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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送信／受信装置（ＷＴＲＵ）であって、
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）搬送波上の送信および受信に関連付けられた
ＬＴＥ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティと、
　少なくともミリ波搬送波上の受信に関連付けられたミリ波ＭＡＣエンティティと、
　プロセッサと
を備え、前記プロセッサは、
　ミリ波不連続受信（ＤＲＸ）動作に関連付けられたリソース構成を受信し、前記リソー
ス構成は、前記リソース構成に含まれる測定リソースおよび前記リソース構成に含まれる
報告リソースを示し、
　ミリ波ダウンリンクビームに関連付けられた測定を実行し、
　前記ミリ波搬送波に関連付けられた選好されたミリ波ダウンリンクビームを報告し、前
記報告は前記ＬＴＥ搬送波を介してなされ、
　前記選好されたミリ波ダウンリンクビーム上の制御チャネルを監視する
ように構成されたことを特徴とする無線送信／受信装置（ＷＴＲＵ）。
【請求項２】
　前記選好されたミリ波ダウンリンクビームは、ビーム識別（ＩＤ）又はチャネル品質イ
ンジケータ（ＣＱＩ）値の少なくとも１つによって識別されることを特徴とする請求項１
に記載のＷＴＲＵ。
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【請求項３】
　前記ＷＴＲＵは、複数のＤＲＸセットで構成されたことを特徴とする請求項１に記載の
ＷＴＲＵ。
【請求項４】
　前記複数のＤＲＸセットは、第１のＤＲＸセットおよび第２のＤＲＸセットを備え、前
記第２のＤＲＸセットに関連付けられたリソースは、前記第１のＤＲＸセットに関連付け
られたリソースのサブセットであることを特徴とする請求項３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項５】
　前記第１のＤＲＸセットは完全ＤＲＸセットであり、前記第２のＤＲＸセットは部分Ｄ
ＲＸセットであることを特徴とする請求項４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項６】
　前記プロセッサは、トリガーに基づいて前記複数のＤＲＸセット間で前記ＷＴＲＵを遷
移させるようにさらに構成されたことを特徴とする請求項４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項７】
　前記トリガーは、不活性タイマー又はＤＲＸコマンドの１つであることを特徴とする請
求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項８】
　前記プロセッサは、
　ビーム再アライメントを実行するためのネットワークエンティティからのトリガーに基
づいてビーム再アライメントを実行することと、
　ビームアライメント失敗の決定に基づいて、ビーム再アライメントを実行することと
のうちの少なくとも１つを実行するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項１に
記載のＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記リソース構成は、ＤＲＸ動作に関連付けられたオン期間を含むことを特徴とする請
求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　前記リソース構成は、オフセットを示し、前記オフセットは、前記測定リソースから前
記報告リソースまでであることを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　監視されている前記制御チャネルは、ＬＴＥ制御チャネルであることを特徴とする請求
項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　無線送信／受信装置（ＷＴＲＵ）におけるミリ波不連続受信（ＤＲＸ）に関連付けられ
た方法であって、
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）搬送波上で送信および受信することであって
、前記ＬＴＥ搬送波上で送信および受信することは、ＬＴＥ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）
エンティティに関連付けられた、送信および受信することと、
　ミリ波搬送波上で受信することであって、前記ミリ波搬送波上で受信することは、ミリ
波ＭＡＣエンティティに関連付けられた、受信することと、
　ミリ波不連続受信（ＤＲＸ）動作に関連付けられたリソース構成を受信することであっ
て、前記リソース構成は、前記リソース構成に含まれる測定リソースおよび前記リソース
構成に含まれる報告リソースを示す、受信することと、
　ミリ波ダウンリンクビームに関連付けられた測定を実行することと、
　前記ミリ波搬送波に関連付けられた選好されたミリ波ダウンリンクビームを報告するこ
とであって、前記報告は前記ＬＴＥ搬送波を介してなされる、報告することと、
　前記選好されたミリ波ダウンリンクビーム上の制御チャネルを監視することと
を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記選好されたミリ波ダウンリンクビームは、ビーム識別（ＩＤ）又はチャネル品質イ
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ンジケータ（ＣＱＩ）値の少なくとも１つによって識別されることを特徴とする請求項１
２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＷＴＲＵは、複数のＤＲＸセットで構成されたことを特徴とする請求項１２に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記複数のＤＲＸセットは、第１のＤＲＸセットおよび第２のＤＲＸセットを備え、前
記第２のＤＲＸセットに関連付けられたリソースは、前記第１のＤＲＸセットに関連付け
られたリソースのサブセットであることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のＤＲＸセットは完全ＤＲＸセットであり、前記第２のＤＲＸセットは部分Ｄ
ＲＸセットであることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　トリガーに基づいて前記複数のＤＲＸセット間で前記ＷＴＲＵを遷移させることをさら
に備えたことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記トリガーは、不活性タイマー又はＤＲＸコマンドの１つであることを特徴とする請
求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　ビーム再アライメントを実行するためのネットワークエンティティからのトリガーに基
づいてビーム再アライメントを実行することと、
　ビームアライメント失敗の決定に基づいて、ビーム再アライメントを実行することと
のうちの少なくとも１つを実行することをさらに備えたことを特徴とする請求項１２に記
載の方法。
【請求項２０】
　前記リソース構成は、ＤＲＸ動作に関連付けられたオン期間を含むことを特徴とする請
求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
　前記リソース構成は、オフセットを示し、前記オフセットは、前記測定リソースから前
記報告リソースまでであることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項２２】
　監視されている前記制御チャネルは、ＬＴＥ制御チャネルであることを特徴とする請求
項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ミリ波（ＭＭＷ）デュアル接続のための不連続受信（ＤＲＸ）における方法
、および、装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
関連出願の相互参照
　本願は、２０１３年４月１５日に出願された米国特許仮出願第６１／８１２，２０２号
、および２０１４年１月１０日に出願された米国特許仮出願第６１／９２５，８７０号の
利益を主張し、それらの内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　データに関する予測可能な要求、および対応するデータ配信能力の増加は、クーパーの
法則（総容量が約３０ヶ月ごとに倍になるという状態）として知られている。急速に成長
としているモバイルデータに関する需要を満たすために、１つの戦略として、より小さな
セルを使用することがある。その小さなセルの使用は、より大きな容量を達成するために
、同じスペクトルの増加した空間の再使用を含む。
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【０００４】
　さらなるスペクトルの使用、例えば３．５ＧＨｚおよびより高い周波数が、大きな帯域
幅チャネルを得るために使用される。ミリ波（ｍｍＷｓ）のための関連予算を停止するた
めに、より指向性の高いアンテナが要求される。より高い周波数および指向性アンテナを
使用することは、ある伝送について意図していない受信機に対する多くの干渉を引き起こ
しにくくする。高周波キャリア（ｍｍＷスペクトル）の使用は、利用可能なスペクトルの
量を広げることができる。例えば、６０ＧＨｚについて、無免許で利用可能なスペクトル
は、７ＧＨｚ広くなる。さらになる無免許のスペクトルは、認可された、多少認可された
、又は非認可のスペクトルとして利用可能である。
【０００５】
　ｍｍＷ（ミリ波）ホットスポット（ｍｍＨ）アーキテクチャは、小セルの必要性とｍｍ
Ｗ（ミリ波）キャリア周波数の使用とによって駆動される。ｍｍＨ（ｍｍＷ（ミリ波）ホ
ットスポット）アーキテクチャは、セルラーネットワーク上にオーバーレイされた小さな
ｍｍＷ（ミリ波）基地局を含む。ｍｍＷ（ミリ波）基地局は、伝統的なマクロ（ｍａｃｒ
ｏ）ｅＮＢｓよりも密である。ｍｍＷ（ミリ波）基地局は、マクロｅＮＢｓ（又は、他の
有線／無線アグリゲーション（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）ポイント）に対するバックホー
ルとしてｍｍＷＭＥＳＨ（メッシュ）ネットワークを使用する。位相アレイアンテナは、
バックホールリンクを提供するために使用される。位相アレイアンテナの限定利用可能な
送信電力（ＴＸ）および低干渉環境は、フレキシブルバックホールアーキテクチャを可能
にする。位相アレイアンテナは、狭操向ビームを作成できる。狭操向ビームは、新規な有
線バックホールリンクを追加するよりも簡単に配置できるバックホールリンクを提供でき
る。ビームは、狭く操向可能であることから、ビームは、バックホール間擬似有線低干渉
接続を伴った適応メッシュバックホールを提供する。
【０００６】
　マクロセル層と小セル層（例えば、ｍｍＷ）との共存は、該マクロセル層と小セル層と
の両方に同時に接続されたユーザ装置（ＵＥ）につながる。デュアル接続は、ＵＥのバッ
テリ消費に関して新たな挑戦を導く。小セル層およびマクロセル層に接続されたＵＥに関
して、現在の不連続受信（ＤＲＸ）機構は不十分である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明では、ミリ波（ＭＭＷ）デュアル接続（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）
のための改善された不連続受信（ＤＲＸ）に関する方法、および、装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　ＷＴＲＵは、小セルｅＮＢ（ＳＣｅＮＢ）のような小セルに接続される。小セルは、ミ
リ波（ｍｍＷ）搬送波上のみならず例として使用されるＬＴＥ搬送波のような他のエアイ
ンターフェース上で送信可能なデュアル接続小セルである。ＷＴＲＵは、ｍｍＷ搬送波上
のみならず例として使用されるＬＴＥ搬送波のような他のエアインターフェース上で動作
可能である。小セルは、ＬＴＥ層を使用して、ＷＴＲＵ内でＤＲＸ動作のための制御シグ
ナリングを提供する。ＷＴＲＵは、小セルおよびマクロセルに接続されている。
【０００９】
　ＷＴＲＵは、非ＤＲＸ状態、完全（Ｆｕｌｌ）ＤＲＸ状態、部分ＤＲＸ状態との間で遷
移する。この遷移は、種々のトリガに基づく。例えば、ＷＴＲＵは、第１の不活性（ｉｎ
ａｃｔｉｖｉｔｙ）タイマの満了時に非ＤＲＸ状態から完全ＤＲＸ状態への遷移、第２の
不活性タイマの満了時に完全ＤＲＸ状態から部分ＤＲＸ状態への遷移、第３の不活性タイ
マの満了時に部分ＤＲＸ状態から非ＤＲＸ状態への遷移がある。各ＤＲＸ状態は、例えば
監視（ｍｏｎｉｔｏｒ）されるべきリソースなどの、異なるリソース数に関連付けられて
いる。例えば、非ＤＲＸ状態は監視される各ｍｍＷリソースと関連付けられ、完全ＤＲＸ
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状態は非ＤＲＸｍｍＷリソースのサブセット（第１ＤＲＸセット）と関連付けられ、部分
ＤＲＸ状態は完全ＤＲＸｍｍＷリソースのサブセット（第２ＤＲＸセット）と関連付けら
れる。
【００１０】
　ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが現在好む、例えばｍｍＷ送信の指向性により変化する指向性ビ
ーム、ＷＴＲＵ移動度等の、ｍｍＷビームを伴った小セルを更新する。ＷＴＲＵは、小セ
ルに関連付けられたｍｍＷ測定を実行する（例として、ＷＴＲＵは、例えばＷＴＲＵに提
供されるｍｍＷ測定リソースに関連付けられた、小セルから１つ又は複数のパイロット送
信測定する）。例えば、ＷＴＲＵは、小セルから１つの又は複数のｍｍＷビーム送信を検
出し、所望のｍｍＷＤＬビームを決定、例えば１又は複数のｍｍＷビーム送信の各々につ
いてＣＱＩのような信号品質を決定し、および、所望のｍｍＷダウンリンク（ＤＬ）ビー
ムを決定する。ＷＴＲＵは、測定に基づき、所望のｍｍＷ　ＤＬビームを小セルに報告す
る（例えば、閾値を満たす信号品質を伴ったｍｍＷ　ＤＬビーム、最良の信号品質を有す
るｍｍＷ　ＤＬビーム等）。ＷＴＲＵは、報告オフセット時間後に、所望のｍｍＷ　ＤＬ
ビームを小セルに報告する。ＷＴＲＵは、報告された所望のｍｍＷ　ＤＬビームを監視、
例えば、報告された所望のｍｍＷ　ＤＬビーム上の現在ＤＲＸ状態に関連付けられた１又
は複数のｍｍＷリソースを監視する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】１または複数の開示されている実施形態が実装される例示的な通信システムの
システム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに図示された通信システム内で使用される例示的な無線送信／受信ユニ
ット（ＷＴＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに図示された通信システム内で使用される例示的な無線アクセスネット
ワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図１Ｄ】図１Ａに図示された通信システム内で使用される例示的な無線アクセスネット
ワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図１Ｅ】図１Ａに図示された通信システム内で使用される例示的な無線アクセスネット
ワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図２】不連続受信（ＤＲＸ）サイクルの図である。
【図３】階層モバイル通信アーキテクチャのシステム図である。
【図４】ユーザ装置（ＵＥ）が、マクロセル層においておよび小セル層内のＤＲＸ状態に
おいてアクティブである、例示的なメッセージシーケンスチャートの図である。
【図５】ユーザ装置（ＵＥ）が、小セル層においておよびマクロセル層内のＤＲＸ状態に
おいてアクティブである、例示的なメッセージシーケンスチャートの図である。
【図６】ユーザ装置（ＵＥ）が、マクロセル層および小セル層の両方でＤＲＸ状態におい
てアクティブである、例示的なメッセージシーケンスチャートの図である。
【図７】ユーザ装置（ＵＥ）が、マクロセル層内においてＤＲＸ状態にあり、および小セ
ル層内においてアクティブからＤＲＸ状態に遷移する、例示的なメッセージシーケンスチ
ャートの図である。
【図８】ユーザ装置（ＵＥ）が、マクロセル層内においてアイドル状態にあり、および小
セル層内において接続状態にある、例示的なメッセージシーケンスチャートの図である。
【図９】例示的なリソース無線制御（ＲＲＣ）状態マシンの図である。
【図１０】例示的な指向性ミリ波（ｍｍＷ）送信および全方位ロングタームエボリューシ
ョン（ＬＴＥ）受信の図である。
【図１１】例示的なリリース１２デュアル接続プロトコルアーキテクチャの図である。
【図１２】例示的な共同配置ｍｍＷプロトコルアーキテクチャの図である。
【図１３】例示的な二重層ＬＴＥおよびｍｍＷ（非共同配置）プロトコルアーキテクチャ
の図である。
【図１４】例示的なｍｍＷ用のフレーム構造の図である。
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【図１５】例示的なビームＩＤ報告を伴ったｍｍＷ　ＤＲＸの図である。
【図１６】例示的なＬＴＥを伴ったｍｍＷ　ＤＲＸの図である。
【図１７】例示的なｍｍＷサブフレームレベルＤＲＸセットの図である。
