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(57)【要約】
　デュアルネットワークアーキテクチャにおける無線周
波数（ＲＦチェーン）を使用する装置及び方法が本明細
書で開示される。進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）は、
ｅＮｏｄｅＢに関連するユーザ機器（ＵＥ）からＲＦチ
ェーン共有情報を受信する。ＲＦチェーン共有情報は、
使用不可能な周波数帯域の指標、又はＲＦチェーンが切
換可能な第１ネットワーク及び第２ネットワークのそれ
ぞれ対してどの周波数帯域がサポートされているかの指
標を備える。ＲＦチェーンはＵＥに含まれ、少なくとも
周波数帯域が第１ネットワークと第２ネットワークとの
間で共有される。ｅＮｏｄｅＢは、ＲＦチェーン共有情
報に応答して、セカンダリセル（Ｓセル）をリリースす
るために、又はプライマリセル（Ｐセル）の異周波数間
ハンドオーバを実行するために、無線リソース制御（Ｒ
ＲＣ）接続再設定シグナリングをＵＥに送信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線周波数（ＲＦ）チェーン共有情報を使用する方法であって、
　進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）が、前記ｅＮｏｄｅＢに関連するユーザ機器（ＵＥ）
からＲＦチェーン共有情報を受信する段階と、
　前記ｅＮｏｄｅＢが、前記ＲＦチェーン共有情報に応答して、セカンダリセル（Ｓセル
）をリリースするために、又はプライマリセル（Ｐセル）の異周波数間ハンドオーバを実
行するために、無線リソース制御接続再設定シグナリング（ＲＲＣ接続再設定シグナリン
グ）を前記ＵＥに送信する段階と
を備え、
　前記ＲＦチェーン共有情報は、使用不可能な周波数帯域の指標、又はＲＦチェーンが切
換可能な第１ネットワーク及び第２ネットワークのそれぞれに対してどの周波数帯域がサ
ポートされているかの指標を備え、前記ＲＦチェーンは、前記ＵＥに含まれ、少なくとも
周波数帯域は、前記第１ネットワークと前記第２ネットワークとの間で共有される方法。
【請求項２】
　前記ＲＦチェーン共有情報は、前記第１ネットワーク及び前記第２ネットワークのそれ
ぞれに対してどの周波数帯域がサポートされているかの指標、及び前記ＵＥによって発信
されたコールを開始することについての回線交換（ＣＳ）サービスインジケータを備える
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥで着信したコールが開始すると、前記第２ネットワークからのページングリク
エストを前記ｅＮｏｄｅＢで受信する段階
をさらに備え、
　前記送信する段階は、前記ページングリクエストに応答して実行され、
　前記ｅＮｏｄｅＢは、前記第１ネットワークに含まれる請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＲＦチェーン共有情報は、前記使用不可能な周波数帯域を備え、
　前記ＲＦチェーン共有情報は、前記ＵＥによって発信されたコールを開始した後に前記
ｅＮｏｄｅＢによって受信される請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＲＦチェーン共有情報は、前記使用不可能な周波数帯域を備え、
　前記ＵＥで着信したコールの開始に対するページングが存在しないことに応答して、使
用可能な周波数帯域の指標を受信する段階と、
　前記使用可能な周波数帯域の前記指標に従って、第２ＲＲＣ接続再設定シグナリングを
前記ＵＥに送信する段階と
をさらに備える請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記使用可能な周波数帯域の前記指標は、前記使用不可能な周波数帯域の前記指標の反
転を備え、又は前記使用不可能な周波数帯域の前記指標に対応する前記周波数帯域と異な
る周波数帯域に関連する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１ネットワークは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークを備え、
　前記第２ネットワークは、 Global System for Mobile（ＧＳＭ（登録商標））又は符
号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）の規格に準拠したネットワークである第２世代（２Ｇ）
無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワークを備える請求項１から６のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項８】
　前記第１ネットワークは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークを備え、
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　前記第２ネットワークは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（Ｕ
ＭＴＳ）又は進化型高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ＋）の規格に準拠したネットワーク
である第３世代（３Ｇ）無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワークを備える請求項１から
６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１ネットワークは、時分割二重（ＴＤＤ）モード又は周波数分割二重（ＦＤＤ）
モードで動作する第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）ネットワークを備える請求項１から８のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記ＲＲＣ接続再設定シグナリングは、前記Ｓセルによってサポートされる周波数帯域
が、前記ＲＦチェーンが前記第２ネットワークに切り換えられたときに前記第２ネットワ
ークによって使用される周波数帯域と同じときに、前記Ｓセルをリリースするための命令
を備え、
　前記Ｓセルは、前記第１ネットワークに含まれる請求項１から９のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記ＲＲＣ接続再設定シグナリングは、前記ＲＦチェーンが前記第２ネットワークに切
り換えられたときに使用される前記Ｓセルと前記第２ネットワークとの間で共有される周
波数帯域がないときに、他の搬送周波数への前記Ｐセルの前記異周波数間ハンドオーバを
実行するための命令を備え、
　前記Ｐセルは、前記第１ネットワークに含まれる請求項１から９のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１２】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューションベ
ースバンド回路（ＬＴＥベースバンド回路）と、
　第２世代又は第３世代ベースバンド回路（２Ｇ又は３Ｇベースバンド回路）と、
　前記ＬＴＥベースバンド回路と前記２Ｇ又は３Ｇベースバンド回路と間で選択的に切換
可能な無線周波数チェーン（ＲＦチェーン）と
を備え、
　前記ＲＦチェーンは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）で提供されるスケ
