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(57)【要約】
差迫ったハンドオーバ時のスリープモードのための方法
を開示する。本方法は、ネットワークからハンドオーバ
閾値を受信するステップ（ステップＳ１０４）を含む。
一旦スリープモードに入ると、ハンドオーバ候補セルの
チャネル条件を監視し、ハンドオーバ候補セルのハンド
オーバ閾値を超えるか否か判定する（ステップＳ１２８
）。保留データ指標を受信後、ウェイク状態に留まり、
保留データ指標に関連するデータセットを受信する（ス
テップＳ１３４）。ネットワークは、移動局へのデータ
セット送信を再スケジュールする（ステップＳ２１６）
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不連続受信モードで動作可能な無線装置へのデータ転送開始方法であって、前記データ
転送開始方法は、
　前記不連続受信モードのスリープサイクルの間、ハンドオーバ候補セルのチャネル条件
を監視するステップと；
　サービス提供セルに測定値報告を送信する測定値報告送信ステップと；
　保留データ指標を受信するステップと；
　ウェイク状態に留まり、前記保留データ指標に関するデータを受信するステップと
を含む、データ転送開始方法。
【請求項２】
　前記データ転送開始方法は更に、
　ネットワークから、現サービス提供セルのチャネル条件閾値を受信するステップと；
　前記スリープサイクルの間、前記現サービス提供セルのチャネル条件を監視するステッ
プと
を含む、請求項１記載のデータ転送開始方法。
【請求項３】
　前記データ転送開始方法は更に、ネットワークからハンドオーバ閾値を受信するステッ
プを含む、請求項１記載のデータ転送開始方法。
【請求項４】
　前記データ転送開始方法は更に、移動体がネットワークからハンドオーバ閾値の上限値
と下限値を受信し、その結果として前記移動体は前記上限値と前記下限値の間で前記ハン
ドオーバ閾値を調整するハンドオーバ閾値受信ステップを含む、請求項１記載のデータ転
送開始方法。
【請求項５】
　前記データ転送開始方法は更に、現サービス提供セルの受信信号の信号対雑音比につい
ての、前記現サービス提供セルの条件閾値を受信するステップを含む、請求項１記載のデ
ータ転送開始方法。
【請求項６】
　前記測定値報告送信ステップは、前記ハンドオーバ候補セルがハンドオーバ閾値を超え
たか否か判定するステップを含む、請求項１記載のデータ転送開始方法。
【請求項７】
　前記データ転送開始方法は更に、現サービス提供セルの条件閾値が満たされていないか
否か判定するステップを含む、請求項１記載のデータ転送開始方法。
【請求項８】
　前記データ転送開始方法は更に、第１タイマ値を受信するステップを含み、前記第１タ
イマ値は移動体がスリープモードに留まるべき期間の最大値を示す、請求項１記載のデー
タ転送開始方法。
【請求項９】
　前記データ転送開始方法は更に、第２タイマ値を受信するステップを含み、前記第２タ
イマはネットワークへの前記測定値報告の送信と送信の間の間隔の最小値を示す、請求項
１記載のデータ転送開始方法。
【請求項１０】
　無線通信装置の制御方法であって、前記制御方法は、
　複数のハンドオーバ候補のチャネル条件についての測定値報告を現サービス提供セルに
送信するステップと；
　前記測定値がハンドオーバ閾値よりも大きく、且つネットワークからの保留データ指標
が存在する場合、ウェイク状態に留まるステップと
を含む、制御方法。
【請求項１１】
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　前記制御方法は更に、前記現サービス提供セルのチャネル条件が、前記現サービス提供
セルから受信したチャネル条件閾値未満か否か判定するステップを含む、請求項１０記載
の制御方法。
【請求項１２】
　通信ネットワークの現サービス提供セル部が移動局にサービス提供するサービス提供方
法であって、前記サービス提供方法は、
　前記移動局に送信すべきデータを受信し、そして前記データをバッファに格納するステ
ップと；
　隣接セルの測定値報告を含むメッセージを、前記移動局から受信するステップと；
　当初スケジュール化した時刻よりも早い時刻に、再スケジュールして前記データを送信
するステップと
を含む、サービス提供方法。
【請求項１３】
　前記サービス提供方法は更に、
　前記移動局がスリープモードか否か判定するステップと；
