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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高速データ担当セルを変更する方法において、
　移動体ユーザ機器において、ソース担当セルから第１のターゲット担当セルへと高速デ
ータリンクを切り替えるための第１の決定を行うことと、
　前記第１のターゲット担当セルへと切り替えるための前記第１の決定を示している第１
の担当セル変更要求メッセージを送信することと、
　第１のタイマーに関係する第１の時間期間の間、前記第１のターゲット担当セルからの
第１の担当セル変更命令を監視することと、
　前記第１のターゲットセルからの前記第１の担当セル変更命令を監視しながら、第２の
ターゲット担当セルへと前記高速データリンクを切り替えるための第２の決定を行うこと
と、
　前記第２のターゲット担当セルへと切り替えるための前記第２の決定を示している第２
の担当セル変更要求メッセージを送信することと、
　第２のタイマーに関係する第２の時間期間の間、前記第２のターゲット担当セルからの
第２の担当セル変更命令を監視することとを含み、
　前記第２の時間期間は、少なくとも、第１のタイマー期間の一部分の間に生じる方法。
【請求項２】
　前記第１のターゲット担当セルが、前記ソース担当セルよりも、より強くなったと決定
した際に、前記第１の担当セル変更要求メッセージを送信することを実行する請求項１記
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載の方法。
【請求項３】
　前記第２のターゲット担当セルが、前記ソース担当セルと前記第１のターゲット担当セ
ルとのうちの少なくとも１つよりも、より強くなったと決定した際に、前記第２の担当セ
ル変更要求メッセージを送信することを実行する請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の担当セル変更要求メッセージと前記第２の担当セル変更要求メッセージとの
うちの少なくとも１つは、イベント１ｄ測定報告メッセージを含む請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のターゲット担当セルと前記第２のターゲット担当セルとに関連するデータが
、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセット中に記憶され、
　前記方法は、
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセット中に、前記第１のターゲット担当セルに
関連するデータを記憶した際に前記第１のタイマーを開始することと、
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセット中に、前記第２のターゲット担当セルに
関連するデータを記憶した際に前記第２のタイマーを開始することと、
　前記第１のタイマーまたは前記第２のタイマーの満了の際に、前記ＨＳ－ＳＣＣＨ命令
監視されているセットから、それぞれ、前記第１のターゲット担当セルに関連するデータ
または前記第２のターゲット担当セルに関連するデータを除去することとをさらに含む請
求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のターゲット担当セルからの予め指定された数の担当セル変更命令の受信の際
に、物理チャネル再構成肯定応答メッセージを無線ネットワーク制御装置に送信すること
と、
　前記第１のターゲット担当セルを新しい担当セルとして設定することと、
　前記第２のタイマーが満了するまで、前記第２のターゲット担当セルを監視し続けるこ
ととをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のターゲット担当セルを新しい担当セルとして設定した後、かつ、前記第２の
タイマーの満了の前に、予め指定された数の担当セル変更命令を前記第２のターゲット担
当セルから受信することと、
　前記第２のターゲット担当セルを新しい担当セルとして設定することとをさらに含む請
求項６記載の方法。
【請求項８】
　予め指定された数の担当セル変更命令を前記第１のターゲット担当セルから受信するよ
り前に、予め指定された数の担当セル変更命令を前記第２のターゲット担当セルから受信
することと、
　前記第２のターゲット担当セルを新しい担当セルとして設定することと、
　前記第１のタイマーが満了するまで、前記第１のターゲット担当セルを監視し続けるこ
ととをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の担当セル変更メッセージを送信した後に、前記移動体ユーザ機器において、
前記第１のターゲット担当セルを外すための第３の決定を行うことと、
　前記第１のタイマーが満了するまで、または、アクティブセット更新メッセージの受信
まで、前記第１のターゲット担当セルを監視し続けることとをさらに含む請求項１記載の
方法。
【請求項１０】
　装置において、
　ソース担当セルから第１のターゲット担当セルへと高速データリンクを切り替えるため
の第１の決定を行う手段と、
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　前記第１のターゲット担当セルへと切り替えるための前記第１の決定を示している第１
の担当セル変更要求メッセージを送信する手段と、
　第１のタイマーに関係する第１の時間期間の間、前記第１のターゲット担当セルからの
第１の担当セル変更命令を監視する手段と、
　前記第１のターゲットセルからの前記第１の担当セル変更命令を監視しながら、第２の
ターゲット担当セルへと前記高速データリンクを切り替えるための第２の決定を行う手段
と、
　前記第２のターゲット担当セルへと切り替えるための前記第２の決定を示している第２
の担当セル変更要求メッセージを送信する手段と、
　第２のタイマーに関係する第２の時間期間の間、前記第２のターゲット担当セルからの
第２の担当セル変更命令を監視する手段とを具備し、
　前記第２の時間期間は、少なくとも、第１のタイマー期間の一部分の間に生じる装置。
【請求項１１】
　装置において、
　ソース担当セルから第１のターゲット担当セルへと高速データリンクを切り替えるため
の第１の決定を行うようにと、
　前記第１のターゲット担当セルへと切り替えるための前記第１の決定を示している第１
の担当セル変更要求メッセージを送信するように構成されている担当セル処理モジュール
と、
　第１のタイマーに関係する第１の時間期間の間、前記第１のターゲット担当セルからの
第１の担当セル変更命令を監視するように構成されているＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュール
とを具備し、
　前記担当セル処理モジュールは、前記第１の時間期間の間に監視しながら、第２のター
ゲット担当セルへと前記高速データリンクを切り替えるための第２の決定を行うようにと
、前記第２のターゲット担当セルへと切り替えるための前記第２の決定を示している第２
の担当セル変更要求メッセージを送信するようにさらに構成され、
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュールは、第２のタイマーに関係する第２の時間期間の間
、前記第２のターゲット担当セルからの第２の担当セル変更命令を監視するようにさらに
構成され、
　前記第２の時間期間は、少なくとも、前記第１の時間期間の一部分の間に生じる装置。
【請求項１２】
　前記担当セル処理モジュールは、
　前記第１のターゲット担当セルが、前記ソース担当セルよりも、より強くなったと決定
した際に、前記第１の担当セル変更命令を送信するようにさらに構成されている請求項１
１記載の装置。
【請求項１３】
　前記担当セル処理モジュールは、
　前記第２のターゲット担当セルが、前記ソース担当セルと前記第１のターゲット担当セ
ルとのうちの少なくとも１つよりも、より強くなったと決定した際に、前記第２の担当セ
ル変更命令を送信するようにさらに構成されている請求項１１記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１の担当セル変更命令と前記第２のセル変更命令とのうちの少なくとも１つは、
イベント１ｄ測定報告メッセージを含む請求項１１記載の装置。
【請求項１５】
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュールは、
　ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセット中に、前記第１のターゲット担当セルに関連
するデータを記憶した際に前記第１のタイマーを開始するようにと、
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセット中に、前記第２のターゲット担当セルに