【図１８】例示的なｍｍＷコントロールスロットレベルＤＲＸセットの図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　例証となる実施形態についての詳細な説明が、今から様々な図を参照して行われる。こ
の説明は、可能な実施についての詳細な例を提供するが、細部は、例示的なものであるこ
とが意図されており、本出願の範囲を限定するものでは決してないことに留意されたい。
適切である場合は、メッセージの順序は、変更される。メッセージは、必要とされない場
合は省かれ、またさらなるメッセージが、追加される。
【００１３】
　図１Ａは、１または複数の開示される実施形態がそこで実施される例示的な通信システ
ム１００の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、
放送などのコンテンツを複数の無線ユーザに提供する、多元接続システムである。通信シ
ステム１００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソースの共用を通し
て、そのようなコンテンツにアクセスすることを可能にする。例えば、通信システム１０
０は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接
続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ
－ＦＤＭＡ）など、１または複数のチャネルアクセス方法を利用する。
【００１４】
　図１Ａに示されるように、通信システム１００は、（一般にまたは一括してＷＴＲＵ１
０２と呼ばれる）無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、
および／または１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０３／１０４／１０５
、コアネットワーク１０６／１０７／１０９、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、イン
ターネット１１０、ならびに他のネットワーク１１２を含むが、開示される実施形態は、
任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を企図し
ていることが理解される。ＷＴＲＵとユーザ機器（ＵＥ）は、本明細書では交換可能に使
用される。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの各々は、無線環境におい
て動作および／または通信するように構成された任意の種類のデバイスである。例を挙げ
ると、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線信号を送信および／ま
たは受信するように構成され、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）、移動局、固定もし
くは移動加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフ
ォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、および家電
製品などを含む。
【００１５】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂも含む。基地局１１４ａ
、１１４ｂの各々は、コアネットワーク１０６／１０７／１０９、インターネット１１０
、および／またはネットワーク１１２などの１または複数の通信ネットワークへのアクセ
スを容易にするために、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの少なくとも
１つと無線でインターフェースを取るように構成された、任意の種類のデバイスである。
例を挙げると、基地局１１４ａ、１１４ｂは、基地送受信機局（ＢＴＳ）、ノードＢ、ｅ
ノードＢ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、サイトコントローラ、アクセスポイント
（ＡＰ）、および無線ルータなどである。基地局１１４ａ、１１４ｂは各々、単一の要素
として示されているが、基地局１１４ａ、１１４ｂは、任意の数の相互接続された基地局
および／またはネットワーク要素を含むことが理解される。
【００１６】
　基地局１１４ａは、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５の部分であり、ＲＡＮ１０３／１０
４／１０５は、他の基地局、ならびに／または基地局コントローラ（ＢＳＣ）、無線ネッ
トワークコントローラ（ＲＮＣ）、および中継ノードなどのネットワーク要素（図示され
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ず）も含む。基地局１１４ａおよび／または基地局１１４ｂは、セル（図示されず）と呼
ばれる特定の地理的領域内で、無線信号を送信および／または受信するように構成される
。セルは、さらにセルセクタに分割される。例えば、基地局１１４ａに関連付けられたセ
ルは、３つのセクタに分割される。したがって、一実施形態では、基地局１１４ａは、送
受信機を３つ、例えば、セルのセクタ毎に１つずつ含む。実施形態では、基地局１１４ａ
は、マルチ入力マルチ出力（ＭＩＭＯ）技術を利用し、したがって、セルのセクタ毎に複
数の送受信機を利用する。
【００１７】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインターフェース１１５／１１６／１１７上で、Ｗ
ＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１または複数と通信し、エアインター
フェース１１５／１１６／１１７は、任意の適切な無線通信リンク（例えば、無線周波（
ＲＦ）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光）である。エアインター
フェース１１５／１１６／１１７は、任意の適切な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用し
て確立される。
【００１８】
　より具体的には、上で言及されたように、通信システム１００は、多元接続システムで
あり、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、およびＳＣ－ＦＤＭＡなどの、１ま
たは複数のチャネルアクセス方式を利用する。例えば、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５内
の基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、広帯域ＣＤＭＡ（
ＷＣＤＭＡ（登録商標））を使用してエアインターフェース１１５／１１６／１１７を確
立する、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）な
どの無線技術を実施する。ＷＣＤＭＡは、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）および／ま
たは進化型ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）などの通信プロトコルを含む。ＨＳＰＡは、高速ダウ
ンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）および／または高速アップリンクパケットアク
セス（ＨＳＵＰＡ）を含む。
【００１９】
　実施形態では、基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、ロ
ングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ
）を使用してエアインターフェース１１５／１１６／１１７を確立する、進化型ＵＭＴＳ
地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）などの無線技術を実施する。
【００２０】
　実施形態では、基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１６（すなわち、マイクロ波アクセス用の世界的相互運用性（ＷｉＭＡＸ
））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、暫
定標準２０００（ＩＳ－２０００）、暫定標準９５（ＩＳ－９５）、暫定標準８５６（Ｉ
Ｓ－８５６）、移動体通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、ＧＳＭエボリ
ューション用の高速データレート（ＥＤＧＥ）、およびＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）
などの無線技術を実施する。
【００２１】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ
、またはアクセスポイントであり、職場、家庭、乗物、およびキャンパスなどの局所的エ
リアにおける無線接続性を容易にするために、任意の適切なＲＡＴを利用する。一実施形
態では、基地局１１４ｂ、およびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１１
などの無線技術を実施して、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立する。
実施形態では、基地局１１４ｂ、およびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２
．１５などの無線技術を実施して、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確
立する。さらなる実施形態では、基地局１１４ｂ、およびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは
、セルラベースのＲＡＴ（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、Ｌ
ＴＥ－Ａ）を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立する。図１Ａに示されるよう
に、基地局１１４ｂは、インターネット１１０への直接的な接続を有する。したがって、
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基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６／１０７／１０９を介して、インターネット
１１０にアクセスする必要がない。
【００２２】
　ＲＡＮ１０３／１０４／１０５は、コアネットワーク１０６／１０７／１０９と通信し
、コアネットワーク１０６／１０７／１０９は、音声、データ、アプリケーション、およ
び／またはボイスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスをＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１または複数に提供するように構成された、任意
の種類のネットワークである。例えば、コアネットワーク１０６／１０７／１０９は、呼
制御、請求サービス、モバイルロケーションベースのサービス、プリペイド通話、インタ
ーネット接続性、ビデオ配信を提供し、および／またはユーザ認証など、高レベルのセキ
ュリティ機能を実行する。図１Ａには示されていないが、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５
および／またはコアネットワーク１０６／１０７／１０９は、ＲＡＮ１０３／１０４／１
０５と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを利用する他のＲＡＮと直接的または間接的に通信
することが理解される。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用するＲＡＮ１０３／１０４
／１０５に接続するのに加えて、コアネットワーク１０６／１０７／１０９は、ＧＳＭ無
線技術を利用するＲＡＮ（図示されず）とも通信する。
【００２３】
　コアネットワーク１０６／１０７／１０９は、ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０
、および／または他のネットワーク１１２にアクセスするための、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのためのゲートウェイとしての役割も果たす。ＰＳＴＮ１０
８は、基本電話サービス（ＰＯＴＳ）を提供する回線交換電話網を含む。インターネット
１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコルスイート内の伝送制御プロトコル（Ｔ
ＣＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、およびインターネットプロトコル（
ＩＰ）など、共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワー
クおよびデバイスからなるグローバルシステムを含む。ネットワーク１１２は、他のサー
ビスプロバイダによって所有および／または運営される有線または無線通信ネットワーク
を含む。例えば、ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５と同じＲＡＴま
たは異なるＲＡＴを利用する１または複数のＲＡＮに接続された、コアネットワークを含
む。
【００２４】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのいくつか
またはすべては、マルチモード機能を含み、例えば、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃ、１０２ｄは、異なる無線リンク上で異なる無線ネットワークと通信するための複数
の送受信機を含む。例えば、図１Ａに示されたＷＴＲＵ１０２ｃは、セルラベースの無線
技術を利用する基地局１１４ａと通信するように、またＩＥＥＥ８０２無線技術を利用す
る基地局１１４ｂと通信するように構成される。
【００２５】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示されるように、Ｗ
ＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８と、送受信機１２０と、送信／受信要素１２２と、ス
ピーカ／マイクロフォン１２４と、キーパッド１２６と、ディスプレイ／タッチパッド１
２８と、着脱不能メモリ１３０と、着脱可能メモリ１３２と、電源１３４と、全地球測位
システム（ＧＰＳ）チップセット１３６と、他の周辺機器１３８とを含む。ＷＴＲＵ１０
２は、実施形態との整合性を保ちながら、上記の要素の任意のサブコンビネーションを含
むことが理解される。また、実施形態は、基地局１１４ａ、１１４ｂ、ならびに／または
とりわけ、送受信機局（ＢＴＳ）、ノードＢ、サイトコントローラ、アクセスポイント（
ＡＰ）、ホームノードＢ、進化型ホームノードＢ（ｅノードＢ）、ホーム進化型ノードＢ
（ＨｅＮＢ）、ホーム進化型ノードＢゲートウェイ、およびプロキシノードなどの、しか
し、それらに限定されない、基地局１１４ａ、１１４ｂが表すノードが、図１Ｂに示され
、本明細書で説明される要素のいくつかまたはすべてを含むことを企図している。
【００２６】
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　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１または
複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、他の任意の
種類の集積回路（ＩＣ）、および状態機械などである。プロセッサ１１８は、信号符号化
、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷＴＲＵ１０２が無線環境で動作
することを可能にする他の任意の機能を実行する。プロセッサ１１８は、送受信機１２０
に結合され、送受信機１２０は、送信／受信要素１２２に結合される。図１Ｂは、プロセ
ッサ１１８と送受信機１２０を別々の構成要素として示しているが、プロセッサ１１８と
送受信機１２０は、電子パッケージまたはチップ内に一緒に統合されることが理解される
。
【００２７】
　送信／受信要素１２２は、エアインターフェース１１５／１１６／１１７上で、基地局
（例えば、基地局１１４ａ）に信号を送信し、または基地局から信号を受信するように構
成される。例えば、一実施形態では、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／
または受信するように構成されたアンテナである。一実施形態では、送信／受信要素１２
２は、例えば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信および／または受信するように構成
された放射器／検出器である。さらなる実施形態では、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信
号と光信号の両方を送信および受信するように構成される。送信／受信要素１２２は、無
線信号の任意の組み合わせを送信および／または受信するように構成されることが理解さ
れる。
【００２８】
　加えて、図１Ｂでは、送信／受信要素１２２は単一の要素として示されているが、ＷＴ
ＲＵ１０２は、任意の数の送信／受信要素１２２を含む。より具体的には、ＷＴＲＵ１０
