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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバーを行うための無線送信／受信ユニッ
ト（ＷＴＲＵ）において実行される方法であって、
　前記ソースセルに関連するｅＮＢ(evolved Node B）からハンドオーバーコマンドを受
信した後に、前記ターゲットセルのＰ－ＢＣＨ(primary broadcast channel)の受信を開
始するステップと、
　前記ターゲットセルのシステムフレーム番号（ＳＦＮ）を取得するのに先立って、動作
の第１のモードを適用するステップであって、前記動作の第１のモードは、前記ターゲッ
トセルの前記ＳＦＮ無しで実施される構成を利用し、前記動作の第１のモードは、前記Ｗ
ＴＲＵに前記ターゲットセル内の半永久的スケジューリング（ＳＰＳ）の使用を不能にさ
せる、ステップと、
　前記ターゲットセルの前記ＳＦＮを取得すると動作の第２のモードを適用するステップ
であって、前記動作の第２のモードは、前記ターゲットセルの前記ＳＦＮを用いて実施さ
れる構成を利用する、ステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）手順を使用して前記ターゲットセルにアクセス
するステップ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３】
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　前記ＲＡＣＨ手順を使用して前記ターゲットセルにアクセスするステップは、ハンドオ
ーバーコマンド内で示される専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づいて、コンテンションフリ
ー手順を使用してランダムアクセスプリアンブルを送信するステップを備えることを特徴
とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ハンドオーバーコマンドを受信することに応答して、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）
をリセットするステップ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５】
　前記動作の第１のモードを適用するステップはさらに、前記ターゲットセル内の、不連
続受信（ＤＲＸ）動作、または、レイヤ１（Ｌ１）フィードバックの少なくとも１つを使
用することをやめるステップを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】
　前記動作の第２のモードを適用するステップは、前記ターゲットセル内の、ＤＲＸ動作
、Ｌ１フィードバック、または、前記ＳＰＳの少なくとも１つを実施するステップを備え
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ターゲットセルの前記ＳＦＮがあらかじめ決められた時間期間の後に取得されない
という条件で、無線リンクリカバリ手順を開始するステップ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８】
　前記ハンドオーバーコマンドは、前記ターゲットセルのためのセル特化情報を備え、前
記ターゲットセルのための前記セル特化情報は、ダウンリンク帯域幅を備えることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ターゲットセルのための前記セル特化情報はさらに、物理ハイブリッド自動リピー
ト要求（ＨＡＲＱ）インジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）情報を備え、前記ＰＨＩＣＨ情
報は、ＰＨＩＣＨ期間およびＰＨＩＣＨリソースサイズを備えることを特徴とする請求項
８に記載の方法。
【請求項１０】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　ソースセルに関連するｅＮＢ(evolved Node B）からハンドオーバーコマンドを受信し
た後に、ターゲットセルのＰ－ＢＣＨ(primary broadcast channel)の受信を開始するこ
と、
　前記ターゲットセルのシステムフレーム番号（ＳＦＮ）を取得するのに先立って、動作
の第１のモードを適用することであって、前記動作の第１のモードは、前記ターゲットセ
ルの前記ＳＦＮ無しで実施される構成を利用し、前記動作の第１のモードは、前記ＷＴＲ
Ｕに前記ターゲットセル内の半永久的スケジューリング（ＳＰＳ）の使用を不能にさせる
、こと、および
　前記ターゲットセルの前記ＳＦＮを取得すると動作の第２のモードを適用することであ
って、前記動作の第２のモードは、前記ターゲットセルの前記ＳＦＮを用いて実施される
構成を利用する、こと
　を行うように構成されているプロセッサ
　を備えたことを特徴とする無線送信／受信ユニット。
【請求項１１】
　前記プロセッサはさらに、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）手順を使用して前記
ターゲットセルにアクセスするように構成されていることを特徴とする請求項１０に記載
のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　前記プロセッサはさらに、前記ハンドオーバーコマンド内で示される専用ＲＡＣＨプリ
アンブルに基づいて、コンテンションフリー手順を使用してランダムアクセスプリアンブ
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ルを送信することにより、前記ＲＡＣＨ手順を使用して前記ターゲットセルにアクセスす