　前記移動体のスリープモード終了後に前記移動局に送信するように、前記データをスケ
ジュールするステップと
を含む、請求項１２記載のサービス提供方法。
【請求項１４】
　前記サービス提供方法は更に、前記隣接セルへのハンドオフ前に、前記移動局に前記デ
ータを送信するステップを含む、請求項１２記載のサービス提供方法。
【請求項１５】
　前記サービス提供方法は更に、第１タイマ経過前に、再スケジュールして前記移動局に
前記データを送信するステップを含む、請求項１２記載のサービス提供方法。
【請求項１６】
　無線通信装置の制御方法であって、前記制御方法は、
　前記無線通信装置の不連続受信モードの間、複数のハンドオーバ候補のチャネル条件を
定期的にチェックするステップと；
　任意の前記ハンドオーバ候補の前記チャネル条件の測定値が第１候補閾値よりも大きい
場合、保留中のダウンリンク送信状態を受信するステップと；
　ウェイク状態に留まって、前記現サービス提供セルからデータ受信するステップと
を含む、制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般にスリープモードに関し、特に移動体スリープモードとハンドオーバに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　強化ＵＭＴＳ８０２．１６ｅ等の無線ネットワークが、パケット交換（ＰＳ）ドメイン
のみをサポートするように構成されつつある。従来、移動局または移動体としても知られ
るユーザ装置は、専用接続でのウェイク状態、またはエネルギ節約するためのページング
もしくは停止状態（すなわちスリープモード）のいずれかである。移動体は、ページング
状態において不連続受信をサポートする。つまりこの場合の移動体は、所定間隔でスリー
プ状態またはウェイク状態（活性状態）になって、ネットワークが移動体をページングし
たか否かチェックする。３ＧＰＰ（ＵＭＴＳ）において移動体は、追加のセルフェイス（
ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ）状態を有し、この場合、動作状態に関してダウンリンク共通制御チ
ャネルを連続的に監視する。ページング状態すなわち不連続受信状態は、平均電流流出を
低減することによってバッテリ電気量を節約するのに役立つ。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、不連続受信状態は、ダウンリンク送信のかなりの待機時間の代償を伴う。移動
体は、アップリンク信号メッセージを何時でも送ることによって、アップリンク送信の必
要性を示すことができる。しかし、セルフェイス状態の移動体は、制御チャネルを連続的
に監視するため、バッテリ電気量を節約できない。
【０００４】
　不連続受信状態の望ましくない影響の１つは、移動体が無線状態の変化によって隣接セ
ルサイトから一層良いサービスを受け得るにもかかわらず、現サービス提供セルサイトが
移動体と交信するための保留データを有してしまうことである。現サービス提供セルは、
通常、移動体と現サービス提供セルの間のリンク性能が悪化したと判定した場合、ハンド
オーバ手順を実行する。現サービス提供セルは、ハンドオーバ手順の一部として、交信す
べきデータを移動体に転送する代わりに、対象の隣接セルすなわちハンドオーバ候補に転
送する。隣接セルは、移動体との接続を一旦確立すると、移動体にデータ送信する。従っ
てデータが移動体に到着するまでに遅延が生じ、更に余分な資源を用いてデータを現サー
ビス提供セルから隣接セルに転送し、更に移動体に転送する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示は、不連続受信モードにおいて動作する移動局のための方法であり、差迫ったハ
ンドオーバ時のデータ管理のための方法である。本方法は、ネットワークからハンドオー
バ閾値を受信するステップを含む。移動体は、スリープモードつまりスリープサイクルに
入り、スリープモードの間、ハンドオーバ候補である隣接セルに関連するチャネル条件を
監視する。移動体は、受信したハンドオーバ閾値に対する、候補セルチャネル条件の相対
値を求める。同時に移動体は、不連続受信モードのスリープサイクル中、現サービス提供
セルに関連するチャネル条件を監視する。移動体は、受信閾値を超えるチャネル条件を候
補セルが有すると判定すると、ネットワークに測定値報告を送信する。ネットワークは、
移動体が候補セルにハンドオフされるべきであると判定し、その結果、早い時刻に送信ス
