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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるデータ送信を無線機器により行う方法であって、
　二つ以上のセルを含む仮想セルグループで共有される仮想セルＩＤ（ｉｄｅｎｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ）でスクランブルされたディスカバリー信号を受信するステップと、
　前記仮想セルグループからＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のための設定を受信するステップと、
　前記ディスカバリー信号に関する測定を実行した結果に基づいてセルを選択するステッ
プと、
　前記仮想セルＩＤと前記設定を使用して、前記選択したセルにランダムアクセスチャネ
ル（ＲＡＣＨ）過程を行うステップとを含み、
　前記ディスカバリー信号を受信するステップは、
　第１番目のマスターセルから第１番目のサブフレームにおいて第１番目の仮想セルＩＤ
でスクランブルされた第１番目のディスカバリー信号を受信するステップと、
　第２番目のマスターセルから第２番目のサブフレームにおいて第２番目の仮想セルＩＤ
でスクランブルされた第２番目のディスカバリー信号を受信するステップとを含む、方法
。
【請求項２】
　前記セルを選択するステップは、
　同一仮想セルＩＤでスクランブルされた前記ディスカバリー信号の二集合のＲＳＲＰ（
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Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）またはＲＳＲＱ（
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）を測定するこ
とにより、無線資源モニタリング測定を行うステップを含み、
　前記測定は、
　前記無線機器の移動性に基づいて互いに異なる無線フレームの集合で設定される、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＲＡＣＨ過程を行うステップは、
　前記選択されたセルの仮想セルＩＤでスクランブルされたＰＲＡＣＨプリアンブルシー
ケンスを送信するステップと、
　前記選択されたセルの仮想セルＩＤでスクランブルされた参照信号（ＲＳ：Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）をデコードすることにより、前記ＰＲＡＣＨプリアンブルシー
ケンスに対する応答を受信するステップとを含み、
　前記参照信号は、セル－特定参照信号（ＣＲＳ：Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を含み、
　前記セル－特定参照信号は、前記仮想セルＩＤにより設定される、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の中心にある６ＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）のサブフレーム＃０において第１番目の仮想セルＩＤで
スクランブルされた第１番目のセル－特定参照信号（ＣＲＳ）及び前記無線フレームの中
心にある６ＰＲＢのサブフレーム＃１において第２番目の仮想セルＩＤでスクランブルさ
れた第２番目のセル－特定参照信号（ＣＲＳ）を受信するステップをさらに含む、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　無線通信システムにおけるデータ送信を行う無線機器であって、
　無線信号を送受信するＲＦ部と、
　前記ＲＦ部に接続されて動作するプロセッサとを備え、
　前記プロセッサは、
　仮想セルグループで共有された仮想セルＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）でスク
ランブルされたディスカバリー信号を受信し、
　前記仮想セルグループからＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のための設定を受信し、
　前記ディスカバリー信号に関する測定を実行した結果に基づいてセルを選択し、
　前記仮想セルＩＤと前記設定を使用してランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）過程を
前記選択したセルに行うように構成され、
　前記プロセッサは、
　第１番目のマスターセルから第１番目のサブフレームにおいて第１番目の仮想セルＩＤ
でスクランブルされた第１番目のディスカバリー信号を受信し、
　第２番目のマスターセルから第２番目のサブフレームにおいて第２番目の仮想セルＩＤ
でスクランブルされた第２番目のディスカバリー信号を受信するように構成された、無線
機器。
【請求項６】
　前記プロセッサは、
　同一仮想セルＩＤでスクランブルされた前記ディスカバリー信号の二集合のＲＳＲＰ（
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）またはＲＳＲＱ（
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）を測定するこ
とにより、無線資源モニタリング測定を行うように設定され、
　前記測定は、
　前記無線機器の移動性に基づいて、互いに異なる無線フレームの集合で設定される、請
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求項５に記載の無線機器。
【請求項７】
　前記プロセッサは、
　前記選択されたセルの仮想セルＩＤでスクランブルされたＰＲＡＣＨプリアンブルシー
ケンスを送信し、
　前記選択されたセルの仮想セルＩＤでスクランブルされた参照信号（ＲＳ：Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）をデコードすることにより、前記ＰＲＡＣＨプリアンブルシー
ケンスに対する応答を受信するように構成され、
　前記参照信号は、セル－特定参照信号（ＣＲＳ：Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を含み、
　前記セル－特定参照信号は、前記仮想セルＩＤにより設定される、請求項５に記載の無
線機器。
【請求項８】
　前記プロセッサは、
　無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の中心にある６ＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）のサブフレーム＃０において第１番目の仮想セルＩＤで
スクランブリングされた第１番目のセル－特定参照信号（ＣＲＳ）及び前記無線フレーム
の中心にある６ＰＲＢのサブフレーム＃１において第２番目の仮想セルＩＤでスクランブ
リングされた第２番目のセル－特定参照信号（ＣＲＳ）を受信するように構成された、請
求項７に記載の無線機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、具体的には単一周波数または多重周波数に対する多重キャ
リアからなる無線通信システムでのデータ送信を行う方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の向上である３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）　ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、３Ｇ
ＰＰリリース（ｒｅｌｅａｓｅ）８として紹介されている。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、ダウン
リンクにおいてＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）を使用し、アップリンクにおいてＳＣ－ＦＤＭ
Ａ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）を使用する。最大４個のアンテナを有するＭＩＭＯ（ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）を採用する。最近では、３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥの進化であるＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）に対する議
論が進行中である。
【０００３】
　最近では、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ａ）システムの商業化が加速しつつある。ＬＴＥシステ
ムは、移動性を保障しながら、高品質及び高容量を支援できるサービスに対するユーザの
要求に応答して、ますます速く普及しつつある。ＬＴＥシステムは、低－送信遅延、高－
送信レート及びシステム容量と改善されたカバレッジを提供する。
【０００４】
　サービスのユーザ要求に伴って容量を増加させるために、帯域幅を増加させることが必
須でありえ、このような効果を得るための目的として論理的に広い帯域を使用するために
、複数の物理的非連続的な帯域を周波数領域でグループ化するキャリア集成（ＣＡ：Ｃａ
ｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術が効果的に断片に分けられた小さな帯域を使
用するために開発されてきた。
【０００５】
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　複数のＣＣを介して広帯域（ｂｒｏａｄｂａｎｄ）でデータが送信及び／または受信さ
れるシステムは、多重－要素（ｍｕｌｔｉ－ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）キャリアシステム（ｍ
ｕｌｔｉ－ＣＣ　ｓｙｓｔｅｍ）またはＣＡ環境と呼ぶことができる。前記多重－要素キ
ャリアシステムは、一つ以上のキャリアを使用することによって、狭帯域と広帯域ともを
行うことができる。例えば、各々のキャリアが２０ＭＨｚの帯域幅に該当するとき、５個
のキャリアを使用することにより、最大１００ＭＨｚの帯域幅を支援することができる。
【０００６】
　前記ｍｕｌｔｉ－ＣＣ　ｓｙｓｔｅｍを動作させるために、基地局（ＢＳ（Ｂａｓｅ　
Ｓｔａｔｉｏｎ）またはｅＮＢ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ））及びＵＥ（Ｕｓｅ
ｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔまたは端末）間に多様な制御信号が必要となりうる。
【０００７】
　また、多重ＣＣのための効果的なセルプラニング（ｐｌａｎｎｉｎｇ）が必要となりう
る。また、インターセル干渉減少及びキャリア拡張のために、多様な信号または効果的な
セルプラニング方式が基地局及び端末間に必要となりうる。
【０００８】
　さらに、ＵＥのために多重ＣＣ集成が多重基地局／ノードに対してなされながら、基地
局間に厳格なコーディネーション（ｔｉｇｈｔ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）によるイン
ターノード資源割り当てが可能になりうる。
【０００９】
　スモールセルクラスター環境においてＵＥを制限（または除去）するための制御のため
に必需的に送信される新しいキャリアを含む前記セルプラニングのための効果的な動作方
式に対する定義が必要となりうる。さらに、このような方式は、ＵＥ移動性の側面におい
てセルカバレッジをハンドリングするために定義が必要となりうる。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明は、無線通信システムにおけるデータ送信を行う方法及び装置を提供する。
【００１１】
　また、本発明は、二つ以上のサービングセルを設定する方法及び装置を提供するが、前
記二つ以上のサービングセルは、無線通信システムにおいて同じ仮想セルＩＤ（ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を有しえる。
【００１２】
　また、本発明は、無線通信システムにおいて移動性に基づいて同じＩＤを有する二つ以
上のサービングセルを含む特定セル集合を設定する方法及び装置を提供する。
【００１３】
　一側面において、無線通信システムにおける無線機器によるデータ送信を行う方法が提
供される。前記方法は、仮想セルグループを含む設定を受信するものの、前記仮想セルグ
ループの各々は、同じ仮想セルＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を共有する二つ以
上のサービングセルを含むステップと、前記同じ仮想セルＩＤでスクランブリングされた
ディスカバリー信号及びＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）設定を含むシステム情報を前記仮想セルグループの各々のマスターセル
から受信するステップと、前記ディスカバリー信号及び前記システム情報に基づいてセル
を選択するステップと、前記選択されたセルに対する仮想セルＩＤを使用してＲＡＣＨ過
程及びデータ送信を行うステップとを含みうる。
【００１４】
　前記設定は、ディスカバリー信号に対する同じ仮想セルＩＤ及び前記同じ仮想セルＩＤ
を共有する仮想セルグループ内のサービングセルの物理的セルＩＤ間の少なくとも二つ以
上の集合関係を含みうる。
【００１５】
　前記設定は、前記仮想セルグループのサブフレーム集合、前記仮想セルグループの各々
の多重サブフレーム集合及び前記仮想セルグループの各々内の前記サービングセルから送
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信される前記ディスカバリー信号の集合のうち、少なくとも一つを含みうる。
【００１６】
　さらに他の側面において、無線通信システムにおいてデータ送信を行うＵＥ（Ｕｓｅｒ
　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が提供される。前記ＵＥは、無線信号を送受信するＲＦ部と、前
記ＲＦ部に接続して動作するプロセッサとを備えるものの、前記プロセッサは、仮想セル
グループを含む設定を受信するものの、前記仮想セルグループの各々は、同じ仮想セルＩ
Ｄ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を共有する二つ以上のサービングセルを含み、前記
同じ仮想セルＩＤでスクランブリングされたディスカバリー信号及びＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）設定を含むシステム情報を
前記仮想セルグループの各々のマスターセルから受信し、前記ディスカバリー信号及び前
記システム情報に基づいてセルを選択し、前記選択されたセルに対する仮想セルＩＤを使
用してＲＡＣＨ過程及びデータ送信を行いうる。
【発明の効果】
【００１７】
　本明細書の開示によれば、広帯域キャリアにおいて変化するセルによる動的カバレッジ
、周波数ホッピング及びセル管理のためのＵＥ移動性が支援される利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明が適用されることができる無線通信システムを示す。
【図２】本発明が適用されることができる無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の構
造を示す。
【図３】本発明が適用されることができるダウンリンク制御チャネルを示す。
【図４】本発明の一実施の形態として無定形ＲＡＮの例示を示す。
【図５】本発明が適用されることができるセルスイッチング（または変更）のためのフロ
ーチャートの例示を示す。
【図６】本発明が適用されることができるさらに他の無定形ＲＡＮの例示を示す。
【図７】本発明の一実施の形態にかかるＡ－ＲＡＮ　ＩＤを使用した初期過程を示す。
【図８】本発明の一実施の形態にかかるＡ－ＲＡＮ　ＩＤを使用した初期過程を示す。
【図９】本発明が適用されることができるオン状態のＡ－ＲＡＮでの初期接続過程の例示
を示す。
【図１０】本発明の一実施の形態にかかる周波数ホッピングを示す。
【図１１】本発明の一実施の形態にかかるＵＥに透明な（ＵＥ－ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ
）周波数ホッピングを示す。
【図１２】本発明の一実施の形態にかかる多重周波数環境でのＡ－ＲＡＮを示す。
【図１３】本発明の一実施の形態にかかる多重周波数において仮想セルＩＤを介した無定
形ＲＡＮの一例を示す。
【図１４】本発明の一実施の形態にかかる拡張循環プレフィックス（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　
ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）でのディスカバリー信号のマッピングを示す。
【図１５】本発明の一実施の形態にかかるシグナリング順序を示す。
【図１６】本発明が適用されることができるレガシーＵＥ及び非レガシーＵＥが共存する
場合の例示を示す。
【図１７】本発明が適用されることができるビットマップを有したキャリアに対するハン
ドリングの例示を示す。
【図１８】本発明が適用されることができる新しいＲＳパターンの例示を示す。
【図１９】本発明が適用されることができる物理的セル及び仮想的セル設定の例示を示す
。
【図２０】本発明が適用されることができる多重仮想セル上でのＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ
を送信する例示を示す。
【図２１】本発明が適用されることができる多重仮想セル上でのＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ
を送信する例示を示す。
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【図２２】本発明が適用されることができる互いに異なるカバレッジを有する多重仮想セ
ルの例示を示す。
【図２３】本発明の一実施の形態にかかる無線通信システムのブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明が適用される無線通信システムを示す。これは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖ
ｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）、またはＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）／ＬＴＥ－Ａシス
テムと呼ばれうる。
【００２０】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、端末１０（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）に制御平面（ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）とユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）を提供する基地局２
０（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）とを備える。端末１０は、固定されるか、または
移動性を有することができ、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＵＴ（Ｕｓｅｒ　
Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（ｍｏｂｉ
ｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、無線機器（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄｅｖｉｃｅ）等、他の用語
として呼ぶことができる。基地局２０は、端末１０と通信する固定された地点（ｆｉｘｅ
ｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）のことを意味し、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－Ｎｏｄｅ　Ｂ）、ＢＴ
Ｓ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）等、他の用語として呼ばれうる。
【００２１】
　本明細書の開示された技術に適用される前記無線通信システムにおける多重－アクセス
方式（Ｍｕｌｔｉ－ａｃｃｅｓｓ　ｓｃｈｅｍｅｓ）は多様に存在し、特定方式に制限さ
れない。多様な多重－アクセス方式を使用することができる。例えば、前記多様な多重－
アクセス方式は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、
ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ－ＦＤＭ
Ａ）、ＯＦＤＭ－ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭ－ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ－ＣＤＭＡなどにすることが
できる。アップリンクないしダウンリンク送信において、送信において互いに異なる時間
を使用するＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）方式または送信におい
て、互いに異なる周波数を使用するＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄ
ｕｐｌｅｘ）方式が使用されうる。
【００２２】
　基地局２０は、Ｘ２インタフェースを介して互いに接続されうる。基地局２０は、Ｓ１
インタフェースを介してＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）３０、さら
に詳細には、Ｓ１－ＭＭＥを介してＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
Ｅｎｔｉｔｙ）とＳ１－Ｕとを介してＳ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）に接
続される。
【００２３】
　ＥＰＣ３０は、ＭＭＥ、Ｓ－ＧＷ及びＰ－ＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ－Ｇａｔｅｗａｙ）から構成される。ＭＭＥは、端末の接続情報や端末の能力に関す
る情報を有しており、このような情報は、端末の移動性管理に主に使用される。Ｓ－ＧＷ
は、Ｅ－ＵＴＲＡＮを終端点として有するゲートウェイであり、Ｐ－ＧＷは、ＰＤＮを終
端点として有するゲートウェイである。
【００２４】
　端末とネットワークとの間の無線インタフェースプロトコル（Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の階層は、通信システムにおいて広く知られた開放型シス
テム間相互接続（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ：ＯＳＩ）
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基準モデルの下位３個の階層に基づいて、Ｌ１（第１階層）、Ｌ２（第２階層）、Ｌ３（
第３階層）に区分されうるが、このうち、第１階層に属する物理階層は、物理チャネル（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を利用した情報送信サービス（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供し、第３階層に位置するＲＲＣ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層は、端末とネットワークとの間に無線
資源を制御する役割を行う。このために、ＲＲＣ階層は、端末と基地局との間のＲＲＣメ
ッセージを交換する。
【００２５】
　ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、ＵＥ容量に応じて一つ以上のキャリア（Ｃ
ａｒｒｉｅｒ　１　ｏｒ　ｍｏｒｅ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ　２．．．Ｎ）を支援できる。ユ
ーザのスループット（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）を改善させるために、ＵＥが一つ以上のキ
ャリアグループで設定可能な場合、一つ以上の基地局（ｅＮＢ）／ノード（ｎｏｄｅ）に
対してインターノード資源集成を許諾することが考慮されうる。特に非活性化されない各
々のキャリアグループ別にＰＣｅｌｌが設定されうる。言い換えれば、各々のキャリアグ
ループ別にＰＣｅｌｌは、一つのＵＥが設定された以後にすべての時間の間に活性化され
た自身の状態を維持できる。この場合、マスターセルであるサービングセルインデックス
０を含まないキャリアグループ内のＰＣｅｌｌに該当するサービングセルインデックスｉ
は、活性化／非活性化に使用されることができない。さらに具体的に、サービングセルイ
ンデックス０、１、２が何れか一つのキャリアグループとして設定され、サービングセル
インデックス３、４、５がさらに他の何れか一つのキャリアグループとして設定されるも
のの、サービングセルインデックス０が第１番目のキャリアグループのＰＣｅｌｌで、サ
ービングセルインデックス３が第２番目のキャリアグループのＰＣｅｌｌである二つのキ
ャリアグループシナリオにおいて、ただ１及び２に該当するビット（ｂｉｔｓ）だけが前
記第１番目のキャリアグループセルの活性化／非活性化に有効であると仮定され、ただ４
及び５に該当するビット（ｂｉｔｓ）だけが前記第２番目のキャリアグループセルの活性
化／非活性化に有効であると仮定される。以下、前記第１番目のキャリアグループ及び前
記第２番目のキャリアグループに対するＰＣｅｌｌ間の差別化のために、前記第２番目の
キャリアグループに対する前記ＰＣｅｌｌは、Ｓ－ＰＣｅｌｌと呼ぶことにする。ここで
、前記サービングセルのインデックスは、各々のＵＥに対して相対的に決定される論理的
なインデックスでありえ、または特定周波数帯域のセルを指示する物理的インデックスで
ありうる。前記ＣＡ（キャリア集成）システムは、セルフキャリアスケジューリング（ｓ
ｅｌｆ－ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）の非交差（ｎｏｎ－ｃｒｏｓｓ　ｃａ
ｒｒｉｅｒ）スケジューリングまたはクロスキャリア（ｃｒｏｓｓ　ｃａｒｒｉｅｒ）ス
ケジューリングを支援できる。
【００２６】
　図２は、本発明が適用されることができる無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の
構造を示す。
【００２７】
　図２に示すように、無線フレームは、１０個のサブフレームを含み、一つのサブフレー
ムは、２個のスロット（ｓｌｏｔ）を含む。無線フレーム内のスロットは、０から１９ま
でスロット番号が付けられる。一つのサブフレームが送信されるのにかかる時間を送信時
間区間（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ：ＴＴＩ）という。Ｔ
ＴＩは、データ送信のためのスケジューリング単位といえる。例えば、一つの無線フレー
ムの長さは１０ｍｓで、一つのサブフレームの長さは１ｍｓで、一つのスロットの長さは
０．５ｍｓでありうる。
【００２８】
　一つのスロットは、時間領域（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）において複数のＯＦＤＭ（ｏ
ｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ）シンボルを含み、周波数領域において複数の副搬送波を含む。ＯＦＤＭシンボルは、
３ＧＰＰ　ＬＴＥがダウンリンクでＯＦＤＭＡを使用するので、一つのシンボル区間（ｓ
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ｙｍｂｏｌ　ｐｅｒｉｏｄ）を表現するためのもので、多重接続方式によって他の名称で
呼ばれうる。例えば、アップリンク多重接続方式でＳＣ－ＦＤＭＡが使用される場合、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルということができる。資源ブロック（ＲＢ；ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂ
ｌｏｃｋ）は、資源割り当て単位であって、一つのスロットにおいて複数の連続する副搬
送波を含む。前記無線フレームの構造は、一例に過ぎない。したがって、無線フレームに
含まれるサブフレームの個数やサブフレームに含まれるスロットの個数、またはスロット
に含まれるＯＦＤＭシンボルの個数は多様に変更されうる。
【００２９】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥは、ノーマル（ｎｏｒｍａｌ）サイクリックプレフィクス（ＣＰ；ｃ
ｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）において一つのスロットは、７個のＯＦＤＭシンボルを含み
、拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰにおいて一つのスロットは、６個のＯＦＤＭシンボルを
含むと定義している。速いペースでＵＥが移動してチャネル状態（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔ
ａｔｕｓ）が不安定な場合、前記拡張ＣＰがインターシンボル干渉を減少させるために設
定されうる。ここで、無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブ
フレームの数またはサブフレームに含まれるスロットの数は、新しい通信システムが適用
されることにつれて多様に変更されうる。本発明は、特定特徴を変化させることにより、
他のシステムに適用されることにも適用され、本発明の実施の形態は、該当システムに多
様な方式により適用されうる。
【００３０】
　ダウンリンクスロットは、時間領域において複数のＯＦＤＭシンボルを含む。例えば、
一つのダウンリンクスロットは、７個のＯＦＤＭシンボルを含み、一つの資源ブロックは
、周波数領域において１２個の副搬送波を含むが、本発明はこれに限定されない。資源グ
リッド上の各々の要素を資源要素（ＲＥ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）という。
一つの資源ブロックは、１２×７（または６）ＲＥを含む。一つのダウンリンクスロット
に含まれたＮDL個の資源ブロックは、セルに設定されたダウンリンク送信帯域幅に依存す
る。ＬＴＥにおいて考慮される帯域幅は１．４ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ
、１５ＭＨｚ及び２０ＭＨｚである。前記帯域幅を資源ブロックの数字で表現すれば、そ
れぞれ６、１５、２５、５０、７５、及び１００になる。
【００３１】
　サブフレーム内の第１番目のスロットの前の０、１、２または３個のＯＦＤＭシンボル
は、制御チャネルが割り当てられる制御領域に対応し、残りのＯＦＤＭシンボルは、ＰＤ
ＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｃｅｌ）に割り
当てられるデータ領域になる。例示的なダウンリンク制御チャネルは、ａ　Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＰＣＦＩ
ＣＨ）、ａ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（
ＰＤＣＣＨ）及びａ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　
Ｃｈａｎｎｅｌ（ＰＨＩＣＨ）を含む。
【００３２】
　サブフレームの第１番目のＯＦＤＭシンボルにおいて送信されるＰＣＦＩＣＨは、サブ
フレーム内で制御チャネルの送信に使用されるＯＦＤＭシンボルの数（すなわち、制御領
域の大きさ）に関するＣＦＩ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を
運ぶ。無線機器は、まずＰＣＦＩＣＨ上にＣＦＩを受信した後、ＰＤＣＣＨをモニターリ
ングする。
【００３３】
　ＰＤＣＣＨとは異なり、ＰＣＦＩＣＨはブラインド復号を使用しないで、サブフレーム
の固定されたＰＣＦＩＣＨ資源を介して送信される。
【００３４】
　ＰＨＩＣＨは、ＵＬ　ＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　
ｒｅｑｕｅｓｔ）のためのＡＣＫ（ｐｏｓｉｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）／ＮＡＣＫ（ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を運ぶ。無線
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機器により送信されるＰＵＳＣＨ上のＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）データに対するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号はＰＨＩＣＨ上に送信される。
【００３５】
　ＰＤＣＣＨ（またはｅＰＤＣＣＨ）は、ＤＬ－ＳＣＨ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ－ｓｈａｒｅ
ｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の資源割り当て及び送信フォーマット、ＵＬ－ＳＣＨ（ｕｐｌｉｎ
ｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の資源割り当て情報、ＰＣＨ上のページング情報、
ＤＬ－ＳＣＨ上のシステム情報、ＰＤＳＣＨ上に送信されるランダムアクセス応答のよう
な上位階層制御メッセージの資源割り当て、任意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する送
信パワー制御命令の集合及びＶｏＩＰ（ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）の活性化などを運ぶことができる。複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信
されることができ、ＵＥは、複数のＰＤＣＣＨをモニターリングできる。ＰＤＣＣＨは、
一つまたはいくつかの連続的なＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎ
ｔｓ）の集合（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上に送信される。ＣＣＥは、無線チャネルの状
態に応じる符号化率をＰＤＣＣＨに提供するために使用される論理的割り当て単位である
。ＣＣＥは、複数の資源要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ
）に対応する。ＣＣＥの数とＣＣＥにより提供される符号化率の関連関係に応じて、ＰＤ
ＣＣＨのフォーマット及び可能なＰＤＣＣＨのビット数が決定される。
【００３６】
