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(57)【要約】
　アクセスノードは、UEに同期情報を提供し得る。アク
セスノードは、基本ネットワーク構成情報を含み得る1
つまたは複数の情報ブロックをさらに提供し得る。同期
情報および/または情報ブロックに基づいて、UEは、ラ
ンダムアクセスプリアンブル、UEの識別子、および/ま
たはバッファステータス報告を含むメッセージをアクセ
スノードに送信し得る。UEからのメッセージに基づいて
、アクセスノードは、UEがアクティブのままであるべき
であると決定し、したがって、UEがアクティブのままで
あるべきであることを示す第1のメッセージに対する応
答をUEに送信し得る。その後、UEは、接続セットアップ
または接続再構成メッセージを受信し得る。接続セット
アップまたは再構成メッセージは、UEが同期情報および
/または1つもしくは複数の情報ブロックを受信した同じ
または異なるアクセスノードから受信され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
　接続再構成プロセスを円滑にするために、ランダムアクセスプリアンブルおよびUE識別
子を含む第1のメッセージを第1のアクセスノードに送信するステップと、
　前記第1のアクセスノードから、前記第1のメッセージに対する応答を受信するステップ
と、
　前記第1のメッセージに対する前記応答に基づいて前記接続再構成プロセスを維持する
ステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　第2のアクセスノードから接続再構成メッセージを受信するステップ
　をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記接続再構成メッセージが、前記第2のアクセスノードに関連するセル識別子、タイ
ミングアドバンス情報、セル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)、アップリンク割当て
データ、またはダウンリンク割当てデータのうちの少なくとも1つを含む、請求項2に記載
の方法。
【請求項４】
　前記第1のアクセスノードおよび前記第2のアクセスノードが同じアクセスノードである
、請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記第1のアクセスノードから、マスタ情報ブロック(MIB)および同期信号を受信するス
テップと、
　前記MIBに基づいて前記第1のメッセージを生成するステップと
　をさらに含み、前記第1のメッセージの前記送信が、前記同期信号に基づく
　請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1のメッセージに対する前記応答が1ビットである、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1のメッセージに対する前記応答が、前記UE識別子または同期信号識別子のうち
の1つによってシードされる基準信号を含む、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記第1のメッセージが、前記接続再構成プロセスを開始するためにバッファステータ
ス報告をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記第1のメッセージが、前記第1のアクセスノードとのタイミング整合なしに送信され
る、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第1のメッセージに対する前記応答に基づいて前記接続再構成プロセスを維持する
前記ステップが、
　前記接続再構成プロセスを継続するために、接続再構成メッセージを待つステップ
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記接続再構成プロセスの前記円滑化が、前記接続再構成プロセスの開始、前記UEのた
めのモビリティ管理手順、または前記UEのためのページング受信のうちの少なくとも1つ
に関連する、請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置がユーザ機器(UE)であり、
　接続再構成プロセスを円滑にするために、ランダムアクセスプリアンブルおよびUE識別
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子を含む第1のメッセージを第1のアクセスノードに送信するための手段と、
　前記第1のアクセスノードから、前記第1のメッセージに対する応答を受信するための手
段と、
　前記第1のメッセージに対する前記応答に基づいて前記接続再構成プロセスを維持する
ための手段と
　を含む装置。
【請求項１３】
　第2のアクセスノードから接続再構成メッセージを受信するための手段
　をさらに含む、請求項12に記載の装置。
【請求項１４】
　前記接続再構成メッセージが、前記第2のアクセスノードに関連するセル識別子、タイ
ミングアドバンス情報、セル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)、アップリンク割当て
データ、またはダウンリンク割当てデータのうちの少なくとも1つを含む、請求項13に記
載の装置。
【請求項１５】
　前記第1のアクセスノードから、マスタ情報ブロック(MIB)および同期信号を受信するた
めの手段と、
　前記MIBに基づいて前記第1のメッセージを生成するための手段と
　をさらに含み、前記第1のメッセージを送信するための前記手段が、前記同期信号に基
づいて送信するように構成される
　請求項12に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第1のメッセージに対する前記応答が、前記UE識別子または同期信号識別子のうち
の1つによってシードされる基準信号を含む、請求項12に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第1のメッセージが、前記接続再構成プロセスを開始するためにバッファステータ
ス報告をさらに含む、請求項12に記載の装置。
【請求項１８】
　第1のアクセスノードによるワイヤレス通信のための方法であって、
　ランダムアクセスプリアンブルとUE識別子とを含む第1のメッセージをユーザ機器(UE)
から受信するステップと、
　接続再構成プロセスに関連して、前記第1のメッセージに対する応答を前記UEに送信す
るステップと、
　前記UEのための前記接続再構成プロセスを円滑にするステップと
　を含む方法。
【請求項１９】
　前記UEのための前記接続再構成プロセスを継続するために、接続再構成メッセージを送
信するステップ
　をさらに含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　前記接続再構成メッセージが、セル識別子、タイミングアドバンス情報、セル無線ネッ
トワーク一時識別子(C-RNTI)、アップリンク割当てデータ、またはダウンリンク割当てデ
ータのうちの少なくとも1つを含む、請求項19に記載の方法。
【請求項２１】
　前記UEのための前記接続再構成プロセスを継続するために、接続再構成メッセージを送
信するように第2のアクセスノードに指示するステップ
　をさらに含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２２】
　マスタ情報ブロック(MIB)および同期信号を送信するステップ
　をさらに含む、請求項18に記載の方法。



(4) JP 2018-537896 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

【請求項２３】
　前記第1のメッセージに対する前記応答が1ビットであり、前記UE識別子または同期信号
識別子のうちの1つによってシードされる基準信号を含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第1のメッセージがバッファステータス報告を含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２５】
　前記UEのための前記接続再構成プロセスを容易にする前記ステップが、前記接続再構成
プロセスの開始、前記UEのためのモビリティ管理の提供、または前記UEへのページの送信
のうちの少なくとも1つを含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置が第1のアクセスノードであり、
　ランダムアクセスプリアンブルとUE識別子とを含む第1のメッセージをユーザ機器(UE)
から受信するための手段と、
　接続再構成プロセスに関連して、前記第1のメッセージに対する応答を前記UEに送信す
るための手段と、
　前記UEのための前記接続再構成プロセスを円滑にするための手段と
　を含む装置。
【請求項２７】
　前記UEのための前記接続再構成プロセスを継続するために、接続再構成メッセージを送
信するための手段
　をさらに含む、請求項26に記載の装置。
【請求項２８】
　前記接続再構成メッセージが、セル識別子、タイミングアドバンス情報、セル無線ネッ
トワーク一時識別子(C-RNTI)、アップリンク割当てデータ、またはダウンリンク割当てデ
ータのうちの少なくとも1つを含む、請求項27に記載の装置。
【請求項２９】
　前記UEのための前記接続再構成プロセスを継続するために、接続再構成メッセージを送
信するように第2のアクセスノードに指示するための手段
　をさらに含む、請求項26に記載の装置。
【請求項３０】
　前記UEのための前記接続再構成プロセスを円滑にするための前記手段が、前記接続再構
成プロセスの開始、前記UEのためのモビリティ管理の提供、または前記UEへのページの送
信のうちの少なくとも1つのために構成される、請求項26に記載の装置。
【請求項３１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置がユーザ機器(UE)であり、
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含み、前記少なくとも1つのプ
ロセッサが、
　　接続再構成プロセスを円滑にするために、ランダムアクセスプリアンブルおよびUE識
別子を含む第1のメッセージを第1のアクセスノードに送信し、
　　前記第1のアクセスノードから、前記第1のメッセージに対する応答を受信し、
　　前記第1のメッセージに対する前記応答に基づいて前記接続再構成プロセスを維持す
る
　ように構成される
　装置。
【請求項３２】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、
　第2のアクセスノードから接続再構成メッセージを受信する
　ようにさらに構成される、請求項31に記載の装置。
【請求項３３】
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　前記接続再構成メッセージが、前記第2のアクセスノードに関連するセル識別子、タイ
ミングアドバンス情報、セル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)、アップリンク割当て
データ、またはダウンリンク割当てデータのうちの少なくとも1つを含む、請求項32に記
載の装置。
【請求項３４】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、
　前記第1のアクセスノードから、マスタ情報ブロック(MIB)および同期信号を受信し、
　前記MIBに基づいて前記第1のメッセージを生成する
　ようにさらに構成され、前記第1のメッセージが、前記同期信号に基づいて送信される
　請求項31に記載の装置。
【請求項３５】
　前記第1のメッセージに対する前記応答が、前記UE識別子または同期信号識別子のうち
の1つによってシードされる基準信号を含む、請求項31に記載の装置。
【請求項３６】
　前記第1のメッセージが、前記接続再構成プロセスを開始するためにバッファステータ
ス報告をさらに含む、請求項31に記載の装置。
【請求項３７】
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置が第1のアクセスノードであり、
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含み、前記少なくとも1つのプ
ロセッサが、
　　ランダムアクセスプリアンブルとUE識別子とを含む第1のメッセージをユーザ機器(UE
)から受信し、
　　接続再構成プロセスに関連して、前記第1のメッセージに対する応答を前記UEに送信
し、
　　前記UEのための前記接続再構成プロセスを円滑にする
　ように構成される
　装置。
【請求項３８】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、前記UEのための前記接続再構成プロセスを継続す
るために、接続再構成メッセージを送信するようにさらに構成される、請求項37に記載の
装置。
【請求項３９】
　前記接続再構成メッセージが、セル識別子、タイミングアドバンス情報、セル無線ネッ
トワーク一時識別子(C-RNTI)、アップリンク割当てデータ、またはダウンリンク割当てデ
ータのうちの少なくとも1つを含む、請求項38に記載の装置。
【請求項４０】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、前記UEのための前記接続再構成プロセスを継続す
るために、接続再構成メッセージを送信するように、第2のアクセスノードに指示するよ
うにさらに構成される、請求項37に記載の装置。
【請求項４１】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、前記接続再構成プロセスの開始、前記UEのための
モビリティ管理の提供、または前記UEへのページの送信のうちの少なくとも1つによって
、前記UEのための前記接続再構成プロセスを円滑にするように構成される、請求項37に記
載の装置。
【請求項４２】
　ユーザ機器によるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコン
ピュータ可読媒体であって、
　接続再構成プロセスを円滑にするために、ランダムアクセスプリアンブルおよびUE識別
子を含む第1のメッセージを第1のアクセスノードに送信し、
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　前記第1のアクセスノードから、前記第1のメッセージに対する応答を受信し、
　前記第1のメッセージに対する前記応答に基づいて前記接続再構成プロセスを維持する
　ためのコードを含む
　コンピュータ可読媒体。
【請求項４３】
　第1のアクセスノードによるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記
憶するコンピュータ可読媒体であって、