ケジュールを再スケジュールし、移動体用に受信したデータを移動体に送信する。現サー
ビス提供セルは、隣接セルにデータ送信する代わりに、移動体にデータ送信する。移動局
はウェイクのままであり、データ受信する。
【０００６】
　移動局（移動体）は、本実施形態では無線によってネットワークに接続された遠隔局で
あることを理解されたい。これは移動体、遠隔局、ユーザ装置、ユーザ端末等とも称し得
る。説明した本実施形態では移動体は、複数の基地局とネットワークコントローラを通し
て、ネットワークに無線接続される。本実施形態の移動体はスリープモードに入り、バッ
テリ電気量を節約する。これらは代表的な実施形態であることと、更に電流流出低減状態
に入るための他の判定基準を用い得ることとが理解される。
【０００７】
　無線装置における電流流出低減のための方法は、不連続受信モードである。不連続受信
モードは、一般に２つの状態、すなわちスリープ状態とウェイク状態を有する。スリープ
状態はスリープモード、スリープサイクル、低電力状態、不ウェイク状態等としても知ら
れる。ウェイク状態は、ウェイクモード等としても知られる。不連続受信は、更に非周期
的な不連続受信であり得る。
【０００８】
　本実施形態の装置は、無線電話等の電子装置である。本明細書に述べた無線電話は、本
発明から恩典を得ることが可能なタイプの無線通信装置を表現したものである。しかし、
本発明は、これらに限定されないが、以下の装置すなわち無線電話、コードレス電話、ペ
ージング装置、携帯情報端末、ポータブルコンピュータ、ペンベースあるいはキーボード
ベースの手持式装置、遠隔制御ユニット、無線通信機能を有する携帯メディアプレーヤ（
たとえばＭＰ３またはＤＶＤプレーヤ）等を含む、任意の種類の手持式または携帯装置に
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適用し得ることを理解されたい。従って、無線電話のフローチャートに対する本明細書に
おけるあらゆる言及は、他の携帯無線電子装置にも同様に該当すると見なすべきである。
【０００９】
　本発明に基づく代表的な実施形態について詳細に述べる前に、本実施形態は、本来、電
子装置のスリープモードとハンドオーバに関連する方法ステップと装置構成要素の組合せ
に存することを確認されたい。従って、装置構成要素と方法ステップは、適宜、従来の符
号によって図面に表現され、本明細書の説明の恩典を有する当業者によって簡単に理解さ
れる細目で本開示を不明瞭にしないように、本発明の実施形態の理解に関連する特定の詳
細のみを示す。
【００１０】
　多くの無線通信システムは、一般に無線接続ネットワーク（ＲＡＮ）とコアネットワー
ク（ＣＮ）を含む。ＲＡＮは、幾つかのシステムではセルサイトとしても知られる基地局
、アクセスポイント、ノード等を含む。更にＲＡＮは、関連する無線ネットワークコント
ローラ（ＲＮＣ）を含み、本明細書において移動局（移動体）やユーザエクイップメント
（ＵＥ）等とも称するユーザ装置（ＵＤ）との無線通信リンクを提供する。コアネットワ
ークは、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、他の移動局、インターネット、他のコアネットワ
ーク、および他のネットワーク事業者からメッセージを受信する。無線通信システムは、
他の無線通信システムに接続されるが、それぞれの各々のシステムは、通常、一運営者ま
たは電気通信事業者によって運用される。そのようなシステムは、現在、ケーブルやワイ
ヤ対等の地上通信線システム、ならびにたとえば移動体通信用地球規模システム（ＧＳＭ
）、他の時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、および符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネ
ットワーク等の無線システムに用いられる。移動体は、位置を変える毎に最良の無線リン
ク接続を達成するために、各々の基地局への相対位置とＲＦ信号品質に応じて、或る基地
局から他の基地局に変わるハンドオーバを行い得る。
【００１１】
　本開示は、本発明に基づく様々な実施形態を実現し用いる最良の形態について、権能付
与的に詳細に説明するために提供する。本開示は、更に本発明を何らかの方法で限定する
よりもむしろ、本発明の原理とその利点に対する理解と認識を高めるために提示する。
【００１２】