　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：ＤＣＩ）という。ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨの資
源割り当て（これをＤＬグラント（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、ＰＵＳ
ＣＨの資源割り当て（これをＵＬグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、任
意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する送信パワー制御命令の集合及び／またはＶｏＩＰ
（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の活性化を含むことが
できる。
【００３７】
　基地局は、ＵＥに送信しようとするＤＣＩに応じてＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、
制御情報にＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）を付ける。ＣＲ
Ｃには、ＰＤＣＣＨの所有者（ｏｗｎｅｒ）や用途に応じて固有な識別子（ｒａｄｉｏ　
ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：ＲＮＴＩ）がマスキング
される。特定ＵＥのためのＰＤＣＣＨであれば、ＵＥの固有識別子、例えばＣ－ＲＮＴＩ
（ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。または、ページング
メッセージのためのＰＤＣＣＨであれば、ページング指示識別子、例えばＰ－ＲＮＴＩ（
ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。システム情報ブロ
ック（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ：ＳＩＢ）のためのＰＤＣＣ
Ｈであれば、システム情報識別子、ＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。ＵＥのランダムアクセスプ
リアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するために、ＲＡ－Ｒ
ＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされうる。
【００３８】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、ＰＤＣＣＨの検出のために、ブラインド復号を使用する。ブラ
インド復号は、受信されるＰＤＣＣＨ（これを候補（ｃａｎｄｉｄａｔｅ）ＰＤＣＣＨと
いう）のＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）に望みの識別子を
デマスキングし、ＣＲＣエラーをチェックして該当ＰＤＣＣＨが自身の制御チャネルであ
るかどうかを確認する方式である。基地局は、無線機器に送信しようとするＤＣＩに応じ
てＰＤＣＣＨフォーマットを決定した後、ＤＣＩにＣＲＣを付け、ＰＤＣＣＨの所有者（
ｏｗｎｅｒ）や用途に応じて固有の識別子（ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスキングする。
【００３９】
　一方、アップリンクサブフレームは、周波数領域においてアップリンク情報を運ぶＰＵ
ＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当
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てられた制御領域と、前記制御情報は、ダウンリンク送信に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答
を含み、ユーザデータを運ぶＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅ
ｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられたデータ領域に分けられる。
【００４０】
　前記ＰＵＣＣＨは、多様なフォーマットを支援する。すなわち、前記ＰＵＣＣＨは、変
調方式に応じてサブフレーム当たりの互いに異なる数字のビット（ｂｉｔｓ）を有したア
ップリンク制御情報を送信できる。
【００４１】
　ＰＵＣＣＨフォーマット１は、ＳＲ（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信
するのに使用され、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１ｂは、ＨＡＲＱＡＣＫ／ＮＡＣＫ
信号を送信するのに使用される。ＰＵＣＣＨフォーマット２は、ＣＱＩを送信し、ＰＵＣ
ＣＨフォーマット２ａ及び２ｂは、ＣＱＩ及びＨＡＲＱＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。
【００４２】
　ＨＡＲＱＡＣＫ／ＮＡＣＫが単独で送信されるとき、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び
１ｂが使用され、ＳＲこの単独で送信されるとき、ＰＵＣＣＨフォーマット１が使用され
る。そして、ＰＵＣＣＨフォーマット３は、ＴＤＤシステム、そしてまたＦＤＤシステム
のために使用されうる。
【００４３】
　ここで、ｅＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ）は、ＰＤＣＣＨ送信制限また
は図３に示すように、新しい類型のキャリアを含む近い未来の通信システムの新しい制御
情報送信のための解決策になることができる。前記ＰＤＳＣＨと多重化（ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅｘｅｄ）されることのできる前記ｅＰＤＣＣＨは、前記ＣＡの多重Ｓｃｅｌｌを支援で
きる。
【００４４】
　図３に示すように、ＵＥは、前記制御領域及び／またはデータ領域内の複数のＰＤＣＣ
Ｈ／ｅＰＤＣＣＨをモニターリングできる。ＣＣＥ上においてＰＤＣＣＨが送信されるに
つれて、ｅＰＤＣＣＨは、多数の連続的なＣＣＥの集合であるｅＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅ
ｄ　ＣＣＥ）上において送信されうる。前記ｅＣＣＥは、複数のＲＥＧに対応する。
【００４５】
　ｅＰＤＣＣＨがＰＤＣＣＨよりさらに効率的であれば、ＰＤＣＣＨ無しでただｅＰＤＣ
ＣＨが使用されるサブフレームが有用でありうる。前記ＰＤＣＣＨ及び新しいｅＰＤＣＣ
Ｈを有するサブフレーム、またはｅＰＤＣＣＨだけを有するサブフレームは、レガシー（
ｌｅｇａｃｙ）ＬＴＥサブフレームを全部有するＮＣ（Ｎｅｗ　Ｃａｒｒｉｅｒ）であっ
て、新しい類型のキャリアになることができる。
【００４６】
　ＭＢＳＦＮサブフレームは、新しいキャリアＮＣ内に存在すると依然として仮定するこ
とができる。ＮＣ内のＭＢＳＦＮサブフレームでのＰＤＣＣＨの使用の有無及びどれくら
い多くのＯＦＤＭシンボルが割り当てられて使用されなければならないかは、ＲＲＣシグ
ナリングを介して設定されうる。また、新しいキャリア類型のために、ＴＭ１０及び新し
いＴＭモードが考慮されうる。
【００４７】
　以下、新しいキャリア類型は、レガシー信号の全てまたは一部が省略されるか、または
他の方式で送信されることのできるキャリアを示す。例えば、新しいキャリアはいかなる
サブフレーム内でＣＲＳが省略されることができるか、またはＰＢＣＨが送信されないキ
ャリアでありうる。
【００４８】
　このような次世代ＬＴＥシステムまたは拡張された通信システムのために、提案される
実施の形態は、複数のセルの間の干渉問題の改善、キャリア拡張性の改善及び改善された
特徴を提供するにおける自由度を増加させるための理由により提案されたバックワードコ
ンパーティブルレガシー（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｌｅｇａｃｙ）信
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号及び／またはチャネルが送信されない新しいキャリアが導入されることを提供する。
【００４９】
　提案された発明は、例えば、新しいキャリアセルに対して主に述べるが、本発明は、新
しいキャリアセルに限定されるものではない。また、本発明は一般的な損失無しでレガシ
ーキャリアに適用されうる。
【００５０】
　さらに具体的には、本発明は、トラッキング（ｔｒａｃｋｉｎｇ）及びＲＲＭ測定のた
めに使用されるセル－特定ＲＳが全く送信されないか、またはレガシーキャリアと異なる
サブフレームのサブセットにおいてのみ送信される場合を考慮する。
【００５１】
　便宜上、本発明は、ＣＲＳまたはトラッキングＲＳが５ｍｓｅｃごとに、例えば、各々
の無線フレーム内でサブフレーム＃０及び＃５において、送信されることを例示的に示す
。さらに具体的には、新しいキャリアは、基地局（ｅＮＢ）がアタッチされた活性化され
ないＵＥまたはパターンに基づいて送信を中止（ｔｕｒｎｓ　ｏｆｆ）する場合に、セル
に対するオン／オフを行うキャリアを表すことができる。このような場合、本発明は、Ｐ
ＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳに基づいたディスカバリー信号が毎Ｔｍｓｅｃ
ごとに送信される例を示す。前記Ｔは、予め決定された値でありうる。例えば、Ｔは、２
００または２００より大きな値でありうる。
【００５２】
　さらに具体的には、セル範囲がＵＥ移動性に基づいて動的に変化する無定形ＲＡＮ（ａ
ｍｏｒｐｈｏｕｓ　ＲＡＮ）コンセプト及び２０ＭＨｚより大きな処理容量無しでより広
いシステム帯域幅（＞２０Ｍｈｚ）を可能にするセルの周波数ホッピングメカニズムが提
案される。
【００５３】
　提案される実施の形態は、マクロ／スモールセルキャリア集成（ＣＡ：ｃａｒｒｉｅｒ
－ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）、インターサイトＣＡまたは密集されたスモールセル配置を
仮定したスモールセルクラスターに属したスモールセルに接続したＵＥを考慮する。
【００５４】
　このようなシナリオにおいて、チャネルの効率性のために多重スモールセルが互いに競
争することによって、セル間の干渉調整（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｃｏｏｒｄｉｎａ
ｔｉｏｎ）が必須でありうる。
【００５５】
　図４は、本発明の一実施の形態として無定形ＲＡＮの例示を示す。
【００５６】
　図４に示すように、無定形ＲＡＮに対する一つの同期は、境界が活性化されたＵＥの存
在に依存して、動的に変わるセルを作ることにある。
【００５７】
　ＵＥ１がセル１のカバレッジ領域からセル２のカバレッジ領域へ移動する場合が仮定さ
れる。現在のメカニズムを使用すると、ＵＥ１がセル２カバレッジへ移動するとき、ＲＲ
Ｃ再設定またはハードハンドオーバ（ｈａｒｄ　ｈａｎｄ－ｏｖｅｒ）により、ＵＥ１は
、セル２にハンドオーバするようになる。しかしながら、スモールセルシナリオにおいて
、このようなことは、いろいろな理由で効率的でない場合がありうる。
【００５８】
　第１番目に、スモールセル内のＵＥの数字は、あまり大きくないことがある。その数字
は、［１０、２０］の範囲でありえ、これに対しハンドオーバ発生の数字は、スモールセ
ルカバレッジが制限されるだけ無視できない程度でありうる。したがって、一つのクラス
ター内でスモールセル間の変更は、非常に効率的に行われなければならない。そうでなけ
れば、ＵＥは、スモールセル間の周波数ハンドオーバ遂行のために、非常に大きなオーバ
ーヘッド／費用を支払わなければならない場合もありうる。
【００５９】



(12) JP 6262772 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

　第２番目に、移動性の予測が可能な多くのシナリオが存在する。例えば、高速道路また
はビジー（ｂｕｓｙ）な道路内のスモールセルクラスター、ユーザ移動性パターンは、無
定形ＲＡＮに重なるように制限され、このような場合、無定形ＲＡＮは、動的に変化する
よりは予め決定することができ、これが有用でありうる。
【００６０】
　例示において、無定形ＲＡＮのコンセプトは、ＵＥ１のためにセル１及びセル２が組合
わせられたセルカバレッジ４２０がサービングセルになり、ＵＥ２のために、セル２及び
セル４が組合わせられたカバレッジ４２１がサービングセルになるということである。
【００６１】
　ハンドオーバの必要性を除去し、セルを変更する動的なカバレッジは、新しい重要な利
得を持ってくる。
【００６２】
　セルの組合わせられたカバレッジは、ＲＲＭ測定オーバーヘッドを減少させる。すべて
のセルが仮想セルで形成されるから、インター周波数ＲＲＭより、ＵＥは同じ無定形ＲＡ
Ｎに属したスモールセルのために、少なくともイントラ周波数ＲＲＭ測定を行う必要がな
い場合がありうる。電力低減の側面において、ＵＥにはこの点が重要である。そして、こ
れは減少したＵＥインタラプションタイム（ｉｎｔｅｒｒｕｐｔｉｏｎ　ｔｉｍｅ）を支
援する。
【００６３】
　他の利点は、ハンドオーバによるインタラプションタイムが減少または除去されること
ができるという点である。これは、ＵＥが活性化状態で大量のデータを受信／送信しなけ
ればならない場合に特に重要でありうる。したがって、ハンドオーバによるインタラプシ
ョンタイムは、スループットを深刻に劣化させることができる。また、これは減少したピ
ンポン効果（ｐｉｎｇ－ｐｏｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ）を支援する。クラスター内でハンドオ
ーバを除去することにより、スモールセル間のあまりにも速く起きるハンドオーバまたは
周波数ハンドオーバは除去されるか、または減少されうる。
【００６４】
　ＲＲＭのオーバーヘッドを減少させることは、ＵＥの電力消費及びプロセスオーバーヘ
ッドの観点で極めて重要な問題でありうる。１０個程度のスモールセルが存在する典型的
なスモールセルクラスタシナリオを考慮するとき、ＵＥは密集するように配置されている
すべてのスモールセル（例えば、１０個のスモールセル）を発見ないし探索しなければな
らない。このような場合、ＳＮＩＲに基づいたセル選択は、スモールセルが干渉がよく制
御される良いＳＮＲ範囲内にあったかの様に効果的でないことがある。
【００６５】
　このような典型的なシナリオにおいて、ＵＥは、１０個のスモールセル上においてＲＲ
Ｍを報告しなければならない。制限された測定を仮定すると、ＵＥは、１０個のハンドオ
ーバがただ短い時間に起きることがある互いに異なる設定内での互いに異なるスモールセ
ルをモニターリングしなければならない。結局、前記報告の有用性を比較するとき、前記
ＲＲＭ測定は、ＵＥに大きな負担でありうる。このようなＲＲＭオーバーヘッドを減らす
ために、一つの接近方式は、ＵＥが周辺セルに対してＲＲＭを行わないように、周辺セル
上においてＲＲＭ測定を設定しないことである。しかしながら、このような接近方式は、
カバレッジホール（ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｈｏｌｅ）問題を引き起こしうる。
【００６６】
　さらに他の接近方式は、スモールセルクラスターにおいてＣｏＭＰシナリオを適用する
ことである。このような接近方式は、現在ＣｏＭＰ集合が３個のセルまで許すことに対し
、多くの数のスモールセルから構成することができるＣｏＭＰ集合としてＵＥに大きな負
担を追加する。仮に、小さな数のスモールセルがＣｏＭＰ集合を形成する場合、それはＵ
Ｅ移動性に基づいてセル境界を動的に変更できなくなりうる。さらに、このような接近方
式は、基地局側において電力低減を支援できないことがある。
【００６７】
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　さらに他の接近方式は、セルのカバレッジが活性化されたＵＥに依存して動的に変更さ
れる無定形ＲＡＮを利用することである。
【００６８】
　いかなる活性化されたＵＥを有しないセル２は、ドーマント（ｄｏｒｍａｎｔ）及びオ
フ状態を繰り返すことができると仮定する。セルのオフ状態は、前記セルが非活性化され
たセルと同じＤＴＸ（ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｔ　ｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）セルの
ように、いかなる参照信号及び制御信号を送信しないことを含む。さらに詳細には、セル
２は、ただドーマントの間にＰＳＳ及び／またはＳＳＳのような同期チャネルまたはディ
スカバリー信号及び／またはＣＲＳ／ＴＲＳのような参照信号だけを送信する。
【００６９】
　例えば、２００ｍｓｅｃドーマント周期及び８００ｍｓｅｃオフ周期から構成されたサ
イクルによって、セル２は、２００ｍｓｅｃの間に同期信号及び参照信号を繰り返し的に
送信し、８００ｍｓｅｃの間に送信を完全に中断し、前記過程を１秒ごとに繰り返すこと
ができる。ＳＲＳに基づいたＵＥ測定またはＵＥ４５１、４６１からのＲＲＭ測定により
、セル２はあるＵＥがそれのセルカバレッジ４５２、４６２内に接近しているか、または
進入したかに対する情報を獲得でき、前記例示は、前記サービングセルがＵＥの近接度（
ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ）を指示することを示す。非活性化セルにおいて、セルは、前記セル
に接近する活性化ＵＥを感知する。これは、図５に開示される次のような過程を含むセル
活性化の初期化を始めるようにする。
【００７０】
　図５は、本発明が適用されることができるセルスイッチング（または変更）のためのフ
ローチャートの例示を示す。
【００７１】
