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(57)【要約】
多重コンポーネントキャリアシステムにおけるハンドオ
ーバの実行方法において、端末が少なくとも一つのセル
に対する測定値を含む測定報告メッセージをソース基地
局に送信し、ソース基地局が測定値に基づき、ターゲッ
ト基地局で使われる少なくとも一つの候補セルを含む候
補セルリスト、端末の性能を考慮した集約可能な少なく
とも一つのセルを含む集約可能セルリスト、及び測定さ
れた周波数類似感度として定義される少なくとも一つの
セルを含むセンシブルセルリストのうち、少なくとも一
つのリストを含むハンドオーバ要求メッセージをターゲ
ット基地局に送信し、ソース基地局が前記少なくとも一
つのリストに含まれているセルを確認して決定された最
終セルを含むハンドオーバＡＣＫメッセージをターゲッ
ト基地局から受信してハンドオーバを決定し、及びソー
ス基地局が端末にハンドオーバ指示メッセージを送信す
ることを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
多重コンポーネントキャリアシステムにおけるソース基地局によるハンドオーバの実行方
法において、
搬送波集約(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ)により設定された少なくとも一つ
のセルに対する測定結果を含む測定報告を端末から受信し、
前記少なくとも一つのセルを前記測定結果の大きさ順に整列した候補セルリスト(ｃａｎ
ｄｉｄａｔｅ ｃｅｌｌ ｌｉｓｔ)を含むサービス状態情報を構成し、
前記端末をターゲット基地局にハンドオーバ(ｈａｎｄｏｖｅｒ)するように要求するハン
ドオーバ要求メッセージに前記サービス状態情報を含んで前記ターゲット基地局に送信し
、
前記ハンドオーバを受諾することを示すハンドオーバＡＣＫメッセージを前記ターゲット
基地局から受信し、
前記ハンドオーバを指示するハンドオーバ指示メッセージを前記端末に送信すること、を
含むことを特徴とするハンドオーバ実行方法。
【請求項２】
前記候補セルリストは、前記測定結果が大きいセルから小さいセルの順序に前記少なくと
も一つのセルを整列したものであることを特徴とする請求項１に記載のハンドオーバ実行
方法。
【請求項３】
前記サービス状態情報は、前記測定結果をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
ハンドオーバ実行方法。
【請求項４】
前記測定結果は、基準信号受信パワー(Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌ Ｒｅｃｅｉｖ
ｅｄ Ｐｏｗｅｒ；ＲＳＲＰ)又は基準信号受信品質(Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌ 
Ｒｅｃｅｉｖｅｄ Ｑｕａｌｉｔｙ；ＲＳＲＱ)であることを特徴とする請求項３に記載の
ハンドオーバ実行方法。
【請求項５】
多重コンポーネントキャリアシステムにおけるターゲット基地局によるハンドオーバの実
行方法において、
搬送波集約により設定された少なくとも一つのセルをその測定結果の大きさ順に整列した
候補セルリストを含むサービス状態情報を、ハンドオーバ要求メッセージを介してソース
基地局から受信し、
前記ハンドオーバを受諾することを示すハンドオーバＡＣＫメッセージを前記ソース基地
局に送信すること、を含むことを特徴とするハンドオーバ実行方法。
【請求項６】
前記候補セルリストは、前記測定結果が大きいセルから小さいセルの順序に前記少なくと
も一つのセルを整列したものであることを特徴とする請求項５に記載のハンドオーバ実行
方法。
【請求項７】
前記サービス状態情報は、前記測定結果をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の
ハンドオーバ実行方法。
【請求項８】
前記測定結果は、基準信号受信パワー又は基準信号受信品質であることを特徴とする請求
項７に記載のハンドオーバ実行方法。
【請求項９】
多重コンポーネントキャリアシステムにおけるハンドオーバを実行するソース基地局にお
いて、
搬送波集約により設定された少なくとも一つのセルに対する測定結果を含む測定報告を端
末から受信する測定報告受信部と、
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前記少なくとも一つのセルを前記測定結果の大きさ順に整列した候補セルリストを構成す
るセルリスト構成部と、
前記端末をターゲット基地局にハンドオーバするように要求するハンドオーバ要求メッセ
ージに前記候補セルリストを含んで前記ターゲット基地局に送信し、前記ハンドオーバを
受諾することを示すハンドオーバＡＣＫメッセージを前記ターゲット基地局から受信する
メッセージ送受信部と、を含むことを特徴とするソース基地局。
【請求項１０】
前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記測定結果をさらに含むことを特徴とする請求項
９に記載のソース基地局。
【請求項１１】
前記測定結果は、基準信号受信パワー又は基準信号受信品質であることを特徴とする請求
項１０に記載のソース基地局。
【請求項１２】
前記セルリスト構成部は、前記測定結果が大きいセルから小さいセルの順序に前記少なく
とも一つのセルを整列して前記候補セルリストを構成することを特徴とする請求項９に記
載のソース基地局。
【請求項１３】
多重コンポーネントキャリアシステムにおける端末によるハンドオーバの実行方法におい
て、
搬送波集約により設定された少なくとも一つのセルに対する測定結果及び前記少なくとも
一つのセルを前記測定結果の大きさ順に整列した候補セルリストを含む測定報告をソース
基地局に送信し、
ターゲット基地局にハンドオーバするように指示するハンドオーバ指示メッセージを前記
ソース基地局から受信し、
前記候補セルリストに含まれている、前記ターゲット基地局で使われることができるセル
を再設定すること、を含むことを特徴とするハンドオーバ実行方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、多重コンポーネントキャリアシステムにおけ
るハンドオーバの実行装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
セルラー(ｃｅｌｌｕｌａｒ)コミュニケーションは、サービス地域の制限、周波数、及び
加入者収容力の限界を克服するために提案された概念である。これは高出力の単一基地局
を低出力の複数基地局に変えて通話圏を提供する方式である。即ち、移動通信サービス地
域を複数個の小さいセル(ｃｅｌｌ)単位に分けて隣接したセルには、各々、異なる周波数
を割り当て、互いに十分に遠く離れて干渉発生のない２つのセルでは同じ周波数帯域を使
用することで空間的に周波数を再使用することができるようにした。
【０００３】
ハンドオーバ(ｈａｎｄｏｖｅｒ)とは、端末の移動につれて現在の通信サービス地域(以
下、サービングセル(ｓｅｒｖｉｎｇ ｃｅｌｌ)という)を離脱して隣接した通信サービス
地域(以下、隣接セル(ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ ｃｅｌｌ)という)へ移動する時、隣接した通
信サービス地域の新たなトラフィックチャネル(ｔｒａｆｆｉｃ ｃｈａｎｎｅｌ)に同調(
ｔｕｎｉｎｇ)されて持続的に通話状態を維持するようにする機能のことである。特定基
地局と通信している端末は、その特定基地局(以下、ソース基地局(ｓｏｕｒｃｅ ｂａｓ
ｅ ｓｔａｔｉｏｎという)での信号強度が弱くなると、ハンドオーバにより他の隣接基地
局(以下、ターゲット基地局(ｔａｒｇｅｔ ｂａｓｅ ｓｔａｔｉｏｎ)という)にリンク(
ｌｉｎｋ)される。ハンドオーバが行われると、隣接セルへの移動時に発生する呼切断の
問題点が解決されることができる。
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【０００４】
一般に、無線通信システムは、一般的にデータ送信のために一つの帯域幅を用いる。例え
ば、２世代無線通信システムは、２００ＫＨｚ～１.２５ＭＨｚの帯域幅を使用し、３世
帯無線通信システムは、５ＭＨｚ～１０ＭＨｚの帯域幅を使用する。増加する送信容量を
サポートするために、最近の３ＧＰＰ ＬＴＥ又は８０２.１６ｍは、２０ＭＨｚ又はその
以上までその帯域幅を拡張している。送信容量を高めるために帯域幅を増やすことは必須
であるが、要求されるサービスの水準が低い場合にも大きい帯域幅をサポートすることは
大きな電力消耗を引き起こすことがある。
【０００５】
このような問題を解決するため、一つの帯域幅と中心周波数を有するコンポーネントキャ
リアを定義し、複数のコンポーネントキャリアを介して広帯域にデータが送信又は受信さ
れる多重コンポーネントキャリア(Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｃａｒｒｉｅ
ｒ)システムが登場している。一つ又はそれ以上のコンポーネントキャリアを使用するこ
とによって狭帯域と広帯域を同時にサポートするものである。例えば、一つのコンポーネ
ントキャリアが５ＭＨｚの帯域幅に対応される場合、４個のコンポーネントキャリアを使
用することによって最大２０ＭＨｚの帯域幅をサポートするものである。
【０００６】
しかしながら、単一コンポーネントキャリアを使用する基地局でのハンドオーバのみを考
慮するため、基地局は、端末が測定(Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ)して報告した単一セル(Ｓ
ｉｎｇｌｅ Ｃｅｌｌ)のみを考慮してハンドオーバを実行した。しかしながら、多重コン
ポーネントキャリアシステムの場合、多重コンポーネントキャリアを考慮してハンドオー
バ手順を実行しなければならない。そのために、ターゲット基地局は、ハンドオーバ手順
を介して端末に必要なコンポーネントキャリアを設定し、端末がソース基地局から提供を
受けた水準のサービス品質が提供可能でなければならない。このとき、ターゲット基地局
は、端末がハンドオーバ以前にサービス提供状況を正確に知ることができないため、適正
な水準のコンポーネントキャリア設定又は適するコンポーネントキャリア設定が難しいと
いう問題がある。したがって、多重コンポーネントキャリアを考慮したハンドオーバ実行
装置及び方法が要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明の態様は、多重コンポーネントキャリアシステムにおいて、端末がハンドオーバの
ため新たな基地局で使用するコンポーネントキャリアを選択すると、以前の基地局でのサ
ービス提供状態を新たな基地局に知らせて最適のコンポーネントキャリア又はセルを選択
する方法を提供することである。
【０００８】
本発明の態様は、多重コンポーネントキャリアシステムにおいて、ソース基地局が、端末
により測定された測定値に基づき、ターゲット基地局で使われる少なくとも一つの候補セ
ルを含む候補セルリストを構成する方法及び装置を提供することである。
【０００９】
本発明の態様は、多重コンポーネントキャリアシステムにおいて、ソース基地局が、端末
の性能(Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ)を考慮して集約可能な少なくとも一つのセルを含む集約可
能セルリストを構成する方法及び装置を提供することである。
【００１０】
本発明の態様は、多重コンポーネントキャリアシステムにおいて、ソース基地局が、測定
された周波数の類似感度として定義される少なくとも一つのセルを含むセンシブル(Ｓｅ
ｎｓｉｂｌｅ)セルリストを構成する方法及び装置を提供することである。
【００１１】
本発明の態様は、多重コンポーネントキャリアシステムにおいて、ソース基地局が、測定
値に基づいてターゲット基地局で使われる少なくとも一つの候補セルを含む候補セルリス
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ト、前記端末の性能(Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ)を考慮した集約可能な少なくとも一つのセル
を含む集約可能セルリスト、及び測定された周波数の類似感度として定義される少なくと
も一つのセルを含むセンシブル(Ｓｅｎｓｉｂｌｅ)セルリストのうち、少なくとも一つの
リストを含んでハンドオーバを要求する方法及び装置を提供することである。
【００１２】
本発明の態様は、多重コンポーネントキャリアシステムにおいて、ソース基地局がターゲ
ット基地局から最終選択されたセルに対する情報を含むハンドオーバ受諾を受信してハン
ドオーバを実行する方法及び装置を提供することである。
【００１３】
本発明の追加的な特徴は、以下の詳細な説明で提示され、その一部は、詳細な説明から自
明、又は本発明の実施により学習されることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
一実施形態は、多重コンポーネントキャリアシステムにおけるハンドオーバの実行方法を
提供する。前記方法は、ソース基地局が少なくとも一つのセルに対する測定値を含む測定
報告メッセージを端末から受信し、前記ソース基地局が前記測定値に基づき、ターゲット
基地局で使われる少なくとも一つの候補セルを含む候補セルリスト、前記端末の性能(Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ)を考慮した集約可能な少なくとも一つのセルを含む集約可能セルリ
スト、及び測定された周波数の類似感度として定義される少なくとも一つのセルを含むセ
ンシブル(Ｓｅｎｓｉｂｌｅ)セルリストのうち、少なくとも一つのリストを含むハンドオ
ーバ要求メッセージを前記ターゲット基地局に送信し、前記ソース基地局が、前記少なく
とも一つのリストに含まれているセルの確認し、前記ターゲット基地局からの最終セルを
含むハンドオーバＡＣＫメッセージを前記ターゲット基地局から受信してハンドオーバを
決定し、前記ソース基地局が前記端末にハンドオーバ指示メッセージを送信することを含
むことを特徴とする。
【００１５】
一実施形態は、多重コンポーネントキャリアシステムにおけるハンドオーバの実行装置を
提供する。前記装置は、少なくとも一つのセルに対する測定値を含む測定報告メッセージ
を端末から受信する測定報告受信部、前記測定値に基づき、ターゲット基地局で使われる
少なくとも一つの候補セルを含む候補セルリスト、前記端末の性能(Ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ)を考慮した集約可能な少なくとも一つのセルを含む集約可能セルリスト、測定された
周波数の類似感度に基づいて定義される少なくとも一つのセルを含むセンシブル(Ｓｅｎ
ｓｉｂｌｅ)セルリストを構成するセルリスト構成部、及び前記候補セルリスト、前記集
約可能セルリスト、及び前記センシブルセルリストのうち少なくとも一つのリストを含む
ハンドオーバ要求メッセージを前記ターゲット基地局に送信し、前記少なくとも一つのリ
ストに含まれているセルのうち前記ターゲット基地局により決定された最終セルを含むハ
ンドオーバＡＣＫメッセージを前記ターゲット基地局から受信するメッセージ送受信部を
含む。
【００１６】
一実施形態は、多重コンポーネントキャリアシステムにおけるソース基地局によるハンド
オーバの実行方法を提供する。前記方法は、搬送波集約(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇｇｒｅｇａ
ｔｉｏｎ)により設定された少なくとも一つのセルに対する測定結果を含む測定報告を端
末から受信し、前記少なくとも一つのセルを前記測定結果の大きさ順に整列した候補セル
リスト(ｃａｎｄｉｄａｔｅ ｃｅｌｌ ｌｉｓｔ)を含むサービス状態情報を構成し、前記
端末をターゲット基地局にハンドオーバ(ｈａｎｄｏｖｅｒ)するように要求するハンドオ
ーバ要求メッセージに前記サービス状態情報を含んで前記ターゲット基地局に送信し、前
記ハンドオーバを受諾することを示すハンドオーバＡＣＫメッセージを前記ターゲット基
地局から受信し、前記ハンドオーバを指示するハンドオーバ指示メッセージを前記端末に
送信することを含む。
【００１７】
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一実施形態は、多重コンポーネントキャリアシステムにおけるターゲット基地局によるハ
ンドオーバの実行方法を提供する。前記方法は、搬送波集約により設定された少なくとも
一つのセルをその測定結果の大きさ順に整列した候補セルリストを含むサービス状態情報
を、ハンドオーバ要求メッセージを介してソース基地局から受信し、前記ハンドオーバを
受諾することを示すハンドオーバＡＣＫメッセージを前記ソース基地局に送信することを
含む。
【００１８】
一実施形態は、多重コンポーネントキャリアシステムにおけるハンドオーバを実行するソ
ース基地局を提供する。前記ソース基地局は、搬送波集約により設定された少なくとも一
つのセルに対する測定結果を含む測定報告を端末から受信する測定報告受信部、前記少な
くとも一つのセルを前記測定結果の大きさ順に整列した候補セルリストを構成するセルリ
スト構成部、及び前記端末をターゲット基地局にハンドオーバするように要求するハンド
オーバ要求メッセージに前記候補セルリストを含んで前記ターゲット基地局に送信し、前
記ハンドオーバを受諾することを示すハンドオーバＡＣＫメッセージを前記ターゲット基
地局から受信するメッセージ送受信部を含む。
【００１９】
一実施形態は、多重コンポーネントキャリアシステムにおける端末によるハンドオーバの
実行方法を提供する。前記方法は、搬送波集約により設定された少なくとも一つのセルに
対する測定結果及び前記少なくとも一つのセルを前記測定結果の大きさ順に整列した候補
セルリストを含む測定報告をソース基地局に送信し、ターゲット基地局にハンドオーバす
るように指示するハンドオーバ指示メッセージを前記ソース基地局から受信し、前記候補
セルリストに含まれている、前記ターゲット基地局で使われることができるセルを再設定
することを含む。
【００２０】
前記一般的な技術と下記詳細な説明は、例示的、説明的、そして請求される本発明の追加
的な説明を提供するための目的であると理解されなければならない。他の特徴と態様は、
以下で記述される詳細な説明、図面、及び請求項により明確になる。
【発明の効果】
【００２１】
本発明の態様によると、端末がハンドオーバ以後に使用するコンポーネントキャリア又は
セルを適正に選択することができ、不必要なコンポーネントキャリア又は端末が使用する
ことができないコンポーネントキャリアを設定又は選択する確率が減るため、システム効
率を上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の態様に係る無線通信システムを示すブロック図である。
【図２】本発明の態様に係るバンド内(ｉｎｔｒａ－ｂａｎｄ)隣接(ｃｏｎｔｉｇｕｏｕ
