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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチモードモバイルステーションによって実行される方法であって、該方法は、
　マルチモードオーバレイ情報に基づいて、第１のシステムを選択することであって、該
マルチモードオーバレイ情報は、少なくとも共通の地理的領域にサービスを提供する複数
のシステムのリストと、少なくとも該第１のシステムに関連付けられた探索時間とを含む
、ことと、
　該第１のシステムに関連付けられた探索時間の後に、より高い優先順位のシステムを探
索することと
　を包含し、
　該マルチモードオーバレイ情報は、システムについて実行されるべき探索に関するタイ
ミング情報を含み、該タイミング情報は、どのシステムについてタイミング情報が提供さ
れるかを示すものを含む、方法。
【請求項２】
　前記マルチモードモバイルステーションにおいて、前記マルチモードオーバレイ情報を
格納することをさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記マルチモードオーバレイ情報は、前記リストの前記複数のシステムのうちの各シス
テムに対する識別パラメータを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
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　少なくとも１つの符号分割多重接続「ＣＤＭＡ」システムに対する前記識別パラメータ
は、
　システム識別子「ＳＩＤ」と、ＳＩＤおよびネットワーク識別子「ＮＩＤ」と、モバイ
ルカントリーコード「ＭＣＣ」と、ＭＣＣおよびモバイルネットワークコード「ＭＮＣ」
とのうちの少なくとも１つを含み、
　少なくとも１つのモバイル通信用グローバルシステム／汎用パケット無線サービス／ユ
ニバーサルモバイル電気通信システム「ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ」システムに対する
該識別パラメータは、
　ＭＣＣと、ＭＣＣおよびＭＮＣと、ＭＣＣ、ＭＮＣおよびロケーションエリアコード「
ＬＡＣ」とのうちの少なくとも１つを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記マルチモードオーバレイ情報は、複数のグループ関連性を含み、該複数のグループ
関連性のうちの少なくとも１つは、前記共通の地理的領域にサービスを提供する複数のシ
ステムのそれぞれの組の間の関連性である、請求項１または２に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つの無線アクセス技術について無線アクセス技術特有のシステム選択情報
を格納することと、
　無線アクセス技術特有のシステム選択アルゴリズムを使用してシステム選択を実行する
ことと
　をさらに包含する、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの無線アクセス技術について無線アクセス技術特有のシステム選択
情報を格納することと、前記無線アクセス技術特有のシステム選択アルゴリズムを使用し
てシステム選択を実行することとは、
　ＣＤＭＡについては、好ましいローミングリスト「ＣＤＭＡ　ＰＲＬ」を格納し、該Ｃ
ＤＭＡ　ＰＲＬを使用してＣＤＭＡシステム選択を実行することと、
　ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳについては、公衆陸上モバイルネットワーク「ＰＬＭＮ」
リストを格納し、該ＰＬＭＮリストを使用してシステム選択を実行することと
　を包含する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記マルチモードオーバレイ情報に基づいて第１のシステムを選択することは、
　最も最近に使用された無線アクセス技術「ＲＡＴ」と、デフォルト無線アクセス技術と
のうちの１つを使用して、該第１のシステムの獲得を試みることと、
　該第１のシステムを獲得してから、該マルチモードオーバレイ情報からシステム情報を
決定することと
　を包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　より高い優先順位のシステムを探索することは、
　より高い優先順位のシステムが存在するかどうかを決定することと、
　該より高い優先順位のシステムを獲得することと
　を包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記マルチモードオーバレイ情報は、システムについて実行されるべき探索に関するタ
イミング情報を含み、前記システム選択を実行することは、該タイミング情報に従ってシ
ステムの探索を実行することを含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記タイミング情報は、
　実際のタイマー値を示す一組のビットと、
　所定の値によってオフセットされる実際のタイマー値を示す一組のビットと、
　タイマー値のテーブルの中にインデックスする一組のビットと
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　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記タイミング情報は、前記マルチモードオーバレイ情報において識別された各システ
ムに関するものであり、該タイミング情報は、所与のシステムについて、そのシステムが
獲得される間に、
　該所与のシステムよりも高い優先順位を有し、かつ該所与のシステムのＲＡＴとは異な
るＲＡＴを有するシステムをどのくらいの頻度で探索すべきかと、
　該所与のシステムよりも高い優先順位を有し、かつ該所与のシステムの該ＲＡＴとは異
なるＲＡＴを有するシステムをどのくらいの頻度で探索すべきかであって、少なくとも一
部のシステムについて、複数のタイミング情報が、それぞれのより高い優先順位のシステ
ムについて各々指定されることと
　のうちの少なくとも１つを示す、請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記タイミング情報は、探索されるべき各システムに関するものであり、該タイミング
情報は、前記マルチモードオーバレイ情報に含まれる所与のタイプのシステムについて時
間を指定し、該時間は、現在のシステムよりも高い優先順位のシステムとしてこのタイプ
のシステムを探索するときの、モバイルステーションが使用すべきこのタイプのシステム
についての探索の間の時間である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記タイミング情報は、前記システムの一部ではあるが必ずしもすべてではないシステ
ムに関して提供される、請求項１０～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記マルチモードモバイルステーションにおいて、無線で前記マルチモードオーバレイ
情報を受信することをさらに包含し、該無線で該マルチモードオーバレイ情報を受信する
ことは、
　前記システムが属するグループの関連性を識別するグループ識別子と、
　該システムのタイプと少なくとも１つの識別パラメータとを識別するシステムタイプと
、
　該システムの相対的優先順位を示す優先順位情報と、
　探索タイミング情報と
　を前記リストの前記複数のシステムのうちの各システムについて受信することを包含す
る、請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記システムについてのマルチモードオーバレイ情報は、
　少なくとも共通の地理的場所における他のシステムとの該システムのグループの関連性
を定義するオーバレイグループ情報と、
　該システムのタイプと少なくとも１つの識別パラメータとを識別するシステムタイプと
、
　システムについて実行されるべき探索に関するイントラグループオーバレイ優先順位タ
イミング情報と
　を含む、請求項１～１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のシステムは、前記より高い優先順位のシステムとは異なるシステムである、
請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記マルチモードオーバレイ情報は、単一のシステムとして一緒にグループ化される２
つ以上の無線アクセス技術を含む、請求項１～１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記マルチモードオーバレイ情報は、前記マルチモードモバイルステーションによって
サポートされている無線アクセス技術「ＲＡＴ」に少なくとも基づいて前記マルチモード
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モバイルステーションに対してカスタマイズされる、請求項１～１８のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項２０】
　装置であって、
　請求項１～１９のいずれか１項に記載の方法を実行するためのマルチモードシステム選
択機能手段と、
　マルチモードオーバレイ情報を格納するメモリであって、該マルチモードオーバレイ情
報は、少なくとも共通の地理的領域にサービスを提供する複数のシステムのリストと、該
リストの該複数のシステムのうちの１つ以上のシステムに関連付けられた探索時間とを含
む、メモリと、
　１つ以上の無線アクセス技術を有するシステムにアクセスするワイヤレスアクセス無線
と
　を備える、装置。
【請求項２１】
　コンピュータ可読媒体であって、コンピューティングデバイスに請求項１～１９のいず
れか１項に記載の方法を実行させるための、該コンピューティングデバイスのプロセッサ
によって実行可能なプログラム命令を格納する、コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、一般的に、マルチモードモバイルステーションによる無線アクセスシステム
の選択に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マルチモードモバイルステーションは、異なるタイプの無線アクセス技術（ＲＡＴ）の
ネットワークにアクセスする性能を有するモバイルステーション（ＭＳ）である。現存の
マルチモードモバイルステーションは、モバイル通信用グローバルシステム（Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／汎用パケ
ット無線サービス（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）（Ｇ
ＳＭ／ＧＰＲＳ）および符号分割多元接続（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）（ＣＤＭＡ）の性能の組み合わせを有するモバイルステーションと
、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ユニバーサルモバイル電気通信システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）（ＵＭＴＳ）およ
びＣＤＭＡの性能の組み合わせを有するモバイルステーションと、ワイヤレス広域ネット
ワーク（ＷＬＡＮ）の性能を含む組み合わせとを含む。
【０００３】
　システム選択アルゴリズムは、ＭＳによってサブスクライブされるサービスに最も適切
なネットワークを見出す方法を、ＭＳに提供する。システム選択アルゴリズムは、すべて
のＲＡＴにおいて使用される。ネットワークは、ＭＳがＧＳＭ／ＧＰＲＳ、ＵＭＴＳおよ
びＣＤＭＡなどの適切なシステムを選択することを支援する。たとえば、現存のＣＤＭＡ
ワイヤレスシステムにおいて、ＭＳは、ＰＲＬ（好ましいローミングリスト（Ｐｒｅｆｅ
ｒｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｉｓｔ））と呼ばれるオペレータ供給の（ｏｐｅｒａｔｏ
ｒ－ｓｕｐｐｌｉｅｄ）リストを使用する。ＰＲＬは、どのシステムが使用を許可される
か、プリファランスについてシステムに関連する優先順位、どのシステムが禁止されるか
、およびシステムがホームまたはローミングのどちらであると見なされるかを記述する。
ＰＲＬは、製造の間にあらかじめ供給され得るか、または無線（ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉ
ｒ）供給プロトコル（たとえばＩＳ－６８３　ＯＴＡＳＰ／ＯＴＡＰＡ）を介してネット
ワークから動的にダウンロードされ得る。ＰＲＬは、ＭＳまたは取り外し可能ユーザ識別
モジュール（Ｒｅｍｏｖａｂｌｅ　Ｕｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）（Ｒ－
ＵＩＭ）の非揮発性メモリに格納される。現存のＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムに
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おいては、ＰＲＬの代わりに、サブスクライバ識別モジュール（ＳＩＭ）または汎用サブ
スクライバ識別モジュール（ＵＳＩＭ）カードに格納されるＰＬＭＮ（公衆陸上モバイル
ネットワーク）リストが、ネットワークによって使用されることによって、ＭＳに対する
システムのプリファランスを示す。ＰＬＭＮリストは、ホームＰＬＭＮ、オペレータ制御
のＰＬＭＮ、およびユーザ制御のＰＬＭＮを含む。
【０００４】
　ＧＰＲＳおよびＵＭＴＳは、ＧＳＭの進化である。ＧＳＭ／ＧＰＲＳおよびＵＭＴＳは
、異なる無線アクセス技術を使用するが、一部の実施形態において、ネットワーク獲得に
関して単一のカテゴリとして扱われる。なぜなら、これらは同一のコアネットワークを共
有するからである。ＣＤＭＡネットワークにおいて、ＳＩＤ（システム識別子）は、関連
するＣＤＭＡキャリアまたはオペレータを識別し、一般的に広い地理的領域をカバーする
。ネットワーク識別子（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）（ＮＩＤ）は、ＳＩＤ
のサブセットであり、１つのＭＳＣによってカバーされる領域などの、より小さな地域を
カバーする。ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳネットワークにおいて、モバイルカントリーコ
ード（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ）（ＭＣＣ）およびモバイルネットワー
クコード（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｄｅ）（ＭＮＣ）は、関連するＰＬＭＮ
またはキャリアを識別する。ＰＬＭＮの範囲内で、ロケーションエリアコード（Ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ　Ａｒｅａ　Ｃｏｄｅ）（ＬＡＣ）は、所与のＭＳＣ／ＶＬＲ（モバイルサービ
ススイッチングセンター／訪問ロケーションレジスタ）によってカバーされる地域を識別
する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（概要）
　本出願の１つの広い局面は、システムを選択する方法を提供し得、該方法は、マルチモ
ードモバイルステーションが、マルチモードオーバレイ情報の機能としてのマルチモード
システム選択アルゴリズムを使用して、マルチモードシステム選択を実行することを包含
し、該マルチモードオーバレイ情報は複数の関連性を含み、各関連性は、少なくとも共通
の地理的領域において働くそれぞれのシステムのセットの間の関連性であり、該関連性の
少なくとも一部は、異なる無線アクセス技術を使用するシステムの間の関連性である。
【０００６】
　一部の実施形態において、マルチモードオーバレイ情報は、システムについて実行され
るべき探索に関するタイミング情報を含み得、システム選択を実行することは、該タイミ
ング情報に従ってシステムについて探索を実行することを含み、該タイミング情報は、該
システムの一部ではあるが必ずしもすべてではないシステムに関して提供され、該タイミ
ング情報は、どのシステムについてタイミング情報が提供されるかの指示を含み、該どの
システムについてタイミング情報が提供されるかの指示は、そのシステムについてのタイ
ミング情報の有無を示す、各システムについてのそれぞれのビットを含む。
【０００７】
　一部の実施形態において、マルチモードオーバレイ情報は、各関連性のシステムに優先
順位をつける、各システムについての優先順位情報を含み、該マルチモードオーバレイ情
報の機能としてのマルチモードシステム選択アルゴリズムを使用してマルチモードシステ
ム選択を上記マルチモードモバイルステーションが実行することは、該マルチモードオー
バレイ情報の該システムのセットのうちの１つに含まれるシステムを獲得してから、より
高い優先順位のシステムがある場合には、特定のシステムよりも高い優先順位を有する、
該システムのセットにおける別のシステムに接続することを定期的に試みることを含む。
該方法は、獲得されたシステムが、所与のシステムグループのなかで最高の優先順位シス
テムである場合には、アイドルモードにおいて該システムを監視することをさらに含み得
る。
【０００８】
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　一部の実施形態において、上記方法は、上記マルチモードモバイルステーションが、上
記マルチモードオーバレイ情報を無線で受信することをさらに含み得る。
【０００９】
　一部の実施形態において、上記マルチモードオーバレイ情報を無線で受信することは、
以下の表のフォーマットに従い得る。
【００１０】
【数１】

　一部の実施形態において、上記方法は、上記モバイルステーションが、マルチモード性
能情報を送信することをさらに含み得る。
【００１１】
　一部の実施形態において、上記マルチモード性能情報を送信することは、各無線アクセ
ス技術がサポートされるかどうかを示す、複数の無線アクセス技術の各々についての少な
くとも１つのビットを送信することを含み得る。
【００１２】
　一部の実施形態において、上記各無線アクセス技術がサポートされるかどうかを示す、
複数の無線アクセス技術の各々についての少なくとも１つのビットを送信することは、Ｃ
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ビットを送信することを含み得る。
【００１３】
　一部の実施形態において、上記方法は、ＣＤＭＡがサポートされる場合には、ＣＤＭＡ
　１ｘおよびＣＤＭＡ　１ｘＥＶＤＯの各々についてのサポートを示す少なくとも１つの
ビットを個々に同様に送信することと、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳがサポートされる場
合には、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、およびＵＭＴＳの各々について少なくとも１つのビットを個
々に同様に送信することとを、さらに含み得る。
【００１４】
　一部の実施形態において、上記各無線アクセス技術がサポートされるかどうかを示す、
複数の無線アクセス技術の各々についての少なくとも１つのビットを送信することは、Ｃ
ＤＭＡがサポートされると想定して、ＧＳＭおよびＷＬＡＮの各々について少なくとも１
つのビットを送信することを含み得る。
【００１５】
　一部の実施形態において、ＯＴＡＳＰ（無線サービスプログラミング）／ＯＴＡＰＡ（
無線パラメータ管理）は、マルチモード性能情報をリクエストおよび送信するために使用
され得る。
【００１６】
　一部の実施形態において、上記各無線アクセス技術がサポートされ得るかどうかを示す
、複数の無線アクセス技術の各々についての少なくとも１つのビットを送信することは、
以下の表のフォーマットに従って実行される。
【００１７】
【数２】

　一部の実施形態において、ＣＤＭＡがサポートされる場合には、上記モバイルステーシ
ョンは、以下の表のフォーマットに従ってマルチモード性能情報を送信し得る。
【００１８】
【数３】

　一部の実施形態において、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳがサポートされる場合には、上
記モバイルステーションは、以下の表のフォーマットに従ってマルチモード性能情報を送
信し得る。
【００１９】
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【数４】

　一部の実施形態において、上記マルチモード性能オーバレイ情報は、システムについて
実行されるべき探索に関するタイミング情報を含み得る。
【００２０】
　本出願の別の広い局面は、方法を提供し得、該方法は、システムがマルチモードオーバ
レイ情報を準備することであって、該マルチモードオーバレイ情報は複数の関連性を含み
、各関連性は少なくとも共通の地理的領域において働くそれぞれのシステムのセットの間
の関連性であり、該関連性の少なくとも一部は、異なる無線アクセス技術を使用するシス
テムの間の関連性である、ことと、該システムが、該マルチモードオーバレイ情報を上記
モバイルステーションに送信することとを含む。
【００２１】
　一部の実施形態において、上記方法は、上記システムが上記モバイルステーションから
上記マルチモード性能情報を受信することをさらに含み得、上記マルチモードオーバレイ
情報は、該モバイルステーションによってサポートされる無線アクセス技術のシステムの
みを含む各モバイルステーションについての、カスタマイズされたオーバレイ情報を含む
。
【００２２】
　本出願の別の広い局面は、装置を提供し得、該装置は、マルチモードオーバレイ情報の
機能としてマルチモードシステム選択を実行するマルチモードシステム選択機能であって
、該マルチモードオーバレイ情報は複数の関連性を含み、各関連性は、少なくとも共通の
地理的領域において働くそれぞれのシステムのセットの間の関連性であり、該関連性の少
なくとも一部は、異なる無線アクセス技術を使用するシステムの間の関連性である、マル
チモードシステム選択機能と、該マルチモードオーバレイ情報を格納するメモリと、１つ
以上の無線アクセス技術を有するシステムにアクセスするワイヤレスアクセス無線とを備
える。
【００２３】
　一部の実施形態において、上記マルチモードシステム選択機能は、所与の無線アクセス
技術についてネットワーク選択を実行する少なくとも１つの無線アクセス技術特有のネッ
トワーク選択機能と、複数の異なる無線アクセス技術からのネットワーク選択を実行する
マルチモードネットワーク選択機能とを含み得る。
【００２４】
　本出願の実施形態に従って、マルチモードオーバレイ情報は、マルチモードモバイルス
テーションに提供され得る。該マルチモードオーバレイ情報は、重複する地理的領域にお
いて利用可能な種々の無線アクセス技術についてのネットワークまたはシステムのリスト
を提供する。
【００２５】
　本発明は、さらに、以下の手段を提供する。
【００２６】
　（項目１）
　モバイルステーションのための無線アクセスシステムを選択する方法であって、該方法
は、
　マルチモードオーバレイ情報の機能としてのマルチモードシステム選択アルゴリズムを
使用して、マルチモードモバイルステーションにおいてマルチモードシステム選択を実行
することであって、該マルチモードオーバレイ情報は複数の関連性を含み、各関連性は、
少なくとも共通の地理的領域において働くそれぞれのシステムのセットの間の関連性であ
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り、該関連性の少なくとも一部は、異なる無線アクセス技術を使用するシステムの間の関
連性である、こと
　を包含する、方法。
【００２７】
　（項目２）
　上記マルチモードモバイルステーションにおいて、上記マルチモードオーバレイ情報を
格納することをさらに包含する、項目１に記載の方法。
【００２８】
　（項目３）
　上記マルチモードオーバレイ情報は、各関連性について、上記それぞれのシステムのセ
ットに対する識別パラメータを含む、項目１または２に記載の方法。
【００２９】
　（項目４）
　少なくとも１つの符号分割多元接続「ＣＤＭＡ」システムに対する上記識別パラメータ
は、
　システム識別子「ＳＩＤ」と、ＳＩＤおよびネットワーク識別子「ＮＩＤ」と、モバイ
ルカントリーコード「ＭＣＣ」と、ＭＣＣおよびモバイルネットワークコード「ＭＮＣ」
とのうちの、少なくとも１つを含み、
　少なくとも１つのモバイル通信用グローバルシステム／汎用パケット無線サービス／ユ
ニバーサルモバイル電気通信システム「ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ」システムは、
　ＭＣＣと、ＭＣＣおよびＭＮＣと、ＭＣＣ、ＭＮＣおよびロケーションエリアコード「
ＬＡＣ」とのうちの少なくとも１つを含む、項目３に記載の方法。