　図５に示すように、セル２が、ＵＥ１が接近してハンドオーバ５１０として潜在的なス
イッチに対する準備が必要でありうると認知するとき、セル２は、まず活性化されたＵＥ
のサービングセルＩＤであるセル１と同じセルＩＤにそれのセルＩＤを変更する（５１５
）。前記活性化されたＵＥは、それの近接性が感知された場合、ドーマントにある周辺セ
ルを目を覚ます要求を送信できる。一度セルＩＤが変更された以後（５１７）、それは、
前記サービングセルを含む周辺セル及び状態移動（ｓｔａｔｕｓ　ｔｒａｎｓｆｅｒ）を
含む必要なコーディネーション（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）が完遂したことを知らせる
（５２０）。そして、セル２は、前記状態移動をＳＩＢメッセージでＵＥ１に送信できる
（５２５）。
【００７２】
　これが完了した以後、ＵＥがそれのサービングセルを変更する場合、セル２または現在
サービングセルは、ｅＰＤＣＣＨ集合の設定を含む必要なＲＲＣ再設定を行って新しい設
定がセル２に使用されることができるようにする。選択的に、ＰＲＡＣＨは、アップリン
ク同期化を行うために送信されることができ（５２７、５３０）、前記セル２は、ＰＤＣ
ＣＨオーダー（ｏｒｄｅｒ）をＵＥから前記ＰＲＡＣＨを受信するために設定する。前記
変更が完了すると（５３５）、セル２は、暗黙的ハンドオーバの完了及び一般的なデータ
送信を再開することを知らせる（５４０、５４５）。
【００７３】
　ここで、前記過程は、暗黙的ハンドオーバの完了前に以前サービングセルがＵＥにデー
タを送信し続けることができることを示す。これは、セル活性化過程である；新しいセル
がドーマントモードにある。これに対し、新しいセルが活性化モードにあり、例えば、そ
れが既に一つ以上のＵＥをサービングしており、ＵＥが他のセルＩＤを有したサービング
セルによりサービングされるＵＥが接近している場合、それは、一つ以上の仮想セルを活
性化させるか、またはそれの負荷程度、サービングＵＥの個数、仮想セルの個数などに基
づいて、前記ＵＥを拒絶するかどうかを決定する必要性がある。前記新しいＵＥは、ＵＥ
のＱｏＳ要求、チャネル状態、エネルギーレベルを考慮して、現在存在するサービングＵ
Ｅをハンドオーバし新しいＵＥを受け入れうる。
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【００７４】
　一度仮想セルを作ると決定した場合、上述したドーマントモードでのセル活性化過程が
暗黙的にセルを変更するために行われうる。
【００７５】
　セルが非活性化状態から活性化状態になる場合、ＲＲＣ再設定及びハンドオーバの必要
性を最小化するために、前記セルは、自身のセルＩＤをターゲットＵＥがシームレスに（
ｓｅａｍｌｅｓｓｌｙ）アタッチされるように変えることができる。例えば、前記セル２
がＵＥによって目を覚まして活性化状態になり、前記セル２は、自身のセルＩＤとしてＵ
Ｅ１がセル２と再設定／再接続／ハンドオーバ無しでシームレスに通信できるようにする
セルを選択できる。ここで、前記セルは、Ｃｅｌｌ＿ＩＤ１からＣｅｌｌ＿ＩＤ２に自身
のセルを変更して、無定形ＲＡＮコンセプトを支援するようにすることができ、このよう
な提案された実施の形態は、どのようにセル－特定及びＵＥ－特定信号及びチャネルが変
更上または変更前に送信されるかを示す。
【００７６】

【数１】

【００７７】
【数２】

【００７８】
【数３】

【００７９】
　仮に、セルが他のセルＩＤにタッチされた一つ以上のＵＥを支援する必要性がある場合
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、前記セルは、他のＵＥを支援するために、各々のセルＩＤを有した多重仮想セルを生成
できる。ここで、前記仮想セルは、ＴＤＭないしＦＤＭ方式で多重化される（ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｅｄ）うる。
【００８０】
　図６は、本発明が適用されることができるさらに他の無定形ＲＡＮの例示を示す。図６
は、以下に述べられるように、無定形ＲＡＮを具現する接近方式を示す。
【００８１】
　図６に示すように、無定形ＲＡＮ（ＡＲＡＮ：Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ＲＡＮ）の定義は
、例えば、ＵＥ移動性と無関係に同一セルの維持、曖昧でありうる。さらに、ＵＥ観点で
の多数の性質は、無定形ＲＡＮコンセプトのために考慮されうる。ハンドオーバ過程は、
ＵＥが関連した同一仮想セルを形成する物理的セルが変更されても起こらない場合がある
。ＲＲＭ／ＲＬＭのような基本的な測定は、再開始されない。言い換えれば、連続的な測
定が行われうる。ＳＩＢが変更されない場合、ＳＩＢの再獲得は必要としない。
【００８２】
　ＣｏＭＰとＡＲＡＮとの主な差異点は以下のとおりである。セル－特定ＲＳを生成する
ために使用されるＩＤは、物理的セルＩＤと関連されない。セルにスモールセル間の識別
子として使用される物理的セルＩＤが割り当てられる。このようなＩＤは、同期チャネル
またはセル特定参照信号には使用されない。
【００８３】
　各々のセルは、非活性化状態で多重Ａ－ＲＡＮ　ＩＤを有するディスカバリー信号を送
信できる。すなわち、各々のセルは、活性化状態のとき、スモールセルクラスター内で支
援されるいかなるＡ－ＲＡＮになることができる。言い換えれば、各々のセルは、セルの
識別子として物理的セルＩＤをブロードキャストしない。それよりは、それのＩＤは、ユ
ーザ要求に基づいて決定される。さらに具体的には、ドーマントモード（ｄｏｒｍａｎｔ
　ｍｏｄｅ）において、セルは、多重Ａ－ＲＡＮを広告（ａｄｖｅｒｔｉｓｅ）できる。
活性化状態において、一つまたは多重Ａ－ＲＡＮがドーマント／オフ状態（ｄｏｒｍａｎ
ｔ／ｏｆｆ　ｓｔａｔｅ）の広告されたＡ－ＲＡＮの間で活性化されうる。Ａ－ＲＡＮの
設定観点において、いくつかの接近方式が有用である。
【００８４】
　Ａ－ＲＡＮは、スモールセルクラスターでありうる。このような場合、クラスター内の
スモールセルは、同じＡ－ＲＡＮ　ＩＤを共有し、Ａ－ＲＡＮを形成する。しかしながら
、スモールセルクラスターは、多重Ａ－ＲＡＮを形成できる。このような場合、クラスタ
ーマスター（ｃｌｕｓｔｅｒ　ｍａｓｔｅｒ）またはクラスター内に最も低いＩＤを有す
るか、または予め決定された規則に基づいて決定されるセル、各々のＡ－ＲＡＮは、ＵＥ
のための初期接近を行い、また必要であれば、マスター情報ブロック（ＭＩＢ）を含むシ
ステム情報を送信できる。前記マスターが前記Ａ－ＲＡＮに接続の試みをするＵＥのカバ
レッジ内にない場合、他のセルが初期接近を行うことができる。Ａ－ＲＡＮは、スモール
セルクラスターの間で形成されうる。このような場合、Ａ－ＲＡＮは、いかなるスモール
セルクラスターと関連（ｔｉｅ）されえない。
【００８５】
　Ａ－ＲＡＮが考慮されるとき、ＵＥが各々の測定をモニターリングしなければならない
互いに異なるセルＩＤを含むＲＲＭ及びＲＬＭをデカップル（ｄｅｃｏｕｐｌｅ）させて
、ＵＥがＲＲＭにより識別される物理的セルを変えることに対し、仮想セルまたはデータ
送信ポイントまたはＲＬＭにより識別される制御チャネルを送信する送信ポイントを変え
ないようにすること（またはその反対の場合も）も考慮されうる。本発明は、ＲＲＭオー
バーヘッドの減少に重点をおく。しかしながら、物理的セルの変更と無関係にサービング
セルを維持させるために、ＲＬＭは、より重要でありうる。したがって、ＲＬＦを減少さ
せるために、Ａ－ＲＡＮコンセプトを適用することが排除されない。ＲＬＭオーバーヘッ
ドと関連した無定形ＲＡＮコンセプトの詳細な事項は、以下のとおりである。
【００８６】
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　基地局行為側面において、セル－特定ＲＳ及び／または同期チャネル及び／またはディ
スカバリーチャネルを送信する側面での他の行為が活性化されたＵＥをサービングするか
、またはそうでないときに期待されることができる。
【００８７】
　活性化されたＵＥが非活性化状態のセルにアタッチされるとき、セルはただ一つのＡ－
ＲＡＮまたは一つ以上のＡ－ＲＡＮに属することができる。仮に、一つのＡ－ＲＡＮに属
した場合、セルはセル－特定ＲＳ及び／または同期チャネル及び／またはディスカバリー
チャネルを前記Ａ－ＲＡＮ　ＩＤを使用して送信するはずである。
【００８８】
　多重Ａ－ＲＡＮに属した場合、時間－分割または周波数－分割方式の多重化が多重Ａ－
ＲＡＮのように行動するために行われるはずである。単純化のために、セルは、多重Ａ－
ＲＡＮで設定されえない（例えば、ただ一つのＡ－ＲＡＮが基地局（ｅＮＢ）に設定され
うる）。
【００８９】
　例えば、ＵＥ２がセル２に接近するとき、セル２は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有しＵＥ
１を既に支援しているから、ＵＥ２を支援できなくことがありうる。このような場合、セ
ル２は、自身のＡ－ＲＡＮ　ＩＤを２に変更して、ＵＥ１の代りにＵＥ２を支援できる。
この場合、ＵＥ１が変更するいかなる他のセルが発見されない場合、ＵＥ１をＡ－ＲＡＮ
　ＩＤ＝２にハンドオーバできる。基地局が属するようになるいかなるＡ－ＲＡＮを決定
する側面において、各々の基地局は、ネットワーク資源の効率性を最大化するために、Ｑ
ｏＳ要求、各々のＡ－ＲＡＮ内のＵＥの個数、ＲＲＭ測定報告のようなＵＥ要求を使用す
ることができる。
【００９０】
　非活性化状態のセルに活性化ＵＥがアタッチされない場合、非活性化状態において、セ
ルは、多重Ａ－ＲＡＮが存在したかの様に互いに異なるＡ－ＲＡＮ　ＩＤを有する多重デ
ィスカバリーチャネルを送信できる。例えば、クラスター内において、３個のＡ－ＲＡＮ
が形成された場合、非活性化基地局は、３個の互いに異なるＡ－ＲＡＮ　ＩＤを有するデ
ィスカバリー信号を送信できる。各々のＡ－ＲＡＮ　ＩＤを有するディスカバリー信号を
送信するためのタイミングまたは周波数は、Ａ－ＲＡＮ別に異なることができる。ＲＲＭ
及びハンドオーバの観点において、すべての過程は、マクロセルで使用されるセルＩＤま
たは物理的セルよりはＡ－ＲＡＮ及びＡ－ＲＡＮ　ＩＤに基づいて行われうる。
【００９１】
　Ａ－ＲＡＮ　ＩＤを定義する方式は、以下のとおりである。存在するＰＳＳ及び／また
はＳＳＳと関連されないＡ－ＲＡＮ　ＩＤとしての新しいＩＤは、ディスカバリーチャネ
ルシーケンスの生成に使用される各々のＡ－ＲＡＮに割り当てられうる。前記ディスカバ
リーシーケンスは、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ及び物理的セルＩＤを使用することができる。また
は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤは、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤのために使用されうるＰＳＳ、０、１、また
は２と関連されうる。
【００９２】
　すなわち、スモールセルクラスターは、３個以上のＡ－ＲＡＮを有さないことがありう
る。このような場合、スモールセルクラスターＩＤは、ＳＳＳを介して送信されうる。ま
たは、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤは、ＳＳＳに含まれることができ、ＳＳＳに送信されるＩＤは、
ＰＳＳが前記クラスターＩＤを識別できるＡ－ＲＡＮ　ＩＤのために使用されうる。この
ような場合、ＵＥが識別できるスモールセルクラスターの個数は、３個である。ＰＳＳ及
びＳＳＳ、０、１または２に結ばれているＡ－ＲＡＮ　ＩＤは、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤのため
に使用されうる。スモールセルクラスターＩＤは、ＳＳＳを介して送信されうる。Ａ－Ｒ
ＡＮのＩＤは、物理的セルＩＤと同様に｛Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ　ｗｉｔｈｉｎ　ａ　ｃｌｕ
ｓｔｅｒ、ａ　ｃｌｕｓｔｅｒ　ＩＤ｝から構成される。このような場合、各々のＲＳ、
制御またはデータチャネルを生成する方法が以下に簡略に紹介される。
【００９３】
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　ディスカバリー信号は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤを識別するために情報を運ぶことができる。
また、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤがセル－特定ＲＳシーケンスに使用されず、ＰＳＳ／ＳＳＳが使
用されない場合、セル－特定ＲＳを送信するために使用されるＡ－ＲＡＮ　ＩＤまたは仮
想セルＩＤを識別するために、同期チャネルが送信されうる。
【００９４】
【数４】

【００９５】
【数５】

【００９６】
【数６】

【００９７】
　非活性化セルにより多重Ａ－ＲＡＮを送信することを許すために、Ｐの周期でオフ状態
においてディスカバリー信号が送信される場合、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝ｋを有した各々のデ
ィスカバリー信号が、（ｉ＋ｋ）％Ｐ＝０の場合において、サブフレームｉにおいて送信
されるとき、オフセットが各々のＡ－ＲＡＮ　ＩＤのために使用されうる。セルは、ただ
自分により支援されるディスカバリー信号を送信できる。例えば、セルがＡ－ＲＡＮ　Ｉ
Ｄ＝１及びＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝２を支援する場合、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１及びＡ－ＲＡＮ
　ＩＤ＝２を有するただ二つのディスカバリー信号が前記基地局（ｅＮＢ）により送信さ
れるはずである。
【００９８】
　トラッキングＲＳを含むＲＳを送信する観点において、３通りの接近方式が有用であり
うる。セルＩＤのようなＡ－ＲＡＮ　ＩＤが使用される。Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ及びクラスタ
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ーＩＤが使用されうるが、例えば、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＊Ｍａｘ　Ｃｌｕｓｔｅｒ　ＩＤ＋
ｃｌｕｓｔｅｒ　ＩＤでありうる。仮想セルＩＤが使用されうるが、前記仮想セルＩＤは
、ＰＳＳ／ＳＳにより送信されうる。ここで、前記仮想セルＩＤは、セルの物理的セルＩ
Ｄと同一または上位階層シグナリングにより与えられうる。
【００９９】
　ＵＥがＲＲＭ報告をするとき、ＵＥに知られた場合のセルＩＤまたは仮想セルＩＤまた
はセルＩＤを代替するＡ－ＲＡＮ　ＩＤだけと共に、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤがＲＲＭ報告と共
に送信されうる。多重セルが同じＡ－ＲＡＮ　ＩＤを共有できるから、基地局からＵＥへ
の信号強度またはチャネル品質を識別するために、各々の基地局は、ＵＥからチャネル評
価ないし予測（ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）のために、ＳＲＳまたはＲＡＣ
Ｈを使用することができる。
【０１００】
　ＰＲＡＣＨ初期電力を決定するために、ＵＥが経路－損失（ｐａｔｈ－ｌｏｓｓ）を測
定するとき、ＳＦＮ形式でディスカバリーチャネルが送信されうるから、但しシステム情
報送信が使用されうる。仮に、ＵＥがシステム情報の受信無しでＰＲＡＣＨまたはｐｒｅ
－ＰＲＡＣＨを送信する場合、例えば、マクロセルからシステム情報が受信されるか、ま
たは新しいアップリンクチャネルが使用される場合、経路－損失は固定されたと仮定でき
る。例えば、初期電力が予め固定される。基地局は、ＵＥがチャネル評価のためのチャネ
ルを測定できるように特定信号を送信できるが、これは、ＣＳＩ要求と似ている。
【０１０１】
　図７及び図８は、本発明の一実施の形態にかかるＡ－ＲＡＮ　ＩＤを使用した初期過程
を示す。
【０１０２】
　図７に示すように、ＵＥがマクロセルからスモールセルクラスター内のＡ－ＲＡＮにハ
ンドオーバする場合、すべての必要な情報がマクロセルにより送信されうる。前記マクロ
セルの支援と共に、または支援無しで、見られるように、次のようなステップが初期接続
のために仮定される。
【０１０３】
　Ａ－ＲＡＮのディスカバリーがまず説明される。まずＵＥが活性化された状態でＰＳＳ
／ＳＳＳ及び／またはディスカバリー信号のような同期信号が送信されうる。ＵＥが活性
化されたＡ－ＲＡＮを感知する場合、ＲＡＣＨ過程を介してアタッチが試みられる。これ
は、レガシーＲＲＣ接続過程が同様に使用されうる。同じ周波数に対して、ＵＥが活性化
されたＡ－ＲＡＮを探索できない場合、ＵＥは、ディスカバリー信号を読むことにより非
活性化されたＡ－ＲＡＮを探索する。セルサーチ（ｃｅｌｌ　ｓｅａｒｃｈ）は、次のよ
うに設定された優先順位に応じて、互いに異なる周波数において繰り返されうる。
【０１０４】
　Ａ－ＲＡＮが識別された場合、次のような過程がアタッチのために行われる。各々のＡ
－ＲＡＮのマスターセルは、ＵＥが必要とするシステム情報を送信する。クラスターマス
ターは、前記クラスター内ですべてのＡ－ＲＡＮのためのマスターでありうる。ＵＥが候
補Ａ－ＲＡＮを識別する場合、ＲＡＣＨまたはｐｒｅ－ＲＡＣＨが設定され、ＵＥは、Ｒ
ＡＣＨまたはＳＲＳと類似のｐｒｅ－ＲＡＣＨまたはＲＡＣＨを送信できる（７５１）。
【０１０５】
　このようなメッセージに使用される設定及び資源は、予め決定されるか、またはシステ
ム情報で送信されうる。セル間の調整（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）がなされた以後のセ
ルまたは最も低いセルＩＤを有するセルまたはＡ－ＲＡＮのためのマスターセルとして決
定されたセルは、前記ＲＡＣＨまたはｐｒｅ－ＲＡＣＨに対する応答を送信する。Ｐｒｅ
