
JP 5647193 B2 2014.12.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実施される方法であって、
　１Ａまたは１Ｃ測定報告を送信するステップと、
　ターゲットセル事前構成情報を受信するステップであって、前記ターゲットセル事前構
成情報は、２次アップリンク周波数のための拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）構成情報を
含み、前記Ｅ－ＤＣＨ構成情報は、Ｅ－ＤＣＨ相対的許可チャネル（Ｅ－ＲＧＣＨ）情報
を含む、ステップと、
　１Ｄ測定報告を送信するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ターゲットセル事前構成情報は、高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ
）無線ネットワークトランザクション識別子（Ｈ－ＲＮＴＩ）を含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　サービングセル上の１次アップリンク周波数および２次サービングセル上の２次アップ
リンク周波数に関する情報を送信するステップと、
　前記サービングセル上の１次ダウンリンク周波数および前記２次サービングセル上の２
次ダウンリンク周波数に関する情報を受信するステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記ターゲットセル事前構成情報を記憶するステップと、
　前記ターゲットセル、前記サービングセル、および前記２次サービングセル上において
制御信号をモニタするステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記２次アップリンク周波数および前記２次ダウンリンク周波数をアクティブ化または
非アクティブ化させる高速共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）命令を受信するステップ
をさらに備えることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　１Ａまたは１Ｃ測定報告を送信するように構成された回路と、
　ターゲットセル事前構成情報を受信するように構成された回路であって、前記ターゲッ
トセル事前構成情報は、２次アップリンク周波数のための拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ
）構成情報を含み、前記Ｅ－ＤＣＨ構成情報は、Ｅ－ＤＣＨ相対的許可チャネル（Ｅ－Ｒ
ＧＣＨ）情報を含む、回路と、
　１Ｄ測定報告を送信するように構成された回路と
　を備えたことを特徴とする無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）。
【請求項７】
　前記ターゲットセル事前構成情報は、高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ
）無線ネットワークトランザクション識別子（Ｈ－ＲＮＴＩ）を含むことを特徴とする請
求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項８】
　サービングセル上の１次アップリンク周波数および２次サービングセル上の２次アップ
リンク周波数に関する情報を送信するように構成された回路と、
　前記サービングセル上の１次ダウンリンク周波数および前記２次サービングセル上の２
次ダウンリンク周波数に関する情報を受信するように構成された回路と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記ターゲットセル事前構成情報を記憶するように構成された回路と、
　前記ターゲットセル、前記サービングセル、および前記２次サービングセル上において
制御信号をモニタするように構成された回路と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　前記２次アップリンク周波数および前記２次ダウンリンク周波数をアクティブ化または
非アクティブ化させる高速共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）命令を受信するように構
成された回路をさらに備えたことを特徴とする請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジェクト）ＷＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元
接続）標準の継続中の進化の一部として、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ（デュアルセルＨＳＤＰＡ（
高速ダウンリンクパケットアクセス））が３ＧＰＰで承認されている。デュアルセルＨＳ
ＤＰＡは、より大きいダウンリンクデータパイプを作成するために第２のＨＳＰＡキャリ
ア（すなわち、２つの５ＭＨｚダウンリンクキャリア）を使用することを可能にする、Ｈ
ＳＰＡ（高速パケットアクセス）の自然進化形である。
【０００３】
　このＤＣ－ＨＳＤＰＡの動作は、単一キャリアカバレッジエリアとデュアルキャリアカ
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バレッジエリアとの間のシームレスな相互運用により、リリース７、６、および５デバイ
ス、ならびにリリース９９デバイスに対して下位互換性がある。デュアルセル動作は、ス
ループットの増加およびレイテンシの低減の両方を実現する。最も重要なことだが、より
多くのＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）が、とりわけＭＩＭＯ（マルチ入力マルチ出力）
などの技術が使用されていない悪い無線状態の中で、より高いデータレートを利用するこ
とができる。システム性能の点では、デュアルセルＨＳＤＰＡは、キャリア間の効率的な
ロードバランシングといくらかの容量利得とを提供する。
【０００４】
　３ＧＰＰ標準のリリース８の中の合意されたデュアルセル動作は、ダウンリンクにしか
適用されず、アップリンク（ＵＬ）送信は単一のセル、すなわちキャリアに制限される。
さらに、以下の追加の制限が課せられており、その制約とはつまり、２つのダウンリンク
セルが同じＮｏｄｅ－Ｂに属し、隣接するキャリア上にあること（ひいてはそれらのキャ
リアが同じ周波数帯域内にあること）、デュアルセル内で動作する２つのキャリアが同じ
時間基準を有し、それら２つのキャリアのダウンリンクが同期されること、および２つの
ダウンリンクセルが同じ地理的領域（セクタ）をカバーすることである。したがって、デ
ュアルセル対応のＷＴＲＵは、２つのダウンリンクキャリア（アンカーキャリアおよび補
助キャリア）を受信し、１つのアップリンクアンカーキャリアを送信するように構成され
る。このダウンリンクアンカーキャリアは、アップリンクアンカーキャリアにマッチング
される。
【０００５】
　さらに、周波数間ハンドオーバを使用して、Ｎｏｄｅ－Ｂ内でアンカーキャリアを変更
することができる。
【０００６】
　デュアルセルＨＳＤＰＡ　ＷＴＲＵは、通常のモビリティ手順を実行するように構成す
ることができる。ＨＳＤＰＡおよびＥ－ＤＣＨ（拡張専用チャネル：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　
Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）モビリティの重要な態様は、サービングセルの変
更（ハンドオーバ）である。ハンドオーバとは、サービスが中断することなくＷＴＲＵが
あるセルから別のセルに切り替えるプロセスである。ソフトハンドオーバ（ｓｏｆｔ　ｈ
ａｎｄｏｖｅｒ）とは、ＷＴＲＵが呼の間に２つ以上のセル（またはセルセクタ）に同時
に接続する機能を指す。それらのセクタが同じ物理セルサイト（１つのセクタ化されたサ
イト）からのものである場合、そのハンドオーバはソフターハンドオーバと呼ばれる。
【０００７】
　ＨＳＤＰＡでは、ハンドオーバ手順は、ソフトハンドオーバまたはソフターハンドオー
バ（ｓｏｆｔｅｒ　ｈａｎｄｏｖｅｒ）を許さない。高速共有チャネルは、サービングＨ
Ｓ－ＤＳＣＨセルと呼ばれる単一セル内のＷＴＲＵによってモニタされる。ハンドオーバ
中、ＷＴＲＵは新たなサービングＨＳ－ＤＳＣＨセル（ターゲットセル／Ｎｏｄｅ　Ｂ）
に切り替え、前のサービングＨＳ－ＤＳＣＨセル（ソースセル／Ｎｏｄｅ　Ｂ）との通信
をやめる。この手順は、サービングＨＳ－ＤＳＣＨセルの変更とも呼ばれる。
【０００８】