るように構成されていることを特徴とする請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　前記プロセッサはさらに、前記ハンドオーバーコマンドを受信することに応答して、媒
体アクセス制御（ＭＡＣ）をリセットするように構成されていることを特徴とする請求項
１０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　前記プロセッサはさらに、前記ターゲットセル内の、不連続受信（ＤＲＸ）動作、また
は、レイヤ１（Ｌ１）フィードバックの少なくとも１つを使用することをやめることによ
り、前記動作の第１のモードを適用するように構成されていることを特徴とする請求項１
０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記プロセッサはさらに、前記ターゲットセル内の、ＤＲＸ動作、Ｌ１フィードバック
、または、前記ＳＰＳの少なくとも１つを実施することにより、前記動作の第２のモード
を適用するように構成されていることを特徴とする請求項１０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記プロセッサはさらに、前記ターゲットセルの前記ＳＦＮがあらかじめ決められた時
間期間の後に取得されないという条件で、無線リンクリカバリ手順を開始するように構成
されていることを特徴とする請求項１０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記ハンドオーバーコマンドは、前記ターゲットセルのためのセル特化情報を備え、前
記ターゲットセルのための前記セル特化情報は、アップリンク電力制御パラメータを備え
ることを特徴とする請求項１０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１８】
　前記ターゲットセルのための前記セル特化情報は、参照信号をサウンディングするため
の位置情報を示すことを特徴とする請求項１７に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハンドオーバーは、継続中の呼またはデータセッションを、あるセルから別のセルへと
転送する処理である。従来、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）支援のネットワーク制
御によるハンドオーバーは、ＷＴＲＵが隣接セルおよびサービングセルの信号長を測定し
て、測定報告をネットワークに送信するように実施される。ネットワークはその後、別の
セル（即ち、ターゲットセル）へのハンドオーバーを行うかどうかを判定する。
【０００３】
　図１は、３ＧＰＰ(third generation partnership project)ＬＴＥ(long term evoluti
on)ネットワーク（ＭＭＥ(intra-mobility management entity)）／サービングゲートウ
ェイハンドオーバー手順）におけるハンドオーバー処理１００のシグナリング図である。
ソースｅＮＢ(source evolved Node-B)は、エリア制限情報に従ってＷＴＲＵ測定手順を
構成する（ステップ１０２）。ＷＴＲＵは、システム情報、仕様等により設定されたルー
ルに従って測定報告を送信する（ステップ１０４）。ソースｅＮＢは、測定報告に基づい
てハンドオーバーの決定を行う（ステップ１０６）。ソースｅＮＢは、ハンドオーバー要
求のメッセージをターゲットｅＮＢに発行して、ターゲットｅＮＢにおけるハンドオーバ
ーを準備するのに必要な情報を渡す（ステップ１０８）。許可制御は、ターゲットｅＮＢ
によって行われ得る（ステップ１１０）。いったんターゲットｅＮＢがＷＴＲＵに許可す
ることを決定すると、ターゲットｅＮＢは、Ｌ１／Ｌ２のハンドオーバーを準備して、ハ
ンドオーバー要求確認のメッセージをソースｅＮＢに送信する（ステップ１１２）。ハン
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ドオーバー要求確認メッセージは、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージとしてＷＴＲ
Ｕに送信される透過的コンテナを含む。ソースｅＮＢは、ハンドオーバーコマンドをＷＴ
ＲＵに送信する（ステップ１１４）。
【０００４】
　ハンドオーバーコマンドを受信すると、ＷＴＲＵは、ソースセルから離れて、ターゲッ
トセルに同期して、専用ＲＡＣＨプリアンブルがハンドオーバーコマンド内で指示された
場合、コンテンションフリー(contention-free)手順に従って、または専用ＲＡＣＨプリ
アンブルがハンドオーバーコマンド内で指示されなかった場合、コンテンションベースの
ＲＡＣＨ手順に従ってＲＡＣＨ経由でターゲットセルにアクセスする（ステップ１１６）
。ターゲットｅＮＢは、アップリンク割当ておよびタイミング進み値を有するランダムア
クセス応答をＷＴＲＵに送信する（ステップ１１８）。ＷＴＲＵはその後、ハンドオーバ
ー完了メッセージをターゲットｅＮＢに送信する（ステップ１２０）。その後、通常動作
が、ＷＴＲＵとターゲットｅＮＢとの間で開始する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＷＴＲＵは、ハンドオーバーの後、ターゲットセル内でのＷＴＲＵの通常動作に対する
システムフレーム番号（ＳＦＮ）を知る必要がある。特に、不連続受信（ＤＲＸ）と動的
ブロードキャストチャネル（Ｄ－ＢＣＨ）受信の両方は、ＷＴＲＵがＳＦＮの情報を有す
るように要求する。従って、ハンドオーバーの最中および後に、ＳＦＮを取り扱うのに効