２は、ＭＩＭＯ技術を利用する。したがって、一実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、エア
インターフェース１１５／１１６／１１７上で無線信号を送信および受信するための２以
上の送信／受信要素１２２（例えば、複数のアンテナ）を含む。
【００２９】
　送受信機１２０は、送信／受信要素１２２によって送信される信号を変調し、送信／受
信要素１２２によって受信された信号を復調するように構成される。上で言及されたよう
に、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を有する。したがって、送受信機１２０は、Ｗ
ＴＲＵ１０２が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１などの複数のＲＡＴを介
して通信することを可能にするための、複数の送受信機を含む。
【００３０】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド
１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば、液晶表示（ＬＣＤ
）ディスプレイユニットもしくは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイユニット
）に結合され、それらからユーザ入力データを受信する。プロセッサ１１８は、また、ス
ピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、および／またはディスプレイ／タッ
チパッド１２８にユーザデータを出力する。加えて、プロセッサ１１８は、着脱不能メモ
リ１３０および／または着脱可能メモリ１３２など、任意の種類の適切なメモリから情報
を入手し、それらにデータを記憶する。着脱不能メモリ１３０は、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または他の任意の種類
のメモリ記憶デバイスを含む。着脱可能メモリ１３２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ
）カード、メモリスティック、およびセキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードなどを含む
。実施形態では、プロセッサ１１８は、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に配置されたメモリで
はなく、サーバまたはホームコンピュータ（図示されず）上などに配置されたメモリから
情報を入手し、それらにデータを記憶する。
【００３１】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取り、ＷＴＲＵ１０２内の他の構成要
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素への電力の分配および／または制御を行うように構成される。電源１３４は、ＷＴＲＵ
１０２に給電するための任意の適切なデバイスである。例えば、電源１３４は、１または
複数の乾電池（例えば、ニッケル－カドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル－亜鉛（ＮｉＺｎ
）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ））、太陽電池、および
燃料電池などを含む。
【００３２】
　プロセッサ１１８は、ＧＰＳチップセット１３６にも結合され、ＧＰＳチップセット１
３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在位置に関する位置情報（例えば、経度および緯度）を提供
するように構成される。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはその代わ
りに、ＷＴＲＵ１０２は、基地局（例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアインタ
ーフェース１１５／１１６／１１７上で位置情報を受信し、および／または２以上の近く
の基地局から受信した信号のタイミングに基づいて、自らの位置を決定する。ＷＴＲＵ１
０２は、実施形態との整合性を保ちながら、任意の適切な位置決定方法を用いて、位置情
報を獲得することが理解される。
【００３３】
　プロセッサ１１８は、他の周辺機器１３８にさらに結合され、他の周辺機器１３８は、
追加的な特徴、機能、および／または有線もしくは無線接続性を提供する、１または複数
のソフトウェアモジュールおよび／またはハードウェアモジュールを含む。例えば、周辺
機器１３８は、加速度計、ｅコンパス、衛星送受信機、（写真またはビデオ用の）デジタ
ルカメラ、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、バイブレーションデバイス、テ
レビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール
、周波数変調（ＦＭ）ラジオユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデ
オゲームプレーヤモジュール、およびインターネットブラウザなどを含む。
【００３４】
　図１Ｃは、実施形態による、ＲＡＮ１０３およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。上で言及されたように、ＲＡＮ１０３は、ＵＴＲＡ無線技術を利用して、エアイ
ンターフェース１１５上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信する。ＲＡＮ１
０３は、コアネットワーク１０６とも通信する。図１Ｃに示されるように、ＲＡＮ１０３
は、ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含み、ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４
０ｃは各々、エアインターフェース１１５上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと
通信するための１または複数の送受信機を含む。ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃ
は各々、ＲＡＮ１０３内の特定のセル（図示されず）に関連付けられる。ＲＡＮ１０３は
、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂも含む。ＲＡＮ１０３は、実施形態との整合性を保ちながら
、任意の数のノードＢおよびＲＮＣを含むことが理解される。
【００３５】
　図１Ｃに示されるように、ノードＢ１４０ａ、１４０ｂは、ＲＮＣ１４２ａと通信する
。加えて、ノードＢ１４０ｃは、ＲＮＣ１４２ｂと通信する。ノードＢ１４０ａ、１４０
ｂ、１４０ｃは、Ｉｕｂインターフェースを介して、それぞれのＲＮＣ１４２ａ、１４２
ｂと通信する。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂは、Ｉｕｒインターフェースを介して、互いに
通信する。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂの各々は、それが接続されたそれぞれのノードＢ１
４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを制御するように構成される。加えて、ＲＮＣ１４２ａ、１
４２ｂの各々は、アウタループ電力制御、負荷制御、アドミッションコントロール、パケ
ットスケジューリング、ハンドオーバ制御、マクロダイバーシティ、セキュリティ機能、
およびデータ暗号化など、他の機能を実施またはサポートするように構成される。
【００３６】
　図１Ｃに示されるコアネットワーク１０６は、メディアゲートウェイ（ＭＧＷ）１４４
、モバイル交換センタ（ＭＳＣ）１４６、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ
）１４８、および／またはゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）１５０を含
む。上記の要素の各々は、コアネットワーク１０６の部分として示されているが、これら
の要素は、どの１つをとっても、コアネットワークオペレータとは異なるエンティティに
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よって所有および／または運営されることが理解される。
【００３７】
　ＲＡＮ１０３内のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＣＳインターフェースを介して、コアネット
ワーク１０６内のＭＳＣ１４６に接続される。ＭＳＣ１４６は、ＭＧＷ１４４に接続され
る。ＭＳＣ１４６とＭＧＷ１４４は、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのア
クセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃと従来の陸線通信デバイスの間の通信を容易にする。
【００３８】
　ＲＡＮ１０３内のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＰＳインターフェースを介して、コアネット
ワーク１０６内のＳＧＳＮ１４８にも接続される。ＳＧＳＮ１４８は、ＧＧＳＮ１５０に
接続される。ＳＧＳＮ１４８とＧＧＳＮ１５０は、インターネット１１０などのパケット
交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、Ｗ
ＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスの間の通信を容易にする。
【００３９】
　上で言及されたように、コアネットワーク１０６は、ネットワーク１１２にも接続され
、ネットワーク１１２は、他のサービスプロバイダによって所有および／または運営され
る他の有線または無線ネットワークを含む。
【００４０】
　図１Ｄは、一実施形態による、ＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０７のシステム
図である。上で言及されたように、ＲＡＮ１０４は、エアインターフェース１１６上でＷ
ＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するために、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用す
る。ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０７とも通信する。
【００４１】
　ＲＡＮ１０４は、ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃを含むが、ＲＡＮ１０４は
、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のｅノードＢを含むことが理解される。
ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、各々が、エアインターフェース１１６上で
ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための１または複数の送受信機を含む
。一実施形態では、ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実施す
る。したがって、ｅノードＢ１６０ａは、例えば、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ
１０２ａに無線信号を送信し、ＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信する。
【００４２】
　ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃの各々は、特定のセル（図示されず）に関連
付けられ、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、ならびにアップリンクおよび／ま
たはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを処理するように構成される。
図１Ｄに示されるように、ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、Ｘ２インターフ
ェース上で互いに通信する。
【００４３】
　図１Ｄに示されるコアネットワーク１０７は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）
１６２、サービングゲートウェイ１６４、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）
ゲートウェイ１６６を含む。上記の要素の各々は、コアネットワーク１０７の部分として
示されているが、これらの要素は、どの１つをとっても、コアネットワークオペレータと
は異なるエンティティによって所有および／または運営されることが理解される。
【００４４】
　ＭＭＥ１６２は、Ｓ１インターフェースを介して、ＲＡＮ１０４内のｅノードＢ１６０
ａ、１６０ｂ、１６０ｃの各々に接続され、制御ノードとしての役割を果たす。例えば、
ＭＭＥ１６２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユーザの認証、ベアラアクテ
ィブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの初期接続中における
特定のサービングゲートウェイの選択などを担う。ＭＭＥ１６２は、ＲＡＮ１０４とＧＳ
ＭまたはＷＣＤＭＡなどの他の無線技術を利用する他のＲＡＮ（図示されず）との間の交
換のためのコントロールプレーン機能も提供する。
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【００４５】
　サービングゲートウェイ１６４は、Ｓ１インターフェースを介して、ＲＡＮ１０４内の
ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃの各々に接続される。サービングゲートウェイ
１６４は、一般に、ユーザデータパケットのＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃへの
／からの経路選択および転送を行う。サービングゲートウェイ１６４は、ｅノードＢ間ハ
ンドオーバ中におけるユーザプレーンのアンカリング、ダウンリンクデータがＷＴＲＵ１
０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに利用可能な場合に行うページングのトリガ、ならびにＷＴ
ＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストの管理および記憶など、他の機能も実
行する。
【００４６】
　サービングゲートウェイ１６４は、ＰＤＮゲートウェイ１６６にも接続され、ＰＤＮゲ
ートウェイ１６６は、インターネット１１０などのパケット交換ネットワークへのアクセ
スをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃとＩＰ対応デバイスの間の通信を容易にする。
【００４７】
　コアネットワーク１０７は、他のネットワークとの通信を容易にする。例えば、コアネ
ットワーク１０７は、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲ
Ｕ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと
従来の陸線通信デバイスの間の通信を容易にする。例えば、コアネットワーク１０７は、
コアネットワーク１０７とＰＳＴＮ１０８の間のインターフェースとしての役割を果たす
ＩＰゲートウェイ（例えば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含み
、またはＩＰゲートウェイと通信する。加えて、コアネットワーク１０７は、ネットワー
ク１１２へのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供し、ネットワーク
１１２は、他のサービスプロバイダによって所有および／または運営される他の有線また
は無線ネットワークを含む。
【００４８】
　図１Ｅは、実施形態による、ＲＡＮ１０５およびコアネットワーク１０９のシステム図
である。ＲＡＮ１０５は、ＩＥＥＥ８０２．１６無線技術を利用して、エアインターフェ
ース１１７上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信する、アクセスサービスネ
ットワーク（ＡＳＮ）である。以下でさらに説明されるように、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃ、ＲＡＮ１０５、およびコアネットワーク１０９の異なる機能エンティテ
ィ間の通信リンクは、参照点として定義される。
【００４９】
　図１Ｅに示されるように、ＲＡＮ１０５は、基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃと、
ＡＳＮゲートウェイ１８２とを含むが、ＲＡＮ１０５は、一実施形態との整合性を保ちな
がら、任意の数の基地局とＡＳＮゲートウェイとを含むことが理解される。基地局１８０
ａ、１８０ｂ、１８０ｃは、各々が、ＲＡＮ１０５内の特定のセル（図示されず）に関連
