターゲットセルのシグナリングのレガシー部分におけるＥ
ＡＲＦＣＮを使用してＫｅＮＢ＊を計算する。この実施形態によれば、レガシーＳＩＢ１
シグナリングにおける帯域のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮを指示するためのハンドオーバーに対す
るＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージの新たな情報
エレメントが、ＳＩＢ１のレガシー部分においてシグナリングされる帯域をサポートしな
いＵＥに対して必要とされる。再確立については、ソースｅＮＢは、ターゲットｅＮＢの
もとで各別のセルによりサポートされる全ての考えられるＤＬ　ＥＡＲＦＣＮに対して計
算されたＫｅＮＢ＊のリストを与える。
【００２７】
　第５の実施形態では、ソースｅＮＢは、ソースｅＮＢに現在使用されているＫｅＮＢを
ターゲットｅＮＢに与えるように構成される。この実施形態では、ターゲットｅＮＢが、
ターゲットセルに使用される帯域を選択し、且つその関連ＫｅＮＢ＊を計算すると共に、
再確立の場合に別のセルに対してＫｅＮＢ＊を計算することが許される。この実施形態に
よれば、ソースｅＮＢに使用するＫｅＮＢをターゲットｅＮＢへ転送するためにＲＲＣコ
ンテクスト又はＸ２レイヤには新たな情報エレメントが要求される。
【００２８】
　図１は、一実施形態による装置１０の一例を示す。ある実施形態では、装置１０は、例
えば、ｅＮＢである。当業者であれば、装置１０は、図１に示されていないコンポーネン
ト又は特徴を含むことを理解されたい。
【００２９】
　図１に示すように、装置１０は、情報を処理し且つインストラクション又はオペレーシ
ョンを実行するためのプロセッサ２２を備えている。プロセッサ２２は、汎用プロセッサ
又は特殊目的プロセッサのいずれかである。図１には単一のプロセッサ２２が示されてい
るが、他の実施形態によれば、複数のプロセッサが使用されてもよい。実際に、プロセッ
サ２２は、例えば、汎用コンピュータ、特殊目的コンピュータ、マイクロプロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャーに基
づくプロセッサを含む。
【００３０】
　装置１０は、更に、プロセッサ２２によって実行されるインストラクション及び情報を
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記憶するためにプロセッサ２２に結合されるメモリ１４も備えている。メモリ１４は、ロ
ーカルアプリケーション環境に適した任意の形式の１つ以上のメモリであり、そして適当
な揮発性又は不揮発性データストレージ技術、例えば、半導体ベースのメモリ装置、磁気
メモリ装置及びシステム、光学的メモリ装置及びシステム、固定メモリ、及び除去可能な
メモリを使用して実施される。例えば、メモリ１４は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、磁気又は光学ディスクのようなスタティックストレ
ージ、又は他の形式の非一時的マシン、或いはコンピュータ読み取り可能な媒体の任意の
組み合わせより成る。メモリ１４に記憶されたインストラクションは、プロセッサ２２に
より実行されたときに、装置１０がここに述べるタスクを実行できるようにするプログラ
ムインストラクション又はコンピュータプログラムを含む。
【００３１】
　又、装置１０は、装置１０へ及び装置１０から信号及び／又はデータを送信及び受信す
るための１つ以上のアンテナ２５も備えている。装置１０は、更に、情報を送信及び受信
するように構成されたトランシーバ２８も備えている。例えば、トランシーバ２８は、ア
ンテナ２５によって送信するためのキャリア波長に情報を変調し、そして装置１０の他の
要素によって更に処理するためにアンテナ２５を経て受信した情報を復調するように構成
される。他の実施形態では、トランシーバ２８は、信号又はデータを直接送信及び受信す
ることができる。
【００３２】
　プロセッサ２２は、装置１０のオペレーションに関連した機能を遂行し、これらの機能
は、通信リソースの管理に関連したプロセスを含めて、アンテナ利得／位相パラメータを
事前コード化し、通信メッセージを形成する個々のビットをエンコード及びデコードし、
情報をフォーマットし、そして装置１０の全体を制御することを含むが、これに限定され
ない。
【００３３】
　一実施形態では、メモリ１４は、プロセッサ２２により実行されたときに機能を与える
ソフトウェアモジュールを記憶する。これらモジュールは、例えば、装置１０のオペレー
ティングシステム機能を与えるオペレーティングシステムを含む。又、メモリは、装置１
０の付加的な機能を与えるために、アプリケーション又はプログラムのような１つ以上の
