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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービングセル変更を実行するための方法であって、
　ターゲットセルへのサービングセル変更のインジケータを受信するステップと、
　現在のセルの送信電力制御（ＴＰＣ：Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）組み合わせインデックスの値と前記ターゲットセルのＴＰＣ組み合わせインデックスの
値を判断するステップと、
　前記現在のセルの前記ＴＰＣ組み合わせインデックスの値と前記ターゲットセルの前記
ＴＰＣ組み合わせインデックスの値が異なる場合に、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：Ｍｅｄ
ｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）エンティティをリセットするステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記インジケータはターゲットセル高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ：
Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）命令を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＭＡＣエンティティはＭＡＣ高速（ＭＡＣ－ｈｓ）エンティティを含むことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＡＣエンティティはＭＡＣ拡張高速（ＭＡＣ－ｅｈｓ）エンティティを含むこと
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を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ターゲットセルに関連付けられたＨＳ－ＤＳＣＨ事前設定情報を受信するステップ
と、
　前記ＨＳ－ＤＳＣＨ事前設定情報を格納するステップと、
　前記ＨＳ－ＤＳＣＨ事前設定情報に基づいて前記ＭＡＣエンティティをリセットするス
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。
【請求項６】
　サービングセル変更を実行するための無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ：Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ）であって、
　ターゲットセルへのサービングセル変更のインジケータを受信するように構成されるト
ランシーバと、
　　現在のセルの送信電力制御（ＴＰＣ：Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）組み合わせインデックスの値と前記ターゲットセルのＴＰＣ組み合わせインデックス
の値を判断し、
　　前記現在のセルの前記ＴＰＣ組み合わせインデックスの値と前記ターゲットセルの前
記ＴＰＣ組み合わせインデックスの値が異なる場合に、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：Ｍｅ
ｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）エンティティをリセットする
　ように構成されるプロセッサと
　を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項７】
　前記インジケータはターゲットセル高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ：
Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）命令を含む
ことを特徴とする請求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項８】
　前記ＭＡＣエンティティはＭＡＣ高速（ＭＡＣ－ｈｓ）エンティティを含むことを特徴
とする請求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記ＭＡＣエンティティはＭＡＣ拡張高速（ＭＡＣ－ｅｈｓ）エンティティを含むこと
を特徴とする請求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　前記トランシーバは、前記ターゲットセルに関連付けられたＨＳ－ＤＳＣＨ事前設定情
報を受信するようにさらに構成され、
　前記ＷＴＲＵは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ事前設定情報を格納するように構成されるメモリ
をさらに備え、
　前記プロセッサは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ事前設定情報に基づいて前記ＭＡＣエンティテ
ィをリセットするようにさらに構成されることを特徴とする請求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　サービングセル変更を実行するための無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ：Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ）であって、
　ターゲットセル高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ：Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅ
ｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）命令を受信するように構成され
るトランシーバと、
　　ターゲットセル事前設定情報における媒体アクセス制御（ＭＡＣ）リセットインジケ
ータの値を判断し、
　　前記ＭＡＣリセットインジケータの値がＴＲＵＥにセットされた場合に、ＭＡＣエン
ティティをリセットし、
　　前記ＭＡＣリセットインジケータの値がＦＡＬＳＥにセットされたという判断の場合
に、現在のセルの送信電力制御（ＴＰＣ：Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏ
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ｌ）組み合わせインデックスの値と前記ターゲットセルのＴＰＣ組み合わせインデックス
の値を判断し、
　　前記現在のセルの前記ＴＰＣ組み合わせインデックスの値と前記ターゲットセルの前
記ＴＰＣ組み合わせインデックスの値が異なる場合に、前記ＭＡＣエンティティをリセッ
トする
　ように構成されるプロセッサと
　を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　前記ＭＡＣリセットインジケータはサービングセル変更ＭＡＣリセット情報要素を含む
ことを特徴とする請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　前記ＭＡＣエンティティはＭＡＣ高速（ＭＡＣ－ｈｓ）エンティティまたはＭＡＣ拡張
高速（ＭＡＣ－ｅｈｓ）エンティティのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請
求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記ターゲットセルおよび前記現在のセルを制御するノードＢがＭ
ＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応しない場合に、前記ＭＡＣエンティティをリセットする
ように構成されることを特徴とする請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、ターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ事前設定情報と共に前記ターゲット
セル用の拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）事前設定情報を受信し、前記Ｅ－ＤＣＨ事前設定情報を使用してＥ－ＤＣＨ
サービングセル変更を実行するように構成されることを特徴とする請求項１１に記載のＷ
ＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、ハンドオーバーコマンドにおける前記ターゲットセル用の拡張専用
チャネル（Ｅ－ＤＣＨ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）設定
情報を受信し、前記Ｅ－ＤＣＨ設定情報を使用してサービングＥ－ＤＣＨセル変更を実行
するように構成されることを特徴する請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記トランシーバは、前記ターゲットセル事前設定情報を受信するようにさらに構成さ
れ、
　前記ＷＴＲＵは、前記ターゲットセル事前設定情報を格納するように構成されるメモリ
をさらに備えることを特徴とする請求項１１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】
　高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ：Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）は、第三世代パートナーシッププロジェクト（３
ＧＰＰ：ｔｈｅ　Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ）仕様のリリース５において導入された機能である。ＨＳＤＰＡは、３つの重要