関連するデータを記憶した際に前記第２のタイマーを開始するようにと、
　前記第１のタイマーまたは前記第２のタイマーの満了の際に、前記ＨＳ－ＳＣＣＨ命令
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監視されているセットから、それぞれ、前記第１のターゲット担当セルに関連するデータ
または前記第２のターゲット担当セルに関連するデータを除去するようにさらに構成され
ている請求項１１記載の装置。
【請求項１６】
　前記担当セル処理モジュールは、
　前記第１のターゲット担当セルからの予め指定された数の担当セル変更命令の受信の際
に、物理チャネル再構成肯定応答メッセージを無線ネットワーク制御装置に送信するよう
にと、
　前記第１のターゲット担当セルを新しい担当セルとして設定するようにさらに構成され
、
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュールは、前記第２のタイマーが満了するまで、前記第２
のターゲット担当セルを監視し続けるようにさらに構成されている請求項１１記載の装置
。
【請求項１７】
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュールは、
　前記第１のターゲット担当セルを新しい担当セルとして設定した後、かつ、前記第２の
タイマーの満了の前に、予め指定された数の担当セル変更命令を前記第２のターゲット担
当セルから受信するようにさらに構成され、
　前記担当セル処理モジュールは、
　前記第２のターゲット担当セルを新しい担当セルとして設定するようにさらに構成され
ている請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュールは、予め指定された数の担当セル変更命令を前記第
１のターゲット担当セルから受信するより前に、予め指定された数の担当セル変更命令を
前記第２のターゲット担当セルから受信するようにさらに構成され、
　前記担当セル処理モジュールは、前記第２のターゲットセルを新しい担当セルとして設
定するようにさらに構成され、
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨモジュールは、前記第１のタイマーが満了するまで、前記第１のタ
ーゲット担当セルを監視し続けるようにさらに構成されている請求項１１記載の装置。
【請求項１９】
　前記担当セル処理モジュールは、前記第１の担当変更要求メッセージを送信した後に、
前記第１のターゲット担当セルを外すための第３の決定を行うようにさらに構成され、
　前記ＨＳ－ＳＣＣＨ監視は、前記第１の時間が満了するまで、または、アクティブセッ
ト更新メッセージの受信まで、前記第１のターゲット担当セルを監視し続けるようにさら
に構成されている請求項１１記載の装置。
【請求項２０】
　高速データ担当セルの変更を処理する方法において、
　ソース担当セルから第１のターゲット担当セルへと切り替えるための第１の担当セル変
更要求を、移動体ユーザ機器から受信することと、
　前記ソース担当セルから第２のターゲット担当セルへと切り替えるための第２の担当セ
ル変更要求を、前記移動体ユーザ機器から受信することと、
　予め構成されている処理順序に基づいて、前記第１の担当セル変更要求と前記第２の担
当セル変更要求とを処理することとを含み、
　前記移動体ユーザ機器は、予め規定されているタイマー期間の間、前記第１のターゲッ
ト担当セルおよび前記第２のターゲット担当セルの両方のものからの担当セル変更命令を
監視するように構成されている方法。
【請求項２１】
　前記第１の担当セル変更要求と前記第２の担当セル変更要求とを連続して受信し、
　前記予め構成されている処理順序は、前記変更要求をシーケンシャルな順序で処理する
ことを含む請求項２０記載の方法。
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【請求項２２】
　前記第１の担当セル変更要求と前記第２の担当セル変更要求とを連続して受信し、
　前記予め構成されている処理順序は、最後に受信された変更要求を、最初に処理するこ
とを含む請求項２０記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【米国特許法第１１９条の下での優先権の主張】
【０００１】
　本特許出願は、「ＨＳＤＰＡエンハンスド担当セル変更（ＥＳＣＣ）手順の信頼性を向
上させるための方法」と題し、２００９年５月１日に出願された仮出願番号第６１／１７
４，７０５号に対して優先権を主張し、この全体は、ここでの参照によりここに明確に組
み込まれている。
【背景】
【０００２】
　分野
　本出願は、一般的に、ワイヤレス通信に関連し、さらに詳細には、ワイヤレス通信セッ
ションの間のハンドオーバーの取り扱いに関連する。
【０００３】
　背景
　エンハンスド担当セル変更（ＥＳＣＣ）は、担当セル変更手順の信頼性を改善させるよ
うに設計されている３ＧＰＰリリース８における特徴である。ＥＳＣＣ手順では、ネット
ワークが、イベント１ｄ（ｅ１ｄ）測定報告メッセージ（ＭＲＭ）のような担当セル変更
要求を受信し、担当セル変更を実行することを決める。ソースセルＨＳＰＤＡリンク上で
物理チャネル再構成メッセージを送るというよりむしろ、ネットワークは、担当セル変更
手順を開始するようにＵＥに指示するためのＨＳ－ＳＣＣＨ命令を、ターゲットセル上で
送る。
【０００４】
　いったん、ユーザ機器（ＵＥ）が変更要求メッセージを送ると、ＵＥは、ターゲットセ
ルからのＨＳ－ＳＣＣＨを監視し始める。いったん、ネットワークが変更要求を処理する
と、ネットワークは、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令を送るようにターゲットセルに命令する。十分
な数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令がＵＥによって受信されたとき、ＵＥは、肯定応答をネットワ
ークに送り、ターゲットセルからのデータを受信し始める。
【０００５】
　変化が速いＲＦ環境においては、複数の測定イベントを連続して発生させることが一般
的である。ＥＳＣＣ手順では、ｅ１ｄ ＭＲＭが送られるとすぐに、ＵＥは、ターゲット
セルに対するＨＳ－ＳＣＣＨを監視し始める。すなわち、ＵＥによって、ちょうど次に送
られるｅ１ｄ ＭＲＭをネットワークが処理するであろうことを、ＵＥは仮定している。
しかしながら、ＵＥによって仮定されているのと同じ順序でｅ１ｄ ＭＲＭメッセージを
処理するように、ネットワークは義務付けられていない。したがって、複数のｅ１ｄ Ｍ
ＲＭがペンディングされている場合でも、一度に、単一のターゲットセルしか監視しない
ので、ＵＥとネットワークとによってｅ１ｄ ＭＲＭが同じ順序で処理されていな場合に
は、不要な担当セル変更の失敗が起こり得る。ＥＳＣＣ手順に関係する、これらの問題お
よび他の問題を軽減するシステムおよび方法を持つことが望ましいだろう。
【概要】
【０００６】
　以下では、このような態様の基本的な理解を提供するために、１つ以上の態様の簡略化
した概要を示している。この概要は、すべて検討した態様の多彩な概略ではなく、すべて
の態様の重要なまたは不可欠なエレメントを識別することにも、何らかの態様またはすべ
ての態様の範囲を詳細に述べることにも向けられていない。この唯一の目的は、後に示す
より詳細な説明に対する前置きとして、１つ以上の態様のうちのいくつかの概念を簡単な
形態で示すことである。
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【０００７】
　開示のいくつかの態様にしたがった、高速データ担当セルを変更する方法は、移動体ユ
ーザ機器において、高速データリンクをソース担当セルから第１のターゲット担当セルへ
と切り替えるための第１の決定を行うことと；第１のターゲット担当セルへと切り替える
ための第１の決定を示している第１の担当セル変更要求メッセージを送信することと；第
１のタイマーに関係する第１の時間期間の間、第１のターゲット担当セルからの第１の担
当セル変更命令を監視することと；第１のターゲットセルからの第１の担当セル変更命令
を監視しながら、第２のターゲット担当セルへと高速データリンクを切り替えるための第
２の決定を行うことと；第２のターゲット担当セルへと切り替えるための第２の決定を示
している第２の担当セル変更要求メッセージを送信することと；第２のタイマーに関係す
る第２の時間期間の間、第２のターゲット担当セルからの第２の担当セル変更命令を監視
することとを含み、第２の時間期間は、少なくとも、第１のタイマー期間の一部分の間に
生じる。
【０００８】
　開示のいくつかの態様にしたがった、装置は、ソース担当セルから第１のターゲット担
当セルへと高速データリンクを切り替えるための第１の決定を行う手段と；第１のターゲ
ット担当セルへと切り替えるための第１の決定を示している第１の担当セル変更要求メッ
セージを送信する手段と；第１のタイマーに関係する第１の時間期間の間、第１のターゲ