ジューリングリクエスト（ＳＲ）を含む無線フレームを少なくとも送信する、又はＬＴＥ
ネットワーク及び起動／停止リクエスト媒体アクセス制御制御要素（起動／停止リクエス
トＭＡＣＣＥ）に関連する進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）へのランダムアクセス手順を
開始するように構成されるモバイルデバイス。
【請求項１３】
　前記起動／停止リクエストＭＡＣＣＥは、前記ＲＦチェーンに結合された前記２Ｇ又は
３Ｇベースバンド回路によるサポートが開始される音声通話に応答して提供される請求項
１２に記載のモバイルデバイス。
【請求項１４】
　前記音声通話は、モバイル発信（ＭＯ）音声通話又はモバイル着信（ＭＴ）音声通話を
備える請求項１３に記載のモバイルデバイス。
【請求項１５】
　前記ＲＦチェーンは、さらに、専用のＳＲリソースが前記ｅＮｏｄｅＢによって前記モ
バイルデバイスに対して割り当てられているときに、前記ＳＲを含む前記無線フレームを
送信するように構成される請求項１２から１４のいずれか一項に記載のモバイルデバイス
。
【請求項１６】
　前記モバイルデバイスは、専用のＳＲリソースが前記ｅＮｏｄｅＢによって前記モバイ
ルデバイスに対して割り当てられていないときに、前記ランダムアクセス手順を開始する
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請求項１２から１５のいずれか一項に記載のモバイルデバイス。
【請求項１７】
　前記モバイルデバイスは、前記ｅＮｏｄｅＢによってスケジュールされた物理アップリ
ンク共有チャネルリソース（ＰＵＳＣＨリソース）を受信する請求項１２から１６のいず
れか一項に記載のモバイルデバイス。
【請求項１８】
　前記モバイルデバイスは、前記ｅＮｏｄｅＢによってスケジュールされた前記ＰＵＳＣ
Ｈリソースで前記起動／停止リクエストＭＡＣＣＥを送信する請求項１７に記載のモバイ
ルデバイス。
【請求項１９】
　前記モバイルデバイスは、前記モバイルデバイスによって提供された前記起動／停止リ
クエストＭＡＣＣＥに応答して、起動／停止ＭＡＣＣＥシグナリングを前記ｅＮｏｄｅＢ
に送信する請求項１２から１８のいずれか一項に記載のモバイルデバイス。
【請求項２０】
　前記起動／停止リクエストＭＡＣＣＥは、起動又は停止されるセルの識別子を備える請
求項１９に記載のモバイルデバイス。
【請求項２１】
　前記起動／停止ＭＡＣＣＥシグナリングは、周波数帯域が２Ｇ又は３Ｇネットワークに
よってサポートされる周波数帯域と同じときに、前記ＬＴＥネットワークに含まれるセカ
ンダリセルを停止する命令を備える請求項１９又は２０に記載のモバイルデバイス。
【請求項２２】
　前記ＬＴＥネットワークは、時分割二重（ＴＤＤ）モード又は周波数分割二重（ＦＤＤ
）モードで動作する請求項１２から２１のいずれか一項に記載のモバイルデバイス。
【請求項２３】
　ユーザ機器（ＵＥ）が、前記ＵＥに含まれる無線周波数チェーン（ＲＦチェーン）を第
１無線アクセス技術ネットワーク（第１ＲＡＴネットワーク）上のサービスと第２ＲＡＴ
ネットワーク上のサービスとの間で選択的に切り換えることによって、前記第１ＲＡＴネ
ットワーク及び前記第２ＲＡＴネットワーク上で動作し、
　前記第２ＲＡＴネットワークのサービングセルが、前記ＵＥによって前記第１ＲＡＴネ
ットワークのプライマリセルと共存できない周波数帯域を有するか否か、又は前記ＲＦチ
ェーンが前記第１ＲＡＴネットワークの複数の周波数帯域をサポートしているか否かを判
断する手順と、
　前記第２ＲＡＴネットワークの前記サービングセルが共存できない前記周波数帯域を有
することに応答して、前記サービングセルに留まることを防ぐ手順と
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項２４】
　前記ＲＦチェーンが前記第１ＲＡＴネットワークの前記複数の周波数帯域をサポートす
ることに応答して、前記サービングセルを前記ＵＥに対するセカンダリセルとして設定す
る手順
をコンピュータにさらに実行させるための請求項２３に記載のプログラム。
【請求項２５】
　前記ＲＦチェーンが前記第１ＲＡＴネットワークの前記複数の周波数帯域をサポートす
ることに応答して、前記サービングセルを前記ＵＥに対する除外されたセル又は最も低い
優先順位のセルとして設定する手順
をコンピュータにさらに実行させるための請求項２３に記載のプログラム。
【請求項２６】
　前記第１ＲＡＴネットワークは、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）をサポートする第
３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューションＬＴＥ
ネットワークを備え、
　前記第２ＲＡＴネットワークは、第２世代（２Ｇ）ＲＡＴネットワーク又は第３世代（
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３Ｇ）ＲＡＴネットワークを備える請求項２３から２５のいずれか一項に記載のプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１２年３月１６日に出願された発明の名称が「ワイヤレス通信システム及
び方法」である米国仮出願６１／６１２，１８８の優先権の利益を請求する、２０１２年
９月２８日に出願された米国特許出願１３／６３１，３４１の優先権の利益を請求する。
それらの全ての内容が、それらの全体において参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、概して、ワイヤレス通信に関する。より具体的には、本開示は、ワイヤレス
通信システムにおけるキャリアアグリゲーションサポートに関する。
【背景技術】
【０００３】
　デュアルワイヤレス技術アーキテクチャ（デュアルスタンバイアーキテクチャとも称さ
れる）は、音声通信（例えば、通話）のための第１ワイヤレス技術、及びデータ通信（例
えば、ウェブ閲覧）のための第２ワイヤレス技術を用いるユーザ機器（ＵＥ）を備える。
例として、第１ワイヤレス技術は、第２世代（２Ｇ）又は第３世代（３Ｇ）セルラー技術
であってよく、第２ワイヤレス技術は、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰ
Ｐ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）先進技術であってよい。３ＧＰＰＬＴＥリ
リース１０のシステムにおいて、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）がサポートされてい
る。ＣＡは、リリース１０において、１００メガヘルツ（ＭＨｚ）まで通信を拡張するた
めに使用される。そのような大きい帯域幅の通信は、１．４、３、５、１０、１５及び最
大２０ＭＨｚの帯域幅を有する１より多いリリース８／９のコンポーネントキャリアの同
時アグリゲーションによって達成される。よって、キャリアアグリゲーションという用語
について、複数のキャリアが集約された群の中の各キャリアがコンポーネントキャリアと
称される。リリース１０では、１００ＭＨｚの最大帯域幅をもたらすために、最大５つの
コンポーネントキャリアが集約されてよい。
【０００４】
　ＣＡがデュアルスタンバイアーキテクチャでサポートされている場合、２つのネットワ
ークのそれぞれの周波数帯域が互いに近接しているなら、２Ｇ／３ＧネットワークとＬＴ
Ｅネットワークとの間でＵＥが無線周波数（ＲＦ）チェーンを共有することが可能であっ