な概念である適応変調符号化（ＡＭＣ：Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎ
ｄ　Ｃｏｄｉｎｇ）と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏ
ｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を実行することによる高速物理層再送と、
高速ノードＢスケジューリングとを使用して、最大スペクトル効率を実現する。
【０００３】
　ハンドオーバーは、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎ
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ｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ）が、サービスを中断せずに或るセルから別のセル
へと切り替わるプロセスである。ハンドオーバーが起きる時、ＷＴＲＵは、新しいサービ
ング高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ：Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）セル（ターゲットセル）に切り替わって、古
いサービングＨＳ－ＤＳＣＨセル（ソースセル）との通信を停止する必要がある。この手
順は、サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更とも呼ばれる。
【０００４】
　ＷＴＲＵは、隣接セルとサービングＨＳ－ＤＳＣＨセルとの信号強度を持続的に監視す
る。隣接セルの共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ：Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）で測定された信号強度がサービングセルのＣＰＩＣＨで測定された信号強度
を上回る（即ち、イベント１Ｄ）時、ＷＴＲＵは、無線リソース制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉ
ｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）測定レポートを無線ネットワークコントローラ
（ＲＮＣ：Ｒｅｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）に送って最適セルの変
更を報告する。イベント１Ｄによってトリガされた測定レポートは、測定値とセル識別子
（ＩＤ）とを含む。
【０００５】
　イベントＩＤ測定レポートを受信すると、ＲＮＣは、ターゲットセルへのハンドオーバ
ーを実行することに決定する。サービングＲＮＣ（ＳＲＮＣ：Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＲＮＣ）
は、制御ＲＮＣ（ＣＲＮＣ：Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ＲＮＣ）がターゲットセルにおい
て、無線ネットワークサブシステムアプリケーション部（ＲＮＳＡＰ：Ｒａｄｉｏ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）およびノードＢ
アプリケーション部（ＮＢＡＰ：Ｎｏｄｅ　Ｂ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）メ
ッセージを介して、ＷＴＲＵにＨＳ－ＤＳＣＨリソース（ＨＳ－ＤＳＣＨ無線ネットワー
ク一時識別子（Ｈ－ＲＮＴＩ：ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐ
ｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、高速共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ：Ｈｉｇｈ　
Ｓｐｅｅｄ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）コード、ＨＡＲＱリソー
ス等）を割り当てるように要求する。いったんＨＳ－ＤＳＣＨリソースが予約されると、
ＣＲＮＣは、すべての情報をＳＲＮＣに供給し、そしてＳＲＮＣが、ＲＲＣメッセージを
ＷＴＲＵに送る。サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更を表示するのに使用することができ
るＲＲＣメッセージは、物理チャネル再設定、トランスポートチャネル再設定、無線ベア
ラ再設定、アクティブセット更新等を含むことができる。ＲＲＣメッセージは、ＷＴＲＵ
がターゲットセルの監視を開始するために必要な無線アクセスパラメータをＷＴＲＵに供
給する。さらに、ＲＲＣメッセージは、ハンドオーバーを行うべき起動時刻を供給するこ
とができる。
【０００６】
　ハンドオーバーは、同期か非同期のどちらでもよい。非同期ハンドオーバーにおいて、
ネットワークとＷＴＲＵとは、リソースとスイッチとを同時に起動しない。ＷＴＲＵの起
動時刻は、“直ちに（ｎｏｗ）”にセットされる。これによりハンドオーバー手順に関連
する遅延が軽減される。しかしながら、それによりデータ損失の可能性が増す。
【０００７】
　同期ハンドオーバーにおいて、ネットワークとＷＴＲＵとは、リソースの変更を同時に
実行する。しかしながら、ネットワークは、スケジューリング遅延、再送、設定時刻等の
あらゆる種類の遅延を考慮するために起動時刻を控えめにセットしなければならない。従
って、同期ハンドオーバーはデータ損失を最小限にするが、遅延がより長くなる。
【０００８】
　通常、ＲＲＣハンドオーバーメッセージは、ソースノードＢ経由でＷＴＲＵに送られる
。サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更に関連する遅延が原因で、ＲＲＣハンドオーバーメ
ッセージが失敗し、許容できない途切れる電話の比率を引き起こす恐れがある。
【０００９】
　サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更手順を最適化するためにいくつかの提案が行われた
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。その提案に従って、ＷＴＲＵとノードＢとにＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報、即ち、ターゲッ
トセル事前設定を事前にロードする（即ち、事前に設定する）ことができる。
【００１０】
　ターゲットセル事前設定は、ネットワークがＨＳ－ＳＣＣＨを使用してソースセルおよ
び／またはターゲットセルを介してサービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更コマンドを送るこ
とを可能にし、よってサービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更手順にロバスト性を加える。タ
ーゲットセル事前設定は、アクティブセット更新手順を介してＷＴＲＵに供給される。よ
り詳細には、セルがアクティブセットに加えられる（即ち、イベント１Ａまたは１Ｃがト
リガされる）時、ネットワークは、アクティブセット更新メッセージをＷＴＲＵに送り、
アクティブセット更新メッセージは、個別物理チャネル情報に加えて、新しいセルのＨＳ
－ＤＳＣＨサービングセル情報（Ｈ－ＲＮＴＩ、ＨＳ－ＤＳＣＨ等）を含む。
【００１１】
　イベント１Ｄがトリガされて、ＷＴＲＵがターゲットセルへのサービングセル変更を要
求する測定レポートを送信する時、ＷＴＲＵは、（ターゲットセル事前設定情報を使用し
て）、ソースセルにおけるＨＳ－ＳＣＣＨセットに加えてターゲットセルのＨＳ－ＳＣＣ
Ｈの監視も開始する。ネットワークは、その後ターゲットセルにおいてＨＳ－ＳＣＣＨを
送って、サービングセル変更をトリガする。ターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨを受信す
ると、ＷＴＲＵは、このターゲットセルへのＨＳ－ＤＳＣＨサービングセル変更を実行す
る。
【００１２】
　通常のサービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更手順において、ＷＴＲＵは、ネットワークか
らＷＴＲＵに明示的に表示されるイントラノードＢのハンドオーバーが起きる時にＭＡＣ
－ｈｓまたはＭＡＣ－ｅｈｓのリセットを実行する。ネットワークは、ハンドオーバーメ
ッセージにおけるＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットインジケータを介して、ＭＡＣ－ｈｓ／
ｅｈｓリセットが必要かどうかをＷＴＲＵに信号で知らせる。ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓイン
ジケータがセットされる場合、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する。
そうでなければ、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットは実行されない。上記の提案に従った新
しい変更の導入によって、或る問題が起きることがある。
【００１３】
　まず、イベント１Ｄ（最適セルの変更）が起きる時、ＷＴＲＵは、ソースセルにおける
ＨＳ－ＳＣＣＨを監視し続けながらターゲットセルにおけるＨＳ－ＳＣＣＨの監視を開始
する。サービングセルの変更を確認するＨＳ－ＳＣＣＨ命令がターゲットセルから受信さ
れる場合、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｅｈｓまたはＭＡＣ－ｈｓのリセットが必要かどうかを
判断する方法がない。これは、ターゲットＨＳ－ＳＣＣＨが、ＲＲＣハンドオーバーコマ
ンドによって行われるような、ＷＴＲＵにリセットを実行するように命令する明示的なイ
ンジケータを含まないという事実による。ネットワークが、ＭＡＣ－ｈｓまたはＭＡＣ－