ット担当セルからの第１の担当セル変更命令を監視する手段と；第１のターゲットセルか
らの第１の担当セル変更命令を監視しながら、第２のターゲット担当セルへと高速データ
リンクを切り替えるための第２の決定を行う手段と；第２のターゲット担当セルへと切り
替えるための第２の決定を示している第２の担当セル変更要求メッセージを送信する手段
と；第２のタイマーに関係する第２の時間期間の間、第２のターゲット担当セルからの第
２の担当セル変更命令を監視する手段とを具備し、第２の時間期間は、少なくとも、第１
のタイマー期間の一部分の間に生じる。
【０００９】
　開示のいくつかの態様にしたがった、装置は、ソース担当セルから第１のターゲット担
当セルへと高速データリンクを切り替えるための第１の決定を行うようにと；第１のター
ゲット担当セルへと切り替えるための第１の決定を示している第１の担当セル変更命令要
求メッセージを送信するように構成されている担当セル処理モジュールと；第１のタイマ
ーに関係する第１の時間期間の間、第１のターゲット担当セルからの第１の担当セル変更
命令を監視するように構成されているＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュールとを具備し、担当セ
ル処理モジュールは、第１の時間期間の間に監視しながら、第２のターゲット担当セルへ
と高速データリンクを切り替えるための第２の決定を行うようにと、第２のターゲット担
当セルへと切り替えるための第２の決定を示している第２の担当セル変更要求メッセージ
を送信するようにさらに構成されており、ＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュールは、第２のタイ
マーに関係する第２の時間期間の間、第２のターゲット担当セルからの第２の担当セル変
更命令を監視するようにさらに構成されており、第２の時間期間は、少なくとも、第１の
時間期間の一部分の間に生じる。
【００１０】
　先述の関連した目的の達成のために、詳細な説明および添付した図面とともに、１つ以
上の態様は、以下で完全に記述した特徴および特許請求の範囲において特に指摘した特徴
を含む。以下の説明および添付した図面では、１つ以上の態様のいくつかの例示的な特徴
を詳細に述べている。しかしながら、これらの特徴は、ほんの数例のさまざまな方法を示
しているにすぎず、ここでは、さまざまな態様の原理が用いられ、この記述はこのような
すべての態様および均等物を含むことを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　開示した態様を図示するように提供されているが、開示した態様を限定するものではな
い、添付した図面に関連して、開示した態様を以下で記述する。ここでは、同様な呼称は



(7) JP 5231680 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

、同じエレメントを意味する。　
【図１】図１は、さまざまな記述した態様にしたがった、例示的なネットワークアーキテ
クチャを図示している。
【図２】図２は、従来の担当セル変更プロセスを図示しているメッセージダイアグラムで
ある。
【図３】図３は、さまざまな記述した態様にしたがった、ユーザ機器のハードウェアイン
プリメンテーションの概念的なブロックダイアグラムである。
【図４】図４は、さまざまな開示した態様にしたがった、無線ネットワーク制御装置のハ
ードウェアインプリメンテーションの概念的なブロックダイアグラムである。
【図５】図５は、さまざまな開示した態様にしたがった、例示的な担当セル変更プロセス
のさまざまな態様を図示しているフローチャートである。
【図６】図６は、さまざまな開示した態様にしたがった、例示的な担当セル変更プロセス
のさまざまな態様を図示しているフローチャートである。
【図７】図７は、さまざまな開示した態様にしたがった、例示的な担当セル変更プロセス
のさまざまな態様を図示しているフローチャートである。
【図８】図８は、さまざまな記述した態様にしたがった、例示的なセル変更プロセスのさ
まざまな態様を図示しているメッセージフローダイアグラムである。
【図９】図９は、さまざまな記述した態様にしたがった、例示的なセル変更プロセスのさ
まざまな態様を図示しているメッセージフローダイアグラムである。
【図１０】図１０は、さまざまな記述した態様にしたがった、例示的なセル変更プロセス
のさまざまな態様を図示しているメッセージフローダイアグラムである。
【図１１】
【詳細な説明】
【００１２】
　これから、図面を参照してさまざまな態様を記述する。以下の記述では、説明の目的の
ために、１つ以上の態様の全体的な理解を提供するために、多数の特定の詳細な説明を述
べている。しかしながら、これらの特定の詳細な説明がなくても、このような態様を実施
できることは明らかである。
【００１３】
　さまざまな装置および方法を参照して、これから、通信システムのいくつかの態様を提
示する。（まとめて「エレメント」と呼ぶ）さまざまなブロック、モジュール、コンポー
ネント、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズム等によって、これらの装置および方法
を以下の詳細な説明中で記述し、添付図面中で図示する。これらのエレメントは、電子ハ
ードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいはこれらの任意の組み合わせを使用して
実現できる。このようなエレメントが、ハードウェアまたはソフトウェアとして実現され
るか否かは、システム全体に課せられている、特定のアプリケーションおよび設計制約に
依存する。
【００１４】
　これから、図１中で示したようなネットワークアーキテクチャ１００を参照して、さま
ざまな装置を用いている通信システムの例を提示する。後続する詳細な説明から当業者が
容易に正しく認識できるように、ここで提示するさまざまな概念は、高速ダウンリンクパ
ケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）アプリケーションによく適している。しかしながら、これ
らの概念は、他の通信標準規格に容易に適用できる。例として、これらの概念は、ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ）、最適化された進化データ（ＥＶ－ＤＯ）、ウルトラ
モバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、および／または他の通信標準規格に適用することが
できる。
【００１５】
　コアネットワーク１１０およびアクセスネットワーク１２０を持つ、ネットワークアー
キテクチャ１００を示している。コアネットワーク１１０は、アクセスネットワーク１２
０にパケット交換サービスを提供できる。例えば、コアネットワーク１１０は、インター



(8) JP 5231680 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

ネットのようなパケットベースネットワーク１１２に対して、アクセスネットワーク１２
０に対する接続を提供できる。しかしながら、当業者が容易に正しく認識するように、本
開示全体を通して提示したさまざまな概念は、他のタイプのパケットベースネットワーク
へのアクセスとともに、回線交換ネットワークサービスへのアクセスを提供するコアネッ
トワークに適用してもよい。
【００１６】
　アクセスネットワーク１２０は、移動体装置１３０にとって、コアネットワーク１１０
へのアクセスポイントとしての役割を果たすことができる。移動体装置の例は、セルラ電
話機、スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話機、ラップトップ、パ
ーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、衛星無線、グローバルポジショニングシステ
ム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレイヤー（例えば
、ＭＰ３プレイヤー、カメラ、ゲームコンソール）、または他の何らかの類似した機能デ
バイスを含む。移動体装置１３０は、一般的に、ＨＳＤＰＡや、ＬＴＥのようなアプリケ
ーションでは、ユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれるが、当業者によって、移動局や、加入者局
や、移動体デバイスや、ワイヤレスデバイスや、ワイヤレス通信デバイスや、遠隔デバイ
スや、移動体加入者局や、アクセス端末や、移動体端末や、ワイヤレス端末や、遠隔端末
や、ハンドセットや、ユーザエージェントや、移動体クライアントや、クライアントと呼
ばれることもあり、または他の何らかの適切な専門用語で呼ばれることもある。
【００１７】
　アクセスネットワーク１２０は、複数のセルにリンクされている無線ネットワーク制御