【００３０】
　（項目５）
　上記マルチモードオーバレイ情報は、各システムについてそれぞれのオーバレイグルー
プ番号を含み、同一のオーバレイグループ番号を有するシステムは、上記関連性のうちの
１つの上記それぞれのシステムのセットを含む、項目１～４のいずれか１項に記載の方法
。
【００３１】
　（項目６）
　少なくとも１つの無線アクセス技術について無線アクセス技術特有のシステム選択情報
を格納することと、
　無線アクセス技術特有のシステム選択アルゴリズムを使用してシステム選択を実行する
ことと
　をさらに包含する、項目１～５のいずれか１項に記載の方法。
【００３２】
　（項目７）
　上記少なくとも１つの無線アクセス技術について無線アクセス技術特有のシステム選択
情報を格納することと、上記無線アクセス技術特有のシステム選択アルゴリズムを使用し
てシステム選択を実行することとは、
　ＣＤＭＡについては、好ましいローミングリスト「ＣＤＭＡ　ＰＲＬ」を格納し、該Ｃ
ＤＭＡ　ＰＲＬを使用してＣＤＭＡシステム選択を実行することと、
　ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳについては、公衆陸上モバイルネットワーク「ＰＬＭＮ」
リストを格納し、該ＰＬＭＮリストを使用してシステム選択を実行することと
　を包含する、項目６に記載の方法。
【００３３】
　（項目８）
　上記マルチモードオーバレイ情報は、各関連性のシステムに優先順位をつける、各シス
テムについての優先順位情報を含む、項目１～７のいずれか１項に記載の方法。
【００３４】
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　（項目９）
　上記マルチモードオーバレイ情報の機能としてのマルチモードシステム選択アルゴリズ
ムを使用して、マルチモードシステム選択を実行する、上記マルチモードモバイルステー
ションは、
　最も最近に使用された無線アクセス技術「ＲＡＴ」と、デフォルト無線アクセス技術と
のうちの１つを使用して、システムの獲得を試みることと、
　特定のシステムを獲得してから、該マルチモードオーバレイ情報からシステム情報を決
定することと、
　上記システムのセットにおいて異なるＲＡＴを使用し、かつ該特定のシステムよりも高
い優先順位を有する、別のシステムがあるかどうかを決定することと、
　より高い優先順位のシステムがある場合には、該より高い優先順位のシステムを獲得す
ることと
　を包含する、項目８に記載の方法。
【００３５】
　（項目１０）
　上記マルチモードオーバレイ情報の機能としてのマルチモードシステム選択アルゴリズ
ムを使用して、マルチモードシステム選択を実行する、上記マルチモードモバイルステー
ションは、
　該マルチモードオーバレイ情報の上記システムのセットのうちの１つに含まれるシステ
ムを獲得してから、より高い優先順位のシステムがある場合には、上記特定のシステムよ
りも高い優先順位を有する、該システムのセットにおける別のシステムに接続することを
定期的に試みること
　を包含する、項目８または９に記載の方法。
【００３６】
　（項目１１）
　上記マルチモードオーバレイ情報は、より高い優先順位のシステムをどのくらいの頻度
で探索するかを定義する、各システムについてのより高い優先順位システムの探索時間を
含む、項目８～１０のいずれか１項に記載の方法。
【００３７】
　（項目１２）
　上記マルチモードオーバレイ情報は、システムについて実行されるべき探索に関するタ
イミング情報を含み、上記システム選択を実行することは、該タイミング情報に従ってシ
ステムの探索を実行することを含む、項目１～７のいずれか１項に記載の方法。
【００３８】
　（項目１３）
　上記タイミング情報は、
　実際のタイマー値を示すビットのセットと、
　所定の値によってオフセットされる実際のタイマー値を示すビットのセットと、
　タイマー値のテーブルの中にインデックスするビットのセットと
　のうちの少なくとも１つを含む、項目１２に記載の方法。
【００３９】
　（項目１４）
　上記タイミング情報は、上記マルチモードオーバレイ情報において識別された各システ
ムに関するものであり、該タイミング情報は、所与のシステムについて、そのシステムが
獲得される間に、
　該所与のシステムよりも高い優先順位を有し、かつ該所与のシステムの上記ＲＡＴとは
異なるＲＡＴを有するシステムを、どのくらいの頻度で探索すべきかと、
　該所与のシステムよりも高い優先順位を有し、かつ該所与のシステムの該ＲＡＴとは異
なるＲＡＴを有するシステムを、どのくらいの頻度で探索すべきかであって、少なくとも
一部のシステムについて、複数のタイミング情報が、それぞれのより高い優先順位のシス
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テムについて各々指定されることと
　のうちの少なくとも１つを示す、項目１２または１３に記載の方法。
【００４０】
　（項目１５）
　上記タイミング情報は、探索されるべき各システムに関するものであり、該タイミング
情報は、上記マルチモードオーバレイ情報に含まれる所与のタイプのシステムについて時
間を指定し、該時間は、現在のシステムよりも高い優先順位のシステムとしてこのタイプ
のシステムを探索するときの、モバイルステーションが使用すべきこのタイプのシステム
についての探索の間の時間である、項目１２に記載の方法。
【００４１】
　（項目１６）
　上記タイミング情報は、上記システムの一部ではあるが必ずしもすべてではないシステ
ムに関して提供され、該タイミング情報は、どのシステムについてタイミング情報が提供
されるかの指示を含む、項目１２～１５のいずれか１項に記載の方法。
【００４２】
　（項目１７）
　上記マルチモードモバイルステーションにおいて、無線で上記マルチモードオーバレイ
情報を受信することをさらに包含し、該無線で該マルチモードオーバレイ情報を受信する
ことは、
　上記システムが属する上記関連性を識別するグループ識別子と、
　該システムのタイプと、少なくとも１つの識別パラメータとを識別する、システムタイ
プと、
　該システムの相対的優先順位を示す優先順位情報と、
　探索タイミング情報と
　を各システムについて受信することを包含する、項目１～１６のいずれか１項に記載の
方法。
【００４３】
　（項目１８）
　上記システムについてのマルチモードオーバレイ情報は、
　少なくとも１つの共通の地理的場所における他のシステムとの該システムの関連性を定
義するオーバレイグループ情報と、
　該システムのタイプと、少なくとも１つの識別パラメータとを識別する、システムタイ
プと、
　システムについて実行されるべき探索に関するイントラグループオーバレイ優先順位タ
イミング情報と
　を含む、項目１～１７のいずれか１項に記載の方法。
【００４４】
　（項目１９）
　装置であって、
　項目１～１８のいずれか１項に記載の方法を実行するためのマルチモードシステム選択
機能手段と、
　マルチモードオーバレイ情報を格納するメモリと、
　１つ以上の無線アクセス技術を有するシステムにアクセスするワイヤレスアクセス無線
と
　を備える、装置。
【００４５】
　（項目２０）
　コンピュータ可読媒体であって、コンピューティングデバイスに項目１～１８のいずれ
か１項に記載の方法を実行させるための、該コンピューティングデバイスのプロセッサに
よって実行可能なプログラム命令を格納する、コンピュータ可読媒体。
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【００４６】
　（摘要）
　マルチモードオーバレイ情報の機能としてのマルチモードシステム選択アルゴリズムを
使用して、マルチモードモバイルステーションがマルチモードシステム選択を実行するた
めの方法が提供される。マルチモードオーバレイ情報は複数の関連性を含み、各関連性は
、少なくとも共通の地理的領域において働くそれぞれのシステムのセットの間の関連性で
あり、該関連性の少なくとも一部は、異なる無線アクセス技術を使用するシステムの間の
関連性である。システムが、複数の関連性を含むマルチモードオーバレイ情報を準備し、
該マルチモードオーバレイ情報を該モバイルステーションに送信するための方法もまた提
供される。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
　実施形態は、本明細書中において、添付される図面を参照して記述される。
【図１】図１は、本出願の実施形態に従った、マルチモードモバイルステーションのブロ
ック図である。
【図２】図２は、本出願の実施形態に従った、ＣＤＭＡおよびＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴ
Ｓモードで動作するマルチモードモバイルステーションのブロック図である。
【図３】図３は、マルチモードオーバレイ情報を含む表の実施例である。
【図４】図４は、図３のマルチモードオーバレイ情報がどのようにダウンロードされ得る
かを示す表のセットである。
【図５Ａ】図５Ａは、モバイルステーションが、システムにそのマルチモードの性能は何
かということを信号で知らせる、例示的なデータ構造を示す表のセットである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、モバイルステーションが、システムにそのマルチモードの性能は何
かということを信号で知らせる、例示的なデータ構造を示す表のセットである。
【図６Ａ】図６Ａは、システムを選択する際にモバイルステーションを補助する例示的な
データ構造を示す表のセットである。
【図６Ｂ】図６Ｂは、システムを選択する際にモバイルステーションを補助する例示的な
データ構造を示す表のセットである。
【図７】図７は、システム選択を実行する例示的な方法の詳細な流れ図である。
【図８】図８は、本出願の実施形態に従った、マルチモードモバイルデバイスのブロック
図である。
【図９】図９は、本出願の実施形態に従った、マルチモードモバイルワイヤレスデバイス
のブロック図である。
【図１０】図１０は、例示的なモバイル通信デバイスのブロック図である。
【図１１】図１１は、マルチモードオーバレイ情報を準備するための、通常の方法の流れ
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　ここで図１を参照すると、モバイルステーション８の実施例のブロック図が示される。
モバイルステーション８は、メモリを有し、該メモリに複数の無線アクセス技術に対する
無線アクセス技術に特有のネットワーク選択情報１０～１２を格納する。さらに、各無線
アクセス技術に対して、それぞれの無線アクセス技術に特有のネットワーク選択アルゴリ
ズム１４～１６が存在する。マルチモードオーバレイ情報１８もまた示され、それはマル
チモードモバイルステーション８およびマルチモードシステム選択アルゴリズム１９上の
メモリに格納される。勿論、モバイルステーション８は、他の機能性を有するが、図面を
簡潔にするために示されてはいない。これは、例えば、アクセス無線と、プロセッサと、
メモリと、アンテナとなどを含み得る。無線アクセス技術に特有のネットワーク選択アル
ゴリズム１４～１６およびマルチモードネットワーク選択アルゴリズム１９は、例えばソ
フトウェア、ハードウェアおよびファームウェアの適切な組み合わせのうちの１つを用い
てインプリメントされ得る。
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【００４９】
　動作において、各無線アクセス技術（ＲＡＴ）に対して、その技術に対するネットワー
ク選択を実行するために、無線アクセス技術に特有のネットワーク選択情報１０～１２お
よび無線アクセス技術に特有のネットワーク選択アルゴリズム１４～１６は、連携して従
来の様式で作用する。それと同時に、マルチモードネットワーク選択アルゴリズム１９は
、マルチモードオーバレイ情報１８に応じて動作して、複数の異なる無線アクセス技術の
選択がなされることを必要とするネットワーク選択を実行する。
【００５０】
　ここで図２を参照すると、図１のマルチモードモバイルステーションの特定の実施例が
示され、図２におけるモバイルステーションは、通常は２５と示され、ＣＤＭＡ無線アク
セス技術およびＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ無線アクセス技術を用いて動作するように装
備される。ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳに対して、モバイルステーションは、ＧＳＭ／Ｇ
ＰＲＳ／ＵＭＴＳのＰＬＭＮリスト２０を有し、ＣＤＭＡに対して、該モバイルステーシ