－ＲＡＣＨが送信されるとき、応答は、ＲＡＣＨ設定を含むＳＦＮを介して多重セルによ
り送信されうる。このような場合、受信された設定に基づいた次のＲＡＣＨが送信されう
る。一度、セル設定が完了した以後、一般的なダウンリンク及びアップリンク送信がおき
る。オフ状態での初期接続がセルのドーマント状態をわからないレガシーＵＥに対しては
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支援されないことに留意する。
【０１０６】
　さらに具体的には、前記ＵＥは、前記セル１及びセル２からＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有
するディスカバリー信号を受信し（８１０、８１２）、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有するＭ
ＩＢ／ＳＩＢを受信する（８１４、８１６）。
【０１０７】
　また、前記ＵＥは、セル１及びセル２からＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝２を有するディスカバリ
ー信号を受信し（８２０、８２２）、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝２を有するＭＩＢ／ＳＩＢを受
信する（８２４、８２６）。
【０１０８】
　その後、前記ＵＥは、ＰＲＡＣＨの送信のために、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有するセル
にアタッチするかどうかを決定するが、ＰＲＡＣＨ設定は、ＳＩＢにより送信されうる（
８３０）。前記ＵＥは、セル選択を行うために、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有するスモール
セルクラスター内のマスターセルであるセル１にＳＮＩＲ報告を送ることができ、セル２
は、アタッチされたセルとして選択される（８４０）。前記ＵＥは、前記セル２からＲＡ
ＣＨ応答を受信し、前記ＲＡＣＨ応答は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を含む（８５０）。前記
ＵＥは、セル２とＰＤＳＣＨ及びＰＵＳＣＨにより一般的なデータ送信のための通信を行
う（８５６、８５８）。
【０１０９】
　一方、前記ＵＥは、前記データ送信の間にセル１に移動し（８６０）前記データ送信は
、前記セル２に維持されるか、または状態移動（ｓｔａｔｅ　ｔｒａｎｓｆｅｒ）が起き
うる（８７０）。前記状態移動のために、前記データ送信のサービングセルが割り当てら
れたユーザＲＮＴＩと共に、ＵＥトークン（ｔｏｋｅｎ）を生成することによって、物理
的セル２からセル１へ変更されるから、前記ＵＥは、セル１とＰＤＳＣＨ及びＰＵＳＣＨ
による一般的なデータ送信のための通信を行う（８７２、８７６及び８７８）。
【０１１０】
　さらに具体的には、オン状態であるＡ－ＲＡＮでの初期接続過程は、図９に示すとおり
である。ＵＥが、所定のオン状態のセルを発見してＡ－ＲＡＮに接続を試みる場合、ＰＳ
Ｓ／ＳＳＳを介して伝達されるＩＤ観点において、３個の代案が考慮されうるが、Ａ－Ｒ
ＡＮ　ＩＤ及びクラスターＩＤを運ぶＰＳＳ／ＳＳＳ、仮想セルＩＤを運ぶＰＳＳ／ＳＳ
Ｓまたは物理的セルＩＤを運ぶＰＳＳ／ＳＳＳがそれらである。本発明では、Ａ－ＲＡＮ
シナリオのために使用されるＡ－ＲＡＮ　ＩＤ及びｃｌｕｓｔｅｒ　ＩＤを有するＰＳＳ
／ＳＳＳまたは仮想セルＩＤを運ぶＰＳＳ／ＳＳＳが仮定される。
【０１１１】
　ＵＥは、ＳＦＮ類型で送信されるＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ上の一般的なＲＲＭを行う（
９１０、９１２）。オン状態でＭＩＢ／ＳＩＢを受信する観点において、２通りのメカニ
ズムが考慮される。一つの方式は、Ａ－ＲＡＮ内のすべての活性化されたセルが同時にＭ
ＩＢ及び／またはＳＩＢを送信して、ＵＥが高信頼性を有して受信できるようにすること
である。他の方式は、Ａ－ＲＡＮ内の各々の活性化されたセルからのＭＩＢ及びＳＩＢ送
信間のオフセットを使用して、ＵＥが一つまたは多重ＭＩＢ／ＳＩＢを読むことができる
ようにすることである。
【０１１２】
　示すように、前記ＵＥは、セル１及び／またはセル２からＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有す
るＭＩＢ／ＳＩＢを受信する。ここで、ＳＩＢ　ＴＸタイミングが整列された場合、セル
２は、前記セル１と同じ時間に前記ＭＩＢ／ＳＩＢを送信し（９１４、９１５、９１６、
９１７）、ＳＩＢ　ＴＤＭが使用される場合、セル２は、セル１と異なる時間に前記ＭＩ
Ｂ／ＳＩＢを送信するようになる（９２５、９２７）。
【０１１３】
　ＭＩＢ／ＳＩＢを読んだ後に、ＵＥはＰＲＡＣＨを送信できるが、ＰＲＡＣＨに対した
設定は、ＳＩＢにより送信されうる。Ａ－ＲＡＮ内の各々のセルは、他のＰＲＡＣＨプリ
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アンブルシーケンスまたは資源を利用して、ＰＲＡＣＨを読むことにより、ターゲットセ
ルが識別されうる。各々のセルまたは資源に対する互いに異なるプリアンブルシーケンス
の割り当ては、クラスター内のセル間の調整（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）によりなされ
うる。このような接近方式は、各々のセルが互いに異なる時間または周波数でＳＩＢを送
信する時だけに適用可能でありうる。仮に、ＳＩＢ送信がＳＦＮ類型でなされる場合、セ
ル別に互いに異なる設定がＵＥに与えられない場合もある。このような場合、セルがＵＥ
にＲＡＲを送信するかどうかの決定は、ネットワークに拠る。
【０１１４】
　セルがＵＥからＰＲＡＣＨを受信した後、セルはＲＡＲで応答する。レガシー動作とは
異なり、Ｃ多重セルから同時に送信されてデータ復調のためのチャネル評価（ｃｈａｎｎ
ｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）の品質を劣化させることができるＣＲＳとしてデコードす
るＲＡＲのためにＣＲＳが利用されない場合もある。
【０１１５】
　いくつかの接近方式がこのような問題点を解決するのに有用である。一つは、ＲＡＲを
送信するセルを除いた他のセルからのＣＲＳ送信を制限して、ＣＲＳ基盤のデータ復調が
依然として有効なようにすることである。
【０１１６】
　他の接近方式は、ＲＡＲ復調のためにＤＭ－ＲＳを利用することである。このような場
合、ＤＭ－ＲＳのスクランブリングは、ユーザＲＮＴＩが使用可能でない場合もあるから
、ユーザＲＮＴＩよりは、プリアンブルシーケンスインデックスまたはＰＲＡＣＨが送信
されるサブフレームインデックスまたはＰＲＡＣＨ資源設定インデックスに基づいてなさ
れうる。仮に、ＤＭ－ＲＳがＡ－ＲＡＮシナリオでデータ復調のために使用される場合、
ＣＲＳの周波数は、トラッキング目的としてだけ毎５秒ごとに減少できる。最後の接近方
式は、すべての活性化されたセルがＳＦＮ類型で同じＲＡＲを送信することでありうる。
【０１１７】
　図示のように、ＵＥは、セル１からＲＡＲ／ＤＭ－ＲＳを受信し、データ復調のために
セルからＣＲＳを受信する（９４０、９４２）。ＲＡＣＨ過程は、一般的なデータの送信
のために、Ｍｓｇ３及びＭｓｇ４を送信することにより完了する（９５０、９５２）。
【０１１８】
　ＵＥがＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝ｋであるセルにアタッチされたとき、セルがそのＡ－ＲＡＮ
　ＩＤを有するクラスター内の第１番目のセルであるか、ＵＥがＲＲＣ＿ＩｄｌｅからＲ
ＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄに変更されてセルキャンプ－オン（ｃａｍｐ－ｏｎ）が発生し
た場合、物理的セルであるサービングセルがスイッチされるとき、基地局はＵＥに伝達さ
れて割り当てられるユーザＲＮＴＩを有するトークンを生成する。例えば、ＵＥ１がセル
１範囲からセル２範囲に移動してセル２がサービングセルになった場合、セル１は、ＵＥ
１のトークンをセル２に伝達してセル２がＵＥ１へのダウンリンク及びアップリンクを初
期化できるようにする。
【０１１９】
　前記トークンが送信される前に、セル１及びセル２間のすべての必要な情報送信がなさ
れうる。このようなことは、無定形ＲＡＮが物理的／仮想的なセルＩＤ変更を活用して達
成される場合に適用されうる。
【０１２０】
　さらに、多重周波数ハンドリングが述べられる。１００ＭＨｚのような大きな帯域幅が
利用でき、スモールセル基地局が１回に２０ＭＨｚをハンドリングできる場合、周波数ホ
ッピングメカニズムが全帯域幅を完全に活用するために考慮されうる。例えば、周波数ホ
ッピングの例が図１０に開示される。
【０１２１】
　図１０は、本発明の一実施の形態にかかる周波数ホッピングを示す。前記周波数ホッピ
ングは、多重２０ＭＨｚシステム帯域幅で記述される。
【０１２２】
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　図１０に示すように、前記ホッピングパターンを設定するために、いろいろな接近方式
が有用でありうる。基地局がスモールセルクラスターに属していているかどうかに関係な
く、セルＩＤと関連された予め決定されたホッピングパターンが使用されうる。これは、
予め決定されたホッピングパターンに基づいた週波数ホッピングを可能にする。基地局が
一つの周波数にとどまる区間もまた、前記予め決定されたホッピングパターンに応じて固
定されうる。
【０１２３】
　スモールセルクラスター内で決定されて指示されたホッピングパターンが使用される。
各々のスモールセルクラスターは、クラスター内の各々の基地局にＩＤを割り当ててＩＤ
が前記ホッピングパターンを決定するように使用されうる。５個のホッピングパターンが
定義される場合、各々の基地局に該当するパターンは、クラスター内のｅＮＢ＿ＩＤ％５
により決定されうる。また、クラスター内に割り当てられた前記ＩＤと関連した予め決定
されたホッピングパターンが代わりに使用されうる。
【０１２４】
　ホッピングパターンの指示方式は、次の通りである。まず、セルがＳＣｅｌｌだけで行
動するとき、マクロセルまたはＰＣｅｌｌにより指示され、システム情報は、前記ＰＣｅ
ｌｌまたはマクロセルにより送信されることができ、前記システム情報は、前記ＳＣｅｌ
ｌがＳＦＮと共に使用する周波数ホッピングパターンを含んで、ＵＥが前記ＳＣｅｌｌを
位置させる正しい周波数を決定できるようにする。さらに他の接近方式としてＭＩＢを介
した情報伝達でホッピングパターンの指示はＭＩＢを介してシグナリングできる。このよ
うな方式が使用される場合、４０ｍｓｅｃのＭＩＢコードワード送信期間の間に前記周波
数が同様に維持されるはずである。
【０１２５】
　さらに、ＵＥが前記必要時間内でＰＳＳ及びＳＳＳのような同期チャネルを読むことに
より、前記セルを位置させるのを許諾するために、同じ周波数が２００ｍｓｅｃのような
予め決定された時間内で使用されうる。上位階層シグナリングが使用されうる。前記ホッ
ピングパターンまたはホッピングのための新しい周波数のための変更を知らせるために、
上位階層シグナリングがＵＥに与えられうる。ＤＣＩを介した動的シグナリングが使用さ
れうる。ＤＣＩを使用することにより、基地局は、前記ホッピングタイプ及び／またはホ
ッピング区間及び／またはホッピングの使用／不使用及び／またはホッピング命令を知ら
せうる。例えば、ＵＥに新しいホッピングパターンまたは類型が指示されるまでまたは新
しい周波数のためにＤＣＩに指示される時間の間に次のダウンリンクサブフレームが適用
可能なホッピング類型を適用するようにＤＣＩはＵＥに知らせうる。
【０１２６】
　周波数ホッピング環境でのＲＲＭは、次の通りである。前記基地局が新しい動作周波数
を有するように自身のセルＩＤを変更しないことができても、ＵＥは各々の動作周波数別
に分離されたＲＲＭを報告するはずである。基地局が周波数ホッピングまたは他の方式を
使用して一つ以上の周波数で動作する場合、ＵＥは、各々の周波数を分離して測定された
多重ＲＲＭを報告できる。したがって、周辺セルのＲＲＭ測定に対して、ＵＥがセルＩＤ
またはクラスター内のＩＤからホッピングパターンを類推できない場合、ＵＥに周辺セル
のホッピングパターンを知らせる必要性がある。
【０１２７】
　ＵＥは、互いに異なる周波数から得られたＲＲＭ測定を組み合わせなくても良い。そし
て、周波数ホッピングギャップ（Ｇａｐ）のために、基地局が自身の周波数をｆ１からｆ
２に変更する場合、スイッチングギャップのためのギャップが必要となりえる（１０５０
）。前記ギャップは、ｆ１の最後のサブフレームに与えられることもでき、ｆ２の第１番
目のサブフレームに与えられうる。好ましくは、サブフレームの第１番目のいくつかのＯ
ＦＤＭシンボルに位置した潜在的なレガシーＰＤＣＣＨまたはＰＨＩＣＨを保護するため
に、第１番目の周波数の最後のサブフレームの最後のいくつかのＯＦＤＭシンボルに前記
ギャップが与えられうる。ダウンリンク周波数ホッピングがおきた場合、接続したアップ
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リンク周波数もまた、ホッピングされうる。例えば、ｆ１がｕ＿ｆ１と関連し、ｆ２がｕ
＿ｆ２に関連している場合、ダウンリンク周波数がｆ１からｆ２に変更されるとき、アッ
プリンク周波数もまた、ｕ＿ｆ１からｕ＿ｆ２に変更されうる。
【０１２８】
　さらに、図１１に示すように、動作周波数を変更することによりＡ－ＲＡＮ　ＩＤが変
更される。
【０１２９】
　図１１は、本発明の一実施の形態にかかるＵＥに透明な（ＵＥ－ｔｒａｎｓｐａｒｅｎ
ｔ）周波数ホッピングを示す。
【０１３０】
　例えば、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有したセルにｆ１が使用され、前記Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ
を使用する物理的基地局が時間に応じて変更される場合、ｆ１においてサービングされる
ＵＥは、各々ｃｅｌｌ　１→ｃｅｌｌ　２→ｃｅｌｌ　３→ｃｅｌｌ　２→ｃｅｌｌ　１
のとおりにサービングされるようになる。これに対し、ＲＳ／制御／データがコーディン
グされるＡ－ＲＡＮ　ＩＤは、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１に同様に維持される。このような方
式の利点は、周波数変更レイテンシ（ｌａｔｅｎｃｙ）に起因したセル変更間のギャップ
を認知する必要性があるＵＥにシームレスな（ｓｅａｍｌｅｓｓ）接続性を許諾すること
にある。Ａ－ＲＡＮ　ＩＤが変更されなくても、物理的に、ＵＥは、ＴＤＭ形式で多重セ
ルによりサービングされる。これは、セル間の負荷均衡（ｌｏａｄ　ｂａｌａｎｃｉｎｇ
）を提供でき、各々のセルは、ラウンド－ロビン（ｒｏｕｎｄ－ｒｏｂｉｎ）方式の高－
負荷ＵＥを支援できる。物理的／仮想的セルＩＤは、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤの代りに使用され
うる。代案として、周波数ホッピングは、ＵＥが自身の周波数を変更しなくともなされう
る。
【０１３１】
　示すように、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１は、ＵＥにＴＤＭ方式でｃｅｌｌ　１→ｃｅｌｌ　
２→ｃｅｌｌ　３→ｃｅｌｌ　２→ｃｅｌｌ　１でサービングする。Ｔｈｅ　Ａ－ＲＡＮ
　ＩＤ＝２は、ＵＥにｃｅｌｌ　２→ｃｅｌｌ　１→ｃｅｌｌ　２→ｃｅｌｌ　１→ｃｅ
ｌｌ　３でサービングし、ｔｈｅ　Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝３は、ＵＥにＴＤＭ方式でｃｅｌ
ｌ　３→ｃｅｌｌ　３→ｃｅｌｌ　１→ｃｅｌｌ　２→ｃｅｌｌ　２でサービングする。
【０１３２】
　各々にセルに予め固定されたホッピングパターンを使用する代りに、Ａ－ＲＡＮもまた
、各々の周波数に配置されうる。
【０１３３】
　図１２は、本発明の一実施の形態にかかる多重周波数環境でのＡ－ＲＡＮを示す。
【０１３４】
　ｆ１にＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝０が配置され、ｆ２にＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１が配置される。
このような場合、各々のセルはオフ状態で互いに異なる周波数で多重Ａ－ＲＡＮに広告す
る（例えば、セル１のためにｆ１においてＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝０のディスカバリー信号、
ｆ２においてＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１のディスカバリー信号）。そして、活性化状態になる
時、図１２に示すように、一つのＡ－ＲＡＮｄｍｆ支援するように一つの周波数でオン状
態に維持されうる（例えば、ＵＥ１のために活性化状態でセル１のためのＡ－ＲＡＮ　Ｉ
Ｄ＝０、ＵＥ２のための活性化状態でセル３のためのＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１）。このよう
な方式が使用される場合、互いに異なる周波数でのディスカバリー信号の送信時間は、周
波数スイッチング遅延を考慮して調整されるはずである。
【０１３５】
　このような方式はまた、ユーザの数字が小さくて（例えば、１０）、クラスターが各々
のＵＥのために分離された周波数を割り当てることができ、各々の基地局が互いに異なる
周波数を有した多重仮想セルを動作させることができる無定形ＲＡＮを可能なようにする
。所定の周波数（例えば、ｆ１）を有したＵＥがセルの近くに移動するとき、ｆ１を有し
た仮想セルを動作させて（ｅｎａｌｂｌｅ）シームレスな接続性がそのＵＥに支援される
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【０１３６】