装置（ＲＮＣ）１２２を含む。図１中では、参照番号１２４と、１２６と、１２８とによ
って指定されている３つのセルを示している。セル１２４と、１２６と、１２８のそれぞ
れは、（示していない）１つのノードＢまたは別個のノードＢによってカバーされている
こともある。ノードＢは、ＵＥ１３０とワイヤレスに通信することができる地上基地局で
あってもよい。例えば、単一のノードＢによってセルが担当されている場合には、セル１
２４と、１２６と、１２８とを、担当ノードＢのセクタと呼ぶことがある。
【００１８】
　ＵＥ１３０は、複数のセルのうちの１つを通して、最初の通信を確立できる。この複数
のセルのうちの１つは、担当セルとして知られている。例えば、ＵＥ１３０が、セル１２
４を通して通信セッションを確立した場合、セル１２４が担当セルとして知られるだろう
。ＵＥ１３０は、アクティブセット（ＡＳＥＴ）のセルを管理してもよい。アクティブセ
ットは、担当セルに加えて、パイロット信号強度および／またはセルに関連する他の情報
を含む。信号パイロット強度が担当セルの信号パイロット強度を超えた場合、アクティブ
セット中の他のセルが、担当セルに対する候補になることがある。例えば、セル１２６ま
たは１２８によって提供されているカバレッジエリアのような、異なったカバレッジエリ
アに向かってＵＥ１３０が移動しているとき、１つのセルまたはこれらのセルからのパイ
ロット信号強度は、現在の担当セル－セル１２４のパイロット信号強度を超えるかもしれ
ない。ＨＳＰＤＡのような通信システムでは、ネットワークおよび移動体の両方によって
、担当セルを追跡する。すなわち、ＵＥ１３０およびアクセスネットワーク１２０の両方
が、担当セルを追跡する。典型的に、所望の担当セル変更を示している、ＵＥ１３０によ
ってアクセスネットワーク１２０に送るｅ１ｄ測定報告（ＭＲＭ）を提供するために、イ
ベント１ｄ（「ｅ１ｄ」）報告を使用する。
【００１９】
　図２は、３ＧＰＰリリース８中で規定されているエンハンスド担当セル変更（ＥＳＣＣ
）メカニズムを実現する従来のＨＳＰＤＡネットワーク中で行われ得る担当セル変更プロ
セスを図示しているメッセージフローダイアグラムである。ＵＥ２３０は、最初の担当セ
ル２４０と、第１のターゲット担当セル２５０と、第２のターゲット担当セル２６０とに
通信可能に結合されていてもよい。ＵＥ２３０のアクティブセット（ＡＳＥＴ）中で、こ
れらのセルに関連する情報を管理してもよい。
【００２０】
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　セル２４０が最初の担当セルであるので、２０４において図示されているように、セル
２４０が、ＨＳ－ＳＣＣＨおよびＨＳ－ＰＤＳＣＨを通して、それぞれ、シグナリングお
よびデータをＵＥ２３０に送信する。２０６において図示されているように、第１のター
ゲット担当セル２５０が最初の担当セル２４０よりも強くなったことを決定した際に、Ｕ
Ｅ２３０は、ｅ１ｄ ＭＲＭをＲＮＣ２７０に送信する。最初の担当セル２４０から第１
のターゲット担当セル２５０への担当セル変更を実行することをＵＥ２３０が望むことを
、このメッセージは示している。第１のｅ１ｄ ＭＲＭを送った際に、ＵＥ２３０は、２
０８において図示されているように、第１のターゲット２５０のＨＳ－ＳＣＣＨを監視し
始める。２１０において図示されているように、ＲＮＣ２７０は、処理のために、第１の
ｅ１ｄ ＭＲＭをバッファリングする。
【００２１】
　２１２において示されているように、ＵＥ２３０は、第２のｅ１ｄ ＭＲＭをＲＮＣ２
７０に送り、第２のｅ１ｄ ＭＲＭは、第２のターゲット担当セル２６０への変更を要求
している。第１のターゲット担当セル２５０からのＨＳ－ＳＣＣＨ命令を受信して処理す
るより前に、第２のｅ１ｄ ＭＲＭをＲＮＣ２７０に送る。従来のアプローチでは、ＵＥ
２３０は、所定の時間において、単一のＨＣ－ＳＣＣＨしか監視しない。さらには、ＵＥ
は、ＲＮＣ２７０のｅ１ｄ処理とは独立した別個の態様でｅ１ｄ処理を実行することがあ
る。図２中に図示されている例では、ＵＥ２３０は、常に、最後のＭＲＭを処理するよう
に構成されている。したがって、２１４において図示されているように、ＵＥ２３０は、
第１のターゲット担当セル２５０に対するＨＳ－ＳＣＣＨの監視を中止して、第２のター
ゲット担当セル２６０に対するＨＳ－ＳＣＣＨを監視し始める。
【００２２】
　この例では、ＲＮＣ２７０は、常に、順番にＭＲＭメッセージを処理するように構成さ
れている。したがって、２１６において図示されているように、ＲＮＣ２７０は、第１の
ターゲット担当セル２５０への変更を要求した第１のｅ１ｄ ＭＲＭを処理する。その後
、ＲＮＣ２７０は、第１のターゲット担当セルがＵＥ２３０へのＨＳ－ＳＣＣＨ命令メッ
セージの送信を始めるように要求するメッセージを、第１のターゲット担当セル２５０に
送信する。２２０において図示されているように、第１のターゲット担当セル２５０は、
ＨＳ－ＳＣＣＨ命令メッセージをＵＥ２３０に送る。しかしながら、ＵＥ２３０は、もは
や、第１のターゲット担当セル２５０に対するＨＳ－ＳＣＣＨを監視していないので、こ
れらのメッセージは受信／検出されない。このようなことであるから、ＵＥ２３０は、第
２のターゲット担当セル２６０からのメッセージを受信することを待つのをタイムアウト
する。一方、第１のターゲットセル２５０からのＨＳ－ＳＣＣＨ命令を受信しているとの
肯定応答をＵＥ２３０から受信することを待つのを、ＲＮＣ２７０はタイムアウトする。
したがって、変更要求も成功せず、最初の担当セル２４０が担当セルのままである。
【００２３】
　これから、本開示は、図２中に図示されている失敗を防ぐための例示的な方法および装
置を記述する。ここで記述した例示的な態様にしたがって、複数のチャネルに対するＨＳ
－ＳＣＣＨを、ＵＥによって監視することができる。したがって、メッセージは、欠落さ
れず、失敗されるセル変更プロセスを防ぐことができる。
【００２４】
　図３は、処理システム３１０を用いているＵＥ３００向けのハードウェアインプリメン
テーションの例を図示している概念的なブロックダイアグラムである。この例では、処理
システム３１０は、一般的にバス３０２によって表されているバスアーキテクチャで実現
できる。バス３０２は、任意の数の相互接続しているバスを含んでいてもよく、処理シス
テム３１０の特定のアプリケーションと、設計制約全体とに依存してブリッジする。バス
は、一般的にプロセッサ３２０によって表されている１つ以上のプロセッサや、一般的に
コンピュータ読み取り可能媒体３３０によって表されているコンピュータ読み取り可能媒
体を含む、さまざまな回路を共にリンクさせる。バス３０２は、タイミングソースや、周
辺装置や、電圧調整器や、電力管理回路や、リンクのようなさまざまな他の回路もリンク
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させることができ、これらは技術的によく知られているので、これ以上記述しない。バス
インターフェース３４０は、バス３０２とトランシーバ３５０との間のインターフェース
を提供する。トランシーバ３５０は、送信媒体を通して、さまざまな他の装置と通信する
手段を提供する。ＵＥ３００の性質に依存して、ユーザインターフェース３６０（例えば
、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン等）も提供してもよい。
【００２５】
　プロセッサ３２０は、バスの管理と、コンピュータ読み取り可能媒体３３０上に記憶さ
れているソフトウェアの実行を含む汎用処理とに関与する。プロセッサの例は、マイクロ
プロセッサや、マイクロ制御装置や、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）や、フィールド
プログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）や、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）や
、状態機械や、ゲート論理や、ディスクリートハードウェア回路や、本開示全体で記述し
たさまざまな機能性を実行するように構成されている他の適切なハードウェアを含む。処
理システムにおける１つ以上のプロセッサは、ソフトウェアを実行できる。ソフトウェア
、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれよう
と呼ばれなかろうと、またはその他のもので呼ばれようと呼ばれなかろうと、ソフトウェ
アは、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、
サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケー
ション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能フ
ァイル、実行のスレッド、手順、関数等を意味すると広く解釈すべきである。ソフトウェ