ｅｈｓのコンテキストがネットワーク側でリセットされるインターノードＢハンドオーバ
ーまたはイントラノードＢハンドオーバーを実行した場合、リセットが必要である。ＷＴ
ＲＵは、このようなリセットがネットワーク側で実行されたことを判断する方法がない。
ＭＡＣ－ｅｈｓまたはＭＡＣ－ｈｓのリセット手順は、送信シーケンス番号（ＴＳＮ：Ｔ
ｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）値をゼロにリセットするこ
と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐ
ｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）バッファをフラッシュすること等を備える。ＷＴＲＵがリセッ
トを実行しない場合、ＷＴＲＵは、ネットワークに同期されないので、データ損失の可能
性が生じる。
【００１４】
　さらに、ハンドオーバーが起きる時、ＷＴＲＵは、ターゲットセルに切り替わってダウ
ンリンクのデータトラフィックを受信する。しかしながら、アップリンクトラフィックに
何が起きて、どのようにしてＷＴＲＵにターゲットセルのアップリンクリソースが割り当
てられるかは明確でない。現在の３ＧＰＰ　ＲＲＣ仕様に従って、サービングＨＳ－ＤＳ
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ＣＨセルとサービングＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）セルとは同一でなければならない。従って、アップリンクにおいてハンドオーバー
を実行するための効率的な方法も定義されなければならない。
【００１５】
　最後に、ネットワークは、ＷＴＲＵが高速最適化ハンドオーバーを対応するかどうかを
認識してない。従って、ネットワークがハンドオーバーメッセージをターゲットセル上に
送信することを開始しても、ＷＴＲＵは、そのような特性をＷＴＲＵが対応しないのでそ
れを受信することができない。これによって、ＨＳ－ＤＳＣＨセル変更が失敗するので、
ＷＴＲＵはＣＥＬ＿ＦＡＣＨ状態まで戻ってターゲットセルに対してセル再選択を開始し
なくてはならないであろう。
【発明の概要】
【００１６】
　サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更のための方法および装置が開示される。ＷＴＲＵは
、ターゲットセルの信号強度がソースセルの信号強度に近づく時に測定レポートをＲＮＣ
に送る。ＲＮＣは、ターゲットセルをアクティブセットに加えて、ターゲットセル用の事
前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報をＷＴＲＵに送る。ＷＴＲＵは、ターゲットセ
ルの信号強度がソースセルの信号強度に上回る時に別の測定レポートを送る。ＷＴＲＵは
、事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報に基づいてターゲットセル上のＨＳ－ＳＣ
ＣＨを監視して、ターゲットセルからのＨＳ－ＳＣＣＨ送信を復号する。ＷＴＲＵは、Ｍ
ＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティティをリセットする必要があるかどうかの判断を行う。ＷＴ
ＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行することを表示する設定パラメータが事前
にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報に含まれていてかつＴＲＵＥにセットされる場合
、またはその設定パラメータが事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報に含まれない
もしくはＴＲＵＥにセットされないが、ソースセルとターゲットセルとの送信電力制御（
ＴＰＣ：Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）組み合わせインデックス（オ
プションとしては、Ｅ－ＲＧＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ　Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｇｒａｎｔ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）組み合わせインデックス）が異なる場合に、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティテ
ィをリセットすることができる。ＷＴＲＵは、ターゲットセルとソースセルとを制御する
ノードＢがＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応することを検出する場合、ＭＡＣ－ｈｓ／
ｅｈｓエンティティをリセットすることができる。あるいは、事前にロードされるＨＳ－
ＤＳＣＨ設定情報と共にターゲットセル用のＥ－ＤＣＨ設定情報を事前にロードすること
ができるまたはハンドオーバーコマンドにおいて供給することができる。ハンドオーバー
コマンドを含むＨＳ－ＤＳＣＨ送信を共通ＨＳ－ＤＳＣＨリソースを使用して送信するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　添付図面と共に例示として与えられた以下の説明から、より詳細な理解を得ることがで
きる。
【図１】一実施形態による例示的なプロセスのシグナリング図である。
【図２】ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行するための例示的なプロセスのフロー図で
ある。
【図３】例示的なＷＴＲＵのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下を参照する場合、用語「ＷＴＲＵ」は、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定式また
は移動式加入者ユニット、ポケットベル、携帯電話機、携帯情報端末（ＰＤＡ）、コンピ
ュータ、または無線環境において動作することができるその他の種類のユーザデバイスを
含むが、これに限らない。以下を参照する場合、用語「ノードＢ」は、基地局、サイトコ
ントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、または無線環境において動作することができる
その他の種類のインタフェーシングデバイスを含むが、これに限らない。以下、用語「Ｍ
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ＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓ」は、ＭＡＣ－ｈｓまたはＭＡＣ－ｅｈｓのどちらかを示すために使
用される。
【００１９】
　以下を参照する場合、ターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨまたはターゲットセルＨＳ－
ＳＣＣＨの復号は、ＷＴＲＵがターゲットセルへのＨＳ－ＤＳＣＨサービングセル変更を
実行してよいという表示としてターゲットセルによって送られたＨＳ－ＳＣＣＨ命令を示
す。
【００２０】
　一実施形態において、ＷＴＲＵがうまくＨＳ－ＳＣＣＨを復号した後にターゲットセル
からデータを受信して、サービングセル変更を実行することを確保するために、ＷＴＲＵ
は、ターゲットセルを介して関連付けられたＨＳ－ＰＤＳＣＨでデータを受信する前にＭ
ＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する。図１は、一実施形態に従った例示的なプロセス
１００のシグナリング図である。ＷＴＲＵは、ターゲットセルの信号強度がサービングセ
ルの信号強度に近づく時に、測定レポートをＲＮＣに送る（ステップ１０２）。ＲＮＣは
、ターゲットセルをアクティブセットに加えるかを判断して、そのターゲットセル用のＨ
Ｓ－ＤＳＣＨ設定情報をＷＴＲＵに事前にロードする。ＷＴＲＵは、ターゲットセル用の
事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報を受信して、事前にロードされたＨＳ－ＤＳ
ＣＨ設定情報をメモリに格納する（ステップ１０６）。ＷＴＲＵは、ターゲットセルの信
号強度がソースセルの信号強度を上回る時に別の測定レポート（イベントＩＤレポート）
を送る（ステップ１０８）。ＷＴＲＵは、次に、事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定
情報に基づいて、ソースセル上のＨＳ－ＳＣＣＨに加え、ターゲットセル上のＨＳ－ＳＣ
ＣＨも監視する（ステップ１１０）。ＷＴＲＵは、ターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨ（
即ち、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令）を復号する（ステップ１１２）。ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ
／ｅｈｓリセットを実行するかどうかに関する判断を行う（ステップ１１４）。ＭＡＣ－
ｈｓ／ｅｈｓリセットが必要である場合、ＷＴＲＵは、ターゲットセルからＨＳ－ＤＳＣ
Ｈ送信を受信する前にＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティティをリセットする（ステップ１１
６）。ＭＡＣ－ｅｈｓ／ｈｓリセットはサービングセル変更時に実行されることを認識さ
れたい。サービングセル変更が実行されてＷＴＲＵがターゲットセルを再設定する時、起
動時刻が特定される場合に、ＭＡＣ－ｅｈｓ／ｈｓリセットが所定の起動時刻に実行され
る。
【００２１】
　ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットのトリガは、割り当てられたＨ－ＲＮＴＩでターゲット
セルから最初のＨＳ－ＳＣＣＨを受信することであってよい。ＷＴＲＵにターゲットセル