ョンは、ＣＤＭＡ　ＰＲＬ２２を有する。ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳネットワーク選択
アルゴリズム２４が存在し、これは、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳのＰＬＭＮリスト２０
を用いてネットワーク選択を実行するように動作し、かつＣＤＭＡネットワーク選択アル
ゴリズム２６が存在し、ＣＤＭＡ　ＰＲＬ２２を用いてＣＤＭＡネットワーク選択を実行
する。マルチモードオーバレイ情報２８およびマルチモードネットワーク選択アルゴリズ
ム３０もまた示され、これは、ＣＤＭＡとＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ無線アクセス技術
との間の選択を実行する。
【００５１】
　ここで図３を参照すると、表４１にまとめられたマルチモードオーバレイ情報の非常に
特定された実施例が示される。この表は、オーバレイグループにまとめられた幾つかのシ
ステムを含み、例示される実施例には４０および４２という２つのオーバレイグループが
示される。各オーバレイグループは、それぞれのシステムのセットの間の関連性を表示す
る。システムのセットの各システムは、１つ以上の異なるＲＡＴタイプを含む。従って、
一部のインプリメンテーションにおいて、共通の地理的領域における１つより多いシステ
ムは、同一のＲＡＴタイプを有し得、モバイルステーションが、幾つかのシステムのうち
の１つにおいて特定のＲＡＴを選択することを可能にする。
【００５２】
　表４１は、「インデックス」４３、「オーバレイグループナンバー」４５、「イントラ
グループ優先度」４４、「より高い優先度のネットワークの探索時間（実施例１）」４６
、および「より高い優先度のネットワークの探索時間（実施例２）」４７というヘディン
グで識別されるコラムを有する。「システム情報」というヘディングを有する別のコラム
は、さらなるヘディング「システムタイプ」４８および「特定情報」４９を含む。「シス
テムタイプ」コラム４８は、列挙された各システムに対するシステムのタイプを識別する
。システムのタイプは、例えばＣＤＭＡ、およびＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＵＭＴＳ、およびＷ
ＬＡＮを含み得る。一部の実施形態において、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳは、単一のシ
ステムタイプとして一緒に分類される。さらに一般的には、様々なシステムタイプを識別
する任意の適切なメカニズムが用いられ得る。
【００５３】
　第１のオーバレイグループ４０は、「オーバレイグループナンバー」コラム４５におい
て「０」によって識別され、３つの異なるシステム、すなわちＣＤＭＡシステムとＧＳＭ
システムとＵＭＴＳシステムとを含む。具体的には、「特定情報」コラム４９において識
別されるように、これらは、ＳＩＤ／ＮＩＤ（システム識別子／ネットワーク識別子）（
６、１）を有するＣＤＭＡと、ＭＣＣ／ＭＮＣ／ＬＡＣ（モバイル国コード／モバイルネ
ットワークコード／位置領域コード）３５０／２２／２を有するＧＳＭシステムと、ＭＣ
Ｃ／ＭＮＣ／ＬＡＣ３５０／２２／３を有するＵＭＴＳシステムとである。第２のオーバ
レイグループ４２は、「オーバレイグループナンバー」コラム４５において「１」によっ
て識別され、３つのシステムを含み、これらのシステムは、ＣＤＭＡシステムと、ＧＳＭ
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システムと、ワイヤレスＬＡＮとから成る。具体的には、「特定情報」コラム４９におい
て識別されるように、これらは、ＳＩＤ／ＮＩＤ（６、２）を有するＣＤＭＡシステムと
、ＭＣＣ／ＭＮＣ／ＬＡＣ３５０／２２／３を有するＧＳＭシステムと、ＳＳＩＤ（サー
ビスセット識別子）を有するＷＬＡＮシステムとである。それぞれのシステムに対して、
識別パラメータのそれぞれのセットが存在する。例示される特定の実施例において、各Ｃ
ＤＭＡシステムに対して、識別パラメータは、ＳＩＤおよびＮＩＤを含む。一部の実施形
態において、ＣＤＭＡシステムに対する追加の識別パラメータは、ＭＣＣおよびＭＮＣを
含む。例示された実施例における各ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムに対して、識別
パラメータは、ＭＣＣと、ＭＮＣとＬＡＣとを含む。一部の実施形態において、ＧＳＭ／
ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムに対する識別パラメータは、ＭＣＣのみ、またはＭＣＣおよ
びＭＮＣを含む。最後に、ワイヤレスＬＡＮに対して、識別パラメータは、ＳＳＩＤから
成る。一部の実施形態において、マルチモードオーバレイ情報は、図３のコラム４４に示
されるように、イントラオーバレイグループ優先度情報を含む。オーバレイグループ内の
システムの相対的な優先度を示すために、任意の適切なメカニズムが用いられ得る。例示
される実施例において、２つの異なる優先度のみが列挙されており、これらの優先度は、
表中で連続して順序立てられた記録に関連する。さらに具体的には、所定のシステムに対
する「モア（ｍｏｒｅ）」という表示は、システムが、表中において前出のシステムより
もより高い優先度を有することを意味し、一方で、「同一（ｓａｍｅ）」という表示は、
表中において前出のシステムと同一の優先度を有することを意味する。
【００５４】
　例示された実施例のオーバレイグループ４０において、最も高い優先度（ＣＤＭＡ）を
有するシステムは、イントラグループオーバレイ優先度識別の「モア」を有し、他の２つ
のシステム（ＧＳＭ、ＵＭＴＳ）は、イントラグループオーバレイ優先度識別の「同一」
を有し、それは該２つのシステムが同様の下位の優先度を有するからである。例示された
実施例のオーバレイグループ４２において、最も高い優先度（ＣＤＭＡ）を有するシステ
ムは、イントラグループオーバレイ優先度識別の「モア」を有する。最も高い優先度のシ
ステム（ＣＤＭＡ）よりも低い優先度を有するが、最も低い優先度を有するシステム（Ｗ
ＬＡＮ）よりも高い優先度のシステム（ＧＳＭ）もまた、イントラグループオーバレイ優
先度識別の「モア」を有する。最も低い優先度（ＷＬＡＮ）を有するシステムは、イント
ラグループオーバレイ優先度識別の「同一」を有する。
【００５５】
　一部の実施形態において、マルチモードオーバレイ情報は、様々なシステムタイプに対
して実施されるべき探索のタイミングを特定するタイミング情報を含む。このタイミング
情報は、様々な形態で到達し得る。一部の実施形態において、タイミング情報は、実際の
タイマー値を例えば「分」で示す一連のビットである。一部の実施形態において、タイミ
ング情報は、所定の値によってオフセットされた実際のタイマー値、例えば分を示す一連
のビットである。例えば、タイマーが、２より小さな値を有する場合には、タイマー値は
、２によってオフセットされ得（すなわち、タイミング情報は、用いられるべきタイマー
値から２を引いたものと等しい）、その結果としてより少ないビットがタイミング情報を
伝達するために用いられる。一部の実施形態において、タイミング情報は、一連のタイマ
ー値を含むモバイルステーション上に先立って格納された表にインデックスを作る、一連
のビットである。
【００５６】
　一部の実施形態において、タイマー情報は、マルチモードオーバレイ情報において識別
された各システムに関連する。一部の実施形態において、タイマー情報は、所定のシステ
ムに対して、どの程度の頻度で所定のシステムよりもより高い優先度を有するシステムに
対して探索を行うか、および所定のシステムのＲＡＴとは異なるＲＡＴを用いて探索を行
うかということが示され、それと同時にそのシステムが入手される。このアプローチの実
施例は、図３の「より高い優先度のネットワークの探索時間（実施例１）」と題したコラ
ム４６に示される。コラム４６は、表に列挙された各システムに対して、どの程度の頻度
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でより高い優先度のシステムを探すかを示すパラメータを含む。例えば、所定のモバイル
ステーションが、ＭＣＣ＝３５０、ＭＮＣ＝２２およびＬＡＣ＝３で識別されるＵＭＴＳ
システムを獲得する一方で、モバイルステーションが、異なるＲＡＴタイプのより高い優
先度のシステムを５分ごとに探すことを、表に特有のパラメータは規定する。この場合に
おいて、モバイルステーションは、ＣＤＭＡシステムを探索する。同様に、所定のモバイ
ルステーションが、ＭＣＣ＝３５０、ＭＮＣ＝２２およびＬＡＣ＝２によって識別される
ＧＳＭシステムを獲得すると、モバイルステーションは、より高い優先度のシステム（例
示された実施例においてはＣＤＭＡシステム）を１０分ごとに探す。このアプローチは、
同一のＲＡＴのシステムに対しても、異なるタイマー値を提供するという柔軟性を提供す
る。
【００５７】
　そのようなシステムに対して、一部の実施形態において、タイマーが満了するときには
、より高い優先度のシステムの全ては、例えば最も高い優先度のシステムで開始するため
に探索される。他の実施形態において、最も高い優先度システムのみが探索される。
【００５８】
　さらなる別のインプリメンテーションにおいて、列挙された各システムに対して、複数
のタイマーが特定され、各タイマーは、列挙されたシステムよりもより高い優先度のシス
テムのそれぞれに対する探索の期間を特定する。
【００５９】
　一部の実施形態において、タイマー情報は、探索されるべき表の各エントリに関連する
。一部の実施形態において、タイマーは、オーバレイ情報に含まれるシステムの所定のタ
イプに対して、現在のシステムよりもより高い優先度のシステムとしてこのタイプのシス
テムを探索するときに、モバイルステーションが用いるべきこのタイプのシステムの探索
の間の時間を特定する。この実施例は、図３の「より高い優先度のネットワークの探索時
間（実施例２）」と題したコラム４７に示される。
【００６０】
　コラム４７は、表中に列挙された各システムに対して、どの程度の頻度で、より高い優
先度のシステムとしてそのシステムを探すかということを示すパラメータを含む。例えば
、表中の特定のパラメータ値は、所定のモバイルステーションがＳＩＤ／ＮＩＤ＝６／１
を有するＣＤＭＡシステムを獲得しない限りは、該モバイルステーションは、ＳＩＤ／Ｎ
ＩＤ＝６／１を有するＣＤＭＡシステムを５分ごとに探索するべきであるということを規
定する。同様に、所定のモバイルステーションがＳＩＤ／ＮＩＤ＝６／１を有するＣＤＭ
Ａシステムを獲得せず、かつＭＣＣ／ＭＮＣ／ＬＡＣ＝３５０／２２／２を有するＧＳＭ
システムを獲得しない限り、該モバイルステーションは、ＭＣＣ／ＭＮＣ／ＬＡＣ＝３５
０／２２／２を有するＧＳＭシステムを１０分ごとに探索するべきである。ＵＴＭＳシス
テムが最も低い優先度を有するので、どの程度の頻度で探索が実行されるかを示した時間
は存在しない。
【００６１】
　一部の実施形態において、それぞれのタイミング情報は、あらゆる全てのネットワーク
に対して提供されるのではなく、むしろ、タイミング情報は一部のネットワークに対して
提供され、１つ以上のビットが用いられて、そのような情報の存在または不在を信号で送
る。この特定の実施例は、図６Ｂの表１３に与えられる。そのようなアプローチを用いる
と、タイミング情報は、各グループの特定のエントリ、例えば最も高い優先度のエントリ
に対しては含まれていない。一部の実施形態において、デフォルト値（例えば、各ＲＡＴ
タイプに対して定義され得る）は、タイミング情報が含まれていなかった場合には、二次
的なエントリとして用いられ得る。
【００６２】
　一部の実施形態において、マルチモードステーションがターンオンされるパワーアップ
がされると、マルチモードモバイルステーションは、例えばモバイルステーションが最近
に用いられたＲＡＴを含む有効な獲得履歴を有する場合には、ごく最近に用いられたＲＡ
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Ｔに符合するＲＡＴを探すことによって適切なシステムを探索する。そうでなければ、モ
バイルステーションは、デフォルトＲＡＴ探索セッティングを用いて適切なシステムを探
す。無線アクセス技術に特有のネットワーク選択アルゴリズムは、この時点で用いられる
。
【００６３】
　特定の使用のシナリオが、ここで図３の表における値を参照して記述され、具体的には
、「より高い優先度のネットワークの探索時間（実施例１）」４６に関連し、モバイルス
テーションは、ＣＤＭＡのデフォルトＲＡＴセッティングを有すると仮定される。モバイ