アは、コンピュータ読み取り可能媒体上に存在していてもよい。コンピュータ読み取り可
能媒体は、例として、磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商
標）ディスク、磁気ストライプ）や、光ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）
、デジタル汎用性ディスク（ＤＶＤ））や、スマートカードや、フラッシュメモリデバイ
ス（例えば、カード、スティック、キードライブ）や、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）や、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）や、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）や、消去
可能なＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）や、電気的に消去可能なＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）や、レ
ジスタや、リムーバルディスクや、またはソフトウェアを記憶または送信する他の何らか
の適切な媒体を含んでいてもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は、処理システム中に
、処理システムの外部に存在していてもよく、または、処理システムを含む複数のエンテ
ィティにわたって分散されていてもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピュー
タプログラムプロダクト中で具現化されてもよい。例として、コンピュータプログラムプ
ロダクトは、パッケージングマテリアル中にコンピュータ読み取り可能媒体を含んでいて
もよい。システム全体に課せられている、特定のアプリケーションおよび設計制約全体に
基づいて、本開示全体を通して提示した、記述した機能性をどのように実現するのが最良
であるかを、当業者は認識するだろう。
【００２６】
　ここで記述した機能および方法は、ＵＥ３００中のさまざまなモジュールによって実現
してもよい。ここで使用されているような「モジュール」という用語は、ハードウェア、
ファームウェア、ハードウェアおよびソフトウェアを組み合わせたもの、ソフトウェア、
または実行中のソフトウェアを意味することを意図している。例として、モジュールは、
プロセスや、オブジェクトや、実行可能ファイルや、実行のスレッドや、プログラムや、
アプリケーションや、ルーチンや、サブルーチンや、コードまたは命令のブロックや、あ
るいは、プロセッサ３２０によって、または、別の処理デバイスによって実行される他の
何らかのソフトウェアであってもよい。この例では、これらのモジュールは、コンピュー
タ読み取り可能媒体３３０中に存在していてもよく、コンピュータ読み取り可能媒体３３
０は、単一の記憶デバイス、複数の記憶デバイス、または他の媒体を表す。ソフトウェア
は、プロセッサ３２０によって実行するときに、ここで記述したさまざまな機能を処理シ
ステム３１０に実行させる。ソフトウェアを実行するときに、プロセッサ３２０によって
操作されるデータを記憶するためにも、コンピュータ読み取り可能媒体３３０を使用して
もよい。
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【００２７】
　図３中に図示されているように、コンピュータ読み取り可能媒体３３０は、複数のＵＥ
処理モジュールを記憶してもよく、複数のＵＥ処理モジュールは、担当セル変更処理モジ
ュール３３２とＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュール３３４とを含む。２つのモジュールを図示
したが、これらの２つのモジュールの機能性は、単一のモジュール、複数のモジュール、
または複数のサブモジュールを使用して実行してもよいことに留意すべきである。担当セ
ル変更処理モジュール３３２は、アクティブセットのセルを管理するように構成されてい
てもよい。セルが現在の担当セルよりも強くなった場合に、ＡＳＥＴ中のセルが、担当セ
ルになる候補であるかもしれない。アクティブセット中のセルの数は、使用中の技術に依
存して、最大数のセルに予め構成することができる。付加的なセルを監視するために、セ
ル変更処理モジュール３３２は、付加的な隣接しているセルを監視するための、監視され
ているセットも管理できる。
【００２８】
　セル変更処理モジュール３３２は、セル変更に対する基準を満たしていることを決定し
た際に担当セル変更を開始するように構成されていてもよい。基準は、例えば、より強く
なった担当セル以外のセルが、予め規定された時間期間の間に、あるサービス品質要件等
を満たしたことを決定することを含んでいてもよい。担当セル変更処理モジュール３３２
は、担当セル変更に対するターゲットセルを識別する、ネットワークに送信されることに
なるＭＲＭを発生させるように構成されていてもよい。
【００２９】
　本発明の例示的な態様にしたがった、ＨＳ－ＳＣＣＨ監視モジュール３３４は、ＨＳ－
ＳＣＣＨ命令監視されているセットを管理するように構成されていてもよく、ＨＳ－ＳＣ
ＣＨ命令監視されているセットは、それに対するＭＲＭセル変更要求が発生され、ＭＲＭ
セル変更要求が依然としてペンディングである１セットのセルを含む。
【００３０】
　図４は、処理システム４１０を用いているＲＮＣ４００向けのハードウェアインプリメ
ンテーションの例を図示している概念的なブロックダイアグラムである。この例では、処
理システム４１０は、一般的にバス４０２によって表されているバスアーキテクチャで実
現できる。バス４０２は、任意の数の相互接続しているバスを含んでいてもよく、処理シ
ステム４１０の特定のアプリケーションと、設計制約全体とに依存してブリッジする。バ
スは、一般的にプロセッサ４２０によって表されている１つ以上のプロセッサと、一般的
にコンピュータ読み取り可能媒体４３０によって表されているコンピュータ読み取り可能
媒体とを含むさまざまな回路を共にリンクさせる。バス４０２は、タイミングソースや、
周辺装置や、電圧調整器や、電力管理回路や、リンクのようなさまざまな他の回路もリン
クさせることができ、これらは、技術的によく知られているので、これ以上記述しない。
バスインターフェース４４０は、バス４０２とトランシーバ４５０との間のインターフェ
ースを提供する。トランシーバ４５０は、送信媒体を通して、さまざまな他の装置と通信
する手段を提供する。ＲＮＣ４００の性質に依存して、ユーザインターフェース４６０（
例えば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン等）も提供してもよい。
【００３１】
　プロセッサ４２０は、バスの管理と、コンピュータ読み取り可能媒体４３０上に記憶さ
れているソフトウェアの実行を含む汎用処理とに関与する。処理システム中の１つ以上の
プロセッサは、ソフトウェアを実行できる。ソフトウェアは、コンピュータ読み取り可能
媒体上に存在していてもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は、処理システム中に、処
理システムの外部に存在していてもよく、または、処理システムを含む複数のエンティテ
ィにわたって分散されていてもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピュータプ
ログラムプロダクト中で具現化されていてもよい。
【００３２】
　図４中に図示されているように、コンピュータ読み取り可能媒体４３０は、ネットワー
クセル変更処理モジュール４３２を含む１つ以上のＲＮＣ処理モジュールを記憶していて
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もよい。単一のモジュールしか図示していないが、単一のモジュール、複数のモジュール
、または複数のサブモジュールを使用して、このモジュールの機能性を実行してもよいこ
とに留意すべきである。ネットワークセル変更処理モジュール４３２は、図３中に図示さ
れているＵＥ３００のようなＵＥから、ｅ１ｄ ＭＲＭのようなセル変更要求メッセージ
を受信して処理するように構成されていてもよい。ネットワークセル変更処理モジュール
４３２は、複数のＭＲＭを処理するために、予め規定されたルールを実現するように構成
されていてもよい。これらのルールは、ＲＮＣ４００と通信しているＵＥによって実現さ
れる何らかのルールから独立し、このルールと別個であってもよい。例えば、いくつかの
インスタンスでは、ネットワークセル変更処理モジュール４３２は、ＭＲＭをシーケンシ
ャルに処理するように構成されていてもよい。他のインプリメンテーションでは、モジュ
ール４３２は、最初に、最後に受信したＭＲＭを処理するように構成されていてもよい。