率的な方法が望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ(evolved universal terrestrial radio access network)においてハン
ドオーバーを行うための方法および装置について開示される。ＷＴＲＵは、測定報告をソ
ースｅＮＢに送信して、ハンドオーバーコマンドをソースｅＮＢから受信する。ＷＴＲＵ
は、ハンドオーバーコマンドを受信した後、ターゲットセルにおいてＰ－ＢＣＨ(primary
 broadcast channel)の受信および処理を開始する。ＷＴＲＵはその後、ランダムアクセ
スプリアンブルをターゲットｅＮＢに送信して、ランダムアクセス応答をターゲットｅＮ
Ｂから受信して、ハンドオーバー完了メッセージをターゲットｅＮＢに送信する。ハンド
オーバーコマンドを受信した後、または、ハンドオーバー完了メッセージを送信した後た
だちに、Ｐ－ＢＣＨの受信および処理を開始することが可能である。ＷＴＲＵは、あらか
じめ決められた時間期間の後に、ターゲットセルのシステムフレーム番号（ＳＦＮ）が取
得されないという条件で無線リンクのリカバリ手順を開始することができる。ＷＴＲＵは
、ターゲットセルのＳＦＮおよび／またはＰ－ＢＣＨ情報が取得されるまで、ターゲット
セル内でデフォルト構成またはソースセル構成を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　より詳細な理解は、添付図面とともに例として与えられた以下の説明から得られる。
【図１】３ＧＰＰ　ＬＴＥネットワークにおけるハンドオーバー処理のシグナリング図で
ある。
【図２】第２実施形態に従う例示的処理のシグナリング図である。
【図３】第２実施形態の代替形態に従う例示的処理のシグナリング図である。
【図４】第３実施形態に従って、ターゲットセル内で媒体アクセス制御（ＭＡＣ）リセッ
トを行う、ならびに、ＤＲＸおよび／または半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）をアク
ティブにするための例示的処理のフロー図である。
【図５】例示的ＷＴＲＵおよび例示的ｅＮＢのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　下記の説明において、「ＷＴＲＵ」という用語は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局、固定
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式もしくは移動式加入者ユニット、ページャ、携帯電話、ＰＤＡ(personal digital assi
stant)、コンピュータ、または、無線環境において動作可能な他の任意のタイプのユーザ
デバイスを含むが、これに限られない。下記の説明において、「ｅＮＢ」という用語は、
基地局、ノードＢ、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
において動作可能な他の任意のタイプのインタフェーシングデバイスを含むが、これに限
られない。
【０００９】
　第１実施形態に従って、新しいハンドオーバーコマンドのフォーマットが定義される。
新しいハンドオーバーコマンドのフォーマットは、ハンドオーバーの割り込み時間を減ら
すが、ＷＴＲＵがハンドオーバーコマンドを受信する時間と、ＷＴＲＵがターゲットセル
内でアップリンクおよびダウンリンクデータの送受信を再開する時間との差として定義さ
れる。
【００１０】
　ＷＴＲＵがターゲットセル内で通常動作（データの送信、受信およびＤＲＸ等）を行う
ために、ＷＴＲＵは、Ｐ－ＢＣＨおよびＤ－ＢＣＨ上で運ばれるセルに特化したシステム
情報を知る必要がある。しかしながら、（４０ミリ秒の送信時間間隔（ＴＴＩ）が４回繰
り返される）Ｐ－ＢＣＨと、（スケジューリング単位が１６０ミリ秒と３２０ミリ秒の）
Ｄ－ＢＣＨとを読み取るには、ハンドオーバーの割り込み時間を著しく増加させることに
なる。第１実施形態に従って、Ｐ－ＢＣＨおよびＤ－ＢＣＨ上で運ばれる、ターゲットセ
ル内のセルに特化したシステム情報は、ハンドオーバーコマンドに含まれる。ターゲット
ｅＮＢがこの情報を、（例えば、ハンドオーバー要求確認の透過的コンテナに含まれる）
ハンドオーバー要求確認メッセージによってソースｅＮＢに提供することができる。
【００１１】
　ハンドオーバーコマンドに含まれるセルに特化したシステム情報は、以下のうち少なく
とも１つとすることができる。
【００１２】
　（１）ダウンリンクシステム帯域幅
　（２）物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）情報
　（３）物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）情報（例えば、ＰＨＩＣＨ持
続時間およびＰＨＩＣＨリソースサイズ）
　（４）参照信号送信電力のシグナリングと、他のデータ／制御サブキャリアに対する参
照信号の電力スケーリング
　（５）ＲＡＣＨ構成、即ち、ＷＴＲＵ用にターゲットセル内で確保された専用プリアン
ブルの情報（専用プリアンブルの有効性タイマは、同期ネットワークと非同期ネットワー
クの両方に提供される）とコンテンションベースのＲＡＣＨ情報（任意）
　（６）アップリンク参照信号についての情報（周波数ホッピング）
　（７）参照番号のサウンディング(sounding)についての情報（位置）
　（８）物理アップリング制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）参照信号のシーケンスホッピング
（肯定応答（ＡＣＫ）／否定応答（ＮＡＫ）および／またはチャネル品質インジケータ（
ＣＱＩ）についても同じ）
　（９）物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のホッピング、即ち、セルの特化