ルステーションは、ＣＤＭＡ　ＰＲＬに第１に基づいてＣＤＭＡシステムを探索する。モ
バイルステーションが、「オーバレイグループナンバー」４５において定義されるように
、オーバレイグループ「０」にある場合には、モバイルステーションは、ＣＤＭＡシステ
ムを獲得し、「システム情報」、特に「特定情報」４９を読み取り、ＳＩＤ／ＮＩＤ情報
を検索する。この実施例において、モバイルステーションは、ＳＩＤ／ＮＩＤ＝６／１を
有するＣＤＭＡシステムを獲得すると仮定される。ＳＩＤ／ＮＩＤ情報がこのようにして
獲得されたと仮定すると、モバイルステーションは、次いでマルチモードオーバレイ情報
を確認して、より高い優先度のシステムがあるかどうかを判断する。この場合において、
ＣＤＭＡが最も好ましいシステムであるので、モバイルステーションは、他のシステムを
探す必要なくしてＣＤＭＡシステムにとどまることが見受けられ得る。
【００６４】
　その一方で、モバイルステーションのデフォルトＲＡＴセッティングがＧＳＭ／ＧＰＲ
Ｓ／ＵＭＴＳである場合には、モバイルステーションは、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ　
ＰＬＭＮリストに第１に基づいて、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムを探索する。モ
バイルステーションが「オーバレイグループナンバー」４５において定義されるように、
オーバレイグループ「０」にある場合には、モバイルステーションは、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ
／ＵＭＴＳシステムを獲得し、「システム情報」、特に「特定情報」４９を読み取り、Ｍ
ＣＣ／ＭＮＣ／ＬＡＣ情報を検索する。入手が可能なＭＣＣ／ＭＮＣ／ＬＡＣ情報で、モ
バイルステーションは、マルチモードオーバレイ情報を確認することによって、領域にお
いて入手が可能なＲＡＴを知る。具体的には、モバイルステーションが、ＭＣＣ／ＭＮＣ
／ＬＡＣ＝３５０／２２／２を有するＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムを獲得したと
仮定すると、ＲＡＴタイプ情報は、オーバレイグループ「０」と関連するマルチモードオ
ーバレイ情報の中に見受けられ得る。最も好ましいシステムとして示されたＣＤＭＡシス
テム（すなわち、ＳＩＤ／ＮＩＤ＝６／１）が存在するので、モバイルステーションは、
定期的なシステム選択を実行して、ＣＤＭＡシステムを獲得しようと努める。
【００６５】
　図７は、マルチモードモバイルステーションパワーアップシステムの選択動作に対する
詳細な実施例を与える。図７の実施例に対する仮定は、モバイルステーションが、ＣＤＭ
ＡおよびＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ無線アクセス技術をサポートするデュアルモードの
モバイルステーションであるということである。
【００６６】
　マルチモードモバイルステーションがパワーアップされた後に、第１のステップ７０５
は、デフォルトモードセッティングはＣＤＭＡであるかを決定するための決定ステップで
ある。デフォルトモードセッティングがＣＤＭＡである場合（イエスパス）には、マルチ
モードモバイルステーションは、ステップ７１０において、ＰＲＬを用いてＣＤＭＡシス
テムを獲得するように試みる。ステップ７１５は、別の決定ステップであり、ＣＤＭＡシ
ステムが獲得されたかどうかを決定する。ＣＤＭＡシステムが獲得された場合（イエスパ
ス）には、マルチモードモバイルステーションは、オーバレイパラメータ表からのシステ
ム情報、例えばＳＩＤ／ＮＩＤ情報を、ステップ７２０において決定する。ステップ７２
５は、ステップ７２０に続く決定ステップであり、共通の地理的領域に対するオーバレイ
パラメータに基づいて、他のＲＡＴシステムが入手可能であるかどうかを決定する。他の
ＲＡＴシステムが入手可能である場合（イエスパス）には、ステップ７３０は、ＣＤＭＡ
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が、それらの入手可能なシステムの中で最も好ましいＲＡＴかどうかを決定する決定ステ
ップである。ＣＤＭＡが最も好ましいＲＡＴである場合（イエスパス）には、次いでマル
チモードモバイルステーションは、ステップ７３５においてＣＤＭＡシステムをアイドル
モードで監視する。ＣＤＭＡが最も好ましいＲＡＴではない場合（ステップ７３０のノー
パス）には、次いでマルチモードモバイルステーションは、定期的な探索を実行して、ス
テップ７４０において最も好ましいＲＡＴシステムを見つける。他のＲＡＴが入手可能で
はない場合（ステップ７２５のノーパス）には、マルチモードモバイルステーションは、
ステップ７３５においてアイドルモードでＣＤＭＡシステムを監視する。
【００６７】
　デフォルトモードセッティングがＣＤＭＡではない場合（ステップ７０５のノーパス）
には、ステップ７４５は、デフォルトモードセッティングがＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ
かどうかを決定するための決定ステップである。デフォルトモードが、ステップ７４５に
おいてＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳである場合（イエスパス）には、ステップ７５０にお
いて、マルチモードモバイルステーションは、ＰＬＭＮリストを用いてＧＳＭ／ＧＰＲＳ
／ＵＭＴＳシステムを獲得するように試みる。ＣＤＭＡシステムがステップ７１５におい
て獲得されなかった場合（ステップ７１５のノーパス）には、マルチモードモバイルステ
ーションは、ステップ７５０において、ＰＬＭＮリストを用いてＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭ
ＴＳシステムを獲得するように試みる。ステップ７５５は、ステップ７５０に続く決定ス
テップであり、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムが獲得されたかどうかを決定するこ
とを含む。ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムが獲得された場合（イエスパス）には、
マルチモードモバイルステーションは、ステップ７６０において、オーバレイパラメータ
の表、例えばＭＣＣ／ＭＮＣ／ＬＡＣ情報を用いてシステム情報を決定する。ＧＳＭ／Ｇ
ＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムが獲得されていない場合（ステップ７５５のノーパス）には、
マルチモードモバイルステーションは、ステップ７８０においてＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭ
ＴＳリミテッドサービスモードに入る。リミテッドサービスモードは、時にはＳＯＳモー
ドと呼ばれ、モバイルステーションが緊急サービスを呼び出すことのみを許可される緊急
モードである。ステップ７６５は、ステップ７６０に続く決定ステップであり、共通の地
理的領域に対するオーバレイパラメータに基づいて、他のＲＡＴシステムが入手可能かど
うかを決定する。他のＲＡＴシステムが入手可能である場合（イエスパス）には、ステッ
プ７７０は、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳのうちのいずれか１つが、それらの入手可能な
システムの中で最も好ましいＲＡＴかどうかを決定するための決定ステップである。ＧＳ
Ｍ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳのいずれか１つが、最も好ましいＲＡＴである場合（イエスパス
）には、マルチモードモバイルステーションは、ステップ７７５においてアイドルモード
でＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムのうちの所定の１つを監視する。ＧＳＭ／ＧＰＲ
Ｓ／ＵＭＴＳのうちのいずれの１つも、最も好ましいＲＡＴタイプではない場合（ステッ
プ７７０のノーパス）には、マルチモードモバイルステーションは、定期的な探索を実行
して、ステップ７４０において最も好ましいシステムを見つける。他のＲＡＴが入手可能
ではない場合（ステップ７６５のノーパス）には、マルチモードモバイルステーションは
、ステップ７７５においてアイドルモードでＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムのうち
の所定の１つを監視する。
【００６８】
　一部の実施形態において、１つ以上のＲＡＴタイプが、特定の地理的領域で利用可能な
場合には、オーバレイ情報は、システム構成情報のみを含む。例えば、ＣＤＭＡシステム
のみが、またはＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムのみが１つの領域で利用可能な場合
には、システムに対するオーバレイ情報は、オーバレイ情報に含まれない。これは、維持
されるオーバレイ情報の大きさを減少させる。
【００６９】
　一部の実施形態において、オーバレイ情報は、ＯＴＡＳＰ／ＯＴＡＰＡ（無線サービス
プロビジョニング／無線パラメータ管理）メッセージを用いてモバイルステーションにダ
ウンロードされる。一部の実施形態において、新たなＯＴＡＳＰ／ＯＴＡＰＡメッセージ



(18) JP 5211195 B2 2013.6.12

10

20

30

40

は、オーバレイ情報ダウンロード要求メッセージおよびオーバレイ情報ダウンロード応答
メッセージを含む。一部の実施形態において、無線プロビジョニングサーバ（ＯＴＡサー
バ）は、他の無線プロビジョニングパラメータ（例えばＰＲＬの表）とともにオーバレイ
パラメータの表のダウンローディングに責任を有し得る。例えば、ユーザが、＊２２８と
モバイルステーションでダイアルして、モバイルステーションが、無線プロビジョニング
パラメータダウンローディングを要求するということを示す場合には、ＯＴＡサーバは、
デバイスへの他の無線メッセージとともにオーバレイパラメータの表をダウンロードする
。オーバレイパラメータは、一度に、表としてダウンロードされる。
【００７０】
　図４は、そのようなメッセージのために用いられ得るフォーマットの非常に特定された
実施例を示す。
【００７１】
　表１は、ネットワークによって送信されたダウンロード要求メッセージフォーマットに
対するデータ構造の実施例である。表１は、単一のフィールドである、「ｎｕｍ＿ｏｖｅ
ｒｌａｙ＿ｇｒｏｕｐ」の識別を含み、「ｎｕｍ＿ｏｖｅｒｌａｙ＿ｇｒｏｕｐ」は、オ
ーバレイグループの数である。表１はまた、フィールドの特定の長さを４ビットと定義す
るが、より一般的には、フィールドの長さは、インプリメンテーション特有のものである
。
【００７２】
　表２～表４は、ネットワークによって送信されたダウンロード要求メッセージに含まれ
る、データ構造の実施例である。
【００７３】
　表２は、オーバレイグループのそれぞれに対して、様々なパラメータを示し、該様々な
パラメータは、それぞれのオーバレイグループを定義し、かつ様々なそれぞれのパラメー
タに関するそれぞれのフィールドの長さを定義する。様々なパラメータは、４ビットの長
さを有するグループ識別の「Ｇｒｏｕｐ＿ｉｄ」および２ビットの長さを有するシステム
タイプの「Ｓｙｓｔｅｍ＿ｔｙｐｅ」を含む。「Ｓｙｓｔｅｍ＿ｔｙｐｅ」のフォーマッ
トの特定の実施例は、図４の表３にさらに定義される。「Ｓｐｅｃｉｆｉｃ＿ｉｎｆｏ」
の特定の実施例は、図４の表４にさらに定義される。表２におけるさらなるパラメータは
、１ビットの長さを有するイントラグループ優先度の「優先順位」および７ビットの長さ
を有するより高い優先度のネットワークの探索時間の「Ｓｅａｒｃｈ＿ｔｉｍｅ」を含む
。
【００７４】
　「優先順位」フィールドは、優先度を定義する際に、表１に関して上述されるように、
例えば「モア」に対して「１」を、「同一」に対して「０」を含み得る。一部の実施形態
において、「Ｓｅａｒｃｈ＿ｔｉｍｅ」フィールドは、表１に関して上述されるように、
分単位の時間を含む。
【００７５】
　一部のインプリメンテーションにおいて、「Ｓｅａｒｃｈ＿ｔｉｍｅ」フィールドは、
より少ないビットを用いて表される。例えば、３ビットの値が、１分から６４分の間に、
「Ｓｅａｒｃｈ＿ｔｉｍｅ」を表すために以下に定義される。
【００７６】
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【数５】