ネットワークセル変更処理モジュール４３２は、セル変更プロセスを開始するための要求
をターゲット担当セルに対して発行するようにと、セルを追加または外すことによって、
ならびに／あるいは他の処理によって、アクティブセットを更新するためのコマンドを発
行するようにさらに構成されていてもよい。
【００３３】
　図５は、担当セル変更を促進する方法を図示している高いレベルフローチャートである
。例えば、ＵＥによって、図５中に図示されている方法を実現してもよい。５０２におい
て図示されているように、ＵＥは、最初の担当セルから第１のターゲット担当セルへと切
り替えるための決定を行う。切り替えるための決定は、例えば、第１のターゲット担当セ
ルの信号強度に基づいていてもよい。５０４において図示されているように、ＵＥは、担
当セル変更要求をＲＮＣに送信する。変更要求は、ｅ１ｄ ＭＲＭであってもよい。その
後、５０６において図示されているように、ＵＥは、そのＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されて
いるセット中に第１のターゲット担当セルに対するエントリを置く。これは、第１のター
ゲット担当セルに対するＨＳ－ＳＣＣＨを監視すべきであることを示している。５０８に
おいて図示されているように、ＵＥは、第１のターゲット担当セルに対する制御チャネル
の監視を始める。すなわち、ＵＥは、第１のターゲット担当セルからのＨＳ－ＳＣＣＨ命
令に対する、第１のターゲット担当セルに関係するＨＳ－ＳＣＣＨを監視する。
【００３４】
　５１０において図示されているように、第１のターゲット担当セルに対するＨＳ－ＳＣ
ＣＨを監視しながら、ＵＥは、第２のターゲット担当セルへと切り替えるための決定を行
う。それに応じて、５１２において図示されているように、ＵＥは、第２のターゲット担
当セルへの変更を要求する第２のセル変更要求（例えば、ｅ１ｄ ＭＲＭ）をＲＮＣに送
信する。その後、５１４において図示されているように、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されて
いるセット中に、第２のターゲット担当セルも監視されることになることを示している、
第２のターゲット担当セルに対するエントリを置く。その後、５１６において図示されて
いるように、ＵＥは、第２のターゲット担当セルに関係するＨＳ－ＳＣＣＨチャネルの監
視を始める。
【００３５】
　図６は、例示的な担当セル変更プロセスのさらなる詳細を図示しているフローチャート
である。６０２において図示されているように、ＵＥは、ターゲット担当セルに対して担
当セル変更要求を送出した後、ターゲット担当セルを監視するように、そのＨＳ－ＳＣＣ
Ｈ命令監視されているセット中にエントリを置く。ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセ
ット中にエントリを置くと、６０４において図示されているように、ターゲット担当セル
に関係するタイマーを開始する。ターゲット担当セルに関係するＨＳ－ＳＣＣＨをＵＥが
監視する予め規定された監視期間を提供するために、タイマーを使用してもよい。したが
って、連続的にｅ１ｄを送信している、変化が速い環境のケースでは、予め構成されてい
る時間期間の間、ＵＥは、ペンディングしている要求すべてに対するチャネルを監視する
。したがって、たとえ、ＵＥの順序とは異なった順序でメッセージを処理するように、Ｒ
ＮＣがプログラムされていた場合であっても、ＵＥには、すべてのメッセージを受信する
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時間がある。６０６において図示されているように、関係するタイマーの満了の際に、Ｓ
ＣＣＨ監視されているセット中のエントリを除去する。これは、除去されたエントリに関
係するＨＳ－ＳＣＣＨを、ＵＥがもはや監視する必要がないことを示している。
【００３６】
　図７は、例示的な担当セル変更プロセスのさらなる詳細を図示しているフローチャート
である。７０２において図示されているように、ＵＥは、ターゲット担当セルに関係する
ＨＳ－ＳＣＣＨの監視を始める。予め規定された数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令をターゲット担
当セルから受信した際に、ＵＥは、７０４において図示されているように、担当セル変更
を確認するための確認メッセージをＲＮＣに送信する。その後、ＵＥは、７０６において
図示されているように、ターゲット担当セルをその新しい担当セルとして設定する。ター
ゲットセルを新しい担当セルとして設定した際に、ＵＥは、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視され
ているセットから、対応するエントリも除去し、対応するタイマーをキャンセルしてもよ
い。７０８において図示されているように、ＵＥは、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されている
セット中に、付加的なターゲット担当セルに対する付加的なエントリが存在することを決
定する。７１０において図示されているように、付加的な担当セルの各タイマーが満了す
るまで、または、ターゲットセルに対する予め規定された数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令を受信
するまで、ＵＥは、付加的な担当セルに関係するＨＳ－ＳＣＣＨを監視し続ける。その関
係するタイマーの満了よりも前に、付加的なターゲットセルのうちの１つに対して予め規
定された数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令が受信された場合、そのセルが、新しい担当セルになる
かもしれない。
【００３７】
　図８は、ＵＥ８０２と、最初の担当セル８０４と、第１のターゲット担当セル８０６と
、第２のターゲット担当セル８０８と、ＲＮＣ８１０との間の、メッセージの例示的な交
換を図示しているメッセージフローダイアグラム８００である。８２０において図示され
ているように、最初の担当セル８０４から第１のターゲット担当セル８０６への、担当セ
ル切り替えを望むことを決定した際、ＵＥ８０２は、第１のターゲット担当セル８０６へ
の切り替えを要求するｅ１ｄ ＭＲＭをＲＮＣ８１０に送信する。８２２において図示さ
れているように、ＲＮＣ８１０は、処理のために、ｅ１ｄメッセージをバッファリングす
る。８２４において図示されているように、最初の担当セル８０４は、担当セルのままで
あり、ＵＥ８０２は、そのＳＣＣＨ監視されているセット中に、第１のターゲット担当セ
ル８０６に対するエントリを置く。このとき、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセット
中の唯一のエントリは、第１のターゲット担当セル８０６に対するエントリである。
【００３８】
　最初の担当セル８０４から第１のターゲット担当セル８０６への担当セル変更を完了す
るより前に、ＵＥ８０２は、第２のターゲット担当セル８０８への切り替えを望むことを
決定するかもしれない。それに応じて、８２６において図示されているように、ＵＥ８０
２は、第２のターゲット担当セル８０８への担当セル変更を要求するｅ１ｄ ＭＲＭを、
ＲＮＣ８１０に送信する。８２８において図示されているように、第２のターゲット担当
セル８０８に対するエントリが、ＳＣＣＨ監視されているセットに追加される。したがっ
て、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセットは、現在、第１のターゲット担当セル８０
４および第２のターゲット担当セル８０６に対するエントリを含んでいる。これは、第１
のターゲット担当セル８０４および第２のターゲット担当セル８０６の両方のものに対す
る両方のＨＳ－ＳＣＣＨを、ＵＥ８０２が監視していることを意味する。図８中では示し
ていないが、ＵＥ８０２は、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセット中にそれぞれのセ
ルに対するエントリを置くと、ＵＥ８０２は、第１のターゲット担当セル８０４および第
２のターゲット担当セル８０６のそれぞれに対するタイマーを開始する。
【００３９】
　ＲＮＣ８１０は、ｅ１ｄメッセージを処理する順序を示すルールを持つように予め構成
されていてもよい。図８中に図示されている例では、ＲＮＣ８１０は、最後に受信したｅ
１ｄメッセージを最初に処理するように構成されている。したがって、８３０において図
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示されているように、第２のターゲット担当セル８０６への変更を要求した、ステップ８
２６において送信されたｅ１ｄ ＭＲＭを、ＲＮＣ８１０が処理する。８３２において図
示されているように、ＲＮＣ８１０は、ＵＥ８０２へのＨＳ－ＳＣＣＨ命令の送信を開始