　ＵＥ１は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝０及びＳＩＢを有したディスカバリー信号を受信した後
、ｃｅｌｌ　１－ｆ１へのＲＡＣＨを行うことにより、ｃｅｌｌ　１－ｆ１にアタッチし
て、ＵＥ１は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝０のマスターセルとして前記ｃｅｌｌ　１－ｆ１から
ＰＳＳ／ＳＳＳを受信し、前記ｃｅｌｌ　１－ｆ１はオン状態である。これに対し、ＵＥ
２は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１及びＳＩＢを有したディスカバリー信号を受信した後、ｃｅ
ｌｌ　３－ｆ２のＲＡＣＨを行うことにより、ｃｅｌｌ　３－ｆ２にアタッチして、ＵＥ
２は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１のマスターセルとして前記ｃｅｌｌ　３－ｆ２からＰＳＳ／
ＳＳＳを受信し、前記ｃｅｌｌ　３－ｆ２は、オン状態である。前記ｃｅｌｌ　３－ｆ２
からの信号は、ｃｅｌｌ　１－ｆ１からの信号が送信されるサブフレームから予め決定さ
れたオフセットを有したサブフレームから送信されうる。
【０１３７】
　図１３は、本発明の一実施の形態にかかる多重周波数において仮想セルＩＤを介した無
定形ＲＡＮの一例を示す。
【０１３８】
　使用されうる周波数の個数が支援されるＵＥの個数より低い場合、前述したＴＤＭメカ
ニズムは、多重周波数仮想セルの組み合わせで使用されうる。仮想セルを活性化させるた
めに、ディスカバリー信号が各々の周波数で送信されてＵＥがその周波数で仮想セルを発
見するようにできる。ここで、ＵＥ１は、仮想セルＩＤ＝２を有したセル１（ｆ２）及び
セル２（ｆ２）を含むｆ１に接近しており、ＵＥ２は、仮想セルＩＤ＝１を有したセル１
（ｆ１）及びセル２（ｆ１）を含むｆ１に接近している。
【０１３９】
　この方式は、スモールセル間にＣｏＭＰを適用してＵＥが、サービングセルが自身の周
波数を他の周波数に変更する時に同一周波数でサービングされるためのものであり、同一
周波数を使用する周辺セルは、ＤＰＳを使用することのようにＵＥをサービングすること
ができる。これを可能にするために、ＵＥは、ＣｏＭＰ動作のために多重セルで設定され
る。ＵＥは、ＤＣＩシグナリングを介して動的にＤＰＳを使用してデータを受信するよう
に設定されるか、またはホッピングパターンが与えられて、ＵＥがダウンリンクデータが
制御及びデータを全部含む場合、ＴＤＭ方式でＴＰからすべてのダウンリンクデータを受
信するようにすることができる。
【０１４０】
　ＤＣＩにより活性化されるＤＰＳからの差異点は、分離してｅＰＤＣＣＨ集合を設定す
ることなく、互いに異なるＴＰから制御を受信することもできるという点である。すなわ
ち、ＴＤＭを介して多重セルが再設定無しで一つのＵＥを支援する。ＲＬＭは、物理的セ
ル変更と無関係に起きうる。ここで使用される基地局は、物理的基地局を参照しないとい
う点を留意する。それよりは、一つのキャリアまたはセルを動作させる論理的コンセプト
である。特に、ＲＲＨは、このような意味においてｅＮＢでありうる。物理的基地局は、
このような意味において多重ｅＮＢを有しうる。このようなコンセプトは、各々のセルが
ＴＤＭまたはＦＤＭ方式でいくつかのＡ－ＲＡＮを形成でき、多重セルが協力的にＴＤＭ
を介してＵＥを支援する単一周波数ケースに適用されうる。
【０１４１】
　以下、ドーマントＡ－ＲＡＮのための単一デザインが論議される。まず、ディスカバリ
ー信号が述べられる。ディスカバリー信号のＳＦＮ送信を許すために、活性化状態での一
般的なデータ送信において使用されるＣＰよりは長いＣＰがディスカバリー信号のために
使用されると仮定する。ディスカバリー信号に対して拡張ＣＰが使用されると仮定する。
【０１４２】
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【数７】

【０１４３】
【数８】

【０１４４】
　図１４は、本発明の一実施の形態にかかる拡張循環プレフィックス（ｅｘｔｅｎｄｅｄ
　ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）でのディスカバリー信号のマッピングを示す。
【０１４５】
　前記ディスカバリー信号に対するサブフレームの設定は、予め固定されるか、または上
位階層シグナリングによって周期及びオフセットが決定されうる。ディスカバリー信号を
送信するアンテナポートは定義されないか、またはドーマント状態でのシステム情報の送
信に使用されるディスカバリー信号及びＤＭ－ＲＳは、ｑｕａｓｉ－ｃｏｌｌｏｃａｔｅ
ｄと仮定できる。
【０１４６】
　さらに、活性化状態において使用されるディスカバリー信号のアンテナポート及びＰＳ
Ｓ／ＳＳＳ／ＣＲＳは、ＱＣＬと仮定されない場合もある。また、上位階層の指示は、デ
ィスカバリー信号にＱＣＬ関係を指示するように与えられうる。ＰＳＳ／ＳＳＳに基づい
て、ＰＳＳ／ＳＳＳがＡ－ＲＡＮディスカバリー信号に使用される場合、ＰＳＳは、Ａ－
ＲＡＮ　ＩＤを送信するのに使用されることができ、ＳＳＳは、クラスターＩＤを送信す
るのに使用されうる。
【０１４７】
　システム情報に対して、各々のＡ－ＲＡＮのマスターセルは、マスター情報ブロックを
含むシステム情報を送信する。ドーマントモードで送信されるシステム情報は、ただＭＩ
Ｂ及びＳＩＢ１またはＳＩＢ２または新しいＳＩＢまたは組み合わせられたＭＩＢ／ＳＩ
Ｂ１／ＳＩＢ２のＳＩＢに限定されうる。システム情報は、ディスカバリー信号に応じる
関連したＰＤＣＣＨまたはｅＰＤＣＣＨ無しで送信されうる。ディスカバリー信号の送信
以後に、システム情報の送信開始がＫ　ｍｓｅｃ内で起きうる。例えば、Ｋ＝１は、ＳＩ
Ｂの即時送信を意味する。レガシーキャリアのＰＢＣＨデザインを維持するために、シス
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テム情報は、ＰＢＣＨデコードに使用されるデフォルトＤＭ－ＲＳパターンを有し次の４
０ｍｓｅｃの間に送信されうる。
【０１４８】
　このようなシステム情報メッセージは、レガシーＰＢＣＨまたは活性化状態において送
信されるＰＢＣＨとは異なりうる。これはただＵＥがＲＡＣＨを送信することを許すため
の必須な情報を含んで、セルが活性化状態になることができるようにする。例えば、シス
テム帯域幅及びＲＡＣＨ設定はドーマント状態で送信されるシステム情報の内容でありう
る。ＵＥは、必要であれば、活性化状態のＰＢＣＨが送信されるアンテナポートの個数を
識別するために、ドーマント状態で送信されるＰＢＣＨのブラインドデコードの遂行を必
要としない場合がある。
【０１４９】
　前述したように、Ａ－ＲＡＮ別マスターセルがドーマント状態でＭＩＢ及び／またはＳ
ＩＢを送信して不必要なオーバーヘッドを避けることが提案される。各々のセルのカバレ
ッジが完全に重ならない場合を考慮して、各々のセルからＭＩＢ及び／またはＳＩＢが送
信されることを考慮することが依然として価値がある。図１５は、本発明の一実施の形態
にかかるシグナリング順序を示す。
【０１５０】
　図１５に示すように、ＰＢＣＨのように組み合わせられたシステム情報がドーマントモ
ードで送信される。一つの簡単な方法は、ＴＤＭ方式で各々のセルによりドーマントモー
ドＰＢＣＨとしてｄ－ＰＢＣＨを送信することである。例えば、セルノードがＩＤ＝０で
あるＡ－ＲＡＮに広告し、１秒ごとにディスカバリー信号が送信される。その後、ｄ－Ｐ
ＢＣＨが１０個の多重無線フレームのオフセットを有して送信されうる。例えば、スモー
ルクラスター＝０内で割り当てられたＩＤを有したセルは、ディスカバリー信号送信以後
に第１番目の無線フレームでｄ＿ＰＢＣＨを送信し、ＩＤ＝１を有したセルは、続けてデ
ィスカバリー信号送信後に１０無線フレーム以後ｄ＿ＰＢＣＨを送信する。
【０１５１】
　これは多重無線フレームをモニターリングしなければならないので、ｄ＿ＰＢＣＨを獲
得するＵＥでは、レイテンシ及びオーバーヘッドが増加できる。このような方式が使用さ
れる場合、ＵＥは、ｄ－ＰＢＣＨに使用される電力が予め固定されるか、またはｄ－ＰＢ
ＣＨ内でシグナリングされるか、ディスカバリー信号内でシグナリングされると仮定して
、ｄ－ＰＢＣＨを読むことにより、経路－損失測定を行うことができ、ＰＲＡＣＨを送信
するために前記情報を利用できる。各々のｄ－ＰＢＣＨは、ＵＥが利用できる潜在的なＰ
ＲＡＣＨ設定、プリアンブルシーケンス及びサブフレーム設定を運ぶことができる。ＵＥ
は、評価された経路－損失情報に基づいて最善のセルにより広告されるＰＲＡＣＨ設定を
利用する。
【０１５２】
　初期にＴＤＭ方式のｄ－ＰＢＣＨに基づいてオフ状態に接続する。前記ｄ－ＰＢＣＨは
、ＣＲＳまたはＤＭ－ＲＳにより復調されうる。ＰＭＣＨはまた、ドーマント状態で支援
できる。ドーマント状態のＡ－ＲＡＮは、ＭＢＳＦＮ設定情報を送信しない場合もあるか
ら、ＭＢＳＦＮサブフレーム設定及び他の必要な情報は、活性化されたスモールセルまた
はマクロセルにより送信されうる。
【０１５３】
　さらに、レガシーＵＥ及び改善されたＵＥが共存する状況が期待される。レガシーＵＥ
の性能劣化を防止するために、好ましくは、Ａ－ＲＡＮシナリオは、レガシーＵＥを支援
できる。このセクションはＡ－ＲＡＮシナリオでどのようにレガシーＵＥを支援するかに
対して議論する。
【０１５４】
　第１番目の接近方式は、レガシーセル及びＡ－ＲＡＮセルが重なることである。一つの
単純な方式は、レガシーキャリア及びＡ－ＲＡＮキャリアを、レガシーＵＥはレガシーキ
ャリアに改善されたＵＥはＡ－ＲＡＮキャリアにアタッチされるように配置することであ
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る。しかしながら、このような方式は、依然としてレガシーキャリアが充分に配置されな
い場合、レガシーＵＥに対してカバレッジホールを作る問題点がありうる。
【０１５５】
　第２番目の接近方式は、活性化されたＡ－ＲＡＮセル及びオン／オフＡ－ＲＡＮセルを
重ならせておくことである。他の接近方式は、少なくともいくつかのＡ－ＲＡＮキャリア
をレガシーＵＥを支援できるように常に活性化されるように配置することである。第３番
目の接近方式は、オン／オフＡ－ＲＡＮセルが少なくとも活性化状態でレガシーＵＥを支
援するように使用することである。
【０１５６】
　前記第２番目または第３番目の接近方式を実現するために、少なくとも活性化された状
態のＡ－ＲＡＮキャリアがレガシーＵＥを支援できなければならない。初期接続過程が仮
定される場合、シグナリングデザイン考慮事項がレガシーＵＥを支援するために必要であ
る。まず、ＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳをＣｏＭＰシナリオと似ているようにして、ユーザが
ＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳを送信したＳＦＮを受信できるようにすることである。ここで、
ＣＲＳは、物理的セルＩＤでスクランブリングされたことである。ＰＳＳ／ＳＳに対して
ＩＤを送信する一つの例示は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ及びクラスターＩＤをＰＳＳ及びＳＳＳ
に分離することである（例えば、０－２はＡ－ＲＡＮ　ＩＤ、０－１６７は、クラスター
ＩＤまたはその反対の場合も）。したがって、物理的セルＩＤは、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ及び
クラスターＩＤの組み合わせであろう（例えば、１は、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤであり、１０８
は、クラスターＩＤである場合－＞セルＩＤ＝２７６）。
【０１５７】
　ＣＲＳは、このようなセルＩＤでスクランブリングされることである（組合わせられた
Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ及びクラスターＩＤ）。クラスターＩＤの代りに、仮想セルＩＤが使用
されうることに留意する。そして、ＰＢＣＨは、同時に活性化されたセルがある場合、多
重セルから送信されうるか、または４０ｍｓｅｃで交代に各々の活性化されたセルがＰＢ
ＣＨを送信できる。例えば、一セルは、第１番目の４０ｍｓｅｃの間にＰＢＣＨを送信し
、他のセルは、次の４０ｍｓｅｃでＰＢＣＨを送信する。ＳＩＢ送信は、活性化された多
重セルから同時に送信されるか、またはＰＢＣＨと同様にして交代に送信されうるが、イ
ンターバルは、多重４０ｍｓｅｃ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｆ　４０ｍｓｅｃ）のＳＩＢウ
ィンドウとして異なりうる。
【０１５８】
　ＲＡＲは、ＳＦＮ送信であるか、または他の活性化されたセルがＣＲＳ上において電力
を減らしたり、ＣＲＳを送信しなくてデータ復調のためのＣＲＳ基盤のチャネル評価が同
じＩＤの多重活性化セルに影響を及ぼさないようにする。類似の処理がまたＣＲＳ基盤の
ＰＤＳＣＨ送信にもなされうる。
【０１５９】
　ＵＥは、ＩＤ＝１に対したマスターセルとしてセル１、及びＩＤ＝２に対したマスター
セルとしてセル２からＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有したディスカバリー信号を受信する（１
５１０、１５１２）。その後、前記ＵＥは、前記セル１及びセル２からＡ－ＲＡＮ　ＩＤ
＝１を有したｄ－ＰＢＣＨを受信する。前記ｄ－ＰＢＣＨは、ＵＥがＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝
１のために潜在的に使用できる前記ＰＲＡＣＨ設定プリアンブルシーケンス及びサブフレ
ーム設定を運ぶことができる（１５２０、１５２２）。また、ＵＥは、前記セル１及びセ
ル２からＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝２を有したディスカバリー信号を受信する。その後、前記Ｕ
Ｅは、前記セル１及びセル２からＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝２を有したｄ－ＰＢＣＨを受信する
。前記ｄ－ＰＢＣＨは、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝２のために潜在的に使用できる前記ＰＲＡＣ
Ｈ設定プリアンブルシーケンス及びサブフレーム設定を運ぶことができる（１５４０、１
５４２）。
【０１６０】
　前記ＵＥは、前記ｄ－ＰＢＣＨに基づいて最善のセルを選択し、セル１のためのＰＲＡ
ＣＨ設定を選択する（１５５０）。前記ＵＥがセル１にＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有したＲ
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ＡＣＨプリアンブルを送信し（１５５２）、前記ＲＡＲ／ＣＲＳに応答し（１５５４）、
Ｍｓｇ　３を送り（１５５６）、Ａ／ＮとしてＭｓｇ４を受信する（１５５８）。ＰＤＳ
ＣＨ及びＰＵＳＣＨを利用したデータ送信が前記ＵＥ及びセル１間に行われる（１５５８
、１５６０）。
【０１６１】
　さらに他の単純な接近方式は、ＭＩＢ／ＳＩＢを送信するマスターセルを選択し、ＲＡ
Ｒを送信し、ＲＲＣパラメータを設定することである。一度樹立されると、レガシーＵＥ
は、前記マスターセルだけでなく他のセルからデータを受信することを許諾するようにす
る送信モードに基づいたＤＭ－ＲＳで設定されうる。このような場合、Ａ－ＲＡＮ内のセ
ルは、それらが同じシナリオケースのＣｏＭＰ集合にあったかの様に行動できる。非マス
ターセルまたは非サービングセルは、依然として改善されたＵＥのための初期接続を許容
することができる。
【０１６２】
　図１６は、本発明が適用されることができるレガシーＵＥ及び非レガシーＵＥが共存す
る場合の例示を示す。
【０１６３】
　マスターセルは、レガシーキャリアプロトコルに従うことができる。例えば、前記Ａ－
ＲＡＮ内の他のセルは、新しいキャリアプロトコル（例えば、ＣＲＳを送信しない）に従
うことに対し、毎サブフレームごとにＣＲＳが送信される。セルが自身の類型を新しいキ
ャリアタイプからレガシーキャリアタイプに変更する場合、接続した改善されたＵＥが整
列されなければならないことが通知されうる。セルが自身のタイプをレガシーキャリアタ
イプから新しいキャリアタイプに変更する場合、レガシーＵＥは、そのタイプが変更され
る前に他のレガシーキャリアにハンドオーバされる。
【０１６４】
　接続したセルが自身のタイプをＬＣＴ（Ｌｅｇａｃｙ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｔｙｐｅ）か
らＮＣＴ（Ｎｅｗ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｔｙｐｅ）に変更する場合、前記ＵＥの行動は、以
下に従う。セルがいかなる活性化されたレガシーＵＥを有しない場合、セルは、自身のセ
ルタイプをより良いエネルギー効率及びスペクトル効率を許すために、新しいキャリアタ
イプに変更できる。まず、前記セルがＡ－ＲＡＮのマスターセルでる場合、それはセルタ
イプ変更の開始前に自身の主要役割を多数の他のレガシーキャリアタイプセルハンドオー
バすることである。セル－ブロードキャストまたは上位階層シグナリングにより、各々の
改善されたＵＥは、セルタイプ変更でシグナリングされる。効果的な時間観点で、前記Ｕ
Ｅは、少なくとも８ｍｓｅｃ以後に（またはｋ＞＝８ｍｓｅｃ）第１番目に活性化された
サブフレームがレガシーＰＤＣＣＨ（またはＰＣＦＩＣＨ）を運ばないと仮定するはずで
ある。ＵＥが新しいキャリアタイプを活性化させる前にｅＰＤＣＣＨで設定されないから
、ｅＰＤＣＣＨの第１番目の設定は必要とすることができる。
【０１６５】
　ＬＣＴからＮＣＴへのセルタイプ変更において、次のパラメータがＵＥ－特定またはセ
ル－特定シグナリングによりＵＥに与えられうるが、前記パラメータはセルタイプ変更指