　更にもしあれば、たとえば第１と第２等、第１タイマと第２タイマ等の関係を示す用語
の使用は、１つの事業者（エンティティ）や動作を他のものと区別するためだけに用いる
ものであり、そのような事業者間または動作間において、何らかの実際のそのような関係
や順番を必ずしも必要としたり暗示したりするものでないことを理解されたい。
【００１３】
　本発明の様々な態様、特徴、および利点は、後述する添付図面と共に以下の発明の詳細
な説明を注意深く考察すると、当業者には更に一層明らかになるであろう。
　添付図では、同様な参照数字は、個別の全ての図において、同じまたは機能的に同様な
要素を指し、更に添付図は、以下の詳細な説明と共に明細書に組み込まれ、その一部を形
成し、更に様々な実施形態を示し、更に本発明に基づく様々な原理や利点全てについて説
明する。
【００１４】
　当業者は、図の要素が、簡単明瞭に示され、必ずしも縮尺通りに描かれていないことを
認識されるであろう。たとえば図の幾つかの要素の寸法は、本発明の実施形態の理解を改
善する一助となるように、他の要素に対して誇張されることがある。
【００１５】
　本発明は、様々な形態の実施形態によって達成可能であるが、本開示は、以下の議論か
ら更に良く分かるように、本発明の例示と見なすべきものであり、本明細書に含まれる特
定の実施形態に本発明を限定するものではないという認識の下で、実施形態の幾つかの例
を図面に示して以下に述べる。更に本発明のスリープモードのための方法は、もっと一般
に信号と電流流出低減を提供することが望ましい任意の用途に用い得ることが理解される
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。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は、ハンドオーバが差迫った状態のスリープモード用の１つの代表的なフローチャ
ートを示す。本実施形態の移動体は、ネットワークからハンドオーバ閾値（ステップＳ１
０４）と測定値報告パラメータ（ステップＳ１０６）を受信する（ステップＳ１０２）。
移動体は、更にチャネル条件閾値、第１タイマ値、および第２タイマ値を受信し得る。チ
ャネル条件閾値は、現サービス提供セルのチャネル条件閾値を示す。ハンドオーバ閾値は
、ネットワークによって用いられる信号レベル閾値である。従ってハンドオーバ閾値は、
現サービス提供セルからのハンドオーバ候補である隣接セル（たとえば基地局）が、何時
になればハンドオーバ処理開始するのに充分な信号レベル等のチャネル特性を有するか判
定するために用いられる。チャネル条件閾値は、移動体と現サービス提供セルの間のチャ
ネル条件に関連する閾値である。
【００１７】
　第１タイマは、移動体の最大スリープ期間を設定するためのスリープタイマである。ネ
ットワークまたは現サービス提供セルは、何時に第１タイマ経過するか分かっており、従
って第１タイマ満了に基づき、移動体への送信をスケジュール化し得る。第１タイマ値は
、移動体がスリープモードに留まる期間をネットワークが調整し得るように、ネットワー
クから移動体に送信される。第１タイマ値は、セルが現在サービスを提供している移動体
の数や、複数の移動体に送信すべきデータ量などを含む複数の条件に依存する。
【００１８】
　第２タイマ値は、移動体からネットワークに送信される測定値報告同士の間の最小間隔
を示す。本実施形態の最小間隔は、最小時間間隔であるためつまり時間に基づくが、他の
一実施形態では最小フレーム間隔であってよい。
【００１９】
　図１において、移動体はスリープモードに入ると（ステップＳ１０８）、第１タイマと
第２タイマをほぼ同時に始動する。複数の条件が成立すると移動体がスリープモードに入
り得ることは、当業者によって理解される。更に第１タイマと第２タイマの代わりに、１
つのタイマ（たとえばプロセッサに常駐するクロック）を用い得ることや、第１タイマ値
と第２タイマ値に基づきイベントのトリガが起動されることが理解される。たとえばクロ
ックが第１タイマ値に等しい第１期間に達した場合、移動体はスリープモードを抜け、ネ
ットワークからの情報を待つ。
【００２０】
　移動体はスリープモードの間、少なくとも１つのハンドオーバ候補セルと、可能性のあ
る複数の他のハンドオーバ候補セルとにそれぞれ関連するチャネル条件を測定し且つ監視
する。たとえば移動体は、ハンドオーバ候補セルのパイロット信号を測定し得る。移動体
が測定し得る複数のチャネル条件が存在することが、知られている。本実施形態の移動体