　ＵＬに拡張ＤＣＨを導入することに伴い、ＷＴＲＵはサービングＥ－ＤＣＨセルとの接
続も維持しなければならない。そのＷＴＲＵの接続の全体にわたり、サービングＨＳ－Ｄ
ＳＣＨセルと、サービングＥ－ＤＣＨセルとは同一でなければならない。したがって、サ
ービングＨＳ－ＤＳＣＨセルの変更が生じるとき、サービングＥ－ＤＣＨセルの変更も生
じる。この組み合わせられた手順は、サービングセルの変更とも呼ばれる。
【０００９】
　ハンドオーバにおける重要な態様は、「最良のセル」を選択することである。よって、
ＷＴＲＵは、隣接するセルのＣＰＩＣＨ（共通パイロットチャネル）の信号強度を継続的
に測定する。隣接するセルの測定信号がサービングセルの測定信号を上回る場合、ＷＴＲ
Ｕは、ＲＲＣ（無線リソースコントローラ）測定報告イベント１Ｄにより、ＲＮＣ（無線
ネットワークコントローラ）に最良のセルの変更を報告する。この測定報告は、測定値お
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よびセル識別（セルＩＤ）を含む。次いでそのＲＮＣは、サービングセルの変更を行うべ
きかどうかについての最終決定を行う。
【００１０】
　サービングセルの変更は、イベント１Ａやイベント１Ｃなどの他のＲＲＣ測定報告イベ
ントにより、またはアクティブセット更新手順の一部として生じる場合もある。
【００１１】
　これらのイベントを受信すると、ＲＮＣは新たなセルへのハンドオーバを行うかどうか
を決定する。ＳＲＮＣ（サービングＲＮＣ）は、ＲＮＳＡＰ（無線ネットワークサブシス
テムアプリケーションパート）メッセージおよび／またはＮＢＡＰ（Ｎｏｄｅ－Ｂアプリ
ケーションパート）メッセージにより、ターゲットセル内のＷＴＲＵにＨＳ－ＤＳＣＨ（
高速ダウンリンク共有チャネル）リソース（例えばＨ－ＲＮＴＩ（ＨＳ－ＤＳＣＨ無線ネ
ットワークトランザクション識別子）、ＨＳ－ＳＣＣＨ（高速共有制御チャネル）コード
、ＨＡＲＱ（ハイブリッド自動再送要求）リソース等）、およびＥ－ＤＣＨリソース（Ｅ
－ＲＮＴＩ、Ｅ－ＡＧＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ絶対的許可チャネル：ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｇｒａ
ｎｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）、サービングＥ－ＲＧＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ相対的許可チャネル：ｒ
ｅｌａｔｉｖｅ　ｇｒａｎｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）など）を割り当てるようＣＲＮＣ（制御
ＲＮＣ）に要求する。リソースが予約されると、ＣＲＮＣはすべての情報をＳＲＮＣに提
供し、そしてそのＳＲＮＣはＲＲＣハンドオーバメッセージをＷＴＲＵに送信する。サー
ビングＨＳ－ＤＳＣＨセルの変更を指示することができるこのＲＲＣメッセージは、物理
チャネル再構成、トランスポートチャネル再構成、無線ベアラ再構成、およびアクティブ
セット更新を含むが、これだけに限定されない。
【００１２】
　ＲＲＣハンドオーバメッセージは、ＷＴＲＵがターゲットセルのモニタを開始するため
に必要な無線アクセスパラメータをそのＷＴＲＵに提供する。さらにこのＲＲＣメッセー
ジは、どの時点でハンドオーバを行うべきかをＷＴＲＵに知らせる、アクティブ化時間を
提供することができる。
【００１３】
　ハンドオーバは、同期または非同期とすることができる。非同期ハンドオーバでは、ネ
ットワークおよびＷＴＲＵは、リソースおよび切替えを同時にアクティブ化させない。Ｗ
ＴＲＵのアクティブ化時間は「現在：ｎｏｗ」に設定される。非同期ハンドオーバは、ハ
ンドオーバ手順に関連する遅延を減らすが、データを損失する可能性を増やす。
【００１４】
　同期ハンドオーバでは、ネットワークおよびＷＴＲＵがリソースの変更を同時に行う。
ネットワークは、スケジューリング遅延、再送信、構成時間など、どんな種類の遅延に対
応するためにも、アクティブ化時間を保守的な値に設定する。同期ハンドオーバは、デー
タ損失を最小限に抑えるが、より高い遅延をもたらす。
【００１５】
　ＲＲＣハンドオーバメッセージは、ソースＮｏｄｅ－Ｂを介してＷＴＲＵに送信される
。サービングＨＳ－ＤＳＣＨセルの変更手順に関連する遅延は、このハンドオーバメッセ
ージが機能しなくなることを引き起こし、それにより許容できない呼の脱落率をもたらす
可能性がある。その結果、このサービングＨＳ－ＤＳＣＨセルの手順を最適化するために
、ＨＳ－ＤＳＣＨまたはＥ－ＤＣＨに関係する構成をＷＴＲＵおよびＮｏｄｅ－Ｂに事前
ロード（事前構成）することが提案されている。アクティブセットにセルが追加されると
き、ＷＴＲＵおよびＮｏｄｅ－Ｂは、ＲＬ（無線リンク）再構成準備／準備完了段階で事
前構成される。最良のセルの変更が生じるとき（すなわちイベント１Ｄ）、ＲＮＣは既に
事前構成されているターゲットＮｏｄｅ－Ｂの構成をアクティブ化させることができる。
【００１６】
　ソースＮｏｄｅ－ＢのＨＳ－ＳＣＣＨと、ターゲットＮｏｄｅ－ＢのＨＳ－ＳＣＣＨと
の並列モニタリングも提案されている。最良のセルの変更時に、ＷＴＲＵはイベント１Ｄ
測定報告を送信する。構成可能な時間にわたり待機した後、ＷＴＲＵは、ソースＮｏｄｅ
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－ＢのＨＳ－ＳＣＣＨに加え、事前ロードされたターゲットＮｏｄｅ－ＢのＨＳ－ＳＣＣ
Ｈをモニタし始める。これらのステップを実行することで、サービスが断絶することが減
らされる。
【００１７】
　このサービングＨＳ－ＤＳＣＨセルの手順を最適化するための別の代替形態は、ＷＴＲ
Ｕが１度に１つのセルしかモニタしないことである。イベント１Ｄがトリガされると、Ｗ
ＴＲＵはハンドオーバを行う時点、すなわちＣＦＮ（接続フレーム番号：Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）を測定報告メッセージ内でネットワークに提供する
。所与のＣＦＮにおいて、ＷＴＲＵはソースセルのモニタリングをやめ、ターゲットセル
に移る。
【００１８】
　最初のスケジューリングの発生時において、ターゲットＮｏｄｅ－Ｂへの暗黙的再ポイ
ンティング（ｉｍｐｌｉｃｉｔ　ｒｅ－ｐｏｉｎｔｉｎｇ）を使用することもできる。Ｒ
ＮＣがハンドオーバを許可し、ターゲットＮｏｄｅ－Ｂが構成され準備ができている場合
、ＲＮＣは、ＷＴＲＵがモニタするＨＳ－ＳＣＣＨの１つの上でそのＷＴＲＵをスケジュ
ールすることができる。ターゲットＮｏｄｅ－Ｂから最初のスケジューリングが発生する
ことは、ハンドオーバが成功したことを暗黙的に裏づけ、したがってハンドオーバ完了メ
ッセージがＲＮＣに送信される。パケット損失を回避するために、ソースＮｏｄｅ－Ｂは
、依然として送信される必要があるデータの量を指示するステータスメッセージをＲＮＣ
に提供することができる。
【００１９】
　ハンドオーバ（または再ポインティング）指示は、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令により、または
Ｅ－ＲＧＣＨおよびＥ－ＨＩＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ　ＨＡＲＱ肯定応答インジケータチャネル
）と同じチャネライゼーションコードを使用するが、異なるシグネチャシーケンスを有す
るＳＣＣＣＨ（サービングセル変更チャネル：Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ　Ｃｈａｎｇｅ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）により、ターゲットＮｏｄｅ－Ｂを介して送信することもできる。
【００２０】
　ＷＴＲＵは、ＵＬスクランブリングコードを変更することにより、またはＣＱＩ（チャ
ネル品質インジケータ）の特殊値（すなわち３１）もしくはＳＩ（スケジューリング情報
）の特殊値を使用することにより、ハンドオーバ指示を肯定応答する。
【００２１】
　ダウンリンクに第２のキャリアを導入することは、既存のモビリティ手順に影響を与え
る。サービングセル変更手順に対する機能強化は、単一キャリア動作に関して、最適化さ
れてきた。第２のキャリアを導入する場合、この機能強化されたサービングセル変更手順
は両方のキャリアは考慮に入れない。したがって、デュアルサービングセル変更に関する
改善された方法および機器に対する需要が存在する。
【発明の概要】
【００２２】
　マルチセルＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）内でサービングセルの変更を実施するため