機能的モジュールも記憶する。装置１０のコンポーネントは、ハードウェアで実施されて
もよいし、又はハードウェアとソフトウェアの適当な組み合わせで実施されてもよい。
【００３４】
　上述したように、１つの実施形態によれば、装置１０は、ｅＮＢである。特に、この実
施形態では、ｅＮＢは、ソースセルを有するソースｅＮＢである。一実施形態では、装置
１０は、ターゲットセルがサポートするＥＡＲＦＣＮを受信するためにＸ２設定／再構成
の間にメモリ１４及びプロセッサ２２によって制御される。装置１０は、ＭＦＢＩをサポ
ートするターゲットセルへのＨＯを遂行することを判断するためにメモリ１４及びプロセ
ッサ２２によって更に制御される。又、装置１０は、候補ハンドオーバーターゲットセル
に対応するサービスセル情報におけるＥＵＴＲＡ－モード情報のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮをＵ
Ｅがサポートするかどうか決定するためにメモリ１４及びプロセッサ２２によって制御さ
れる。もしそうであれば、装置１０は、ＨＯのためのターゲットセル、及びＥＵＴＲＡ－
モード情報のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮでの再確立のためのセルに対してＫｅＮＢ＊を生成する
ためにメモリ１４及びプロセッサ２２によって制御される。
【００３５】
　ＵＥがサービスセル情報におけるＥＵＴＲＡ－モード情報のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮをサポ
ートしない場合には、装置１０は、候補ハンドオーバーターゲットセルに対応するサービ
スセル情報におけるＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔの第１のＦｒｅｑｕｅｎｃｙＢ
ａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒをＵＥがサポートするかどうか決定するためにメモリ１４及び
プロセッサ２２によって制御される。第１のＦｒｅｑｕｅｎｃｙＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔ
ｏｒをＵＥがサポートする場合には、装置１０は、ＨＯのためのターゲットセル及び再確
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立のためのセルに対するＫｅＮＢ＊を、ＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔの第１のＦ
ｒｅｑｕｅｎｃｙＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒに属し且つサービスセル情報におけるＥＵ
ＴＲＡ－モード情報のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮの物理的周波数へマップされるＤＬ　ＥＡＲＦ
ＣＮで生成するように、メモリ１４及びプロセッサ２２によって制御される。しかしなが
ら、ＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔの第１のＦｒｅｑｕｅｎｃｙＢａｎｄＩｎｄｉ
ｃａｔｏｒをＵＥがサポートしない場合には、装置１０は、候補ハンドオーバーターゲッ
トセルに対応するサービスセル情報におけるＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔの第２
のＦｒｅｑｕｅｎｃｙＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒをＵＥがサポートするかどうか決定す
るためにメモリ１４及びプロセッサ２２によって制御される。ＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆ
ｏＬｉｓｔの第２のＦｒｅｑｕｅｎｃｙＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒをＵＥがサポートす
る場合には、装置１０は、ＨＯのためのターゲットセル及び再確立のためのセルに対する
ＫｅＮＢ＊を、ＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔの第２のＦｒｅｑｕｅｎｃｙＢａｎ
ｄＩｎｄｉｃａｔｏｒに属し且つサービスセル情報におけるＥＵＴＲＡ－モード情報のＤ
Ｌ　ＥＡＲＦＣＮの物理的周波数へマップされるＤＬ　ＥＡＲＦＣＮで生成するように、
メモリ１４及びプロセッサ２２によって制御される。ＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓ
ｔの第２のＦｒｅｑｕｅｎｃｙＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒをＵＥがサポートしない場合
には、装置１０は、ＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔを見て、サポートされたＦｒｅ
ｑｕｅｎｃｙＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒを探し続けるように制御される。しかしながら
、サポートされたＦｒｅｑｕｅｎｃｙＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒがＭｕｌｔｉＢａｎｄ
ＩｎｆｏＬｉｓｔに見つからない場合には、装置１０は、ターゲットセルへのハンドオー
バーが不可能であると決定し、そしてＨＯのための別のターゲットセルを見つけるように
制御される。
【００３６】
　別の実施形態では、装置１０は、ターゲットセルのターゲットｅＮＢである。この実施
形態では、装置１０は、ＭＦＢＩをサポートするセルに向かうＸ２：ＨＯ要求を受け取る
ようにメモリ１４及びプロセッサ２２によって制御される。又、装置１０は、ＵＥがＳＩ
Ｂ１定義におけるＦｒｅｑＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒ（即ち、複数周波数帯域インジケ
ータの部分ではない）をサポートするかどうか決定するようにメモリ１４及びプロセッサ
２２によって制御される。ＵＥがＳＩＢ１定義におけるＦｒｅｑＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔ
ｏｒをサポートする場合には、装置１０は、ＳＩＢ１定義におけるＦｒｅｑＢａｎｄＩｎ
ｄｉｃａｔｏｒに属するハンドオーバーターゲットとしてのＤＬ　ＥＡＲＦＣＮでＵＥへ
のハンドオーバーのためのＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
メッセージを生成するようにメモリ１４及びプロセッサ２２によって制御される。
【００３７】
　ＵＥがＳＩＢ１定義におけるＦｒｅｑＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒをサポートしない場
合には、装置１０は、ＵＥがＳＩＢ１のＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔにおける第
１のＦｒｅｑＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒをサポートするかどうか決定するようにメモリ
１４及びプロセッサ２２によって制御される。もしそうであれば、装置１０は、ＳＩＢ１
のｍｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔにおける第１周波数帯域に属するハンドオーバー
ターゲットとしてのＤＬ　ＥＡＲＦＣＮでＵＥへのハンドオーバーのためのＲＲＣＣｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを生成するようにメモリ１４
及びプロセッサ２２によって制御される。ＵＥがＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔに
おける第１のＦｒｅｑＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒをサポートしない場合には、装置１０
は、ＵＥがＳＩＢ１のＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔにおける第２のＦｒｅｑＢａ
ｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒをサポートするかどうか決定するようにメモリ１４及びプロセッ
サ２２によって制御される。もしそうであれば、装置１０は、ＳＩＢ１のｍｕｌｔｉＢａ
ｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔにおける第２周波数帯域に属するハンドオーバーターゲットとして
のＤＬ　ＥＡＲＦＣＮでＵＥへのハンドオーバーのためのＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲ
ｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを生成するようにメモリ１４及びプロセッサ２
２によって制御される。ＵＥがＭｕｌｔｉＢａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔにおける第２のＦｒ