ｓ)搬送波集約を説明する説明図である。
【図３】本発明の態様に係るバンド内非隣接(ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ)搬送波集約
を説明する説明図である。
【図４】本発明の態様に係るバンド間(ｉｎｔｅｒ－ｂａｎｄ)搬送波集約を説明する説明
図である。
【図５】本発明の態様に係る多重搬送波をサポートするためのプロトコル構造の一例を示
す。
【図６】本発明の態様に係る多重搬送波動作のためのフレーム構造の一例を示す。
【図７】本発明の態様に係る多重搬送波システムにおいて、ダウンリンクコンポーネント
キャリアとアップリンクコンポーネントキャリアとの間の接続設定(ｌｉｎｋａｇｅ)を示
す。
【図８】本発明の態様に係るサービングセル(Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｃｅｌｌ)と隣接セル(Ｎｅ
ｉｇｈｂｏｕｒ Ｃｅｌｌ)の概念を説明する説明図である。
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【図９】本発明の態様に係る主サービングセル(Ｐｒｉｍａｒｙ Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｃｅｌ
ｌ)と副サービングセル(Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｃｅｌｌ)の概念を説明す
る説明図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係るハンドオーバの実行方法を示す流れ図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る候補セルリストの構成方法を説明する説明図である
。
【図１２】本発明の一実施形態に係る候補セルリストの構成方法を説明する説明図である
。
【図１３】本発明の一実施形態に係る候補セルリストの構成方法を説明する説明図である
。
【図１４】本発明の一実施形態に係る候補セルリストの構成方法を説明する説明図である
。
【図１５】本発明の一実施形態に係る候補セルリストの構成方法を説明する説明図である
。
【図１６】本発明の一実施形態に係るハンドオーバ実行方法により端末のＣＣが再設定さ
れる過程を示す説明図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る端末のハンドオーバ実行方法を説明するフローチャ
ートである。
【図１８】本発明の一実施形態に係るソース基地局のハンドオーバ実行方法を説明するフ
ローチャートである。
【図１９】本発明の一実施形態に係るターゲット基地局のハンドオーバ実行方法を説明す
るフローチャートである。
【図２０】本発明の一実施形態に係るソース基地局とターゲット基地局のブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本明細書では一部実施例を例示的な図面を介して詳細に説明する。各図面の構成要
素に参照符号を付加するにあたって、同じ構成要素に対しては、たとえ、他の図面上に表
示されても、可能のかぎり同じ符号を有していることを留意しなければならない。また、
本明細書の実施例を説明するにあたって、関連した公知構成又は機能に対する具体的な説
明が本明細書の要旨を不明にすると判断される場合にはその詳細な説明は省略する。
【００２４】
また、本明細書の構成要素を説明するにあたって、第１、第２、Ａ、Ｂ、(ａ)、(ｂ)など
の用語を使用することができる。このような用語は、その構成要素を他の構成要素と区別
するためのものに過ぎず、その用語により該当構成要素の本質や順序などが限定されない
。ある構成要素が他の構成要素に“連結”、“結合”又は“接続”されると記載された場
合、その構成要素は、その他の構成要素に直接的に連結され、又は接続されることができ
るが、各構成要素間に別の他の構成要素が“連結”、“結合”又は“接続”されるのも可
能であると理解しなければならない。”少なくとも一つの”記載の目的は、続いて列挙さ
れた要素のどのような組み合わせにも解釈され、様々な組み合わせが含まれる。例えば、
”Ｘ，Ｙ及びＺの少なくとも一つ”とは、Ｘのみ、Ｙのみ、Ｚのみ、Ｘ，Ｙ及びＺの２以
上の組み合わせ（例えば、ＸＹＺ，ＸＺ，ＹＺ）を意味すると解釈される。
【００２５】
また、本明細書は、通信ネットワークを対象にして説明し、通信ネットワークで行われる
作業は、該当通信ネットワークを管轄するシステム(例えば、基地局)でネットワークを制
御し、データを送信する過程で行われたり、該当ネットワークに結合した端末で作業が行
われたりすることができる。
【００２６】
図１は、本発明の態様に係る無線通信システムを示すブロック図である。これは、Ｅ－Ｕ
ＭＴＳ(Ｅｖｏｌｖｅｄ－Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｏｂｉｌｅ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃ
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ａｔｉｏｎｓ Ｓｙｓｔｅｍ)のネットワーク構造である。Ｅ－ＵＭＴＳシステムは、ＬＴ
Ｅ(Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ)システムということもできる。無線通信シス
テムは、音声、パケットデータなどのような多様な通信サービスを提供するために広く配
置される。
【００２７】
無線通信システムに適用される多重接続技術には制限がない。ＣＤＭＡ(Ｃｏｄｅ Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ)、ＴＤＭＡ(Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ)、ＦＤＭＡ(Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ)、ＯＦＤＭＡ(Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ 
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ)、ＳＣ－ＦＤＭＡ(Ｓｉｎｇｌｅ Ｃ
ａｒｒｉｅｒ－ＦＤＭＡ)、ＯＦＤＭ－ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭ－ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ－ＣＤ
ＭＡのような多様な多重接続技術を使用することができる。アップリンク送信及びダウン
リンク送信は、互いに異なる時間を使用して送信されるＴＤＤ(Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ Ｄｕｐｌｅｘ)方式が使われることができ、又は互いに異なる周波数を使用して送信さ
れるＦＤＤ(Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘ)方式が使われることが
できる。
【００２８】
図１を参照すると、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、制御平面(ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｌａｎｅ)とユーザ
平面(ｕｓｅｒ ｐｌａｎｅ)を提供する少なくとも一つの基地局(Ｂａｓｅ Ｓｔａｔｉｏ
ｎ；ＢＳ)２０を含む。端末(Ｕｓｅｒ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ)１０は、固定されても
よいし、移動性を有してもよく、ＭＳ(Ｍｏｂｉｌｅ ｓｔａｔｉｏｎ)、ＡＭＳ(Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ ＭＳ)、ＵＴ(Ｕｓｅｒ Ｔｅｒｍｉｎａｌ)、ＳＳ(Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｓｔ
ａｔｉｏｎ)、無線機器(Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｄｅｖｉｃｅ)等、他の用語で呼ばれることも
ある。
【００２９】
基地局２０は、一般的に端末１０と通信する固定局(ｆｉｘｅｄ ｓｔａｔｉｏｎ)を意味
し、ｅＮｏｄｅＢ(ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ)、ＮｏｄｅＢ、ＢＴＳ(Ｂａｓｅ Ｔｒａ
ｎｓｃｅｉｖｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ)、アクセスポイント(Ａｃｃｅｓｓ Ｐｏｉｎｔ)等、他
の用語で呼ばれることもある。基地局２０は、少なくとも一つのセルを介して端末にサー
ビスを提供することができる。セルは、基地局２０が通信サービスを提供する地理的領域
又は周波数領域である。基地局２０と端末１０は、Ｕｕインターフェースを介して互いに
接続されることができ、Ｕｕインターフェースは、基地局２０と端末１０との間のユーザ
トラフィック又は制御トラフィックの送信のために使われることができる。Ｕｕインター
フェースは、基地局２０と端末１０との間の無線区間に定義される仮想のリンクとして定
義されることもできる。
【００３０】
基地局２０間には、ユーザトラフィック又は制御トラフィックの送信のためのインターフ
ェースが使われることもできる。ソース基地局(Ｓｏｕｒｃｅ ＢＳ)２１は、現在端末１
０と無線リンク(ｒａｄｉｏ ｌｉｎｋ)が設定された基地局を意味し、ターゲット基地局(
Ｔａｒｇｅｔ ＢＳ)２２は、端末１０がソース基地局２１との無線リンクを切って新たに
無線リンクを設定するためにハンドオーバしようとする基地局を意味する。言い換えると
、Ｕｕインターフェースは、３ＧＰＰプロジェクト内で用いられる用語であり、Ｕｕイン
ターフェースは、無線基地局２０と端末１０との無線インターフェースを導入するための
ロジカルインターフェースである。
【００３１】
以下、ダウンリンク(ｄｏｗｎｌｉｎｋ)は、基地局２０から端末１０への通信を意味し、
アップリンク(ｕｐｌｉｎｋ)は、端末１０から基地局２０への通信を意味する。ダウンリ
ンクは、順方向リンク(ｆｏｒｗａｒｄ ｌｉｎｋ)とも呼ばれ、アップリンクは、逆方向
リンク(ｒｅｖｅｒｓｅ ｌｉｎｋ)とも呼ばれる。ダウンリンクでは、送信機は基地局２
０の一部分であり、受信機は端末１０の一部分である。アップリンクでは、送信機は端末
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１０の一部分であり、受信機は基地局２０の一部分である。
【００３２】
基地局２０は、Ｘ２インターフェースを介して互いに接続されることができ、Ｘ２インタ
ーフェースは、基地局２０間のメッセージの送受信に使われる。Ｘ２インターフェースは
、基地局２０間に有線及び／又は無線の接続で具現されることができる。基地局２０は、
Ｓ１インターフェースを介してＥＰＳ(Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｐａｃｋｅｔ Ｓｙｓｔｅｍ)、よ
り詳しくは、ＭＭＥ(Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｅｎｔｉｔｙ)/Ｓ－ＧＷ(
Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｇａｔｅｗａｙ)３０と接続される。Ｓ１インターフェースは、基地局２
０とＭＭＥ/Ｓ－ＧＷ３０との間に多対多の関係(ｍａｎｙ－ｔｏ－ｍａｎｙ－ｒｅｌａｔ
ｉｏｎ)をサポートする。ＭＭＥ/Ｓ－ＧＷ３０へパケットデータサービスを提供するため
にＰＤＮ－ＧＷ４０が使われる。ＰＤＮ－ＧＷ４０は、通信の目的やサービスによって変
わり、特定サービスをサポートするＰＤＮ－ＧＷ４０は、ＡＰＮ(Ａｃｃｅｓｓ Ｐｏｉｎ
ｔ Ｎａｍｅ)情報を用いて検索することができる。
【００３３】
Ｅ－ＵＴＲＡＮ内(Ｉｎｔｒａ Ｅ－ＵＴＲＡＮ)ハンドオーバ(ｈａｎｄｏｖｅｒ)は、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ接続ネットワーク間のハンドオーバ時に使われる基本的なハンドオーバメカ
ニズムであり、Ｘ２ベースのハンドオーバとＳ１ベースのハンドオーバで構成されている
。Ｘ２ベースのハンドオーバは、端末１０がＸ２インターフェースを用いてソース基地局
(ｓｏｕｒｃｅ ＢＳ)２１からターゲット基地局(ｔａｒｇｅｔ ＢＳ)２２にハンドオーバ
しようとする時に使われ、このとき、ＭＭＥ/Ｓ－ＧＷ３０は変更されない。
【００３４】
Ｓ１ベースのハンドオーバにより、ＰＤＮ－ＧＷ４０、ＭＭＥ/Ｓ－ＧＷ３０、ソース基
地局２１、及び端末１０間に設定された第１の無線リンクが解除(ｒｅｌｅａｓｅ)され、
ＰＤＮ－ＧＷ４０、ＭＭＥ/Ｓ－ＧＷ３０、ターゲット基地局２２、及び端末１０間に新
たな第２の無線リンクが設定される。
【００３５】
搬送波集約(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ；ＣＡ)は、複数の搬送波をサポー
トすることであり、スペクトラム集約又は帯域幅集約(ｂａｎｄｗｉｄｔｈ ａｇｇｒｅｇ
ａｔｉｏｎ)とも呼ばれる。搬送波集約により束ねられる個別的な単位搬送波をコンポー
ネントキャリア(ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒｉｅｒ；以下、ＣＣという)という。各Ｃ
Ｃは、帯域幅と中心周波数により定義される。搬送波集約は、増加されるスループット(
ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ)をサポートし、広帯域ＲＦ(ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)素子
の導入による費用増加を防止し、既存システムとの互換性を保障するために導入されるこ
とである。
【００３６】
例えば、５ＭＨｚ帯域幅を有する搬送波単位のグラニュラリティ(ｇｒａｎｕｌａｒｉｔ
ｙ)として５個のＣＣが割り当てられる場合、最大２０ＭＨｚの帯域幅をサポートするこ
とができる。
【００３７】
搬送波集約は、図２のようなバンド内(ｉｎｔｒａ－ｂａｎｄ)隣接(ｃｏｎｔｉｇｕｏｕ
ｓ)搬送波集約、図３のようなバンド内非隣接(ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ)搬送波集
約、そして、図４のようなバンド間(ｉｎｔｅｒ－ｂａｎｄ)搬送波集約に分けられること
ができる。
【００３８】
まず、図２を参照すると、バンド内隣接搬送波集約は、同じバンド内で連続的なＣＣ間で
行われる。例えば、集約されるＣＣであるＣＣ＃１,ＣＣ＃２,ＣＣ＃３,...,ＣＣ＃Ｎは
互いに隣接している。
【００３９】
図３を参照すると、バンド内非隣接搬送波集約は、不連続的なＣＣ間に行われる。例えば
、集約されるＣＣであるＣＣ＃１、ＣＣ＃２は、互いに特定周波数ほど離隔されて存在す
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る。
【００４０】
図４を参照すると、バンド間搬送波集約は、複数のＣＣが存在する時、そのうち一つ以上
のＣＣが、異なる周波数帯域上で集約される形態である。例えば、集約されるＣＣである
、ＣＣ＃１はバンド(ｂａｎｄ)＃１に存在し、ＣＣ＃２はバンド＃２に存在する。
【００４１】
ダウンリンクとアップリンクとの間に集約される搬送波の数は違って設定されることがで
きる。ダウンリンクＣＣ数とアップリンクＣＣ数が同じ場合を対称的(ｓｙｍｍｅｔｒｉ
ｃ)集約といい、その数が異なる場合を非対称的(ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ)集約という。
【００４２】
また、ＣＣの大きさ(即ち、帯域幅)は、異なってもよい。例えば、７０ＭＨｚ帯域の構成
のために５個のＣＣが使われると仮定すると、５ＭＨｚ ＣＣ(ｃａｒｒｉｅｒ ＃０)＋２
０ＭＨｚ ＣＣ(ｃａｒｒｉｅｒ ＃１)＋２０ＭＨｚ ＣＣ(ｃａｒｒｉｅｒ ＃２)＋２０Ｍ
Ｈｚ ＣＣ(ｃａｒｒｉｅｒ ＃３)＋５ＭＨｚ ＣＣ(ｃａｒｒｉｅｒ ＃４)のように構成さ
れることもできる。
【００４３】
以下、多重コンポーネントキャリア(ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒｉ
ｅｒ)システムとは、搬送波集約をサポートするシステムを意味する。多重コンポーネン
トキャリアシステムにおいて、隣接搬送波集約及び/又は非隣接搬送波集約が使われるこ
とができ、また、対称的集約と非対称的集約のいずれも使われることができる。
【００４４】
図５は、本発明の態様に係る多重コンポーネントキャリアをサポートするためのプロトコ
ル構造の一例を示す。
【００４５】
図５を参照すると、共用ＭＡＣ(Ｍｅｄｉｕｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ)構成５１０
は、複数のＣＣを用いる物理(ｐｈｙｓｉｃａｌ（ＰＨＹ）)階層５２０を管理する。特定
ＣＣに送信されるＭＡＣ管理メッセージは、他のＣＣに適用されることができる。即ち、
前記ＭＡＣ管理メッセージは、前記特定ＣＣを含んで他のＣＣを制御することができるメ
ッセージである。物理階層５２０は、ＴＤＤ(Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘ)
スキーム及び/又はＦＤＤ(Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘ)スキー
ムで動作することができる。
【００４６】
物理階層５２０で使われる複数の物理制御チャネルがある。物理制御情報を送信する物理
ダウンリンク制御チャネル(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａ
ｎｎｅｌ；ＰＤＣＣＨ)は、端末にＰＣＨ(ｐａｇｉｎｇ ｃｈａｎｎｅｌ)とＤＬ－ＳＣＨ
(ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｓｈａｒｅｄ ｃｈａｎｎｅｌ)のリソース割当及びＤＬ－ＳＣＨと関
連付けられているＨＡＲＱ(ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅ
ｓｔ)情報を知らせる。ＰＤＣＣＨは、端末にアップリンク送信のリソース割当を知らせ
るアップリンクグラント(ｕｐｌｉｎｋ ｇｒａｎｔ)を伝送することができる。
【００４７】
ＰＣＦＩＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｃｏｎｔｒｏｌ ｆｏｒｍａｔ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ ｃ
ｈａｎｎｅｌ)は、端末にＰＤＣＣＨに使われるＯＦＤＭシンボルの数を知らせ、サブフ