の方法および機器を開示する。ＷＴＲＵはサービングセル情報を受信し、記憶して、アク
ティブセットに追加されるセルの１次サービングセルおよび２次サービングセルを事前構
成する。その事前構成される１次サービングセルおよび２次サービングセルのうちの少な
くとも１つを、ハンドオーバ指示を得るためにモニタする。サービングセルの変更は、ハ
ンドオーバ指示の受信時に、事前構成されるサービングセル情報を使用して１次サービン
グセルおよび２次サービングセルに対して実行される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　添付図面とともに例として与える以下の説明から、より詳細な理解を得ることができる
。
【図１】無線通信システムの一例の図である。
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【図２】デュアルセル動作可能なＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）の図である。
【図３】キャリアの優先度を使用してセルへのアクセスを制限するための方法例の流れ図
である。
【図４】Ｎｏｄｅ　Ｂが複数の周波数を使用して、デュアルセルＨＳＤＰＡおよびＨＳＵ
ＰＡを用いるように構成されるＷＴＲＵと通信する配置例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下言及する際、用語「ＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）」は、ＵＥ（ユーザ機器）、
移動局、固定／モバイル加入者ユニット、ページャ、携帯電話、ＰＤＡ（携帯情報端末）
、コンピュータ、または無線環境内で動作可能な他の任意の種類のユーザデバイスを含む
が、これだけに限定されない。以下言及する際、用語「基地局」は、Ｎｏｄｅ－Ｂ、サイ
トコントローラ、ＡＰ（アクセスポイント）、または無線環境内で動作可能な他の任意の
種類のインターフェイスデバイスを含むが、これだけに限定されない。
【００２５】
　以下言及する際、用語「セクタ」は、同じ基地局に属し、同じ地理的領域をカバーする
１つまたは複数のセルを含むが、これだけに限定されない。用語セクタは、キャリアセッ
トと呼ぶこともでき、キャリアセットは、同じ地理的領域をカバーする、同じ基地局に属
する１つまたは複数のセルを含む。同じ地理的領域をカバーするキャリア周波数としてセ
クタまたはキャリアセットの定義を記載するが、キャリアセット内のセルが様々なカバレ
ッジエリアを有する（すなわち１つのセルがその地理的領域の一部分しかカバーしない）
場合に同じ定義および概念が該当する。これは配置に、または様々なキャリアが同じ帯域
に属するかどうかに依拠することができる。用語「アンカーキャリア」は、ＷＴＲＵに割
り当てられるアップリンク周波数キャリアに関連するダウンリンク周波数キャリアを含む
が、これだけに限定されない。より詳細には、ＷＴＲＵのアンカーセルは、ＤＰＣＨ（専
用物理チャネル：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）／Ｆ－ＤＰ
ＣＨ（部分：Ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ＤＰＣＨ）、Ｅ－ＨＩＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ（拡張専用
チャネル）ＨＡＲＱ肯定応答インジケータチャネル）、Ｅ－ＡＧＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ絶対的
許可チャネル）、およびＥ－ＲＧＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ相対的許可チャネル）を含むすべての
物理チャネルとともに動作する。さらに、アンカーキャリアは、ＨＳ－ＤＰＣＣＨがその
上で送信される、関連ＵＬキャリアを有するキャリアと呼ぶこともできる。用語「アンカ
ーキャリア」と「１次キャリア」とは区別なく使用する。
【００２６】
　用語「補助キャリア」は、アンカーキャリアではないダウンリンク周波数キャリアを指
す。用語「デュアルセル」は、ＨＳ－ＤＳＣＨ送信がその上で実行され、ＷＴＲＵによっ
て受信される２つのキャリアを指す。
【００２７】
　マルチキャリア動作では、３つ以上のセルを同時ＨＳ－ＤＳＣＨ送信に関して構成する
ことができるが、本明細書に記載の概念は依然として適用でき、その場合アンカーキャリ
アの定義は同じままであり、ＷＴＲＵは２つ以上の補助キャリアを有することができる。
本発明をデュアルキャリアＨＳＤＰＡ動作に関して記載するが、本発明はデュアルキャリ
アアップリンク動作、ならびにマルチキャリアＵＬおよびＤＬ動作にも適用することがで
きる。
【００２８】
　以下言及する際、サービングセクタまたはサービングキャリアセットは、サービングア
ンカーおよび補助セルを含む。ソースサービングセクタおよびターゲットサービングセク
タは、ＷＴＲＵがＨＳ－ＤＳＣＨ受信を実行している、ハンドオーバ以前の、前のサービ
ングセクタ（すなわちソースアンカーおよび補助セルのセット）と、ハンドオーバを行っ
た後の新たなサービングセクタ（すなわちターゲットアンカーおよび補助セルのセット）
とをそれぞれ指す。ソースアンカーキャリアは、ソースアンカーサービングセルの中で使
用されているキャリア周波数を指す。ソース補助キャリアは、ソース補助サービングセル
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の中で使用されているキャリア周波数を指す。ターゲットアンカーキャリアは、ターゲッ
トセクタ内のターゲットアンカーセルの中で使用されることが予期されるキャリア周波数
を指す。この予期されるターゲットアンカーキャリアは、ソースアンカーセルと同じアン
カー周波数に一致することができる。あるいは、この予期されるターゲットアンカーキャ
リアは、アンカーキャリア／アンカーセルになることが予測可能な、ターゲットセクタ内
で最良のＣＰＩＣＨ品質測定を有するキャリアに一致することができる。ターゲット補助
キャリアは、ターゲットセクタ内のターゲット補助セルの中で使用されることが予期され
るキャリア周波数を指す。アンカー周波数は、現在のサービングセル内のアンカーキャリ
アに使用されている周波数を指す。補助周波数は、現在のサービングセル内の補助キャリ
アに使用されている周波数を指す。
【００２９】
　図１は、複数のＷＴＲＵ１１０、Ｎｏｄｅ－Ｂ１２０、ＣＲＮＣ（制御無線ネットワー
クコントローラ）１３０、ＳＲＮＣ（サービング無線ネットワークコントローラ）１４０
、およびコアネットワーク１５０を含む無線通信システム１００を示す。３ＧＰＰの専門
用語では、Ｎｏｄｅ－Ｂ１２０、ＣＲＮＣ１３０、およびＳＲＮＣ１４０は、一括してＵ
ＴＲＡＮ（ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク）として知られている。
【００３０】
　図１に示すように、ＷＴＲＵ１１０は、ＣＲＮＣ１３０およびＳＲＮＣ１４０と通信す
る、Ｎｏｄｅ－Ｂ１２０と通信する。図１には、３つのＷＴＲＵ１１０、１つのＮｏｄｅ
－Ｂ１２０、１つのＣＲＮＣ１３０、および１つのＳＲＮＣ１４０を示すが、無線通信シ
ステム１００の中には無線デバイスおよび有線デバイスの任意の組合せを含めることがで
きる。
【００３１】
　図２は、図１の無線通信システム１００の、マルチセル対応ＷＴＲＵ１１０の機能ブロ
ック図２００である。ＷＴＲＵ１１０は、例えばＣＥＬＬ＿ＤＣＨ（セルＤＣＨ（専用チ
ャネル））状態や他の状態でモビリティ手順を実行し、機能強化するように構成される。
【００３２】
　典型的なＷＴＲＵの中に見つけることができるコンポーネントに加え、マルチセルＷＴ
ＲＵ１１０は、無線データの送受信を助けるためのアンテナ１１８、マルチセル無線信号
を受信するように構成される受信機１１６、マルチセル動作のためのモビリティ手順を実
施するように構成されるプロセッサ１１５、および送信機１１７を含む。受信機１１６は
、２つ以上のキャリアを介して通信を受信することができる単一の受信機、またはそれぞ
れが単一のキャリアを介して通信を受信することができる複数の受信機などの受信機の集
まりとすることができる。
【００３３】
　アンテナ１１８は、単一のアンテナまたは複数のアンテナを含むことができる。複数の
受信機／複数のアンテナの実施形態の一構成例は、それぞれのアンテナが自らの受信機に
接続されるものである。
【００３４】
　図２の構成例では、受信機１１６および送信機１１７が、プロセッサ１１５と通信する
。アンテナ１１８は、受信機１１６および送信機１１７の両方と通信して無線データの送