　ランダムアクセスプリアンブルとUE識別子とを含む第1のメッセージをユーザ機器(UE)
から受信し、
　接続再構成プロセスに関連して、前記第1のメッセージに対する応答を前記UEに送信し
、
　前記UEのための前記接続再構成プロセスを円滑にする
　ためのコードを含む
　コンピュータ可読媒体。

【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、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2015年11月2日に出
願された「Physical Layer Aspects of an Access Procedure」と題する米国仮出願第62/
249,886号、2015年11月23日に出願された「Physical Layer Aspects of an Access Proce
dure」と題する米国仮出願第62/258,959号、および2016年7月6日に出願された「METHODS 
AND APPARATUSES FOR AN ACCESS PROCEDURE」と題する米国特許出願第15/203,412号の利
益を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、全般に通信システムに関し、より詳細には、ワイヤレスネットワークにアク
セスするためのアクセス手順に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、電話方式、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロ
ードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。通常
のワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって複数
のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用する場合がある。その
ような多元接続技術の例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)
システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システ
ム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システム、および時分割同期符号分
割多元接続(TD-SCDMA)システムが含まれる。
【０００４】
　これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが地方自治体、国家、地域、さら
にはグローバルレベルで通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様
々な電気通信規格において採用されている。例示的な電気通信規格はロングタームエボリ
ューション(LTE)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって
公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)モバイル規格
に対する拡張のセットである。LTEは、ダウンリンク上でOFDMAを使用し、アップリンク上
でSC-FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して、スペクトル効率の改
善、コストの低下、およびサービスの改善を通して、モバイルブロードバンドアクセスを
サポートするように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに
対する需要が増大し続けるにつれて、LTE技術におけるさらなる改善が必要である。これ
らの改善はまた、他の多元接続技術、およびこれらの技術を採用する電気通信規格に適用
可能であり得る。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下で、1つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡略化
された概要を提示する。この概要は、すべての考えられる態様の包括的な概説ではなく、
すべての態様の主要または重要な要素を識別することも、いずれかまたはすべての態様の
範囲を定めることも意図していない。この概要の唯一の目的は、後で提示するより詳細な
説明の導入として、1つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示する
ことである。
【０００６】
　本明細書で説明する態様は、アクセスノード(たとえば、発展型ノードB、基地局、スモ
ールセル基地局など)によって提供されるセルで動作するユーザ機器(UE)を対象とし得る
。UEは、最初にUEがネットワークにアクセスしようとするときなど、アクセスノードとの
通信のための専用リソースを最初のうちは有していない可能性がある。UEは、アクセスノ
ードと通信するために専用リソースを必要とすることがある。したがって、UEは、専用リ
ソースを獲得し、アクセスノードとの無線接続を確立するためのアクセス手順を実行し得
る。
【０００７】
　ワイヤレスシステムでは、ユーザ機器と基地局との間のデータ転送などのデータ転送を
開始するために、アクセス手順が使用され得る。アクセス手順に関連して、タイミングお
よび同期情報が取得され得る。アクセス手順は、複数の動作を必要とし得る。
【０００８】
　様々な態様によれば、アクセスノードは、時間および粗周波数同期情報をUEに提供し得
る。アクセスノードは、基本ネットワーク構成情報を含み得る1つまたは複数の情報ブロ
ック(たとえば、マスタ情報ブロック)をさらに提供し得る。同期情報および/または情報
ブロックに基づいて、UEは、たとえば、ランダムアクセスプリアンブル、UEの識別子、お
よび/またはバッファステータス報告を含むメッセージをアクセスノードに送信し得る。U
Eからのメッセージに基づいて、アクセスノードは、UEがアクティブのままであるべきで
あると決定し、したがって、UEがアクティブのままであるべきであることを示す第1のメ
ッセージに対する応答をUEに送信し得る。その後、UEは、接続セットアップメッセージま
たは接続再構成メッセージを受信し得る。接続セットアップメッセージまたは再構成メッ
セージは、UEが同期情報および/または1つもしくは複数の情報ブロックを受信した同じア
クセスノードまたは異なるアクセスノードから受信され得る。
【０００９】
　本開示の一態様では、方法、コンピュータ可読媒体、および装置が提供される。装置は
、第1のアクセスノードに第1のメッセージを送信するように構成され得る。第1のメッセ
ージは、ランダムアクセスプリアンブルおよび/またはUE識別子を含み得る。第1のメッセ
ージは、接続再構成のプロセスを円滑にし得る。装置は、第1のアクセスノードから第1の
メッセージに対する応答を受信するようにさらに構成され得る。装置は、第1のメッセー
ジに対する応答に基づいて接続セットアップまたは接続再構成のプロセスを維持するよう
にさらに構成されてもよい。
【００１０】
　上述の目的および関連する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下で十
分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の
図面には、1つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴が詳細に記載されている。し
かしながら、これらの特徴は、様々な態様の原理が利用され得る様々な方法のほんのいく
つかを示し、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むことを意
図している。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワークの一例を示す図である。
【図２Ａ】DLフレーム構造のLTEの例を示す図である。
【図２Ｂ】DLフレーム構造内のDLチャネルのLTEの例を示す図である。
【図２Ｃ】ULフレーム構造のLTEの例を示す図である。
【図２Ｄ】ULフレーム構造内のULチャネルのLTEの例を示す図である。
【図３】アクセスネットワーク内の発展型ノードB(eNB)およびユーザ機器(UE)の一例を示
す図である。
【図４】複数のアクセスノードとユーザ機器とを有する通信システムを示す図である。
【図５】図4に示すワイヤレス通信の方法に関するコールフローを示す図である。
【図６Ａ】接続再構成のプロセスを円滑にするためのサブフレームの図である。
【図６Ｂ】接続再構成のプロセスの継続を示すサブフレームの図である。
【図７Ａ】接続再構成プロセスを継続するべきかどうかの指示の図である。
【図７Ｂ】接続再構成のプロセスの円滑化を示すサブフレームの図である。
【図８】ワイヤレス通信の方法を示すフローチャートである。
【図９】ワイヤレス通信の方法を示すフローチャートである。
【図１０】例示的な装置中の異なる手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフ
ロー図である。
【図１１】処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図で
ある。
【図１２】例示的な装置中の異なる手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフ
ロー図である。
【図１３】処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　添付の図面に関して以下に記載される発明を実施するための形態は、様々な構成につい
て説明するものであり、本明細書で説明する概念が実践され得る構成のみを表すものでは
ない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を与える目的で、具体的な細部を含む。し
かしながら、当業者には、これらの概念が、これらの具体的な細部なしでも実践され得る
ことが明らかであろう。いくつかの例では、よく知られている構造および構成要素は、そ
のような概念を不明瞭にすることを避けるために、ブロック図の形で示される。
【００１３】
　次に、様々な装置および方法を参照して、電気通信システムのいくつかの態様が提示さ
れる。これらの装置および方法について、以下の発明を実施するための形態において説明
し、(「要素」と総称される)様々なブロック、構成要素、回路、プロセス、アルゴリズム
などによって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフ
トウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装される場合がある。そのような要
素がハードウェアとして実装されるか、またはソフトウェアとして実装されるかは、特定
の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
【００１４】
　例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは
複数のプロセッサを含む「処理システム」として実装される場合がある。プロセッサの例
には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、グラフィックス処理装置(GPU)、中
央処理装置(CPU)、アプリケーションプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、縮小命
令セットコンピューティング(RISC)プロセッサ、システムオンチップ(SoC)、ベースバン
ドプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバ
イス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたっ
て記載される様々な機能を実施するように構成された他の適切なハードウェアが含まれる
。処理システム内の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行することができる
。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハ
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ードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメ
ント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェア構成要素、アプリ
ケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブ
ルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味
するように広く解釈されるべきである。
【００１５】
　したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、記載される機能は、ハードウェ
ア、ソフトウェア、またはそれらの任意の組合せで実装される場合がある。ソフトウェア
に実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュー
タ可読媒体上に1つもしくは複数の命令もしくはコードとして符号化される場合がある。
コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによっ
てアクセス可能な任意の利用可能な媒体であってもよい。限定ではなく例として、そのよ
うなコンピュータ可読媒体は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、
電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM(登録商標))、光ディスクストレージ、磁気デ
ィスクストレージ、他の磁気ストレージデバイス、上述のタイプのコンピュータ可読媒体
の組合せ、または、コンピュータによってアクセスされ得る命令もしくはデータ構造の形
態のコンピュータ実行可能コードを記憶するために使用され得る任意の他の媒体を備える
ことができる。
【００１６】
　図1は、ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワーク100の一例を示す図である
。(ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)とも呼ばれる)ワイヤレス通信システムは
、基地局102と、UE104と、発展型パケットコア(EPC)160とを含む。基地局102は、マクロ
セル(高電力セルラー基地局)、スモールセル(低電力セルラー基地局)、および/または送