付けられ、各々が、エアインターフェース１１７上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃと通信するための１または複数の送受信機を含む。一実施形態では、基地局１８０ａ
、１８０ｂ、１８０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実施する。したがって、基地局１８０ａは、例
えば、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２ａに無線信号を送信し、ＷＴＲＵ１０
２ａから無線信号を受信する。基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃは、ハンドオフトリ
ガリング、トンネル確立、無線リソース管理、トラフィック分類、およびサービス品質（
ＱｏＳ）方針実施などの、モビリティ管理機能も提供する。ＡＳＮゲートウェイ１８２は
、トラフィック集約ポイントとしての役割を果たし、ページング、加入者プロファイルの
キャッシング、およびコアネットワーク１０９への経路選択などを担う。
【００５０】
　ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＲＡＮ１０５の間のエアインターフェース１
１７は、ＩＥＥＥ８０２．１６仕様を実施する、Ｒ１参照点として定義される。加えて、
ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの各々は、コアネットワーク１０９との論理イン
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ターフェース（図示されず）を確立する。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとコア
ネットワーク１０９の間の論理インターフェースは、Ｒ２参照点として定義され、Ｒ２参
照点は、認証、認可、ＩＰホスト構成管理、および／またはモビリティ管理のために使用
される。
【００５１】
　基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃの各々の間の通信リンクは、ＷＴＲＵハンドオー
バおよび基地局間でのデータの転送を容易にするためのプロトコルを含む、Ｒ８参照点と
して定義される。基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃとＡＳＮゲートウェイ１８２の間
の通信リンクは、Ｒ６参照点として定義される。Ｒ６参照点は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃの各々に関連付けられたモビリティイベントに基づいたモビリティ管理を
容易にするためのプロトコルを含む。
【００５２】
　図１Ｅに示されるように、ＲＡＮ１０５は、コアネットワーク１０９に接続される。Ｒ
ＡＮ１０５とコアネットワーク１０９の間の通信リンクは、例えば、データ転送およびモ
ビリティ管理機能を容易にするためのプロトコルを含む、Ｒ３参照点として定義される。
コアネットワーク１０９は、モバイルＩＰホームエージェント（ＭＩＰ－ＨＡ）１８４と
、認証認可課金（ＡＡＡ）サーバ１８６と、ゲートウェイ１８８とを含む。上記の要素の
各々は、コアネットワーク１０９の部分として示されているが、これらの要素は、どの１
つをとっても、コアネットワークオペレータとは異なるエンティティによって所有および
／または運営されることが理解される。
【００５３】
　ＭＩＰ－ＨＡは、ＩＰアドレス管理を担い、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃが
、異なるＡＳＮの間で、および／または異なるコアネットワークの間でローミングを行う
ことを可能にする。ＭＩＰ－ＨＡ１８４は、インターネット１１０などのパケット交換ネ
ットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスの間の通信を容易にする。ＡＡＡサー
バ１８６は、ユーザ認証、およびユーザサービスのサポートを担う。ゲートウェイ１８８
は、他のネットワークとの網間接続を容易にする。例えば、ゲートウェイ１８８は、ＰＳ
ＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１
０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと従来の陸線通信デバイスの
間の通信を容易にする。加えて、ゲートウェイ１８８は、ネットワーク１１２へのアクセ
スをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供し、ネットワーク１１２は、他のサー
ビスプロバイダによって所有および／または運営される他の有線または無線ネットワーク
を含む。
【００５４】
　図１Ｅには示されていないが、ＲＡＮ１０５は、他のＡＳＮに接続され、コアネットワ
ーク１０９は、他のコアネットワークに接続されることが理解される。ＲＡＮ１０５と他
のＡＳＮの間の通信リンクは、Ｒ４参照点として定義され、Ｒ４参照点は、ＲＡＮ１０５
と他のＡＳＮの間で、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのモビリティを調整するた
めのプロトコルを含む。コアネットワーク１０９と他のコアネットワークの間の通信リン
クは、Ｒ５参照として定義され、Ｒ５参照は、ホームコアネットワークと在圏コアネット
ワークの間の網間接続を容易にするためのプロトコルを含む。
【００５５】
　マクロセルレイヤ上に重ね合わされたスモールセルレイヤが存在する場合、ユーザ機器
は、マクロレイヤおよびスモールセルに（例えば、同時に）接続される。スモールセルレ
イヤおよびマクロセルレイヤは、例えば、帯域Ｘおよび帯域Ｙを用いるマクロレイヤ上で
のキャリアアグリゲーションならびにスモールセルレイヤ上での帯域Ｘと、マクロレイヤ
と同一チャネルであるキャリアアグリゲーション帯域をサポートするスモールセルと、ま
たはマクロレイヤと同一チャネルでないキャリアアグリゲーション帯域をサポートするス
モールセルとを含む、１または複数の配置シナリオで構成される。
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【００５６】
　セルラシステムでは、ユーザ機器（ＵＥ）におけるバッテリ消費を節約するために、間
欠受信（ＤＲＸ）および間欠送信（ＤＴＸ）が使用される。ＵＥという用語とＷＴＲＵと
いう用語は、交換可能に使用される。ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）システム
は、ショートＤＲＸサイクルおよび／またはロングＤＲＸサイクルを導入することによっ
て、ＤＲＸを使用する。ＤＲＸおよび／またはＤＴＸは、ＵＥが制御チャネルを連続的に
監視する必要がないようにすることが可能である。スケジューラは、ＤＲＸを利用して、
例えば、半持続的または集中的トラフィックを扱う。
【００５７】
　（例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８に基づいた）ＬＴＥシステムでは、ＵＥは、物
理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を非連続的に監視することを可能にするＤＲ
Ｘ機能を用いるように、無線リソース制御（ＲＲＣ）によって構成される。非連続的な監
視は、ＵＥにおける電力消費を節約するという結果となる。ＤＲＸ動作は、例えば、ロン
グＤＲＸサイクル、ＤＲＸ不活性タイマ、ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマ、ＤＲＸ再送タイマお
よびショートＤＲＸサイクル、ならびにＤＲＸショートサイクルタイマなどに基づく。
【００５８】
　ＤＲＸサイクルが構成される場合、アクティブ時間は、オン期間（ｏｎ－ｄｕｒａｔｉ
ｏｎ）タイマ、ＤＲＸ不活性タイマ、ＤＲＸ再送タイマ、もしくはランダムアクセス用の
競合解決タイマが動作中である間の時間、スケジューリング要求が保留中である間の時間
、保留中のＨＡＲＱ再送のためのアップリンクグラントが発生する間の時間、またはラン
ダムアクセス応答の受信に成功した後、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩもしくは一時Ｃ－ＲＮＴＩを
宛先とする送信（例えば、新しい送信）を示すＰＤＣＣＨが受信されていない間の時間を
含む。
【００５９】
　オン期間タイマもしくはＤＲＸ不活性タイマが満了した場合、または（例えば、ＭＡＣ
制御要素内で伝えられる）ＤＲＸコマンドがサブフレーム内で受信された場合、ＵＥは、
ＤＲＸに入る。ＬＴＥシステムでは、ＵＥを強制的にＤＲＸに入らせるために、ＤＲＸコ
マンドが使用される。
【００６０】
　図２は、ＤＲＸサイクルの例を示している。アクティブ時間中、（半二重ＦＤＤ　ＵＥ
動作のアップリンク送信のためにサブフレームが必要とされる場合、またはサブフレーム
が構成された測定ギャップの一部である場合を除いて）ＰＤＣＣＨサブフレームについて
、ＵＥは、ＰＤＣＣＨを監視する。ＰＤＣＣＨがＤＬ送信を示す場合、またはサブフレー
ムに対してＤＬ割り当てが構成されている場合、ＵＥは、対応するＨＡＲＱプロセスのた
めのＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマを開始し、および／または対応するＨＡＲＱプロセスのため
のＤＲＸ再送タイマを停止する。ＰＤＣＣＨが送信（例えば、ＤＬまたはＵＬ上の新しい
送信）を示す場合、ＵＥは、ＤＲＸ不活性タイマを開始および／または再開する。
【００６１】
　マルチキャリア動作の場合、１または複数のＵＥ電力節約が使用され、それらは、共通
ＤＲＸ（例えば、ベースライン）、高速（非）アクティブ化実施（例えば、ＭＡＣ　ＣＥ
またはＰＤＣＣＨ）、単独ＤＲＸのうちの１または複数を含む。共通ＤＲＸの場合、ＵＥ
は、ＤＲＸアクティブ時間の一部であるサブフレーム内で、（例えば、ＰＤＣＣＨを用い
るように構成された）コンポーネントキャリアの各々についてＰＤＣＣＨを監視する。Ｄ
ＲＸアクティブ時間は、コンポーネントキャリアの各々について同じである。高速（非）
アクティブ化メカニズムでは、セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）が、Ｌ１（例えば、ＰＤＣ
ＣＨ）シグナリングまたはＬ２（例えば、ＭＡＣ　ＣＥ）シグナリングによって、アクテ
ィブ化および／または非アクティブ化される。単一のアクティブ化および／または非アク
ティブ化コマンドが、サービングセルのサブセットをアクティブ化および／または非アク
ティブ化する。単独ＤＲＸの場合、ＤＲＸタイマの各々は、コンポーネントキャリア（Ｃ
Ｃ）毎に構成される。ＵＥは、（例えば、ＰＤＣＣＨを用いるように構成された）ＣＣ毎
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にＰＤＣＣＨを監視する。高速（非）アクティブ化メカニズムは、それのみで、またはＤ
ＲＸスキーム、例えば、共通ＤＲＸもしくは単独ＤＲＸと組み合わせて使用される。
【００６２】
　デュアル接続（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）は、バッテリ消費について課題
をもたらす。ＵＥは、１または複数のセルレイヤに（例えば、同時に）接続される。例え
ば、ＵＥは、マクロセルレイヤと、１または複数のスモールセル（例えば、ｍｍＷ）レイ
ヤとに接続される。本開示では、ｍｍＷレイヤという用語とスモールセルレイヤという用
語、およびｍｍＷ基地局（ｍＢ）という用語とスモールセルｅＮＢ（ＳＣｅＮＢ）という
用語は、交換可能に使用される。
【００６３】
　スモールセルレイヤにおいて使用される周波数によっては、広帯域無線実施は、必要と
される帯域（例えば、マクロセルレイヤにおける３ＧＨｚより下の帯域と、スモールセル
レイヤにおける、２８ＧＨｚ、３８ＧＨｚ、６０ＧＨｚなどの、ｍｍＷ周波数帯域）を単
一の無線を用いてカバーすることが可能ではない。複数のベースバンドおよびＲＦチェー
ンが、同時に動作させられる。デュアル接続モデルは、バッテリ電力が制限されたＵＥに
ストレスをかける。マクロセルレイヤとスモールセルレイヤへのＵＥの同時接続を利用す
るＤＲＸ管理が、開示される。
【００６４】
　デュアル接続を導入した場合、デバイス（例えば、ＵＥ）は、スモールセルレイヤでは
アクティブなデータ転送モードにあるが、マクロセルレイヤとは通信していない。これら
のＵＥは、マクロセルレイヤにおいて高価な無線リソースを使用し続け、マクロセルでは
無線リソースの過少利用を引き起こす。ＵＥは、全体的なシステム容量を低下させる。本
明細書で開示されるシステム、方法、および手段は、無線ネットワークリソースの全体的
な利用を改善する。インフラストラクチャノードの数が増加し、稠密なスモールセル配置
が導入された場合、モバイルネットワークオペレータでの運用費を低減するために、スモ
ールセルレイヤにおける電力節約動作を最適化し、導入する必要がある。
【００６５】
　図３は、デュアル接続を用いる段階的なアーキテクチャの例を示している。ＵＥは、マ
クロセルレイヤとスモールセルレイヤ（例えば、ｍｍＷレイヤ）とに接続される。デュア
ル接続ネットワークでは、個別データ無線ベアラ（ＤＲＢ）モデルおよび／または単一Ｄ
ＲＢモデルが、サポートされる。個別ＤＲＢモデルでは、（例えば、第３世代パートナシ
ッププロジェクト（３ＧＰＰ）リリース１０ベースラインに類似した）パケットデータ収
束プロトコル（ＰＤＣＰ）エンティティと無線リンク制御（ＲＬＣ）エンティティの間の
１対１マッピングが、使用される。別々のＤＲＢが、マクロセルレイヤとスモールセルレ
イヤとにマッピングされる。単一ＤＲＢモデルでは、ＤＲＢが、マクロセルとスモールセ
ルの間で分配される。マクロセルにおける１つのＰＤＣＰエンティティは、マクロセルに
おける１つのセットと、スモールセルにおける別のセットとの、複数（例えば、２つ）の
下層の対応するＲＬＣプロトコルセットエンティティを有する。
【００６６】
　例えば、マルチＲＲＣモデルおよび透過的シグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）モデルを
含む、デュアル接続のためのコントロールプレーン動作についてのモデルが、提供される
。マルチＲＲＣモデルでは、複数のＲＲＣインスタンスが、ネットワークおよびハンドセ
ットにおいて維持される。スモールセルレイヤにおいて動作するデータ無線ベアラは、ス
モールセルレイヤにおけるＲＲＣによって制御される。ＵＥは、２以上のＲＲＣエンティ
ティを有する。１つのエンティティは、マクロセルレイヤのために使用され、他のエンテ
ィティは、スモールセルレイヤのために使用される。マクロセルＲＲＣレイヤは、マスタ
モードで動作し、一方、スモールセルＲＲＣレイヤは、スレーブモードで動作する。
【００６７】
　透過的ＳＲＢモデルでは、ＲＲＣレイヤは、マクロセルレイヤでは終了され、スモール
セルレイヤでのＲＲＣレイヤは、使用されない。スモールセルレイヤは、マクロセルレイ
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ヤからのＳＲＢデータを透過的にトンネルさせる。スモールセルレイヤでの透過的ＳＲＢ
のために必要とされる構成は、例えば、マクロセルレイヤによって構成される。
【００６８】
　デュアル接続を用いる場合、ＵＥは、マクロセルレイヤとスモールセル（例えば、ｍｍ
Ｗ）レイヤとに同時に接続される。ウルトラスリープまたはディープスリープメカニズム
が、提供される。ウルトラスリープまたはディープスリープは、（例えば、マクロセルレ
イヤとスモールセルレイヤの両方に接続されたデュアル接続と比較して）ＵＥのバッテリ
の消耗を低減させる。ウルトラスリープモードまたはディープスリープモードは、電力的
に効率がよく、長い時間期間にわたって、例えば、最大ＤＲＸ期間（例えば、２．５６ミ
リ秒）よりも長い時間期間にわたって持続する。ＵＥは、スモールセルレイヤとマクロセ
ルレイヤに同時に接続されるので、より長いスリープ持続時間が、提供される。
【００６９】
　ＵＥは、スモールセルレイヤに関して、ディープスリープモードにある場合、マクロセ
ルレイヤの制御チャネルを監視し、スモールセルレイヤをウェイクアップさせるのに必要
とされる制御情報を受信する。制御情報は、（例えば、マクロセルのＰＤＣＣＨを監視す
ることによって）Ｌ１メッセージの形態で、（例えば、マクロセルレイヤにおいてＭＡＣ
制御要素（ＭＡＣ　ＣＥ）を使用することによって）Ｌ２シグナリングの形態で、または
無線リソース制御／非アクセス層（ＲＲＣ／ＮＡＳ）シグナリング（例えば、ページング
メッセージ）の形態で送信される。同様のメカニズムは、スモールセルレイヤに接続され
たＵＥが、マクロセルレイヤ上でディープスリープモードまたはウルトラスリープモード
に入る場合にも使用される。ＵＥは、一方のレイヤにおいてディープスリープに入り、他
方のデュアル接続セルレイヤにおいて制御チャネルを監視する。ディープスリープサイク
ルの持続時間は、構成可能であり、ＵＥがレイヤにおいて同期を失わずに留まる時間量に
依存する。
【００７０】
　デュアル接続されたＵＥは、例えば、レイヤにおいてＤＲＸに入ろうとするときに、Ｄ
ＲＸインジケーションをネットワークに送信する。インジケーションは、（例えば、ＵＥ
がＤＲＸに入ろうとしているレイヤ以外の）別のレイヤ上で送信される。インジケーショ
ンは、Ｌ１、Ｌ２（ＭＡＣ）、またはＲＲＣシグナリングを使用することによって送信さ
れる。ＵＥは、他の構成されたレイヤ各々のＤＲＸインジケーションを、それがＤＲＸ状
態を変化させたときは常に、報告レイヤにおいて送信するように構成される。例えば、Ｕ
Ｅは、プライマリ（例えば、マクロ）レイヤにおいて、アイドル状態からアクティブ状態
に移行するとき、ＤＲＸ状態変化の報告を他のレイヤに送信する。