のためのＨ－ＲＮＴＩ（ターゲットＨ－ＲＮＴＩ）を事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ
設定情報の一部として割り当てることができ、ＷＴＲＵが２つのＨ－ＲＮＴＩを同時に監
視することができる（即ち、ターゲットＨ－ＲＮＴＩでターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣ
Ｈと、ソースセルのためのＨ－ＲＮＴＩ（ソースＨ－ＲＮＴＩ）でソースセル上のＨＳ－
ＳＣＣＨとを監視する）。
【００２２】
　あるいは、ＷＴＲＵは、ソースＨ－ＲＮＴＩでターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨを監
視することができる。この場合、ネットワークは、ソースセル（即ち、サービングセル）
においてＷＴＲＵに割り当てられるＨ－ＲＮＴＩと同じＨ－ＲＮＴＩが、ターゲットセル
において他のＷＴＲＵに割り当てられないことを確保しなければならない。
【００２３】
　あるいは、ＷＴＲＵは、共通Ｈ－ＲＮＴＩを監視することができる。拡張ＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨにおいて使用されるような方法を使用して、共通Ｈ－ＲＮＴＩを放送制御チャネル
（ＢＣＣＨ：Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）から取得すること
ができる。ネットワークは、ターゲットセルにおいて共通Ｈ－ＲＮＴＩを使用して、ハン
ドオーバーメッセージをＷＴＲＵに送信することができる。ネットワークは、共通Ｈ－Ｒ
ＮＴＩを、事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報の一部として一群のＷＴＲＵに割
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り当てることができる。ＷＴＲＵは、ターゲットセルにおいてこの共通Ｈ－ＲＮＴＩを監
視して、ターゲットセルを介してハンドオーバーコマンドを受信すると、この共通Ｈ－Ｒ
ＮＴＩを専用Ｈ－ＲＮＴＩに変更することができる。
【００２４】
　ＷＴＲＵは、ターゲットセルＨＳ－ＳＣＣＨを復号すると、あたかもＭＡＣ－ｈｓ／ｅ
ｈｓリセットインジケータがセットされたかのように完全なＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセッ
トを実行することができる。あるいは、ＷＴＲＵは、部分的なＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセ
ットを実行することができる。この場合、ＷＴＲＵは、ＴＳＮをリセットして、シグナリ
ング無線ベアラ（ＳＲＢ：Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）を搬送する
論理チャネルがマッピングされるＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓキューのリオーダリング変数とタ
イマとを再初期化するだけでよい。ＨＳ－ＳＣＣＨを復号した後に、ＷＴＲＵは、ＴＳＮ
、およびハンドオーバーコマンドを搬送するＳＲＢによって設定されたキューの変数かつ
タイマをリセットする。ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓキューが１つだけリセットされる場合に、
部分的なＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットのトリガは、ターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨ
を検出する代わりにＷＴＲＵによってイベント１Ｄ測定レポートを送信することで可能に
なる。ハンドオーバーコマンドを受信した後、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセッ
トインジケータがセットされる場合にすべてのＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティティをリセ
ットすることができる。
【００２５】
　リリース８以前の３ＧＰＰシステムにおいて、イントラノードＢのハンドオーバーが起
きてそのノードＢがＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応する場合、ソースセルとターゲッ
トセルとの両方が同じノードＢによって制御されるので、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅ
ｈｓリセットを実行する必要がない。ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保存は、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅ
ｈｓのコンテキストを転送または共有することができるノードＢまたはネットワークに言
及するので、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓ変数をリセットしてバッファをフラッシュする必要が
ない。サービングセル変更がＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応するセルの中で起きる場
合、ＷＴＲＵがＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する必要はない。しかしながら、Ｗ
ＴＲＵがＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットをターゲットセルＨＳ－ＳＣＣＨの受信に準拠さ
せる場合、ＷＴＲＵは、ハンドオーバーの種類にかかわらず、たとえ必要がなくてもＭＡ
Ｃ－ｈｓ／ｅｈｓエンティティを常にリセットする恐れがある。これによって、ノードＢ
がＭＡＣ－ｅｈｓ／ｈｓのコンテキストを再初期化しなくても、ＷＴＲＵが再初期化する
場合、ＷＴＲＵとネットワークとの間で脱同期化が生じることもある。
【００２６】
　ＷＴＲＵは、以下の方法の１つまたはその組み合わせを使用して、ターゲットセル上の
ターゲットセルＨＳ－ＳＣＣＨを受信する時にＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットが必要かど
うかを判断することができる。ＷＴＲＵには、ターゲットセルにおいて監視するための２
つ以上のＨＳ－ＳＣＣＨコードを割り当てることができる。ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセッ
トを実行するための信号を、１番目の送信をスケジュールするのに使用されるＨＳ－ＳＣ
ＣＨコードに準拠させることができる。例えば、ネットワークがその１番目のコードを使
用する場合、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットが実行される。そうでなければ、ＭＡＣ－ｈ
ｓ／ｅｈｓリセットは実行されない。ネットワークは、ＷＴＲＵをこの情報によって設定
することができる、またはＷＴＲＵは、どのコードがＭＡＣリセットを表示するのに使用
されるかを認識するように事前に設定される。
【００２７】
　あるいは、ネットワークは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットが必要かどうかを表示する
ためにサブフレーム番号を使用することができる。例えば、ＷＴＲＵが偶数番のサブフレ
ームでターゲットセルＨＳ－ＳＣＣＨを検出する場合、ＷＴＲＵはＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓ
リセットを実行して、ＷＴＲＵが奇数番のサブフレーム上でターゲットセルＨＳ－ＳＣＣ
Ｈを検出する場合、ＷＴＲＵはＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行しない。
【００２８】
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　あるいは、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令を使用して、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する
ようにＷＴＲＵに表示することができる。ＨＳ－ＳＣＣＨ命令を使用して、サービングセ
ル変更とＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する必要とを表示でき、別のＨＳ－ＳＣＣ
Ｈ命令を使用して、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットなしに、サービングセル変更だけを表
示することができる。あるいは、特定のＨＳ－ＳＣＣＨ命令を使用して、ＭＡＣ－ｈｓ／
ｅｈｓリセットを命令することができる。
【００２９】
　あるいは、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットが必要かどうかを判断する際、
アクティブセットにおけるセルの無線リンクからの情報を使用することができる。ＷＴＲ
Ｕは、オプションとしてＥ－ＲＧＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ　Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｇｒａｎｔ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）情報を使用することができる。ターゲットセルのＥ－ＲＧＣＨ組み合わせ
インデックスが現在のサービングＥ－ＤＣＨセル（即ち、ソースセル）の組み合わせイン
デックスと等しい場合、そのソースセルとターゲットセルとは同じノードＢに属し（即ち
、それらのセルはサービングＥ－ＤＣＨのＲＬＳ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｓｅｔ）に属