レーム毎に送信される。ＰＨＩＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｈｙｂｒｉｄ ＡＲＱ Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ Ｃｈａｎｎｅｌ)は、アップリンク送信の応答としてＨＡＲＱ ＡＣＫ/ＮＡＣＫ
信号を伝送する。ＰＵＣＣＨ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎ
ｎｅｌ)は、ダウンリンク送信に対するＨＡＲＱ ＡＣＫ/ＮＡＣＫ、スケジューリング要
求及びＣＱＩのようなアップリンク制御情報を伝送する。ＰＵＳＣＨ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ 
ｕｐｌｉｎｋ ｓｈａｒｅｄ ｃｈａｎｎｅｌ)は、ＵＬ－ＳＣＨ(ｕｐｌｉｎｋ ｓｈａｒ
ｅｄ ｃｈａｎｎｅｌ)を伝送する。
【００４８】
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図６は、本発明の態様に係る多重コンポーネントキャリア動作のためのフレーム構造の一
例を示す。
【００４９】
図６を参照すると、無線フレーム(ｒａｄｉｏ ｆｒａｍｅ)は、１０個のサブフレームで
構成される。サブフレームは、複数のＯＦＤＭシンボルを含む。各ＣＣは、制御チャネル
(例えば、ＰＤＣＣＨ)を伝送(ｃａｒｒｙ)することができる。ＣＣは、互いに隣接しても
よく、隣接しなくてもよい。端末は、自分の性能によって一つ又はそれ以上のＣＣをサポ
ートすることができる。
【００５０】
図７は、本発明の態様に係る多重コンポーネントキャリアシステムにおいて、ダウンリン
クコンポーネントキャリアとアップリンクコンポーネントキャリアとの間の接続設定(ｌ
ｉｎｋａｇｅ)を示す。
【００５１】
図７を参照すると、ダウンリンクで、ダウンリンクコンポーネントキャリア(以下、ＤＬ 
ＣＣという)Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３が集約されて(ａｇｇｒｅｇａｔｅｄ)おり、アップリンク
で、アップリンクコンポーネントキャリア(以下、ＵＬ ＣＣという)Ｕ１、Ｕ２、Ｕ３が
集約されている。ここで、ＤｉはＤＬ ＣＣのインデックスであり、ＵｉはＵＬ ＣＣのイ
ンデックスである(ｉ＝１,２,３)。
【００５２】
ＦＤＤシステムにおいて、ＤＬ ＣＣとＵＬ ＣＣは１：１に接続設定され、Ｄ１はＵ１と
、Ｄ２はＵ２と、Ｄ３はＵ３と各々１：１に接続設定される。端末は、論理チャネルＢＣ
ＣＨ上で(ｏｎ)送信されるシステム情報又はＤＣＣＨ上で送信される端末専用ＲＲＣメッ
セージを介して、前記ＤＬ ＣＣとＵＬ ＣＣとの間の接続設定をする。各接続設定は、セ
ルを特定して(ｃｅｌｌ ｓｐｅｃｉｆｉｃ)設定することもでき、端末を特定して(ＵＥ 
ｓｐｅｃｉｆｉｃ)設定することもできる。
【００５３】
ＤＬ ＣＣに接続設定されるＵＬ ＣＣの例は、以下の通りである。
【００５４】
１)基地局がＤＬ ＣＣを介して送信したデータに対して、端末がＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報を
送信するＵＬ ＣＣである。
【００５５】
２)端末がＵＬ ＣＣを介して送信されたデータに対して、基地局がＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報
を送信するＤＬ ＣＣである。
【００５６】
３)ランダムアクセス手順を始める端末がＵＬ ＣＣを介して送信したランダムアクセスプ
リアンブル(Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｐｒｅａｍｂｌｅ；ＲＡＰ)を、基地局が受信し
た場合、これに対する応答を送信するＤＬ ＣＣである。
【００５７】
４)基地局がＤＬ ＣＣを介してアップリンク制御情報を送信する場合、前記アップリンク
制御情報が適用されるＵＬ ＣＣなどである。
【００５８】
図７は、ＤＬ ＣＣとＵＬ ＣＣとの間の１：１接続設定のみを例示したが、１：ｎ又はｎ
：１の接続設定も成立可能である。また、ＣＣのインデックスは、このＣＣの順序又はこ
のＣＣの周波数帯域の位置に一致するものではない。
【００５９】
図８は、サービングセル(Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｃｅｌｌ)と隣接セル(Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ Ｃ
ｅｌｌ)の概念を説明する説明図である。
【００６０】
図８を参照すると、システム周波数帯域は、複数の搬送波周波数(Ｃａｒｒｉｅｒ－ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ)に区分される。ここで、搬送波周波数は、セルの中心周波数(Ｃｅｎｔｅ
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ｒ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｏｆ ａ ｃｅｌｌ)を意味する。セル(ｃｅｌｌ)は、ダウンリン
ク周波数リソースとアップリンク周波数リソースを意味したり、又はダウンリンク周波数
リソースと選択的な(ｏｐｔｉｏｎａｌ)アップリンク周波数リソースの組合せ(ｃｏｍｂ
ｉｎａｔｉｏｎ)を意味したりする。また、一般的にＣＡを考慮しない場合、一つのセル(
ｃｅｌｌ)は、アップリンク及びダウンリンク周波数リソースが常に対(ｐａｉｒ)で存在
する。
【００６１】
ここで、サービングセル８０５は、現在端末がサービスの提供を受けているセルを意味す
る。隣接セルは、サービングセル８０５と地理的に又は周波数帯域上で隣接したセルを意
味する。サービングセル８０５を基準に同じ搬送波周波数を使用する隣接セルを周波数内
隣接セル(Ｉｎｔｒａ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ Ｃｅｌｌ)８００、８１
０という。また、サービングセル８０５を基準に相違する搬送波周波数を使用する隣接セ
ルを周波数間隣接セル(Ｉｎｔｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ Ｃｅｌｌ)
８１５、８２０、８２５という。即ち、サービングセルと同じ周波数を使用するセルだけ
でなく、異なる周波数を使用するセルであり、且つサービングセルと隣接したセルは、隣
接セルということができる。
【００６２】
端末がサービングセルで周波数内隣接セル８００、８１０にハンドオーバすることを周波
数内ハンドオーバ(Ｉｎｔｒａ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｈａｎｄｏｖｅｒ)という。一方、
端末がサービングセルで周波数間隣接セル８１５、８２０、８２５にハンドオーバするこ
とを周波数間ハンドオーバ(Ｉｎｔｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｈａｎｄｏｖｅｒ)という
。
【００６３】
特定セルを介してパケットデータの送受信が行われるためには、まず、端末は、特定セル
又はＣＣの設定(ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ)を完了しなければならない。ここで、設定
(ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ)とは、特定セル又はＣＣに対するデータ送受信に必要なシ
ステム情報受信を完了した状態を意味する。一例として、設定は、データ送受信に必要な
共通物理階層パラメータ、又はＭＡＣ階層パラメータ、又はＲＲＣ階層で特定動作に必要
なパラメータを受信する全般の過程を含むことができる。したがって、設定されたセル又
はＣＣは、パケットデータが送信されることができるというシグナリング情報のみ受信す
ると、直ちにパケットの送受信が可能な状態となる。
【００６４】
一方、設定された状態のセルは、活性化(Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ)又は非活性化(Ｄｅａｃ
ｔｉｖａｔｉｏｎ)状態に存在することができる。設定されたセルの状態を活性化及び非
活性化状態に区分するのは、活性化状態である時にのみ端末が制御チャネル(ＰＤＣＣＨ)
及びデータチャネル(ＰＤＳＣＨ)をモニターリング又は受信するようにすることによって
端末のバッテリー(Ｂａｔｔｅｒｙ)消費を最小化するためである。ここで、設定された直
後のセルの初期状態は非活性化である。
【００６５】
活性化は、セルがトラフィックデータの送信又は受信が行われていること、又は準備状態
(ｒｅａｄｙ ｓｔａｔｅ)にあることを意味する。端末は、自分に割り当てられたリソー
ス(周波数、時間など)を確認するために活性化されたセルの制御チャネル(ＰＤＣＣＨ)及
びデータチャネル(ＰＤＳＣＨ)をモニターリング又は受信することができる。
【００６６】
非活性化は、セルがトラフィックデータの送信又は受信が不可能であり、測定や最小情報
の送信/受信が可能であることを意味する。端末は、非活性化されたセルからパケット受
信のために必要なシステム情報(ＳＩ)を受信することができる。一方、端末は、自分に割
り当てられたリソースを確認するために非活性化されたセルの制御チャネル(ＰＤＣＣＨ)
及びデータチャネル(ＰＤＳＣＨ)をモニターリング又は受信しない。
【００６７】
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図９は、本発明の態様に係る主サービングセル(Ｐｒｉｍａｒｙ Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｃｅｌ
ｌ)と副サービングセル(Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｃｅｌｌ)の概念を説明す
る説明図である。
【００６８】
図９を参照すると、主サービングセル９０５は、ＲＲＣ確立(ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎ
ｔ)又は再確立(ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ)状態で、セキュリティ入力(ｓｅｃｕ
ｒｉｔｙ ｉｎｐｕｔ)とＮＡＳ移動情報(ｍｏｂｉｌｉｔｙ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)を
提供する一つのサービングセルを意味する。端末の性能(ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ)によ
って、少なくとも一つのセルが主サービングセル９０５と共にサービングセルの集合を形
成するように構成されることができ、前記少なくとも一つのセルを副サービングセル９２
０という。
【００６９】
したがって、一つの端末に対して設定されたサービングセルの集合は、一つの主サービン
グセル９０５のみで構成されたり、又は一つの主サービングセル９０５と少なくとも一つ
の副サービングセル９２０で構成されたりすることができる。
【００７０】
主サービングセル９０５の周波数内隣接セル９００、９１０及び/又は副サービングセル
９２０の周波数内隣接セル９１５、９２５は、各々、同じ搬送波周波数に属する。そして
、主サービングセル９０５と副サービングセル９２０の周波数間隣接セル９３０、９３５
、９４０は、相違する搬送波周波数に属する。
【００７１】
主サービングセル９０５に対応するＤＬ ＣＣをダウンリンク主コンポーネント搬送波(Ｄ
Ｌ ＰＣＣ)といい、主サービングセル９０５に対応するＵＬ ＣＣをアップリンク主コン
ポーネント搬送波(ＵＬ ＰＣＣ)という。また、ダウンリンクでは、副サービングセル９
２０に対応するＣＣをダウンリンク副コンポーネントキャリア(ＤＬ ＳＣＣ)といい、ア
ップリンクでは、副サービングセル９２０に対応するＣＣをアップリンク副コンポーネン
トキャリア(ＵＬ ＳＣＣ)という。
【００７２】
ＰＣＣは、端末が複数のＣＣのうち、初期に端末と接続(Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ又はＲＲ
Ｃ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ)をなすようになるＣＣである。ＰＣＣは、複数のＣＣに対する
シグナリングのための接続(Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ又はＲＲＣ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ)を
担当し、端末と関連付けられている接続情報である端末文脈情報(ＵＥ Ｃｏｎｔｅｘｔ)
を管理する特別なＣＣである。また、ＰＣＣは、端末と接続をなすようになって、ＲＲＣ
接続状態(ＲＲＣ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｍｏｄｅ)の場合には常に活性化状態に存在する。
【００７３】
ＳＣＣは、ＰＣＣ以外に端末に割り当てられたＣＣであり、ＳＣＣは、端末がＰＣＣ以外
に追加的なリソース割当等のために拡張された搬送波(Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｃａｒｒｉｅｒ
)であり、活性化又は非活性化状態に分けられることができる。ＳＣＣの初期状態は、非
活性化である。
【００７４】
主サービングセル９０５と副サービングセル９２０は、以下のような特徴を有する。
【００７５】
第一に、主サービングセル９０５は、ＰＵＣＣＨの送信のために使われる。
【００７６】
第二に、主サービングセル９０５は、常に活性化されている一方、副サービングセル９２
０は、特定条件によって活性化/非活性化される搬送波である。
【００７７】
第三に、主サービングセル９０５が無線リンク失敗(Ｒａｄｉｏ Ｌｉｎｋ Ｆａｉｌｕｒ
ｅ；以下、ＲＬＦという)を経験する場合、ＲＲＣ再確立がトリガリング(ｔｒｉｇｇｅｒ
ｉｎｇ)されるが、副サービングセル９２０がＲＬＦを経験する場合、ＲＲＣ再確立がト
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【００７８】
第四に、主サービングセル９０５は、セキュリティキー(ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｋｅｙ)変更
やＲＡＣＨ(Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ ＣＨａｎｎｅｌ)手順と伴うハンドオーバ手順に
よって変更されることができる。
【００７９】
したがって、副サービングセル９２０の再設定(ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ)、追加
(ａｄｄｉｎｇ)、及び除去(ｒｅｍｏｖａｌ)のような手順は、ＲＲＣ階層により実行され
ることができる。新規副サービングセル９２０の追加において、専用(ｄｅｄｉｃａｔｅ
ｄ)副サービングセルのシステム情報の送信時、ＲＲＣシグナリングが使われることがで
きる。
【００８０】
搬送波集約を考慮したハンドオーバでは主サービングセル９０５と副サービングセル９２
０が同時に考慮されなければならない。例えば、主サービングセル９０２が同じ基地局で
副サービングセル９２０に変更されると、基地局(ｉｎｔｒａ ＢＳ又はｉｎｔｒａｅ Ｎ
Ｂ)内のハンドオーバであり、主サービングセル９０５が異なる基地局で特定セル９２０
に変更されると、基地局(ｉｎｔｅｒ ＢＳ又はｉｎｔｅｒｅ ＮＢ)間ハンドオーバである
。
【００８１】
図１０は、本発明の一実施形態に係るハンドオーバの実行方法を示す流れ図である。
【００８２】
図１０を参照すると、基地局は、端末に測定報告設定情報(Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ Ｒｅ
ｐｏｒｔ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｉｎｆｏ)を送信する(Ｓ１０００)。前記測定報
告設定情報は、ＲＲＣ接続再構成メッセージ(ＲＲＣ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ Ｒｅｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｍｅｓｓａｇｅ)のような端末に専用の(ｄｅｄｉｃａｔｅｄ)シグ
ナリングにより提供されることができる。前記測定報告設定情報は、測定報告の基準(ｃ
ｒｉｔｅｒｉｏｎ)と形式(ｆｏｒｍａｔ)のような実行条件(ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｃｏｎ
ｄｉｔｉｏｎｓ)を端末に設定する制御情報である。例えば、実行条件は、測定報告を実
行する周期(ｐｅｒｉｏｄ)又は特定イベント(ｅｖｅｎｔ)によるトリガリング(ｔｒｉｇ
ｇｅｒｉｎｇ)条件を含むことができる。
【００８３】
ここで、測定報告に使われる測定単位(ｕｎｉｔ ｏｆ ｍｅａｓｕｒｅ)は、端末が測定報
告のトリガリング条件を判断するときに使われる量的情報(ｑｕａｎｔｉｔｉｅｓ)、例え
ば、基準信号受信パワー(Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌ Ｒｅｃｅｉｖｅｄ Ｐｏｗｅ
ｒ；ＲＳＲＰ)又は基準信号受信品質(Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌ Ｒｅｃｅｉｖｅ
ｄ Ｑｕａｌｉｔｙ；ＲＳＲＱ)を含む。ＲＳＲＰとＲＳＲＱの定義は、次の通りである。
ＲＳＲＰは、受信された全ての信号対比所望の信号の受信強度を比較して信号品質を測定
する値であり、ＲＳＲＱは、受信された全ての信号対比所望の信号の受信強度を比較して
信号品質を測定する値であると定義されることができる。ＲＳＲＰは、リソース要素の電
力寄与(ｐｏｗｅｒ ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ)に対する線形平均(ｌｉｎｅａｒ ａｖｅ
ｒａｇｅ)として求める。ここで、リソース要素は、考慮される測定周波数帯域幅内のセ
ル特定基準信号を運搬する。ＲＳＲＰの基準点(ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｐｏｉｎｔ)は、端
末のアンテナコネクター(ａｎｔｅｎｎａ ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ)である。一方、ＲＳＲＱ
は、数式１のようにＲＳＲＰと受信信号強度インジケータ(Ｒｅｃｅｉｖｅｄ Ｓｉｇｎａ
ｌ Ｓｔｒｅｎｇｔｈ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ：ＲＳＳＩ)との間の割合として定義される。
【００８４】
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【数１】