【００７１】
　ＳＣｅＮＢは、ＵＥ状態がアクティブからアイドルまたはアイドルからアクティブに遷
移したことを示すＤＲＸインジケーションを、バックホール上でマクロレイヤに直接的に
送信する。スモールセルは、アクティブ状態からアイドル状態に遷移することをＵＥに示
す。１つのレイヤは、別のレイヤにおいてアイドル状態からアクティブ状態に移行するこ
とをＵＥに示す。
【００７２】
　ＤＲＸインジケーションコマンドは、状態を変化させるキャリアを含む。ＤＲＸインジ
ケーションは、キャリアのＤＲＸ状態（例えば、アイドルまたはアクティブ）、ステータ
スが示されているレイヤにおけるＵＥのセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ
）を含む。インジケーションは、１つのレイヤにおいてオン期間が満了した後に、または
オン期間が満了しつつあることをＵＥが（例えば、自律的に）検出した場合に送信される
。ＵＥは、そのＤＲＸ状態を１つのレイヤ上で定期的に、またはｅＮＢによって要求され
たときに送信する。禁止タイマが、ＤＲＸインジケーションの送信と関連付けられる。Ｕ
Ｅは、禁止タイマを用いるように構成される。ＵＥは、禁止タイマがアクティブであると
きは、ＤＲＸインジケーションを送信しない。
【００７３】
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　デュアル接続ＵＥは、マクロセルレイヤおよび（例えば、１または複数のＳＣｅＮＢか
らのＳＣｅｌｌを含む）スモールセルレイヤについて、共通ＤＲＸ構成または個別ＤＲＸ
構成を用いるように、例えば、ＲＲＣシグナリングを介して、構成される。同じｅＮＢ内
のＳＣｅｌｌについては、ＵＥは、ベースラインとして共通ＤＲＸ構成を使用する。ＵＥ
は、トラフィックパターンの差またはＤＲＸ構成の差のせいで、マクロセルレイヤ上とス
モールセルレイヤ上とで異なる時刻にＤＲＸに入る。
【００７４】
　ＵＥは、例えば、マクロセルではアクティブで、スモールセルではＤＲＸである状態、
マクロセルではＤＲＸで、スモールセルではＤＲＸである状態、マクロセルではＤＲＸで
、スモールセルではアクティブである状態、またはマクロセルではＩＤＬＥで、スモール
セルではアクティブである状態のうちの１または複数を含む、様々な状態にある。
【００７５】
　図４は、スモールセルレイヤ上ではＤＲＸ状態にあり、マクロセルレイヤにおいてはア
クティブ状態にある、デュアル接続されたＵＥの例を示している。スモールセル（例えば
、ｍｍＷ）レイヤは、個別送信／受信チェーンを有するので、マクロリンクをアクティブ
にし、スモールセルリンクをアクティブにしないことが、電力節約を提供する。Ｓ１－Ｕ
は、ＳＣｅＮＢにマッピングされ、データは、ＳＣｅＮＢからＵＥに送信される。マクロ
レイヤは、スモールセルレイヤ上の活動を、またはＵＥがスモールセルレイヤ上でいつ状
態をアクティブからアイドルに変化させるかを知らない。
【００７６】
　ＵＥは、マクロセルレイヤ上でアクティブである間、スモールセルレイヤにおいてアク
ティブ状態からアイドル状態に移る。ＵＥは、２つのデータ経路上で（例えば、一方では
ＳＣｅＮＢと、他方ではＭｅＮＢと）接続される。ＵＥは、スモールセルレイヤ上でＤＲ
Ｘモードに入る。ＤＲＸへの入りは、タイマベースまたはＤＲＸコマンドベースである。
ＳＣｅＮＢ　ＤＲＸインジケーション信号は、マクロｅＮＢに送信される。ＳＣｅＮＢ　
ＤＲＸインジケーションは、ＵＥまたはＳＣｅＮＢから伝えられる。マクロレイヤは、Ｕ
Ｅ上でスモールセルおよびスモールセルレイヤを非アクティブ化する。データ（例えば、
新しいデータ）が、例えば、Ｓ１－Ｕダウンリンク上で、到着したとき、マクロレイヤは
、ＵＥにおいてＳＣｅＮＢおよびスモールセルキャリアをアクティブ化する。
【００７７】
　デュアル接続されたＵＥは、例えば、非アクティブ化手法、ＤＲＸ手法、またはＤＲＳ
分割手法を使用することによって、スモールセルレイヤ上でアクティブ状態からアイドル
状態に移る。非アクティブ化手法では、接続されたＵＥが、アイドル状態および／または
非アクティブ化状態に移行した場合、スモールセルは、アクセスリンクおよびバックホー
ルにおいて休止する。スモールセルは、いつウェイクアップするか、および／またはデー
タ（例えば、新しいデータ）がいつスモールセルレイヤから利用可能になるかを知ってい
る。スモールセルレイヤは、自らのＣ－ＲＮＴＩを用いるように構成され、スモールセル
レイヤは、マクロセルレイヤのＰＤＣＣＨを読み取る（例えば、定期的に読み取る）。Ｓ
ＣｅＮＢは、アイドルモードに入り、マクロセルレイヤは、ＵＥをウェイクアップさせる
必要がある場合、ＳＣｅＮＢにページングを行う。
【００７８】
　スモールセルｅＮＢは、スモールセルに接続されたＵＥ各々のＣ－ＲＮＴＩを用いるよ
うに構成される。最新のＣ－ＲＮＴＩリストを保つため、スモールセルｅＮＢは、マクロ
セルレイヤからＣ－ＲＮＴＩリストを（例えば、定期的に）読み取る。
【００７９】
　ＵＥおよびＳＣｅＮＢは、スモール（例えば、ｍｍＷ）セルレイヤにおいて、ウルトラ
スリープモードに入り、マクロセルレイヤは、ＤＲＸウェイクアップコマンドを使用して
、ＵＥをウェイクアップさせる。ＤＲＸウェイクアップコマンドは、キャリア間共通、ま
たはレイヤ間共通である。ＤＲＸウェイクアップコマンドは、覚醒の必要があるスモール
セルレイヤ内のキャリアを示す。
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【００８０】
　マクロセルレイヤは、例えば、ＵＥまたはＳＣｅＮＢによる初期インジケーションによ
って、ＳＣｅＮＢが空いていることを検出した場合、マクロセルレイヤによってサポート
される既存のデータ無線ベアラ上でマルチフローを開始する。マクロセルレイヤは、２つ
のレイヤにおいて動作するように、既存のデータ無線ベアラを再構成することによって、
既存のトラフィックをマクロセルとスモールセルとに分配する。
【００８１】
　図５は、マクロセルレイヤ上ではＤＲＸ状態にあり、スモールセルレイヤにおいてはア
クティブにある、デュアル接続されたＵＥの例を示している。ＵＥは、マクロセルレイヤ
とのＲＲＣ接続を有し、ＭｅＮＢ上ではＤＲＸに入り、ＳＣｅＮＢ上ではアクティブに留
まる。ｍｍＷレイヤの高い指向性のせいで、スモールセルレイヤは、電力的に効率がよい
。マクロセルレイヤとスモールセルレイヤによってサービスされるデータトラフィックに
よっては、マクロセルレイヤにおいてはＤＲＸを起動する一方で、ｍｍＷレイヤ上ではア
クティブであることが有利である。
【００８２】
　ＵＥは、マクロレイヤ上でＤＲＸに遷移する。遷移は、不活性タイマ、またはＭｅＮＢ
からのＤＲＸコマンドによってトリガされる。ＵＥは、マクロレイヤ上でウルトラスリー
プモードを使用し、それは、ロングＤＲＸサイクルよりも長い。ＵＥは、ＤＲＸインジケ
ーションをＳＣｅＮＢに送信する。ＤＲＸインジケーションは、それがマクロレイヤ上で
ＤＲＸ状態に入りつつあることを、ＳＣｅＮＢに伝える。スモールセルは、ＵＥに代わっ
て、マクロ制御チャネルを監視する。ＵＥは、マクロ構成を、例えば、マクロレイヤ上で
使用されるＲＮＴＩ、ならびにマクロレイヤにおけるプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）およ
び構成されたセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）についての情報を、ＳＣｅＮＢに提供する。
ＳＣｅＮＢは、ＵＥに代わって、マクロＰＤＣＣＨを読み取る。ＳＣｅＮＢは、それがＵ
Ｅ制御チャネルを読み取っていることを、マクロレイヤに示す。
【００８３】
　ダウンリンク（ＤＬ）データ到着のために、ＭｅＮＢが、ＵＥをウェイクアップさせる
必要がある場合、マクロセルは、ＰＤＣＣＨコマンドを使用して、ＵＥをウェイクアップ
させるようにＳＣｅＮＢに伝える。マクロセルは、ＭＡＣ　ＣＥを使用する（またはＳＣ
ｅＮＢへのより高位のレイヤのシグナリングを使用し、例えば、ＳＣｅＮＢは、スモール
セル固有のＲＮＴＩを使用している）。マクロセルは、ＵＥをウェイクアップさせるため
に、他のバックホールシグナリング方法も使用する。
【００８４】
　１つのレイヤ上でのＤＲＸウェイクアップコマンドは、ウェイクアップが別のレイヤ上
で必要とされることを示す。ＳＣｅＮＢからＤＲＸウェイクアップコマンドを受信すると
、ＵＥは、従来のＤＲＸサイクルに切り換わり、ＭｅＮＢ　ＰＤＣＣＨを監視し始める。
ＳｅＮＢにおけるデータ送信がアクティブである場合、ＤＲＸ不活性タイマおよび／また
はＤＲＸショートサイクルタイマは、ＳｅＮＢにおいて動作しているが、ＭｅＮＢにおい
てはしておらず、ＵＥは、ロングＤＲＸにある。ＳｅＮＢ（またはＭｅＮＢ）が、例えば
、ＲＲＣ再構成メッセージを、ＵＥに送信しようと試みる場合、そのメッセージは、Ｍｅ
ＮＢロングＤＲＸのせいで遅延させられる。これを回避するために、ＵＥがウェイクアッ
プして、ＭｅＮＢ　ＰＤＣＣＨを読み取るように、スモールセルからのＤＲＸウェイクア
ップコマンドが送信される。例えば、図１１を参照すると、これは、コントロールプレー
ンオプションＣ１およびデータプレーンオプション１Ａにおいて有益である。
【００８５】
　デュアル接続されたＵＥは、マクロセルレイヤ上およびスモールセルレイヤ上でＤＲＸ
状態にある。ＵＥは、ＵＥがマクロセルレイヤ上ではアクティブであり、スモールセルレ
イヤ上ではＤＲＸ状態にある先行状態から、このシナリオに入る。ＵＥは、ＵＥがマクロ
セルレイヤにおいてはＤＲＸ状態にあり、スモールセルレイヤにおいてはアクティブであ
る先行状態から、このシナリオに入る。
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【００８６】
　図６は、デュアル接続されたＵＥがマクロセルレイヤおよびスモールセルレイヤ上でＤ
ＲＸ状態にある例を示している。ＵＥは、ＵＥがマクロセルレイヤ上ではアクティブであ
り、スモールセルレイヤ上ではＤＲＸ状態にある先行状態にある。ＭｅＮＢバッファデー
タおよびＵＥのＵＬバッファが空である場合、ＵＥは、ｍｍＷレイヤ上でＤＲＸに入る。
これは、不活性タイマがＵＥ上で満了した場合、またはＭｅＮＢが、ＤＲＸコマンドをＵ
Ｅに送信することによって、マクロセルレイヤ上でＤＲＸ状態をトリガした場合に発生す
る。
【００８７】
　ネットワークが非アクティブ化ベースの手法を使用する場合、ＳＣｅＮＢの非アクティ
ブ化は、暗黙的であり、ＵＥがマクロセルレイヤ上でＤＲＸ状態にある場合にトリガされ
る。ＭｅＮＢは、ＳＣｅＮＢの暗黙的な非アクティブ化をトリガする。これは、例えば、
マクロセルでのＲＲＣ接続セットアップ中に構成される。マクロｅＮＢは、ＳＣｅＮＢに
マッピングされたＳＣｅｌｌのための明示的な非アクティブ化コマンドを送信する。
【００８８】
　別の非アクティブ化ベースの手法では、マクロＤＲＸ状態は、ＳＣｅＮＢ非アクティブ
化に基づいて更新される。マクロｅＮＢは、スモールセル非アクティブ化コマンドととも
に、ＵＥにＤＲＸ構成（例えば、新しいＤＲＸ構成）を提供する。ＵＥは、マクロＰＤＣ
ＣＨを監視しながら、ＤＲＸパラメータを使用する。電力を節約するために、ＵＥは、ス
モールセルレイヤ上で動作する送受信機チェーンをオフに切り換える。この時間中に、Ｕ
Ｅは、ＳＣｅＮＢにマッピングされるＳＣｅｌｌのためのレイヤ間共通のアクティブ化コ
マンドを、ＭｅＮＢ　ＰＤＣＣＨから受信する。
【００８９】
　ネットワークは、スモールセルレイヤとマクロセルレイヤの間で調整されたＤＲＸを構
成する。ＭｅＮＢは、現在のバッテリステータスを提供するようにＵＥに要求する。Ｍｅ
ＮＢは、ＢａｔｔｅｒｙＳｔａｔｕｓＲｅｑ情報要素（ＩＥ）が追加されたＵＥＩｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔメッセージを使用する。
【００９０】

【表１】

【００９１】
　ＵＥは、ＢａｔｔｅｒｙＳｔａｔｕｓＲｅｑ　ＩＥを有するＵＥＩｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎＲｅｑｕｅｓｔを受信した場合、電源出力に接続されたバッテリのステータス、例えば
、ある閾値未満を提供し、またはある閾値を超えるように充電する。ＵＥの内部バッテリ
状態とＩＥの間のマッピングは、実施依存である。
【００９２】

【表２】

【００９３】
　ＵＥは、ＢａｔｔｅｒｙＳｔａｔｕｓインジケーションを、ＵＥのための効率的な電力
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節約動作を可能にする実施オプションとしてトリガ（例えば、自律的にトリガ）する。ネ
ットワークは、接続モードＤＲＸパラメータおよび／またはＵＥアイドルモードパラメー
タ（例えば、ページングサイクル）を再構成する。ＵＥバッテリステータスに応じて、Ｍ
ｅＮＢは、スタガードＤＲＸ構成または共通ＤＲＸ構成を選択する。
【００９４】
　スタガードＤＲＸ構成では、ＭｅＮＢは、マクロレイヤおよびスモールセルレイヤにお
けるオン期間が重なり合わないようなＤＲＸ構成を提供する。ＵＥは、マクロセルレイヤ
および／またはスモールセルレイヤにおいて異なる時刻にＰＤＣＣＨを監視する。そのよ
うな構成は、レイヤ間共通のウェイクアップメカニズムとともに、電力消費に対して待ち
時間がより良好な性能という結果となる。
【００９５】
　共通ＤＲＸ構成では、ＭｅＮＢは、マクロレイヤとスモールセルレイヤの両方が重なり
合うオン期間の期間を有するようなＤＲＸ構成をＵＥに提供する。そのような構成は、よ
り低い電力消費という結果となる。適切なＤＲＸパラメータを選択した後、ＭｅＮＢは、
ＤＲＸ構成を用いるようにＵＥおよびＳＣｅＮＢを構成する。
【００９６】
　図７は、デュアル接続されたＵＥがマクロセルレイヤおよびスモールセルレイヤ上でＤ
ＲＸ状態にある例を示している。ＵＥは、ＵＥがマクロセルレイヤ上ではＤＲＸ状態にあ
り、スモールセルレイヤ上ではアクティブである先行状態にある。ＵＥは、マクロセルレ
イヤ上でＤＲＸ状態にある場合、スモールセル上でアクティブからＤＲＸに遷移する。Ｕ
Ｅ上のスモールセルレイヤのための不活性タイマが満了した場合、ＵＥは、スモールセル
レイヤにおいてＳＣｅｌｌを暗黙的に非アクティブ化する。
【００９７】
　ＳＣｅＮＢは、ＵＥがスモールセルレイヤ上でＤＲＸ状態に遷移したことを、マクロｅ
ＮＢに示す。マクロｅＮＢは、このインジケーションを受信したときに、ＵＥがすでにマ
クロレイヤ上でＤＲＸにあることを知っており、スモールセルレイヤの非アクティブ化を
トリガする。マクロｅＮＢは、マクロセルレイヤとスモールセルレイヤの間で調整された
ＤＲＸを構成する。調整されたＤＲＸ構成は、図６において説明された調整されたＤＲＸ
構成と同様である。
【００９８】
　図８は、デュアル接続されたＵＥがマクロセルレイヤ上ではアイドル状態にあり、スモ
ールセルレイヤ上ではアクティブ状態にある例を示している。ＵＥは、ＵＥがマクロセル
レイヤ上ではＤＲＸ状態にあり、スモールセルレイヤ上ではアクティブである先行状態に
ある。スモールセルがデータオフロードする場合、データ集中ベアラをＵＥに供給するた
めに、ＳＣｅＮＢが使用される。
【００９９】
　例えば、ファイルダウンロードの場合、データ無線ベアラは、スモールセルレイヤ上に
マッピングされる。ＵＥは静止している（もしくは低速で移動している）ので、および／
またはスモールセルのチャネル品質インジケーション（ＣＱＩ）は良好であるので、ＵＥ
は、スモールセルの高スループットのベアラにマッピングされる。ＵＥは、スモールセル
上で延長された時間期間にわたってアクティブであり、それは、ＵＥがスモールセルにお
いてマクロセルよりも長く接続モードにあることを暗示する。ＵＥバッテリを節約するた
めに、ＭｅＮＢは、マクロレイヤ上でＤＲＸを使用するようにＵＥをトリガする。
【０１００】
　ＵＥがＤＲＸモードにある場合でも、マクロレイヤ上でＲＲＣ接続確立中に割り当てら
れた無線リソースは、ＵＥのために取っておかれる。無線リソースは、例えば、Ｃ－ＲＮ
ＴＩ、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上のＣＱＩ／スケジューリング要求
（ＳＲ）／肯定応答（ＡＣＫ）／否定応答（ＮＡＣＫ）を含む。ＭｅＮＢは、マクロレイ
ヤ上でＵＥに割り当てられた無線リソースを解放する。ＵＥは、無線リソースがマクロレ
イヤ上で解放された場合、ＲＲＣ　ＩＤＬＥ状態に移行する。しかし、デュアル接続の状
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況では、ＵＥは、スモールセルレイヤ上で接続モードにある。スモールセルへのこのセカ
ンダリ接続は、ＵＥからＭｅＮＢにシグナリングを伝えるために使用される。ＵＥは、例
えば、スモールセルを介して、マクロレイヤへのシャドウＲＲＣ接続を有する。ＵＥおよ
びＭｅＮＢについて、ＲＲＣのこの状態は、ベースラインＲＲＣプロトコル状態、すなわ
ち、アイドルおよび接続とは異なる。この状態は、ＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状
態と呼ばれる。
【０１０１】
　図８は、ＵＥがＭｅＮＢ上でＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤからＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮ
ＥＣＴＥＤに、およびＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤからＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥ
Ｄに入るためのシグナリングの例を示している。ＭｅＮＢは、ＵＥが延長された時間期間
にわたってマクロセルレイヤ上でＤＲＸ状態にあることを検出する。ＭｅＮＢは、ＰＳＥ
ＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に移行するようにＵＥにトリガを送信する。ＭｅＮＢは
、ＵＥのページングチャネルにおいて、ＲＲＣ状態変更コマンドを直接的に送信する。Ｍ
ｅＮＢは、（例えば、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット１Ｃに１ビットを追
加することによって）ＰＤＣＣＨシグナリングを介してＲＲＣ状態変更コマンドを伝える
。ＭｅＮＢは、ＭＡＣ制御要素を使用して、ＲＲＣ状態変更コマンドを伝える。ＲＲＣ状
態コマンドは、（例えば、ＲＲＣ／ＭＡＣ／ＰＤＣＣＨメッセージを介して）スモールセ
ルレイヤ上で伝えられる。これは、透過的なＳＲＢメカニズムを使用し、マクロセルレイ
ヤからのＲＲＣメッセージは、例えば、透過的なコンテナを介して、ＳＣｅＮＢからＵＥ
に転送される。
【０１０２】
　ＲＲＣ状態コマンドをＭｅＮＢから受信すると、ＵＥは、ＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣ
ＴＥＤ状態に移行する。ＭｅＮＢは、（例えば、ロングＤＲＸサイクルの数に基づいて）
不活性タイマを構成する。タイマが満了したとき、ＵＥは、（例えば、自律的に）ＰＳＥ
ＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に移行する。ＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に
ある間に、ＵＥは、接続状態に移行する。
【０１０３】
　サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）またはモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）が、
ＵＥのためのＤＬデータを送信した場合、ＭｅＮＢは、マクロレイヤ上の構成されたペー
ジングチャネル上でＵＥに高速ページングメッセージを送信する。高速ページングメッセ
ージは、専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）リソースを含む、専用ＲＡＣＨプリ
アンブルを含む。
【０１０４】
　高速ページングメッセージは、透過的なＳＲＢメカニズムを使用して、スモールセルを
介して伝えられ、ページングメッセージに加えて、スモールセルｅＮＢは、ＵＬタイミン
グ支援をＵＥに提供する。ＵＥがマクロレイヤ上でＤＲＸにあることを知っているＭｅＮ
Ｂは、マルチフローが構成される場合は、スモールセルレイヤ上で新しいＤＬデータを転
送する。ＳＣｅＮＢは、マクロｅＮＢに対するＵＥのステータス（例えば、ＤＲＸ、アク
ティブ、非アクティブ）を更新する。高速ページングメッセージを受信すると、ＵＥは、
ＲＡＣＨを実行し、マクロレイヤ上でＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ　ＳＴＡＴＥに移行す
る。
【０１０５】
　ＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にある間、ＵＥは、より高位のレイヤからデー
タを取得し、ＵＬ上でマクロｅＮＢに送信する。ＵＥは、スモールセルレイヤ上でマクロ
レイヤに対してレイヤ間共通のＳＲをトリガする。ＵＥは、ＵＬ　ＲＲＣ状態要求メッセ
ージを、スモールセルｅＮＢを介する透過的ＳＲＢを介して、マクロｅＮＢに送信する。
マクロｅＮＢは、要求を受信すると、例えば、スモールセルｅＮＢを介する、透過的なＲ
ＲＣシグナリングを使用して、専用プリアンブル、専用ＲＡＣＨリソースをＵＥに提供す
る。
【０１０６】
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　マクロｅＮＢによって提供される情報に加えて、スモールセルｅＮＢは、マクロｅＮＢ
上でのアクセスのために、追加のＵＬタイミング支援をＵＥに提供する。タイミング支援
は、ＵＥにおいて維持されるスモールセルＵＬタイミングのタイミングオフセットである
。ＵＥは、ＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態からＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に移行す
るために、ベースライン手順（例えば、ＲＲＣ接続セットアップ手順に類似する手順）を
使用する。
【０１０７】
　ＵＥは、複数のＤＲＸグループを用いるように構成される。ＤＲＸグループは、セルの
動作周波数、予想されるトラフィックパターンなどの、入力パラメータに基づいて構成さ
れる、サービングセルのグループである。ＤＲＸグループは、共通の（例えば、同じ）Ｄ
ＲＸ値を使用する、レイヤ内またはレイヤ間で構成されたセルのグループである。例えば
、同じＲＦチェーンを共用するセルは、同じＤＲＸグループの一部であるように構成され
、類似する種類のトラフィックのために使用されるセルは、同じＤＲＸグループの一部で
あるように構成され、または（例えば、ユーザプレーンアーキテクチャ３Ｃの一部として
ＤＲＢ分割を使用する）単一のベアラをサポートする複数のセルは、同じＤＲＸグループ
の一部であるように構成される。
【０１０８】
　ＵＥは、グループＤＲＸ構成を使用して、グループ内のセルのための共通ＤＲＸサイク
ルを計算する。例えば、ＤＲＸグループに属するセルが、アクティブ化または非アクティ
ブ化された場合、ＵＥは、グループに適用されるＤＲＸパラメータを再計算する。ＤＲＸ
パラメータは、グループ内の構成された（例えば、アクティブ化または非アクティブ化さ
れた）セルの各々を考慮して計算される。ＤＲＸパラメータは、グループ内のアクティブ
化されたセルを考慮し、他のセルを考慮しないで計算される。アクティブ化／非アクティ
ブ化コマンドは、グループのメンバのためのＤＲＸサイクルを再計算するようにＵＥをト
リガする。
【０１０９】
　ＤＲＸグループは、ＲＲＣもしくはＭＡＣシグナリングを使用して構成され、または動
作周波数、トラフィックプロファイル、およびセルが特別なセルか、それともプライマリ
セルかなどのパラメータに基づいて、ＵＥによって暗黙的に導出される。ＤＲＸ構成は、
ＤＲＸグループの一部として構成された１または複数のセルに適用可能な１または複数の
パラメータのうちのいくつかを示す。例えば、ＰＤＣＣＨサブフレームに関してＤＲＸタ
イマが指定される。
【０１１０】
　構成態様は、ＤＲＸグループの一部であるセルまたはキャリアと、ＤＲＸグループがレ
イヤ毎に定義される場合、そのレイヤ内のセルが定義されたＤＲＸグループの一部である
ことと、ＤＲＸグループの一部であるべきキャリアの周波数（例えば、特定のｍｍＷレイ
ヤにおいて動作するセルはグループの一部である）と、グループのために使用されるＤＲ
Ｘパターンとのうちの１または複数を含む。各パターン構成は、ＤＲＸパターンがＵＥの
ために導出される方法を用いて指定される。
【０１１１】
　スタガードＤＲＸ構成では、ＤＲＸ構成は、グループ内のセルのオン期間が重なり合わ
ないと規定する。例えば、同じまたは異なるレイヤ上の複数のセルの間で単一のＲＦチェ
ーンが共用され、グループのメンバ間でＴＤＭ動作を可能にするためのメカニズムとして
ＤＲＸが使用される場合、ＵＥは、異なる時刻において、グループメンバおよびレイヤの
ＰＤＣＣＨを監視する。ＵＥは、スタガリングがどのように実行される必要があるかに基
づいて順序付けられた、したがって、グループのためのＤＲＸサイクルを示す、セル／キ
ャリアのリストを提供される。グループのためのＤＲＸタイマが動作中、単一のセル／キ
ャリアのＰＤＣＣＨサブフレームであるサブフレームが、ＰＤＣＣＨサブフレームとして
カウントされ、リスト内の第１のセル／キャリアから開始して、次の連続するキャリア、
さらに次の連続するキャリアと、以降も同様に、順次的にカウントされる。これは、電力
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消費に対して待ち時間がより良好な性能という結果となる。これは、レイヤ間共通のウェ
イクアップメカニズムとともに提供される。
【０１１２】
　ＵＥは、グループ内の各セルに対するセル固有のパターンを提供される。ＵＥは、グル
ープ内の１つのメンバに対する基本パターン（例えば、ＤＲＸＯｆｆｓｅｔおよびＤＲＸ
－ＣｙｃｌｅＬｅｎｇｔｈ）と、例えば、グループのセカンダリメンバのパターンを推測
するために、基本パターンに適用するオフセット値とを提供される。
【０１１３】
　共通ＤＲＸ構成では、グループの一部として含まれるネットワークエンティティは、共
通ＤＲＸ構成を調整し、ＵＥは、メンバが同じまたは重なり合うパターンを有するように
、ＤＲＸ構成を提供される。そのような構成は、より低い電力消費という結果となる。こ
れは、（例えば、マクロセルとスモールセルの間のＳＦＮミスマッチの場合であっても）
共通のロングＤＲＸサイクル、ＤＲＸ開始オフセット、およびオン期間パラメータを構成
することによって達成される。ＭｅＮＢおよびＳＣｅＮＢのロングＤＲＸとオン期間の期
間中は、互いの倍数である。
【０１１４】
　ＵＥは、各セルによって別々にＤＲＸ構成を提供される。ＵＥは、別々の構成の和集合
を使用して、ＤＲＸを実行し、または実行するように命令される。グループのためのＤＲ
Ｘタイマを決定するとき、ＵＥは、グループ内のすべてのキャリアからのＰＤＣＣＨサブ
フレームを考慮する。グループ内のキャリアからのＰＤＣＣＨサブフレームが、割り当て
の非存在を示す場合、ＵＥは、ＵＬ／ＤＬ割り当てが存在しないと決定する。グループ内
の少なくとも１つのキャリアからのＰＤＣＣＨサブフレームが、割り当てを示す場合、Ｕ
Ｅは、ＵＬ／ＤＬ割り当てが存在すると決定する。
【０１１５】
　第３世代パートナシッププロジェクト（３ＧＰＰ）のリリース（例えば、リリース１１
）は、ＲＲＣプロトコルについて２つの状態（例えば、アイドル状態および接続状態）を
提供する。アイドル状態にある間、ＵＥモビリティは、コアネットワークによって追跡さ
れる。ＵＥの所在地は、追跡エリアの粒度で知られる。ＵＥコンテキストは、無線アクセ
スネットワークレベルでは維持されない。ＲＲＣ接続セットアップ手順を使用して、ＳＲ
Ｂ１を確立すると、ＵＥは、ＲＲＣ接続状態に移行する。ＲＲＣ接続状態にある間、ＵＥ
の所在地は、サービングセルの粒度で知られる。ＵＥコンテキストは、無線アクセスネッ
トワークにおいて維持される。ＵＥは、ＲＲＣ接続解放手順によって、または無線リンク
中断手順および構成中断などによって、元のアイドル状態に移行する。
【０１１６】
　デュアル接続の場合、ＵＥは、１つはマクロｅＮＢへの、１つはアクティブなスモール
セルｅＮＢへの、２つの無線リンクを有する。デュアル接続は、課題をもたらし、既存の
ＲＲＣプロトコル状態は、更新される必要がある。
【０１１７】
　マクロｅＮＢへのＵＥ無線リンクがアクティブである場合、ＵＥは、ＲＲＣ　ＣＯＮＮ
ＥＣＴＥＤ状態にある。これは、デュアル接続の場合も同様に正しい。デュアル接続では
、スモールセルへのセカンダリ接続は、マクロセル上でのＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状
態のサブセット（例えば、マスタであるマクロＲＲＣ）として扱われる。
【０１１８】
　デュアル接続では、ＵＥがマクロレイヤ上でアイドルにある間、スモールセルへの無線
リンクは、アクティブである。このシナリオは、マクロｅＮＢによって供給されるベアラ
が解放された場合、または長い時間期間にわたって非アクティブである場合に発生する。
マクロｅＮＢは、無線リソースを節約するために、マクロレイヤ上でＲＲＣ接続を解放す
る。ベースラインシナリオでは、解放は、ＵＥがＲＲＣ　ＩＤＬＥ状態に移行することと
等価である。しかし、デュアル接続の場合、ＵＥは、スモールセルレイヤ上でアクティブ
な無線リンクを有するので、マクロセルレイヤ上でのＵＥの状態は、ベースラインＲＲＣ
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　ＩＤＬＥ状態とは異なる。スモールセルへの無線リンクは、マクロｅＮＢへのシャドウ
ＲＲＣ接続と見なされる。マクロセルレイヤ上でのＵＥのこの状態は、ＰＳＥＵＤＯ＿Ｃ
ＯＮＮＥＣＴＥＤ状態と呼ばれる。ＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態は、ＲＲＣ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態内において可能なより高い値（例えば、拡張されたＤＲＸ構成）
を用いるＤＲＸとして実施される。
【０１１９】
　マクロセル上でＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にある場合、ＵＥは、以下の１
または複数を実行する。ＵＥは、例えば、地震津波警報システム（ＥＴＷＳ）対応のＵＥ
の場合はＥＴＷＳ通知についての、商用モバイル警告システム（ＣＭＡＳ）対応のＵＥの
場合はＣＭＡＳ通知についての、着信呼、システム情報変更を検出するために、マクロレ
イヤ上でページングチャネルを監視する。ＵＥは、マクロセル上でシステム情報が変化し
た場合に、システム情報を獲得する。マクロセル上でのシステム情報更新は、例えば、ス
モールセルレイヤ上での専用シグナリングを介して、ＵＥに提供される。ＵＥは、マクロ
セルレイヤ上で近隣測定を実行する。ＵＥは、マクロ更新手順（例えば、ＵＥトリガされ
、ネットワーク制御されるモビリティ）を実行する。ＵＥは、データがそれに対してスケ
ジュールされているかどうかを決定するために、共用データチャネルと関連付けられた、
スモールセルレイヤ上の制御チャネルを監視する。ＵＥは、スモールセルレイヤにおける
近隣者についてのチャネル品質およびフィードバック情報を、例えば、スモールセルレイ
ヤを介して、マクロレイヤに提供する。ＵＥは、より高位のレイヤからのデータ到着時に
、例えば、ＳＣｅＮＢを介する、マクロｅＮＢに対するレイヤ間共通のスケジューリング
要求を使用する。ＵＥは、高速ページングメッセージを受信し、変更されたＲＡＣＨ手順
を使用して、ＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードへの遷移をトリガする。
【０１２０】
　図９は、ＲＲＣ状態およびそれらの状態間の遷移のためのトリガの例を示している。Ｕ
Ｅは、電源が入れられたとき、ＩＤＬＥ状態で開始する。ＳＲＢ１確立後、ＵＥは、マク
ロｅＮＢ上でＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に移行する。ＲＲＣ接続解放の受信時に、
または無線リンク中断もしくは他の中断理由（例えば、構成中断）によって、ＵＥは、Ｉ
ＤＬＥモードに移行する。マクロ上でＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にある間、ＭｅＮ
Ｂは、スモールセルリソースを用いるようにＵＥを構成する。
【０１２１】
　デュアル接続の場合、スモールセルレイヤにおいて接続状態にある間、ＵＥは、ＰＳＥ
ＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷移する。ＵＥは、（例えば、直接シグナリング、ペ
ージングチャネル、またはＳＣｅＮＢ透過的ＳＲＢを介して）マクロｅＮＢからＲＲＣ状
態コマンドを受信する。ローカルタイマベースの遷移では、タイマは、（例えば、ＲＲＣ
接続セットアップ中に、またはＲＲＣ接続再構成を使用して）マクロｅＮＢによって構成
される。タイマは、ＵＥおよびマクロｅＮＢの両方において維持される。ＵＥとマクロｅ
ＮＢは、ＲＲＣ状態を用いて同期している。ＭｅＮＢは、バックホール上でＳＣｅＮＢに
信号を伝え、ＳＣｅＮＢは、例えば、ＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥベースのシグナリン
グを介して、ＵＥに信号を伝える。ＳＣｅＮＢが軽量のＲＲＣレイヤを有する場合、マク
ロのためのＲＲＣ状態コマンドは、スモールセルレイヤＲＲＣシグナリングを使用して生
成される。
【０１２２】
　ＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるとき、ＵＥが、例えば、ＭｅＮＢを介し
て、ページングメッセージを、またはスモールセルｅＮＢを介して高速ページングを受信
した場合、ＵＥは、マクロｅＮＢ上でＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷移する。ペー
ジングメッセージは、ページングメッセージ内に（例えば、ＭＡＣ　ＣＥの一部としての
）専用ＲＡＣＨプリアンブルまたは別個のＩＥが追加されたベースラインと同じである。
ページングメッセージは、アクセスネットワークによってトリガされ、コアネットワーク
によってトリガされない。
【０１２３】
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　ＵＥは、例えば、ＵＥに到着したより高位のレイヤのデータのために、ＰＳＥＵＤＯ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤからＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤへの状態遷移をトリガする。ＵＥは
、例えば、アクティブなスモールセル接続を介して、マクロｅＮＢにレイヤ間共通のスケ
ジューリング要求を送信する。ＵＥは、例えば、スモールセルにおける透過的なＳＲＢメ
カニズムを介して、マクロｅＮＢにＵＬ　ＲＲＣ状態変更要求を送信する。スモールセル
レイヤからのＳＣｅｌｌの各々が非アクティブ化された場合、ＵＥは、マクロレイヤ上で
ＩＤＬＥ状態に移行する。
【０１２４】
　ＵＥは、ＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に／から以降するようにトリガされる
。ＵＥは、例えば、ネットワークから受信された１または複数のコマンドに基づいて、Ｐ
ＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷移し、またはＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥ
Ｄ状態から遷移する。例えば、ＭＡＣ　ＣＥは、他のレイヤにおいて拡張されたＤＲＸま
たはＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態からＵＥを移行させるように定義される。既
存のＤＲＸ　ＭＡＣ　ＣＥは、通常のＤＲＸ状態または拡張されたＤＲＸ（ＰＳＥＵＤＯ
＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）状態に移行するようにＵＥに命令するために、例えば、ビットイ
ンジケータを有するように増強される。
【０１２５】
　ＵＥは、構成されたタイマ値を使用して、ＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷
移し、またはＰＳＥＵＤＯ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態から遷移する。例えば、構成された
数の不活性タイマが、構成された持続時間において満了した場合、ＵＥは、ＰＳＥＵＤＯ
＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷移する。
【０１２６】
　図１０は、指向性ｍｍＷ送信および無指向性ＬＴＥ受信の例である。ｍｍＷ周波数で利
用可能な大きい帯域幅は、ユーザ固有のデータ送信に容量改善を提供するが、狭ビームパ
ターンは、例えば、セル固有／ブロードキャスト情報を配信する際に、スタンドアロンｍ
ｍＷ限定のｅＮＢソリューションに課題ももたらす。
【０１２７】
　ｍｍＷ動作は、２つのネットワークノード、スモールセルｅＮＢ（ＳＣｅＮＢ）および
ｍｍＷ　ＵＥ（ｍＵＥ）によって提供される。ＳＣｅＮＢは、ダウンリンクにおいて、Ｌ
ＴＥキャリアと並行して、ｍｍＷキャリア上でデータを送信することが可能なＬＴＥスモ
ールセルｅＮＢである。ＳＣｅＮＢは、高度なアンテナ構成および関連するビーム形成技
法を装備される。ＳＣｅＮＢは、広ビームパターンでＬＴＥチャネルを、狭ビームパター
ンでｍｍＷチャネルを同時に送信する。ｍｍＷ送信機なしのＵＥをサポートするために、
ＳＣｍＢは、アップリンクがＬＴＥエアインターフェースを使用して動作するモードをサ
ポートし、例えば、ｍｍＷキャリアについてのフィードバックをサポートする。ｍＵＥは
、ダウンリンクにおいて、ＬＴＥエアインターフェースと並行して、ｍｍＷダウンリンク
エアインターフェースを動作させることが可能なＬＴＥ　ＵＥである。ｍＵＥは、一方は
ＬＴＥ帯域上で動作し、他方はｍｍＷ周波数帯域において動作する、アンテナおよび関連
するＲＦチェーンの２つのセットを有する。２つの独立したベースバンド処理機能が存在
する。ｍｍＷエアインターフェースが、ＬＴＥシステムとの類似性を備える場合、ベース
バンド機能は、あるブロックを共用する。ｍｍＷ　ＨＷ／ＳＷは、受信機実施に限定され
る。
【０１２８】
　アドオンｍｍＷチャネルは、新しいキャリア種類がｍｍＷ周波数帯域内にあるが、異な
るエアインターフェースを利用する、キャリアアグリゲーションスキームの拡張である。
ｍｍＷチャネルは、高スループットおよび／または低待ち時間トラフィックデータアプリ
ケーションのために利用される（例えば、そのためだけに利用される）。システム情報更
新、ページング、（例えば、無線ベアラを伝える）ＲＲＣおよびＮＡＳシグナリング、な
らびにマルチキャストトラフィックを含む、制御シグナリングは、ＬＴＥチャネルにおい
て伝えられる。あるｍｍＷ制御シグナリングは、ＬＴＥチャネルを使用する。



(26) JP 6272988 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

【０１２９】
　図１０は、例示的なｍｍＷデータ増強を示している。特に、ｍｍＷ周波数帯域のＮＬＯ
Ｓにおける、著しい伝搬損失のせいで、ＳＣｍＢおよびｍＵＥは、Ｔｘ方向およびＲｘ方
向において狭ビーム形成を利用し、それが、高スループットおよび低待ち時間トラフィッ
クデータについて満足できるリンク経費を保証する。ＳＣｍＢおよびｍＵＥは、セルサー
チ、ランダムアクセス、および／またはセル選択／再選択を含む従来のＬＴＥ動作に対し
て、より広いビームパターンを利用する。Ｒ１２　ＬＴＥ　ＵＥは、Ｔｘ方向およびＲｘ
方向の両方において、無指向性ビーム、例えば、０ｄＢｉを利用する。
【０１３０】
　図１１を参照すると、ＭｅＮＢ、ＳＣｅＮＢ、およびＵＥについての（例えば、リリー
ス１２デュアル接続のための）デュアル接続プロトコルアーキテクチャが、示されている
。ｍｍＷ　ＤＲＸソリューションは、リリース１２デュアル接続アーキテクチャによって
提供される。Ｃ１、３Ｃ、１Ａが、それぞれ、コントロールプレーンおよびユーザプレー
ンアーキテクチャのためのベースライン例として提供される。Ｃ１では、ＲＲＣが、マク
ロｅＮＢにおいて終了し、ＳＲＢのためのＬ２トランスポートが、マクロｅＮＢリソース
を使用して行われる。３Ｃは、マクロｅＮＢにおけるＳ１－Ｕ終了、およびベアラ分割、
ならびに独立ＲＬＣを伴う。１Ａは、スモールセルにおけるＳ１－Ｕ終了、および独立Ｐ
ＤＣＰを伴うが、ベアラ分割を伴わない。マクロセルとスモールセルの間のＸｎインター
フェースは、非理想的であると仮定される。
【０１３１】
　図１２は、コロケーテッドｍｍＷプロトコルアーキテクチャの図である。プラグイン手
法では、ｍｍＷ　ＤＬキャリアが、スモールセルサイトに追加される。スモールセルは、
今では、１または複数のＬＴＥ　ＣＣおよび少なくとも１つのｍｍＷ　ＣＣを有する。Ｌ
ＴＥ　ＣＣは、制御、システム情報、モビリティ制御、およびカバレージのために使用さ
れる。ｍｍＷ　ＣＣは、例えば、スループット増強のための、データパイプと見なされる
。
【０１３２】
　ＬＴＥスモールセルを用いたとしてもモビリティが問題となること、およびシグナリン
グ負荷がスモールセルにおける頻繁なＨＯに起因することを、３ＧＰＰスモールセル研究
は認識した。ｍｍＷ実施は、無指向性カバレージを欠き、ｍｍＷ指向性リンクは、妨害物
、ユーザモビリティ、および／またはユーザの向きに起因する断続的な喪失を有する。ｍ
ｍＷキャリアは、データ用のセカンダリキャリアとして使用される。これは、ｍｍＷ　Ｔ
ＴＩがＬＴＥ　ＴＴＩよりも短く（ＬＴＥ　ＴＴＩ内に数十のｍｍＷ　ＴＴＩ）、ｍｍＷ
の指向性（例えば、ｍｍＷキャリアにおける無指向性送信の非存在）が、ｍｍＷ　ＣＣに
おいてＵＥが時分割多重化されることを意味する点で、キャリアアグリゲーションフレー
ムワークとは少し異なる。ｍｍＷレイヤＭＡＣは、ＬＴＥ　ＭＡＣとは異なる。
【０１３３】
　ｍｍＷのためのプロトコルアーキテクチャ（例えば、新しいプロトコルアーキテクチャ
）が、デュアル接続プロトコルアーキテクチャの上に構築される。ＬＴＥ　ＲＬＣプロト
コル（例えば、セグメント化、連結、再セグメント化、ステータス報告）が、ｍｍＷデー
タ経路のために再使用される。１つのＬＴＥ　ＲＬＣ論理チャネルが、複数のトランスポ
ートチャネルにマッピングされる。ＬＴＥ　ＲＬＣとｍｍＷ　ＭＡＣの間のＳＡＰは、Ｒ
ＬＣ　ＰＤＵである。ＲＬＣは、元々はＬＴＥレイヤ上で送信されたＲＬＣ　ＰＤＵをｍ
ｍＷ上で再送し、元々はｍｍＷ上で送信されたＲＬＣ　ＰＤＵをＬＴＥレイヤ上で再送す
る。ｍｍＷに対するＵＬフィードバックは、ＬＴＥ　ＵＬチャネルによって伝えられる。
ＵＥ　ＭＡＣは、ｍｍＷトランスポートブロックをｍｍＷキャリア上で受信し、ＲＬＣに
送信する。ＬＴＥ　ＲＬＣは、連結、再組立て操作を実行する。
【０１３４】
　図１３は、デュアル接続アーキテクチャにおける、スタンドアロンｍＢのための、デュ
アルレイヤＬＴＥおよびｍｍＷ非コロケーテッドプロトコルアーキテクチャの例である。
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スモールセルは、ｍｍＷキャリアを伝えることに限定され、スモールセルは、スタンドア
ロンｍＢ（ｍｍＷ基地局）である。
【０１３５】
　図１４を参照すると、ショートＣＰを用いる例示的なフレーム構造が、示されている。
高スループットアプリケーションは別として、ｍｍＷキャリアは、超低待ち時間アプリケ
ーションをサポートする。仮想現実、拡張現実、およびタッチインターネットなどの、い
くつかのアプリケーションは、１ｍｓ未満の待ち時間を必要とする。１ｍｓのエンドツー
エンドユーザプレーン待ち時間要件は、０．１ｍｓのラウンドトリップ遅延（ＲＴＴ）時
間を必要とする。各タイムスロットは、独自の制御領域を有する。制御領域は、事前定義
され、または例えば、タイムスロットの最初の数シンボルは、動的である。制御シンボル
の各々に対して使用するビームの選択は、異なり、例えば、セクタレベル制御に対しては
、ｍｍＷ広ビームが、ＵＥレベル制御に対しては、ｍｍＷ狭ビームが選択される。
【０１３６】
　ｍｍＷコロケーテッドシナリオでは、ｍｍＷ　ＰＤＳＣＨのためのダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）は、ＬＴＥ　ＰＤＣＣＨもしくはｅＰＤＣＣＨと、ＬＴＥ　ＰＤＳＣＨと、
定義された（例えば、新しい）ＬＴＥ制御チャネルと、ｍｍＷ　ＰＤＣＣＨ（例えば、狭
もしくは広ビーム）と、ＬＴＥ　ＲＲＣシグナリングと、および／またはＬＴＥ　ＭＡＣ
　ＣＥとのうちの１または複数を使用して伝えられる。ｍｍＷキャリアに対する仮定は、
ｍｍＷ　ＴＴＩがＬＴＥ　ＴＴＩよりもはるかに短いことと、ＬＴＥ　ＴＴＩ当たり複数
のｍｍＷ　ＴＴＩと、各ｍｍＷ　ＴＴＩにおいて、ＵＥが制御チャネルおよびデータチャ
ネル上で時分割多重化されることとを含む。
【０１３７】
　スモールセルレイヤ上でのＤＲＸが、説明される。ＳＣｅＮＢにおけるコロケーテッド
ＬＴＥキャリアは、ｍｍＷキャリアに制御シグナリング支援を提供する。ｍｍＷ　ＤＣＩ
情報（例えば、ｍｍＷ　ＤＬ制御ビームｉｄ、ｍｍＷスロット割り当て）が、ＬＴＥ　Ｐ
ＤＣＣＨによって提供される。この支援情報は、あまり頻繁には（例えば、すべてのＬＴ
Ｅ　ＴＴＩでは）提供されない。ＬＴＥ　ＰＤＣＣＨによって提供されるｍｍＷ支援情報
は、ＬＴＥキャリアのために定められるＵＥ　ＤＲＸタイマに影響する。ＵＥアクティブ
時間は、必要であるよりも多くウェイクアップし、それは、ＵＥにおける準最適な電力節
約という結果となる。
【０１３８】
　ＬＴＥキャリア上の透過的なｍｍＷ－ＲＮＴＩまたはｍｍＷ　ＤＣＩが、使用される。
ＬＴＥキャリア上のｍｍＷ制御情報は、別個のＲＮＴＩ（ｍｍＷ－ＲＮＴＩ）を用いて伝
えられ、またはｍｍＷ（ｍｍＷ　ＤＣＩ）のためのＤＣＩメッセージフォーマット（例え
ば、新しいフォーマット）を使用するＬＴＥ　Ｃ－ＲＮＴＩを用いて伝えられる。ＵＥは
、ｍｍＷ－ＲＮＴＩまたはｍｍＷ　ＤＣＩを有するＰＤＣＣＨを受信したとき、ＤＲＸ不
活性タイマを再開しない。
【０１３９】
　ＬＴＥキャリア上の事前定義されたｍｍＷオン期間が、使用される。透過的なｍｍＷ－
ＲＮＴＩまたはｍｍＷ　ＤＣＩ手法が、ＬＴＥオン期間中に提供される。ｍｍＷ受信に固
有のオン期間が、構成される。このオン期間は、ｍｍＷに固有であり、ｍｍＷ制御支援を
受信するために使用される。ＬＴＥキャリア上でのｍｍＷ支援と関連付けられた不活性タ
イマは、存在しない。ｍｍＷオン期間は、ｍｍＷキャリア上でのＵＥモビリティまたはＵ
Ｅアクティビティに基づいて選択される。ＬＴＥオン期間は、ｍｍＷオン期間の倍数であ
り、それが、ＵＥスリープ時間を最適化する。
【０１４０】
　ＵＥは、例えば、ｍｍＷ　ＤＲＸコマンドを示す定義されたＬＣＩＤ（例えば、新しい
ＬＣＩＤ）を有するＬＴＥ　Ｃ－ＲＮＴＩを使用して、またはｍｍＷ　ＤＲＸコマンドを
示すＬＣＩＤを有するｍｍＷ－ＲＮＴＩを使用して、ＬＴＥキャリア上でｍｍＷキャリア
のためのＤＲＸコマンドを受信する。ＬＴＥキャリア上でｍｍＷ　ＤＲＸコマンドを受信
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すると、ＵＥは、ｍｍＷキャリア上での受信を停止し、ｍｍＷキャリアのためのオン期間
および不活性タイマを停止する。
【０１４１】
　ＵＥは、マクロレイヤ上でのウェイクアップ決定を実行するために、スモールセルレイ
ヤ上でトリガを監視する。ＵＥは、スモールセルにマッピングされるベアラについてのＰ
ＤＣＰシーケンス番号を監視する。ＵＥは、ＰＤＣＰシーケンス番号ラップアラウンドポ
イントからのオフセット値を用いるように構成される。オフセット値は、マクロｅＮＢが
特定のＵＥのためのキー変更をオンザフライでトリガするように構成される。ＵＥがマク
ロｅＮＢ上で現在ＤＲＸモードにある場合、およびスモールセルにマッピングされるどの
ベアラのＰＤＣＰシーケンス番号も構成されたオフセット値に達した場合、ＵＥは、イン
トラｅＮＢハンドオーバコマンドを受信するために、マクロレイヤ上で非ＤＲＸモードに
移行する。ＵＥは、スモールセルレイヤ上での限定的なイベント（例えば、ＰＤＣＰシー
ケンス番号ラップ）を示すＵＬメッセージを、マクロｅＮＢに送信する。ＵＬメッセージ
は、マクロｅＮＢに通知し、キー変更のためのイントラｅＮＢハンドオーバをオンザフラ
イでトリガするように定義されたＲＲＣメッセージに対応する。スモールセルｅＮＢは、
マクロｅＮＢにＰＤＣＰシーケンス番号ラップを通知し、（例えば、マクロレイヤのため
の）ウェイクアップコマンドをＵＥに送信し、これは、ユーザプレーン１Ａに関連して使
用される。ＵＥは、マクロｅＮＢに通知するために、ＭＡＣ制御要素／ＰＵＣＣＨコード
ポイントを使用する。
【０１４２】
　マクロレイヤ上での測定または監視活動は、スモールセルレイヤにおけるイベントによ
ってトリガされる。スモールセルレイヤがアクティブである場合、デュアル接続モードに
あるＵＥは、緩和された測定規則をマクロレイヤ上で使用して、ＵＥのためのより長いス
リープサイクルをマクロレイヤ上で可能にし、それは、電力的に効率的な動作という結果
となる。ＵＥは、スモールセル活動からのトリガに基づいて、より厳格な測定規則に動的
に切り換わる（例えば、より頻繁に測定を行い、または測定パラメータをしかるべくスケ
ーリングする）。ＵＥは、例えば、スモールセルレイヤにおけるトリガリングイベントに
応じて、マクロレイヤ上でより短いＤＲＸサイクルに自律的に切り換わる。スモールセル
レイヤにおけるトリガの例は、以下の基準、すなわち、ｍｍＷスモールセルレイヤにおい
て使用されるサービングｍｍＷ制御／データビームが、更新／変更される、もしくは構成
された値よりも大きくなるように、もしくはビームの特定のサブセットに更新／変更され
ることと、ＵＥが、スモールセルレイヤにおいて１もしくは複数の新しいスモールセルを
発見することと、ｍｍＷスモールセルレイヤにおいて測定される近隣ｍｍＷ制御／データ
ビームが、構成された閾値よりも大きい、および／もしくはビームの近隣ｍＢ固有のサブ
セットに更新されることと、スモールセルリンクの品質が、構成された閾値を上回る、も
しくは下回ることと、近隣スモールセルリンクの品質が、構成された閾値を上回る、もし
くは下回ることと、スモールセルにおけるＨＡＲＱ／ＲＬＣ再送の回数が、事前定義され
た閾値よりも大きいことと、スモールセルレイヤのＣＱＩが、構成された閾値を上回る、
もしくは下回ることと、またはスモールセルＭＡＣレイヤにおいて測定されたデータスル
ープットが、構成された閾値を下回ることとのうちの少なくとも１または複数を含む。
【０１４３】
　ｍｍＷ　ＤＲＸに起因するＬＴＥ　ＵＬ上でのＵＥ挙動が、開示される。これは、ＬＴ
Ｅキャリア上のＲＡＣＨを使用する、および／またはＬＴＥ　ＵＬ上でのビームＩＤフィ
ードバックを伴うｍｍＷ　ＤＲＸサイクルを使用する、ｍｍＷ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む
。
【０１４４】
　ＬＴＥキャリア上でのＤＲＸの期間中、ＵＥは、ＬＴＥアップリンク上で、同期から外
れる。コロケーテッドｍｍＷ　ＤＬ受信において、ＵＥは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ックをＬＴＥ　ＵＬ上でＳＣｅＮＢに送信することを求められる。ＳＣｅＮＢは、ｍｍＷ
　ＤＬ送信にＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを提供するための専用ＲＡＣＨリソース（
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例えば、特定のＲＢ構成）をＵＥに提供する。ＵＥは、ＲＡＣＨプリアンブルの選択によ
ってＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す。ＳＣｅＮＢは、ＲＡＣＨプリアンブルとＡＣＫ／ＮＡＣＫ
ビットマップの間のマッピングを事前構成する。複数のｍｍＷ　ＴＴＩに対応するＡＣＫ
／ＮＡＣＫの複数のビットが、特定のＲＡＣＨプリアンブルにマッピングされる。ＵＥは
、送信のために使用されるＲＡＣＨリソース（例えば、サブバンド）の選択によってＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを示す。ＵＥは、ＲＡＣＨプリアンブルとＲＡＣＨリソースの組み合わせを
使用して、ｍｍＷ　ＤＬ送信のＡＣＫ／ＮＡＣＫステータスを示す。
【０１４５】
　図１５は、ビームＩＤレポーティングを伴うｍｍＷ　ＤＲＸの例である。指向性ｍｍＷ
送信は、ＵＥのための好ましいＤＬビームＩＤを用いて、ｍＢが最新であるべきことを示
す。ｍｍＷ　ＤＲＸの場合、使用する好ましいＤＬビームを用いて、ネットワークを更新
することは、例えば、ＵＥの観点から、有益である。ビームＩＤフィードバックは、ｍｍ
Ｗ　ＤＲＸサイクルに統合される。例えば、ｍｍＷ測定リソースと、ＬＴＥキャリア上の
レポーティングリソースと、その後に続くｍｍＷオン期間とを含む、ＵＥ固有のＤＲＸサ
イクルが、定義される。例えば、ＵＥ固有のＤＲＸサイクルは、１または複数のｍｍＷ測