する）、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットは、ハンドオーバーコマンドにおいて表示されな
い限り、必要ない。ターゲットセルがサービングセルＥ－ＤＣＨ　ＲＬＳに属さない場合
、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行することができる。オプションとし
ては、ＷＴＲＵは、ＳＲＢを搬送する論理チャネルのために設定されるキューのＭＡＣ－
ｈｓ／ｅｈｓリセット（即ち、部分的なＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセット）を実行すること
ができる。あるいは、ＴＰＣ組み合わせインデックスを使用することができる。ターゲッ
トセルのＴＰＣ組み合わせインデックスがソースセルのＴＰＣ組み合わせインデックスと
同じである場合、それらのセルは、同じノードＢに属し、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセット
は実行されない。
【００３０】
　あるいは、付加的には、新しい設定パラメータ（即ち、情報要素（ＩＥ：Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ））を、アクティブセット更新手順の一部として供給される
事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報のリストに加えることができる。この新しい
設定パラメータは、サービングセル変更がこのセルに対して実行される時にＭＡＣ－ｈｓ
／ｅｈｓリセットを実行すべきかどうかを表示する。
【００３１】
　例えば、新しい設定パラメータを、（０から５までの）整数値を有する「ＭＡＣ－ｈｓ
／ｅｈｓリセットインデックス」形式にすることができる。同じノードＢに属してＭＡＣ
－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応するセルに対して、「ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットインデ
ックス」が同じ値にセットされて、同じＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットインデックスを有
する無線リンクは、サービングセル変更がそれらのセル間で起きた時にＭＡＣ－ｈｓ／ｅ
ｈｓの保存を実行する能力を有する。サービングセル変更がトリガされて、ソースセルと
ターゲットセルとのＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットインデックスが同じである時、ＷＴＲ
Ｕは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行しない。ソースセルとターゲットセルとのＭ
ＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットインデックスが異なる場合、ＷＴＲＵは、ＨＳ－ＳＣＣＨ命
令を受信すると、または、ターゲットセル上の事前に設定したＨ－ＲＮＴＩによって１番
目のＨＳ－ＳＣＣＨを復号すると、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する。
【００３２】
　あるいは、新しい設定パラメータを供給して、同じノードＢに属する無線リンクがＭＡ
Ｃ－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応するかどうかを表示することができる。例えば、１ビット
のインジケータ（新しいＩＥ）を、必要なＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報を事前にロードするＲ
ＲＣメッセージに含むことができる。この新しい情報要素は「サービングセルＭＡＣリセ
ットインジケータ」と呼ばれる。サービングセルＭＡＣリセットインジケータは、現在の
ノードＢがＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応するかどうか（即ち、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈ
ｓリセットを実行すべきかどうか）を表示する。事前にロードされた設定情報におけるサ
ービングセルＭＡＣリセットインジケータがＴＲＵＥにセットされる場合、ＷＴＲＵは、
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ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する。サービングセルＭＡＣリセットインジケータ
がＴＲＵＥにセットされない場合、ＷＴＲＵは、この情報を、Ｅ－ＲＧＣＨ組み合わせイ
ンデックスまたはＴＰＣ組み合わせインデックスの無線リンク情報と組み合わせる。より
詳細には、ＷＴＲＵは、ＴＰＣ組み合わせインデックス（またはオプションとしては、Ｅ
－ＲＧＣＨ組み合わせインデックス）を使用して、ＭＡＣ－ｅｈｓ／ｈｓリセットを実行
すべきかどうかを判断する。ソースセルとターゲットセルとの両方が同じＴＰＣ組み合わ
せインデックス（またはオプションとしては、同じＥ－ＲＧＣＨ組み合わせインデックス
）を有する場合、無線リンクは同じ無線リンクのセット（即ち、同じノードＢ）に属し、
サービングセルＭＡＣリセットインジケータがＴＲＵＥにセットされない場合、ＷＴＲＵ
は、ノードＢがＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応すると判断するので、ＭＡＣ－ｈｓ／
ｅｈｓリセットは必要ない。サービングセルＭＡＣリセットインジケータが、ノードＢが
ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応すると表示する（即ち、サービングセルＭＡＣリセッ
トインジケータがＴＲＵＥにセットされない）場合、およびソースセルとターゲットセル
とが同じＴＰＣ組み合わせインデックス（オプションとしては、Ｅ－ＲＧＣＨ組み合わせ
インデックス）を有する場合、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行しない
。サービングセルＭＡＣリセットインジケータが、ノードＢがＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保
存を対応しないと表示する（即ち、ＴＲＵＥにセットされない）場合、およびソースセル
とターゲットセルとが異なるＴＰＣ組み合わせインデックス（オプションとしては、Ｅ－
ＲＧＣＨ組み合わせインデックス）を有する（即ち、異なるノードＢに属する）場合、Ｗ
ＴＲＵは、（サービングセル変更を表示する）ＨＳ－ＳＣＣＨ命令を受信すると、ＭＡＣ
－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する。
【００３３】
　図２は、上記に開示された実施形態に従ってＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する
プロセスのフロー図である。ＷＴＲＵは、ターゲットセルＨＳ－ＳＣＣＨ（即ち、ＨＳ－
ＳＣＣＨ命令）を受信する（ステップ２０２）。ＨＳ－ＳＣＣＨ命令は、上位層に渡され
る。サービングセルＭＡＣリセットインジケータがＴＲＵＥにセットされるかどうかを判
断する（ステップ２０４）。サービングセルＭＡＣリセットインジケータがＴＲＵＥにセ
ットされる場合、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する（ステップ２０
６）。サービングセルＭＡＣリセットインジケータがＴＲＵＥにセットされない場合、ソ
ースセルとターゲットセルとのＴＰＣ組み合わせインデックス（オプションとしては、Ｅ
－ＲＧＣＨ組み合わせインデックス）が異なるかどうかを判断する（ステップ２０８）。
異なる場合、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行する（ステップ２０６）
。異なっていない場合、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットを実行しない。
【００３４】
　別の実施形態に従って、ＷＴＲＵは、ターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨを読み出す時
にＭＡＣリセットを実行しないが、ネットワークは、ＷＴＲＵが予期する次のＴＳＮを使
用することでターゲットセルからのデータが廃棄されないことを確保する。これは、ＭＡ
Ｃ－ｈｓ／ｅｈｓ情報をソースセルからターゲットセルに転送することによって実行され
る。ソースセルは、ハンドオーバーコマンドを含むＳＲＢによって設定されるキューに使
用される次のＴＳＮと、場合によりＴ１タイマ値等の他の変数とのみを転送することがで
きる。あるいは、設定されるすべてのキューの情報をターゲットセルに転送することがで
きる。このことは、ＷＴＲＵがハンドオーバーコマンドを廃棄しないことを確保する。
【００３５】
　別の実施形態に従って、ソースセルにおけるＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓコンテキストがなお
も起動状態である間に、ターゲットセルにおいて使用するためにＨ－ＲＮＴＩがＷＴＲＵ
に供給されるとすぐに、ＷＴＲＵは、新しいＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓコンテキストのインス
タンス（即ち、リオーダリングキューごとのＴＳＮ値、リオーダリングキュー等）を作成
する。短い期間に、ＷＴＲＵは、２つのＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓコンテキストを、１つはソ
ースセル用に、もう１つはターゲットセル用に維持管理する。ハードウェアの実施を容易
にするために、その期間、両方のコンテキスト間で物理リソース（例えば、メモリ）を共