に基づいて２つのホッピングモード（サブフレーム間およびサブフレーム内のホッピング
、または、サブフレーム間のみのホッピング）の半静的構成
　（１０）（セルに特化した）アップリンク電力制御パラメータ
　（１１）ターゲットセル内の、ＤＲＸに関連するパラメータ（任意）
　（１２）ターゲットセル内の新しいＤＲＸサイクルの開始時間（任意）
　（１３）システムフレーム番号（任意）、即ち、ターゲットセルのすべてのＳＦＮ、ま
たは、ソースセルとターゲットセルとの間で相違するＳＦＮ
　（１４）ターゲットｅＮＢにおける送信アンテナ数（これは、セルの探索中にＷＴＲＵ
によってブラインド検出され得るので任意である）
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　（１５）マルチメディアブロードキャストの単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）に
関連するパラメータ（任意）
　（１６）隣接セルのリスト（任意）
　（１７）ターゲットセル内の半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）についての構成情報
　（１８）アップリンクおよび／またはダウンリンク永続スケジューリングのパラメータ
（任意）
　（１９）ダウンリンク永続スケジューリングに起因するアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ
リソース（任意）
【００１３】
　あるいは、上記のセルに特化した情報（即ち、ハンドオーバーパラメータ）を、１また
は複数の「デフォルト」値のセットで定義することができ、ターゲットｅＮＢは、シグナ
リングをかなり圧縮するために、あらかじめ定義された値のセットのうちどれがＷＴＲＵ
によって使用され得るかを判定して、判定されたデフォルト値のセットのインデックスの
みを送信することができる。
【００１４】
　あるいは、特定のシステム情報ブロック（ＳＩＢ）フォーマットは、１もしくは複数の
ＰＬＭＮ(public land mobile network)の範囲において（マスター情報ブロック（ＭＩＢ
）、または、ネットワークを共有する目的でもしくは特定のＰＬＭＮだけに対する他のＳ
ＩＢに含まれる複数のＰＬＭＮも同様）、あらかじめ定義されたハンドオーバーパラメー
タ値（上記で定義されたようなパラメータ）に提供することができることにより、ネット
ワーク／サービスプロバイダ（即ち、ＰＬＭＮの所有者）は、ハンドオーバーの前にＷＴ
ＲＵが取得するのに必要なハンドオーバー値（１または複数のセット）をあらかじめ定義
することができる。ｅＮＢは、そのようなＳＩＢにブロードキャストすることができる。
ハンドオーバーコマンドはその後、ハンドオーバーパラメータ用にＷＴＲＵのインデック
スのみをターゲットｅＮＢに渡すことができる。
【００１５】
　ＷＴＲＵは、ＳＩＢからハンドオーバーパラメータを取得したことをＷＴＲＵのアップ
リンクメッセージ（ＲＲＣ再構成の完了メッセージまたはＲＲＣの測定報告メッセージ等
）の１つにより、ネットワークに示すまたは報告することができる。これを行うには１ビ
ットで十分である。
【００１６】
　ネットワークは、全く新しいセットの値であるデフォルト値セットへのインデックスか
、ｅＮＢによりＳＩＢブロードキャスト内であらかじめ定義された値セットへのインデッ
クスのどちらかで、ハンドオーバーパラメータ値をハンドオーバーコマンドでＷＴＲＵに
送信するかを決定することができる。
【００１７】
　第２実施形態に従って、ＷＴＲＵは、ソースｅＮＢから（ＳＦＮ情報なしで）ハンドオ
ーバーコマンドを受信した後、Ｐ－ＢＣＨおよびＤ－ＢＣＨの受信および処理をただちに
開始する。図２は、第２実施形態に従う例示的処理２００のシグナリング図である。ＷＴ
ＲＵは、システム情報、仕様等によって設定されたルールに従って測定報告を送信する（
ステップ２０２）。ソースｅＮＢは、測定報告に基づいてハンドオーバーの決定を行って
、ハンドオーバー要求のメッセージをターゲットｅＮＢに発行して、ターゲットｅＮＢに
おけるハンドオーバーを準備するのに必要な情報を渡す（ステップ２０４）。ターゲット
ｅＮＢは、ＷＴＲＵに許可することを決定して、ハンドオーバー要求確認のメッセージを
ソースｅＮＢに送信する（ステップ２０６）。ハンドオーバー要求確認のメッセージは、
ＲＲＣメッセージとしてＷＴＲＵに送信される透過的コンテナを含む。ソースｅＮＢは、
ハンドオーバーコマンドをＷＴＲＵに送信する（ステップ２０８）。
【００１８】
　ソースｅＮＢから（ＳＦＮ情報なしで）ハンドオーバーコマンドを受信した後、ＷＴＲ
Ｕは、Ｐ－ＢＣＨおよびＤ－ＢＣＨの受信および処理をただちに開始する（ステップ２１
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０）。ＷＴＲＵは、ターゲットセルに同期して専用ＲＡＣＨプリアンブルがハンドオーバ
ーコマンド内で示された場合はコンテンションフリー手順に従って、または、専用ＲＡＣ
Ｈプリアンブルがハンドオーバーコマンド内で示されなかった場合はコンテンションベー
スのＲＡＣＨ手順に従って、ランダムアクセスプリアンブルを送信する（ステップ２１２
）。ＷＴＲＵは、ランダムアクセスの機会（１０または２０のサブフレームのうち１サブ
フレーム）を待つ必要があり得るので、ＷＴＲＵがＲＡＣＨアクセスプリアンブルを送信
し得る前に、Ｐ－ＢＣＨおよびＤ－ＢＣＨの受信を開始することができる。Ｐ－ＢＣＨお
よびＤ－ＢＣＨの物理リソースが、ＲＡＣＨ手順中、ｅＮＢメッセージ（即ち、ＲＡＣＨ
応答）の物理リソースとは異なるので、ＷＴＲＵは、なんら問題なくその両方を受信して
処理することができる。ターゲットｅＮＢは、ランダムアクセス応答をＷＴＲＵに送信す
る（ステップ２１４）。ＷＴＲＵはその後、ハンドオーバー完了メッセージをターゲット