　表３は、「Ｓｙｓｔｅｍ＿ｔｙｐｅ」情報の実施例を含み、該情報において、ＧＳＭシ
ステムは、「０」の値を有し、ＣＤＭＡシステムは、「１」の値を有し、ＷＬＡＮシステ
ムは、「２」の値を有し、ＵＭＴＳシステムは、「３」の値を有する。これらの値は、２
ビットのシーケンスである「００」、「０１」、「１０」および「１１」によってそれぞ
れ表され得る。システムのタイプは、表１２の中に含まれる３つのタイプに限定されるよ
うには意図されない。他のシステムのタイプは、例えばＧＰＲＳおよびＵＭＴＳを含み得
る。システムのタイプに関連付けられたビット値は、インプリメンテーション特有のもの
である。
【００７７】
　表４は、上述された「Ｓｙｓｔｅｍ＿ｔｙｐｅ」によって識別されたタイプを有するネ
ットワークに関連する、「Ｓｐｅｃｉｆｉｃ＿ｉｎｆｏ」情報の実施例を含む。ＧＳＭに
対して叙述された実施例において、特定の情報は、「ＰＬＭＮ＿ＬＡＣタイプ」フィール
ドにおけるＰＬＭＮおよびＬＡＣであり、ＰＬＭＮに対して、該フィールドは、２４ビッ
トであり、ＬＡＣに対して、該フィールドは、１６ビットである。ＣＤＭＡに対して、「
Ｓｐｅｃｉｆｉｃ＿ｉｎｆｏ」情報は、ＳＩＤタイプおよびＮＩＤタイプの情報である「
ｓｉｄ＿ｎｉｄ＿ｔｙｐｅ」を含み、ＳＩＤに対して、該フィールドは、１５ビットであ
り、ＮＩＤに対して、該フィールドは、１６ビットである。ＷＬＡＮに対して、表４にお
ける特定の情報は、ＳＳＩＤタイプ情報である「ｓｓｉｄ＿ｔｙｐｅ」であり、８ビット
の長さである。
【００７８】
　表２、３および４における様々なフィールドのビットの名前および数は、インプリメン
テーション特有であり、例示された実施例における名前および数に制限されることは意図
されないことを理解されたい。さらに、一部の実施形態において、上述のフィールドに追
加のフィールドは、無線アクセスシステム選択において有用な追加の情報を含むものに含
まれ得る。
【００７９】
　図３の表１におけるオーバレイグループナンバーは、共通の地理的領域で機能する一連
のシステムの間での関連性を定義する、非常に特定されたメカニズムである。より一般的
には、マルチモードオーバレイ情報は、複数の関連性を含み得、各関連性は、少なくとも
共通の地理的領域で機能するそれぞれの一連のシステムの間にあり得、これらの関連性は
、任意の適切なメカニズムを用いて定義され得る。
【００８０】
　上述されるように、一部の実施形態において、マルチモードシステム選択が実行される
間においても、システム選択は、無線アクセス技術に特有のシステム選択アルゴリズム（
ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｙｓｔｅｍ　
ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）を用いて平行して実行される。従って、モバ
イルステーションが、ＣＤＭＡシステムを容易に獲得すると、マルチモードシステム選択
が実行され、入手可能なＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムを識別し得、かつ、無線ア
クセス技術に特有のシステム選択が実行され、別のＣＤＭＡシステムを、例えばＰＲＬベ
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ースのアルゴリズムを用いて選択し得る。同様に、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステム
を獲得したモバイルステーションに対して、マルチモードシステム選択は、ＣＤＭＡシス
テムを探すために利用され、同時に、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳのＰＬＭＮリストが、
別のＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳシステムを探すために用いられ得る。
【００８１】
　従って、マルチモードモバイルステーションは、２つのタイプのシステム選択を行う。
システム選択の１つのタイプは、定期的なシステムを実行して最も好ましい同一のＲＡＴ
システムを見つけることである。システム選択の別のタイプは、オーバレイの地理的領域
においてインターＲＡＴシステム選択を実行することである。一部の実施形態において、
最も好ましい同一のＲＡＴシステムを見つけることは、ＣＤＭＡおよびＧＳＭ／ＧＰＲＳ
／ＵＭＴＳに対する現在の基準に従って実行される。
【００８２】
　一部の実施形態において、タイマー値が、マルチモードオーバレイ情報に基づいた探索
が、無線アクセス技術特有の探索アルゴリズムに基づいた探索として同時に実行されるこ
ととなっている場合には、無線アクセス技術に特有の探索アルゴリズムに基づいた探索に
優先順位が付与される。例えば、ＣＤＭＡシステムを獲得して、ＰＲＬは、特定の時間に
別のＣＤＭＡシステムを探索することを特定し得、マルチモードオーバレイ情報は、ＰＲ
Ｌベースの探索と同時の特定の時間において、ＵＭＴＳシステムの探索を特定し得る。こ
の場合において、ＰＲＬベースの探索に優先順位が与えられる。
【００８３】
　一部の実施形態において、それぞれのＰＬＭＮリストは、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＵＭＴＳ
のそれぞれと関連付けられる。これは、例えばマルチモードモバイルステーションにおい
て用いられるサブスクライバ識別モジュール（ＳＩＭ）カードに格納され得る。他の実施
形態において、同一のＰＬＭＮリストは、システム選択のために、ＧＳＭ、ＰＧＲＳおよ
びＵＭＴＳの１つ以上に対して用いられ得る。
【００８４】
　一部の実施形態において、モバイルステーションのマルチモードまたはマルチＲＡＴ性
能情報は、マルチモードシステム選択をサポートするために用いられる。該情報は、例え
ば新たなＣＤＭＡのＯＴＡＳＰ／ＯＴＡＰＡメッセージを加えることによってインプリメ
ントされ得る。
【００８５】
　モバイルステーションのマルチＲＡＴ性能情報の特定の実施例は、図５Ａに定義される
。
【００８６】
　一部の実施形態において、ネットワークは、モバイルステーションのマルチＲＡＴ性能
をＯＴＡＳＰ／ＯＴＡＰＡメッセージを送信することによってクエリする。一部の実施形
態において、新たなＯＴＡＳＰ／ＯＴＡＰＡメッセージは、マルチモードシステム選択（
ＭＭＳＳ）性能要求メッセージおよびマルチモードシステム選択（ＭＭＳＳ）性能応答メ
ッセージを含む。
【００８７】
　図５Ａは、表５～７を含み、表５は、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳとＣＤＭＡとＷＬＡ
Ｎとの各々をそれぞれサポートすることを示すそれぞれの行を含み、表６は、どのタイプ
のＣＤＭＡ　ＲＡＴがサポートされるかということのさらなる詳細を含み、表７は、どの
タイプのＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ　ＲＡＴがサポートされるかということのさらなる
詳細を含む。
【００８８】
　ここで表５を具体的に参照すると、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳとＣＤＭＡとＷＬＡＮ
とのそれぞれに対するタイプ特定の記録が存在する。各記録は、そのタイプがサポートさ
れているかどうかを示す「値（ｖａｌｕｅ）」フィールドを有する。例示される特定の実
施例において、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳに対して、「０」の値は、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ
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／ＵＭＴＳがサポートされていないことを示し、「１」は、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ
がサポートされていることを示す。「１」の値に対して、表７は、どの特定のＧＳＭ／Ｇ
ＰＲＳ／ＵＭＴＳのＲＡＴタイプがサポートされているかという、さらなる詳細を含む。
ＣＤＭＡに対して、「０」の値は、１ｘまたは１ｘＥＶＤＯ　ＣＤＭＡのいずれにもサポ
ートがないことを示し、「１」の値は、１ｘまたは１ｘＥＶＤＯのＣＤＭＡの１つに、ま
たはその両方に対するサポートがあることを示す。「１」の値に対して、表６は、どの特
定のＣＤＭＡ　ＲＡＴタイプがサポートされているかというさらなる詳細を含む。
【００８９】
　ＷＬＡＮに対して、「０」の値は、ＷＬＡＮがサポートされていないことを示し、「１
」の値は、ＷＬＡＮがサポートされていることを示す。
【００９０】
　表５の特定の実施例に対して、マルチＲＡＴ性能のサポートは、合計で３ビットによっ
て表され得、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳとＣＤＭＡとＷＬＡＮとのそれぞれがサポート
されているかどうかを示すために１ビットが用いられる。
【００９１】
　ここで表６を参照すると、これは、マルチＲＡＴ性能のサポートが、ＣＤＭＡがサポー
トされていることを示すさらなる情報を含む。例示される特定の実施例において、８ビッ
トのフィールドが用いられ、１ビットは、１ｘＣＤＭＡがサポートされているかどうかを
示し、１ビットは、１ｘ　ＥＶＤＯ　ＣＤＭＡがサポートされているかどうかを示す。こ
れは、識別されるべきＣＤＭＡ技術のさらなるタイプに対して利用可能な６ビットを残す
。
【００９２】
　ここで表７を参照すると、これは、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳがサポートされている
ことをマルチＲＡＴ性能のサポートが示すさらなる情報を含む。例示される特定の実施例
において、８ビットのフィールドが用いられ、１ビットは、ＧＳＭ／ＧＰＲＳがサポート
されているかどうかを示し、１ビットは、ＵＭＴＳがサポートされているかどうかを示す
。これは、識別されるべきＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ技術のさらなるタイプに対して利
用可能な６ビットを残す。
【００９３】
　ＭＭＳＳ性能要求メッセージは、ネットワークによって用いられ、モバイルステーショ
ンの構成をクエリする。一部の実施形態において、マルチＲＡＴ性能サポートは、ネット
ワークのクエリブロックタイプのうちの１つであり、例えば図５Ｂに定義される。ＭＭＳ
Ｓ性能要求メッセージを受信すると、モバイルステーションは、ＭＭＳＳ性能要求メッセ
ージに応答し、該メッセージは、サポートされるマルチＲＡＴ性能を示す。
【００９４】
　図５Ｂの表９は、マルチＲＡＴ性能サポートがどのように示され得るかという別の詳細
な実施例である。表９において、各システムタイプ、すなわちＧＳＭ、ＵＭＴＳおよびＷ
ＬＡＮに対するタイプ特定記録が存在する。例示された実施例において、９ビットのフィ
ールドが用いられ、１ビットは、ＧＳＭがサポートされているかどうかを示し、１ビット
は、ＵＴＭＳがサポートされているかどうかを示し、１ビットは、ＷＬＡＮがサポートさ
れているかどうかを示す。これは、識別されるべきＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ技術のさ
らなるタイプのために利用可能な６ビットを残す。
【００９５】
　フィールドである「ＧＳＭ＿ＳＵＰＰＯＲＴＥＤ」が「１」に設定されるときには、こ
れは、モバイルステーションがＧＳＭをサポートする能力があるということを示し、そう
でなければ、このフィールドは、「０」に設定される。フィールドである「ＵＭＴＳ＿Ｓ
ＵＰＰＯＲＴＥＤ」が「１」に設定されるときには、これは、モバイルステーションがＵ
ＭＴＳをサポートする能力があるということを示し、そうでなければ、このフィールドは
、「０」に設定される。フィールドである「ＷＬＡＮ＿ＳＵＰＰＯＲＴＥＤ」が「１」に
設定されるときには、これは、モバイルステーションがＷＬＡＮをサポートする能力があ
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るということを示し、そうでなければ、このフィールドは、「０」に設定される。
【００９６】
　ＣＤＭＡが含まれず、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳのグループからこれらのＲＡＴタイ
プを示す追加のフィールドを有するのではなく、ＧＳＭおよびＵＭＴＳは別々に示される