定リソースと、その後に続く、例えば、ＬＴＥキャリア上の、レポーティングリソースと
が、ｍｍＷオン期間に先立つように、ｍｍＷオン期間を構成することによって指定される
。リソースとは、１または複数の時間領域／周波数領域／コード領域／ビーム（または）
空間領域リソースの組み合わせのことである。
【０１４６】
　ＵＥは、ｍｍＷ　ＤＬビームＩＤおよびＣＱＩフィードバックのために、ＬＴＥ　ＵＬ
リソースを用いるように構成される。これらの構成されたリソースは、ＰＵＣＣＨリソー
スまたは永続的なＰＤＳＣＨリソース上に存在する。ＰＵＣＣＨリソースが、ｍｍＷビー
ムＩＤおよびｍｍＷ　ＣＱＩフィードバックのために、別個に割り当てられる。ｍｍＷ測
定リソースは、ＵＬ　ＬＴＥリソースがｍｍＷオン期間に対してアライメントされるよう
に構成される。ＳＣｅＮＢは、ＳＣｅＮＢがその間に１または複数の測定パイロットをＵ
Ｅの方向（例えば、セクタ）に送信する１または複数のｍｍＷタイムスロットとして設定
されるｍｍＷ測定持続時間から指定されたオフセットを有するように、ＵＬ　ＬＴＥリソ
ースを構成する。ＳＣｅＮＢは、ＵＬ　ＬＴＥレポーティングリソースから特定のオフセ
ットを有するように、ｍｍＷオン期間を構成する。
【０１４７】
　ｍｍＷ　ＤＲＸサイクルは、ｍｍＷ測定持続時間、レポートオフセット、ＬＴＥレポー
ティングリソース、オン期間オフセット、およびｍｍＷオン期間の５つ組によって構成さ
れる、測定持続時間およびｍｍＷオン期間の周期的な繰り返しとして定義される。
【０１４８】
　ｍｍＷ　ＤＬ上でのＵＥ　ＤＲＸ挙動が、開示される。ｍｍＷ　ＤＬでは、電力節約は
、マイクロスリープ（例えば、ｍｍＷ送信の指向性およびＴＤＭ性のせいで、制御領域の
一部（例えば、一部のみ）を受信する）と、ライトスリープ（例えば、ｍｍＷ　ＰＤＣＣ
Ｈが割り当てを示さない場合、例えば、サブフレームのデータ部分の間スリープする）と
、ロングスリープ（例えば、ｍｍＷサブフレームのサブセット（例えば、サブセットのみ
）またはｍｍＷサブフレーム内のＰＤＣＣＨを低頻度で監視する）と、ディープスリープ
（例えば、（場合によっては異なるサイトの）オーバレイＬＴＥレイヤの支援を受けて、
ｍｍＷレイヤにおけるディープスリープを可能にする）とのうちの１または複数を含む。
【０１４９】
　アクティブなｍｍＷ　ＣＣを用いるＵＥは、ＵＥのｍｍＷ－ＲＮＴＩを対象とするＵＥ
の監視活動を制御するＤＲＸ機能を用いるように、ＲＲＣシグナリングによって構成され
る。ｍｍＷ　ＤＲＸが構成された場合、ＵＥは、構成されたＤＲＸセットに従って間欠的
にｍｍＷサブフレームを読み取ることを可能にされる。ｍＢは、以下のパラメータ、すな
わち、ＤＲＸセットと、ｍｍＷオン期間と、および／またはｍｍＷ不活性タイマとのうち
の少なくとも１つを用いて、ＵＥにＲＲＣ構成を提供する。



(30) JP 6272988 B2 2018.1.31

10

20

【０１５０】
　ＤＲＸセットは、オン期間タイマが動作中であるときに、ＵＥによって監視される１ま
たは複数のｍｍＷリソースを指定する。これらのｍｍＷリソースの粒度は、時間領域では
サブフレームもしくはタイムスロット（例えば、ビーム）であり、および／または周波数
領域についてはそれらのリソース内のＲＢである。例えば、ＵＥは、２つのＤＲＸセット
を用いるように構成され、一方は、完全ＤＲＸセットであり、他方は、（例えば、完全Ｄ
ＲＸセットと比較して、より少数のリソースを有する）部分ＤＲＸセットである。部分Ｄ
ＲＸセットは、部分ＤＲＸセット内のｍｍＷリソースが、完全ＤＲＸセットによって構成
されるｍｍＷリソースのサブセットであるように、選択される。非ＤＲＸセット（例えば
、非ＤＲＸまたは連続受信モードにあるときに、ｍｍＷ割り当てがないかＵＥが監視する
、例えば、時間領域におけるｍｍＷリソースの各々）が、定義される。
【０１５１】
　ｍｍＷオン期間は、ＤＲＸサイクルの開始において、連続するＤＲＸセットの数を指定
する。持続時間は、異なるＤＲＸセットに対しては異なるように構成される。ｍｍＷオン
期間タイマが動作中であるとき、ＵＥは、ｍｍＷ割り当てがないか、構成されたＤＲＸセ
ットに対応するｍｍＷリソースを（例えば、ｍｍＷリソースのみを）監視する。ＵＥは、
オン期間タイマが動作中であるとき、部分ＤＲＸセットを（例えば、部分ＤＲＸセットの
みを）監視するように構成される。
【０１５２】
　ｍｍＷ不活性タイマは、ｍｍＷ割り当てを含むｍｍＷリソースが現在のＤＲＸセット内
で受信された後、連続するＤＲＸセットの数を指定する。不活性タイマは、異なるＤＲＸ
セットに対しては異なるように構成される。不活性タイマが動作中であるとき、ＵＥは、
完全ＤＲＸセットを監視するように構成される。ＵＥは、不活性タイマが開始されたとき
に完全ＤＲＸセットを監視し、その後、不活性タイマが満了するまで部分ＤＲＸセットに
遷移するように構成される。
【０１５３】
　１つの選択肢では、ＤＲＸセットは、ＲＲＣシグナリングによって構成され、例示的な
構成が、以下に提供される。
【０１５４】
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【表３】

【０１５５】
　図１６は、ＬＴＥ　ＤＲＸとｍｍＷ　ＤＲＸの間のインターワーキングの例である。非
ＤＲＸ、完全監視、および部分ＤＲＸ監視セットからの遷移は、動的であり、以下のうち
の１または複数に従う。
【０１５６】
　ｍｍＷ監視リソースセット（例えば、完全および部分）は、ＲＲＣシグナリングによっ
て構成され、遷移は、明示的であり、ｍｍＷ　ＤＬ上のＭＡＣ　ＣＥ（例えば、新しいＭ
ＡＣ　ＣＥ）を使用して、またはｍｍＷ　ＰＤＣＣＨコードポイントを使用して、ｍＢに
よってトリガされる。明示的な遷移コマンドは、現在のＵＥ　ＤＲＸセット構成に従って
、監視リソースの１つにおいて伝えられる。明示的な遷移コマンドは、完全から部分また
は部分から完全に移行するようにＵＥに伝える。
【０１５７】
　遷移は、暗黙的であり、各ＤＲＸセットのためのタイマ／カウンタに基づく。例えば、
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ｍＢは、不活性タイマに類似する完全ＤＲＸタイマ／カウンタを用いるようにＵＥを構成
し、例えば、非ＤＲＸから完全ＤＲＸへの遷移、完全ＤＲＸから部分ＤＲＸへの遷移、お
よび部分ＤＲＸから非ＤＲＸへの遷移のための、不活性タイマの３つのセットが、定義さ
れる。各セットについてのオン期間が、別々に定義される。ｍＢは、電力節約効率を増加
させるためにＬＴＥおよびｍｍＷにおけるアクティブ時間がアライメントされるように、
ｍｍＷ　ＤＲＸを構成する。
【０１５８】
　ｍｍＷ　ＤＲＸセットは、ＭＡＣ／ＰＤＣＣＨシグナリングを使用して更新される。ｍ
Ｂは、リソースをｍｍＷ　ＤＲＸセット（例えば、完全および部分ＤＲＸセット）に追加
するために、またはｍｍＷ　ＤＲＸセットから削除するために、新しいｍｍＷ　ＭＡＣ　
ＣＥまたはｍｍＷ　ＰＤＣＣＨシグナリングを使用する。ｍｍＷ　ＤＲＸリソースは、Ｌ
ＴＥ　ＭＡＣ　ＣＥ／ＰＤＣＣＨシグナリングによって再構成される。そのようなリソー
ス再構成は、ＤＬデータ到着またはＵＥモビリティに起因してトリガされる（例えば、Ｕ
Ｅモビリティは、ＵＥのためのアクティブなＤＬ制御ビームを変更し、次いで、ＵＥによ
って監視されるサブフレームに影響する）。ｍｍＷ　ＤＲＸセットタイマは、ＭＡＣ　Ｃ
ＥまたはＰＤＣＣＨシグナリングを使用して、動的に再構成される。
【０１５９】
　ＵＥとネットワークの間のｍｍＷ　ＤＲＸ脱同期の処理が、開示される。ＵＥとネット
ワークの間でＤＲＸ脱同期が発生した場合、ｍＢは、例えば、ＤＲＸ構成とは関わりなく
、ＵＥが少なくとも部分ＤＲＸ監視セットを監視する事態を保証にするために、部分ｍｍ
Ｗ監視セットに対応するｍｍＷリソースを選択して、特定のＤＲＸセットをＵＥに伝える
。ＵＥが、例えば、モビリティもしくはＵＥの向きの突然の変化、または突然の妨害物の
せいで、部分ｍｍＷ監視セットを高い信頼性で受信することができない場合、ｍＢは、Ｌ
ＴＥ　ＰＤＣＣＨシグナリングを使用して、ｍｍＷ　ＤＲＸセットをリセットし（例えば
、ｍｍＷ非ＤＲＸモードに遷移するようにＵＥに命令し）、ＵＥとｍＢの間のＤＲＸ同期
を再確立する。
【０１６０】
　図１７は、ｍｍＷサブフレームレベルＤＲＸセットの例である。ＤＲＸセットは、異な
る粒度を有する。例えば、ＤＲＸセットの粒度は、サブフレームレベルである。これは、
柔軟または流動的な制御領域において有益であり、例えば、ｍｍＷサブフレームにおける
制御スロット位置は、固定されず、流動的であり、またはデータスロットと混合される。
制御スロットの構成は、動的であり、サブフレーム毎に変化する。ＵＥは、制御スロット
インジケーションがないかサブフレーム全体を監視する。上で開示されたｍｍＷ　ＤＲＸ
は、ＤＲＸセットをサブフレームの粒度で構成することによって拡張される。
【０１６１】
　ＵＥは、図１７に示されるように、サブフレーム番号２の部分ＤＲＸセットを用いるよ
うに構成される。完全ＤＲＸセットは、サブフレームの各々を含むように構成される。オ
ン期間が動作中であるとき、ＵＥは、部分的なサブセット（例えば、サブフレーム番号２
のみ）を監視することに限定される。ｍｍＷ割り当てを受信すると、不活性タイマが開始
され、ＵＥは、完全モニタに切り換わり、サブフレームの各々を受信し、ｍｍＷ割り当て
がないかチェックする。
【０１６２】
　ｍｍＷ　ＤＲＸセットは、制御スロット粒度で構成される。以下の規則が、適用される
。
【０１６３】
【表４】

【０１６４】
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タイムスロット当たりの制御シンボルの数は、スモールセル内におけるＵＥ分布に依存す
る。ＬＴＥと異なり、送信の指向性のために、ＵＥは、タイムスロットについてのすべて
のｍｍＷ制御シンボルを受信するとは限らない。ｍｍＷ　ＤＬは、可変制御領域を有する
。ＵＥは、各タイムスロット内で専用の制御シンボル番号を用いるように構成され、また
は制御シンボル番号は、各タイムスロット内で特定のパターンに従って変化する。専用の
制御シンボル番号は、ＲＲＣシグナリングを使用して、ＵＥに構成される。
【０１６５】
　専用の制御スロット番号は、ＬＴＥ　ＴＴＩの粒度で、ＬＴＥ　ＭＡＣ　ＣＥまたはＬ
ＴＥ　ＰＤＣＣＨによって更新される。ＵＥは、すべてのタイムスロットで複数の制御シ
ンボルを監視するように構成される。オン期間タイマが動作中か、それとも不活性タイマ
が動作中かに応じて、ＵＥが制御シンボルの異なるセットを監視するＤＲＸが、定義され
る。
【０１６６】
　ＵＥは、オン期間タイマが動作中であるとき、構成された制御シンボルを監視する。構
成された制御シンボル内でｍｍＷ割り当てが受信された場合、ＵＥは、不活性タイマを開
始または再開する。不活性タイマが動作中である場合、ＵＥは、ｍｍＷ　ＤＣＩがないか
、制御シンボルの各々または構成された制御シンボルのサブセットを監視する。不活性タ
イマが満了した場合、ＵＥは、構成された制御シンボルを監視することにフォールバック
する。そのような手法は、ＳＣｅＮＢ　ｍｍＷスケジューラに柔軟性を提供し、アクティ
ブなＵＥが、いずれかの制御シンボル内でスケジュールされるようにし、ＤＲＸにあるＵ
Ｅが、対応する事前定義された制御シンボルにおいてスケジュールされることによって、
覚醒されるようにする。
【０１６７】
　図１８は、３つのシンボル（１、２、３）からなる固定された制御領域と、オン期間タ
イマおよび不活性タイマのステータスに従った、完全監視状態と部分監視状態の間の遷移
とを示す、ｍｍＷ制御スロットレベルＤＲＸセットの例である。
【０１６８】
　ｍｍＷ　ＤＲＸ構成およびビーム形成参照信号（ＢＦＲＳ）を調整するために、ｍｍＷ
　ＤＬキャリアをサポートするＳＣｅＮＢは、ｍｍＷビーム形成参照信号（ＭＢＦＲＳ）
を送信する。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＵＥは、ＭＢＦＲＳのサブセット
を受信するように構成される。ＭＢＦＲＳのサブセットは、スモールセル内でのＵＥの所
在地に基づいて決定される。ＳＣｅＮＢは、ＭＢＦＲＳの送信を、アクティブＵＥが配置
されたセクタ内に限定する。
【０１６９】
　ＳＣｅＮＢは、ＭＢＦＲＳを受信するＵＥのためにレポーティングリソースを構成する
。レポーティングリソースの周期は、ＭＢＦＲＳの周期およびＵＥのモビリティに応じて
構成される。モビリティは、ＵＥのスピード、ならびに／または加速度計／ジャイロスコ
ープおよび／もしくはデジタルコンパスなどによるＵＥの向きの変化率を含む。ＵＥは、
レポーティングリソースを使用して、好ましいｍｍＷ　ＤＬビーム情報を送信するように
構成される。ＳＣｅＮＢは、ＭＢＦＲＳおよびレポーティングリソースが、ＵＥのＤＲＸ
サイクルに対してアライメントされ、ＵＥが、ｍｍＷオン期間の前に、好ましいＤＬ　Ｔ
ｘビームを測定し、ネットワークに報告することが可能なように、ＵＥのためのＤＲＸサ
イクルを構成する。
【０１７０】
　ＳＣｅＮＢにおけるコロケーテッドＬＴＥ＋ｍｍＷキャリアの場合、ＵＥは、ＬＴＥ　
ＵＬチャネルを使用して、ｍｍＷフィードバック情報を送信する。ＵＥは、ＬＴＥキャリ
アおよびｍｍＷキャリア上で独立のＤＲＸサイクルに従う。ＵＥがＵＬ上で同期していな
い期間中、ｍｍＷ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が、ＬＴＥ　ＵＬキャリアを使用して送信され
る。ＳＣｅＮＢは、ＬＴＥ　ＵＬ　ＲＡＣＨリソースとｍｍＷフィードバック値の間の事
前定義されたマッピングのセットを用いるようにＵＥを構成する。
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【０１７１】
　ＬＴＥ　ＵＬ　ＲＡＣＨリソースは、ＲＡＣＨプリアンブル、ＲＡＣＨフォーマット、
周波数リソース（ＲＢ）、および時間リソース（サブフレーム構成）などのうちの１また
は複数を含む。ｍｍＷフィードバック値は、１または複数のｍｍＷサブフレームについて
のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を含む。ｍｍＷフィードバック値は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリ
ング構成、ＣＱＩ、および／またはｍｍＷビームＩＤ情報を含む。ＵＥは、ＳＣｅＮＢに
よって構成された事前定義されたマッピングに基づいて、適切なｍｍＷフィードバックと
、ＬＴＥキャリア上の特定のＲＡＣＨリソースとを決定する。ＵＥは、時間アライメント
タイマのステータスに基づいて、これらの事前構成されたＲＡＣＨリソースの暗黙的なア
クティブ化／非アクティブ化を実行する。例えば、時間アライメントタイマの満了時に、
ＵＥは、これらの事前構成されたＲＡＣＨリソースをアクティブと見なす。アップリンク
ＲＡＣＨは、暗黙的なｍｍＷフィードバック（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ、およびビーム
ＩＤ）を伝える。アップリンクＲＡＣＨは、ＵＥが後続のｍｍＷフィードバックをＬＴＥ
　ＰＵＣＣＨを使用して送信するように、ＵＬ同期も提供する。
【０１７２】
　ＤＲＸからのウェイクアップ時のビーム回復のための方法は、ＵＥが、構成されたｍｍ
Ｗオン期間に従って、ＤＲＸからのウェイクアップ時に、ｍｍＷ　ＰＤＣＣＨを復号する
ことを含む。（例えば、１または複数のＰＤＣＣＨ復号中断に基づいて）ビームアライメ
ント中断を検出したとき、ＵＥは、ビーム再獲得手順をトリガする。ＵＥは、ＬＴＥ　Ｕ
Ｌ　ＰＵＣＣＨ／ＭＡＣ　ＣＥ上のコードポイントを使用して、ビーム再獲得手順をトリ
ガするようにＳＣｅＮＢに伝える。ＳＣｅＮＢは、ｍｍＷビーム再獲得手順についての要
件を示すために、特定のＲＡＣＨリソースを使用するようにＵＥを構成する。ＳＣｅＮＢ
は、例えば、ＵＥからのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックの非存在に基づいて、ＵＥのた
めのｍｍＷビーム再アライメント手順をトリガする。ＳＣｅＮＢは、ｍｍＷビーム再獲得
手順のためのｍｍＷ測定リソースをオンデマンドで伝える。ＵＥは、ＤＬ受信ビームを再
アライメントするために、後続のｍｍＷ周期的測定リソースを待つ。ＳＣｅＮＢは、ビー
ム再獲得手順が完了するまで、ｍｍＷキャリア上でのデータ送信を保留する。ユーザプレ
ーンプロトコルオプション３Ｃが使用される場合、ＳＣｅＮＢは、ｍｍＷビーム再獲得手
順が進行している間、ＬＴＥキャリアを使用してデータを転送する。
【０１７３】
　上では特徴および要素が特定の組み合わせで説明されたが、各特徴または要素は、単独
で使用され、または他の特徴および要素との任意の組み合わせで使用されることを当業者
は理解される。加えて、本明細書で説明された方法は、コンピュータまたはプロセッサに
よって実行される、コンピュータ可読媒体内に包含された、コンピュータプログラム、ソ
フトウェア、またはファームウェアで実施される。コンピュータ可読媒体の例は、（有線
または無線接続上で送信される）電子信号、およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。コ
ンピュータ可読記憶媒体の例は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディス
クおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭディスクおよびデ
ジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光媒体を含むが、それらに限定されない。ソフト
ウェアと連携するプロセッサは、ＷＴＲＵ、端末、基地局、ＲＮＣ、または任意のホスト
コンピュータのための無線周波送受信機を実施するために使用される。
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