【００８５】
数式１において、Ｎは、無線接続ネットワークの搬送波ＲＳＳＩ測定帯域幅のリソース要
素の個数である。数式１で、分子と分母に対する測定は、同じリソースブロックの集合に
対して実行される。ＲＳＳＩは、全体受信電力の線形平均値を含む。全体受信電力は、測
定帯域幅内の基準シンボルを含むＯＦＤＭシンボル内にで観測され、Ｎ個のリソースブロ
ックにわたって得られる値である。前記基準シンボルは、ＣＲＳ(ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａｌ)が存在するＯＦＤＭシンボルであり、又はサ
ブフレーム内の全てのＯＦＤＭシンボルである。
【００８６】
端末は、前記測定報告設定情報に基づいて測定を実行する(Ｓ１００５)。端末が主サービ
ングセルで送信される信号を測定した結果により測定報告(ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｒｅ
ｐｏｒｔ)がトリガリング(ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ)されると、端末は、測定結果(ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ ｒｅｓｕｌｔ)をソース基地局に報告する(Ｓ１０１０)。測定結果は、前
記測定報告設定情報により決定されたセルのＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、電力レベル(ｐｏｗｅ
ｒ ｌｅｖｅｌ)等のような測定可能な事項の測定値を意味する。トリガリングは、システ
ムで設定した条件によって実行されることができる。例えば、測定報告のトリガリング条
件は、一定の閾値(ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ)以下のチャネル状態、又は一定の閾値以上のチャ
ネル状態である。
【００８７】
ソース基地局は、前記報告された測定結果に基づいて、サービス状態情報(Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ Ｓｔａｔｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)を構成する(Ｓ１０１５)。前記サービス状態情
報は、ソース基地局がターゲット基地局に伝達する端末に特定される(ＵＥ ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ)情報である。前記サービス状態情報は、端末がソース基地局でトラフィック送信の
ために提供を受けていた状態に対する情報であり、ハンドオーバ時にソース基地局がター
ゲット基地局に送信し、ハンドオーバ後にターゲット基地局との接続を最適化させるため
に使われる情報である。
【００８８】
前記サービス状態情報は、以下の表のような要素(ｅｌｅｍｅｎｔ)を含むことができる。
しかしながら、この態様に限られない。
【００８９】
【表１】