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ｅｑＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏｒをサポートしない場合には、装置１０は、ＭｕｌｔｉＢ
ａｎｄＩｎｆｏＬｉｓｔを見て、ＵＥによりサポートされたＦｒｅｑＢａｎｄＩｎｄｉｃ
ａｔｏｒを探し続けるように制御される。しかしながら、サポートされた周波数帯域が見
つからない場合には、装置１０は、それがハンドオーバーに適していないと決定し、そし
てハンドオーバーの準備を拒絶する。
【００３８】
　図２は、ある実施形態による方法のフローチャートの一例を示す。一実施形態では、図
２の方法は、ソースｅＮＢのようなｅＮＢにより遂行される。この方法は、例えば、Ｘ２
設定／再構成中に、２００において、ネーティブＤＬ　ＥＡＲＦＣＮと、ターゲットｅＮ
Ｂセルごとに付加的な周波数帯域を含む複数周波数帯域インジケータリストとを受け取る
ことを含む（ハンドオーバーの前に、セルは、単に隣接セルである）。一実施形態では、
隣接セルによってサポートされる付加的な周波数帯域は、プライオリティ順にリストされ
る。又、この方法は、２０５において、ＭＦＢＩをサポートするターゲットｅＮＢセルの
１つへのＨＯを遂行することを決定する。
【００３９】
　この方法は、２１０において、候補ハンドオーバーターゲットセルのネーティブＤＬ　
ＥＡＲＦＣＮが属する周波数帯域をＵＥがサポートするかどうか決定することを含む。ネ
ーティブＤＬ　ＥＡＲＦＣＮの周波数帯域をＵＥがサポートする場合には、この方法は、
２４０において、ネーティブＤＬ　ＥＡＲＦＣＮでＨＯのためのターゲットセルのＫｅＮ
Ｂ＊を生成することを含む。ＵＥが候補ハンドオーバーターゲットセルのネーティブＤＬ
ＥＡＲＦＣＮをサポートしない場合には、この方法は、２１５において、ターゲットセル
の複数周波数帯域インジケータリストにおける第１の周波数帯域を検索し、そして２２５
において、候補ハンドオーバーターゲットセルの複数周波数帯域インジケータリストにお
ける第１の周波数帯域をＵＥがサポートするかどうか決定することを含む。
【００４０】
　ＵＥが第１の周波数帯域をサポートする場合には、この方法は、２３０において、第１
の周波数帯域に属し且つターゲットセルのネーティブＥＡＲＦＣＮと同じ物理的周波数を
有する新たなＤＬ　ＥＡＲＦＣＮを計算し、そして２４０において、新たなＤＬ　ＥＡＲ
ＦＣＮでＨＯのためのターゲットセルのＫｅＮＢ＊を生成することを含む。しかしながら
、ＵＥが複数周波数帯域インジケータリストにおける第１の周波数帯域をサポートしない
場合には、この方法は、２３５において、ターゲットセルが付加的な周波数帯域をサポー
トするかどうか決定し、もしそうであれば、２２０において、候補ハンドオーバーターゲ
ットセルの複数周波数帯域インジケータリストから次の付加的な周波数帯域を検索し、そ
して２２５において、ＵＥが付加的な周波数帯域をサポートするかどうか決定する。この
方法は、次いで、候補ハンドオーバーターゲットセルによりサポートされた付加的な周波
数帯域のいずれかをＵＥがサポートするかどうか決定するように続き、そしてもしそうで
あれば、２４０において、ターゲットセルの複数周波数帯域インジケータリストで見つか
った第１のサポートされる付加的な周波数帯域に対応するＫｅＮＢ＊を生成する。
【００４１】
　２４５において、セルがターゲットセルであり、且つサポートされた周波数が候補ハン
ドオーバーターゲットセルの複数周波数帯域インジケータリストに見つからないと決定さ
れた場合には、この方法は、２７０において、ターゲットセルへのハンドオーバーが不可
能であることを決定し、そしてＨＯのための別のターゲットセルを見出すことを含む。し
かしながら、セルがターゲットセルでない（即ち、それが別のセルである）と決定された
場合には、この方法は、２５０において、別のセルを再確立のための候補として除外する
ことを含む。
【００４２】
　ＵＥがターゲットセルのネーティブＥＡＲＦＣＮ又はターゲットセルの複数周波数帯域
インジケータリストの周波数帯域をサポートして、ターゲットセルのＫｅＮＢ＊を計算で
きることが分かると、この方法は、２５５において、ＵＥがハンドオーバー中に再確立で
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きる別のセルをターゲットｅＮＢが有するかどうか決定することを含む。ターゲットｅＮ
Ｂが別のセルを有する場合には、この方法は、２６０において、次の別のセルを選択し、
次いで、別のセルのネーティブＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ又は別のセルの複数周波数帯域インジ
ケータリストにおける周波数帯域のいずれかに基づいてＵＥがサポートする別の各セルの