という点において、表９は、図５Ｂの表５とは異なる。他のインプリメンテーションにお
いて、性能サポートは、表９の特定の組み合わせに同様の方法で示され得るが、ＲＡＴタ
イプの別の組み合わせを用いる。
【００９７】
　一部の実施形態において、モバイルステーションのマルチＲＡＴ性能表示に基づいて、
システムの構成のダウンロードは、より柔軟になり得る。例えば、モバイルステーション
が、ＣＤＭＡおよびＧＳＭ／ＧＰＲＳ技術のみをサポートすると示す場合には、システム
は、他の無線アクセス技術を含む領域に対してさえも、ＣＤＭＡおよびＧＳＭ／ＧＰＲＳ
関連のシステムをダウンロードしさえすればよい。例えば、ＵＭＴＳが、さもなければ１
つ以上のオーバレイグループに含まれ得る場合であっても、システムは、ＵＭＴＳ情報を
除外し得る。図３を参照すると、ＣＤＭＡ、ＧＳＭおよびＷＬＡＮ性能を有し、ＵＭＴＳ
性能を有することのないモバイルステーションは、ＣＤＭＡ、ＧＳＭおよびＷＬＡＮのシ
ステムのみを含むマルチモードオーバレイ情報の準備済みのバージョンが送られる。これ
は、オーバレイグループ「０」からＵＭＴＳシステムを省略することを含む。これは、無
線メッセージの長さを減らし、モバイルステーションのメモリの中のパラメータストレー
ジを節約する。
【００９８】
　一部の実施形態において、モバイルステーションのマルチＲＡＴ性能の知識を用いて、
システムは、異なるシステム構成セットまたは他の情報をダウンロードし、該異なるシス
テム構成セットまたは該他の情報は、モバイルステーションが、モバイルステーションの
システム選択または他のＲＡＴ関連の機能性を容易にするために必要であり得る。
【００９９】
　ワイヤレスシステムの発展とともに、より多くの情報が、ＭＭＳＳオーバレイ情報に加
えられ得、モバイルステーションが、システム選択および他のマルチＲＡＴ関連の機能性
を実行することを容易にする。
【０１００】
　本記述は、異なるタイプの無線アクセス技術システムにアクセスする性能を有するマル
チモードモバイルステーションに焦点を合わせた。既存のマルチモードモバイルステーシ
ョンは、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＵＭＴＳ、ＷＬＡＮの１つ以上およびＣＤＭＡの性能の組み
合わせを有するモバイルステーションを含む。より一般的には、他の実施形態が、他のＲ
ＡＴタイプおよび上記に列挙されるものを利用するマルチモードモバイルステーションに
適用可能である。
【０１０１】
　一部のインプリメンテーションにおいて、ＭＳＰＬ（ＭＭＳＳシステム優先順位リスト
）は、システムの選択の際にはマルチモードモバイルステーションを助ける。ＭＳＰＬは
、セルラーシステムの優先的なリストである。一部の実施形態において、セルラーシステ
ムは、ＣＤＭＡ２０００システムおよびノンＣＤＭＡ２０００システムである。一部の実
施形態において、システムが選択されると、マルチモードモバイルステーションは、選択
されたシステムがネットワークを獲得するために標準的なネットワーク選択の手順に従う
。一部の実施形態において、ＭＳＰＬは、ＯＴＡＳＰを用いるマルチモードモバイルステ
ーションに送信される。一部の実施形態において、マルチモードモバイルステーションが
ターンオフされているときには、ＭＳＰＬは、マルチモードモバイルステーションによっ
て保持される。一部の実施形態において、図３に関連して上記に紹介されたタイマーは、
ＭＳＰＬにタイミング情報を提供する。
【０１０２】
　図６Ａおよび図６Ｂは、表１０～表１３を含み、該表は、ＭＳＰＬをさらに詳細に記述
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するために使用されるデータ構造の例である。表１０は、サイズと、識別方法と、ＭＳＰ
Ｌのコンテンツとに関する情報を含む。表１１と表１３とは、ＭＳＰＬにおけるＭＳＰＬ
レコードのそれぞれに関する情報を含み、表１２は、表１１と表１３における情報をさら
に定義する情報を含む。
【０１０３】
　表１０は、ＭＳＰＬにおいて含まれる情報の例である。ＭＳＰＬの例は、複数のフィー
ルドを含み、該フィールドは、サイズと、特定の識別と、ＭＳＰＬにおけるレコードの数
とを定義する。表１０はまた、各フィールドに対して、それぞれのサイズをビット単位で
表示する。特定のフィールドのサイズは、表１０において識別されるが、その結果、その
フィールドのサイズとＭＳＰＬ全体のサイズとは、実装に特有である。
【０１０４】
　表１０における第１のフィールドは、「ＭＳＰＬ＿ＳＩＺＥ」である。「ＭＳＰＬ＿Ｓ
ＩＺＥ」フィールドは、ＭＳＰＬのサイズを定義する。一部の実施形態において、このフ
ィールドは、「ＭＳＰＬ＿ＳＩＺＥ」フィールドを含むＭＳＰＬの全体のサイズに対して
、オクテットで設定される。図示された例において、このフィールドは、８ビットの長さ
である。
【０１０５】
　第２のフィールドは、「ＭＳＰＬ＿ＩＤ」である。「ＭＳＰＬ＿ＩＤ」フィールドは、
ＭＳＰＬの識別を定義する。一部の実施形態において、マルチモードモバイルステーショ
ンは、ベースステーションによってＭＳＰＬに対して割り当てられたＭＳＰＬ識別の値に
対して、このフィールドを設定する。図示された例において、このフィールドは、４ビッ
トの長さである。
【０１０６】
　第３のフィールドは、「ＮＵＭ＿ＭＳＰＬ＿ＲＥＣＳ」である。「ＮＵＭ＿ＭＳＰＬ＿
ＲＥＣＳ」フィールドは、ＭＭＳＳシステムの優先度のレコードの数を定義する。このフ
ィールドは、ＭＳＰＬに含まれている、ＭＭＳＳシステムの優先度のレコードの数に対し
て設定される。図示された例において、このフィールドは、８ビットの長さである。
【０１０７】
　ＭＭＳＳ優先度のレコードの特定の例は、表１１において示されている。「ＮＵＭ＿Ｍ
ＳＰＬ＿ＲＥＣＳ」フィールドにおいて定義されるＭＭＳＳ優先度のレコードの数のそれ
ぞれに対して、表１１において含まれているフィールドのグループが現れる。
【０１０８】
　表１１における第１のフィールドは、「ＳＹＳ＿ＴＹＰＥ」である。「ＳＹＳ＿ＴＹＰ
Ｅ」フィールドは、システムタイプの識別を定義する。例えば、システムタイプは、表１
２におけるエントリに従って特定され得、該表１２は、以下で記述される。図示された例
において、このフィールドは、４ビットの長さである。
【０１０９】
　表１１における第２のフィールドは、「ＰＲＩ＿ＣＬＡＳＳ」である。「ＰＲＩ＿ＣＬ
ＡＳＳ」フィールドは、好適なシステムタイプのマルチモードモバイルステーションネッ
トワーク選択処理に対して、ネットワーク獲得の優先度を識別する。一実装例において、
「ＰＲＩ＿ＣＬＡＳＳ」フィールドにおいて、４ビットが使用されている。表１４は、「
ＰＲＩ＿ＣＬＡＳＳ」フィールドに対するオプションのリストを含む。値「００００」は
、モバイルステーションのホームネットワークを選択するためにのみ使用され、「０００
１」は、モバイルステーションのホームネットワークと好適なネットワークとのために使
用され、「００１０」は、システムにおける任意のネットワークのために使用される。図
示された例において、このフィールドは、４ビットの長さである。
【０１１０】
　表１１における第３のフィールドは、「ＳＹＳ＿ＰＲＩ」として識別される。「ＳＹＳ
＿ＰＲＩ」フィールドは、ＭＳＰＬにおけるシステムの相対的な優先度を表示する。一部
の実施形態において、相対的な優先度は、「１」ビットによって「高い」または「０」ビ
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ットによって「同じ」として表示されている。例えば、「１」の各エントリに関して、現
在のシステムタイプは、表における次のシステムタイプよりも優先度が高く、「０」の各
エントリに関して、現在のシステムタイプは、表における次のシステムタイプと同じ優先
度である。一部の実施形態において、ＭＳＰＬにおける最後のエントリは、「０」に設定
されているシステムの優先度を有する。図示された例において、このフィールドは、１ビ
ットの長さである。
【０１１１】
　表１１における第４のフィールドは、「ＨＩＧＨＥＲ＿ＰＲＩ＿ＳＲＣＨ＿ＴＩＭＥ」
である。「ＨＩＧＨＥＲ＿ＰＲＩ＿ＳＲＣＨ＿ＴＩＭＥ」フィールドは、優先度の高い探
索時間情報含む。一部の実施形態において、「ＨＩＧＨＥＲ＿ＰＲＩ＿ＳＲＣＨ＿ＴＩＭ
Ｅ」フィールドは、このタイプのシステムに対する探索の間の時間に対して設定され、現
在のシステムよりも優先度の高いシステムとして、このシステムを探索しているときに、
モバイルステーションが使用される。図示された例において、このフィールドは、７ビッ
トの長さである。他の実施形態において、「ＨＩＧＨＥＲ＿ＰＲＩ＿ＳＲＣＨ＿ＴＩＭＥ
」フィールドは、上記の形態の任意のものを有するタイミング情報を含み得る。例えば、
「ＨＩＧＨＥＲ＿ＰＲＩ＿ＳＲＣＨ＿ＴＩＭＥ」フィールドは、わずか３ビットの長さで
あり得、上記のように１分～６４分の時間を定義する。一部の実施形態において、前もっ
て導入された探索情報の任意のものが、ここで使用され得る。
【０１１２】
　表１２は、異なるタイプのシステムのリストを含み、該リストは、表１１と表１３とに
おける「ＳＹＳ＿ＴＹＰＥ」フィールドにおいて使用され得、それぞれ４ビットの値が、
異なるタイプのシステムに関連付けられている。図示された例において、ＣＤＭＡ２００
０は、関連付けられている値「００００」を有し、ＧＳＭは、関連付けられている値「０
００１」を有し、ＵＭＴＳは、関連付けられている値「００１０」を有する。一部の実施
形態において、値「０００１」は、ＧＳＭ／ＧＰＲＳと関連付けられている。システムの
タイプは、表１２において含まれている３つのタイプに限定されることを意図されていな
い。他のシステムタイプは、例えば、ＷＬＡＮと、ＧＰＲＳと、ＧＳＭとを含み得る。シ
ステムタイプと関連付けられる値は、実装に特定である。
【０１１３】
　先に示されたように、一部の実施形態において、それぞれのタイミング情報は、あらゆ
るネットワークに提供されるのではなく、むしろタイミング情報は、一部のネットワーク
に提供され、１つ以上のビットが、そのような情報の存在または不在を合図するために使
用される。このことに関する特定の例が、表１３に示されている。
【０１１４】
　表１３は、表１１と同じフィールドを含み、「ＳＲＣＨ＿ＴＩＭＥ＿ＩＮＣＬ」フィー
ルドもまた含む。「ＳＲＣＨ＿ＴＩＭＥ＿ＩＮＣＬ」フィールドは、優先度の高い探索時
間情報が、そのシステムに対して含まれるかどうかを表示する。図示された例において、
「ＳＲＣＨ＿ＴＩＭＥ＿ＩＮＣＬ」フィールドは、単一のビットによって表示される。単
一のビットが、「１」である場合に、優先度の高い探索時間情報は含まれ、単一のビット
が「０」である場合に、優先度の高い探索時間情報は含まれていない。優先度の高い探索
時間情報が、そのシステムに対して含まれているかどうかを表示する方法は、実装に特有
である。図示された例において、このフィールドは、１ビットの長さである。
【０１１５】
　表１０、表１１、表１２、表１３および表１４におけるフィールドの名前とフィールド
のビット数とは、実装に特有であり、図示された例における名前とビット数とに限定され
ることを意図されていない。例えば、表１１と表１３とにおける「ＰＲＩ＿ＣＬＡＳＳ」
フィールドは、「ＰＲＩ＿ＮＥＴ」として呼ばれ得る。
【０１１６】
　ここで、図１１は、システムが、マルチモードオーバレイ情報をモバイルステーション
に提供するための方法を記述するために使用される。
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【０１１７】
　ステップ１１１０において、システムは、マルチモードオーバレイ情報を作成する。マ
ルチモードオーバレイ情報は、複数の関連性を含み、各関連性は、それぞれのシステムの
セットの間の関連性であり、該システムは、少なくとも共通の地理的領域において働き、
関連性の少なくとも一部は、異なる無線アクセス技術を使用するシステムの間の関連性で
ある。作成されたマルチモードオーバレイ情報は、例えば、図３において上記された関連
性の形態を取り得る。
【０１１８】
　ステップ１１２０において、システムは、マルチモードオーバレイ情報をモバイルステ
ーションに送信する。一部の実施形態において、これは、図７におけるステップ７２０と
ステップ７６０との前に発生し、モバイルは、システムによって作成されたマルチモード
オーバレイ情報を利用し得る。
【０１１９】
　一部の実施形態において、マルチモードオーバレイ情報は、各モバイルステーションに
対するカスタマイズされたマルチモードオーバレイ情報を含み得、該情報は、モバイルス
テーションからのマルチモード性能情報に基づいて、モバイルステーションによってサポ
ートされた無線アクセス技術に関するシステムのみを含む。