示、ＣＳＳに使用されるデフォルトｅＰＤＣＣＨ設定、ｅＰＤＣＣＨの開始シンボル、前
記ＵＥがシステム情報の再獲得が必要な場合のシステム情報アップデート、ｅＰＤＣＣＨ
集合の設定または追加的なｅＰＤＣＣＨ集合設定、前に使用されたＴＭがＣＲＳ基盤であ
る場合（例えば、ＴＭ３）の送信モードを含みうる。すべてのまたは部分的なパラメータ
は、セルタイプ変更において与えられうる。
【０１６６】
　一方、接続したセルが自身のタイプをＮＣＴからＬＣＴに変更する場合、セルがレガシ
ーＵＥにより接近し、前記レガシーＵＥが前記セルによりサービングされることが決定さ
れるとき、前記セルは、自身のセルタイプをＮＣＴからＬＣＴに変更して、前記レガシー
ＵＥがサービングされるようにできる。
【０１６７】
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　ＮＣＴからＬＣＴへのセルタイプ変更において、次のパラメータがＵＥ－特定またはセ
ル－特定シグナリングによりＵＥに与えられうる。前記パラメータは、セルタイプ変更指
示、変更される場合、ｅＰＤＣＣＨの集合設定、ｅＰＤＣＣＨの開始シンボル、システム
情報アップデート、送信モードを含む。
【０１６８】
　効果的な時間は、指示以後、８ｍｓｅｃ（またはｋ＞＝８）以後にレガシーＰＤＣＣＨ
を検出することにより決定されうる。ＲＲＣ模倣性の間にまたはセルタイプ変更区間の間
、レガシーキャリア及び新しいキャリアタイプ情報のすべてが、例えば、ＰＢＣＨ及びｅ
－ＰＢＣＨ、送信されるはずである。前述したように、ＵＥ　３（レガシーＵＥ）は、セ
ル１及びセル２からＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ信号を受信し、ここでセル１は、ＵＥ１のた
めのサービングセルとしてオン状態であり、Ａ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を利用する（１６２０
、１６２２）。前記セル２は、ＵＥ２のためのサービングセルとしてオン状態であり、Ａ
－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を利用する。その後、ＵＥ　３は、セル１からＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１
を有したＭＩＢ／ＳＩＢを含むＰＢＣＨを受信し（１６３０、１６３２）、前記ＵＥ２（
改善されたＵＥ）は、前記セル２からＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有したＭＩＢ／ＳＩＢを含
むＰＢＣＨを受信する（１６４０、１６４２）。その後、前記ＵＥは、前記セル１を選択
してＡ－ＲＡＮ　ＩＤ＝１を有したＲＡＣＨ過程を行い、ＲＡＲ／ＣＲＳを受信し（１６
５０、１６５２）、Ｍｓｇ３を送信した後にデータ送信を受信する（１６５４、１６５６
）。
【０１６９】
　セルタイプマルチプレックス（Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）が支援されうる。ＦＤＭま
たはＴＤＭ方式による一つのセルまたはキャリアですべてのキャリアタイプを効果的に活
性化させるために、レガシーＵＥ及び改善されたＵＥを支援するさらに他の方式が考慮さ
れる。ＴＤＭ接近方法を取る観点において、以下のような複数の方法が有用である。
【０１７０】
　改善されたＵＥに対してｅＰＤＣＣＨ集合が使用される。前記ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨモ
ニターリングサブフレームが新しいキャリアタイプ（例えば、ｎｏ　ＣＲＳ、ｎｏ　ＰＤ
ＣＣＨ等）に基盤したものと仮定するはずである。したがって、レガシーＵＥに対しては
、そういうサブフレームがｅＰＤＣＣＨモニターリングサブフレームに使用されえない。
さらに具体的には、前記ｅＰＤＣＣＨ集合に対する開始ＯＦＤＭシンボルが０にセットさ
れた場合、ＵＥは、前記ｅＰＤＣＣＨモニターリングサブフレームが新しいキャリアタイ
プに基盤したものと仮定するはずで、他の場合は、レガシーキャリアタイプで仮定するは
ずである。前記ｅＰＤＣＣＨモニターリングサブフレームが設定されると、改善されたＵ
Ｅは、レガシーＰＤＣＣＨ及びＰＢＣＨによるシステム情報を獲得するはずである。
【０１７１】
　新しいキャリアタイプサブフレームのための分離されたサブフレーム設定が適用されう
る。仮に、新しいキャリアタイプのために設定されたサブフレームが存在し、しかしなが
ら、まだｅＰＤＣＣＨモニターリングサブフレームのために設定されない場合、ｅＰＤＣ
ＣＨモニターリングサブフレーム設定がそのように設定されなかったとしても、ＵＥは、
サブフレームがＭＢＳＦＮサブフレームのために使用されるか、またはｅＰＤＣＣＨモニ
ターリングサブフレームとして使用されると仮定するはずである。
【０１７２】
　ＮＣＴサブフレームが指示により適用される。指示が活性化される場合、例えば、ＴＤ
Ｍ新しいキャリアタイプ指示、ＵＥは、システム情報を運ぶサブフレームまたは予め固定
されたサブフレームの集合を除いたすべてのサブフレームが新しいキャリアタイプに基盤
したものと仮定するはずである。例えば、予め固定されたサブフレームの集合は、各々の
無線フレーム内で＃０／＃５または各々の無線フレーム内で＃０を含み、毎４０ｍｓｅｃ
ごとにの＃５／＃２５を含むことができる。このような指示が活性化されない場合、ＵＥ
は、すべてのサブフレームがレガシーキャリアタイプであると仮定するはずである。
【０１７３】
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　指示ビットを有したｅＰＤＣＣＨ集合設定が使用される。各々のｅＰＤＣＣＨ集合の基
盤になるキャリアタイプは、指示ビットがｅＰＤＣＣＨ集合別に設定されて個別的に設定
されうる。例えば、指示が活性化されると、前記ｅＰＤＣＣＨ集合モニターリングサブフ
レームは、新しいキャリアタイプに基盤するようになる。前記ＵＥは、新しいキャリアタ
イプに設定されたｅＰＤＣＣＨ集合のｅＰＤＣＣＨモニターリングサブフレームが新しい
キャリアタイプに基盤し、他のサブフレームがレガシーキャリアタイプに基盤したものと
仮定するはずである。
【０１７４】
　ｅＰＤＣＣＨ集合別に分離されたサブフレーム設定が使用される。さらに他の接近方式
は、ｅＰＤＣＣＨ集合別に新しいキャリアタイプに基づいた分離されたサブフレームのリ
ストを設定することである。前記ｅＰＤＣＣＨ集合モニターリングサブフレームが設定さ
れた場合、すべての設定に属したサブフレームは新しいキャリアタイプのサブフレームと
見なされ、他のサブフレームは、レガシーキャリアタイプのサブフレームと見なされる。
前記ｅＰＤＣＣＨ集合別に分離された設定は、各々のｅＰＤＣＣＨ集合が互いに異なる送
信ポイント（例えば、ＤＰＳ）により送信されるＴＭ１０シナリオでより意味がありうる
。
【０１７５】
　ＴＤＭ－ｅｄＬＣＴ及びＮＣＴサブフレーム（ｉｎ　ＦＤＤ）においてレガシーＵＥ及
び改善されたＵＥに対するハンドリングの例示が図１７に示される。
【０１７６】
　ＮＣＴビットマップがＵＥのためにＬＣＴ及びＮＣＴサブフレームを指示するのに使用
され、前記ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨを運ぶＮＣＴサブフレーム及びＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ
を運ぶＬＣＴサブフレームを認識できる。ここで、前記ビットマップが００１１１００１
１１．．．．００１１１と表され、前記０は、ＬＣＴサブフレームを指示し、前記１はＮ
ＣＴサブフレームを指示する。このような例示において、前記ＬＣＴ及びＮＣＴサブフレ
ームは、００１１１のパターンを有し、前記ＵＥは、ＲＲＣ設定を介して００１１１を有
したＮＣＴビットマップパターンを受信することができる。他のシグナリングもまた、Ｕ
Ｅのために前記ＮＣＴビットマップパターンを指示するのに適用されうる。
【０１７７】
　さらに、スモールセルでのＭＢＳＦＮ改善及び／またはＮＣＴが以下に述べられる。Ｍ
ＢＳＦＮ循環シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）は、拡張ＣＰ、ノーマルＣＰ及びショ
ート（ｓｈｏｒｔ）ＣＰとして使用されることができ、前記ショートＣＰは、現在標準に
定義されているノーマルＣＰより小さくありうる。ＭＢＭＳが設定されると、どのような
ＣＰが使用されるかが設定されうる。または、スモールセルまたはマクロセルのようなセ
ルタイプに依存して、前記ＣＰが選択されうる。基地局（ｅＮＢ）により指示されるスモ
ールセルにおいて、ＵＥはノーマルＣＰまたはショートＣＰが使用されると仮定すること
ができる。ＭＢＳＦＮ　ＲＳ密度、特に低速ＵＥのために、または室内の場合、前記ＲＳ
密度は減少できる。
【０１７８】
　新しいＭＢＳＦＮ　ＲＳパターンが予め固定されたタイプとして導入されうる。このよ
うな例示が図１８に示される。密度を減少させるいかなる他のＲＳパターンが周波数領域
または時間領域で考慮されうる。前記パターン、または使用される密度または前記使用さ
れるパターンに対するインデックスを含んだ上位階層設定がＭＢＭＳ設定またはＲＲＣシ
グナリングを介してＵＥにシグナリングできる。
【０１７９】
　ＲＲＭ／ＲＬＭ分離を介したＡ－ＲＡＮがさらに具体的に説明される。
【０１８０】
　図１９は、どのように物理的セル及び仮想的セルが構成されることができるかを示す。
【０１８１】
　仮想セル１は、セル１、セル３及び隣接したセル２及びセル４を含み、仮想セル２は、
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セル２、セル４及び隣接したセル５及びセル７を含み、仮想セル３は、セル６、セル８及
び隣接したセル５及びセル７を含む。前記ＵＥは、該当仮想セル及びこれに属したセル間
の情報を含むＳＣｅｌｌまたはＲＲＣ設定により設定されうる。各々のセルは、自身の物
理的セルＩＤに基づいてディスカバリー信号を送信し、前記仮想セルＩＤに基づいてデー
タ／制御を送信できる。
【０１８２】
　ディスカバリー信号及びデータ送信の一例が図２０に示される。図２０は、本発明が適
用されることができる多重仮想セル上でのＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信の一例を示す。
【０１８３】
　物理的セルであるセル２からのＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信の一例は、仮想セル１に対
してＵＥ１を支援し仮想セル２のためにＵＥ２を支援するために説明されることである。
一つのサブフレームまたは多重サブフレームにおいて、ディスカバリー信号の集合が各々
の物理的セルから送信されうる（例えば、セル１からセル８への物理的セルＩＤでスクラ
ンブリングされうるディスカバリー信号に基づいたＣＳＩ－ＲＳ）。ディスカバリー信号
に基づいて各々のＵＥは、ＲＳＲＰ及び／またはＲＳＲＱのような無線資源モニターリン
グ測定を行うことができる。前記ＲＲＭ結果に基づいて、サービングセルまたはＵＥは、
セル選択のための最善の候補セルを選択する。ＵＥまたはサービングセルから関連した要
請またはウエイク－アップ（ｗａｋｅ－ｕｐ）を受信すると、前記候補セルは、ターゲッ
トＵＥのための仮想セルＩＤを決定し、ＳＩＢ及び前記選択された仮想セルＩＤに基づい
た必要な情報の送信を始める。前記選択された仮想セルＩＤは、上位階層シグナリングま
たはＭＩＢまたはＳＩＢ送信を介してＵＥに知らせなければならない。
【０１８４】
　例えば、ＵＥが仮想セル機能を行うＳＣｅｌｌで設定された場合、ＰＣｅｌｌは、上位
階層シグナリングを介してディスカバリー信号セルＩＤの物理的セルＩＤ及び仮想セルＩ
Ｄ間の関係をシグナリングできる。ＵＥが前記仮想セルＩＤで設定されると、ＵＥは、デ
ィスカバリー信号ＩＤよりは前記仮想セルＩＤに基づいて必要なＲＬＭ、ＣＳＩフィード
バック、他のものを行うはずである。さらに他の接近方式は、仮想セルＩＤを生成し、物
理的セルＩＤ及びユーザＩＤを使用することである。ここで、前記ユーザＩＤの一例は、
サービングセルにより与えられるＣ－ＲＮＴＩでありうる。
【０１８５】
　物理的セルＩＤ及びユーザＩＤの関数として導出される関数は、ｆ∈［０，５０３］と
いう関数出力値を出力する。前記値の範囲は、物理的セルＩＤ及び仮想セルＩＤ間の一抹
の混同を避けるために、［５０４，ｘ］のような物理的セルＩＤの外側に変更できる。ま
たはディスカバリー信号は、現在物理的セルＩＤの外側である仮想セルＩＤでスクランブ
リングされたことができ、データ送信及び他の制御信号送信は、５０４個のセルＩＤに基
づいてなされうる。ＵＥがいかなるサービングセルも有してない場合、ＵＥは、セルＩＤ
を獲得するために、ＰＢＣＨまたはＳＩＢ送信に基づいて、前記セルを読んだり検出でき
る。または、ＵＥは予め決定された規則に従う仮想セルＩＤを決定する。
【０１８６】
　一旦、前記ＵＥがすべての必要な情報を獲得すると、ＵＥは、セル連係（ａｓｓｏｃｉ
ａｔｉｏｎ）を始める（ｉｎｉｔｉａｔｅｓ）。見られた例示は、前記セル連係が完了し
た以後のＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信を説明する。セル２がＵＥ１及びＵＥ２各々のため
にＶＣ１及びＶＣ２という二つの仮想セルを支援することによって、セル２は、互いに異
なるセルＩＤ（ＶＣ１及びＶＣ２に基づいてＵＥ１及びＵＥ２のためにＰＤＣＣＨ／ＰＤ
ＳＣＨｓを送信する必要性がある。ＵＥがｅＰＤＣＣＨの代りにＰＤＣＣＨまたはｅＰＤ
ＣＣＨに追加にＰＤＣＣＨを受信することを仮定すると、前記ＶＣ１及びＶＣ２のそれぞ
れに基づいて二つのＣＲＳを送信する必要性もある。
【０１８７】
　物理的セルが多重仮想セルを動作させるために、ＵＥは物理的及び仮想的セル間の関係
に対してお知らせを受けなければならない必要がある。結局、前記関係に対してＵＥに知
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らせるためのメカニズムを決定する２通りの場合がありうる。
【０１８８】
　第１番目の場合は、ＵＥが初期接続動作としてネットワークの支援無しで初期接続を介
してセルに接近する場合で、他の場合は、ＵＥがネットワーク支援動作としてネットワー
ク支援を有してハンドオーバ、ＳＣｅｌｌまたは二重接続（ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｖｉｔｙ）を介してセルに接近する場合である。
【０１８９】
　既接近動作が支援される場合、物理的及び仮想的セル間の関係を指示するためのネット
ワーク支援シグナリングを仮定することが容易にならない場合がありうる。したがって、
ＵＥが前記関係を類推するようにするメカニズムが必要でありうる。または、本発明で提
案されるコンセプトがＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードでＵＥに適用されないことが仮定できる。
ＵＥがディスカバリー信号及びＣＲＳ及びＤＭ－ＲＳのような他の信号に対して使用され
る物理的セルＩＤ及び仮想的セルＩＤ間の関係を類推する一つのメカニズムは、物理的セ
ルを形成する物理的セルＩＤに基づいて仮想的セルＩＤを生成することである。
【０１９０】
　例えば、一つの方式は、仮想的セルを形成できる最大３個の物理的セルを仮定して、仮
想的セルＩＤが３個の物理的セルＩＤと関連した関数（ａ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃ
ｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）として決定されるとき、ＶＣ＿ＩＤ＝［ｘ１］［ｘ２］［ｘ
３］を使用することである。したがって、仮想的セルＩＤを読むことにより、ＵＥは、Ｕ
Ｅが関連されることのできる最大３個の物理的セルを発見する。前記物理的セルＩＤは、
３個の連係（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）により決定され、仮想的セルＩＤの範囲は［
０，１６８］でありうる。
【０１９１】
　ハンドオーバ、ＳＣｅｌｌ設定、二重接続のようなネットワーク支援動作が支援される
場合、仮想セル及び物理的セル間の関係、またはサービングセルのためにＲＲＭに利用さ
れるセルＩＤ及びＲＬＭに利用されるセルＩＤ間の関係はネットワークによりシグナリン
グされることができる。ハンドオーバ、ＳＣｅｌｌ設定または基地局（ｅＮＢ）を支援す
るための設定のような動作が発生する場合、前記情報は、前記設定で伝播されて、ＵＥは
、ＲＲＭ及びＲＬＭの各々に使用されるセルＩＤを知るようになる。
【０１９２】
　物理的セルから多重仮想的セルのための多重ＣＲＳ送信を送信する方法は、以下のとお
りである。物理的セルが多重仮想的セルに参加する場合、物理的セルは、ＣＲＳが各々の
仮想的セルに省略できない場合、各々の仮想的セル別に多重ＣＲＳを送信しなければなら
ない場合もある。例えば、物理的セルは３個の仮想セルの部分になることできると仮定し
、前記３個の仮想セルは、仮想セル１、仮想セル２及び仮想セル３と呼ぶ。すると、前記
セルは、３個の互いに異なるセルＩＤを有したＣＲＳを送信する。ＵＥは、特にデータと
マルチプレックスされるただ一つのＣＲＳを受信することを期待し、さらにハンドリング
が必要な互いに異なるセルＩＤを有した多重ＣＲＳを送信するように期待される。
【０１９３】
　いくつかの接近方式が考慮されうる。第１番目に、いかなるＰＤＳＣＨ及びＣＲＳのマ
ルチプレックスが適用されず、一つの簡単な方式は、ＣＲＳが送信されるＰＲＢ及び／ま
たはサブフレームを割り当て／専用化（ｄｅｄｉｃａｔｅ）することで、ＵＥは、データ
がＣＲＳが送信される所から送信されないと仮定することができる。ＣＲＳレートマッチ
ング（ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ）のために、さらに他のオプションは、ＵＥがレート
－マッチングされるＣＲＳのＲＥの集合で設定されるものだ。
【０１９４】
　一つの接近方式は、データがｒａｔｅ－ｍａｔｃｈｅｄ　ａｒｏｕｎｄでセルＩＤの集