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有することができる。ＲＲＣシグナリングによってＷＴＲＵがＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセ
ットを実行するように命令される時、またはＷＴＲＵがターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣ
ＨでそのＨ－ＲＮＴＩを復号した後、ＷＴＲＵは、ソースセルのＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓコ
ンテキストを除去して、すべての物理リソースをターゲットセルのＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓ
コンテキストに割り当てることができる。
【００３６】
　別の実施形態に従って、ターゲットセル用のアップリンクＥ－ＤＣＨ設定情報もＨＳ－
ＤＳＣＨ設定情報と同時に事前にロードされる。Ｅ－ＤＣＨ設定情報は、Ｅ－ＡＧＣＨ（
Ｅ－ＤＣＨ　Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｇｒａｎｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）情報、Ｅ－ＤＣＨ無線ネ
ットワーク一時識別子（Ｅ－ＲＮＴＩ：Ｅ－ＤＣＨ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、送信時間間隔（ＴＴＩ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）、サービング許可値、参照Ｅ－ＴＦＣＩ（Ｅ－ＤＣＨ
　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｅｘ）、Ｅ－Ｈ
ＩＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ　ＨＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）情報、およびＥ
－ＲＧＣＨ情報を含むことができるが、これに限らない。Ｅ－ＤＰＣＣＨ（Ｅ－ＤＣＨ　
Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）対ＤＰＣＣ
Ｈ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の電力オフセット、Ｅ－
ＤＣＨ最小セットＥ－ＴＦＣＩ、および他のパラメータ等の他の情報を、同時に供給する
ことができるまたはハンドオーバーコマンドによって供給することができる。すべての必
要な情報が事前に設定したリソースの一部として供給される場合、ネットワークは、ハン
ドオーバーコマンドを送る必要すらなくなることに留意されたい。より詳細には、ＲＲＣ
ハンドオーバーコマンドを復号する必要とせず、ＷＴＲＵは、ターゲットセルからＨＳ－
ＳＣＣＨ命令を受信すると、Ｅ－ＤＣＨおよびＨＳ－ＤＳＣＨサービングセル変更を首尾
よく実行することができる。
【００３７】
　あるいは、ターゲットセル用のＥ－ＤＣＨ設定情報をＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報と共に事
前にロードさせることはできないが、ターゲットセルを介してＷＴＲＵに送られるハンド
オーバーコマンドにおいて供給することができる。この手順を実施するために、ＷＴＲＵ
の動きを修正しなければならない。ＷＴＲＵは、ハンドオーバー手順時に以下のステップ
を実行することができる。イベント１Ｄがトリガされる時、アップリンク送信は、ソース
セル（即ち、サービングＥ－ＤＣＨセル）に対して正常に継続する一方、ターゲットセル
がハンドオーバー中である。ＷＴＲＵがターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨを復号する時
に、ＷＴＲＵは、ソースセルにおけるアップリンク送信を即座に停止し、ハンドオーバー
コマンドが処理されてターゲットセルがサービングＥ－ＤＣＨセルとして設定されるまで
停止する。あるいは、ＷＴＲＵは、ターゲットセル上のダウンリンクにおいてＨＳ－ＳＣ
ＣＨが復号されていても、アップリンクにおいてデータをソースセルに送信し続ける。Ｗ
ＴＲＵは、いったんハンドオーバーコマンドが受信されてＥ－ＤＣＨ情報が復号されると
、ターゲットセルに切り替わる。その変更は、設定が完了するとすぐに（即ち、起動時刻
が“直ちに（ｎｏｗ）”にセットされる）、または所定の起動時刻に行うことができる。
これは、サービングＥ－ＤＣＨセルとサービングＨＳ－ＤＳＣＨセルとが常に同一でない
ことを必要とする。その２つが同一になるまでわずかな遅れが起きることがある。あるい
は、サービングＥ－ＤＣＨセルとサービングＨＳ－ＤＳＣＨセルとは、ハンドオーバーコ
マンドが受信されるまで変更したと見なされない。
【００３８】
　別の実施形態に従って、ＷＴＲＵは、ターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨが復号される
とすぐにＳＩ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の送信をトリガするこ
とができる。これによって、ターゲットセルがＷＴＲＵを適切にスケジュールすることが
できるようになる。ＨＳ－ＳＣＣＨが復号されるとすぐに、またはターゲットセルを介し
て１番目のＭＡＣ　ＰＤＵを首尾よく受信した後にのみＳＩを送ることができる。あるい
は、アップリンクが適切に設定されるとすぐにＳＩを送ることができる。ネットワークは
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、ハンドオーバーが首尾よく行われたことを表示するものとしてＳＩの受信を使用するこ
とができる。
【００３９】
　さらに、１番目のＨＳ－ＳＣＣＨが受信されるとすぐにＷＴＲＵも、高速チャネル品質
インジケータ（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）レポー
ティングを開始することができる。ＣＱＩレポートの頻度は、設定されたＣＱＩレポーテ
ィングの頻度よりも高くてよい。例えば、ＣＱＩをＮ連続ＴＴＩ（ｎ≧１）ごとにＸ回送
ることができ、その後、それを正常な動きに戻すことができる。あるいは、ＣＱＩを、短
い設定期間にまたはハンドオーバーが首尾よく受信されるまで頻度を上げて送ることがで
きる。ネットワークは、ＷＴＲＵのトリガとして割り当てられたＨ－ＲＮＴＩで１番目の
ＨＳ－ＳＣＣＨをスケジュールして、ＨＳ－ＤＰＣＣＨを介してＣＱＩを送信することを
即座に開始することができる。いったんターゲットノードＢが１番目のＣＱＩレポートま
たはＸ　ＣＱＩレポートを受信したら、それは、ダウンリンクにおいてデータ送信を開始
することができる。
【００４０】
　あるいは、ＷＴＲＵは、ターゲットセルを介してそのＥ－ＲＮＴＩでＥ－ＡＧＣＨを受
信することを、ハンドオーバーがネットワーク側で行われたことを表示するものとして使
用することができ、従ってターゲットセルに切り替わってターゲットセル上のＨＳ－ＳＣ
ＣＨを監視することができる。
【００４１】
　別の実施形態に従って、新しいＷＴＲＵ特性情報はＲＲＣメッセージ（例えば、ＲＲＣ
接続要求メッセージ）に加えられて、ＷＴＲＵが最適化されたＨＳ－ＤＳＣＨサービング
セル変更を対応することを表示する。ＷＴＲＵがそれを対応しない場合、ネットワークは
、ＨＳ－ＤＳＣＨまたはＥ－ＤＣＨ設定情報を事前にロードしなくて、かつ手順を実施し
ない。あるいは、ＷＴＲＵは、事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報またはＥ－Ｄ
ＣＨ設定情報がネットワークによって供給されない場合、手順を実行しないことを暗示的
に認識する。あるいは、最適化されたＨＳ－ＤＳＣＨサービングセル変更手順を、すべて
のＷＴＲＵの強制機能とすることができる。
【００４２】
　別の実施形態に従って、ＷＴＲＵは、システム情報ブロック（ＳＩＢ：Ｓｙｓｔｅｍ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）に報知される共通ＨＳ－ＤＳＣＨリソース、また
はターゲットセルにおいてＨＳ－ＳＣＣＨを受信するためにアクティブセットの更新手順
の一部としてＷＴＲＵに供給される共通リソースを使用することができる。ＲＲＣシグナ
リングを介してＷＴＲＵに供給される共通リソースは、ＷＴＲＵがそれについて事前に設
定されたリソースを有しない、またはそれがＷＴＲＵのアクティブセットの中にさえない
ターゲットセル対してサービングセル変更が起きる任意のシナリオにＷＴＲＵが使用する
ことができるリソースの共通セットとすることができる。ネットワークは、ターゲットセ
ルを介してハンドオーバーコマンドを、またはＳＩＢから選択された共通リソースもしく
はネットワークによって割り当てられた共通リソースのどちらかを使用してハンドオーバ
ー表示をＷＴＲＵに送る。イベント１Ｄまたはイベント１Ａまたはイベント１Ｃの測定レ
ポートを報告したＷＴＲＵのみがターゲットセルにおいてネットワークによって供給され
る共通リソースを待ち受けるように設定される。共通リソースが使用されるという事実に
よって、いくつかのＷＴＲＵは、同じ共通Ｈ－ＲＮＴＩでＨＳ－ＳＣＣＨコードを待ち受
けることがある。従って、ＲＲＣメッセージの宛先を識別する必要がある。その識別のた
めに、ＷＴＲＵの地上波無線アクセスネットワーク無線ネットワーク一時識別子（Ｕ－Ｒ
ＮＴＩ：ＵＴＲＡＮ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙ）を、ＭＡＣヘッダまたは代替としてＲＲＣハンドオーバーコマンドに加えることが
できる。あるいは、Ｈ－ＲＮＴＩ、セル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ：Ｃ
ｅｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、Ｅ－
ＲＮＴＩ等の他のＷＴＲＵ　ＩＤをＭＡＣヘッダに添付することができる。



(13) JP 5386618 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