【００９０】
表１を参照すると、サービス状態情報は、候補セルリスト(Ｃａｎｄｉｄａｔｅ Ｃｅｌｌ
 Ｌｉｓｔ)、ソース基地局に対するＣＣ使用個数(Ｔｈｅ Ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ＣＣｓ ｆ
ｏｒ ＳｅＮＢ)、端末の性能(ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ)、及び前記候補セルリストに含まれ
るＣＣの情報及び測定報告したセルに対するＲＳＲＰ又はＲＳＲＱのうち少なくとも一つ
を含むことができる。
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【００９１】
ここで、候補セルリストは、ターゲット基地局で前記端末に対する(ＵＥ ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃａｌｌｙ)主サービングセル又は副サービングセルになることができる少なくとも一つ
の候補セルを羅列したリストである。即ち、ソース基地局は、ハンドオーバする端末の現
在サービス受信状態を考慮する場合に、端末に適合し、又は設定可能な(ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｂｌｅ)少なくとも一つの候補セルを含むリストを構成してターゲット基地局に知ら
せる。
【００９２】
したがって、ターゲット基地局は、受信された候補セルリストを参照し、前記候補セルリ
ストに含まれている少なくとも一つ以上の候補セルのうち、少なくとも一つのセルを主サ
ービングセル又は副サービングセルとして選択することができる。ただし、候補セルリス
トは、ターゲット基地局が参照するだけであり、候補セルリストに含まれているセルをサ
ービングセルとして選択するかどうかは、ターゲット基地局の選択による。候補セルは、
主サービングセル、又は副サービングセルである。
【００９３】
前記候補セルリストは、ソース基地局からターゲット基地局に送信することによって端末
に適する主サービングセル又は副サービングセルを選択するようにすることができる最小
限の情報である。ターゲット基地局は、前記候補セルリストを用いてサービングセル又は
副サービングセルを選択するときに用いることができる。
【００９４】
ここで、ソース基地局に対するＣＣ使用個数(Ｔｈｅ Ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ＣＣｓ ｆｏｒ 
ＳｅＮＢ)は、ソース基地局が端末に提供している全体ＣＣ個数を知らせる。前記ＣＣ使
用個数は、端末が複数のＣＣを介してサービスの提供を受けているかに対する情報である
。前記ＣＣ使用個数情報を介してターゲット基地局が大略的にサポートしなければならな
いＣＣに対する程度を予想することができる。例えば、ソース基地局とターゲット基地局
が類似の程度の周波数帯域などを介してサービスしている状況の場合、端末は、ソース基
地局で提供を受ける程度のＣＣを介して引き続きサービスの提供を受けるようになる可能
性が高いと予想することができ、これを介してターゲット基地局でのＣＣ設定を助ける情
報として使われることができる。
【００９５】
又は、ソース基地局に対するＣＣ使用個数(Ｔｈｅ Ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ＣＣｓ ｆｏｒ Ｓ
ｅＮＢ)は、ソース基地局自体が端末のために提供しているＣＣの個数である。前記の場
合、全体基地局が端末のために提供している負荷(Ｌｏａｄ)に対する情報として使われる
ことができる。ここで、端末の性能情報(ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
)は、端末が使用することができる最大ＣＣに対する情報である。全ての端末が最大５個
までのＣＣを使用することができるものではない。特定の場合において、２、３、４又は
５個のＣＣを使用することができるように端末毎にその性能(ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ)が決
められることができ、これを介して端末のために基地局が提供しなければならないＣＣの
個数などを予想することができる情報である。
【００９６】
前記サービス状態情報は、端末がソース基地局からサービスを受けている状態を示す情報
であるため、前記表１に列挙された情報以外にも端末とソース基地局との間のデータ送信
のための多様な情報をさらに含むことができる。
【００９７】
ソース基地局は、前記サービス状態情報を含むハンドオーバ要求(ｈａｎｄｏｖｅｒ ｒｅ
ｑｕｅｓｔ)メッセージをターゲット基地局に送る(Ｓ１０２０)。特に、ハンドオーバ要
求メッセージを受信したターゲット基地局は、自分の現在システム負荷状態及び無線状況
を考慮してハンドオーバを決定することができる(Ｓ１０２５)。ハンドオーバを決定した
ターゲット基地局は、ハンドオーバ受諾制御(Ａｄｍｉｓｓｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ)を実
行する。前記ハンドオーバ受諾制御は、前記受信された候補セルリストを参照してターゲ
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ット基地局によりサービングセルが選択される手順を含むことができる。
【００９８】
ターゲット基地局は、ハンドオーバＡＣＫメッセージ(ｈａｎｄｏｖｅｒ ｒｅｑｕｅｓｔ
 ＡＣＫ)をソース基地局に送信する(Ｓ１０３０)。ここで、ハンドオーバＡＣＫ諾メッセ
ージは、ターゲット基地局により選択された前記サービングセルのリストを含むことがで
きる。
【００９９】
もし、ターゲット基地局側で利用可能なリソースがなくてハンドオーバリソース割当(ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ)が成功しない場合、ターゲット基地局は、ハンド
オーバＡＣＫメッセージの代わりにハンドオーバ準備失敗(Ｈａｎｄｏｖｅｒ Ｐｒｅｐａ
ｒａｔｉｏｎ Ｆａｉｌｕｒｅ)メッセージをソース基地局に送信することができる。
【０１００】
ハンドオーバＡＣＫメッセージを受信すると、ソース基地局は、端末にハンドオーバ指示
メッセージ(Ｈａｎｄｏｖｅｒ Ｃｏｍｍａｎｄ Ｍｅｓｓａｇｅ)を送ることによってハン
ドオーバの開始を知らせる(Ｓ１０３５)。
【０１０１】
簡略に定義すると、端末がハンドオーバを実行するにあたって、ソース基地局が前記端末
に適するセルのリストを含むサービス状態情報をターゲット基地局に知らせると、ターゲ
ット基地局は、これに基づいてセル又はＣＣを選択することによって前記端末に対するサ
ービス品質が維持又は改善されることができる。
【０１０２】
この時、前記候補セルリストは、端末のサービス状態が考慮されるように構成されるのが
好ましい。そのためには、端末のサービス状態に影響を及ぼす要素を考慮して候補セルリ
ストを構成しなければならない。端末のサービス状態に影響を及ぼす要素にはソース基地
局又は端末に割り当てられるバンドの個数、搬送波集約のサポート可否、周波数特性など
がある。このような要素を考慮する場合、多様な候補セルリストの形態が導出されること
ができ、以下、候補セルリストの構成方法に対して詳細に説明する。多重コンポーネント
キャリアシステムの側面で、候補セルは、候補ＣＣに対応されることができるため、候補
セルリストは、候補ＣＣリストということもできる。ただし、説明の便宜のために、候補
セルと統一して使用するようにし、これによる名称も候補セルリストという。
【０１０３】
以下、図１１は、本発明の一実施形態に係る候補セルリストの構成方法を説明する説明図
である。
【０１０４】
図１１を参照すると、ソース基地局により決められた端末の割当周波数リソースに対して
、端末は、セルＡ１１００、セルＢ１１０５、セルＣ１１１０の測定(ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ)を実行する。セルＡ１１００、セルＢ１１０５、セルＣ１１１０搬送波周波数(Ｃ
ａｒｒｉｅｒ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)は、各々、ｆ１ＭＨｚ、ｆ２ＭＨｚ、ｆ３ＭＨｚであ
る。搬送波周波数は、セルの中心周波数(Ｃｅｎｔｅｒ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)と呼ばれる
こともできる。又はＣＣの中心周波数である。
【０１０５】
端末が測定を実行すると、各セルに対するＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、電力レベル(ｐｏｗｅｒ 
ｌｅｖｅｌ)等のような測定値が得られる。端末は、測定報告がトリガリングされると、
前記測定値をソース基地局に送信し、これを受信したソース基地局は、前記測定値の大き
さが上位Ｎ番までであるセルを候補セルに決定することができる。これをベスト(ｂｅｓ
ｔ)Ｎ報告方式という。
【０１０６】
例えば、セルＡ１１００の測定値が１０、セルＢ１１０５の測定値が８、セルＣ１１１０
の測定値が１５と仮定する。ベストＮ報告方式によってＮ＝２とすると、ソース基地局は
、測定値の大きさが最大であるセルＣ１１１０及びその次の大きさを有するセルＡ１１０
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０を候補セルに決定し、これに基づいて以下の表２のような候補セルリスト(Ｃａｎｄｉ
ｄａｔｅ Ｃｅｌｌ Ｌｉｓｔ)を構成する。
【０１０７】
【表２】