受信を助ける。ハンドオーバ指示は、ＨＳ－ＳＣＣＨ（高速共有制御チャネル）命令、事
前構成されたＨＳ－ＤＳＣＨ（高速ダウンリンク共有チャネル）無線ネットワークトラン
ザクション識別子（Ｈ－Ｒ）を用いたＨＳ－ＳＣＣＨの復号、Ｈ－ＲＮＴＩ、ハンドオー
バを指示するＲＲＣメッセージ、およびＷＴＲＵの事前構成されたＥ－ＲＮＴＩを用いた
Ｅ－ＡＧＣＨ上のスケジューリングを含むが、これだけに限定されない。
【００３５】
　デュアルセルサービングセルの変更を行う開示の方法によれば、ハンドオーバ指示を受
信するために、ターゲットセクタ内のセルのうちの１つまたは複数がモニタされる。ハン
ドオーバ指示は、ＨＳ－ＳＣＣＨ（高速共有制御チャネル）命令、事前構成されたＨＳ－
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ＤＳＣＨ（高速ダウンリンク共有チャネル）無線ネットワークトランザクション識別子（
Ｈ－Ｒ）を用いたＨＳ－ＳＣＣＨの復号、Ｈ－ＲＮＴＩ、ハンドオーバを指示するＲＲＣ
メッセージ、およびＷＴＲＵの事前構成されたＥ－ＲＮＴＩを用いたＥ－ＡＧＣＨ上のス
ケジューリングを含むが、これだけに限定されない。
【００３６】
　ハンドオーバを行うために、ＷＴＲＵ１１０はターゲットセクタ内のセルをモニタし、
このモニタリングは、いつ、どのようにモニタリングを行うべきかについての１セットの
事前構成および１セットの規則を必要とする。
【００３７】
　したがって、アクティブセット内のすべてのセクタ内の両方のキャリア（アンカーセル
および補助セル）のためのＨＳＰＡ（高速パケットアクセス）リソースが、ネットワーク
によって事前構成される。そのため、アンカーセル構成パラメータに加え、ネットワーク
はさらに、アクティブセット更新手順の一部として２次セル用の１セットのパラメータで
ＷＴＲＵ１１０を事前構成する。あるいは、Ｅ－ＤＣＨアクティブセット内のセクタのす
べてを事前構成する。アクティブセット内のセクタは、そのアクティブセットのセル（す
なわちＷＴＲＵ１１０がソフトハンドオーバ中のセル）が属するセクタに一致する。アク
ティブセット内のセクタに属している両方のセルの事前構成は、ネットワークによる決定
である。補助キャリアについて事前構成情報を入手できない場合、ＷＴＲＵ１１０は、単
一サービングセル変更手順を使用する。
【００３８】
　ＷＴＲＵ１１０に、アンカーセルに必要な事前構成情報（例えば構成パラメータ）だけ
でなく、補助周波数内で受信およびオプションで送信を行うために必要な情報が事前ロー
ドされる。そうした構成パラメータには、ＨＳ－ＳＣＣＨコードなどの２次ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈサービングセル情報やＷＴＲＵのＨ－ＲＮＴＩが含まれ得るが、これだけに限定されな
い。あるいは補助セルに関し、ネットワークは、あるセルがアンカーセルになる場合にそ
のセルが必要とすることになるリソースのフルセット、または２次Ｅ－ＤＣＨサービング
セル情報など、アップリンクにおいてデュアルキャリアを構成し、デュアルキャリアを用
いて動作するためにＷＴＲＵ１１０が必要とするパラメータのフルセットで、アクティブ
セット内のセクタの両方のキャリアを事前構成することができる。例えば、そうしたパラ
メータには、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨ、Ｅ－ＲＧＣＨ、Ｆ－ＤＰＣＨ、１つまたは複
数のＥ－ＲＮＴＩ等が含まれ得る。
【００３９】
　リソースを事前構成することは、アクティブセットにセルが追加されるときのアクティ
ブセット更新手順の一部として行うことができる。デュアルキャリアＨＳＤＰＡでは、Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨの２次事前構成は、アクティブセットに（アンカー周波数上で測定される）
新たなセルが追加されるときのアクティブセット更新メッセージの一部として提供される
。デュアルキャリアアップリンクの場合、２次アップリンクキャリアの事前構成は、ＵＥ
の２次アクティブセットにそのセルが追加されているときに提供することができる。ある
いは、アクティブセットにアンカー周波数内のセルが追加されるとき、ＵＬおよびＤＬ両
方の２次事前構成が提供される。オプションで、ＷＴＲＵ１１０の２次アクティブセット
に２次周波数内のセルが追加され、その２次セルに関連するアンカーキャリアが１次アク
ティブセットの一部でない場合、ＷＴＲＵ１１０にＵＬ事前構成は提供されない。あるい
は、アクティブセット更新がアンカー周波数内のセルをアクティブセットに追加する場合
、ＷＴＲＵ１１０はＨＳ－ＤＳＣＨパラメータで事前構成することができ、その２次セル
が２次アクティブセットに既に追加されている場合、２次アップリンク動作用のＥ－ＤＣ
Ｈパラメータが事前構成される。別の代替形態では、ＷＴＲＵ１１０をアンカーセル専用
のリソースで事前構成することができ、ターゲットアンカーセルを介して受信するＲＲＣ
ハンドオーバメッセージにより、ターゲット補助セル用のリソースを受信する。
【００４０】
　２つのセクタ間の、最良のセルの変更をもたらす測定イベントが生じるとき、ＷＴＲＵ
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１１０は測定報告を送信し、ハンドオーバを行うためのネットワーク確認またはメッセー
ジを待つ。機能強化されたデュアルセルサービングセル変更手順では、ＷＴＲＵ１１０は
、ターゲットセクタ内の事前構成されているセルのうちの１つまたは複数でこの指示もし
くはメッセージを待つことができる。
【００４１】
　ＷＴＲＵ１１０は、ソースセクタ内の両方のキャリアを介してデータを受信している可
能性があるので、ＷＴＲＵ１１０がターゲットセル上で受信を行えるようにするための方
法は、ＷＴＲＵ１１０が３つのセル、ソースセクタの補助セルおよびアンカーセル、なら
びにターゲットセクタ内のセルのうちの１つだけ、をモニタするステップを含む。
【００４２】
　ハンドオーバ指示を得るために、アンカーキャリアになることが予測される、最良のＣ
ＰＩＣＨ品質測定を有するキャリア周波数をモニタすることができる。デュアルキャリア
ＨＳＤＰＡでは、ハンドオーバ指示を得るためにＷＴＲＵ１１０がモニタするターゲット
キャリア周波数は、ソースアンカーセル内で使用される周波数に一致する。この周波数は
、デュアルキャリアＨＳＵＰＡにも使用することができる。
【００４３】
　デュアルキャリアＨＳＵＰＡがＷＴＲＵで実施される場合、両方の周波数上でＣＰＩＣ
Ｈ品質を測定するので、このキャリア周波数は、ソースアンカー周波数、ソース補助周波
数、またあるいは、ソースセルが現在使用していない周波数に一致することができる。デ
ュアルキャリアＨＳＵＰＡでは、ＷＴＲＵは両方のセルを測定するので、ＣＰＩＣＨ測定
がアンカーよりも優れている場合、または最良のセルが２次ターゲットセルに一致する場
合、ＷＴＲＵはハンドオーバ指示を得るためにターゲットＨＳ－ＳＣＣＨ２次セルをモニ
タすることができる。
【００４４】
　ターゲットセクタのターゲットキャリアのうちの１つだけしかモニタしないので、ＷＴ
ＲＵ１１０は、そのモニタするターゲットキャリア上でハンドオーバ指示を受信するまで
、またはソースキャリアを介してＲＲＣハンドオーバメッセージを受信するまで待機する
。ハンドオーバ指示を受信すると、ＷＴＲＵ１１０はソースセル（すなわちアンカーおよ
び補助）内のＨＳ－ＤＳＣＨを受信することをやめ、リソースが事前構成されている場合
、ターゲットセルの補助キャリアおよびアンカーキャリアの両方においてＨＳ－ＤＳＣＨ
をモニタし、受信することを開始するようＷＴＲＵ１１０を構成することができる。２次
キャリアに関してリソースが事前構成されていない場合、ＷＴＲＵ１１０はソースセクタ
上で受信することをやめ、事前構成されたキャリアからのみ受信することを開始し、ＲＲ
Ｃメッセージから２次キャリア構成を受信するのを待つことができる。
【００４５】
　ＤＣ－ＨＳＵＰＡが構成され、２次情報が事前構成されている場合、ＷＴＲＵ１１０は
、所要時間内に２次キャリア内でＤＣ－ＨＳＵＰＡ送信を開始することもできる。ＷＴＲ
Ｕ１１０は、サービングセルの変更を完了するや否や２次Ｅ－ＤＣＨ送信を開始し、また
あるいは、デュアルキャリア送信をアクティブ化させるためのＨＳ－ＳＣＣＨ命令を待つ
ことができる。２次ソースセル内の２次Ｅ－ＤＣＨ送信の状態がアクティブ状態の場合、
ＷＴＲＵ１１０は直ちにターゲットセルに再構成し、Ｅ－ＤＣＨ送信を開始することがで
きる。
【００４６】
　オプションとして、ソース２次セル内の２次Ｅ－ＤＣＨ送信の状態が非アクティブ状態
であった場合、ＷＴＲＵ１１０はＥ－ＤＣＨ送信をすぐに開始しなくてもよい。ＲＲＣは