信受信ポイント(TRP)を含む場合がある。マクロセル/TRPはeNBを含み得る。スモールセル
/TRPは、フェムトセルと、ピコセルと、マイクロセルとを含む。様々な態様において、基
地局102は、中央ユニット(CU)、アクセスノードコントローラ(ANC)、分散ユニット(DU)、
エッジノード、エッジユニット、および/またはTRPを含み得る。たとえば、基地局102は
、CUと、New Radio(NR)ノードBまたはNR NBであり得る1つまたは複数のDUとの組合せを含
み得る。
【００１７】
　(発展型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)地上波無線ア
クセスネットワーク(E-UTRAN)と総称される)基地局102は、バックホールリンク132(たと
えば、S1インターフェース)を介してEPC160とインターフェースする。他の機能に加えて
、基地局102は、以下の機能:ユーザデータの転送、無線チャネル暗号化および解読、完全
性保護、ヘッダ圧縮、モビリティ制御機能(たとえば、ハンドオーバー、デュアル接続性)
、セル間干渉協調、接続セットアップおよび解放、負荷分散、非アクセス層(NAS)メッセ
ージのための分配、NASノード選択、同期、無線アクセスネットワーク(RAN)共有、マルチ
メディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)、加入者および機器トレース、
RAN情報管理(RIM)、ページング、測位、ならびに警告メッセージの配信のうちの1つまた
は複数を実施することができる。基地局102は、バックホールリンク134(たとえば、X2イ
ンターフェース)上で互いに直接的または(たとえば、EPC160を介して)間接的に通信する
ことができる。バックホールリンク134は有線またはワイヤレスであり得る。
【００１８】
　基地局102はUE104とワイヤレスに通信することができる。基地局102の各々は、それぞ
れの地理的カバレージエリア110に通信カバレージを提供することができる。重複する地
理的カバレージエリア110が存在する場合がある。たとえば、スモールセル102'は、1つま
たは複数のマクロ基地局102のカバレージエリア110と重複するカバレージエリア110'を有
する場合がある。スモールセルとマクロセルの両方を含むネットワークは、異種ネットワ
ークとして知られる場合がある。異種ネットワークは、限定加入者グループ(CSG)として
知られる限定グループにサービスを提供することができるホーム発展型ノードB(eNB)(HeN
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B)を含む場合もある。基地局102とUE104との間の通信リンク120は、UE104から基地局102
への(逆方向リンクとも呼ばれる)アップリンク(UL)送信、および/または基地局102からUE
104への(順方向リンクとも呼ばれる)ダウンリンク(DL)送信を含む場合がある。通信リン
ク120は、空間多重化、ビームフォーミング、および/または送信ダイバーシティを含む、
MIMOアンテナ技術を使用することができる。通信リンクは、1つまたは複数のキャリアを
介する場合がある。基地局102/UE104は、各方向における送信に使用される合計YxMHz(x個
のコンポーネントキャリア)までのキャリアアグリゲーションにおいて割り振られた、キ
ャリア当たりYMHz(たとえば、5、10、15、20MHz)までの帯域幅のスペクトルを使用するこ
とができる。キャリアは、互いに隣接する場合も、隣接しない場合もある。キャリアの割
振りは、DLおよびULに対して非対称であり得る(たとえば、DLの場合、ULの場合よりも多
いかまたは少ないキャリアが割り振られる場合がある)。コンポーネントキャリアは、1次
コンポーネントキャリアと、1つまたは複数の2次コンポーネントキャリアとを含む場合が
ある。1次コンポーネントキャリアは1次セル(PCell)と呼ばれる場合があり、2次コンポー
ネントキャリアは2次セル(SCell)と呼ばれる場合がある。
【００１９】
　ワイヤレス通信システムは、5GHz無認可周波数スペクトル内で通信リンク154を介してW
i-Fi(登録商標)局(STA)152と通信しているWi-Fiアクセスポイント(AP)150をさらに含む場
合がある。無認可周波数スペクトル内で通信するとき、STA152/AP150は、チャネルが利用
可能であるかどうかを決定するために、通信するより前にクリアチャネルアセスメント(C
CA)を実施することができる。
【００２０】
　スモールセル102'は、認可および/または無認可の周波数スペクトル内で動作すること
ができる。無認可周波数スペクトル内で動作しているとき、スモールセル102'は、LTEを
採用し、Wi-Fi AP150によって使用されるのと同じ5GHz無認可周波数スペクトルを使用す
ることができる。無認可周波数スペクトル内でLTEを採用するスモールセル102'は、アク
セスネットワークへのカバレージをブーストし、および/またはアクセスネットワークの
容量を増加させることができる。無認可スペクトルにおけるLTEは、LTE無認可(LTE-U)、
認可支援アクセス(LAA)、またはMuLTEfireと呼ばれる場合がある。
【００２１】
　EPC160は、モビリティ管理エンティティ(MME)162と、他のMME164と、サービングゲート
ウェイ166と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)ゲートウ
ェイ168と、ブロードキャストマルチキャストサービスセンタ(BM-SC)170と、パケットデ
ータネットワーク(PDN)ゲートウェイ172とを含む場合がある。MME162は、ホーム加入者サ
ーバ(HSS)174と通信している場合がある。MME162は、UE104とEPC160との間のシグナリン
グを処理する制御ノードである。概して、MME162はベアラと接続管理とを提供する。すべ
てのユーザインターネットプロトコル(IP)パケットは、サービングゲートウェイ166を介
して転送され、サービングゲートウェイ166自体はPDNゲートウェイ172に接続される。PDN
ゲートウェイ172は、UEのIPアドレス割振りならびに他の機能を提供する。PDNゲートウェ
イ172およびBM-SC170は、IPサービス176に接続される。IPサービス176は、インターネッ
ト、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、PSストリーミングサービス(
PSS)、および/または他のIPサービスを含む場合がある。BM-SC170は、MBMSユーザサービ
スのプロビジョニングおよび配信のための機能を提供することができる。BM-SC170は、コ
ンテンツプロバイダMBMS送信のためのエントリポイントとして働く場合があり、公的地域
モバイルネットワーク(PLMN)内のMBMSベアラサービスを認可および開始するために使用さ
れる場合があり、MBMS送信をスケジュールするために使用される場合がある。MBMSゲート
ウェイ168は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャストブロードキャスト
単一周波数ネットワーク(MBSFN)エリアに属する基地局102にMBMSトラフィックを配信する
ために使用される場合があり、セッション管理(開始/停止)およびeMBMS関係の課金情報を
収集することに関与する場合がある。
【００２２】
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　基地局は、ノードB、発展型ノードB(eNB)、アクセスポイント、トランシーバ基地局、
無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サ
ービスセット(ESS)、NRノードBもしくはNR NB、または他の何らかの適切な用語で呼ばれ
る場合もある。基地局102は、UE104にEPC160へのアクセスポイントを提供する。UE104の
例には、携帯電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ラップトッ
プ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビ
デオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム
機、タブレット、スマートデバイス、ウェアラブルデバイス、データカード、USBモデム
、または任意の他の同様の機能デバイスが含まれる。UE104は、局、移動局、加入者局、
モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイル
デバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル
加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット
、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または他の何らかの適切
な用語で呼ばれる場合もある。
【００２３】
　再び図1を参照すると、いくつかの態様において、UE104は、接続再構成のプロセス198
を維持するように構成され得る。様々な態様では、接続再構成のプロセス198は、接続セ
ットアップのためのプロセスを含み得る。UE104は、メッセージに対する応答に基づいて
接続再構成のプロセス198を維持するように構成されてもよく、メッセージは、ランダム
アクセスプリアンブルおよびUE識別子(ID)を含み得る。
【００２４】
　図2Aは、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図200である。図2Bは、LTEにおけるD
Lフレーム構造内のチャネルの一例を示す図230である。図2Cは、LTEにおけるULフレーム
構造の一例を示す図250である。図2Dは、LTEにおけるULフレーム構造内のチャネルの一例
を示す図280である。他のワイヤレス通信技術は、異なるフレーム構造および/または異な
るチャネルを有する場合がある。LTEでは、フレーム(10ms)は、10個の等しいサイズのサ
ブフレームに分割される場合がある。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロット
を含む場合がある。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用される場
合があり、各タイムスロットは、1つまたは複数の(物理RB(PRB)とも呼ばれる)時間同時の
(time concurrent)リソースブロック(RB)を含む。リソースグリッドは複数のリソース要
素(RE)に分割される。LTEでは、ノーマルサイクリックプレフィックスの場合、RBは、合
計84個のREについて、周波数領域内に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領
域内に7つの連続するシンボル(DLの場合、OFDMシンボル、ULの場合、SC-FDMAシンボル)を
含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスの場合、RBは、合計72個のREについて、周
波数領域内に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域内に6個の連続するシ
ンボルを含んでいる。各REによって搬送されるビット数は変調方式に依存する。
【００２５】
　図2Aに示されたように、REのうちのいくつかは、UEにおけるチャネル推定のためのDL基
準(パイロット)信号(DL-RS)を搬送する。DL-RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固
有基準信号(CRS)と、UE固有基準信号(UE-RS)と、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)とを
含む場合がある。図2Aは、(それぞれ、R0、R1、R2、およびR3として示された)アンテナポ
ート0、1、2、および3のためのCRSと、(R5として示された)アンテナポート5のためのUE-R
Sと、(Rとして示された)アンテナポート15のためのCSI-RSとを示す。図2Bは、フレームの
DLサブフレーム内の様々なチャネルの一例を示す。物理制御フォーマットインジケータチ
ャネル(PCFICH)はスロット0のシンボル0内にあり、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH
)が1つのシンボルを占有するか、2つのシンボルを占有するか、3つのシンボルを占有する
かを示す制御フォーマットインジケータ(CFI)を搬送する(図2Bは、3つのシンボルを占有
するPDCCHを示す)。PDCCHは、1つまたは複数の制御チャネル要素(CCE)内でダウンリンク
制御情報(DCI)を搬送し、各CCEは9つのREグループ(REG)を含み、各REGはOFDMシンボル内
に4つの連続するREを含む。UEは、DCIも搬送するUE固有拡張PDCCH(ePDCCH)で構成される



(12) JP 2018-537896 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

場合がある。ePDCCHは、2つ、4つ、または8つのRBペアを有する場合がある(図2Bは2つのR
Bペアを示し、各サブセットは1つのRBペアを含む)。物理ハイブリッド自動再送要求(ARQ)
(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)もスロット0のシンボル0内にあり、物理アップリン
ク共有チャネル(PUSCH)に基づいてHARQ肯定応答(ACK)/否定ACK(NACK)フィードバックを示
すHARQインジケータ(HI)を搬送する。1次同期チャネル(PSCH)は、フレームのサブフレー
ム0および5内のスロット0のシンボル6内にあり、サブフレームタイミングと物理レイヤ識
別情報とを決定するためにUEによって使用される1次同期信号(PSS)を搬送する。2次同期
チャネル(SSCH)は、フレームのサブフレーム0および5内のスロット0のシンボル5内にあり
、物理レイヤセル識別情報グループ番号を
決定するためにUEによって使用される2次同期信号(SSS)を搬送する。物理レイヤ識別情報
および物理レイヤセル識別情報グループ番号に基づいて、UEは物理セル識別子(PCI)を決
定することができる。PCIに基づいて、UEは上述のDL-RSの位置を決定することができる。
物理ブロードキャストチャネル(PBCH)は、フレームのサブフレーム0のスロット1のシンボ
ル0、1、2、3内にあり、マスタ情報ブロック(MIB)を搬送する。MIBは、DLシステム帯域幅
内のRBの数と、PHICH構成と、システムフレーム番号(SFN)とを提供する。物理ダウンリン
ク共有チャネル(PDSCH)は、ユーザデータと、システム情報ブロック(SIB)などのPBCHを介