【０１０８】
表２を参照すると、候補セルリストは、候補セルインデックス及び搬送波周波数情報を含
む。候補セルインデックスは、セルＣ１１１０とセルＡ１１００を含んで、これらの搬送
波周波数情報は、各々、ｆ３(例えば、８２０ＭＨｚ)、ｆ１(例えば、８００ＭＨｚ)であ
る。前記候補セルインデックスは、各候補セルを指示するインデックスであり、セルＣ１
１１０は、２(０１０)、セルＡ１１００は０(０００)である。候補セルリスト内で候補セ
ルインデックスが配置される順序は制限がない。例えば、前記Ｎ個のセルのうち測定値が
もっとも大きいセルから小さいセル順(即ち、優先順位によって)に整列されてもよく、測
定値と関係なしに任意に整列されてもよく、単純にインデックスの順序によってＮ個のセ
ルが整列されてもよい。もし、前記Ｎ＝１と仮定すると、候補セルリストは、表３のよう
に構成される。
【０１０９】

【表３】

【０１１０】
もし、Ｎ＝２であり、ソース基地局とターゲット基地局が各セルの搬送波周波数情報を互
いに既に知っている場合、搬送波周波数情報を送る必要がないため、候補セルリストは、
表４のように候補セルインデックスのみを含むことができる。
【０１１１】
【表４】

【０１１２】
しかしながら、もし、ターゲット基地局が搬送波周波数のみを必要とする場合、ソース基
地局は、表５のように候補セルインデックスを除いたベストＮの搬送波周波数のみを含む
候補セルリストを構成することができる。
【０１１３】

【表５】
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図１２は、本発明の一実施形態に係る候補セルリストの構成方法を説明する説明図である
。
【０１１５】
図１２を参照すると、候補セルリストは、端末が測定することができる全ての周波数リソ
ースに対するセルを含むことができる。ただし、候補セルリストは、トップダウン(Ｔｏ
ｐ－Ｄｏｗｎ)方式によって測定値が大きいセルから小さいセルの順序に整列されるよう
に構成されたり、その反対にボトムアップ(Ｂｏｔｔｏｍ－Ｕｐ)方式によって測定値が小
さいセルから大きいセルの順序に整列されるように構成されたりすることができる。
【０１１６】
端末は、セルＡ１２００、セルＢ１２０５、セルＣ１２１０、セルＤ１２１５、セルＥ１
２２０の測定を実行する。これらの搬送波周波数は、各々、ｆ１、ｆ２、ｆ３、ｆ４、ｆ

５である。例えば、セルＡ１２００、セルＢ１２０５、セルＣ１２１０、セルＤ１２１５
、セルＥ１２２０の測定値は表６の通りであると仮定する。ここで、測定値は、ＲＳＲＰ
又はＲＳＲＱのような量的情報(ｑｕａｎｔｉｔｉｅｓ)であり、ｄＢ値である。
【０１１７】
【表６】

【０１１８】
表６を参照すると、トップダウン方式によって候補セルを整列すると、セルＤ１２１５＞
セルＡ１２００＞セルＥ１２２０＞セルＢ１２０５＞セルＣ１２１０である。したがって
、トップダウン方式による候補セルリストは、表７の通りである。
【０１１９】

【表７】

【０１２０】
反対に、ボトムアップ方式によって候補セルを整列すると、セルＣ１２１０＞セルＢ１２
０５＞セルＥ１２２０＞セルＡ１２００＞セルＤ１２１５である。したがって、ボトムア
ップ方式による候補セルリストは、表８の通りである。
【０１２１】
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【０１２２】
ソース基地局は、候補セルリストがトップダウン方式又はボトムアップ方式により構成さ
れたかどうかをターゲット基地局に知らせる必要がある。そのために、ソース基地局は、
候補セルリスト構成方式に対する１ビット情報(フラッグ情報)をターゲット基地局に送信
することもできる。例えば、前記構成方式に対する情報が１を示すと、候補セルリストが
トップダウン方式により構成されることを示し、反対に、前記構成方式に対する情報が０
を示すと、候補セルリストがボトムアップ方式により構成されることを示すことができる
。
【０１２３】
もし、ソース基地局とターゲット基地局との間に候補セルリストがどんな方式により構成
されるかを既に知っている場合、前記構成方式に対する情報は用いなくてもよい。
【０１２４】
ソース基地局は、各セルの実際測定値を含まず、各測定値によって配置される候補セルの
順序のみをターゲット基地局に知らせることによって、ターゲット基地局は、上位Ｎ個の
セル又は下位Ｍ個のセルを選択することができる。
【０１２５】
図１３は、本発明の一実施形態に係る候補セルリストの構成方法を説明する説明図である
。
【０１２６】
図１３を参照すると、端末は、オペレータ(ｏｐｅｒａｔｏｒ)別又は通信システム毎に割
り当てられる周波数帯域である動作バンド(Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｂａｎｄ)Ｆ１１３００
又はＦ２１３５０上で通信を実行する。各動作バンドは、最低周波数点(ＦＬｏｗ)と最高
周波数点(ＦＨｉｇｈ)として定義される。即ち、動作バンドＦ１１３００は、Ｆ１_Ｌｏ

ｗとＦ１_Ｈｉｇｈとして定義され、動作バンドＦ２１３５０は、Ｆ２_ＬｏｗとＦ２_Ｈ

ｉｇｈとして定義される。そして、ＦＤＤシステムにおいて、ダウンリンクの動作バンド
とアップリンクの動作バンドは違って定義され、ＴＤＤシステムにおいては、同じに定義
される。動作バンドに対する一例は、以下の表９の通りである。
【０１２７】
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【表９】