てよい。ＲＦチェーンが共有されている場合、進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ又はｅＮＢ
）は、２Ｇ／３Ｇ又はＬＴＥサービスに利用されるか否かが通知されるべきである。現在
、ｅＮｏｄｅＢは、この情報が提供されない。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】いくつかの実施形態に係るデュアル無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワークの
例（部分）を示す。
【０００６】
【図２】いくつかの実施形態に係るｅＮｏｄｅＢ、ＢＳ、及びＵＥのそれぞれの詳細を示
すブロック図の例を示す。
【０００７】
【図３】いくつかの実施形態に係るＵＥのうちの１または複数に含まれる追加的な構成を
示すブロック図の例を示す。
【０００８】
【図４Ａ】いくつかの実施形態に係る、所定のＵＥのＲＦチェーンがサポートしている／
するネットワークに関する、所定のＵＥとそれに関連するｅＮｏｄｅＢとの間の情報共有
を促進するための無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングの使用を示すフロー図の例を
示す。



(6) JP 2015-514338 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

【図４Ｂ】いくつかの実施形態に係る、所定のＵＥのＲＦチェーンがサポートしている／
するネットワークに関する、所定のＵＥとそれに関連するｅＮｏｄｅＢとの間の情報共有
を促進するための無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングの使用を示すフロー図の例を
示す。
【０００９】
【図５Ａ】いくつかの実施形態に係る、図４Ａに対応するタイミング図の例を示す。
【図５Ｂ】いくつかの実施形態に係る、図４Ａに対応するタイミング図の例を示す。
【図５Ｃ】いくつかの実施形態に係る、図４Ｂに対応するタイミング図の例を示す。
【図５Ｄ】いくつかの実施形態に係る、図４Ｂに対応するタイミング図の例を示す。
【図５Ｅ】いくつかの実施形態に係る、図４Ｂに対応するタイミング図の例を示す。
【００１０】
【図６】いくつかの実施形態に係る起動／停止ＭＡＣ制御要素（ＣＥ）シグナリングを使
用するためのフロー図の例を示す。
【００１１】
【図７】周波数共存問題の発生を予め防ぐためにネットワークによって制御されることが
できる、ＵＥ１２２のための、Ｐセル及びＳセル並びに／又はＰセル及びＳセルに対する
ＣＣの割り当てのためのフロー図の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の説明は、少なくとも２つの異なるネットワーク（例えば、ＬＴＥ及び３Ｇ、ＬＴ
Ｅ及び２Ｇなど）の間で切換可能なＲＦチェーンが、サービスイベント（例えば、音声通
話の開始）に関連してどのネットワークをサポートしているかをｅＮｏｄｅＢに通知する
ための、本明細書で説明されているコンピュータシステム構成及び関連する方法及び製造
物品を、当技術分野の当業者が作成及び使用することを可能にするために提示される。切
換可能なＲＦチェーンは、デュアルネットワークオペレーションができるＵＥに含まれる
。デュアルネットワークアーキテクチャは、ＣＡをサポートする。ＵＥは、サービスイベ
ント（例えば、２Ｇ／３Ｇ音声通話）のために使用される周波数帯域が他のネットワーク
サービス（例えば、ＬＴＥサービス）のために使用される周波数帯域と同じ又は近接する
ときに、その関連するｅＮｏｄｅＢに通知を提供する。いくつかの実施形態において、Ｒ
ＲＣシグナリングが、ＲＦ共有についての情報をｅＮｏｄｅＢに提供するために使用され
る。他の実施形態において、起動／停止ＭＡＣＣＥシグナリングが、ＵＥによってｅＮｏ
ｄｅＢに提供されるＲＦ共有情報によってトリガされる。さらに他の実施形態において、
Ｐセル及び複数のＳセル、並びに／又はＰセル及び複数のＳセルに対する複数のＣＣが、
ＵＥに賢く割り当てられる。
【００１３】
　実施形態の様々な修正は、当業者にとって容易に明らかとなり、本明細書に規定される
一般的な原理は、本発明の範囲から逸脱することなく、他の実施形態及びアプリケーショ
ンに適用されてよい。さらに、以下の説明において、多くの詳細が説明の目的のために明
記される。しかし、当業者は、本発明の実施形態がこれらの特定の詳細の使用なしに実施
されてよいことを理解できる。他の例では、周知の構造及びプロセスが、不必要な詳細で
本発明の実施形態の説明を分かりにくくしないようにするために、ブロック図の形で示さ
れていない。したがって、本開示は、示された実施形態に限定されることを意図されてお
らず、本明細書に開示された原理及び特徴と矛盾しない最も広い範囲に合致することが意
図されている。
【００１４】
　図１は、いくつかの実施形態に係るデュアル無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク
１００の例（部分）を示す。ネットワーク１００は、デュアルスタンバイ又はデュアルネ
ットワークアーキテクチャの例を表す。一実施形態において、ネットワーク１００は、第
３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴ
Ｅ）先進技術ネットワーク１０１及び第２世代（２Ｇ）又は第３世代（３Ｇ）ＲＡＴネッ
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トワーク１０３を備える。２ＧＲＡＴネットワーク１０３は、Global System for Mobile
（ＧＳＭ（登録商標））又は符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）規格に基づくネットワー
クを備える。３ＧＲＡＴネットワーク１０３は、ユニバーサルモバイルテレコミュニケー
ションシステム（ＵＭＴＳ）又は進化型高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ＋）規格に基づ
くネットワークを備える。ＬＴＥＲＡＴネットワーク１０１は、時分割二重（ＴＤＤ）モ
ード又は周波数分割二重（ＦＤＤ）モードのいずれかで動作する。ＬＴＥネットワーク１
０１は、進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ又はｅＮＢ）１０２、ｅＮｏｄｅＢ１０６、及び
コアネットワーク１１８を含む。２Ｇ／３Ｇネットワーク１０３は、基地局（ＢＳ）１１
０、ＢＳ１１４、及びコアネットワーク１２０を含む。
【００１５】
　ｅＮｏｄｅＢ１０２（基地局とも称される）は、少なくともセル１０４を含む特定の地
理的エリアにサービスを提供する。セル１０４に関連する複数のユーザ機器（ＵＥ）１２
２は、１または複数の特定の周波数でｅＮｏｄｅＢ１０２と通信する。ｅＮｏｄｅＢ１０
２は、セル１０４に対して制御及び無線エアインターフェース機能性を提供する。ｅＮｏ
ｄｅＢ１０６（基地局とも称される）は、ｅＮｏｄｅＢ１０２のセルとは異なるセルにサ
ービスを提供することを除いて、ｅＮｏｄｅＢ１０２と同様である。ｅＮｏｄｅＢ１０６
は、少なくともセル１０８を含む特定の地理的エリアにサービスを提供する。セル１０８
に関連する複数のＵＥ１２２は、１または複数の特定の周波数でｅＮｏｄｅＢ１０６と通
信する。ｅＮｏｄｅＢ１０６は、セル１０８に対して制御及び無線エアインターフェース
機能性を提供する。
【００１６】
　複数のｅＮｏｄｅＢ１０２、１０６のそれぞれは、コアネットワーク１１８と通信する
。コアネットワーク１１８は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）、ホームロケーシ