して送信されないブロードキャストシステム情報と、ページングメッセージとを搬送する
。
【００２６】
　図2Cに示されたように、REのうちのいくつかは、eNBにおけるチャネル推定のための復
調基準信号(DM-RS)を搬送する。UEは、サブフレームの最終シンボル内でサウンディング
基準信号(SRS)をさらに送信する場合がある。SRSはコム構造を有する場合があり、UEは、
コムのうちの1つの上でSRSを送信する場合がある。SRSは、eNBによって、UL上での周波数
依存スケジューリングを可能にするために、チャネル品質推定のために使用され得る。図
2Dは、フレームのULサブフレーム内の様々なチャネルの一例を示す。物理ランダムアクセ
スチャネル(PRACH)は、PRACH構成に基づいてフレーム内の1つまたは複数のサブフレーム
内にあり得る。PRACHは、サブフレーム内に6つの連続するRBペアを含む場合がある。PRAC
Hにより、UEが初期システムアクセスを実施し、UL同期を実現することが可能になる。物
理アップリンク制御チャネル(PUCCH)は、ULシステム帯域幅のエッジ上に位置する場合が
ある。PUCCHは、スケジューリング要求、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディ
ング行列インジケータ(PMI)、ランクインジケータ(RI)、およびHARQ ACK/NACKフィードバ
ックなどのアップリンク制御情報(UCI)を搬送する。PUSCHは、データを搬送し、バッファ
ステータス報告(BSR)、パワーヘッドルーム報告(PHR)、および/またはUCIを搬送するため
にさらに使用される場合がある。
【００２７】
　図3は、アクセスネットワーク内でeNB310がUE350と通信しているブロック図である。様
々な態様において、eNB310は、CU、ANC、DU、エッジノード、エッジユニット、および/ま
たはTRPを含み得る。たとえば、eNB310は、CUと、NRノードBまたはNR NBであり得る1つま
たは複数のDUとの組合せを含み得る。DLでは、EPC160からのIPパケットがコントローラ/
プロセッサ375に供給される場合がある。コントローラ/プロセッサ375はレイヤ3およびレ
イヤ2の機能を実装する。レイヤ3は無線リソース制御(RRC)レイヤを含み、レイヤ2は、パ
ケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤと、無線リンク制御(RLC)レイヤ
と、媒体アクセス制御(MAC)レイヤとを含む。様々な態様では、レイヤ2は、異なるプロト
コル構成を含むことができ、たとえば、レイヤ2は、上位レイヤ2および下位レイヤ2を含
み、ならびに/またはレイヤ2は、PDCPレイヤおよびMACレイヤを含み得る(およびRLCレイ
ヤがない可能性がある)。コントローラ/プロセッサ375は、システム情報(たとえば、MIB
、SIB)のブロードキャスティング、RRC接続制御(たとえば、RRC接続ページング、RRC接続
確立、RRC接続修正、およびRRC接続解放)、無線アクセス技術(RAT)間モビリティ、ならび
にUE測定報告のための測定構成に関連するRRCレイヤ機能と、ヘッダ圧縮/解凍、セキュリ
ティ(暗号化、解読、完全性保護、完全性検証)、およびハンドオーバーサポート機能に関
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連するPDCPレイヤ機能と、上位レイヤパケットデータユニット(PDU)の転送、ARQを介した
誤り訂正、RLCサービスデータユニット(SDU)の連結、セグメンテーション、およびリアセ
ンブリ、RLCデータPDUの再セグメンテーション、ならびにRLCデータPDUの並べ替えに関連
するRLCレイヤ機能と、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、ト
ランスポートブロック(TB)上へのMAC SDUの多重化、TBからのMAC SDUの逆多重化、スケジ
ューリング情報報告、HARQを介した誤り訂正、優先度処理、および論理チャネル優先度付
けに関連するMACレイヤ機能とを提供する。
【００２８】
　送信(TX)プロセッサ316および受信(RX)プロセッサ370は、様々な信号処理機能に関連す
るレイヤ1機能を実装する。物理(PHY)レイヤを含むレイヤ1は、トランスポートチャネル
上の誤り検出と、トランスポートチャネルの前方誤り訂正(FEC)コーディング/復号と、イ
ンターリービングと、レートマッチングと、物理チャネル上へのマッピングと、物理チャ
ネルの変調/復調と、MIMOアンテナ処理とを含む場合がある。TXプロセッサ316は、様々な
変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK)、4位相シフトキーイング(QPSK)、M位
相シフトキーイング(M-PSK)、M直交振幅変調(M-QAM))に基づく信号コンスタレーションへ
のマッピングを扱う。コーディングされ変調されたシンボルは、次いで、並列ストリーム
に分割される場合がある。各ストリームは、次いで、時間領域OFDMシンボルストリームを
搬送する物理チャネルを生成するために、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域
および/または周波数領域内で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで、
逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用して一緒に合成される場合がある。OFDMストリームは、
複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定
器374からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を決定するために、ならび
に空間処理のために使用される場合がある。チャネル推定値は、UE350によって送信され
た参照信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリ
ームは、次いで、別個の送信機318TXを介して異なるアンテナ320に供給される場合がある
。各送信機318TXは、送信用にそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調することが
できる。
【００２９】
　UE350において、各受信機354RXは、受信機のそれぞれのアンテナ352を通して信号を受
信する。各受信機354RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報を受信(RX
)プロセッサ356に供給する。TXプロセッサ368およびRXプロセッサ356は、様々な信号処理
機能に関連するレイヤ1機能を実装する。RXプロセッサ356は、UE350に宛てられた任意の
空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実施することができる。複数
の空間ストリームがUE350に宛てられた場合、複数の空間ストリームは、RXプロセッサ356
によって単一のOFDMシンボルストリームに合成される場合がある。次いで、RXプロセッサ
356は、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、OFDMAシンボルストリームを時間領域から周
波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別々のOFDMシン
ボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルおよび基準信号は、eNB310によっ
て送信される、可能性が最も高い信号のコンスタレーションポイントを決定することによ
って復元および復調される。これらの軟決定は、チャネル推定器358によって算出された
チャネル推定値に基づく場合がある。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeNB310によっ
て最初に送信されたデータと制御信号とを復元するために復号およびデインターリーブさ
れる。データおよび制御信号は、次いで、レイヤ3およびレイヤ2の機能を実装するコント
ローラ/プロセッサ359に供給される。
【００３０】
　コントローラ/プロセッサ359は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ360と
関連付けることができる。メモリ360は、コンピュータ可読媒体と呼ばれる場合がある。U
Lでは、コントローラ/プロセッサ359は、EPC160からのIPパケットを復元するために、ト
ランスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重化と、パケットリアセンブリと、解
読と、ヘッダ解凍と、制御信号処理とを提供する。コントローラ/プロセッサ359はまた、
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HARQ動作をサポートするために、ACKおよび/またはNACKプロトコルを使用する誤り検出に
関与する。
【００３１】
　eNB310によるDL送信に関して記載された機能と同様に、コントローラ/プロセッサ359は
、システム情報(たとえば、MIB、SIB)収集、RRC接続、および測定報告に関連するRRCレイ
ヤ機能と、ヘッダ圧縮/解凍およびセキュリティ(暗号化、解読、完全性保護、完全性検証
)に関連するPDCPレイヤ機能と、上位レイヤPDUの転送、ARQを介した誤り訂正、RLC SDUの
連結、セグメンテーション、およびリアセンブリ、RLCデータPDUの再セグメンテーション
、ならびにRLCデータPDUの並べ替えに関連するRLCレイヤ機能と、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、TB上へのMAC SDUの多重化、TBからのMAC SDUの逆
多重化、スケジューリング情報報告、HARQを介した誤り訂正、優先度処理、および論理チ
ャネル優先度付けに関連するMACレイヤ機能とを提供する。
【００３２】
　eNB310によって送信された基準信号またはフィードバックから、チャネル推定器358に
よって導出されたチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択するとと
もに空間処理を容易にするために、TXプロセッサ368によって使用され得る。TXプロセッ
サ368によって生成された空間ストリームは、別々の送信機354TXを介して異なるアンテナ
352に供給される場合がある。各送信機354TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリーム
でRFキャリアを変調することができる。
【００３３】
　UL送信は、UE350における受信機機能に関して記載された方式と同様の方式で、eNB310
において処理される。各受信機318RXは、受信機のそれぞれのアンテナ320を介して信号を
受信する。各受信機318RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報をRXプ
ロセッサ370に供給する。
【００３４】
　コントローラ/プロセッサ375は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ376と
関連付けることができる。メモリ376は、コンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。U
Lでは、コントローラ/プロセッサ375は、UE350からのIPパケットを復元するために、トラ
ンスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重化と、パケットリアセンブリと、解読
と、ヘッダ解凍と、制御信号処理とを提供する。コントローラ/プロセッサ375からのIPパ
ケットは、EPC160に供給される場合がある。コントローラ/プロセッサ375はまた、ACKお
よび/またはNACKプロトコルを使用してHARQ動作をサポートする誤り検出に関与する。
【００３５】
　図4は、様々な態様による、複数のアクセスノード402a、402b、404、および1つまたは
複数のアクセスノードと通信するUE406を有する通信システム400を示す図である。図1の
コンテキストでは、UE406は、UE104の一態様であり得、アクセスノード402a、402b、404
は、基地局102/102'の態様であり得る。
【００３６】
　各アクセスノード402a、402b、404は、UE406が動作し得るそれぞれのセル410a、410b、
412を提供するように構成され得る。様々な態様では、1つまたは複数のアクセスノード40
2a、402bは、マクロ基地局(たとえば、マクロノードB、eノードBなど)として構成され得
る。一態様では、アクセスノード404など1つのアクセスノードは、スモールセル基地局(
たとえば、フェムトセル、ピコセルなど)であってもよく、別のアクセスノード402aのセ
ル410aに少なくとも部分的に配置され得る。したがって、第1のアクセスノード402aは、
たとえば、キャリアアグリゲーション、オフローディングなどのために、第2のアクセス
ノード404と協調し得る。別の態様では、第1のアクセスノード402aおよび第2のアクセス
ノード404は、同じアクセスノードであってもよい。
【００３７】
　一態様では、第1のアクセスノード402aおよび第3のアクセスノード402bは、バックホー
ルおよび/またはX2インターフェースを介してなど、通信することができる。第1のアクセ
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スノード402aおよび第3のアクセスノード402bは、複数のアクセスノードからなるゾーン4
14に含まれ得る。ゾーン414内のアクセスノード402a、402bは、たとえばゾーンIDなど、
ゾーン414内のアクセスノード402a、402bに知られている共通の識別子(ID)を共有し得る
。一態様では、第2のアクセスノード404は、ゾーン414に含まれてもよく、ゾーンIDを知
っていてもよい。
【００３８】
　態様では、第1のアクセスノード402aは、UE406が動作し得るセル410aを提供することが
できる。第1のアクセスノード402aおよびUE406は、DL/ULスペクトルを使用してともに通
信し得る。同様に、第2のアクセスノード404は、UE406が動作し得るセル412(たとえば、
スモールセル)を提供し、第2のアクセスノード404およびUE406は、DL/ULスペクトルを使
用してともに通信し得る。しかしながら、UE406は、最初に、1つまたは複数のアクセスノ
ード402a、404との通信のための専用リソースを有していない可能性がある。したがって
、UE406は、通信のための専用リソースを有する無線接続を確立し得る。
【００３９】
　一態様では、たとえば、UE406が電源投入されているときなど、UE406がRRCアイドルモ