【０１２８】
表９を参照すると、各動作バンドは、１から４０までとして表示(ｉｎｄｅｘ)されている
。例えば、Ｆ１はインデックス４に対応され、Ｆ２はインデックス９に対応されることが
できる。端末、ソース基地局、及びターゲット基地局は、測定手順を実行するにあたって
動作バンドのインデックスを用いることができる。例えば、ソース基地局は、予め端末に
特定動作バンド内で測定を実行するようにするために、前記特定動作バンドのインデック
スを測定に対する設定情報として知らせることができる。また、ソース基地局は、候補セ
ルリストを構成する搬送波周波数が特定動作バンドに該当することを示すために動作バン
ドのインデックスを使用することができる。
【０１２９】
また、図１３を参照すると、Ｆ１１３００はセルＡ１３０５とセルＢ１３１０を含んで、
Ｆ２１３５０はセルＣ１３５５、セルＤ１３６０、及びセルＥ１３６５を含む。これらの
搬送波周波数は、各々、ｆ１、ｆ２、ｆ３、ｆ４、ｆ５である。例えば、セルＡ１３０５
、セルＢ１３１０、セルＣ１３５５、セルＤ１３６０、セルＥ１３６５の測定値が表１０
の通りであると仮定する。ここで、測定値は、ＲＳＲＰ又はＲＳＲＱのような量的情報で
あり、ｄＢ値である。
【０１３０】
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【表１０】

【０１３１】
候補セルリストを各動作バンド別に区分されるように構成すると、以下の表１１の通りで
ある。
【０１３２】
【表１１】

【０１３３】
表１１を参照すると、ソース基地局は、動作バンドインデックス、各動作バンドに属する
候補セルインデックス及び搬送波周波数情報を含む候補セルリストを構成することができ
る。動作バンドＦ１において、セルＡ１３０５、セルＢ１３１０の測定値の大きさはセル
Ａ１３０５＞セルＢ１３１０であるため、セルＡ１３０５、セルＢ１３１０の順序に整列
される。次に、動作バンドＦ２において、セルＣ１３５５、セルＤ１３６０、セルＥ１３
６５の測定値の大きさはセルＤ１３６０＞セルＥ１３６５＞セルＣ１３５５であるため、
セルＤ１３６０、セルＥ１３６５、セルＣ１３５５の順序に整列される。即ち、各動作バ
ンド別にＲＳＲＰ又はＲＳＲＱに優れる候補セルの順序に候補セルリストが構成される。
【０１３４】
表１１は、各動作バンド内で候補セルがトップダウン方式に整列された候補セルリストの
例である。しかしながら、候補セルリストは、以下の表１２のように各動作バンド内で候
補セルがボトムアップ方式に整列されることもできる。
【０１３５】

【表１２】

【０１３６】
図１４は、本発明の一実施形態によって集約可能(ａｇｇｒｅｇａｔａｂｌｅ)セルリスト
の構成方法を説明する説明図である。
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【０１３７】
図１４を参照すると、端末は、セルＡ１４００、セルＢ１４０５、セルＣ１４１０、セル
Ｄ１４１５、セルＥ１４２０の測定を実行する。これらの搬送波周波数は、各々、ｆ１、
ｆ２、ｆ３、ｆ４、ｆ５である。しかしながら、与えられたセルは、集約可能であり(ａ
ｇｇｒｅｇａｔａｂｌｅ)、又は集約可能でない(ｎｏｎ－ａｇｇｒｅｇａｔａｂｌｅ)。
ここで、‘集約可能(ａｇｇｒｅｇａｔａｂｌｅ)’意味は、一例として、端末の性能(Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ)によって特定周波数、又は特定ＣＣの利用可能性(使用)が決定され
ることを含む。
【０１３８】
即ち、集約可能か否かは、端末、基地局又は動作帯域によって相対的に決定されることが
でき、必ず同一動作帯域に属するセル同士のみ集約可能であるものではなく、互いに異な
る動作帯域に属しても集約可能であり、隣接しない(ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ)周波
数のセル間にも集約可能である。
【０１３９】
一例として、第１の端末は３個のセルまで集約可能であり、第２の端末は２個のセルまで
集約可能であり、３個のセルは集約可能でない。他の例として、第１の基地局は５個のセ
ルまで集約可能であり、第２の基地局は４個のセルまでのみ集約可能であり、５個のセル
は集約可能でない。また、他の例として、第１の動作帯域では３個のセルまで集約可能で
あるに比べて、第２の動作帯域では２個のセルまで集約可能である。
【０１４０】
ソース基地局は、端末の性能を考慮してセルＡ１４００、セルＢ１４０５、セルＣ１４１
０を集約可能グループ１であると決定し、セルＤ１４１５、セルＥ１４２０を集約可能グ
ループ２であると決定する。
【０１４１】
ソース基地局は、以下の表１３のように全ての候補セルのうち、集約可能なもの同士グル
ーピング(ｇｒｏｕｐｉｎｇ)した集約可能グループインデックス、各集約可能グループに
属するセルインデックス、及び搬送波周波数を含む集約可能セルリストを構成することが
できる。
【０１４２】
【表１３】

【０１４３】
したがって、ソース基地局は、前記集約可能セルリストを含むハンドオーバ要求メッセー
ジをターゲット基地局に送ることができる。
【０１４４】
ここで、図１４による集約可能セルリストは、図１０の１０２０ステップで候補セルリス
トと共にソース基地局からターゲット基地局に送信されることができる。又は、集約可能
セルリストは、候補セルリストを含むメッセージと相違する別途のメッセージを介してソ
ース基地局からターゲット基地局に送信されることができる。
【０１４５】
図１５は、本発明の一実施形態に係るセンシブル(Ｓｅｎｓｉｂｌｅ)セルリストの構成方
法を説明する説明図である。
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【０１４６】
図１５を参照すると、端末は、セルＡ１５００、セルＢ１５０５、セルＣ１５１０、セル
Ｄ１５１５、セルＥ１５２０の測定を実行する。これらの搬送波周波数は、各々、ｆ１、
ｆ２、ｆ３、ｆ４、ｆ５である。ソース基地局は、特定の周波数特性の基準に基づいて、
周波数特性が同一又は類似のセル同士グルーピングすることができる。
【０１４７】
例えば、特定の臨界周波数(ＦＴＨ)より小さい搬送波周波数のセルは、周波数グループ１
に属し、特定の臨界周波数(ＦＴＨ)より大きい、又は同じ搬送波周波数のセルは、周波数
グループ２に属する。これによって、ソース基地局は、表１４のように周波数グループイ
ンデックス(Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｇｒｏｕｐ Ｉｎｄｅｘ)、各周波数グループに属する候
補セルインデックス、及び各候補セルの搬送波周波数情報を含む候補セルリストを構成す
ることができる。
【０１４８】
【表１４】

【０１４９】
周波数特性によって分類された候補セルリストを用いると、ターゲット基地局は、周波数
グループ情報に基づいて自分に有利な周波数を選択することができる。
【０１５０】
また、本発明によって、ソース基地局は、周波数類似感度として定義されるセルに対する
情報、即ち、センシブル(Ｓｅｎｓｉｂｌｅ)セルリストを決定してターゲット基地局に伝
達することができる。前記センシブル(Ｓｅｎｓｉｂｌｅ)セルリストは、特定の基準によ
って区別される１つのセル(又は複数のセル)に対する情報を含む。
【０１５１】
したがって、ソース基地局は、端末により測定されたＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ値を確認し、
これを決められた基準によって区別される範囲に属するセルを選択し、前記選択された少
なくとも一つのセルをグループで作ることができる。このようなグループを周波数類似感
度グループという。このとき、前記周波数類似感度グループは、各グループ別に相違する
基準を有する。
【０１５２】
例えば、選択された任意のセル(ａ)の測定値と類似の１つのセル(又は複数のセル)は、周
波数類似感度グループ１に属するようにする。そして、前記周波数類似感度グループ１を
除いた１つのセル(又は複数のセル)の中から他の任意のセル(ｂ)を選択し、前記セル(ｂ)
の測定値と類似の１つのセル(又は複数のセル)は、周波数類似感度グループ２に属するよ
うにすることができる。
【０１５３】
ここで、ソース基地局は、ターゲット基地局のサービス環境を考慮して該当端末と無線通
信が容易な、もしくは良好な品質の(ｇｏｏｄ ｑｕａｌｉｔｙ)任意のセルの中から一つ
を選択し、又は反対の場合として、該当端末と無線通信が不可能な、もしくは良好でない
品質の(ｂａｄ ｑｕａｌｉｔｙ)セルの中から一つを選択し、周波数類似感度グループを
設定することができる。又は、前記言及した基準と関係なしに、ランダムに任意の１つの
セル(又は複数のセル)を選択し、周波数類似感度グループを設定することができる。この
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とき、前記ソース基地局とターゲット基地局とは、測定(ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ)ポリシ
ーに対してそれぞれ連携されなければならない。
【０１５４】
一例として、周波数類似感度グループに属する１つのセル（又は複数のセル）を検索する
方法は、一つのセルに対する測定値と次のセルの測定値とが一定閾値を基準とした内側に
あるかを確認することと、グループに登録させることを含むことができる。
【０１５５】
ここで、測定値は、ＲＳＲＰ又はＲＳＲＱのような量的情報であり、ｄＢ値である。
【０１５６】
【表１５】