【００４３】
　ターゲットセルを介してハンドオーバーコマンドを受信すると、そのコマンドがＷＴＲ
Ｕ用の場合、ＷＴＲＵは、ハンドオーバーメッセージにおいて供給された情報に従ってダ
ウンリンクリソースとアップリンクリソースとを再設定する。この方法によって、非サー
ビングアクティブセットの一部としてセルを有するすべてのＷＴＲＵがリソースを浪費せ
ずにネットワークが共通リソースをＷＴＲＵに割り当てることができるであろう。
【００４４】
　図３は、例示的なＷＴＲＵ３００のブロック図である。ＷＴＲＵ３００は、トランシー
バ３０２、コントローラ３０４、およびメモリ３０６を含む。ＷＴＲＵ３００は、上記に
開示された実施形態に従ってサービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更を実行するように構成さ
れる。事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報および／または事前にロードされたＥ
－ＤＣＨ設定情報をメモリ３０６に格納することができる。トランシーバ３０２は、事前
にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報に基づいてターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨを
監視して、そのターゲットセルからのＨＳ－ＳＣＣＨ送信を復号するように構成される。
コントローラ３０４は、トランシーバを制御して、上記に開示された任意の実施形態を実
施するように構成される。例えば、コントローラ３０４は、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセッ
トを実行することを表示する設定パラメータが事前にロードされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情
報に含まれてＴＲＵＥにセットされている場合、またはその設定パラメータが事前にロー
ドされたＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報に含まれずＴＲＵＥにセットされていないが、ソースセ
ルとターゲットセルとのＴＰＣ組み合わせインデックスが異なる場合に、ターゲットセル
上のＨＳ－ＳＣＣＨを首尾よく復号すると、ＨＳ－ＤＳＣＨ送信をターゲットセルから受
信する前にＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティティをリセットするように構成される。
【００４５】
　　（実施形態）
１．サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更のための方法。
２．ターゲットセルの信号強度がソースセルの信号強度に近づく時に１番目の測定レポー
トを送ることを備える実施形態１に記載の方法。
３．事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報を受信することを備える
実施形態１乃至２のいずれかに記載の方法。
４．前記事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報をメモリに格納する
ことを備える実施形態３に記載の方法。
５．前記ターゲットセルの信号強度が前記ソースセルの信号強度を上回る時に２番目の測
定レポートを送ることを備える実施形態２乃至４のいずれかに記載の方法。
６．前記事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報に基づいて前記ター
ゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨを監視することを備える実施形態３乃至５のいずれかに記
載の方法。
７．前記ターゲットセルからのＨＳ－ＤＳＣＨサービングセルの変更を表示するＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ命令を受信することを備える実施形態６に記載の方法。
８．ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットが必要かどうかを判断することを備える実施形態７に
記載の方法。
９．ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットが必要であると判断する場合、ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓ
エンティティをリセットすることを備える実施形態８に記載の方法。
１０．前記事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報は、ＭＡＣ－ｈｓ
／ｅｈｓリセットが必要かどうかを表示する設定パラメータを含む実施形態３乃至９のい
ずれかに記載の方法。
１１．前記設定パラメータがＴＲＵＥにセットされる場合、前記ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエ
ンティティがリセットされる実施形態８乃至１０のいずれかに記載の方法。
１２．前記設定パラメータが前記事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定
情報に含まれない場合、前記ソースセルと前記ターゲットセルとのＴＰＣ組み合わせイン
デックスを判断することをさらに備える実施形態８乃至１１のいずれかに記載の方法。
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１３．前記ＴＰＣ組み合わせインデックスが異なる場合、前記ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエン
ティティをリセットすることを備える実施形態１２に記載の方法。
１４．前記設定パラメータがＴＲＵＥにセットされない場合、前記ソースセルと前記ター
ゲットセルとのＴＰＣ組み合わせインデックスを判断することをさらに備える実施形態８
乃至１１のいずれかに記載の方法。
１５．前記ＴＰＣ組み合わせインデックスが異なる場合、前記ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエン
ティティをリセットすることを備える実施形態１４に記載の方法。
１６．前記設定パラメータが前記事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定
情報に含まれない場合、前記ターゲットセルと前記ソースセルとのＥ－ＲＧＣＨ組み合わ
せインデックスを判断することをさらに備える実施形態８乃至１５のいずれかに記載の方
法。
１７．前記Ｅ－ＲＧＣＨ組み合わせインデックスが異なる場合、前記ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈ
ｓエンティティをリセットすることを備える実施形態１６に記載の方法。
１８．前記設定パラメータがＴＲＵＥにセットされない場合、前記ターゲットセルと前記
ソースセルとのＥ－ＲＧＣＨ組み合わせインデックスを判断することをさらに備える実施
形態８乃至１５のいずれかに記載の方法。
１９．前記Ｅ－ＲＧＣＨ組み合わせインデックスが異なる場合、前記ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈ
ｓエンティティをリセットすることを備える実施形態１８に記載の方法。
２０．前記事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報と共に前記ターゲ
ットセル用の事前にロードされたＥ－ＤＣＨ設定情報を受信することと、前記事前にロー
ドされたＥ－ＤＣＨ設定情報を前記メモリに格納することとをさらに備える実施形態３乃
至１９のいずれかに記載の方法。
２１．前記ＨＳ－ＳＣＣＨ命令が前記ターゲットセルにおいて受信される時に、前記事前
にロードされたＥ－ＤＣＨ設定情報を使用してＥ－ＤＣＨサービングセル変更を実行する
ことを備える実施形態２０に記載の方法。
２２．前記事前にロードされたＥ－ＤＣＨ設定情報は、Ｅ－ＲＮＴＩ、Ｅ－ＡＧＣＨ情報
、参照Ｅ－ＴＦＣＩ、Ｅ－ＨＩＣＨ情報、およびＥ－ＲＧＣＨ情報のうち少なくとも１つ
を含む実施形態２０乃至２１のいずれかに記載の方法。
２３．サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更のためのＷＴＲＵ。
２４．事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報を格納するためのメモ
リを備える実施形態２３に記載のＷＴＲＵ。
２５．前記事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報に基づいて前記タ
ーゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨを監視し、前記ターゲットセルからのＨＳ－ＳＣＣＨ送
信を復号するように構成されたトランシーバを備える実施形態２４に記載のＷＴＲＵ。
２６．ＨＳ－ＤＳＣＨサービングセルの変更を通知するＨＳ－ＳＣＣＨ命令を前記ターゲ
ットセルから受信する時にＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓリセットが必要かどうかを判断し、ＭＡ
Ｃ－ｈｓ／ｅｈｓリセットが必要であると判断する場合にＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティ
ティをリセットするように構成されたコントローラを備える実施形態２５に記載のＷＴＲ
Ｕ。
２７．前記事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報は、ＭＡＣ－ｈｓ
／ｅｈｓリセットが必要かどうかを表示する設定パラメータを含む実施形態２４乃至２６
のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
２８．前記設定パラメータがＴＲＵＥにセットされる場合、前記コントローラは、ＭＡＣ