ードであり得るなど、UE406は、ネットワーク(たとえば、アクセスノード402a、402b、40
4に接続されたネットワーク)との接続を有していない可能性がある。UE406は、たとえば
、UE406が電源投入された後にUE406が初めてネットワークにアクセスしようとするときに
、ネットワークとのRRC接続をセットアップするために接続再構成を実行し得る。
【００４０】
　一態様では、たとえば、UE406がネットワークとのRRC接続モードであり得るなど、たと
えばUE406のMAC層において、UE406は、ネットワーク(たとえば、アクセスノード402a、40
2b、404に接続されたネットワーク)との接続を有している可能性がある。しかしながら、
UE406は、たとえば、UE406が1つまたは複数のアクセスノード402a、404との通信のために
専用無線リソースを割り振られるRRC専用状態に移行するために、接続再構成を必要とし
得る。
【００４１】
　たとえば、通信システム400のコンテキストでは、ネットワークは、RRC専用またはRRC
共通状態でUE406コンテキストを維持し得る。したがって、アクセスノード402a、402bが
接続されるコアネットワークは、接続状態の場合のようにUE406を見る可能性があるが、U
E406がアクセスノード402a、402bによってスケジューリングされるまで、UE406は専用リ
ソースが割り当てられない可能性がある。たとえば、UE406は、UE406の識別子(たとえば
、S-TMSI)のみがアクセスノード402a、402bによって維持され、比較的少量のデータがUE
に送信され得る、および/またはUE406から受信され得るRRC共通状態であり得る。接続再
構成は、UE406をRRC共通状態からRRC専用状態に移行させるために実行され得る。RRC専用
状態では、UE406は、少なくとも1つのアクセスノード402a、402bによって専用リソースが
割り当てられ得る。
【００４２】
　一態様では、第1のアクセスノード402aは、UEがネットワークとの接続を確立できるよ
うに、第1のセル410aにおいてデータを送信(たとえば、ブロードキャスト)し得る。たと
えば、第1のアクセスノード402aは、1つまたは複数の同期信号(たとえば、1次同期信号(P
SS)、2次同期信号(SSS)など)、1つまたは複数の情報ブロック(たとえば、マスタ情報ブロ
ック(MIB)、および/または1つもしくは複数のシステム情報ブロック(SIB))を送信し得る
。
【００４３】
　態様によれば、UE406は、第1のアクセスノード402aから1つまたは複数の情報ブロック4
20および1つまたは複数の同期信号422を受信し得る。UE406が接続モードではないとき(た
とえば、UE406が電源投入されているとき、UE406がアイドルモードであるときなど)、UE4
06は、情報ブロック420および同期信号422を受信し得る。態様では、UE406は、UE406が第
1のアクセスノード402aに接続し、情報ブロック420に基づいてセル410a内で動作すること
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を決定し得る。
【００４４】
　一態様では、情報ブロック420は、1つまたは複数のSIBを含み得る。UE406は、1つまた
は複数のSIBに含まれる情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルを決定し得る。一
態様では、情報ブロック420はMIBを含み得る。UE406は、MIBに基づいてネットワーク構成
に関連する1つまたは複数のパラメータを決定し得る。たとえば、UE406は、MIBに基づい
て、システム帯域幅(たとえば、ダウンリンク帯域幅)、システムフレーム番号(SFN)、お
よび/または1つもしくは複数のチャネル構成(たとえば、物理ハイブリッドARQインジケー
タチャネル(PHICH)構成)を決定し得る。
【００４５】
　一態様では、UE406は、接続再構成プロセスを円滑にするために、第1のメッセージ424
を送信し得る。様々な態様では、UE406の接続再構成の円滑化は、接続再構成プロセスの
開始、UE406のためのモビリティ管理の提供、および/またはUE406のページングのうちの
少なくとも1つを含む。第1のメッセージ424は、少なくともUE406のID(たとえば、一時モ
バイル加入者識別情報(TMSI)またはランダム値)、およびランダムアクセスプリアンブル(
たとえば、SIBから決定されたランダムアクセスプリアンブル)を含み得る。一態様では、
第1のメッセージ424は、バッファステータス報告(BSR)を含み得る。一態様では、UE406は
、第1のメッセージ424を生成し得る。一態様では、第1のメッセージ424は、ランダムアク
セスチャネル(RACH)シーケンスなどによってスクランブルされ得る。
【００４６】
　一態様では、第1のメッセージ424は、測定情報を含まない可能性がある。たとえば、第
1のメッセージ424は、測定報告を含まない可能性がある。一態様では、UE406は、セル410
a、412に関連する測定を実行しない、および/または接続再構成プロセスに関連して第1の
メッセージ424で測定値を送信しない可能性がある。一態様では、UE406は、現在転送中の
データに関連して第1のメッセージ424を送信しない可能性があり、たとえば、UE406は、
第1のメッセージ424が送信されるとき(たとえば、UE406は、第1のメッセージ424の送信に
先立って任意のセルによって専用リソースが割り当てられない場合がある)、セル内で動
作していない可能性がある。
【００４７】
　UE406は、第1のアクセスノード402aとタイミング整合されていなくても、第1のアクセ
スノード402aに送信し得るように、同期信号422から、粗周波数情報および/またはタイミ
ング情報を決定し得る。したがって、UE406は、同期信号422に基づいて第1のメッセージ4
24を送信することができる。
【００４８】
　第1のメッセージ424に基づいて、第1のアクセスノード402aは、接続再構成プロセスを
円滑にし得る。様々な態様では、接続再構成プロセスの円滑化は、接続再構成プロセスの
開始、UE406のためのモビリティ管理の提供、および/またはUE406へのページの送信を含
み得る。一態様では、第1のアクセスノード402aは、UE406が接続再構成情報を受信し得る
ように、UE406がアクティブ状態のままである(たとえば、UE406がその間に情報を受信し
得る高電力状態のままである)べきかどうかを決定し得る。たとえば、第1のアクセスノー
ド402aは、第1のメッセージ424に含まれるBSRが、UE406が送信するべきデータを有するこ
とを示すとき、UE406がアクティブのままであるべきであると決定し得る。別の例では、
第1のアクセスノード402aは、UE406に送信するべきダウンリンク情報があると第1のアク
セスノード402aが決定したとき、UE406がアクティブのままであるべきであると決定し得
る。
【００４９】
　UE406がアクティブのままであるべきかどうかの決定に基づいて、第1のアクセスノード
402aは、応答426を第1のメッセージ424に送信し得る。応答は、接続再構成のプロセスを
継続するために、UE406がアクティブのままであるべきかどうかをUE406に示し得る。
【００５０】
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　一態様では、応答426は、UE406によって実行される測定に基づいていない。たとえば、
第1のメッセージ424は、UE406によって実行される、1つまたは複数のセル410a、412につ
いての測定に関連するいかなる情報または報告も含まない可能性がある。したがって、第
1のアクセスノード402aは、UE406によって実行される測定に基づいて第1のメッセージ424
に応答しない。
【００５１】
　態様では、第1のアクセスノード402aが、UE406がアクティブであるべきではないと決定
した場合(たとえば、第1のメッセージ424に含まれるBSRが空であるとき、UE406に送信さ
れるべきダウンリンクデータがないときなど)、第1のアクセスノードは、接続再構成プロ
セスが継続しないことをUE406に示すために、ゼロに設定された(またはFalseに設定され
た)ビットを含む応答をUE406に送信し得る。したがって、UE406は、低電力状態(たとえば
、不連続受信サイクル(DRX))に移行し得る(またはそのままであり得る)。代替的に、第1
のアクセスノード402aが、UE406がアクティブのままであるべきと決定した場合(たとえば
、第1のメッセージ424に含まれるBSRが空でないとき、UE406に送信されるべきダウンリン
クデータがあるときなど)、第1のアクセスノードは、接続再構成プロセスが継続すること
をUE406に示すために、1に設定された(またはTrueに設定された)ビットを含む応答をUE40
6に送信し得る。したがって、UE406は、高電力状態に移行し得る(またはそのままであり
得る)。したがって、UE406は、接続再構成プロセスの継続に先立って接続再構成メッセー
ジを待ち得る。たとえば、UE406は、UE406の受信機(および/または受信チェーン)を高電
力状態に移行させる、または高電力状態のままにすることによって、接続再構成メッセー
ジを待ち得る。
【００５２】
　様々な態様では、応答426は、基準信号を含み得る。一態様によれば、基準信号は、第1
のメッセージ424からのUE IDによってシードされ得る。たとえば、相反性を有する時分割
複信(TDD)ワイヤレス通信システムでは、第1のアクセスノード402aは、応答426に含まれ
る基準信号をUE406のIDでシードし得る。別の態様では、基準信号は、ゾーン414のIDまた
は別の同期信号IDによってシードされてもよい。たとえば、FDDワイヤレス通信システム
では、第1のアクセスノード402aは、応答426に含まれる基準信号を、ゾーン414のIDまた
は第1のアクセスノード402aによって送信された同期信号のIDでシードし得る。
【００５３】
　態様によれば、第1のアクセスノード402aは、基準信号がUE IDによってシードされるか
、ゾーンによってシードされるか、同期信号IDによってシードされるかをUE406に示し得
る。たとえば、第1のアクセスノード402aは、基準信号が情報ブロック420のMIBにどのよ
うにシードされるかの指示を含み得る。したがって、UE406は、情報ブロック420に基づい
て、応答426に含まれる基準信号がどのようにシードされるかを決定し得る。
【００５４】
　態様では、第1のアクセスノード402aは、UE406の接続再構成プロセスを継続することが
できる。一態様では、第1のアクセスノード402aは、別のアクセスノードがUE406の接続再
構成プロセスを継続するべきであることを決定し得る。したがって、第1のアクセスノー
ド402aは、第2のアクセスノード404に命令427を送信し得る。命令427に応答して、第2の
アクセスノード404は、接続再構成メッセージ428をUE406に送信し得る。一態様では、第1
のアクセスノード402aおよび第2のアクセスノード404は、同じアクセスノードであっても
よい。そのような態様では、第1のアクセスノード402aは、接続再構成メッセージ428をUE
406に送信し得る。
【００５５】
　接続再構成メッセージ428は、セルID、タイミングアドバンス情報、セル無線ネットワ
ーク一時識別子(C-RNTI)、アップリンク割当てデータ、および/またはダウンリンク割当
てデータのうちの少なくとも1つを含み得る。接続再構成メッセージ428に基づいて、UE40
6は、たとえばアップリンクおよびダウンリンク通信が同期される、タイミング整合され
る、識別可能である、などのように、1つまたは複数のアクセスノード402aおよび404(た
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とえば、UE406がRRC専用状態であり得る)、第1のアクセスノード402aおよび/または第2の
アクセスノード404に関連付けられた専用リソースを決定し得る。たとえば、UE406は、接
続再構成メッセージ428に含まれるセルIDを使用して、物理ダウンリンク制御チャネル(PD
CCH)および/または物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をデスクランブルし得る。一態
様では、接続再構成メッセージ428は、第1のメッセージ424におけるランダムアクセスプ
リアンブルの送信に基づいてUE406に競合解決を示し得る。
【００５６】
　図5は、様々な態様による、図4に示すワイヤレス通信の方法に関するコールフロー500
の図である。図5は、UE506および少なくとも1つのアクセスノード502を含む。一態様では
、UE506はUE406に対応し、アクセスノード502は図4の第1のアクセスノード402aおよび第2
のアクセスノード404に対応する(たとえば、第1のアクセスノード402aおよび第2のアクセ
スノード404は同じアクセスノードである)。
【００５７】
　参照番号510によって示されるように、アクセスノード502は、少なくとも同期信号およ
びMIBをUE506に送信し得る。アクセスノード502は、同期信号およびMIBをブロードキャス
トし得る。少なくとも同期信号およびMIBに基づいて、UE506は、参照番号520によって示
されるように、第1のメッセージをアクセスノード502に送信し得る。態様では、第1のメ
ッセージは、ランダムアクセスプリアンブル、UE506のID、およびUE506のBSRを含み得る
。
【００５８】
　参照番号530によって示されるように、アクセスノード502は、第1のメッセージに1ビッ
ト応答メッセージを送信し得る。一態様では、1ビット応答メッセージは、UE506が送信す
るべきアップリンクデータを有していないことをBSRが示す場合、および/または、アクセ
スノード502がUE506に送信するべきダウンリンクデータを有していない場合など、接続再
構成プロセスが継続するべきではないことをUE506に示す「0」値(または別の適切な値)を
有し得る。そのような状況では、UE506は、UE506の受信機を低電力状態に移行させ得る(
または、受信機が低電力状態のままであるようにし得る)。
【００５９】
　一態様では、1ビット応答メッセージは、UE506が送信するべきアップリンクデータを有
していることをBSRが示す場合、および/または、アクセスノード502がUE506に送信するべ
きダウンリンクデータを有している場合など、接続再構成プロセスが継続するべきである
ことをUE506に示す「1」値(または別の適切な値)を有し得る。UE506は、UE506の受信機を
高電力状態に移行させ得る(または、受信機が高電力状態のままであるようにし得る)。
【００６０】
　接続再構成プロセスが継続するべきであることをUE506に示すことに関連して、アクセ
スノード502は、参照番号540によって示されるように、接続再構成プロセスを円滑にし得
る。たとえば、アクセスノード502は、UE506との通信のためのリソースをスケジュールし