ｅＮＢに送信する（ステップ２１６）。その後、通常動作が、ＷＴＲＵとターゲットｅＮ
Ｂとの間で開始する（ステップ２１８）。
【００１９】
　ターゲットｅＮＢは、ＷＴＲＵがハンドオーバーコマンドを受信した後、ＷＴＲＵがす
でにターゲットセルのＳＦＮ、Ｐ－ＢＣＨおよびＤ－ＢＣＨの第Ｋサブフレームを取得し
たと想定して、ＷＴＲＵに対して通常動作を開始することができる。ターゲットセルのＳ
ＦＮを取得する時間期間は、Ｐ－ＢＣＨおよびＤ－ＢＣＨ情報を取得する時間期間よりも
短い。その前では、ターゲットｅＮＢが、ＷＴＲＵに対して通常動作を開始することがで
きない。このような通常動作は、ＤＲＸサイクル、Ｌ１フィードバック、動的および半永
続的データの送受信、タイミング調整、ＲＡＣＨ処理等を含むが、これに限られない。
【００２０】
　ＷＴＲＵは、ターゲットセルのＳＦＮおよび／またはＢＣＨ情報がいつ取得されるかを
ターゲットｅＮＢに通知するためのシグナリングを暗示的または明示的に提供することが
できる。あるいは、ＷＴＲＵがターゲットセルのＳＦＮおよびＰ－ＢＣＨの受信に失敗し
て、第Ｋフレームの後にＰ－ＢＣＨタイミングを首尾よく検出した場合、ＷＴＲＵは、そ
れを無線リンクの不具合として扱って、無線リンクのリカバリ手順を開始することができ
る。
【００２１】
　ＷＴＲＵが、ハンドオーバー完了のメッセージを送信した後、ターゲットセルのＳＦＮ
および／またはＢＣＨ情報を取得するまで、動作のデフォルトモードをターゲットセル内
で適用できる。一般的に、ハンドオーバー時にターゲットセルのＳＦＮおよび／またはタ
ーゲットセル上の他のシステム情報を有しないことにより影響される機能（例えば、ＤＲ
Ｘ）は、ターゲットセル情報が取得されて適用されるまで不能になることがあり、または
選択的に、ソースセル内で行うかのように動作することがあり、その後、ターゲットセル
情報が取得されて適用される時に切り替わる。例えば、ＤＲＸ動作が不能になることがあ
り、Ｌ１フィードバックが発生しないまたは無視されることがある。
【００２２】
　図３は、第２実施形態の代替形態に従う例示的処理３００のシグナリング図である。Ｗ
ＴＲＵは、システム情報、仕様等によって設定されたルールに従って測定報告を送信する
（ステップ３０２）。ソースｅＮＢは、測定報告に基づいてハンドオーバーの決定を行っ
て、ハンドオーバー要求のメッセージをターゲットｅＮＢに発行して、ターゲットｅＮＢ
におけるハンドオーバーを準備するのに必要な情報を渡す（ステップ３０４）。ターゲッ
トｅＮＢは、ＷＴＲＵに許可することを決定して、ハンドオーバー要求確認のメッセージ
をソースｅＮＢに送信する（ステップ３０６）。ハンドオーバー要求確認のメッセージは
、ＲＲＣメッセージとしてＷＴＲＵに送信される透過的コンテナを含む。ソースｅＮＢは
、ハンドオーバーコマンドをＷＴＲＵに送信する（ステップ３０８）。
【００２３】
　ハンドオーバーコマンドを受信すると、ＷＴＲＵは、ソースセルから離れて、ターゲッ
トセルに同期して、専用ＲＡＣＨプリアンブルがハンドオーバーコマンド内で指示された
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場合はコンテンションフリー手順に従って、または、専用プリアンブルがハンドオーバー
コマンド内で示されなかった場合はコンテンションベースのＲＡＣＨ手順に従って、ＲＡ
ＣＨアクセスプリアンブルをターゲットｅＮＢに送信する（ステップ３１０）。ターゲッ
トｅＮＢは、アップリンク割当ておよびタイミング進み値を有するランダムアクセス応答
をＷＴＲＵに送信する（ステップ３１２）。ＷＴＲＵはその後、ハンドオーバー完了のメ
ッセージをターゲットｅＮＢに送信する（ステップ３１４）。ハンドオーバー完了のコマ
ンドをターゲットｅＮＢに送信した後、ＷＴＲＵは、ターゲットセル上でＰ－ＢＣＨおよ
びＤ－ＢＣＨの受信および処理をただちに開始することができる（ステップ３１６）。ハ
ンドオーバー完了のメッセージから第Ｋフレームの後に、ＷＴＲＵとターゲットｅＮＢと
の間で通常動作を開始することができる（ステップ３１８）。
【００２４】
　ＷＴＲＵが、ハンドオーバー完了のメッセージを送信した後、ターゲットセルのＳＦＮ
および／またはＢＣＨ情報を取得するまで、動作のデフォルトモードをターゲットセル内
で適用することができる。一般的に、ハンドオーバー時にターゲットセルのＳＦＮおよび
／またはターゲットセル上の他のシステム情報を有しないことにより影響される機能（例
えば、ＤＲＸ）は、ターゲットセル情報が取得されて適用されるまで不能になることがあ
り、または選択的に、ソースセル内で行うかのように動作することがあり、その後、ター
ゲットセル情報が取得されて適用される時に切り替わる。例えば、ＤＲＸ動作が不能にな
ることがあり、Ｌ１フィードバックが発生しないまたは無視されることがある。
【００２５】
　ＤＲＸに関連するパラメータが、ターゲットセル内のＳＩＢのみに提供された場合、Ｗ
ＴＲＵは、ソースセルからＤＲＸパラメータを使用して、ＷＴＲＵがターゲットセル上で
ＳＦＮを読み取るまでＤＲＸ動作を継続できる。あるいは、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがター
ゲットセル上のシステム情報からＤＲＸパラメータを読み取るまでＤＲＸを適用すること
ができない。
【００２６】
　ＷＴＲＵがターゲットセルに入る時に新しいＳＦＮ値がない場合、ターゲットｅＮＢは
、周期性、ＨＡＲＱ処理または無線リソース等のＳＰＳパラメータを再構成することがで
きる。あるいは、ＭＩＢは１６ミリ秒以内に受信されてその割り込み時間は短くすること
ができるので、ＳＰＳは、ＷＴＲＵがターゲットセル上のＳＦＮ情報を得るまで不能にす
ることができる。
【００２７】
　ＷＴＲＵは、ソースセル内で使用されるように、ＤＲＸおよびＳＰＳ構成を維持するこ