－ｈｓ／ｅｈｓエンティティをリセットするように構成される実施形態２６乃至２７のい
ずれかに記載のＷＴＲＵ。
２９．前記コントローラは、前記ソースセルと前記ターゲットセルとのＴＰＣ組み合わせ
インデックスを判断し、前記設定パラメータが前記事前にロードされたターゲットセルＨ
Ｓ－ＤＳＣＨ設定情報に含まれなくて、かつ前記ソースセルと前記ターゲットセルとのＴ
ＰＣ組み合わせインデックスが異なる場合、前記ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティティをリ
セットするように構成される実施形態２６乃至２８のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
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３０．前記コントローラは、前記ソースセルと前記ターゲットセルとのＴＰＣ組み合わせ
インデックスを判断し、前記設定パラメータがＴＲＵＥにセットされなくて、かつ前記ソ
ースセルと前記ターゲットセルとのＴＰＣ組み合わせインデックスが異なる場合、前記Ｍ
ＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティティをリセットするように構成される実施形態２６乃至２９
のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
３１．前記コントローラは、前記ソースセルと前記ターゲットセルとのＥ－ＲＧＣＨ組み
合わせインデックスを判断し、前記設定パラメータが前記事前にロードされたターゲット
セルＨＳ－ＤＳＣＨ設定情報に含まれなくて、かつ前記ターゲットセルと前記ソースセル
とのＥ－ＲＧＣＨ組み合わせインデックスが異なる場合、前記ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエン
ティティをリセットするように構成される実施形態２６乃至３０のいずれかに記載のＷＴ
ＲＵ。
３２．前記コントローラは、前記ソースセルと前記ターゲットセルとのＥ－ＲＧＣＨ組み
合わせインデックスを判断し、前記設定パラメータがＴＲＵＥにセットされなくて、かつ
前記ターゲットセルと前記ソースセルとのＥ－ＲＧＣＨ組み合わせインデックスが異なる
場合、前記ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティティをリセットするように構成される実施形態
２６乃至３１のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
３３．前記コントローラは、前記ターゲットセルと前記ソースセルとを制御するノードＢ
がＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓの保存を対応しない場合、前記ＭＡＣ－ｈｓ／ｅｈｓエンティテ
ィをリセットするように構成される実施形態２６乃至３２のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
３４．前記コントローラは、前記事前にロードされたターゲットセルＨＳ－ＤＳＣＨ設定
情報と共に前記ターゲットセル用の事前にロードされたＥ－ＤＣＨ設定情報を受信し、前
記事前にロードされたＥ－ＤＣＨ設定情報を使用してＥ－ＤＣＨサービングセル変更を実
行するように構成される実施形態２６乃至３３のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
３５．前記コントローラは、ハンドオーバーコマンドにおいて前記ターゲットセル用のＥ
－ＤＣＨ設定情報を受信し、前記Ｅ－ＤＣＨ設定情報を使用してサービングＥ－ＤＣＨセ
ル変更を実行するように構成される実施形態２６乃至３４のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
３６．サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更のための方法。
３７．ターゲットセルの信号強度がソースセルの信号強度を上回る時に測定レポートを送
ることを備える実施形態３６に記載の方法。
３８．前記ターゲットセル用の共通ＨＳ－ＤＳＣＨリソースを受信することを備える実施
形態３６乃至３７のいずれかに記載の方法。
３９．前記共通ＨＳ－ＤＳＣＨリソースを使用して前記ターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣ
Ｈを監視すること備える実施形態３８に記載の方法。
４０．ＨＳ－ＤＳＣＨサービングセル変更を表示するＨＳ－ＳＣＣＨ命令を前記ターゲッ
トセルから受信することを備える実施形態３９に記載の方法。
４１．前記ターゲットセル経由でハンドオーバーコマンドメッセージを受信することを備
える実施形態３８乃至４０のいずれかに記載の方法。
４２．前記ハンドオーバーコマンドメッセージは、前記ハンドオーバーコマンドメッセー
ジの受信者の識別子を含む実施形態４１に記載の方法。
４３．サービングＨＳ－ＤＳＣＨセル変更を実行するように構成されるＷＴＲＵ。
４４．トランシーバは、前記ターゲットセル用の共通ＨＳ－ＤＳＣＨリソースを使用して
ターゲットセル上のＨＳ－ＳＣＣＨを監視するおよび前記ターゲットセル経由でＨＳ－Ｄ
ＳＣＨサービングセル変更を表示するＨＳ－ＳＣＣＨ命令を受信するように構成されるこ
とを備える実施形態４３に記載のＷＴＲＵ。
４５．前記ターゲットセル経由でハンドオーバーコマンドメッセージを受信するように構
成されるコントローラを備える実施形態４４に記載のＷＴＲＵ。
４６．前記コントローラは、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれる識別子に
基づいて前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信するように構成される実施形態４
５に記載のＷＴＲＵ。
【００４６】
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　発明の特徴および要素は、特定の組み合わせにおいて上記で説明されるが、それぞれの
特徴または要素を、他の特徴および要素を用いずに単独でまたは他の特徴および要素の有
無にかかわらずさまざまな組み合わせにおいて使用することができる。本明細書で提供さ
れる方法またはフロー図を、コンピュータプログラム、ソフトウェア、または汎用のコン
ピュータまたはプロセッサが実行するためのコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれるフ
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は、読取専用メモ
リ（ＲＯＭ）、ランダムアクセルメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導
体メモリデバイス、内部ハードディスクおよびリムーバブルディスク等の磁気媒体、ＣＤ
－ＲＯＭディスク等の磁気光媒体、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）等の光媒体を含む
。
【００４７】
　適切なプロセッサは、例を挙げると、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、標準プロセッ
サ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連動
する１または複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａ
ｔｅ　Ａｒｒａｙ）回路、その他の種類のＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ
）、および／または状態機械を含む。
【００４８】
　ソフトウェアと連携するプロセッサは、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ：Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ）、ユーザ機器（ＵＥ）、端末機、
基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ：Ｒｅｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｅｒ）、または任意のホストコンピュータに使用するための無線周波数トラン
シーバを実施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、ビデオフォン、スピーカフォン、振動デバイス、スピーカ、マイクロフォン、テ
レビ受信機、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
、ＦＭ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ）無線ユニット、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉ
ｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）ディスプレイユニット、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉ
ｃ　Ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）ディスプレイユニット、デジタル音楽
プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウ
ザ、および／またはＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）もしくはＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）モジュール等のハードウェアお
よび／またはソフトウェアで実施されるモジュールと併せて使用することができる。
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