ョンレジスタ（ＨＬＲ）／ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）、サービングゲートウェイ（Ｓ
ＧＷ）、及びｅＮｏｄｅＢによって提供されないネットワーク機能性を提供する他のＬＴ
Ｅネットワーク構成を含むが、これに限定されない。
【００１７】
　ＢＳ１１０は、少なくともセル１１２を含む特定の地理的エリアにサービスを提供する
。セル１１２に関連する複数のＵＥ１２２は、１または複数特定の周波数でＢＳ１１０と
通信する。ＢＳ１１０は、セル１１２に対して制御及び無線エアインターフェース機能性
を提供する。ＢＳ１１４は、ＢＳ１１０のセルとは異なるセルにサービスを提供すること
を除いて、ＢＳ１１０と同様である。ＢＳ１１４は、少なくともセル１１６を含む特定の
地理的エリアにサービスを提供するセル１１６に関連する複数のＵＥ１２２は、１または
複数の特定の周波数でＢＳ１１４と通信する。ＢＳ１１４は、セル１１６に対して制御及
び無線エアインターフェース機能性を提供する。
【００１８】
　複数のＢＳ１１０、１１４のそれぞれは、コアネットワーク１２０と通信する。コアネ
ットワーク１２０は、複数の基地局コントローラ（ＢＳＣ）、モバイルスイッチングセン
ター（ＭＳＣ）、及びＢＳによって提供されないネットワーク機能性を提供する他の２Ｇ
／３Ｇネットワーク構成を含むが、これに限定されない。
【００１９】
　複数のセル１０４、１０８、１１２、１１６は、互いに隣り合わせで同じ場所に配置さ
れてもされなくてもよい。他の例として、複数のセル１０４、１０８、１１２、１１６の
それぞれのサービスエリアは、互いに重なり合ってよい。さらに他の例として、複数のセ
ル１０４、１０８、１１２、１１６のそれぞれのサービスエリアは、互いに異なって又は
隔離されてよい。ネットワーク１００が２つより多くのｅＮｏｄｅＢ及び２つより多くの
ＢＳを含み、そのようなｅＮｏｄｅＢ又はＢＳのそれぞれがセルを提供することが理解さ
れる。
【００２０】
　複数のＵＥ１２２（モバイルデバイスとも称される）は、これらに限定されないが、携
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帯電話、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、デスクトップ、パーソナルコンピ
ュータ、サーバ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ウェブ電化製品、セット
トップボックス（ＳＴＢ）、ネットワークルータ、スイッチ又はブリッジ、及びその類の
ものを含むネットワーク１００内で通信する様々なデバイスを備える。複数のＵＥ１２２
は、ＬＴＥネットワークと２Ｇ／３Ｇネットワークとの間でオペレーションを切り換える
ことができる複数のデュアルＲＡＴＵＥを備える。一実施形態において、複数のＵＥ１２
２のそれぞれは、音声（通話）のためにＢＳ１１０又は１１４を介して２Ｇ／３Ｇネット
ワークにアクセスし、データ（ウェブ閲覧、電子メール）のためにｅＮｏｄｅＢ１０２又
は１０６を介してＬＴＥネットワークにアクセスしてよい。
【００２１】
　ＬＴＥモードで動作しているときに、複数のセル１０４、１０８のそれぞれに配置され
る複数のＵＥ１２２は、ｅＮｏｄｅＢ１０２、１０６のそれぞれにデータを送信し（アッ
プリンク送信）、複数の直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）フレームを備える無
線フレームを用いてｅＮｏｄｅＢ１０２、１０６のそれぞれからデータを受信する（ダウ
ンリンク送信）。リリース１０又はより後のＬＴＥネットワーク１０１では、キャリアア
グリゲーション（ＣＡ）がサポートされる。そこでは、５つのコンポーネントキャリア（
ＣＣ）に対応する５つの周波数帯域までが、ネットワークの全体の帯域幅を（例えば、１
００ＭＨｚの帯域幅まで）拡張するために集約されることができる。時間内に所定の点に
ある複数のＵＥ１２２のそれぞれに対して、ＣＣが所定のＵＥ１２２のプライマリセル（
Ｐセル）として規定される。１より多いＣＣが所定のＵＥ１２２に対して設定された場合
、複数の追加のＣＣは、複数のセカンダリセル（Ｓセル）と称される。例えば、セル１０
８が同じ所定のＵＥ１２２に対するＳセルとして指定され、一方で、セル１０４は、所定
のＵＥ１２２に対するＰセルとして指定されることができる。リリース１０又はその後の
ＬＴＥＣＡでは、複数のサービングセルは、同じｅＮｏｄｅＢによってサービスが提供さ
れる。例えば、ｅＮｏｄｅＢ１０２は、セル１０４及び図１に示されていない１または複
数の他のセルにサービスを提供してよい。
【００２２】
　図２は、いくつかの実施形態に係るｅＮｏｄｅＢ１０２、１０６、ＢＳ１１０、１１４
、及びＵＥ１２２のそれぞれの詳細を示すブロック図の例を示す。複数のｅＮｏｄｅＢ１
０２、１０６、複数のＢＳ１１０、１１４、及び複数のＵＥ１２２のそれぞれは、プロセ
ッサ２００、メモリ２０２、トランシーバ２０４、複数の命令２０６、及び（示されてい
ない）他の複数の構成を含む。複数のｅＮｏｄｅＢ１０２、１０６、複数のＢＳ１１０、
１１４、及び複数のＵＥ１２２は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、複数
の構成、及び／又は複数の動作パラメータにおいて、互いに同様であり得る。
【００２３】
　プロセッサ２００は、１または複数の中央処理装置（ＣＰＵ）、グラフィックス処理装
置（ＧＰＵ）、又はその両方を備える。プロセッサ２００は、複数のｅＮｏｄｅＢ１０２
、１０６、複数のＢＳ１１０、１１４、及び複数のＵＥ１２２に対する処理及び制御の複
数の機能を提供する。メモリ２０２は、複数のｅＮｏｄｅＢ１０２、１０６、複数のＢＳ
１１０、１１４、及び複数のＵＥ１２２のための複数の命令及びデータを格納するように
構成される１または複数の一時記憶のスタティックメモリユニットを備える。トランシー
バ２０４は、多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信をサポートするためのＭＩＭＯアンテナを含
む１または複数のトランシーバを備える。トランシーバ２０４は、他のものとの間で、複
数のＵＥから及び複数のＵＥへそれぞれ、複数のアップリンク送信を受信し、複数のダウ
ンリンク送信を送信する。
【００２４】
　複数の命令２０６は、コンピューティングデバイス（又は機械）上で実行される複数の
命令又はソフトウェアの１または複数のセットを備え、本明細書で説明される手法のいず
れをもそのようなコンピューティングデバイス（又は機械）に処理させる。複数の命令２
０６（コンピュータ又は機械実行可能命令とも称される）は、複数のｅＮｏｄｅＢ１０２
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、１０６、複数のＢＳ１１０、１１４、及び複数のＵＥ１２２による実行の間、完全に又
は少なくとも部分的に、プロセッサ２００及び／又はメモリ２０２内に存在してよい。プ
ロセッサ２００及びメモリ２０２は、機械可読媒体をも備える。
【００２５】
　図３は、いくつかの実施形態に係るＵＥ１２２のうちの１または複数に含まれる追加的
な構成を示すブロック図の例を示す。一実施形態において、所定のＵＥ１２２は、少なく
とも１つのＲＦチェーン３０２を含む。ネットワーク１００でＣＡがサポートされている
とき（例えば、リリース１０又はより後のＬＴＥネットワーク１０１では）、所定のＵＥ
１２２は、多数のＲＦチェーンが実装される。所定のＵＥ１２２は、それぞれの周波数帯
域が互いに近接している場合、ＬＴＥサービス及び２Ｇ／３Ｇサービスの間でＲＦチェー