とができる。ソースｅＮＢスケジューラは、ＷＴＲＵがターゲットｅＮＢに対する新しい
構成にいつ切り替わるかを暗示的または明示的に指示することができる。ソースｅＮＢは
、実施するＤＲＸ／ＳＰＳアクティビティパターンを、ターゲットｅＮＢに通知すること
ができる。ターゲットｅＮＢは、ソースセルのＤＲＸ／ＳＰＳアクティビティパターンを
拒否して、ターゲットセルのシステム情報が取得されるまで、ＷＴＲＵを非アクティブに
することができる。
【００２８】
　第３実施形態に従って、ハンドオーバーに起因して媒体アクセス制御（ＭＡＣ）がリセ
ットされると、ＷＴＲＵは、ソースセル構成（例えば、ＳＰＳ　ｓｅｍｉＰｅｒｓｉｓｔ
ＳｃｈｅｄＩｎｔｅｒｖａｌ等のＳＰＳおよび／またはＤＲＸ構成、ＤＲＸサイクル等）
を廃棄しまたは無視することができる。ソースｅＮＢからハンドオーバーコマンドを受信
すると、ＷＴＲＵは、ＭＡＣリセットを行い、ソースセル構成を廃棄しまたは無視するこ
とができる。
【００２９】
　あるいは、ＷＴＲＵは、ソースセル構成を維持して継続することができる。ＷＴＲＵ　
ＭＡＣエンティティは、ＭＡＣリセット中にソースセル構成を保存することができる。あ
るいは、ＷＴＲＵ　ＭＡＣエンティティは、ＭＡＣリセットに起因してソースセル構成を
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廃棄するが、ＷＴＲＵ ＲＲＣエンティティは、ソースセル構成を保存して、ハンドオー
バーに従って（例えば、ＭＡＣリセット手順が完了した時点またはその後）ソースセル構
成を用いてＭＡＣエンティティを再構成することができる。
【００３０】
　ターゲットセル内の動作（例えば、ＳＰＳおよび／またはＤＲＸ動作）は、ソースセル
内でＷＴＲＵにシグナリングを行うｅＮＢにより、ターゲットセル内でＷＴＲＵにシグナ
リングを行うｅＮＢシグナリングにより、または、あらかじめ定義されたルールに従って
、アクティブにすることができる。
【００３１】
　図４は、第３実施形態に従って、ターゲットセル内でＭＡＣリセットを行う、ならびに
、ＤＲＸおよび／またはＳＰＳをアクティブにするための例示的処理４００のフロー図で
ある。ＷＴＲＵは、ハンドオーバーコマンドをソースｅＮＢから受信して、ＭＡＣリセッ
トを行う（ステップ４０２）。ＷＴＲＵは、ＭＡＣリセットの直後もしくはそれに起因し
て、または、ハンドオーバー手順の実行中に、ＤＲＸおよび／もしくはＳＰＳを非アクテ
ィブにする（ステップ４０４）。ＷＴＲＵは、ＭＡＣリセットの直後に、または、それに
起因してソースセルのＤＲＸおよび／もしくはＳＰＳ構成を廃棄し、もしくは無視する（
ステップ４０６）。ＷＴＲＵは、ターゲットセルのＤＲＸおよび／またはＳＰＳ構成を指
示する第１のシグナリングメッセージ（例えば、ＲＣＣメッセージ、または、任意のＬ２
もしくはＬ３メッセージ）をターゲットセル内のターゲットｅＮＢから直接受信する（ス
テップ４０８）。ターゲットｅＮＢは、ソースｅＮＢからターゲットｅＮＢに送信された
シグナリングメッセージ（例えば、ハンドオーバー要求メッセージまたは後続メッセージ
）を通じて、ＷＴＲＵに対するソースセルのＤＲＸおよび／またはＳＰＳ構成を認識した
。ＷＴＲＵは、ＤＲＸおよび／もしくはＳＰＳのアクティブ化、または、ＤＲＸおよび／
もしくはＳＰＳをいつアクティブにするかを指示する第２のシグナリングメッセージ（例
えば、ＰＤＣＣＨ信号、ＲＲＣメッセージ、または、任意のＬ２もしくはＬ３メッセージ
）をターゲットセル内のターゲットｅＮＢから直接受信する（ステップ４１０）。第１お
よび第２のシグナリングメッセージは、同時にもしくは個別に送信され、または、１つの
メッセージ内に組み合わせることも可能である。ＷＴＲＵはその後、ターゲットセル構成
およびアクティブ化情報に従って、ターゲットセル内のＤＲＸおよび／またはＳＰＳをア
クティブにする（ステップ４１２）。
【００３２】
　第１のシグナリングメッセージで提供されたターゲットセルのＤＲＸおよび／またはＳ
ＰＳ構成は、以下の方法で解釈することが可能である。第１のシグナリングメッセージ内
にＤＲＸおよび／またはＳＰＳ構成ＩＥが無ければ、ＷＴＲＵによって保存を示すと解釈
されて、既存のＤＲＸおよび／またはＳＰＳ構成を継続する。第１のシグナリングメッセ
ージ内にＤＲＸおよび／またはＳＰＳ構成ＩＥがあれば、第１シグナリングメッセージに
含まれる構成に従って、ＷＴＲＵによってＷＴＲＵのＤＲＸおよび／またはＳＰＳ構成を
再構成すると解釈される。表示ビットは、ＷＴＲＵが既存のＤＲＸおよび／もしくはＳＰ
Ｓ構成を保存して継続すべきか、または、既存の構成を無視すべきかどうかをＷＴＲＵに
指示する第１のシグナリングメッセージに含められる。
【００３３】
　ターゲットｅＮＢからの第１のシグナリングメッセージを通じて、ターゲットセルのＤ
ＲＸおよび／またはＳＰＳ構成を受信する代わりに、ターゲットセルのＤＲＸおよび／ま
たはＳＰＳ構成は、ハンドオーバーコマンドを通じて受信することができる。ターゲット
ｅＮＢからソースｅＮＢに送信されたハンドオーバーコマンドの透過的コンテナにおいて
、ターゲットｅＮＢは、ＤＲＸおよび／またはＳＰＳ構成を指示する。ターゲットｅＮＢ
は、ソースｅＮＢからターゲットｅＮＢに送信されたシグナリングメッセージ（例えば、
ハンドオーバー要求のメッセージまたは後続のメッセージ）を通じて、ソースｅＮＢ　Ｄ
ＲＸおよび／またはＳＰＳ構成を認識した。ハンドオーバーコマンド内にＤＲＸおよび／
またはＳＰＳ構成ＩＥが無ければ、ＷＴＲＵによって保存を示すと解釈されて、既存のＤ
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ＲＸおよび／またはＳＰＳ構成を継続し、ハンドオーバーコマンド内にＤＲＸおよび／ま
たはＳＰＳ構成ＩＥがあれば、それに含まれる構成パラメータに従って、ＷＴＲＵによっ