、および/またはUE506のためのリソースを提供するべき別のアクセスノードを決定し得る
。
【００６１】
　参照番号550によって示されるように、UE506は、接続再構成プロセスが継続するべきで
あることを示す第1のメッセージに対する応答を受信することに基づいて、接続再構成プ
ロセスを維持し得る。一態様では、UE506は、接続再構成メッセージを待ち得る。たとえ
ば、UE506は、接続再構成メッセージを受信するために、UE506の受信機を高電力状態のま
まにし得る、または、UE506は、受信機を高電力状態に移行させ得る。
【００６２】
　参照番号560によって示されるように、アクセスノード502は、接続再構成プロセスが継
続するべきであることをUEに示した後、接続再構成メッセージをUE506に送信し得る。一
態様では、接続再構成メッセージは、UE506に競合解決を示し得る。一態様では、接続再
構成メッセージは、セルID、タイミングアドバンス情報、C-RNTI、アップリンク割当てデ
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ータ、および/またはダウンリンク割当てデータのうちの1つまたは複数を含み得る。接続
再構成メッセージに基づいて、UE506は、たとえば専用リソース(C-RNTIなど)を使用して
、アクセスノード502と接続し得る。たとえば、UE506は、アクセスノード502に関するRRC
専用モードであり得る(たとえば、アクセスノード502がUE506に専用リソースを割り振っ
ている可能性がある)。
【００６３】
　図5は、コールフロー図500の例示的な動作を示しているが、いくつかの態様では、コー
ルフロー図500は、図5に示されたものに比べて追加の動作、少ない動作、異なる動作、異
なるように配列された動作を含んでいてもよい。追加または代替として、コールフロー図
500の動作の2つ以上が同時に実行されてもよい。
【００６４】
　図6Aは、様々な態様による接続再構成プロセスを円滑にするためのサブフレーム600を
示す。一態様では、サブフレーム600は特殊サブフレームであり得る。一態様では、特殊
サブフレーム600は、第1の部分602(たとえば、第1のスロット)および第2の部分606(たと
えば、第2のスロット)を含み得る。第1の部分602および第2の部分606は、たとえば、デバ
イス(たとえば、UE、アクセスノードなど)が受信機と送信機との間で切り替わる(たとえ
ば、受信モードと送信モードとの間で切り替わる)ことを可能にするために、ガード期間6
04によって分離され得る。サブフレーム600は、TDDシステムにおいて利用され得るが、本
開示は、TDDシステムに限定されない(たとえば、本開示は、周波数分割複信(FDD)システ
ムにおいて実施され得る)。
【００６５】
　一態様では、第1の部分602は、ダウンリンク送信のために割り振られ得る。同期信号は
、たとえば、アクセスノードに接続されていないUEに時間情報および粗周波数情報を提供
するために、第1の部分602において送信され得る。一態様では、第1の部分602に含まれる
同期信号は、図4に示す同期信号422の一態様であり得る。したがって、第1のアクセスノ
ード402aは、第1の部分602内の同期信号を送信し得る。
【００６６】
　一態様では、第2の部分606は、アップリンク送信のために割り振られ得る。第1のメッ
セージ608は、たとえば、ランダムアクセスプリアンブル、UE ID、および/またはBSRを提
供するために、第2の部分606において送信され得る。一態様では、第1のメッセージ608は
、サブフレーム600の全帯域幅にまたがっていなくてもよい。一態様では、第2の部分606
に含まれる第1のメッセージ608は、図4に示す第1のメッセージ424の一態様であり得る。
したがって、UE406は、第2の部分606において第1のメッセージ608を第1のアクセスノード
402aに送信し得る。
【００６７】
　図6Bを参照すると、様々な態様による接続再構成のプロセスの継続を示すためのサブフ
レーム620が示されている。一態様では、サブフレーム620は、ダウンリンク中心のサブフ
レーム(たとえば、ダウンリンク通信に関連するサブフレーム)であり得る。一態様では、
サブフレーム620は、たとえば、デバイス(たとえば、UE)が受信機と送信機との間で切り
替わることを可能にするために、第1の部分622(たとえば、第1のスロット)およびガード
期間626を含み得る。
【００６８】
　一態様では、第1の部分622は、ダウンリンク送信のために割り振られ得る。接続再構成
プロセスが継続するべきかどうかの指示624は、第1の部分622に含まれ得る。指示624は、
(たとえば、第1のメッセージ608に応答して)UEからのメッセージに応答し得る。一態様で
は、指示624は、1ビットであり得る。たとえば、指示624は、アップリンクデータが送信
されないことを第1のメッセージ608のBSRが示す場合、および/または送信されるべきダウ
ンリンクデータがない場合など、接続再構成プロセスが継続するべきではないことを示す
「0」ビットであり得る。別の例では、指示624は、アップリンクデータが送信されること
を第1のメッセージ608のBSRが示す場合、および/または送信されるべきダウンリンクデー
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タがある場合など、接続再構成プロセスが継続するべきであることを示す「1」ビットで
あり得る。一態様では、第1の部分622に含まれる指示624は、図4に示される応答426の一
態様であり得る。したがって、第1のアクセスノード402aは、第1の部分622内の指示624を
UE406に送信し得る。
【００６９】
　図7Aは、様々な態様による、接続再構成プロセスを継続するべきかどうかの指示を示す
。態様では、ダウンリンクサブフレーム740は、第1の部分742(たとえば、1つまたは複数
のスロット)を含み得る。第1の部分742は、接続再構成を継続するべきかどうかの指示744
を含み得る。たとえば、指示744は、図6Bに示す指示624の一態様であり得る。様々な態様
では、指示744は、たとえば「1」ビットまたは「0」ビットなど、接続再構成プロセスを
継続するべきかどうかを示す1ビットを含み得る。一態様では、含まれる指示744は、図4
に示される応答426の一態様であり得る。したがって、第1のアクセスノード402aは、ダウ
ンリンクサブフレーム740の第1の部分742内の指示744をUE406に送信し得る。
【００７０】
　態様では、指示744は、基準信号746をさらに含み得る。一態様では、基準信号746は、U
EのIDでシードされ得る。たとえば、相反性を有するTDDシステムでは、基準信号746は、U
EのIDでシードされ得る。他の態様では、基準信号746は、同期信号IDまたはゾーンIDでシ
ードされ得る。たとえば、相反性のないFDDシステムおよび/またはTDDシステムでは、基
準信号746は、同期信号IDまたはゾーンIDでシードされ得る。しかしながら、いくつかのF
DDシステムでは、基準信号746は、UEのIDでシードされ得る。
【００７１】
　図7Bを参照すると、接続再構成プロセスの円滑化を示すために、様々な態様によるサブ
フレーム760が示されている。一態様では、サブフレーム760はアップリンク中心のサブフ
レームであり得る。一態様では、サブフレーム760は、複数のシンボル764、766(たとえば
、OFDMシンボル)を含み得る。シンボル764、766は、複数のサイクリックプレフィックス7
62によって分離され得る。各サイクリックプレフィックス762は、サイクリックプレフィ
ックス762に続く特定のシンボル764、766の一部を繰り返し得る。様々な態様では、サイ
クリックプレフィックス762は、UEがアクセスノードとのタイミング整合を取得したとき
、またはUEが粗いタイミング整合のみを取得したときに使用されるサイクリックプレフィ
ックスよりも長い持続時間のものであり得る。より長いサイクリックプレフィックス762
は、タイミング整合が取得されていないとき、または粗いタイミング整合のみが取得され
たときのラウンドトリップ時間遅延に対応し得る。
【００７２】
　様々な態様では、サブフレーム760に含まれる少なくとも1つのシンボル766を使用して
、RACHシーケンスを含むランダムアクセスプリアンブルを搬送し得る。サブフレーム760
で搬送される他のシンボル764は、UE IDおよび/またはBSRなど他の情報を搬送し得る。シ
ンボル764、766は、RACHシーケンスに基づくIDによってスクランブルされ得る。
【００７３】
　サブフレーム760の後には、ギャップ768が続き得る。サブフレーム760で送信しているU
Eとサブフレーム760で受信しているアクセスノードとの間でタイミング整合が取得されて
いない(または粗いタイミング整合のみが取得されている)ので、ギャップ768が含まれ得
る。
【００７４】
　一態様では、シンボル764、766は、第1のメッセージを搬送し得る。したがって、シン
ボル764、766は、図4に示す第1のメッセージ424の一態様であり得る。したがって、UE406
は、サブフレーム760内のシンボル764、766として第1のメッセージ424を第1のアクセスノ
ード402aに送信し得る。
【００７５】
　次に、図8を参照すると、フローチャートは、本開示の様々な態様による、UEの接続再
構成のプロセスを円滑にする方法800を示す。方法800は、図4のUE406などのUEによって実
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行され得る。
【００７６】
　図8には、様々な動作がオプションとして示されている(たとえば、点線によって示され
ている)。しかしながら、本開示は、方法800の1つまたは複数の動作はオプションであり
、省略され、および/または様々な態様に従って代替的に実行される動作を企図する。さ
らに、方法800の1つまたは複数の動作は、転置されてもよく、および/または同時に実行
されてもよい。
【００７７】
　動作802から開始して、UEは、MIBおよび同期信号を受信し得る。UEは、第1のアクセス
ノード(たとえば、eNB)からMIBおよび同期信号を受信し得る。図4のコンテキストでは、U
E406は、第1のアクセスノード402aから情報ブロック420および同期信号422を受信し得る
。
【００７８】
　動作804において、UEは、接続再構成プロセスを円滑にするための第1のメッセージを生
成し得る。たとえば、UEが最初に電源投入されたとき、またはUEがアイドルモード(RRCア
イドルモード)であり、ネットワークへの接続を試みたとき(たとえば、RRC専用状態など
別の状態に移行しようと試みたとき)。様々な態様では、第1のメッセージは、少なくとも
ランダムアクセスプリアンブル(たとえば、少なくとも1つの情報ブロック内の情報に基づ
いてUEによって生成されたランダムアクセスプリアンブル)およびUEのIDを含み得る。図4
のコンテキストでは、UE406は、第1のアクセスノード402aから受信された情報ブロック42
0に基づいて、第1のメッセージ424を生成し得る。
【００７９】
　動作806に進むと、UEは、第1のメッセージを第1のアクセスノードに送信し得る。図4の
コンテキストでは、UE406は、第1のメッセージ424を第1のアクセスノード402aに送信し得
る。
【００８０】
　動作808において、UEは、アクセスノードから第1のメッセージに対する応答を受信し得
る。態様では、応答はビット値を含み得る。一態様では、応答は基準信号を含み得る。図
4のコンテキストでは、UE406は、第1のアクセスノード402aから応答426を受信し得る。
【００８１】
　決定ブロック810において、UEは、接続再構成プロセスが継続するべきであることを応
答が示しているかどうかを決定し得る。たとえば、応答は、接続再構成プロセスが継続す
るべきではないことを示す「0」ビット、または接続再構成プロセスが継続するべきであ
ることを示す「1」ビットを含み得る。接続再構成プロセスが継続するべきではないこと
を応答が示すことをUEが決定した場合、方法800は、動作816に進み得る。動作816におい
て、UEは、UEの受信機を低電力状態に移行させ得る。図4のコンテキストでは、UE406は、
接続再構成プロセスが継続するべきではないことを応答426が示す場合、UE406の受信機を
低電力状態に移行させ得る。
【００８２】
　接続再構成プロセスが継続するべきであることを応答が示すことをUEが決定した場合、
方法800は、動作812に進み得る。動作812において、UEは、接続再構成プロセスを維持し
得る。たとえば、UEは、接続再構成メッセージを受信するために、UEの受信機を高電力状
態に移行させることによって、または高電力状態にすることによって、接続再構成メッセ
ージを待ち得る。図4のコンテキストでは、UE406は、たとえば、接続再構成メッセージ42
8を受信するために、UE406の受信機を高電力状態にすることによって、接続再構成メッセ
ージ428を待ち得る。
【００８３】
　動作814において、UEは、第2のアクセスノードから接続再構成メッセージを受信し得る
。接続再構成メッセージは、第2のアクセスノードに関連するセル識別子、タイミングア
ドバンス情報、C-RNTI、アップリンク割当てデータ、および/またはダウンリンク割当て
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データのうちの少なくとも1つを含み得る。接続再構成メッセージから、UEは、第2のアク
セスノードがUEの専用リソースをスケジュールする場合など、第2のアクセスノード(たと
えば、RRC専用状態)との接続モードで動作し得る。図4のコンテキストでは、UE406は、第
2のアクセスノード404から接続再構成メッセージ428を受信し得る。
【００８４】
　いくつかの態様では、第1のアクセスノードおよび第2のアクセスノードは同じアクセス
ノードである。したがって、UEは、第1のメッセージに対する応答を提供した同じアクセ
スノードとの接続モードで動作し得る。図4のコンテキストでは、第1のアクセスノード40
2aと第2のアクセスノード404とは、同じアクセスノードであり得る。
【００８５】
　図8は、本開示の様々な態様による、UEの接続再構成プロセスを継続するための方法900
のフローチャートである。方法900は、図4の第1のアクセスノード402aなどのアクセスノ
ード(たとえば、eノードB)によって実行され得る。
【００８６】
　図8には、様々な動作がオプションとして示されている(たとえば、点線によって示され
ている)。しかしながら、本開示は、方法900の1つまたは複数の動作はオプションであり
、省略され、および/または様々な態様に従って代替的に実行される動作を企図する。さ
らに、方法900の1つまたは複数の動作は、転置されてもよく、および/または同時に実行
されてもよい。
【００８７】
　動作902から開始して、アクセスノードは、少なくともMIBおよび同期信号を送信し得る
。アクセスノードは、MIBおよび同期信号をブロードキャストし得る。いくつかの態様で
は、アクセスノードは、1つまたは複数の追加の情報ブロック(たとえば、SIB)をさらに送