ン３０２を共有するように構成されることができる。図３に示されるように、ＲＦチェー
ン３０２は、ＬＴＥベースバンド（ＢＢ）３０４又は２Ｇ／３ＧＢＢ３０６に選択的に接
続可能又は切換可能である。ＬＴＥＢＢ３０４又は２Ｇ／３ＧＢＢ３０６のそれぞれは、
ＢＢ集積回路（ＩＣ）チップを備える。ＬＴＥＢＢ３０４及び２Ｇ／３ＧＢＢ３０６のそ
れぞれは、別個の複数のＩＣチップ上で、又は単一のＩＣチップ上でともに提供されるこ
とができる。ＲＦチェーン３０２は、デジタルアナログ（Ｄ／Ａ）／アナログデジタル（
Ａ／Ｄ）コンバータ、デコーダ／エンコーダ、モジュレータ／デモジュレータ、フィルタ
、電力増幅器（ＰＡ）、及びローカルオシレータ（ＬＯ）を含むが、これに限定されない
。
【００２６】
　ＲＦチェーン３０２がＬＴＥＢＢ３０４に切り換えられたとき、所定のＵＥ１２２は、
ＬＴＥネットワークで動作し、アンテナ３０８は、ＬＴＥ規格に従って構成された複数の
無線信号を送信又は受信する。ＲＦチェーン３０２が２Ｇ／３ＧＢＢ３０６に切り換えら
れたとき、所定のＵＥ１２２は、２Ｇ／３Ｇネットワークで動作し、アンテナは、２Ｇ／
３Ｇ規格に従って構成された複数の無線信号を送信又は受信する。ＲＦチェーン３０２が
ＬＴＥサービスをサポートするために使われている場合、例えば、ＲＦチェーン３０２は
、同時に２Ｇ／３Ｇサービスをサポートするために使われることができない。したがって
、所定のＵＥ１２２に関連するｅＮｏｄｅＢは、どのネットワークをＲＦチェーン３０２
がサポートしているかを通知される。
【００２７】
　図４Ａ及び図４Ｂは、いくつかの実施形態に係る、所定のＵＥ１２２のＲＦチェーン３
０２がサポートしている／するネットワークに関する、所定のＵＥ１２２とｅＮｏｄｅＢ
（例えば、ｅＮｏｄｅＢ１０２又は１０６）との間の情報共有を促進するための無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）シグナリングの使用をそれぞれ示すフロー図４００及び４２０の例を
示す。図５Ａ及び図５Ｂは、いくつかの実施形態に係る、図４Ａに対応するタイミング図
の例を示す。図５Ｃ、図５Ｄ、及び図５Ｅは、いくつかの実施形態に係る、図４Ｂに対応
するタイミング図の例を示す。
【００２８】
　図４Ａ及び図５Ａは、音声通話（モバイル発信（ＭＯ）コールとも称される）を発信し
、対応して、２Ｇ／３Ｇネットワーク上で動作するためにＲＦチェーン３０２を２Ｇ／３
ＧＢＢ３０６に接続するように構成する所定のＵＥ１２２に対応する。図４Ａのブロック
４０２ａで、所定のＵＥ１２２に関連する所定のｅＮｏｄｅＢ（例えば、ｅＮｏｄｅＢ１
０２又は１０６）は、所定のＵＥ１２２からＵＥ性能シグナリングを受信する（図５Ａの
通信５０２）。ＵＥ性能シグナリングは、各サポートされた周波数帯域又は周波数帯域の
組み合わせ（ＣＡによって提供された各サポートされた周波数帯域幅の各周波数帯域）に
対して、ＲＦチェーン３０２がＬＴＥと２Ｇ／３Ｇとの間で共有されているか否かを所定
のｅＮｏｄｅＢに通知するＲＦ共有情報（ＲＦチェーン共有情報とも称される）を備える
。ＵＥ性能シグナリングが所定のｅＮｏｄｅＢによって受信された後、ＬＴＥにパケット
交換コールがある場合、所定のＵＥ１２２は、接続モード（図５Ａの接続モード５０３）
に入る。接続モードは、所定のｅＮｏｄｅＢとのイニシャルＲＲＣ接続セットアップ手順
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を完了した所定のＵＥ１２２に発生する。
【００２９】
　次に、ブロック４０４ａで、所定のｅＮｏｄｅＢは、２Ｇ／３Ｇに継続中の音声通話が
ない場合、ＣＡコンフィグレーションを備えるＲＲＣ接続再設定シグナリングを所定のＵ
Ｅ１２２に送信する（図５Ａの通信５０４）。ブロック４０４ａの後に、所定のＵＥ１２
２がＭＯコールを開始した５０５とき、所定のＵＥ１２２は、回線交換（ＣＳ）サービス
インジケータを所定のｅＮｏｄｅＢに送信する（図５Ａの通信５０６）。ブロック４０６
ａで、ＣＳサービスインジケータは、所定のｅＮｏｄｅＢによって受信される。ＣＳサー
ビスインジケータは、所定のＵＥ１２２によるＭＯコールの開始を所定のｅＮｏｄｅＢに
通知する。
【００３０】
　ブロック４０８ａで、ＣＳサービスインジケータを受信することに応答して、所定のｅ
ＮｏｄｅＢは、所定のＵＥ１２２にＳセルをリリースさせる又は新しいＰセルにハンドオ
ーバさせるためにメッセージを送信するか否かを判断する。ＣＡには、多数のサービング
セルがあり、各ＣＣに対する１つのセルは、ＣＡに含まれる。所定のＣＣに対応するセル
は、ＣＡ内の他の複数のＣＣからの特定の周波数帯域で動作する。ＣＣのためのセルのサ
ービスエリアは、他のＣＣのセルと異なることができる。１または複数のＣＣのための複
数のセルは、同じｅＮｏｄｅＢによってサービスを提供されることができる。１より多い
ＣＣが所定のＵＥ１２２に関連する（言い換えれば、１より多いセルが所定のＵＥ１２２
に関連する）とき、これらのＣＣのうちの１つに対応するセルが、所定のＵＥ１２２に対
するＰセルとして指定される。残りの関連する複数のＣＣに対応する残りの複数のセルは
、所定のＵＥ１２２に対する複数のＳセルと称される。Ｐセルのみが、非アクセス層（Ｎ
ＡＳ）モビリティ情報又はセキュリティーキーの提供のようなモビリティ管理に対して責
任を負う。複数のＳセルは、要求に応じて、ＲＲＣ接続再設定で、所定のＵＥ１２２に対
して加えられる又は除かれることができ、一方で、新しい／異なるＰセルにハンドオーバ
を実行することによって、Ｐセルアソシエーションが変化する。
【００３１】
　特定のＳセルが、２Ｇ／３Ｇサービスと共有される周波数帯域に対応する場合、所定の
ｅＮｏｄｅＢは、所定のＵＥ１２２に関連する特定のＳセルをリリースするために、ＲＲ
Ｃ接続再設定メッセージ／シグナリングを所定のＵＥ１２２に送信する（図５Ａの通信５
０８）。ｅＮｏｄｅＢは、２Ｇ／３Ｇサービスを介するＭＯコール又はいくつかの他の目
的のために使われる周波数帯域の不用意な使用をなくすために、特定のＳセルをリリース
することを所定のＵＥ１２２に命令する。セルをリリースすることは、セルとの接続及び
／又はセルの使用を維持することを一時的に保留することを意味する。複数のＳセルと２
Ｇ／３Ｇサービスとの間に共通の周波数帯域がなく、現在の／ソースのＰセルが２Ｇ／３
Ｇサービスに対して共有される周波数帯域に対応する場合、所定のｅＮｏｄｅＢは、他の
搬送周波数へのＰセルの異周波数間ハンドオーバ（ＨＯ）を実行するために、ＲＲＣ接続
再設定メッセージ／シグナリングを所定のＵＥ１２２に送信する（図５Ａの通信５０８）
。一般的に、モビリティ制御情報を有するＲＲＣ接続再設定メッセージは、ソースの／現
在のＰセルをリリースする及び異なる搬送周波数における他のセルにハンドオーバするた
めの複数の命令を提供している。
【００３２】
　ブロック４０８ａにおいて、所定のＵＥ１２２がＲＲＣ接続再設定メッセージに従って
アクションをとると、所定のＵＥ１２２は、２Ｇ／３Ｇサービスをオン５０９にし（図５
Ａ）、ＭＯコールの期間の間、２Ｇ／３Ｇセル上に留まる。２Ｇ／３Ｇセル上に留まって
いる間、所定のＵＥ１２２は、複数のＬＴＥセル（ブロック４０８ａでリリースされるこ
とが指示されたセルを除く関連するＰセル及びＳセル）との接続を維持する。
【００３３】
　図４Ａ及び図５Ｂは、音声通話（モバイル着信（ＭＴ）コールとも称される）を受信し
、対応して、２Ｇ／３Ｇネットワーク上で動作するためにＲＦチェーン３０２を２Ｇ／３
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ＧＢＢ３０６に接続するように構成する所定のＵＥ１２２に対応する。図５Ｂは、通信５