は、ハンドオーバ候補セルが送信した基準信号のＥｓ／Ｎｏ値を測定する。
【００２１】
　図１のフローチャートにおいて、移動体は第１タイマをチェックして、第１タイマ値を
超えたか否か（すなわち第１タイマ経過か否か）判定する（ステップＳ１１０）。第１タ
イマ経過の場合、移動体はウェイク状態になる（ステップＳ１１２）。本実施形態のネッ
トワークは、ネットワークが既知の一組の所定条件に基づき、第１タイマ値が何であるべ
きか判定する。従ってネットワークは、第１タイマ経過が何時か、更に移動体がウェイク
状態になるのは何時か把握する。その結果、本実施形態のネットワークは、移動体から何
ら問合せが無くても、自動的に保留データ指標情報をスケジュール化して、移動体に送信
する。移動体は、ネットワークから送信される保留データ指標の有無をチェックする（す
なわち保留データ指標を待ち、そして受信する。ステップＳ１１４）。送信すべきデータ
が存在する場合、つまり保留データ指標が設定されている場合、すなわちビット変換して
移動体に送信する場合、移動体は、ネットワークがスケジュール化したデータを受信する
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。
【００２２】
　移動体は、第１タイマ値未満の場合、第２タイマ値を超えたか否か（すなわち第２タイ
マ経過か否か）判定する（ステップＳ１１６）。第２タイマ経過の場合、移動体はウェイ
ク状態になり、ネットワークに測定値報告を送り得る（ステップＳ１１８）。移動局が測
定値報告を送信するか否かは、ネットワークから受信した測定値構成パラメータに基づく
。たとえば測定値構成パラメータは、タイマ経過の場合だけ、またはハンドオーバ候補セ
ルがハンドオーバ閾値を超えた場合だけ移動体が測定値報告を送信するように、移動体に
示し得る測定値報告構成パラメータである。
【００２３】
　移動体は、第２タイマ未満と判定した場合（ステップＳ１１６）、ハンドオーバ候補セ
ルのチャネル条件の測定値がハンドオーバ閾値（イベント閾値）を超えたか否か判定する
（ステップＳ１２８）。更に移動体は、現サービス提供セルのチャネル条件がチャネル条
件閾値よりも大きいか否か判定する。移動体は、ハンドオーバ閾値を超え、且つ現サービ
ス提供セルのチャネル条件は超えていないと判定した場合、ウェイク状態になるかまたは
ウェイク状態に留まり、ネットワークに測定値報告を送信する（ステップＳ１３０）。移
動体は、現サービス提供セルが保留データ指標を設定したか否か判定する（ステップＳ１
３２）。移動体は、保留データ指標が設定されている場合、待機してデータ受信する。本
実施形態の移動体は、現サービス提供セルからデータ受信するために、ウェイク状態に留
まる（ステップＳ１３４）。
【００２４】
　移動体は、保留データ指標が設定されていない場合、現サービス提供セルが測定値報告
を処理するまで待機し（ステップＳ１３６）、更に無線接続すなわちハンドオーバメッセ
ージの変更に関する命令を受信するために待機する。移動体は、ハンドオーバ閾値を超え
ていない場合、スリープモードに再度入る（ステップＳ１２２）。
【００２５】
　図２は、ネットワークのフローチャートを示す。つまり図２は、移動体が不連続受信モ
ードにあり、且つ差迫ったハンドオーバの可能性がある状態を示す。ネットワークは、ハ
ンドオーバ閾値が何であるべきか判定し、ハンドオーバ閾値を移動体に送信する。ネット
ワークは、一組の測定値構成パラメータを移動体に送信する（ステップＳ２０４）。測定
値構成パラメータは、本実施形態では周期タイマやイベント閾値などを含む。そして移動
体は、スリープモードに入る。
【００２６】
　現サービス提供セルは、移動体がスリープモードの間、移動体に送信予定のデータを受
信する（ステップＳ２０６）。ネットワークは、移動体に以前送ったスリープタイマ情報
たとえば第１タイマ値に基づき、移動体がスリープモードか否か判定し、且つ移動体がウ
ェイク状態になるまでデータを移動体に送れないことを判定し且つ認識する（ステップＳ
２０８）。現サービス提供セルは、移動体がスリープモードの間、移動体用の受信データ
をバッファに格納し、移動体がウェイク状態の間のバッファ格納データの送信をスケジュ
ール化する。従ってネットワークは、その間、他の移動体に対するスケジュール化した送
信を最適化し得る。
【００２７】
　ネットワークの現サービス提供セルは、移動体が一旦スリープモードを抜出ると、移動