ＫｅＮＢ＊を計算することを含む。ターゲットｅＮＢが別のセルを有していないか、又は
ＵＥが別のセルのネーティブなＥＡＲＦＣＮ又は別のセルの複数周波数帯域インジケータ
リストにおける周波数帯域をサポートするところの全ての別のセルについてＫｅＮＢ＊が
計算された場合には、この方法は、２６５において、ハンドオーバー準備を続けることを
含む。
【００４３】
　図３は、ある実施形態によるフローチャートの一例を示す。一実施形態では、図３の方
法は、ターゲットｅＮＢのようなｅＮＢにより遂行される。この方法は、３００において
、ＭＦＢＩをサポートするセルに向かうＸ２：ＨＯ要求を受け取ることを含む。この方法
は、次いで、３１０において、ＵＥがＳＩＢ１定義におけるネーティブ周波数帯域数（即
ち、複数周波数帯域インジケータリストの部分ではない）をサポートするかどうか決定す
ることを含む。
【００４４】
　ＵＥがＳＩＢ１定義におけるネーティブ周波数帯域数をサポートする場合には、この方
法は、３３０において、ＳＩＢ１定義におけるネーティブ周波数帯域数に属するハンドオ
ーバーターゲットとしてのＤＬ　ＥＡＲＦＣＮでＵＥへのハンドオーバーのためのＲＲＣ
ＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを生成することを含む
。ＵＥがＳＩＢ１定義におけるネーティブ周波数帯域数の帯域をサポートしない場合には
、この方法は、３２０において、ＵＥがＳＩＢ１の複数周波数帯域インジケータリストに
おける第１の周波数帯域数をサポートするかどうか決定することを含む。もしそうであれ
ば、この方法は、次いで、３３０において、ＳＩＢ１の複数周波数帯域インジケータリス
トにおける第１の周波数帯域数に属するハンドオーバーターゲットとしてのＤＬ　ＥＡＲ
ＦＣＮでＵＥへのハンドオーバーのためのＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎメッセージを生成することを含む。ＵＥが複数周波数帯域インジケータリ
ストにおける第１の周波数帯域数をサポートしない場合には、この方法は、次いで、３４
０において、ＵＥがＳＩＢ１の複数周波数帯域インジケータリストにおける第２の周波数
帯域数をサポートするかどうか決定することを含む。もしそうであれば、この方法は、３
３０において、ＳＩＢ１の複数周波数帯域インジケータリストにおける第２の周波数帯域
に属するハンドオーバーターゲットとしてのＤＬ　ＥＡＲＦＣＮでＵＥへのハンドオーバ
ーのためのＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを生
成することを含む。ＵＥが複数周波数帯域インジケータリストにおける第２の周波数帯域
数をサポートしない場合には、この方法は、３５０において、複数周波数帯域インジケー
タリストを見て、ＵＥによりサポートされた周波数帯域を探し続けることを含む。しかし
ながら、サポートされた周波数帯域が見つからない場合には、この方法は、３６０におい
て、ターゲットセルがハンドオーバーに適していないと決定し、そしてハンドオーバーの
準備を拒絶することを含む。
【００４５】
　ある実施形態では、ここに述べた方法の機能、例えば、図２及び３に示して上述した機
能は、メモリ或いは他のコンピュータ読み取り可能な又は有形の媒体に記憶され且つプロ
セッサにより実行されるソフトウェア及び／又はコンピュータプログラムコードによって
実施される。他の実施形態では、この機能は、ハードウェアにより、例えば、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブルゲートアレイ（ＰＧＡ）、フィールドプログラ
マブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、又はハードウェア及びソフトウェアの他の組み合わせ
の使用を通して遂行される。
【００４６】
　当業者であれば、上述した発明は、異なる順序のステップ、及び／又はここに開示した
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ものとは異なる構成のハードウェア要素で実施されてもよいことが容易に理解されよう。
それ故、本発明は、好ましい実施形態に基づいて説明したが、当業者であれば、本発明の
精神及び範囲から逸脱せずに、幾つかの修正、変更及び別の構成が明らかであろう。それ
故、本発明の範囲を決定するためには、特許請求の範囲を参照されたい。
【符号の説明】
【００４７】
　１０：装置
　１４：メモリ
　２２：プロセッサ
　２５：アンテナ
　２８：トランシーバ

【図１】 【図２】
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