１６（通信５０６の代わりに）及び２Ｇ／３Ｇネットワーク１０３を含むことを除いて、
図５Ａと同様である。
【００３４】
　図４Ａのブロック４０２ｂで、所定のＵＥ１２２に関連する所定のｅＮｏｄｅＢ（例え
ば、ｅＮｏｄｅＢ１０２又は１０６）は、所定のＵＥ１２２からＵＥ性能シグナリングを
受信する（図５Ｂの通信５１２）。ＵＥ性能シグナリングは、各サポートされた周波数帯
域又は周波数帯域の組み合わせ（ＣＡによって提供された各サポートされた周波数帯域幅
の各周波数帯域）に対して、ＲＦチェーン３０２がＬＴＥと２Ｇ／３Ｇとの間で共有され
ているか否かを所定のｅＮｏｄｅＢに通知するＲＦ共有情報を備える。ＵＥ性能シグナリ
ングが所定のｅＮｏｄｅＢによって受信された後、ＬＴＥにパケット交換コールがある場
合、所定のＵＥ１２２は、接続モード（図５Ｂの接続モード５１３）に入る。接続モード
は、所定のｅＮｏｄｅＢとのイニシャルＲＲＣ接続セットアップ手順を完了した所定のＵ
Ｅ１２２に発生する。
【００３５】
　次に、ブロック４０４ｂで、所定のｅＮｏｄｅＢは、２Ｇ／３Ｇに継続中の音声通話が
ない場合、ＣＡコンフィグレーションを備えるＲＲＣ接続再設定シグナリングを所定のＵ
Ｅ１２２に送信する（図５Ｂの通信５１４）。ブロック４０４ｂの後、ＭＴコールが開始
した５１５とき、２Ｇ／３Ｇコアネットワーク１２０、例えば、２Ｇ／３Ｇコアネットワ
ーク１２０に含まれるモバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）サーバは、ＬＴＥコアネ
ットワーク１２０、例えば、ＬＴＥコアネットワーク１２０に含まれるＭＭＥにページン
グリクエストを送信する（図５Ｂの通信５１６）。ページングリクエストは、ＵＥアイデ
ンティティ及びページング原因のような情報を含むが、これに限定されない。ＭＭＥは、
順々に、所定のＵＥ１２２に対して２Ｇ／３Ｇを使用して開始されたＭＴコールがあるこ
とを所定のｅＮｏｄｅＢに通知する。したがって、所定のｅＮｏｄｅＢは、２Ｇ／３Ｇネ
ットワーク１０３上のＭＴコール５１５の開始に応答して、２Ｇ／３Ｇネットワーク１０
３からページングリクエストを（間接的に）受信する（ブロック４０６ｂ）。
【００３６】
　ブロック４０８ｂで、ページングリクエストを受信することに応答して、所定のｅＮｏ
ｄｅＢは、所定のＵＥ１２２にＳセルをリリースさせる又は新しいＰセルにハンドオーバ
させるためにメッセージを送信するか否かを判断する。　特定のＳセルが、２Ｇ／３Ｇサ
ービスと共有される周波数帯域に対応する場合、所定のｅＮｏｄｅＢは、所定のＵＥ１２
２に関連する特定のＳセルをリリースするために、ＲＲＣ接続再設定メッセージ／シグナ
リングを所定のＵＥ１２２に送信する（図５Ｂの通信５１８）。ｅＮｏｄｅＢは、２Ｇ／
３Ｇサービスを使用するＭＴコール又はいくつかの他の目的のために使われる周波数帯域
の不用意な使用をなくすために、特定のＳセルをリリースすることを所定のＵＥ１２２に
命令する。複数のＳセルと２Ｇ／３Ｇサービスとの間に共通の周波数帯がなく、現在の／
ソースのＰセルが２Ｇ／３Ｇサービスに対して共有される周波数帯域に対応する場合、所
定のｅＮｏｄｅＢは、他の搬送周波数へのＰセルの異周波数間ハンドオーバ（ＨＯ）を実
行するために、ＲＲＣ接続再設定メッセージ／シグナリングを所定のＵＥ１２２に送信す
る（図５Ｂの通信５１８）。一般的に、モビリティ制御情報を有するＲＲＣ接続再設定メ
ッセージは、ソースの／現在のＰセルをリリースする及び異なる搬送周波数における他の
セルにハンドオーバするための複数の命令を提供している。
【００３７】
　ブロック４０８ｂにおいて、所定のＵＥ１２２がＲＲＣ接続再設定メッセージに従って
アクションをとると、所定のＵＥ１２２は、２Ｇ／３Ｇサービスをオン５１９にし（図５
Ｂ）、ＭＴコールに対応するページング情報を受信するために、２Ｇ／３Ｇセル上に留ま
る。２Ｇ／３Ｇセル上に留まっている間、所定のＵＥ１２２は、複数のＬＴＥセル（ブロ
ック４０８ｂでリリースされることが指示されたセルを除く関連するＰセル及びＳセル）
との接続を維持する。
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【００３８】
　いくつかの実施形態において、ブロック４０８ｂで、ページレセプションに起因して２
Ｇ／３Ｇネットワーク１０３を使用した音声通話を開始することにおける遅延を減らすべ
く、所定のｅＮｏｄｅＢは、（２Ｇ／３Ｇページングを所定のＵＥ１２２に送信するＢＳ
１１０又は１１４のような２Ｇ／３Ｇネットワーク１０３の所定のＢＳではなく）所定の
ＵＥ１２２に２Ｇ／３Ｇページングを送信できる。そのような２Ｇ／３Ｇページング情報
（２Ｇ／３Ｇ音声通話指標とも称される）は、Ｓセルのリリース又はＰセルのＨＯに関す
るＲＲＣ接続再設定メッセージに含まれることができる（通信５１８）。そして、２Ｇ／
３Ｇネットワーク１０３は、２Ｇ／３Ｇセルにおいて、応答ページを受信することなしに
、ＭＴコールのためのランダムアクセスを開始できる。
【００３９】
　図４Ｂは、いくつかの実施形態に係る、所定のＵＥ１２２のＲＦチェーン３０２がサポ
ートしている／するネットワークに関する、所定のＵＥ１２２とｅＮｏｄｅＢ（例えば、
ｅＮｏｄｅＢ１０２又は１０６）との間の情報共有を促進するためのＲＲＣシグナリング
の別の使用を示すフロー図４２０の例を示す。図５Ｃ、図５Ｄ、及び図５Ｅは、いくつか
の実施形態に係る図４Ｂに対応するタイミング図の例を示す。
【００４０】
　図４Ｂ及び図５Ｃは、音声通話（ＭＯコール）を発信し、２Ｇ／３Ｇネットワーク上で
動作するためにＵＥ１２２に含まれるＲＦチェーン３０２を２Ｇ／３ＧＢＢ３０６に接続
することを試みる所定のＵＥ１２２に対応する。示されないが、所定のＵＥ１２２を接続
モード５２１（図５Ｃ参照）にすべく、所定のＵＥ１２２とそれに関連するｅＮｏｄｅＢ
（例えば、ｅＮｏｄｅＢ１０２又は１０６）との間にイニシャルＲＲＣ接続セットアップ
シグナリングが発生した。
【００４１】
　次に、図４Ｂのブロック４２２ａで、所定のｅＮｏｄｅＢは、ＣＡコンフィグレーショ
ンを備えるＲＲＣ接続再設定シグナリングを所定のＵＥ１２２に送信する（図５Ｃの通信
５２２）。このＲＲＣ接続再設定シグナリングは、２Ｇ／３Ｇに継続中の音声通話がない
場合に提供される。所定のＵＥ１２２がＭＯコール５２３を開始すると、ＵＥ１２２は、
使用不可能な周波数の指標を所定のｅＮｏｄｅＢに送信する（図５Ｃの通信５２４）。使
用不可能な周波数の指標は、所定のｅＮｏｄｅＢによって受信される（ブロック４２４ａ
）。使用不可能な周波数の指標は、それが一時的にでもＬＴＥのために使用されることが
できないサポートされた周波数帯域又は周波数帯域の組み合わせである１または複数の周
波数帯域又は周波数帯域の組み合わせ（ＣＡによって提供された各サポートされた周波数
帯域幅の各周波数帯域）の識別子を備える。サポートされた周波数帯域又は周波数帯域の
組み合わせのそれぞれは、図４Ａ、図５Ａ、及び図５Ｂに関して上で開示されたＵＥ性能
シグナリングに関するそれらと同じである。識別された１または複数の周波数帯域又は周
波数帯域の組み合わせは、ＲＦ共有（例えば、２Ｇ／３Ｇ音声通話のための使用）又はデ
ュアルスタンバイアーキテクチャの他の制限のため、現在の複数のＬＴＥサービングセル
と同時に使用されることができない。
【００４２】
　使用不可能な周波数の指標を受信することにに応答して、特定のＳセルをリリースする
こと又は他の搬送周波数へのＰセルの異周波数間ＨＯを実行することをＵＥ１２２に指示
する所定のｅＮｏｄｅＢは、ＲＲＣ接続再設定シグナリングを判断して送信する（ブロッ
ク４２６ａ）（通信５２６）。Ｓセルのリリース又はＰセルのＨＯに関する追加の詳細は