事前構成された情報で物理レイヤおよびＷＴＲＵ１１０を構成するが、ＷＴＲＵ１１０は
、ＤＣ－ＨＳＵＰＡ動作をアクティブ化させるＨＳ－ＳＣＣＨ命令を受信する必要がある
。２次ターゲットセル上でＥ－ＤＣＨ送信を開始することと同様の概念は、ＷＴＲＵ１１
０がＨＳ－ＳＣＣＨ命令の代わりにＲＲＣハンドオーバメッセージを受信する場合にも当
てはまることができる。
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【００４７】
　ハンドオーバの肯定応答にＣＱＩの特殊値を使用する場合、その肯定応答メッセージの
信頼性を高めるために、ＷＴＲＵ１１０はそのＣＱＩをアンカーＨＳ－ＤＰＣＣＨを介し
て、またあるいは、両方のＨＳ－ＤＰＣＣＨ上で送信することができる。
【００４８】
　図３に、この開示する方法の流れ図を示す。ＷＴＲＵに、セルのターゲットセクタの構
成パラメータが事前ロードされる（ステップ３００）。次いでＷＴＲＵは、その事前ロー
ドされた情報を使用してターゲットセクタ内のセルをモニタする（ステップ３０１）。測
定イベントが２つのセクタ間の最良のセルの変更をもたらす場合、ＷＴＲＵは測定を送信
し、ハンドオーバを行うためにＲＮＣからメッセージを受信するのを待つ（ステップ３０
２）。ＷＴＲＵは、このメッセージ（すなわちハンドオーバ指示）を得るためにターゲッ
トキャリア（すなわちアンカーキャリアまたは補助キャリア）をモニタする（ステップ３
０３）。ハンドオーバ指示を受信すると、ＷＴＲＵはソースセル内のＨＳ－ＤＳＣＨを受
信することをやめ、ターゲットセル内のＨＳ－ＤＳＣＨをモニタし、受信することを開始
する（ステップ３０４）。
【００４９】
　代替的方法では、ＷＴＲＵ１１０は、両方のセクタ上で補助キャリアおよびアンカーキ
ャリアの両方を同時にモニタする。この同時にモニタすることは、ＷＴＲＵ１１０が４つ
のセル、すなわち２つのアンカーキャリアおよび２つの補助キャリアのＨＳ－ＳＣＣＨを
モニタすることを必要とする。ＷＴＲＵ１１０は、ターゲットキャリアのＨＳ－ＳＣＣＨ
のフルセットのみをモニタし、またあるいは、ターゲットキャリアのＨＳ－ＳＣＣＨの一
部分だけをモニタするように構成することができる。ハンドオーバ指示を受信すると、Ｗ
ＴＲＵ１１０はターゲットセル内のそのフルセットをモニタし始める。
【００５０】
　この方法によれば、メッセージの信頼性、およびＷＴＲＵ１１０により早く検出される
可能性を高めるために、ハンドオーバ指示を両方のキャリア上でスケジュールすることが
できる。ハンドオーバ指示をその上で送信しかつ受信したキャリアは、１つまたは複数の
サービングセルの変更が行われるや否や１次キャリアになるべきキャリアを指示すること
もできる。したがって、２次キャリアを介してＨＳ－ＳＣＣＨ指示を受信した場合、その
ターゲット２次キャリアが新たな１次サービングセル（すなわち１次キャリア）になる。
ハンドオーバ指示を受信すると、ＷＴＲＵ１１０は、Ｌ１、Ｌ２、またはＬ３メッセージ
を使用してそのハンドオーバ指示を肯定応答することができる。例えばＬ１メッセージを
使用する場合、ＷＴＲＵ１１０は、ＣＱＩの特殊値を送信することができる。
【００５１】
　このＣＱＩは、指示を受信した対応するキャリアのＨＳ－ＤＰＣＣＨを介して、指示を
受信したキャリアに関係なく２つのキャリアに使用される両方のＨＳ－ＤＰＣＣＨを介し
て、および／または指示を受信したキャリアに関係なくアンカーＨＳ－ＤＰＣＣＨ上で（
またあるいは補助ＨＳ－ＤＰＣＣＨ上でのみ）送信することができる。後者の場合、もう
一方のキャリアは、より速いスケジューリングおよびＡＭＣのために使用される実ＣＱＩ
値をネットワークから報告するために、使用することができる。
【００５２】
　別の代替形態では、ＷＴＲＵ１１０は、ソースセクタおよびターゲットセクタそれぞれ
の１つのキャリア（すなわち２つのキャリア）のＨＳ－ＳＣＣＨしかモニタしない。より
詳細には、ＷＴＲＵ１１０は、ソースセクタ内の補助セルをモニタすることをやめ、ター
ゲットセクタのキャリアのうちの１つだけをモニタすることができる。このことは、ソー
スセルを引き続きモニタしながら、音声呼の継続性を中断することなく、３つ以上のＨＳ
－ＳＣＣＨソースをモニタする複雑さをＷＴＲＵ１１０が低減することを可能にする。
【００５３】
　ターゲットセクタをモニタするために、ＷＴＲＵ１１０は、ソースセクタ内のアンカー
セルと同じキャリアに対応するキャリア周波数、またはソースセクタ内の補助セルと同じ
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キャリア周波数に対応するキャリア周波数をモニタすることができ、ターゲットセクタ内
のＣＰＩＣＨ品質測定に基づき、どのキャリア周波数をモニタするのか決定するようＷＴ
ＲＵ１１０をあるいは構成することができる。ハンドオーバ指示を得るために、アンカー
キャリアになることが予測される、最良のＣＰＩＣＨ品質測定を有するキャリア周波数を
モニタすることができる。このキャリア周波数は、ソースアンカー周波数、ソース補助周
波数、またあるいは、ソースセルが現在使用していない周波数に一致することができる。
【００５４】
　代替形態でのＷＴＲＵ１１０は、ソースセルの補助キャリアをモニタすることをやめ、
ターゲットセルの補助キャリアをモニタすることを開始することができる。ＷＴＲＵは、
ソースセルのアンカーキャリアをモニタし続ける。
【００５５】
　ＷＴＲＵ１１０は、ソースセクタ内の補助セルをモニタし続けながら、ソースセクタ内
のアンカーキャリアＨＳ－ＳＣＣＨをモニタすることをやめることもできる。ＷＴＲＵ１
１０は、上記に述べた基準と同様の基準に基づき、ターゲットセクタ内でどのキャリアを
モニタするかを選択することができる。
【００５６】
　測定報告を送信した後に、ＷＴＲＵ１１０がソースセクタのキャリアのうちの１つをモ
ニタすることをやめる場合、ＷＴＲＵ１１０は、自らがそのセルに対する受信を中断した
という指示を、対応するソースセルに送信する。この通知は、１つまたは組合せのＬ１、
Ｌ２、もしくはＬ３シグナリングを使用することにより作成することができる。
【００５７】
　Ｌ１シグナリングが使用され、対応するＨＳ－ＤＰＣＣＨ上でＣＱＩの特殊値を報告す
ることができる。このＣＱＩ値を受信すると、ソースＮｏｄｅ－Ｂは、対応するキャリア
を介してデータをスケジューリングすることをやめる。あるいは、ＷＴＲＵ１１０は仮想
的な低ＣＱＩ値、例えば０を報告することができ、そうした値は、Ｎｏｄｅ－Ｂが対応す
るキャリア上でＷＴＲＵ１１０をスケジューリングすることをやめることを暗黙的に強い
る。
【００５８】
　この通知にＬ２シグナリングを使用することは、ＳＩの特殊予約値をソースＮｏｄｅ－
Ｂに送信することを含み、またはこのメッセージの存在を指示するためのＬＣＨ－ＩＤ（
論理チャネル識別子）の特殊値を使用し、このメッセージはＭＡＣ－ｉ／ｉｓペイロード
に付加される。
【００５９】
　Ｌ３シグナリングでは、測定報告は、ＷＴＲＵ１１０が対応するソースキャリアをモニ
タすることをやめる時点に加え、ＷＴＲＵ１１０がソースアンカーキャリアをモニタする
ことをやめる時点を含むことができる。ＲＮＣは、ソースキャリア内でＷＴＲＵ１１０を
スケジューリングすることをやめるようソースＮｏｄｅ－Ｂに信号で伝える。あるいは、
ＷＴＲＵ１１０は、測定報告を送信したＣＦＮを報告することができ、ＲＮＣおよびＷＴ
ＲＵ１１０はどちらも、ＷＴＲＵ１１０が１つのキャリアをモニタすることをやめるべき
時間で事前構成される。メッセージを送信したＣＦＮの後の、ハンドオーバを行うべき時
間も事前構成に含まれる場合がある。
【００６０】
　ＷＴＲＵ１１０がハンドオーバ指示を受信すると、ＷＴＲＵ１１０は、（事前構成され
ている場合）ターゲットセル内の補助キャリアまたはアンカーキャリアを構成し、ソース
セルをモニタすることをやめることができる。
【００６１】
　ＷＴＲＵ１１０がターゲットセル上で受信を行えるようにするための別の代替的方法で
は、ＷＴＲＵ１１０が、ソースセクタ内の両方のセル上でＨＳ－ＳＣＣＨをモニタするこ
とをやめ、ターゲットセクタ上の両方のキャリアをモニタすることを開始するステップを
含む。あるいは、ハンドオーバ指示を受信するまでターゲットセル内のアンカーキャリア
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のみをモニタする。
【００６２】
　ＷＴＲＵ１１０がソースセルをモニタすることをやめ、ターゲットセルをモニタするこ
とを開始する時点は、ＷＴＲＵ１１０が（ＣＦＮにより）ネットワークに信号で伝えるこ
とができる。あるいはＷＴＲＵ１１０は、測定報告を送信した、所定の時間後または構成
済み時間後にターゲットセルをモニタすることを開始するよう構成することができる。こ
の場合、ＷＴＲＵ１１０は、その測定報告が作成されたＣＦＮをネットワークに送信して