信し得る。図4のコンテキストでは、第1のアクセスノード402aは、情報ブロック420およ
び同期信号422を送信し得る。
【００８８】
　動作904において、アクセスノードは、UEから第1のメッセージを受信し得る。第1のメ
ッセージは、UEが接続再構成プロセスを円滑にしようと試みることをアクセスノードに示
し得る。様々な態様では、第1のメッセージは、少なくともランダムアクセスプリアンブ
ルおよびUEのIDを含み得る。図4のコンテキストでは、第1のアクセスノード402aは、UE40
6から第1のメッセージ424を受信し得る。
【００８９】
　動作906に進むと、アクセスノードは、第1のメッセージに対する応答をUEに送信し得る
。応答は、UEの接続再構成プロセスが継続されるべきかどうかを示し得る。たとえば、UE
のためのダウンリンクデータが存在しない場合、および/または第1のメッセージの中のBS
Rが空である場合、アクセスノードは、接続再構成プロセスが継続するべきではないと決
定し得る。しかしながら、第1のメッセージの中のBSRが空でない場合、および/またはUE
のためのダウンリンクデータがある場合、接続再構成プロセスは継続し得る。
【００９０】
　応答は、接続再構成のプロセスを継続するべきかどうかを示す値を含み得る。たとえば
、接続再構成プロセスが継続するべきであることを示す「1」ビット、および接続再構成
プロセスが継続するべきではないことを示す「0」ビット。態様では、応答は基準信号を
含み得る。図4のコンテキストでは、第1のアクセスノードは、応答426をUE406に送信し得
る。
【００９１】
　動作908において、アクセスノードは、UEの接続再構成プロセスを円滑にし得る。たと
えば、アクセスノードは、UEとの通信のためのリソースをスケジュールし、および/また
はUEのためのリソースを提供するべき別のアクセスノードを決定し得る(たとえば、接続
再構成のプロセスの開始に関連して)。別の態様では、アクセスノードは、UEのモビリテ
ィ管理を提供することによって、UEの接続再構成プロセスを円滑にし得る。別の態様では
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、アクセスノードは、(たとえば、UEのためのダウンリンクデータがあるとき)UEをページ
ングすることによって、接続再構成プロセスを円滑にし得る。図4のコンテキストでは、
第1のアクセスノード402aは、UE406の接続再構成プロセスを円滑にし得る。
【００９２】
　接続再構成プロセスの円滑化に関連して、アクセスノードは、決定ブロック910に示す
ように、アクセスノードまたは別のアクセスノードが接続を提供するべきかどうかを決定
し得る。アクセスノードが接続を提供するべきである場合、方法900は動作912に進むこと
ができる。動作912において、アクセスノードは、接続再構成メッセージをUEに送信し得
る。接続再構成メッセージは、アクセスノードに関連するセル識別子、タイミングアドバ
ンス情報、C-RNTI、アップリンク割当てデータ、および/またはダウンリンク割当てデー
タのうちの少なくとも1つを含み得る。図4のコンテキストでは、第1のアクセスノード402
aは、接続再構成メッセージ428をUE406に送信し得る。
【００９３】
　別のアクセスノードが接続を提供するべきである場合、方法900は動作914に進むことが
できる。動作914において、アクセスノードは、UEのための接続再構成のプロセスを継続
するために、接続再構成メッセージをUEに送信するように他のアクセスノードに指示し得
る。図4のコンテキストでは、第1のアクセスノード402aは、命令427を第2のアクセスノー
ド404に送信し得る。
【００９４】
　図10は、例示的な装置1002内の様々な手段/構成要素間のデータフローを示す概念デー
タフロー図1000である。装置1002はUEであり得る。たとえば、装置1002は、図4のUE406で
あり得る。
【００９５】
　装置1002は、受信構成要素1004を含み得る。受信構成要素1004は、少なくとも1つのア
クセスノード(たとえば、アクセスノード1050)から信号を受信し得る。一態様では、受信
構成要素1004は、1つまたは複数の情報ブロック(たとえば、MIBおよび/またはSIB)および
1つまたは複数の同期信号を受信し得る。受信構成要素1004は、装置1002からのメッセー
ジに対する応答をさらに受信し得る。応答は、1ビット値を含み、基準信号を含み得る。
受信構成要素1004は、接続再構成メッセージをさらに受信し得る。
【００９６】
　装置1002は、メッセージ生成構成要素1006を含み得る。態様では、メッセージ生成構成
要素1006は、受信構成要素1004を介してアクセスノード1050から受信されたMIBに基づい
て第1のメッセージを生成し得る。メッセージ生成構成要素1006は、第1のメッセージ内に
ランダムアクセスプリアンブル、装置1002のID、および/またはBSRを含み得る。メッセー
ジ生成構成要素1006は、第1のメッセージを送信構成要素1010に提供し得る。
【００９７】
　この装置は、同期構成要素1008をさらに含み得る。同期構成要素1008は、受信構成要素
1004を介してアクセスノード1050から受信された同期信号に基づいて、粗周波数およびタ
イミング情報を取得し得る。同期構成要素1008は、粗周波数およびタイミング情報を送信
構成要素1010に提供し得る。
【００９８】
　この装置は、送信構成要素1010をさらに含み得る。送信構成要素1010は、同期構成要素
1008によって提供される粗周波数およびタイミング情報に基づいて、第1のメッセージを
アクセスノード1050に送信し得る。
【００９９】
　この装置は、接続確立構成要素1014をさらに含み得る。態様では、接続確立構成要素10
14は、受信構成要素1004を介してアクセスノード1050から受信された応答に基づいて、装
置1002が接続再構成のプロセスを維持するべきかどうかを決定し得る。
【０１００】
　接続確立構成要素1014が接続再構成のプロセスを維持するべきであることを示す応答を
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受信した後、接続確立構成要素1014は、受信構成要素1004を介して接続再構成メッセージ
を受信し得る。接続再構成メッセージは、アクセスノード1050または別のアクセスノード
から受信され得る。
【０１０１】
　この装置は、図5の上述のコールフローおよび/または図8のフローチャート中のアルゴ
リズムのブロックの各々を実行する追加の構成要素を含み得る。したがって、図5および
図8の上述のコールフロー/フローチャート内の各ブロック/動作は、1つの構成要素によっ
て実施される場合があり、装置は、それらの構成要素のうちの1つまたは複数を含む場合
がある。構成要素は、述べられたプロセス/アルゴリズムを遂行するように具体的に構成
された1つもしくは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリ
ズムを実施するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実
装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであ
り得る。
【０１０２】
　図11は、処理システム1114を採用する装置1002'のためのハードウェア実装形態の一例
を示す図1100である。処理システム1114は、バス1124によって全体的に表される、バスア
ーキテクチャを用いて実装されてもよい。バス1124は、処理システム1114の特定の適用例
および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスとブリッジとを含んでもよい
。バス1124は、プロセッサ1104によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/また
はハードウェア構成要素と、構成要素1004、1006、1008、1010、1014と、コンピュータ可
読媒体/メモリ1106とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1124はまた、タイミン
グソース、周辺装置、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし
てもよいが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これら
の回路についてはこれ以上説明しない。
【０１０３】
　処理システム1114はトランシーバ1110に結合され得る。トランシーバ1110は1つまたは
複数のアンテナ1120に結合される。トランシーバ1110は、送信媒体を介して種々の他の装
置と通信するための手段を与える。トランシーバ1110は、1つまたは複数のアンテナ1120
から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム11
14、具体的には受信構成要素1004に供給する。加えて、トランシーバ1110は、処理システ
ム1114、具体的には送信構成要素1010から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1
つまたは複数のアンテナ1120に印加されるべき信号を生成する。処理システム1114は、コ
ンピュータ可読媒体/メモリ1106に結合されたプロセッサ1104を含む。プロセッサ1104は
、コンピュータ可読媒体/メモリ1106に記憶されたソフトウェアの実行を含む、一般的な
処理に関与する。ソフトウェアは、プロセッサ1104によって実行されたときに、処理シス
テム1114に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピ
ュータ可読媒体/メモリ1106はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1104によ
って操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システム1114は、構成要素10
04、1006、1008、1010、1014のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらの構成要素は
、プロセッサ1104内で動作し、コンピュータ可読媒体/メモリ1106内に存在する/記憶され
たソフトウェア構成要素、プロセッサ1104に結合された1つもしくは複数のハードウェア
構成要素、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
【０１０４】
　一構成では、ワイヤレス通信のための装置1002/1002'はUEであってもよく、接続再構成
プロセスを円滑にするために、ランダムアクセスプリアンブルおよびUE識別子を含む第1
のメッセージを第1のアクセスノードに送信するための手段を含み得る。装置1002/1002'
は、第1のアクセスノードから第1のメッセージに対する応答を受信するための手段をさら
に含み得る。装置1002/1002'は、第1のメッセージに対する応答に基づいて接続再構成プ
ロセスを維持するための手段をさらに含み得る。装置1002/1002'は、第2のアクセスノー
ドから接続再構成メッセージを受信するための手段をさらに含み得る。
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【０１０５】
　いくつかの態様では、接続再構成メッセージは、第2のアクセスノードに関連するセル
識別子、タイミングアドバンス情報、C-RNTI、アップリンク割当てデータ、および/また
はダウンリンク割当てデータのうちの少なくとも1つを含む。いくつかの態様では、第1の
アクセスノードおよび第2のアクセスノードは同じアクセスノードである。
【０１０６】
　装置1002/1002'は、第1のアクセスノードからMIBおよび同期信号を受信するための手段
をさらに含み得る。1002/1002'は、MIBに基づいて第1のメッセージを生成するための手段
をさらに含み得る。いくつかの態様では、第1のメッセージを送信するための手段は、同
期信号に基づいて送信するように構成される。
【０１０７】
　いくつかの態様では、第1のメッセージに対する応答は1ビットである。いくつかの態様
では、第1のメッセージに対する応答は、基準信号を含む。いくつかの態様では、基準信
号は、UE識別子または同期信号識別子のうちの1つによってシードされる。いくつかの態
様では、第1のメッセージは、バッファステータス報告をさらに含む。いくつかの態様で
は、第1のメッセージは、第1のアクセスノードとのタイミング整合なしに送信される。い
くつかの態様では、第1のメッセージに対する応答に基づいて接続再構成プロセスを維持
するための手段は、接続再構成プロセスを継続するために接続再構成メッセージを待つよ
うに構成される。
【０１０８】
　上述の手段は、上述の手段によって列挙された機能を実行するように構成された、装置
1002、および/または装置1002'の処理システム1114の上述の構成要素のうちの1つまたは
複数であり得る。上記で記載されたように、処理システム1114は、TXプロセッサ368、RX
プロセッサ356、およびコントローラ/プロセッサ359を含む場合がある。そのため、一構
成では、上述の手段は、上述の手段によって列挙された機能を実行するように構成された
、TXプロセッサ368、RXプロセッサ356、およびコントローラ/プロセッサ359であり得る。
【０１０９】
　図12は、例示的な装置1202内の様々な手段/構成要素間のデータフローを示す概念デー
タフロー図1200である。装置はアクセスノードであってもよい。たとえば、装置1202は、
図4のアクセスノード402aおよび/またはアクセスノード404であってもよい。
【０１１０】
　装置1202は、受信構成要素1204を含み得る。受信構成要素1204は、少なくとも1つのUE(
たとえば、UE1250)からの信号を受信し得る。装置1202は、送信構成要素1210をさらに含
み得る。送信構成要素1210は、少なくとも1つのUE(たとえば、UE1250)に信号を送信し得
る。
【０１１１】
　一態様では、装置1202は、同期および情報構成要素1208を含み得る。同期および情報構
成要素1208は、少なくとも同期信号および情報ブロック(たとえば、MIBおよび/またはSIB
)を生成し得る。同期信号は、UEが装置1202に接続される前に、たとえば、UE1250に粗周
波数およびタイミング情報を提供し得る。情報ブロック(たとえば、MIB)は、UE1250が接
続再構成のプロセスを円滑にし得るように情報を含み得る。
【０１１２】
　装置1202は、接続促進構成要素1212をさらに含み得る。接続促進構成要素1212は、受信
構成要素1204を介してUE1250からメッセージを受信し得る。メッセージは、少なくともUE
1250のID、ランダムアクセスプリアンブル、および/またはBSRを含み得る。
【０１１３】
　接続促進構成要素1212は、メッセージからの情報を接続再構成構成要素1214に提供し得