、ブロック４０８ａ及びｂに関して上で開示されている。ブロック４２６ａにおいて、所
定のＵＥ１２２がＲＲＣ接続再設定メッセージに従ってアクションをとると、所定のＵＥ
１２２は、２Ｇ／３Ｇをオン５２７にし、ＭＯコールの期間の間、２Ｇ／３Ｇセル上に留
まる。２Ｇ／３Ｇセル上に留まっている間、所定のＵＥ１２２は、複数のＬＴＥセル（ブ
ロック４２６ａでリリースされることが指示されたセルを除く関連するＰセル及びＳセル
）との接続を維持する。
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【００４３】
　図４Ａに関して上で開示されたＵＥ性能シグナリングスキームとは対照的に、ｅＮｏｄ
ｅＢは、使用不可能な周波数の指標が代わりに使用されているときに、所定のＵＥ１２２
がＬＴＥと２Ｇ／３Ｇとの間でＲＦチェーン３０２を共有していることを必ずしも知らな
い。ｅＮｏｄｅＢは、サポートされた周波数帯域／周波数帯域の組み合わせの中の特定の
周波数帯域又は周波数帯域の組み合わせが予約され、よって複数のＬＴＥサービングセル
による使用のために利用可能でないときに、単に通知される。
【００４４】
　図４Ｂ、図５Ｄ、及び図５Ｅは、音声通話（ＭＴコール）を受信し、２Ｇ／３Ｇネット
ワーク１０３上で動作するためにＵＥ１２２に含まれるＲＦチェーン３０２を２Ｇ／３Ｇ
ＢＢ３０６に接続することを試みる所定のＵＥ１２２に対応する。示されないが、所定の
ＵＥ１２２を接続モード５３１（図５Ｄ参照）にすべく、所定のＵＥ１２２とそれに関連
するｅＮｏｄｅＢ（例えば、ｅＮｏｄｅＢ１０２又は１０６）との間にイニシャルＲＲＣ
接続セットアップシグナリングが発生した。
【００４５】
　次に、図４Ｂのブロック４２２ｂで、所定のｅＮｏｄｅＢは、ＣＡコンフィグレーショ
ンを備えるＲＲＣ接続再設定シグナリングを所定のＵＥ１２２に送信する（図５Ｄの通信
５３２）。このＲＲＣ接続再設定シグナリングは、２Ｇ／３Ｇに継続中の音声通話がない
場合に提供される。ＵＥ１２２が２Ｇ／３Ｇページングを受信することを予測するときに
、ＵＥ１２２は、使用不可能な周波数の指標を所定のｅＮｏｄｅＢに送信する（図５Ｄの
通信５３４）。使用不可能な周波数の指標は、所定のｅＮｏｄｅＢによって受信される（
ブロック４２４ｂ）。使用不可能な周波数の指標は、それが一時的にでもＬＴＥのために
使用されることができないサポートされた周波数帯域又は周波数帯域の組み合わせである
１または複数の周波数帯域又は周波数帯域の組み合わせ（ＣＡによって提供された各サポ
ートされた周波数帯域幅の各周波数帯域）の識別子を備える。サポートされた周波数帯域
又は周波数帯域の組み合わせのそれぞれは、図４Ａ、図５Ａ、及び図５Ｂに関して上で開
示されたＵＥ性能シグナリングに関するそれらと同じである。識別された１または複数の
周波数帯域又は周波数帯域の組み合わせは、ＲＦ共有（例えば、２Ｇ／３Ｇ音声通話のた
めの使用）又はデュアルスタンバイアーキテクチャの他の制限のため、現在の複数のＬＴ
Ｅサービングセルと同時に使用されることができない。
【００４６】
　ＵＥ１２２は、２Ｇ／３Ｇネットワーク１０３によって既に規定されたものとしての２
Ｇ／３Ｇページング機会、又は新しい２Ｇ／３Ｇページング機会がＬＴＥネットワーク１
０１におけるこのオペレーションのために規定されることを知っていてよい。ページング
機会が既に規定されている場合、ＵＥ１２２はまた、ＬＴＥと２Ｇ／３Ｇとの間のシステ
ムフレーム番号の差についてのパラメータ及び情報に関連するページングを所定のｅＮｏ
ｄｅＢに提供する。いくつかの実施形態において、使用不可能な周波数の指標、又は使用
不可能な周波数の指標とともにＵＥ１２２によって送信される追加のシグナリングは、こ
れに限定されないが、以下のような追加の情報を提供する。ブロック４２６ａで、そのよ
うな情報は、対応して、ｅＮｏｄｅＢによって受信される。
　・ページング、音声通話、又は測定のためか否かのような、使用不可能な周波数の指標
の目的。
　・使用不可能な周波数の指標がページング又は測定に関する場合、使用不可能な周波数
帯域／周波数帯域の組み合わせの周期性及び期間を指定すること。この情報とともに、ｅ
ＮｏｄｅＢは、ＵＥ１２２が２Ｇ／３Ｇページングを受信できるようにするために、測定
のギャップパターンを設定できる。測定のギャップパターンは、既存の測定のギャップパ
ターン、又は２Ｇ／３Ｇページングサイクル又は期間と協調するために導入された新しい
測定のギャップパターンを備えてよい。測定のギャップパターンは、２Ｇ／３Ｇページン
グを受信するためにオフにされるよう、複数のサービングセルのサブセットに適用してよ
い。測定のギャップパターンの設定によって、ＵＥ１２２は、２Ｇ／３Ｇページングを受
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信するために、各ページングサイクルの使用不可能な周波数の指標を送信することを必要
としなくてよい。
　・測定のギャップパターンが設定されないときに、測定情報は必要とされる。
【００４７】
　使用不可能な周波数の指標（及び既に上で開示された他の可能性のある情報）を受信す
ることにに応答して、所定のｅＮｏｄｅＢは、特定のＳセルをリリースすること又は他の
搬送周波数へのＰセルの異周波数間ＨＯを実行することをＵＥ１２２に指示するＲＲＣ接
続再設定シグナリングを判断して送信する（ブロック４２６ｂ）（通信５３６）。Ｓセル
のリリース及びＰセルのＨＯに関する追加の詳細は、ブロック４０８ａ及びｂに関して上
で開示されている。
【００４８】
　２Ｇ／３ＧオペレーションがＲＲＣ接続再設定シグナリングに基づいて可能な場合、Ｕ
Ｅ１２２は、２Ｇ／３Ｇをオン５３７にし（例えば、２Ｇ／３Ｇセル上に留まり）、２Ｇ
／３Ｇページングを受信することを試みる。ＭＴ音声通話が開始した５３８とき、２Ｇ／
３Ｇネットワーク１０３（例えば、ＢＳ１１０又は１１４のようなＢＳ）は、２Ｇ／３Ｇ
ページングを所定のＵＥ１２２に送信する（図５Ｄの通信５４０）。それに応じて、ＵＥ
１２２は、パケット交換（ＰＳ）サービスのために所定のｅＮｏｄｅＢとの接続を維持し
ながら、２Ｇ／３Ｇを介して音声サービスを開始する。
【００４９】
　図５Ｅは、２Ｇ／３Ｇページング（図５Ｄの通信５４０）が送信されない又は所定のＵ
Ｅ１２２によって適切に受信されない場合を示す。この場合、ＵＥ１２２は、２Ｇ／３Ｇ
をオフ５４１にし、ＬＴＥ５４２をオンに戻す。言い換えれば、ＲＦチェーン３０２を２
Ｇ／３ＧＢＢ３０６からＬＴＥＢＢ３０４に切り換える（図３）。そして、ＵＥ１２２は
、使用可能な周波数の指標を所定のｅＮｏｄｅＢに送信する（通信５４４）。使用可能な
周波数の指標は、所定のｅＮｏｄｅＢによって受信される（ブロック４２８ｂ）。使用可
能な周波数の指標は、複数のＬＴＥサービングセルによって使用のために利用可能なその
ような周波数帯域又は周波数帯域の組み合わせに対して、以前に送信された使用不可能な
周波数の指標（現時点で再度使用可能である）に対する変化をｅＮｏｄｅＢに通知するこ
と、又は新しい使用可能な周波数情報を提供することを備える。それに応じて、ブロック
４３０ｂ及び通信５４６で、ｅＮｏｄｅＢは、特定Ｓセルをリリースする又は他の搬送周
波数へのＰセルの異周波数間ＨＯを実行する複数の命令を含むＲＲＣ接続再設定シグナリ
ングを判断してＵＥ１２２に送信する。Ｓセルのリリース又はＰセルのＨＯに関する追加
の詳細は、ブロック４０８ａ及びｂに関して上で開示されている。
【００５０】
　さらに、ｅＮｏｄｅＢは、継続中の２Ｇ／３ＧページングがあることをＵＥ１２２に通
知できる。それに応じて、ＵＥ１２２は、２Ｇ／３Ｇネットワーク１０３上で２Ｇ／３Ｇ
音声通話の使用のための周波数帯域／周波数帯域の組み合わせを一時的に予約するために