、ハンドオーバ手順を同期させることを助けることができる。
【００６３】
　強化された周波数間変更方法を開示し、この方法では、強化されたキャリア変更手順ま
たはキャリアスワップ手順を使用し、ＷＴＲＵ１１０は自らのアンカー周波数および補助
周波数を変更し、または同じセクタ内でアンカー周波数および補助周波数をスワップする
ことができる。ＷＴＲＵ１１０は、同時に行われるアンカー周波数の変更とともに、サー
ビングデュアルセルの変更も行うことができる。
【００６４】
　この方法は、サービングセクタの現在の補助セルを、アンカーセルとして潜在的に使用
するためにＷＴＲＵ１１０が必要とするＤＬ／ＵＬ情報で事前構成するステップを含む。
例えば、ＷＴＲＵ１１０は、Ｆ－ＤＰＣＨ、Ｅ－ＡＧＣＨ、サービングＲ－ＧＣＨ、Ｃ－
ＲＮＴＩ、１つまたは複数のＥ－ＲＮＴＩ、およびＷＴＲＵ１１０が別の（または補助）
キャリアをアンカーキャリアとして構成するために必要な他の構成で事前構成される。こ
のネットワークは、アクティブセット内のすべてのセクタの補助セルを、２次Ｅ－ＤＣＨ
サービングセル情報（すなわちＥ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＲＧＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨ、Ｆ－ＤＰＣ
Ｈ等）など、この周波数をアンカーセルとして使用するために、またはこの周波数をデュ
アルキャリアアップリンク動作に使用するためにＷＴＲＵ１１０が必要とする情報で事前
構成することもできる。この情報はＷＴＲＵ１１０に記憶され、サービングセルがアクテ
ィブセットから除去されるときに削除される。あるいは、上記に述べたパラメータのうち
の一部分のみが事前構成される。ＷＴＲＵ１１０は、アンカーセル内で構成された同じチ
ャネライゼーションコードおよび情報を使用し、第２の周波数に同じ構成を適用すること
ができる。他のパラメータ、例えばＣ－ＲＮＴＩや１つまたは複数のＥ－ＲＮＴＩも事前
ロードしなければならない場合がある。
【００６５】
　あるいは、アクティブセットのすべてのセルについて、補助キャリアがアンカーキャリ
アとして事前構成される。
【００６６】
　この方法によれば、トリガが生じる場合、測定報告がアンカー周波数および補助周波数
のスワップをトリガすることができる。このトリガは、イベント１Ｄメッセージ、または
周波数間イベントなどの別の同様のイベントによってトリガされる測定報告に関し、補助
周波数のセルが最良のセルである（すなわち補助周波数内の新たなセルが、ソース補助周
波数内およびオプションでソースアンカー周波数内の現在のセルよりもよくなった）場合
に生じることができ、その２次セルの品質は、構成済みの閾値の分だけおよび構成済みの
時間にわたりアンカーセルの品質よりもよくなっている。
【００６７】
　アンカーキャリアの品質（例えばＣＰＩＣＨのＥｃ／Ｎｏ）は閾値よりも低く、または
所定の時間にわたって閾値よりも低く、これもトリガとなることができる。別の言い方を
すると、補助キャリアの品質が所定の時間にわたって閾値よりも高い。この閾値は、補助
キャリアのＣＰＩＣＨのＥｃ／Ｎｏに応じたものとすることができる。
【００６８】
　別のトリガは、アンカーキャリアの品質が第１の閾値よりも低く、補助キャリアの品質
が第２の閾値よりも高い場合に生じることができる。測定報告の中のこれらのものの組合
せも、同時に行われるアンカー周波数の変更とともに、周波数のスワップ（すなわち周波
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数間ハンドオーバ）またはサービングセルの変更をトリガすることができる。
【００６９】
　上記に述べた基準のうちの１つに従って測定報告がトリガされるとき、このトリガは、
アンカーキャリアおよび補助キャリアがサービングセクタ内でスワップされる場合にはＷ
ＴＲＵ１１０がサービングセクタ内のアンカーキャリア周波数を変更すること、またはＷ
ＴＲＵ１１０がサービングセルもしくはサービングセクタを変更しながら、同時にアンカ
ーキャリア周波数を変更することをもたらす。この測定報告がトリガされると、ＷＴＲＵ
１１０は、アンカーセルおよび補助セルの両方をリッスンし続け、ハンドオーバを行うべ
きことを指示するＨＳ－ＳＣＣＨ命令またはハンドオーバ指示を待つことができる。この
ＨＳ－ＳＣＣＨのモニタリングは、上記に開示した方法のうちの１つに従って行うべきで
ある。
【００７０】
　ハンドオーバの終了時にＷＴＲＵ１１０に２次ＵＬが構成されない場合、ハンドオーバ
メッセージの受信時に、ＷＴＲＵ１１０は、アンカー周波数内のＤＬ制御チャネル（すな
わちＦ－ＤＰＣＨ、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨ、およびＥ－ＲＧＣＨ）をリッスンしま
たは受信することをやめ、アンカーキャリア内でＨＳ－ＳＣＣＨおよびＨＳ－ＤＰＳＣＨ
のモニタを続け、このキャリアを補助キャリアとみなすことができる。ＷＴＲＵ１１０は
、アンカーキャリアとして作動し始めるよう補助キャリアを再構成し（例えば、ＷＴＲＵ
１１０は新たなアンカーキャリア内でＦ－ＤＰＣＨ、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＲＧＣＨ等のモ
ニタを開始する）、新たな周波数内でＤＰＣＣＨおよびＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信を開始す
ることもできる。
【００７１】
　ＷＴＲＵ１１０は、新たな周波数を用いて同期手順（すなわち同期Ａ）を実行すること
もできる。ハンドオーバが、ＵＬキャリア周波数の変更をもたらす場合、ＷＴＲＵ１１０
はそのハンドオーバが完了するや否や新たなＵＬ周波数を用いて電力制御ループを開始し
、新たな物理チャネル（すなわちＦ－ＤＰＣＨまたはＤＰＣＣＨ）が確立される。初期Ｄ
ＰＣＣＨ電力値には、ＷＴＲＵ１１０は、ネットワークが構成可能なＤＰＣＣＨ電力オフ
セットのあり得る加算とともに、前のアンカーキャリアで使用した最後のＤＰＣＣＨ電力
を使用することができる。
【００７２】
　ＷＴＲＵ１１０が、様々な周波数の無線リンクを用いたソフトハンドオーバをサポート
しない場合、ＷＴＲＵ１１０は、サービングセル以外の前の周波数における他のセル用の
、アクティブセット内のすべての構成済みＤＬ無線リンクを自律的に解放する。
【００７３】
　ＷＴＲＵ１１０が同じＵＬ周波数を維持する場合、ＵＬ無線リンクを維持することもで
きる。
【００７４】
　このＷＴＲＵは、新たなアクティブセット用の新たなパラメータで構成されるＲＲＣハ
ンドオーバメッセージを、新たなキャリア内で待つことができる。
【００７５】
　ＵＬデュアルキャリアが構成される場合、使用するアンカー周波数を変更することは、
ＷＴＲＵ１１０が前のアンカーキャリア周波数内でのＤＰＣＣＨ送信およびＨＳ－ＤＰＣ
ＣＨ送信をやめ、新たなアンカーキャリア周波数（すなわち前の補助周波数）内で送信を
開始することを必要とする。ターゲットセクタ内でＤＣ－ＨＳＵＰＡが構成される場合ま
たは情報が事前構成される場合、この変更はより少ない変更を要し、したがってはるかに
速く行うことができる。ＷＴＲＵ１１０は、同じ構成済み物理チャネルを引き続き使用し
、同じアクティブセットを用いて続行するが、論理関連（ｌｏｇｉｃａｌ　ａｓｓｏｃｉ
ａｔｉｏｎ）をアンカーから補助に、およびその逆に変更する。
【００７６】
　別の代替形態では、ＷＴＲＵ１１０は、アンカー周波数を補助周波数と切り替えること
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ができる（すなわち前のアンカーキャリアはもはや使用されていない）。アンカー周波数
が切り替えられる場合、ＷＴＲＵ１１０は、そのアンカーキャリア内で受信することを続
けながら、ハンドオーバ指示を得るために補助キャリアのみをモニタすることができる。
ハンドオーバ指示を受信すると、ＷＴＲＵ１１０は、前のアンカー周波数をリッスンする
ことをやめ、かつ／または補助キャリアをアンカーキャリアとして機能するように再構成
することができる。例えば、ＷＴＲＵ１１０は、新たなアンカーキャリア内のＦ－ＤＰＣ
Ｈ、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＲＧＣＨ等をモニタすることを開始する。
【００７７】
　ＷＴＲＵ１１０は、この新たな周波数を用いて同期手順を開始することもできる。ハン
ドオーバが、ＵＬキャリア周波数の変更をもたらす場合、ＷＴＲＵ１１０はそのハンドオ
ーバが完了するや否や新たなＵＬ周波数を用いて電力制御ループを開始することができる
。初期ＤＰＣＣＨ電力値には、ＷＴＲＵ１１０は、ネットワークが構成可能なＤＰＣＣＨ