体に送信すべき保留データ指標を生成する（ステップＳ２１４）。現サービス提供セルは
、測定値報告を含むメッセージを、移動体から受信する（ステップＳ２１２）。測定値報
告は、第１隣接セルによってハンドオーバ閾値を超えたことと、現サービス提供セルのチ
ャネル条件がチャネル条件閾値よりも小さいこととを示す。ネットワークは、移動体が現
サービス提供セルから隣接セルにハンドオーバしたか否か判定する。現サービス提供セル
は、データ送信を再スケジュールし（ステップＳ２１６）、保留データを第１隣接セルに
転送する代わりに、保留データを移動体に送信する。従って、チャネル条件が変わる前に
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ルーティングされる必要は無く、隣接候補セルから移動体にルーティングされる必要も無
い。
【００２８】
　セルサイトは、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の一部であることを理解されたい
。一般にＲＡＮは、ＲＡＮの一部として複数のセルサイトを有する。各々のセルサイトは
、更に基地局、アクセスポイント、ノード等と称し得る。データ送信のスケジュール化は
、本実施形態では基地局で取扱われる。スケジュール化は、各々のセルサイトに接続され
た移動体交換局（ＭＳＣ）でも取扱い得る。データは、インターネットから移動体交換局
に、移動局にサービスを提供している現セルである特定のセルサイトにルーティングされ
る。
【００２９】
　ネットワークは、セルサイズ等のネットワーク構成や基準信号強度に基づき、ハンドオ
ーバ閾値が何であるか判定する。他の選択肢として、ネットワークは、更にハンドオーバ
限界閾値を移動局に送り得る。移動体は、限界閾値内においてハンドオーバ閾値を調整し
得るように、上限閾値と下限閾値を受信するステップを含み得る。
【００３０】
　本明細書に述べた本発明の実施形態は、少なくとも１つの従来のプロセッサと固有の記
憶プログラム命令を含んだり、それらによって実行したりできることを認識されるであろ
う。これらのプログラム命令は、少なくとも１つのプロセッサを制御して、何らかの非プ
ロセッサ回路と共に、本明細書に述べた移動体スリープモードとハンドオーバ処理の一部
の、ほとんどまたは全ての機能を実現する。非プロセッサ回路は、これらに限定されない
が無線受信機、無線送信機、信号ドライバ、クロック回路、電源回路、およびユーザ入力
装置を含み得る。このようにこれらの機能は、ハンドオーバとスリープモード動作を実施
するための方法のステップとして解釈し得る。他の選択肢として、一部のまたは全ての機
能は、記憶プログラム命令を有さない状態機械によってまたは少なくとも１つの特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）において実現し得るが、後者の場合、各々の機能または或る機
能の幾つかの組合せは、特定用途向け論理回路として実現される。もちろん、２つの手法
の組合せを用いることができる。従って、これらの機能のための方法と手段について本明
細書に述べた。更に当業者は、たとえば利用可能な時間、現在の技術、および経済的な要
件によって動機付けられる恐らく多大な労力や多くの設計選択肢にもかかわらず、本明細
書に開示された概念と原理によって導かれると、最小の実験作業でそのようなソフトウェ
ア命令やプログラム、およびＩＣを容易に生成し得ると期待される。
【００３１】
　本発明とその最良の態様であると現在見なされるものについて、本発明者らによるその
所有を確立するように、更に当業者が本発明を実現し用いることができるように述べたが
、本明細書に開示した代表的な実施形態に対して、等価物が多く存在すること、更に本発
明の範囲と精神から逸脱することなく無数の改良と変更を行い得ること、これらは代表的
な実施形態によってではなく、添付の請求項によって限定されることを理解し認識された
い。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】ハンドオーバが差迫った不連続受信モードにおける、移動体のフローチャート。
【図２】不連続受信モードにある移動体のハンドオーバが差迫った、ネットワークのフロ
ーチャート。
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【国際調査報告】
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