、使用不可能な周波数の指標をｅＮｏｄｅＢに返す。この場合、ＵＥ１２２は、２Ｇ／３
Ｇ音声通話を実施すべく、（通信５４０のような）２Ｇ／３Ｇネットワーク１０３からの
２Ｇ／３Ｇページングを要求しなくてよい。
【００５１】
　上で開示されたＲＲＣシグナリングアプローチとは対照的に、所定のＵＥ１２２のＲＦ
チェーン３０２がＬＴＥサービスではなく２Ｇ／３Ｇサービスのために使用されている／
されるか否かをｅＮｏｄｅＢに通知するための別の実施形態が、メディアアクセス制御（
ＭＡＣ）シグナリングの強化によってなされる。
【００５２】
　図６は、いくつかの実施形態に係る起動／停止ＭＡＣ制御要素（ＣＥ）シグナリングを
使用するためのフロー図６００の例を示す。２Ｇ／３Ｇ音声通話（ＭＯ又はＭＴコール）
が所定のＵＥ１２２で開始する場合（ブロック６０２のＹＥＳ分岐）、ブロック６０４で
、所定のＵＥ１２２に対する専用のスケジューリングリクエスト（ＳＲ）リソースの存在
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が、チェックされる。ＵＥ１２２は、２Ｇ／３Ｇ音声通話の開始の時点で、所定のｅＮｏ
ｄｅＢによって新しい送信に対して割り当てられたアップリンク（ＵＬ）リソースを有し
てよく又は有しなくてよい。しかし、割り当てられたＵＬリソースが存在するか否かに関
わらず、そのコールのために使用される周波数帯域／組み合わせが、コールの期間の間に
、ＵＥ１２２に関連する複数のＬＴＥサービングセルによって使用されてないように、ｅ
ＮｏｄｅＢは、２Ｇ／３Ｇ音声通話の開始が通知されるべきである。
【００５３】
　専用のＳＲリソースが設定されて存在する場合（ブロック６０４のＹＥＳ分岐）、ブロ
ック６０６で、ＵＥ１２２は、無線フレームの少なくとも１つのサブフレームに含まれる
物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）でＳＲ情報をｅＮｏｄｅＢに送信する。専
用のＳＲリソースがＵＥ１２２に対して割り当ていない場合（ブロック６０４のＮＯ分岐
）、ＵＥ１２２は、必須の２Ｇ／３Ｇ音声通話情報をｅＮｏｄｅＢに提供するために、ラ
ンダムアクセス手順を開始して参加する（ブロック６０８）。
【００５４】
　ＳＲ情報又はランダムアクセス手順のいずれかに応答して、ｅＮｏｄｅＢは、物理アッ
プリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースをスケジュールする。ＵＥ１２２は、起動
／停止リクエストＭＡＣＣＥシグナリングを送信する（ブロック６１０）。そのようなリ
クエストシグナリングに応答して、ｅＮｏｄｅＢは、２Ｇ／３Ｇ音声通話のために使用さ
れる２Ｇ／３Ｇ周波数帯域と共存できないＬＴＥ周波数帯域で動作している特定のＳセル
又はＰセルを停止することをＵＥ１２２に指示する起動／停止ＭＡＣＣＥシグナリングを
送信する。ブロック６１２で、起動／停止ＭＡＣＣＥシグナリングは、ＵＥ１２２によっ
て受信される。したがって、起動／停止リクエストＭＡＣＣＥシグナリングは、２Ｇ／３
Ｇネットワーク上の音声通話の開始における遅延を防ぐべく、ＰＵＣＣＨ又はランダムア
クセス手順でＳＲ情報によってトリガされるより早く、ＵＥ１２２によって送信される。
ＵＥ１２２は、起動／停止リクエストＭＡＣＣＥシグナリングにおいて、Ｐセルの停止を
要求できる。
【００５５】
　他の別の実施形態として、所定のＵＥ１２２のための、Ｐセル及び複数のＳセル並びに
／又はＰセル及び複数のＳセルに対する複数のＣＣの割り当ては、周波数共存問題の発生
を予め防ぐために、ネットワーク１００によって制御されることができる。図７のフロー
図７００の例に示されるように、例えば、ＣＡが設定されたときに、ＲＲＣ接続セットア
ップのために使用されるセルがＰセルである。Ｐセルを変更するためにＨＯがトリガされ
ない限り、ＵＥ１２２がＬＴＥサービスのために留まらせられるセルがＰセルになり、２
Ｇ／３Ｇ音声サービスの間に共存できないＬＴＥ周波数帯域がＰセルに関連するそれにな
る可能性が高い。よって、ＵＥ１２２は、除外されたセル又は最も低い優先順位のセルと
して、ＬＴＥＰセルと共存できない周波数帯域を有する２Ｇ／３Ｇセルを積極的に考慮又
は決定できる（ブロック７０２ａ）。このアプローチによって、ＵＥ１２２は、ＬＴＥＰ
セルと共存できないそのような２Ｇ／３Ｇセル上に留まることを防ぐことができる（ブロ
ック７０４ａ）。
【００５６】
　他の例として、ＲＦチェーン３０２が全てのＬＴＥ周波数帯域をサポートすることがで
きる場合（ブロック７０２ｂ）、Ｐセルが所定のＵＥ１２２に対して停止させられないの
で、ネットワーク１００は、（Ｐセルではなく）ＳセルとしてＲＦチェーン３０２によっ
て２Ｇ／３Ｇサービスのために使用されるものとして、同じ周波数帯域／組み合わせを有
するセルを割り当てる（ブロック７０４ｂ）。したがって、ＲＦチェーン３０２が２Ｇ／
３Ｇサービスをサポートするために切り換えられたときに、Ｓセルが停止されてよい。
【００５７】
　用語「機械可読媒体」、「コンピュータ可読媒体」、及びその類のものは、複数の命令
の１または複数のセットを格納する１つの媒体又は複数の媒体（例えば、集中又は分散デ
ータベース、及び／又は関連するキャッシュ及びサーバ）を含むと理解されるべきである
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または複数を機械に実行させる複数の命令の群を格納、符号化、又は実行できる任意の媒
体を含むと理解されるべきである。従って、用語「機械可読媒体」は、これに限定定され
ないが、ソリッドステートメモリ、光媒体、磁気媒体、及び搬送波信号を含むと理解され
るべきである。
【００５８】
　明確さの目的のために、上記説明は、異なる機能ユニット又はプロセッサに関連して、
いくつかの実施形態が説明されていることが理解されよう。しかし、異なる機能ユニット
、プロセッサ、又はドメイン間での任意の適切な機能の配分が、本発明の実施形態を損な
うことなく、使用されてよいことが明かだろう。例えば、別個のプロセッサ又はコントロ
ーラによって実行されることが示された機能は、同じプロセッサ又はコントローラによっ
て実行されよい。よって、特定の機能ユニットへの言及は、厳密な論理的又は物理的な構
造又は組織の示唆ではなく、説明された機能を提供するための適切な手段への言及として
のみ理解される。
【００５９】
　本発明は、いくつかの実施形態に関連して説明されたが、本明細書に明記された特定の
形態に限定されることは意図されていない。当業者は、説明された実施形態の様々な特徴
が本発明に従って組み合わされてよいことを認識するだろう。さらに、様々な修正又は変
更が、本発明の範囲から逸脱することなしに、当業者によってなされてよいことが理解さ
れよう。
【００６０】
　本開示の要約が、技術的な開示の本質をすばやく確認するために提供される。それは、
請求項の範囲又は意味を解釈又は限定するために用いられないという了解のもとで提出さ
れる。加えて、上記の発明を実施するための形態において、本開示のストリーミングの目
的のために、様々な特徴が単一の実施形態で集められていることが分かる。この開示の方
法は、請求された実施形態がそれぞれの請求項に明確に記載されているより多い特徴を要
求するという意図を示していると解釈されない。むしろ、以下の請求項は、発明の主題が
単一の開示された実施形態の全ての特徴より少ないところにあることを示す。したがって
、以下の請求項は、これによって、それ自体に基づく各請求項が別個の実施形態として、
発明を実施するための形態に組み込まれる。
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