電力オフセットのあり得る加算とともに、前のアンカーキャリアで使用した最後のＤＰＣ
ＣＨ電力を使用することができる。
【００７８】
　ＷＴＲＵ１１０が、様々な周波数の無線リンクを用いたソフトハンドオーバをサポート
しない場合、ＷＴＲＵ１１０は、サービングセル以外の他のセル用の、アクティブセット
内の構成済みＤＬ無線リンクのすべてを自律的に解放する。ＷＴＲＵ１１０が同じＵＬ周
波数を維持する場合、ＵＬ無線リンクを維持させることはオプションである。
【００７９】
　ＷＴＲＵ１１０は、新たなアクティブセット用の新たなパラメータで構成されるＲＲＣ
ハンドオーバメッセージを、新たなキャリアおよび新たな補助キャリア内で待つこともで
きる。
【００８０】
　上記に示したように、ＷＴＲＵ１１０は、デュアルセルＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡを
用いるように構成することができる。図４は、Ｎｏｄｅ　Ｂが利用可能な周波数のうちの
１つまたは複数を使用してＷＴＲＵ１１０と通信する３つのシナリオを示した。図４を参
照すると、最初のシナリオでは、ＷＴＲＵ１１０は単一キャリア動作で動作しており、Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ受信およびＥ－ＤＣＨ受信を行っており、ＮＢ２およびＮＢ３とソフトハン
ドオーバ状態にある。代替形態では、ＮＢ（またはセル）２およびＮＢ３がアクティブセ
ットに追加される場合、これらのＮＢはデュアルキャリア機能を備えるため、ＷＴＲＵ１
１０は１次サービングセル情報で事前構成される。ＷＴＲＵ１１０は、２次ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈサービングセル情報および２次Ｅ－ＤＣＨサービングセル情報で事前構成することもで
きる。この事前構成される情報には、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＲＧＣＨ、ＨＳ－ＳＣＣＨ、Ｈ
－ＲＮＴＩ、Ｅ－ＲＮＴＩ、Ｆ－ＤＰＣＨ等が含まれ得るが、これだけに限定されない。
あるいは、２次ＨＳ－ＤＳＣＨサービングセルの事前構成のみが提供される。
【００８１】
　ＷＴＲＵ１１０が図４のシナリオ１からシナリオ２に移るとき、最良のセルの変更が生
じる（すなわちイベント１Ｄがトリガされる）。２次ＨＳ－ＤＳＣＨサービングセル情報
のみが提供される場合、ＷＴＲＵ１１０は、ハンドオーバ指示を得るためにアンカーＨＳ
－ＤＳＣＨサービングセルをモニタする。ハンドオーバ指示を受信する場合、ＷＴＲＵ１
１０は、１次ＨＳ－ＤＳＣＨサービングセルおよび２次ＨＳ－ＤＳＣＨサービングセル両
方への、速いサービングセルの変更を行う。２次ＨＳ－ＤＳＣＨサービングセル情報およ
び２次Ｅ－ＤＣＨサービングセル情報の両方が事前構成される場合、アンカー周波数上で
ＨＳ－ＳＣＣＨ命令を受信した後、ＷＴＲＵ１１０は、１次ＨＳ－ＤＳＣＨ受信および２
次ＨＳ－ＤＳＣＨ受信を構成し、１次Ｅ－ＤＣＨ送信および２次Ｅ－ＤＣＨ送信の両方を
開始する。１つまたは複数のサービングセルの変更が行われる場合、ＷＴＲＵ１１０は、
２次キャリア上で同期手順を実行することができる。これは、進行中の２次Ｅ－ＤＣＨ送
信がソースセル内で得られなかったためである。
【００８２】
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　代替形態では、ＲＲＣは２次Ｅ－ＤＣＨ送信パラメータを構成するが、２次キャリアを
アクティブ化させるＨＳ－ＳＣＣＨ命令をＷＴＲＵ１１０が受信するまで、２次Ｅ－ＤＣ
Ｈを介した送信は始まらない。ＷＴＲＵ１１０が送信する測定値に従い、２次アクティブ
セットがネットワークにより更新される。この２次アクティブセット内のセルのうちの１
つが、（上記の図４のＮＢ４のように）アンカーアクティブセット内に存在しない場合、
このネットワークは、セル４に関する１セットの事前構成された２次Ｅ－ＤＣＨサービン
グセルパラメータ、および１セットのＨＳ－ＤＳＣＨパラメータをＷＴＲＵ１１０に提供
することができる。あるいは必要に応じて、このネットワークは、このキャリアがアンカ
ーキャリアになるためのすべてのパラメータでＷＴＲＵ１１０を事前構成することができ
る。
【００８３】
　ＷＴＲＵ１１０がシナリオ２から、イベント１Ｄがトリガされ、最良のセルが２次周波
数にのみ属するセルであり、１次セルが存在しない、シナリオ３に移るとき、速い周波数
の変更を行うことができる。ＷＴＲＵ１１０がイベント１Ｄで、セル４を最良のセルとし
て指示する測定報告をトリガすると、ＷＴＲＵ１１０は、ソースＨＳ－ＤＳＣＨセルおよ
びソースＥ－ＤＣＨセル、ならびに同時に、事前構成された２次キャリア情報内で提供さ
れる第１のＨＳ－ＳＣＣＨセットをモニタし続ける。２次周波数内のＨＳ－ＳＣＣＨを介
して命令を受信すると、ＷＴＲＵ１１０は、セル４へのサービングセルの変更、および同
時に、速い１次周波数の変更を行うことができる。ＷＴＲＵ１１０は２次キャリア上で既
に同期され、既にアクティブセットを有するため、ＷＴＲＵ１１０は同期手順を行う必要
なく、新たな１次サービングセルを介して送信を続けることができる。ｆ１において前に
確立した無線リンクは解放され、ＷＴＲＵ１１０は単一キャリア動作のみを行う。ｆ１キ
ャリアのアクティブセット内のセルに関する事前構成済み情報は、ＷＴＲＵ１１０内に維
持／記憶し、２次事前構成済みＨＳ－ＤＳＣＨおよびＥ－ＤＣＨサービングセル情報とし
て扱うことができる。
【００８４】
　ＷＴＲＵ１１０がシナリオ２（すなわちセル２の中）にあり、サービングセルの変更が
検出され（すなわちイベント１Ｄ）、新たな最良のセルが２次周波数（すなわちｆ２）内
にあることができる場合、ＷＴＲＵ１１０は、サービングセルの変更ならびにアンカーキ
ャリアおよび２次キャリアの変更も実行する、サービング変更コマンドを受信することが
できる。この場合、ＷＴＲＵ１１０は、ハンドオーバ指示を得るためにターゲットアンカ
ーＨＳ－ＤＳＣＨセルをモニタし、２次キャリアへのハンドオーバを行うことができる。
あるいは、ＷＴＲＵ１１０は、ターゲットアンカーＨＳ－ＤＳＣＨおよび２次ＨＳ－ＤＳ
ＣＨの両方をモニタし、アンカーＨＳ－ＤＳＣＨセル上で命令を受信する場合、ＷＴＲＵ
１１０は、同じアンカーキャリアを保ちながらサービングセルの変更を行うことができる
。別の代替形態では、２次ＨＳ－ＤＳＣＨセル上で命令を受信する場合、ＷＴＲＵ１１０
は、サービングセルの変更を行い、２次周波数（ｆ２）をＷＴＲＵ１１０のアンカーキャ
リアとして構成し、この新たな周波数を介したＤＰＣＣＨやＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信など
、すべてのアンカーキャリア動作を開始する。ｆ１およびｆ２のアクティブセットは維持
され、同期手順を開始する必要はない。
【００８５】
　　（実施形態）
　１．マルチセルＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）内でサービングセルの変更を実施する
ための方法であって、
　アクティブセットにセルを追加するステップと、
　サービングセル情報を受信して、その追加したセルの１次サービングセルおよび２次サ
ービングセルを事前構成するステップと、
　そのサービングセル情報を記憶するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【００８６】
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　２．その事前構成される１次サービングセルおよび２次サービングセルのうちの少なく
とも１つを、ハンドオーバ指示を得るためにモニタするステップと、
　ハンドオーバ指示を受信するという条件で、事前構成されるサービングセル情報を使用
して、ソース１次サービングセルおよびソース２次サービングセルから、その１次サービ
ングセルおよび２次サービングセルへのサービングセルの変更を行うステップと
　をさらに含むことを特徴とする実施形態１に記載の方法。
【００８７】
　３．事前構成される２次サービングセルのサービングセル情報は、その事前構成される
２次サービングセルの２次ＨＳ－ＤＳＣＨ（高速ダウンリンク共有チャネル）サービング
セル情報、ＨＳ－ＳＣＣＨ（高速共有制御チャネル）、Ｈ－ＲＮＴＩ（ＨＳ－ＤＳＣＨ無
線ネットワークトランザクション識別子）を含むことを特徴とする上記実施形態のいずれ
かに記載の方法。
【００８８】
　４．その事前構成される１次サービングセルは、モニタされることを特徴とする上記実
施形態のいずれかに記載の方法。
【００８９】
　５．サービングセルの変更を行うステップは、その事前構成される情報を使用して１次