するためのコマンドを、第２のターゲット担当セル８０６に対して発行する。それに応じ
て、８３４において図示されているように、第２のターゲット担当セル８０８が、ＨＳ－
ＳＣＣＨ命令をＵＥ８０２に送信する。送信されることになる命令の数は、ＲＮＣ８１０
によって予め構成されていてもよい。いったん、予め規定された数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令
をＵＥ８０２が受信すると、８３６において図示されているように、ＵＥ８０２は、担当
セル変更を確認するための物理チャネル再構成完了メッセージをＲＮＣ８１０に送信する
。
【００４０】
　８３８において図示されているように、第２のターゲット担当セル８０８が新しい担当
セルになる。ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセットは、現在、第１のターゲット担当
セル８０６に対するエントリのみを含んでいる。たとえ、第２のターゲット担当セルへの
担当セル変更が完了しても、ＵＥ８０２は、その関係するタイマーが満了するまで、第１
のターゲット担当セル８０６に対するＨＳ－ＳＣＣＨを監視し続ける。
【００４１】
　図９は、ＵＥ８０２と、最初の担当セル８０４と、第１のターゲット担当セル８０６と
、第２のターゲット担当セル８０８と、ＲＮＣ８１０との間の、メッセージの別の例示的
な交換を図示しているメッセージフローダイアグラム９００である。９２０において図示
されているように、最初の担当セル８０４から第１のターゲット担当セル８０６への、担
当セル切り替えを望むことを決定した際には、ＵＥ８０２が、第１のターゲット担当セル
８０６への切り替えを要求するｅ１ｄ ＭＲＭをＲＮＣ８１０に送信する。９２２におい
て図示されているように、最初の担当セル８０４は、担当セルのままであり、ＵＥ８０２
は、そのＳＣＣＨ監視されているセット中に、第１のターゲット担当セル８０６に対する
エントリを置く。このとき、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されているセット中の唯一のエント
リは、第１のターゲット担当セル８０６に対するエントリである。
【００４２】
　最初の担当セル８０４から第１のターゲット担当セル８０６への担当セル変更を完了す
るより前に、ＵＥ８０２は、第２のターゲット担当セル８０８への切り替えを望むことを
決定するかもしれない。それに応じて、９２４において図示されているように、ＵＥ８０
２は、第２のターゲット担当セル８０８への担当セル変更を要求するｅ１ｄ ＭＲＭを、
ＲＮＣ８１０に送信する。９２６において図示されているように、第２のターゲット担当
セル８０８に対するエントリが、ＳＣＣＨ監視されているセットに追加される。したがっ
て、ＳＣＣＨ監視されているセットは、現在、第１のターゲット担当セル８０４および第
２のターゲット担当セル８０６に対するエントリを含んでいる。これは、第１のターゲッ
ト担当セル８０４および第２のターゲット担当セル８０６の両方のものに対する両方のＨ
Ｓ－ＳＣＣＨを、ＵＥ８０２が監視していることを意味する。図９中では示していないが
、ＳＣＣＨ監視されているセット中にそれぞれのセルに対するエントリを置くと、ＵＥ８
０２は、第１のターゲット担当セル８０４および第２のターゲット担当セル８０６のそれ
ぞれに対するタイマーを開始する。
【００４３】
　ＲＮＣ８１０は、ｅ１ｄメッセージを処理する順序を示しているルールを持つように予
め構成されていてもよい。図９中に図示されている例では、９２８において図示されてい
るように、ＲＮＣ８１０は、ｅ１ｄメッセージをシーケンシャルに処理するように構成さ
れている。したがって、９３０において図示されているように、ＲＮＣ８１０は、ＵＥ８
０２へのＨＳ－ＳＣＣＨ命令の送信を開始するためのコマンドを、第１のターゲット担当
セル８０６に対して発行する。それに応じて、９３２において図示されているように、第
１のターゲット担当セル８０６が、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令をＵＥ８０２に送信する。送信さ
れることになる命令の数は、ＲＮＣ８１０によって予め構成されていてもよい。いったん
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、予め規定された数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令をＵＥ８０２が受信すると、９３４において図
示されているように、ＵＥ８０２が、担当セル変更を確認するための物理チャネル再構成
完了メッセージを、ＲＮＣ８１０に送信する。
【００４４】
　９３６において図示されているように、第１のターゲット担当セル８０６が、新しい担
当セルになる。ＳＣＣＨ監視されているセットは、現在、第２のターゲット担当セル８０
８に対するエントリのみを含んでいる。たとえ、第１のターゲット担当セルへの担当セル
変更が完了しても、ＵＥ８０２は、その関係するタイマーが満了するまで、第２のターゲ
ット担当セル８０８に対するＨＳ－ＳＣＣＨを監視し続ける。９３８において図示されて
いるように、ＲＮＣ８１０が、ＵＥ８０２へのＨＳ－ＳＣＣＨ命令の送信を始めるための
コマンドを、第２のターゲット担当セル８０８に対して発行する。それに応じて、９４０
において図示されているように、第２のターゲット担当セル８０８が、ＨＳ－ＳＣＣＨ命
令をＵＥ８０２に送信する。第２のターゲット担当セル８０８からのＨＳ－ＳＣＣＨ命令
は、関係するタイマーの満了より前に受信される。それに応じて、９４２において図示さ
れているように、ＵＥ８０２が、第２のターゲット担当セル８０８への担当セル変更を確
認するための物理チャネル再構成完了メッセージをＲＮＣ８１０に送信する。したがって
、９４４において図示されているように、ＵＥ８０２は、第２のターゲット担当セル８０
８を新しい担当セルとして設定する。
【００４５】
　図８および９中で図示されている例では、連続的なｅ１ｄ ＭＲＭを送信する。連続的
なｅ１ｄ ＭＲＭの送信は、変化が速い無線環境において行われる可能性がある。例えば
、ＵＥが市街地の谷間を通して移動しているとき、あるいは、丘や谷に囲まれているとき
に、候補セルに関係する信号強度が頻繁に変わる可能性が高い。さらには、パケットデー
タプロトコル（ＰＤＰ）コンテキストを再構成するプロセスは、最大で数秒までかかるこ
とがある。この時間の間、変化が速い無線環境では、連続的なＭＲＭイベントがトリガさ
れる可能性が非常に高い。
【００４６】
　セル変更切り替えを要求するために使用するｅ１ｄ ＭＲＭに加えて、ＵＥは、セルを
外すためのイベント１ｂ（「ｅ１ｂ」）メッセージも送信できる。図１０は、ＵＥ８０２
と、最初の担当セル８０４と、第１のターゲット担当セル８０６と、第２のターゲット担
当セル８０８と、ＲＮＣ８１０ｍとの間の、メッセージの別の例示的な交換を図示してい
るメッセージフローダイアグラム１０００であり、ここでは、ｅ１ｄメッセージとｅ１ｂ
メッセージとを処理する。１００２において図示されているように、ＵＥ８０２が、最初
の担当セル８０４から第１のターゲット担当セル８０６へと切り替えるように要求するｅ
１ｄ ＭＲＭを、ＲＮＣ８１０に送信する。１００４において図示されているように、最
初の担当セル８０４は担当セルのままである一方で、ＵＥ８０２は、第１のターゲット担
当セル８０６に対するエントリを、そのＳＣＣＨ監視されているセットに追加する。ＵＥ
は、第１のターゲット担当セル８０６に関係するタイマーもアクティブ化できる。
【００４７】
　第１のターゲット担当セル８０６へと切り替えるためのｅ１ｄ ＭＲＭを送信した後、
第１のターゲット担当セル８０６をそのアクティブセットから外すべきであることを、Ｕ
Ｅ８０２は決定するかもしれない。例えば、第１のターゲット担当セル８０６からの信号
は、消失されるかもしれないし、予め規定されたしきい値よりも落ちるかもしれないし、
またはそうでなければ、ＡＳＥＴ中に含まれているための要件を満たしていないかもしれ
ない。したがって、１００６において図示されているように、ＵＥ８０２は、そのアクテ
ィブセットから第１のターゲット担当セル８０６を外させることを要求するｅ１ｂメッセ
ージを、ＲＮＣ８１０に送信する。１００８において図示されているように、その後、Ｕ
Ｅ８０２は、第２のターゲット担当セル８０８への担当セル変更を要求するｅ１ｄ ＭＲ
Ｍを、ＲＮＣ８１０に送信する。したがって、１０１０において図示されているように、
第２のターゲット担当セル８０８に対するエントリが、ＳＣＣＨ監視されているセットに
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追加され、関係するタイマーが開始される。
【００４８】
　図１０中で図示されている例では、ＲＮＣ８１０は、ｅ１ｄメッセージをシーケンシャ
ルに処理するように構成されていてもよい。したがって、第１のターゲット担当セル８０
６へと切り替えるためのＭＲＭが、最初に処理されるだろう。しかしながら、ＲＮＣ８１