る。接続再構成構成要素1214は、UE1250が接続再構成のプロセスを維持するべきかどうか
を決定し得る。接続再構成構成要素1214は、UE1250がメッセージに対する応答として送信
構成要素1210への接続再構成のプロセスを維持するべきかどうかの指示を提供し得る。一
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態様では、応答は1ビット値であり得る。他の態様では、応答は基準信号を含み得る。送
信構成要素1210は、接続再構成メッセージに先立ってこの応答をUE1250に送信し得る。
【０１１４】
　接続再構成構成要素1214は、UE1250の接続再構成プロセス(たとえば、スケジューリン
グ情報)に関連する情報を接続シグナリング構成要素1216にさらに提供し得る。接続シグ
ナリング構成要素1216は、接続再構成メッセージを生成し得る。接続再構成メッセージは
、セル識別子、タイミングアドバンス情報、C-RNTI、アップリンク割当てデータ、および
/またはダウンリンク割当てデータのうちの少なくとも1つを含み得る。接続シグナリング
構成要素1216は、UE1250に送信されるべき送信構成要素1210に接続再構成メッセージを提
供し得る。
【０１１５】
　この装置は、図5の上述のコールフローおよび/または図9の上述のフローチャート中の
アルゴリズムのブロックの各々を実行する追加の構成要素を含み得る。したがって、図5
および図9の上述のコールフロー/フローチャート内の各ブロック/動作は、1つの構成要素
によって実施される場合があり、装置は、それらの構成要素のうちの1つまたは複数を含
む場合がある。構成要素は、述べられたプロセス/アルゴリズムを遂行するように具体的
に構成された1つもしくは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/ア
ルゴリズムを実施するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサに
よる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合
せであり得る。
【０１１６】
　図13は、処理システム1314を採用する装置1302'のためのハードウェア実装形態の一例
を示す図1300である。処理システム1314は、バス1324によって全体的に表される、バスア
ーキテクチャを用いて実装されてもよい。バス1324は、処理システム1314の特定の適用例
と全体的な設計制約とに依存して、任意の個数の相互接続するバスとブリッジとを含むこ
とができる。バス1324は、プロセッサ1304によって表される1つまたは複数のプロセッサ
および/またはハードウェア構成要素と、構成要素1204、1208、1210、1212、1214、1216
と、コンピュータ可読媒体/メモリ1306とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス132
4はまた、タイミングソース、周辺装置、電圧調整器、および電力管理回路などの、様々
な他の回路をリンクする場合があるが、これらの回路は当技術分野においてよく知られて
おり、したがって、これ以上説明されない。
【０１１７】
　処理システム1314はトランシーバ1310に結合され得る。トランシーバ1310は、1つまた
は複数のアンテナ1320に結合される。トランシーバ1310は、送信媒体を介して種々の他の
装置と通信するための手段を与える。トランシーバ1310は、1つまたは複数のアンテナ132
0から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1
314、特に受信構成要素1204に与える。さらに、トランシーバ1310は、処理システム1314
、特に送信構成要素1210から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つまたは複数
のアンテナ1320に適用されるべき信号を生成する。処理システム1314は、コンピュータ可
読媒体/メモリ1306に結合されたプロセッサ1304を含む。プロセッサ1304は、コンピュー
タ可読媒体/メモリ1306に記憶されたソフトウェアの実行を含む、一般的な処理に関与す
る。ソフトウェアは、プロセッサ1304によって実行されたときに、処理システム1314に、
任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒
体/メモリ1306は、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1304によって操作されるデ
ータを記憶するためにも使用され得る。処理システム1314は、構成要素1204、1208、1210
、1212、1214、1216のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらの構成要素は、プロセ
ッサ1304内で動作し、コンピュータ可読媒体/メモリ1306に常駐する/記憶されたソフトウ
ェア構成要素、プロセッサ1304に結合された1つもしくは複数のハードウェア構成要素、
またはそれらの何らかの組合せであり得る。
【０１１８】
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　一構成では、ワイヤレス通信のための装置1202/1202'は第1のアクセスノードであって
もよく、ランダムアクセスプリアンブルおよびUE識別子を含む第1のメッセージをUEから
受信するための手段を含み得る。装置1202/1202'は、接続再構成プロセスに関連して、UE
に第1のメッセージに対する応答を送信するための手段をさらに含み得る。装置1202/1202
'は、UEの接続再構成プロセスを円滑にするための手段をさらに含み得る。装置1202/1202
'は、UEの接続再構成プロセスを継続するために接続再構成メッセージを送信するための
手段をさらに含み得る。一態様では、接続再構成メッセージは、セル識別子、タイミング
アドバンス情報、C-RNTI、アップリンク割当てデータ、およびダウンリンク割当てデータ
のうちの少なくとも1つを含む。
【０１１９】
　装置1202/1202'は、UEの接続再構成プロセスを継続するために、第2のアクセスノード
に接続再構成メッセージを送信するように指示するための手段をさらに含み得る。装置12
02/1202'は、マスタ情報ブロック(MIB)および同期信号を送信するための手段をさらに含
み得る。一態様では、第1のメッセージに対する応答は1ビットである。一態様では、第1
のメッセージに対する応答は、基準信号を含む。一態様では、基準信号は、UE識別子また
は同期信号識別子のうちの1つによってシードされる。一態様では、第1のメッセージは、
バッファステータス報告を含む。
【０１２０】
　上述の手段は、上述の手段によって列挙された機能を実行するように構成された、装置
1202、および/または装置1202'の処理システム1314の上述の構成要素のうちの1つまたは
複数であり得る。上記で説明されたように、処理システム1314は、TXプロセッサ316と、R
Xプロセッサ370と、コントローラ/プロセッサ375とを含む場合がある。そのため、一構成
では、上述の手段は、上述の手段によって列挙された機能を実行するように構成された、
TXプロセッサ316、RXプロセッサ370、およびコントローラ/プロセッサ375であり得る。
【０１２１】
　開示されたプロセス/フローチャートにおけるブロックの特定の順序または階層が例示
的な手法の例示であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセス/フロー
チャートにおけるブロックの特定の順序または階層が再構成される場合があることを理解
されたい。さらに、いくつかのブロックは組み合わされてもよく、または省略されてもよ
い。添付の方法クレームは、様々なブロックの要素を例示的な順序で提示したものであり
、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
【０１２２】
　上述の説明は、本明細書で説明した様々な態様を当業者が実施できるようにするために
提供される。これらの態様への様々な変更が当業者には容易に明らかになり、本明細書に
おいて規定された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、
本明細書に示される態様に限定されることは意図されず、クレーム文言と一致するすべて
の範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない
限り、「唯一無二の」ではなく、「1つまたは複数の」を意味することが意図される。「
例示的」という単語は、本明細書では、「例、実例、または例証として機能する」を意味
するために使用される。「例示的」として本明細書において説明されるいずれの態様も、
必ずしも他の態様よりも好ましいか、または有利であると解釈されるべきでない。その他
の形で特に述べられない限り、「いくつかの」という用語は、1つまたは複数を指す。「A
、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、またはCのうちの1つまたは複数」、「A
、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの1つまたは複数」、「A
、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、A、B、および/またはCの任意の
組合せを含み、複数のA、複数のB、または複数のCを含んでもよい。具体的には、「A、B
、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、またはCのうちの1つまたは複数」、「A、B
、およびCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの1つまたは複数」、「A、B
、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、
AおよびC、BおよびC、またはAおよびBおよびCであってもよく、任意のそのような組合せ
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は、A、B、またはCのうちの1つまたは複数のメンバーを含んでもよい。当業者にとって周
知の、または後に周知となる、本開示全体を通じて説明した様々な態様の要素に対するす
べての構造的および機能的均等物が、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求
の範囲によって包含されることが意図される。さらに、本明細書で開示したものは、その
ような開示が特許請求の範囲に明示的に列挙されているかどうかにかかわらず、公に供さ
れるものではない。「モジュール」、「機構」、「要素」、「デバイス」などの単語は、
「手段」という単語の代用ではない場合がある。したがって、いかなるクレーム要素も、
その要素が「のための手段」という語句を使用して明確に列挙されていない限り、ミーン
ズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
【符号の説明】
【０１２３】
　　100　アクセスネットワーク
　　102　基地局
　　104　UE
　　110　カバレージエリア
　　120　通信リンク
　　132　バックホールリンク
　　150　Wi-Fiアクセスポイント(AP)
　　152　Wi-Fi局(STA)
　　154　通信リンク
　　160　発展型パケットコア(EPC)
　　162　モビリティ管理エンティティ(MME)
　　164　他のMME
　　166　サービングゲートウェイ
　　168　マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)ゲートウェイ
　　170　ブロードキャストマルチキャストサービスセンタ(BM-SC)
　　172　パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ
　　174　ホーム加入者サーバ(HSS)
　　176　IPサービス
　　198　接続再構成のプロセス
　　310　eNB
　　316　送信(TX)プロセッサ
　　318　送信機
　　318　受信機
　　320　アンテナ
　　350　UE
　　352　アンテナ
　　354　受信機
　　354　送信機
　　356　受信(RX)プロセッサ
　　358　チャネル推定器
　　359　コントローラ/プロセッサ
　　360　メモリ
　　368　TXプロセッサ
　　370　受信(RX)プロセッサ
　　374　チャネル推定器
　　375　コントローラ/プロセッサ
　　376　メモリ
　　400　通信システム
　　402a　アクセスノード
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　　402b　アクセスノード
　　404　アクセスノード
　　406　UE
　　410a　セル
　　410b　セル
　　412　セル
　　414　ゾーン
　　420　情報ブロック
　　422　同期信号
　　424　第1のメッセージ
　　426　応答
　　427　命令
　　428　接続再構成メッセージ
　　500　コールフロー
　　502　アクセスノード
　　506　UE
　　600　特殊サブフレーム
　　602　第1の部分
　　604　ガード期間
　　606　第2の部分
　　608　第1のメッセージ
　　620　サブフレーム
　　622　第1の部分
　　624　指示
　　626　ガード期間
　　740　ダウンリンクサブフレーム
　　742　第1の部分
　　744　指示
　　746　基準信号
　　760　サブフレーム
　　762　サイクリックプレフィックス
　　764　シンボル
　　766　シンボル
　　768　ギャップ
　　1002　装置
　　1004　受信構成要素
　　1006　メッセージ生成構成要素
　　1008　同期構成要素
　　1010　送信構成要素
　　1014　接続確立構成要素
　　1050　アクセスノード
　　1104　プロセッサ
　　1106　コンピュータ可読媒体/メモリ
　　1110　トランシーバ
　　1114　処理システム
　　1120　アンテナ
　　1124　バス
　　1202　装置
　　1204　受信構成要素
　　1208　同期および情報構成要素
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　　1210　送信構成要素
　　1212　接続促進構成要素
　　1214　接続再構成構成要素
　　1216　接続シグナリング構成要素
　　1250　UE
　　1302'　装置
　　1304　プロセッサ
　　1306　コンピュータ可読媒体/メモリ
　　1310　トランシーバ
　　1314　処理システム
　　1320　アンテナ
　　1324　バス
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