サービングセル、および２次サービングセルのＨＳ－ＤＳＣＨを再構成するステップを含
むことを特徴とする実施形態２～４のいずれかに記載の方法。
【００９０】
　６．サービングセルの変更を行うステップは、Ｅ－ＤＣＨ（拡張専用チャネル）を再構
成するステップを含むことを特徴とする実施形態２～５のいずれかに記載の方法。
【００９１】
　７．Ｅ－ＤＣＨ送信を開始するステップをさらに含むことを特徴とする実施形態６に記
載の方法。
【００９２】
　８．Ｅ－ＤＣＨ送信は、サービングセルを変更する前に、ソース２次セルがＥ－ＤＣＨ
を送信していたという条件で開始されることを特徴とする実施形態７に記載の方法。
【００９３】
　９．Ｅ－ＤＣＨ送信は、２次Ｅ－ＤＣＨをアクティブ化させるＨＳ－ＳＣＣＨ命令が受
信されるという条件で開始されることを特徴とする実施形態６～８のいずれかに記載の方
法。
【００９４】
　１０．サービングセル情報は、アクティブセット更新手順の間に受信されることを特徴
とする上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００９５】
　１１．最良のセルの変更が生じたかどうかを判定するステップと、
　最良のセルの変更が生じたという条件で、測定報告を送信するステップと
　をさらに含むことを特徴とする上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００９６】
　１２．ソース１次サービングセルおよび２次サービングセル上でＨＳ－ＤＳＣＨを受信
することをやめるステップと、
　事前構成される１次サービングセルおよび２次サービングセルのモニタを開始するステ
ップと
　をさらに含むことを特徴とする実施形態２～１１のいずれかに記載の方法。
【００９７】
　１３．ソース１次サービングセルおよび２次サービングセル上でＨＳ－ＤＳＣＨを受信
することをやめるステップと、
　事前構成される１次サービングセルおよび２次サービングセルのうちの１つのモニタを
開始するステップと
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　をさらに含むことを特徴とする実施形態２～１１のいずれかに記載の方法。
【００９８】
　１４．ＨＳ－ＤＳＣＨを受信することがやめられたという指示を、ソース１次サービン
グセルまたは２次サービングセルに送信するステップをさらに含むことを特徴とする実施
形態１２～１３のいずれかに記載の方法。
【００９９】
　１５．その指示は、レイヤ１シグナリングを使用して送信されることを特徴とする実施
形態１４に記載の方法。
【０１００】
　１６．ＣＱＩ（チャネル品質インジケータ）の特殊値が、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ上でソース
１次サービングセルまたは２次サービングセルに報告されることを特徴とする実施形態１
５に記載の方法。
【０１０１】
　１７．その指示は、レイヤ２シグナリングを使用して送信されることを特徴とする実施
形態１４～１６のいずれかに記載の方法。
【０１０２】
　１８．ＳＩ（システム情報）の特殊予約値が、ソース１次サービングセルまたは２次サ
ービングセルに送信されることを特徴とする実施形態１４～１７のいずれかに記載の方法
。
【０１０３】
　１９．その指示は、レイヤ３シグナリングを使用して送信されることを特徴とする実施
形態１４～１８のいずれかに記載の方法。
【０１０４】
　２０．測定報告は、ソース１次サービングセルまたは２次サービングセルがモニタされ
るのを停止される時点を含むことを特徴とする実施形態１４～１９のいずれかに記載の方
法。
【０１０５】
　２１．ソース１次周波数およびソース２次周波数のうちの少なくとも１つを変更するス
テップをさらに含むことを特徴とする上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１０６】
　２２．ソース１次サービングセルとして使用するために、ソース２次サービングセルを
ＤＬ／ＵＬ（ダウンリンク／アップリンク）情報で事前構成するステップをさらに含むこ
とを特徴とする実施形態２１に記載の方法。
【０１０７】
　２３．実施形態１～２２のいずれかに記載の方法を実施するように構成されることを特
徴とするＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）。
【０１０８】
　２４．デュアルセルＨＳＤＰＡ（高速ダウンリンクパケットアクセス）およびＨＳＵＰ
Ａ（高速アップリンクパケットアクセス）を用いるように構成されることを特徴とする実
施形態２３に記載のＷＴＲＵ。
【０１０９】
　２５．実施形態１～２２のいずれかに記載の方法を実施するように構成されることを特
徴とするＮｏｄｅ　Ｂ。
【０１１０】
　２６．実施形態１～２２のいずれかに記載の方法を実施するように構成されることを特
徴とするプロセッサ。
【０１１１】
　本開示を３ＧＰＰ　ＷＣＤＭＡシステムとの関連で記載したが、本開示はデュアル（ま
たはマルチ）セル（またはキャリア）動作をサポートすることができるどんな無線通信シ
ステムにも適用できることを理解すべきである。
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　諸特徴および要素を上記に特定の組合せにより説明したが、それぞれの特徴または要素
を、他の特徴および要素なしに単独で、または他の特徴および要素を伴うもしくは伴わな
い様々な組合せで使用することができる。本明細書に示した方法または流れ図は、汎用コ
ンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータ可読記憶媒体中に実施
されるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実施することが
できる。コンピュータ可読記憶媒体の例には、ＲＯＭ（読出し専用メモリ）、ＲＡＭ（ラ
ンダムアクセスメモリ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内蔵ハードデ
ィスクやリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびＣＤ－ＲＯＭディス
クやＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）などの光学媒体が含まれる。
【０１１３】
　適切なプロセッサには、例えば汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、
ＤＳＰ（デジタル信号プロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する
１個または複数個のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、書替え可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）回路、他の任意の種類の集積回路（ＩＣ）
および／または状態機械が含まれる。
【０１１４】
　ソフトウェアに関連するプロセッサを、ＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）、ＵＥ（ユー
ザ機器）、ターミナル、基地局、ＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）または任意の
ホストコンピュータで使用する無線周波数トランシーバを実装するために使用することが
できる。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカホン、振
動デバイス、スピーカ、マイクロホン、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット
、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＦＭ（周波数変調）無線ユ
ニット、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）ディスプレイユニット、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオ
ード）ディスプレイユニット、デジタル音楽プレイヤ、メディアプレイヤ、ビデオゲーム
機モジュール、インターネットブラウザ、および／または任意のＷＬＡＮ（無線ローカル
エリアネットワーク）もしくはＵＷＢ（超広帯域）モジュールなど、ハードウェアおよび
／またはソフトウェアによって実装されるモジュールと組み合わせて使用することができ
る。
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