０は、第１のターゲット担当セルをＡＳＥＴから外させるためのｅｌｂメッセージも受信
しているので、第１のターゲットセルへと切り替えるためのｅ１ｄ要求を外すようにさら
に構成されていてもよい。それに応じて、１０１０において図示されているように、ＲＮ
Ｃ８１０は、第２のターゲット担当セル８０８へと切り替えるためのｅ１ｄ ＭＲＭを最
初に処理する。１０１４において図示されているように、ＲＮＣ８１０は、ＨＳ－ＳＣＣ
Ｈ命令の送信を始めるように第２のターゲット担当セル８０８に命令し、１０１６におい
て図示されているように、第２のターゲット担当セル８０８はしたがう。
【００４９】
　第２のターゲット担当セル８０８から、予め規定された数のＨＳ－ＳＣＣＨ命令を受信
すると、ＵＥ８０２は、１０１８において図示されているように、物理チャネル再構成完
了メッセージをＲＮＣ８１０に送信する。それに応じて、１０２０において図示されてい
るように、第２のターゲット担当セル８０８が、新しい担当セルになり、ＳＣＣＨ監視さ
れているセットが、第１のターゲット担当セル８０６に対するそのエントリを保持する。
１０２２において図示されているように、ＲＮＣ８１０が、ステップ１００６においてＵ
Ｅ８０２によって送信されたｅ１ｂ ＭＲＭを処理し始める。１０２４において図示され
ているように、ＲＮＣ８１０は、第１のターゲット担当セル８０６をそのＡＳＥＴから除
去するようにＵＥに指示するアクティブセット更新メッセージを、ＵＥ８０２に対して発
行する。１０２６において図示されているように、ＵＥ８０２は、物理チャネル再構成完
了メッセージで応答し、１０２８において図示されているように、ＵＥ８０２は、第１の
ターゲット担当セル８０６に対するエントリを、そのＨＳ－ＳＣＣＨ命令監視されている
セットから除去する。
【００５０】
　図１１を参照すると、担当セル変更を管理するシステム１１００を図示している。図示
されているように、システム１１００は、プロセッサ、ソフトウェア、または、これらを
組み合わせたもの（例えば、ファームウェア）によって実現する機能を示すことができる
機能ブロックを備えている。システム１００は、関連して動作する、電気コンポーネント
の論理グルーピング１１０２を備えている。システム１１００は、例えば、ＵＥによって
実現できる。
【００５１】
　論理グルーピング１１０２は、ソース担当セルから第１のターゲット担当セルへと高速
データリンクを切り替えるための第１の決定を行うモジュール１１０４を備えることがで
きる。さらには、論理グルーピング１１０２は、第１のターゲット担当セルへと切り替え
るための第１の決定を示している第１の担当セル変更要求メッセージを送信するモジュー
ル１１０６を備えることができる。論理グルーピング１１０２は、第１のタイマーに関係
する時間期間の間、第１のターゲット担当セルからの第１の担当セル変更命令を監視する
モジュール１１０８と；第１のターゲットセルからの第１の担当セル変更命令を監視しな
がら、第２のターゲット担当セルへと高速データリンクを切り替えるための第２の決定を
行うモジュール１１１０と；第２のターゲット担当セルへと切り替えるための第２の決定
を示している第２の担当セル変更要求メッセージを送信するモジュール１１１２と；第２
の時間期間が少なくとも第１のタイマー期間の一部分の間に生じる、第２のタイマーに関
係する第２のタイマー期間の間、第２のターゲット担当セルからの第２の担当セル変更命
令を監視するモジュール１１１４とをさらに備えていてもよい。加えて、システム１１０
０は、メモリ１１１８を備えることができ、メモリ１１０８は、電気的コンポーネント１
１０４－１１１４に関係する機能を実行するための命令を保持する。メモリ１１１８の外
部に存在するとして示しているが、電気的コンポーネント１１０４－１１１４は、メモリ
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【００５２】
　本出願中で使用した「または」という用語は、排他的な「または」というよりむしろ、
包含的な「または」を意味することを意図している。すなわち、特定の明記がない限り、
または、文脈から明らかでない限り、「ＸがＡまたはＢを用いる」というフレーズは、自
然な包含的順列のうちのいずれかを意味することを意図している。すなわち、「ＸがＡま
たはＢを用いる」というフレーズは、下記の例：ＸがＡを用いる；ＸがＢを用いる；また
は、ＸがＡおよびＢの双方を用いる、のうちのいずれのものによって適合される。さらに
、本願中および添付した特許請求の範囲中で使用している冠詞「ａ」および「ａｎ」は、
特定の明記がない限り、または、単数形を意図する文脈から明らかでない限り、一般的に
、「１つ以上」を意味すると解釈すべきである。
【００５３】
　ＣＤＭＡや、ＴＤＭＡや、ＦＤＭＡや、ＯＦＤＭＡや、ＳＣ－ＦＤＭＡや、他のシステ
ムのような、さまざまなワイヤレス通信システムに対して、ここで記述した技術を使用し
てもよい。「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換性があるように使用
することが多い。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃ
ｄｍａ２０００等のような無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡは、ワイドバンド－ＣＤ
ＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）やＣＤＭＡの他の変形を含んでいる。さらに、ｃｄｍａ２０００は
、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６標準規格をカバーしている。ＴＤＭ
Ａシステムは、グローバルシステムフォーモバイル通信（ＧＳＭ（登録商標））のような
無線技術を実現してもよい。ＯＦＤＭＡシステムは、進化したＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）
や、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）や、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ
（登録商標））や、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）や、ＩＥＥＥ８０２．２０や、
フラッシュ－ＯＦＤＭ等のような無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲ
Ａは、ユニバーサル移動体電気通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロング
タームエボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースであ
り、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを用い、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを用いる
。ＵＴＲＡや、Ｅ－ＵＴＲＡや、ＵＭＴＳや、ＬＴＥや、ＧＳＭは、「第３世代パートナ
ーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と名付けられている機関による文書中に記述されて
いる。加えて、ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェ
クト２」（３ＧＰＰ２）と名付けられている機関による文書中に記述されている。さらに
、このようなワイヤレス通信システムは、付加的に、ピアツーピア（例えば、移動体間）
アドホックネットワークシステムを含んでいてもよく、ピアツーピア（例えば、移動体間
）アドホックネットワークシステムは、対でない無認可のスペクトル、８０２．ｘｘワイ
ヤレスＬＡＮ、ブルートゥース（登録商標）、および他の何らかの短距離または長距離の
ワイヤレス通信技術を使用することが多い。
【００５４】
　先述した開示は、例示的な態様および／または実施形態を説明しているが、添付した特
許請求の範囲によって規定したような、記述した態様および／または実施形態の範囲から
逸脱することなく、ここで、さまざまな変更および改良を行うことができることに留意す
べきである。さらに、記述した態様および／または実施形態のエレメントは単数で記述ま
たは主張されていることがあるが、単数形への限定が明示的に述べられていない限り、複
数が意図されている。加えて、任意の態様および／または実施形態のすべて、あるいは、
任意の態様および／または実施形態の一部は、特に明記がない限り、他の何らかの態様お
よび／または実施形態のすべて、あるいは、他の何らかの態様および／または実施形態の
一部により利用されてもよい。
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