てＷＴＲＵのＤＲＸおよび／またはＳＰＳ構成を再構成すると解釈される。表示ビットは
、ＷＴＲＵが既存のＤＲＸおよび／もしくはＳＰＳ構成を保存して継続すべきか、または
、既存の構成を無視すべきかどうかをＷＴＲＵに指示するハンドオーバーコマンドに含め
られる。
【００３４】
　ＷＴＲＵは、ターゲットｅＮＢからの第２のシグナリングメッセージの代わりに、あら
かじめ定義された基準に基づいて、ＤＲＸおよび／またはＳＰＳをいつ（例えば、特定の
時間、または、ＳＦＮの時点もしくはその後）アクティブにするかを決定することができ
る。
【００３５】
　図４で説明した例示的処理については、（文の反復を避けるために）ＤＲＸとＳＰＳの
両方を一緒にして説明しているが、それらを個別で、ＳＰＳから独立したＤＲＸに、ＤＲ
Ｘから独立したアップリンクＳＰＳおよびダウンリンクＳＰＳに、ＤＲＸから独立したダ
ウンリンクＳＰＳもしくはアップリンクＳＰＳに、または、他の任意の機能に適用するこ
とが可能であることに留意する。
【００３６】
　図５は、例示的ＷＴＲＵ５１０およびｅＮＢ５２０のブロック図である。ＷＴＲＵ５１
０は、ｅＮＢ５２０との通信を行い、その両方は、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおいてハンドオーバ
ーを行う方法を実施するように構成されている。典型的なＷＴＲＵに見られるコンポーネ
ントに加えて、ＷＴＲＵ５１０は、送信機５１２、受信機５１４、プロセッサ５１６、メ
モリ５１８およびアンテナ５１９を含む。メモリ５１８は、オペレーティングシステム、
アプリケーション等を含むソフトウェアを格納するために提供される。プロセッサ５１６
は、上記開示の実施形態の１つに従ってハンドオーバーを行う方法を、単独でまたはソフ
トウェアと関連して行うために提供される。送信機５１２および受信機５１４は、プロセ
ッサ５１６との通信を行う。アンテナ５１９は、送信機５１２と受信機５１４の両方との
通信を行って、無線データの送受信を容易にする。
【００３７】
　典型的なｅＮＢに見られるコンポーネントに加えて、ｅＮＢ５２０は、送信機５２２、
受信機５２４、プロセッサ５２６およびアンテナ５２８を含む。プロセッサ５２６は、上
記開示の実施形態の１つに従ってハンドオーバーを行う方法を行うために提供される。送
信機５２２および受信機５２４は、プロセッサ５２６との通信を行う。アンテナ５２８は
、受信機５２４と送信機５２２の両方との通信を行って、無線データの送受信を容易にす
る。
実施形態
【００３８】
　１．ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバーを行うためにＷＴＲＵにおいて
実施される方法。
【００３９】
　２．測定報告をソースｅＮＢに送信することを備えることを特徴とする実施形態１の方
法。
【００４０】
　３．ハンドオーバーコマンドを前記ソースｅＮＢから受信することを備えることを特徴
とする実施形態２の方法。
【００４１】
　４．前記ハンドオーバーコマンドを受信した後に、前記ターゲットセルにおいてＰ－Ｂ
ＣＨの受信および処理を開始することを備えることを特徴とする実施形態３の方法。
【００４２】
　５．ランダムアクセスプリアンブルを前記ターゲットｅＮＢに送信することを備えるこ
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とを特徴とする実施形態４の方法。
【００４３】
　６．ランダムアクセス応答を前記ターゲットｅＮＢから受信することを備えることを特
徴とする実施形態５の方法。
【００４４】
　７．ハンドオーバー完了のメッセージを前記ターゲットｅＮＢに送信することを備える
ことを特徴とする実施形態６の方法。
【００４５】
　８．前記ランダムアクセスプリアンブルは、専用ＲＡＣＨプリアンブルが前記ハンドオ
ーバーコマンド内で示されるという条件で、コンテンションフリー手順を使用して送信さ
れることを特徴とする実施形態５ないし７のいずれか１つにおける方法。
【００４６】
　９．前記ランダムアクセスプリアンブルは、専用ＲＡＣＨプリアンブルが前記ハンドオ
ーバーコマンド内で全く示されないという条件で、コンテンションベースのＲＡＣＨ手順
を使用して送信されることを特徴とする実施形態５ないし７のいずれか１つにおける方法
。
【００４７】
　１０．前記Ｐ－ＢＣＨの受信および処理は、前記ハンドオーバーコマンドを受信した後
ただちに開始されることを特徴とする実施形態４ないし９のいずれか１つにおける方法。
【００４８】
　１１．前記Ｐ－ＢＣＨの受信および処理は、前記ハンドオーバー完了のメッセージを送
信した後に開始されることを特徴とする実施形態４ないし９のいずれか１つにおける方法
。
【００４９】
　１２．ターゲットセルのＳＦＮがあらかじめ決められた時間期間の後に取得されないと
いう条件で、無線リンクリカバリ手順を開始することをさらに備えることを特徴とする実
施形態４ないし１１のいずれか１つにおける方法。
【００５０】
　１３．デフォルト構成は、ターゲットセルのＳＦＮが取得されるまで、前記ターゲット
セル内で適用されることを特徴とする実施形態４ないし１１のいずれか１つにおける方法
。
【００５１】
　１４．ソースセル構成は、ターゲットセルのＳＦＮが取得されるまで、前記ターゲット
セル内で適用されることを特徴とする実施形態４ないし１１のいずれか１つにおける方法
。
【００５２】
　１５．ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバーを行うように構成されている
ＷＴＲＵ。
【００５３】
　１６．信号を送信するように構成されている送信機を備えることを特徴とする実施形態
１５のＷＴＲＵ。
【００５４】
　１７．信号を受信するように構成されている受信機を備えることを特徴とする実施形態
１５ないし１６のいずれかにおけるＷＴＲＵ。
【００５５】