合またはＣＲＳ資源設定を設定することである。一つの例示は、物理的セルが参加してい
る仮想的セルに対するセルＩＤの集合を設定することである。周波数／時間／空間に与え
られた資源でただ一つのＣＲＳ送信が支援される。これは現在の方式と似ており、ＵＥは
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データ及びＣＲＳがマルチプレックスされる時、ただ一つのＣＲＳが送信されることを仮
定する。これを実現する一つの方式は、ＴＤＭ及び／またはＦＤＭを仮想セル間に行うこ
とである。
【０１９５】
　例えば、仮想セル１は、毎無線フレーム中心の６ＰＲＢのサブフレーム＃０においてＣ
ＲＳを送信し、仮想セル２は、毎無線フレーム中心の６ＰＲＢのサブフレーム＃１におい
てＣＲＳを送信するなどの方式である。ＣＲＳが送信されるサブフレームインデックスは
、仮想セルＩＤと関連されうる。周波数の観点において、ＣＲＳは、全体サブフレームま
たはＰＲＢの集合の部分上において送信されうる。ＣＲＳが仮想セル別に送信される時間
及び／または周波数を指示することが考慮されえ、それは予め決定された規則に従うこと
ができる。
【０１９６】
　各々の仮想セルのための制限された測定サブフレーム集合の互いに異なる集合が設定さ
れ、設定され制限された測定サブフレームでＣＲＳは送信される。さらに他の方式は、各
々の仮想セル別に互いに異なって設定されうる制限された測定集合サブフレームだけでＣ
ＲＳを送信することである。これは、与えられた資源でのＣＲＳ送信と似ており、ＵＥは
、そのサブフレームで一つの仮想セルＵＤを有した一つのＣＲＳだけが送信されると仮定
しうる。制限された測定サブフレーム集合で設定されないサブフレームにおいて、互いに
異なる仮想セルＩＤでスクランブリングされたＣＲＳが送信されうる。そのサブフレーム
でデータが送信される場合、ＵＥは、ＣＲＳが送信されないと仮定するはずである。
【０１９７】
　しかしながら、ＵＥは、上位階層によりＣＲＳ　ＩＣを行うためのセルＩＤで設定され
るか、またはＵＥは、自動的にＣＲＳ　ＩＣを行うことができる。したがって、そのサブ
フレームでの実際送信の観点において、ＰＤＳＣＨ及びＣＲＳの重複（ｓｕｐｅｒｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ）が行われ送信される。
【０１９８】
　図２１は、本発明が適用されうる多重仮想セル上においてＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨを送
信する一例を示す。
【０１９９】
　各々の仮想セルのための制限された測定サブフレームにおいて、前記仮想セルＩＤでス
クランブリングされたＣＲＳは、マルチプレックスされるか、またはデータ送信と重なら
ないだろう。他のＣＲＳ送信は、データ送信と組み合わせられうる。代案として、ＣＲＳ
は、制限された測定集合で設定されたサブフレームにおいてのみ送信されうる。このよう
な場合、例えば、ディスカバリーサブフレーム及び図２１に示す最後のサブフレームは、
ＣＲＳを送信しない場合もあるが、そういうサブフレームは、いかなる仮想セルに対して
も制限された測定サブフレーム集合の一つとして設定されなかったためである。このよう
な場合、制御チャネルは、ＰＤＣＣＨ復調のためのＣＲＳの不足に起因して、但しｅＰＤ
ＣＣＨに基盤したものでありうる。
【０２００】
　各々の仮想セルに対する前記制限された測定サブフレームと関連したオプションが使用
される場合、ＵＥは、その設定されたサブフレーム上おいてのみＲＬＭを行うことができ
る。このような場合、ＵＥは、ＲＬＭ過程と分離されたディスカバリー信号に基づいてＲ
ＲＭを行うことができる。各々の仮想セルに対する前記制限された測定サブフレームを有
したオプションが使用される場合、ＣＲＳ及びＰＤＣＣＨ間のマルチプレックスまたは重
複の観点において、データ及びＣＲＳに使用される同じ原則が使用される。
【０２０１】
　言い換えれば、ＵＥは、前記仮想セルに対するＣＲＳに使用されないＲＥ及びＰＣＦＩ
ＣＨ、ＰＨＩＣＨのための他の必要なＲＥがＰＤＣＣＨ送信のために使用されると仮定し
うる。さらに他の仮想セルのためのＣＲＳは、ｒａｔｅ－ｍａｔｃｈｅｄ　ａｒｏｕｎｄ
と仮定されない場合がある。さらに他の仮想セルに対するＰＤＣＣＨ及びＣＲＳは、重複
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方式で送信されえ、ＵＥは、さらに他の仮想セルに対するＣＲＳを取消した後、成功的に
ＰＤＣＣＨを読みうる。すなわち、ＵＥ側面から、サービング仮想セルでない仮想セルは
、周辺セルまたは干渉セルとして取り扱われうる。
【０２０２】
　図２２は、本発明が適用されうる互いに異なるカバレッジを有する多重仮想セルの例示
を示す。
【０２０３】
　物理的セルにより多重仮想セルを支援する例示は、多重ユーザ及び／または他のアプリ
ケーションＱｏＳがセルにより支援されなければならない使用ケースでありうる。物理的
セル１は、ＨＤビデオアプリケーションを実行させて低移動性を有した高データスループ
ットを有するＵＥ１、中間／低移動性を有してＶｏＩＰを実行させるＵＥ２及びＵＥ２と
は遠く離れており、カバレッジ内でさらに他のセルを発見できなくて接続を許すために、
セル拡張が必要なＵＥ　３をサービングする。このような場合、前記物理的セルは、送信
電力、ビーム（ｂｅａｍ）、繰り返しないし他の方式を介したカバレッジ拡張方式、支援
されるデータレートなどのような互いに異なる特性を有する３個の互いに異なる仮想セル
を運用する。
【０２０４】
　例えば、ＶＣ１は、低最大電力を有して高データレートを支援する。したがって、ＣＲ
Ｓ上の送信電力が制限されるはずである。ＶＣ２は、ビームフォーミング（ｂｅａｍ　ｆ
ｏｒｍｉｎｇ）をするための相対的に中間／低データレートを支援する。したがって、Ｃ
ＲＳ上の送信は目標とする特定ユーザでプレコードされる（ｐｒｅｃｏｄｅｄ）であろう
。ＶＣ３は、カバレッジ拡張で低データレートを支援する。したがって、繰り返しのよう
なカバレッジ拡張技術が使用されうる。互いに異なるデータレートを許容するために、Ｒ
ＬＭのための互いに異なる制限された測定集合の設定が設定されうる。
【０２０５】
　例えば、ＶＣ１は、無線フレーム別に多重サブフレームを送信するから、測定のために
設定された集合内で多くのサブフレームを有する。ＶＣ２及びＶＣ３は、互いに異なるサ
ブフレーム設定を有することができ、例示として、ＶＣ３は、一つのサンプルとしてＲＬ
Ｍ測定に使用されるサブフレームのサブセットを有する。例えば、５ｄＢカバレッジ拡張
を支援するために、５回の繰り返しが仮定される。このような場合、ＲＬＭは、一つのサ
ンプルを有するために、５個のサブフレームに対して行われうる（例えば、５個のサブフ
レームの間のＲＳ送信に対する蓄積（ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ））。したがって、ＲＬ
Ｍ測定集合の設定がそういう側面を考慮しなければならない。例えば、ＶＣ１は、一つの
サブフレームに属する１０個のサブ－サブフレームのフレーム構造を利用し、ＶＣ２は、
サブフレーム構造を利用し、ＶＣ３は、送信単位として使用される１個の無線フレームを
ス－パ－サブフレームとして使用する。互いに異なる仮想セルをマルチプレックスするた
めの一つの簡単な方式は、ＴＤＭ及び／またはＦＤＭを使用することである。
【０２０６】
　互いに異なる電力が同じフレーム構造に使用される場合、ＵＥは、干渉除去（ｃａｎｃ
ｅｌｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）を介してＲＳ／データを成功裏に
デコードでき、互いに異なる仮想セルからのＲＳがＵＥへのデータと重なる時に電力制御
を適切に調節できる。非サービング－仮想セルとしての仮想セルからのＲＳ／データを成
功的に取消すために、ＵＥは、セルＩＤ及び／またはＲＳ設定及び／またはＲＳ送信電力
及び／またはデータ取消支援情報を上位－階層シグナリングを介して設定されうる。
【０２０７】
　図２３は、本発明の一実施の形態にかかる無線通信システムを示す。
【０２０８】
　基地局２３５０は、プロセッサ２３５１、メモリ２３５２及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ）２３５３を備える。メモリ２３５２は、プロセッサ２３５１に接続さ
れ、プロセッサ２３５１を駆動するための多様な情報を格納する。ＲＦ部２３５３は、プ
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ロセッサ２３５１に接続され、無線信号を送信及び／または受信する。プロセッサ２３５
１は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。図１ないし図２２に開示され
る実施の形態において基地局の動作は、プロセッサ２３５１により具現化されうる。
【０２０９】
　特に、前記プロセッサ２３５１は、互いに異なる周波数を有した一つ以上のセルを設定
できる。本発明において、前記プロセッサ２３５１は、半永続的（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉ
ｓｔｅｎｔ）スケジューリング、ＴＴＩ－バンドリング（ＴＴＩ－ｂｕｎｄｌｉｎｇ）、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ仮定を支援するために前記セルを設定する。前記プロセッサ２３５１は
、仮想セルグループを含む設定を設定し送信でき、前記仮想セルグループの各々は、同じ
仮想セルＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を共有する二つ以上のサービングセルを
含む。
【０２１０】
　また、前記プロセッサ２３５１は、前記同じ仮想セルＩＤでスクランブリングされたデ
ィスカバリー信号、及びＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）設定を含むシステム情報を前記仮想セルグループの各々のマスターセル
を介して設定し送信できる。
【０２１１】
　前記プロセッサ２３５１は、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ：ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ
）からのサービングセル（Ｓｃｅｌｌ）設定、ハンドオーバ設定、二重－接続設定、ＴＭ
（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｍｏｄｅ）設定または無線資源制御設定（ｒａｄｉｏ　ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ、ＲＲＣ）を利用して前記設定を設定し送信できる。
【０２１２】
　また、前記プロセッサ２３５１は、前記設定がディスカバリー信号に対する同じ仮想セ
ルＩＤ及び前記同じ仮想セルＩＤを共有する仮想セルグループ内のサービングセルの物理
的セルＩＤ間の少なくとも二つ以上の集合関係、前記仮想セルグループのサブフレーム集
合、前記仮想セルグループの各々の多重サブフレーム集合及び前記仮想セルグループの各
々内の前記サービングセルから送信される前記ディスカバリー信号の集合のうち、少なく
とも一つ、前記同一仮想セルグループの各々に関連した周波数ホッピングパターンを含む
ように設定できる。
【０２１３】
　そして、前記プロセッサ２３５１はまた、前記仮想セルＩＤの各々によるＣＲＳパター
ンを設定でき、前記ＣＲＳパターンは、開始サブフレーム、サブフレーム集合、及び無線
フレームでの前記ＣＲＳのＲＢを含む。
【０２１４】
　そして、前記プロセッサ２３５１はまた、各々の仮想セルグループに対する前記制限さ
れた測定サブフレーム集合が使用され、各々の仮想セルグループに対する測定サブフレー
ム集合が使用されるように選択的に設定できる。これは、前記プロセッサ２３５１がセル
ＩＤの目録及び／またはＲＳ設定及び／またはＲＳ送信電力及び／または前記仮想セルＩ
Ｄ（グループとして）に対したデータ取消支援情報を上位階層シグナリングにより設定す
ることを含む。
【０２１５】
　無線機器２３６０は、プロセッサ２３６１、メモリ２３６２及びＲＦ部２３６３を備え
る。メモリ２３６３はプロセッサ２３６１に接続され、プロセッサ２３６１を駆動するた
めの多様な情報を格納する。ＲＦ部２３６３は、プロセッサ２３６１に接続され、無線信
号を送信及び／または受信する。プロセッサ２３６１は、提案された機能、過程及び／ま
たは方法を具現する。図１ないし図２２の実施の形態において、前記ＵＥの動作は、プロ
セッサ２３６１により具現化されることができる。
【０２１６】
　特に、前記プロセッサ２３６１は、互いに異なる周波数を有した一つ以上のセルを設定
できる。本発明において、前記プロセッサ２３６１は、半永続的（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉ
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ｓｔｅｎｔ）スケジューリング、ＴＴＩ－バンドリング（ＴＴＩ－ｂｕｎｄｌｉｎｇ）、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ仮定を支援するために、前記セルを設定する。前記プロセッサ２３５１
は、仮想セルグループを含む設定を受信し設定でき、前記仮想セルグループの各々は、同
じ仮想セルＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を共有する二つ以上のサービングセル
を含む。
【０２１７】
　また、前記プロセッサ２３６１は、前記同じ仮想セルＩＤでスクランブリングされたデ
ィスカバリー信号及びＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）設定を含むシステム情報を前記仮想セルグループの各々のマスターセルを
介して設定し受信することができる。その後、前記プロセッサ２３６１は、ＲＡＣＨ過程
及びデータ送信を前記ＵＥと関連した仮想セルＩＤを利用することにより、前記選択され
たセルを介して行うことができる。
【０２１８】
　前記プロセッサ２３６１は、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ：ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ
）からのサービングセル（Ｓｃｅｌｌ）設定、ハンドオーバ設定、二重－接続設定、ＴＭ
（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｍｏｄｅ）設定または無線資源制御設定（ｒａｄｉｏ　ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ、ＲＲＣ）を利用して、前記設定を設定し受信すること
ができる。
【０２１９】
　また、前記プロセッサ２３６１は、前記設定がディスカバリー信号に対する同じ仮想セ
ルＩＤ及び前記同じ仮想セルＩＤを共有する仮想セルグループ内のサービングセルの物理
的セルＩＤ間の少なくとも二つ以上の集合関係、前記仮想セルグループのサブフレーム集
合、前記仮想セルグループの各々の多重サブフレーム集合及び前記仮想セルグループの各
々内の前記サービングセルから送信される前記ディスカバリー信号の集合のうち、少なく
とも一つ、前記同一仮想セルグループの各々に関連した周波数ホッピングパターンを含む
ように設定できる。
【０２２０】
　そして、前記プロセッサ２３６１はまた、前記仮想セルＩＤの各々によるＣＲＳパター
ンを設定でき、前記ＣＲＳパターンは、開始サブフレーム、サブフレーム集合、及び無線
フレームでの前記ＣＲＳのＲＢを含む。
【０２２１】
　そして、前記プロセッサ２３６１は、また各々の仮想セルグループに対する前記制限さ
れた測定サブフレーム集合が使用され、各々の仮想セルグループに対する測定サブフレー
ム集合が使用されるように選択的に設定できる。これは、前記プロセッサ２３５１がセル
ＩＤの目録及び／またはＲＳ設定及び／またはＲＳ送信電力及び／または前記仮想セルＩ
Ｄ（グループとして）に対したデータ取消支援情報を上位階層シグナリングにより設定す
ることを含む。
【０２２２】
　プロセッサは、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／またはデータ処理装置
を備えることができる。メモリは、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡ
Ｍ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、メモリカード、
格納媒体及び／または他の格納装置を備えることができる。ＲＦ部は、無線信号を処理す
るためのベースバンド回路を含みうる。実施の形態がソフトウェアにより具現化されると
き、上述した技法は上述した機能を行うモジュール（過程、機能など）で具現化されうる
。モジュールは、メモリに格納され、プロセッサにより実行されうる。メモリは、プロセ
ッサ内部または外部にありえ、周知の多様な手段でプロセッサに接続されうる。
【０２２３】
　上述した例示的なシステムにおいて、方法らは、一連のステップまたはブロックとして
フローチャートに基づいて述べられているが、本発明は、ステップの順序に限定されるも
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のではなく、あるステップは、上述したことと異なるステップと異なる順序で、または同
時に発生できる。また、当業者であれば、フローチャートに示したステップが履排他的で
なく、他のステップが含まれるか、またはフローチャートの一つまたはそれ以上のステッ
プが本発明の範囲に影響を及ぼさないで削除されうることを理解することができるはずで
ある。
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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