【０１５７】
センシブル(Ｓｅｎｓｉｂｌｅ)セルリストを各周波数類似感度グループに区分されるよう
に構成すると、以下の表１６の通りである。
【０１５８】

【表１６】

【０１５９】
図１６は、本発明の一実施形態によるハンドオーバ実行方法により端末のＣＣが再設定さ
れる過程を示す説明図である。
【０１６０】
図１６を参照すると、ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ１で、現在ソース基地局（ＳｅＮＢ）１６２１
が５個のＣＣ、即ち、ＣＣ１、ＣＣ２、ＣＣ３、ＣＣ４、ＣＣ５を提供する。端末１６１
０は、ＣＣ１、ＣＣ２、ＣＣ３を介してサービスを受けている状態である。この時、ＰＣ
ＣはＣＣ３であり、ＳＣＣはＣＣ１、ＣＣ２である。ハンドオーバの準備のとき、端末１
６１０は、前記５個のＣＣに対する測定を実行し、測定報告を介してその測定結果をソー
ス基地局１６２１に送信する。
【０１６１】
ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ２で、ソース基地局１６２１は、端末１６１０から受信した測定結果
を用い、各ＣＣに対する候補セルリストを含むサービス状態情報をターゲット基地局（Ｔ
ｅＮＢ）１６２２に送信する。前記候補セルリストは、前記図１１乃至図１５による方法
によって構成されることができ、トップダウン方式によると、ＣＣ３、ＣＣ４、ＣＣ５、
ＣＣ２、ＣＣ１の順序に構成されると仮定する。
【０１６２】
また、ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ２で、ソース基地局１６２１は、端末の性能を考慮して構成さ
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れる集約可能(ａｇｇｒｅｇａｔａｂｌｅ)セルリストを含むサービス状態情報をターゲッ
ト基地局１６２２に送信することができる。
【０１６３】
また、ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ２で、ソース基地局１６２１は、周波数類似感度に基づいて定
義されるセルに対する情報を含むセンシブルセルリストを含むサービス状態情報をターゲ
ット基地局１６２２に送信することができる。
【０１６４】
本発明の態様によるソース基地局１６２１は、前記候補セルリスト、前記集約可能セルリ
スト、前記センシブル(Ｓｅｎｓｉｂｌｅ)セルリストのうち少なくとも一つを含むサービ
ス状態情報をターゲット基地局１６２２に送信することができる。
【０１６５】
このとき、ソース基地局１６２１は、前記センシブル(Ｓｅｎｓｉｂｌｅ)セルリストに含
まれるセルのうち上位Ｌ個のセル又は下位Ｌ個のセルを候補セルに含む候補セルリストを
構成してターゲット基地局１６２２に送信することができる。また、ソース基地局１６２
１は、前記集約可能(ａｇｇｒｅｇａｔａｂｌｅ)セルリストに含まれるセルのうち上位Ｌ
′個のセル又は下位Ｌ′個のセルを候補セルに含む候補セルリストを構成してターゲット
基地局１６２２に送信することができる。
【０１６６】
したがって、ターゲット基地局１６２２は、受信された候補セルリスト、集約可能セルリ
スト、又はセンシブルセルリストのうち、少なくとも一つに基づき、自分のサービスサポ
ート可否及び負荷程度を考慮し、端末１６１０のサービスをサポートするための少なくと
も一つ以上の最終セルを決定する。前記最終セルは、リスト形態に送信されることができ
る。
【０１６７】
このとき、前記最終セルリストは、最終セルを指示するインデックス情報又は決められた
順序(配列)によって送信されることができる。
【０１６８】
即ち、ターゲット基地局１６２２は、端末のサービスの品質を維持するための、決められ
た上位Ｎ個又は下位Ｍ個のセル、図１６の一例に係るＣＣ３、ＣＣ４、ＣＣ５を端末１６
１０に割り当てるＣＣとして最終決定することができる。
【０１６９】
したがって、ターゲット基地局１６２２は、端末１６１０に割り当てるＣＣ３、ＣＣ４、
ＣＣ５を設定(ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ)し、これらＣＣを含む最終セルリストをソー
ス基地局１６２１にフィードバックする。
【０１７０】
ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ３で、端末１６１０は、ターゲット基地局１６２２により決定された
リストによって、ＣＣ３、ＣＣ４、ＣＣ５を再設定することができる。前記状態で、端末
１６１０は、ターゲット基地局１６２２から活性化指示(Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ ｉｎｄｉ
ｃａｔｉｏｎ)を受信すると、端末１６１０は、最終的にＣＣ３、ＣＣ４、ＣＣ５からパ
ケットを受信することができる活性化状態に変更される。
【０１７１】
前記のように、端末１６１０がターゲット基地局１６２２で使用するようになる複数のＣ
Ｃに対する情報を予め知ることができるため、ハンドオーバ過程及びハンドオーバ直後で
も、ソース基地局１６２１で受ける水準のサービスの提供を受けることができる。
【０１７２】
図１７は、本発明の一実施形態による端末のハンドオーバ実行方法を説明するフローチャ
ートである。
【０１７３】
図１７を参照すると、端末は、測定(Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ)を実行する(Ｓ１７００)。
端末は、全搬送波周波数(ｃａｒｒｉｅｒ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)、全ＣＣ又は全セル別に
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測定を実行することができる。又は、決められた一部の搬送波周波数に測定を実行するこ
とができる。
【０１７４】
端末は、測定結果を収集した測定報告をソース基地局に送信する(Ｓ１７０５)。この時、
測定報告は、サービス状態情報を含む。サービス状態情報は、前記表１のような情報を含
む。特に、サービス状態情報は、前記図１１乃至図１５に記載された方法による候補セル
リストだけでなく、その他、多様な実施例により構成されることができる集約可能セルリ
スト及びセンシブル(Ｓｅｎｓｉｂｌｅ)セルリストをさらに含むことができる。
【０１７５】
端末は、ハンドオーバ指示メッセージをソース基地局から受信する(Ｓ１７１０)。前記ハ
ンドオーバ指示メッセージは、ターゲット基地局により決定された最終セルリストを含む
ことができる。
【０１７６】
端末は、最終セルリストにより決定されたセルに対してＲＲＣ設定又は再設定を実行する
(Ｓ１７１５)。前記最終セルリストは、主サービングセルと副サービングセルに対する情
報を提供するため、端末は、ターゲット基地局で使われる主サービングセルと副サービン
グセルに対して予めＲＲＣ設定又は再設定することができる。設定又は再設定されたセル
又はＣＣは、非活性化状態又は活性化状態である。
【０１７７】
端末は、前記ＲＲＣ設定又は再設定されたセル又はＣＣ上にハンドオーバを実行する(Ｓ
１７２０)。まず、端末は、主サービングセルにハンドオーバを試みることができ、前記
主サービングセルへのハンドオーバが成功しなかった場合には副サービングセルにハンド
オーバを追加的に試みることもできる。
【０１７８】
図１８は、本発明の一実施形態によるソース基地局のハンドオーバ実行方法を説明するフ
ローチャートである。
【０１７９】
図１８を参照すると、ソース基地局は、端末から測定報告を受信する(Ｓ１８００)。測定
報告は、ソース基地局が端末に設定した周波数に対する測定結果を含む。ソース基地局は
、候補セルリストを構成する(Ｓ１８０５)。候補セルリストは、ターゲット基地局で端末
に対する主サービングセル又は副サービングセルになることができる少なくとも一つの候
補セルを羅列したリストである。候補セルの選択方法とリスト羅列方式は、前記図１１乃
至図１５の説明と同様である。
【０１８０】
また、ソース基地局は、前記候補セルリストと別途に前記センシブルセルリスト又は集約
可能セルリストを構成することもできる。また、本発明の態様によれば、ソース基地局は
、本発明によってセンシブルセルリスト又は集約可能セルリストにより構成(ｓｅｔ)され
る候補セルリストを構成することもできる。
【０１８１】
ソース基地局は、前記候補セルリスト、センシブルセルリスト、又は集約可能セルリスト
のうち、少なくとも一つのリストを含むサービス状態情報をハンドオーバ要求メッセージ
に含んでターゲット基地局に送信する(Ｓ１８１０)。ソース基地局は、ハンドオーバ要求
メッセージに対する応答として最終セルリストを含むハンドオーバＡＣＫメッセージをタ
ーゲット基地局から受信する(Ｓ１８１５)。
【０１８２】
前記ハンドオーバ要求メッセージと前記ハンドオーバＡＣＫメッセージは、バックボーン
ネットワーク(ｂａｃｋｂｏｎｅ ｎｅｔｗｏｒｋ)を介して送信又は受信されることがで
き、特に、Ｘ２インターフェースを介して送信又は受信されることができる。
【０１８３】
ソース基地局は、端末のハンドオーバを決定し(Ｓ１８２０)、最終セルリストを含むハン
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ドオーバ指示メッセージを端末に送信する(Ｓ１８２５)。
【０１８４】
図１９は、本発明によるターゲット基地局のハンドオーバ実行方法を説明するフローチャ
ートである。
【０１８５】
図１９を参照すると、ターゲット基地局は、サービス状態情報を含むハンドオーバ要求メ
ッセージをソース基地局から受信する(Ｓ１９００)。前記サービス状態情報は、特定端末
に対する候補セルリスト、センシブルセルリスト、又は集約可能セルリストのうち、少な
くとも一つのリストを含む。
【０１８６】
ターゲット基地局は、前記候補セルリストに含まれている複数の候補セルの適切性を検討
し、必要の場合、候補セルを再構成し、前記端末に最も適すると判断される最終的なセル
を含む最終セルリストを構成する(Ｓ１９０５)。
【０１８７】
ターゲット基地局は、前記最終セルリストに含まれる最終セルを設定又は再設定する(Ｓ
１９１０)。ここで、設定又は再設定される候補セルは、主サービングセル、又は副サー
ビングセルである。
【０１８８】
ターゲット基地局は、ハンドオーバ受諾制御を完了し(Ｓ１９１５)、前記最終セルリスト
を含むハンドオーバＡＣＫメッセージをソース基地局に送信する(Ｓ１９２０)。
【０１８９】
図２０は、本発明によるソース基地局とターゲット基地局のブロック図である。
【０１９０】
図２０を参照すると、ソース基地局２０００は、測定報告受信部２００５、セルリスト構
成部２０１０、及びメッセージ送受信部２０１５を含む。
【０１９１】
測定報告受信部２００５は、端末から測定報告を受信する。測定報告は、ソース基地局２
０００が前記端末に設定したセル又は周波数に対する測定結果を含む。測定結果は、前記
測定報告設定情報により決定されたセルのＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、電力レベルなどのような
測定可能な事項の測定値をいう。
【０１９２】
セルリスト構成部２０１０は、前記測定結果を用いてターゲット基地局２０５０で使用可
能な候補セルリストを構成する。候補セルリストの構成のために、ベストＮ報告方式、ト
ップダウン方式、ボトムアップ方式、集約可能グルーピング方式、及び周波数特性による
グルーピング方式などが使われることができる。
【０１９３】
セルリスト構成部２０１０は、前記候補セルリスト、前記集約可能セルリスト、及び前記
センシブルセルリストのうち少なくとも一つを構成することができる。ここで、前記セン
シブルセルリストに含まれるセルのうち、上位Ｌ個のセル又は下位Ｌ個のセルを候補セル
に含む候補セルリストを構成することができる。又は、前記集約可能セルリストに含まれ
るセルのうち、上位Ｌ′個のセル又は下位Ｌ′個のセルを候補セルに含む候補セルリスト
を構成することもできる。
【０１９４】
メッセージ送受信部２０１５は、ハンドオーバ要求メッセージをターゲット基地局２０５
０に送信する。ハンドオーバ要求メッセージは、前記候補セルリスト、前記集約可能セル
リスト、及び前記センシブルセルリストのうち少なくとも一つと前記表１のように平均送
信率、ソース基地局に対するコンポーネントキャリア使用個数、端末の性能、及び測定報
告したセルに対するＲＳＲＰ又はＲＳＲＱのようなサービス状態情報を含む。
【０１９５】
ターゲット基地局２０５０は、メッセージ送受信部２０５５、最終セルリスト構成部２０
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【０１９６】
メッセージ送受信部２０５５は、ソース基地局２０００からハンドオーバ要求メッセージ
を受信し、ハンドオーバ要求メッセージに含まれている候補セルリストを抽出して最終セ
ルリスト構成部２０６０に伝達する。
【０１９７】
最終セルリスト構成部２０６０は、多様な判断、検出方法によって前記候補セルリストに
含まれている候補セルの適切性を検討し、前記端末に最も適するセルを最終的に選択する
。最終セルリスト構成部２０６０は、前記選択された最終セルを含むリストとして構成す
る。
【０１９８】
メッセージ送受信部２０５５は、最終セルリストを含むハンドオーバＡＣＫメッセージを
ソース基地局２０００に送信する。
【０１９９】
前述した全ての機能は、前記機能を遂行するようにコーディングされたソフトウェアやプ
ログラムコードなどによるマイクロプロセッサ、制御器、マイクロ制御器、ＡＳＩＣ(Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ)などの
ようなプロセッサにより実行されることができる。前記コードの設計、開発、及び具現は
、本発明の説明に基づいて当業者に自明である。
【０２００】
以上、本発明に対して実施例を参照して説明したが、該当技術分野の通常の知識を有する
者は、本発明の技術的思想及び領域から外れない範囲内で本発明を多様に修正及び変更さ
せて実施可能であることを理解することができる。したがって、本発明は、前述した実施
例に限定されるものではなく、特許請求の範囲内の全ての実施例を含む。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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