　１８．測定報告をソースｅＮＢに送信し、ハンドオーバーコマンドを前記ソースｅＮＢ
から受信し、前記ハンドオーバーコマンドを受信した後に前記ターゲットセルにおいてＰ
－ＢＣＨの受信および処理を開始し、ランダムアクセスプリアンブルを前記ターゲットｅ
ＮＢに送信し、ランダムアクセス応答を前記ターゲットｅＮＢから受信し、かつ、ハンド
オーバー完了メッセージを前記ターゲットｅＮＢに送信するように構成されているプロセ
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ッサを備えることを特徴とする実施形態１５ないし１７のいずれか１つにおけるＷＴＲＵ
。
【００５６】
　１９．前記プロセッサは、専用ＲＡＣＨプリアンブルが前記ハンドオーバーコマンド内
で示されるという条件で、コンテンションフリー手順を使用して前記ランダムアクセスプ
リアンブルを送信するように構成されていることを特徴とする実施形態１８のＷＴＲＵ。
【００５７】
　２０．前記プロセッサは、専用ＲＡＣＨプリアンブルが前記ハンドオーバーコマンド内
で全く示されないという条件で、コンテンションベースのＲＡＣＨ手順を使用して前記ラ
ンダムアクセスプリアンブルを送信するように構成されていることを特徴とする実施形態
１８のＷＴＲＵ。
【００５８】
　２１．前記プロセッサは、前記ハンドオーバーコマンドを受信した後ただちに前記Ｐ－
ＢＣＨの受信および処理を開始するように構成されていることを特徴とする実施形態１８
ないし２０のいずれか１つにおけるＷＴＲＵ。
【００５９】
　２２．前記プロセッサは、前記ハンドオーバー完了メッセージを送信した後に、前記Ｐ
－ＢＣＨの受信および処理を開始するように構成されていることを特徴とする実施形態１
８ないし２０のいずれか１つにおけるＷＴＲＵ
【００６０】
　２３．前記プロセッサは、ターゲットセルのＳＦＮがあらかじめ決められた時間期間の
後に取得されないという条件で、無線リンクリカバリ手順を開始するように構成されてい
ることを特徴とする実施形態１８ないし２２のいずれか１つにおけるＷＴＲＵ。
【００６１】
　２４．前記プロセッサは、ターゲットセルのＳＦＮが取得されるまで、前記ターゲット
セル内でデフォルト構成を適用するように構成されていることを特徴とする実施形態１８
ないし２２のいずれか１つにおけるＷＴＲＵ。
【００６２】
　２５．前記プロセッサは、ターゲットセルのＳＦＮが取得されるまで、前記ターゲット
セル内でソースセル構成を適用するように構成されていることを特徴とする実施形態１８
ないし２２のいずれか１つにおけるＷＴＲＵ。
【００６３】
　特徴および要素は特定の組み合わせで上述したが、各特徴または各要素は、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をもつ様々な組み合わせもしく
は他の特徴および要素をもたない様々な組み合わせを使用することが可能である。本明細
書で提供された方法またはフローチャートは、汎用コンピュータもしくはプロセッサによ
り実行されるためのコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれる、コンピュータプログラム
、ソフトウェア、または、ファームウェアに実装することが可能である。コンピュータ可
読記憶媒体の例では、ＲＯＭ(read only memory)、ＲＡＭ(randam access memory)、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、磁気光媒体、ならびに、ＣＤ－ＲＯＭディスクおよびデジタル
多用途ディスク（ＤＶＤ）等の光媒体を含む。
【００６４】
　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、従来型プロセ
ッサ、ＤＳＰ(digital signal processor)、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連
動する１もしく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
定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、ＦＰＧＡ(Field Programmable Gate Arrays)回路、他の任
意のタイプの集積回路（ＩＣ）、および／またはステートマシンを含む。
【００６５】
　ソフトウェアと連動するプロセッサは、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）、ユーザ機器
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（ＵＥ）、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、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送信機を実施するために使用され得る。Ｗ
ＴＲＵ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、周波数変調（ＦＭ）無線ユニッ
ト、液晶表示（ＬＣＤ）ディスプレイユニット、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）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／または任意の無線ローカルエリアネットワーク
（ＷＬＡＮ）もしくは超広帯域（ＵＷＢ）モジュール等のハードウェア、ならびに／また
はソフトウェアに実装されるモジュールとともに使用することが可能である。

【図１】 【図２】
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