【０１２０】
　ここで、図８を参照すると、例示的なマルチモードモバイルデバイス８１０のブロック
図が示され、該デバイスは、回路交換通信およびパケット交換通信を、別々に、または同
時に使用して通信し、マルチモードオーバレイ情報の機能としてのマルチモードシステム
選択アルゴリズムを使用して、マルチモードシステム選択を実行するように適応され、マ
ルチモードオーバレイ情報は、複数の関連性を含み、各関連性は、それぞれのシステムの
セットの間の関連性であり、該システムは、少なくとも共通の地理的領域において働き、
関連性の少なくとも一部は、異なる無線アクセス技術を使用するシステムの間の関連性で
ある。マルチモードモバイルデバイス８１０は、マルチモード選択機能８１２に結合され
るプロセッサ８１１を有する。プロセッサ８１１に結合されるメモリ８１５がまた、マル
チモードモバイルデバイス８１０に含まれる。一部の実施形態において、マルチモード選
択機能８１２は、図１および図２に関して上記された、ＲＡＴ特定ネットワーク選択アル
ゴリズムおよび／またはマルチモードネットワーク選択アルゴリズムを含む。一部の実施
形態において、メモリ８１５は、図１および図２に関して上記された、ＲＡＴ特定ネット
ワーク選択情報および／またはマルチモードオーバレイ情報を含む。
【０１２１】
　動作において、マルチモードモバイルデバイス８１０は、回路交換通信およびパケット
交換通信を、別々に、または同時に使用して通信するように適応されている。回路交換通
信は、例えば音声コールを含み得る。パケット交換通信は、任意のデータ、例えばストリ
ーミングビデオデータまたはＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）を含み得る。一局
面に従うと、マルチモード選択機能８１２は、マルチモードモバイルデバイス８１０に、
メモリ８１５に格納されたマルチモードオーバレイ情報の機能としてのマルチモードシス
テム選択アルゴリズムを使用して、マルチモードシステム選択を実行する機能性を提供す
るように動作する。どのようにしてこのことが達成されるかの例が、図７を参照して上記
されている。一部の実施形態において、マルチモード選択機能８１２は、実装されている
ソフトウェアであり、プロセッサ８１１によって実行され得る。しかしながら、さらに一
般的には、マルチモード選択機能８１２は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェ
ア、またはソフトウェアと、ハードウェアと、ファームウェアとの任意の適切な組み合わ
せとして実装され得る。
【０１２２】
　ここで、図９を参照すると、例示的なマルチモードワイヤレスデバイス９２０のブロッ
ク図が示され、該デバイスは、回路交換通信およびパケット交換通信を、別々に、または
同時に使用して通信し、マルチモードオーバレイ情報の機能としてのマルチモードシステ
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ム選択アルゴリズムを使用して、マルチモードシステム選択を実行するように適応され、
マルチモードオーバレイ情報は、複数の関連性を含み、各関連性は、それぞれのシステム
のセットの間の関連性であり、該システムは、少なくとも共通の地理的領域において働き
、関連性の少なくとも一部は、異なる無線アクセス技術を使用するシステムの間の関連性
である。マルチモードワイヤレスデバイス９２０は、ワイヤレスアクセス無線９２３とマ
ルチモード選択機能９２２とに結合されたプロセッサ９２１を有する。プロセッサ９２１
に結合されたメモリ９２５がまた、マルチモードモバイルデバイス９２０に含まれる。一
部の実施形態において、マルチモード選択機能９２２は、図１および図２に関して上記さ
れた、ＲＡＴ特定ネットワーク選択アルゴリズムおよび／またはマルチモードネットワー
ク選択アルゴリズムを含む。一部の実施形態において、メモリ９２５は、図１および図２
に関して上記された、ＲＡＴ特定ネットワーク選択情報および／またはマルチモードオー
バレイ情報を含む。
【０１２３】
　動作において、マルチモードワイヤレスデバイス９２０は、ワイヤレスアクセス無線９
２３を使用して、ワイヤレス通信ネットワーク、例えば、セルラネットワークを通じてワ
イヤレスで通信するように適応されている。マルチモードワイヤレスデバイス９２０は、
回路交換通信およびパケット交換通信を、別々に、または同時に使用して、通信するよう
に適応されている。一局面に従うと、マルチモード選択機能９２２は、マルチモードワイ
ヤレスデバイス９２０に、メモリ９２５に格納されたマルチモードオーバレイ情報の機能
としてのマルチモードシステム選択アルゴリズムを使用して、マルチモードシステム選択
を実行する機能性を提供する。一部の実施形態において、マルチモード選択機能９２２は
、実装されたソフトウェアであり、プロセッサ９２１によって実行され得る。しかしなが
ら、さらに一般的には、マルチモード選択機能９２２は、ソフトウェア、ハードウェア、
ファームウェア、またはソフトウェアと、ハードウェアと、ファームウェアとの任意の適
切な組み合わせとして実装され得る。
【０１２４】
　図８および図９のデバイスは、本明細書において記述されている局面に関する機能性を
示すのみである。理解されるべきは、実用の実装は、示された実装に対する追加機能性を
含むということである。
【０１２５】
　ここで、図１０を参照すると、モバイル通信デバイス１０００のブロック図が示され、
該デバイスは、本明細書に記述された方法に関するモバイルデバイスを実装し得る。理解
されるべきは、モバイルデバイス１０００は、例示目的のみのために、とても明確に詳細
を示されているということである。
【０１２６】
　処理デバイス（マイクロプロセッサ１０２８）は、キーボード１０１４とディスプレイ
１０２６との間に結合されているとして、概略的に示されている。マイクロプロセッサ８
２８は、ユーザによる、キーボード１０１４上のキーの作動に応答して、ディスプレイ１
０２６の動作だけでなく、モバイルデバイス１０００の全体の動作を制御する。
【０１２７】
　モバイルデバイス１０００は、ハウジングを有し、該ハウジングは、垂直方向に細長で
あり得るか、または他のサイズおよび形状を取り得る（クラムシェル状のハウジング構造
を含む）。キーボード１０１４は、モード選択キー、あるいは文章入力と電話入力との間
でスイッチするための他のハードウェアまたはソフトウェアを含み得る。
【０１２８】
　マイクロプロセッサ１０２８に加えて、モバイルデバイス１０００の他の部分が、概略
的に示されている。これらは、通信サブシステム１０７０と、短距離通信サブシステム１
００２と、キーボード１０１４と、ディスプレイ１０２６とを、他の入力／出力デバイス
であって、１セットのＬＥＤ１００４と、１セットの補助Ｉ／Ｏデバイス１００６と、シ
リアルポート１００８と、スピーカ１０１１と、マイク１０１２とを含む入力／出力デバ
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イスと共に、メモリデバイスであって、フラッシュメモリ１０１６と、ランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）１０１８とを含むメモリデバイスと共に、様々な他のデバイスサブシス
テム１０２０とを含む。モバイルデバイス１０００は、モバイルデバイス１０００のアク
ティブな素子に電力を与えるバッテリ１０２１を有し得る。一部の実施形態において、モ
バイルデバイス１０００は、双方向の無線周波（ＲＦ）通信デバイスであり、該デバイス
は、音声通信性能とデータ通信性能とを有する。さらに、一部の実施形態において、モバ
イルデバイス１０００は、インターネットを介して他のコンピュータシステムと通信する
性能を有する。
【０１２９】
　一部の実施形態において、マイクロプロセッサ１０２８によって実行されるオペレーテ
ィングシステムソフトウェアは、持続性の格納装置、例えば、フラッシュメモリ１０１６
に格納されるが、他のタイプのメモリデバイス、例えば、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）
または同様の格納要素に格納され得る。さらに、システムソフトウェア、特定のデバイス
のアプリケーション、またはそれらの一部分は、一時的に揮発性の格納装置、例えばＲＡ
Ｍ１０１８にロードされ得る。モバイルデバイス１０００によって受信された通信信号は
また、ＲＡＭ１０１８に格納され得る。
【０１３０】
　オペレーティングシステムの機能に加え、マイクロプロセッサ１０２８は、モバイルデ
バイス１０００上で、ソフトウェアのアプリケーションを実行することを可能にする。所
定のセットのソフトウェアプリケーションであって、基本デバイス動作、例えば、音声通
信モジュール１０３０Ａおよびデータ通信モジュール１０３０Ｂを制御するソフトウェア
プリケーションは、製造の間に、モバイルデバイス１０００にインストールされ得る。さ
らに、個人情報マネジャ（ＰＩＭ）アプリケーションモジュール１０３０Ｃはまた、製造
の間に、モバイルデバイス１０００にインストールされ得る。一部の実施形態において、
ＰＩＭアプリケーションは、データアイテム、例えば、電子メール、カレンダーイベント
、音声メール、アポイントメント、およびタスクアイテムを整理および管理することが可
能である。一部の実施形態において、ＰＩＭアプリケーションはまた、ワイヤレスネット
ワーク１０１０を介して、データアイテムを送信および受信することが可能である。一部
の実施形態において、ＰＩＭアプリケーションによって管理されているデータアイテムは
、ユーザの対応するデータアイテムが、ホストコンピュータシステムに格納されているか
、または関連付けられているデバイスを使用して、ワイヤレスネットワーク１０１０を介
して、一体となって、統合、同期化および更新される。さらに、他のソフトウェアモジュ
ール１０３０Ｎとして図示されている追加のソフトウェアモジュールが、製造の間にイン
ストールされ得る。
【０１３１】
　データ通信と音声通信とを含む通信機能は、通信サブシステム１０７０、場合により短
距離通信サブシステム１００２を通じて実行され得る。通信サブシステム１０７０は、レ
シーバ１０５０と、トランスミッタ１０５２と、受信アンテナ１０５４および転送アンテ
ナ１０５６として図示されているような一つ以上のアンテナとを含む。さらに、通信サブ
システム１０７０はまた、処理モジュール、例えば、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
１０５８および局所発振器（ＬＯ）１０６０を含む。通信サブシステム１０７０の特定の
設計および実装は、通信ネットワークに依存し、該ネットワークにおいて、モバイルデバ
イス７００は、動作することが意図されている。例えば、モバイルデバイス１０００の通
信サブシステム１０７０は、ＭｏｂｉｔｅｘＴＭ、ＤａｔａＴＡＣＴＭまたは汎用バケッ
ト無線サービス（ＧＰＲＳ）モバイルデータ通信ネットワークと共に動作するように設計
され、かつ、多様な音声通信ネットワークの任意のもの、例えば、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｐｈｏｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＡＭＰＳ）、Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＴＤＭＡ）、Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＣＤＭＡ）、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＰＣＳ）、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　
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Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）、などと共に動作するようにもまた設計され得
る。他のタイプのデータネットワークおよび音声ネットワークは、分離された状態でも、
かつ、統合された状態でもモバイルデバイス１０００と共にもまた使用され得る。
【０１３２】
　ネットワークアクセスは、通信システムのタイプに依存して変化し得る。例えば、Ｍｏ
ｂｉｔｅｘＴＭおよびＤａｔａＴＡＣＴＭネットワークにおいて、モバイルデバイスは、
各デバイスと関連付けられる固有の個人識別番号（ＰＩＮ）を使用して、ネットワーク上
に登録される。しかしながら、ＧＰＲＳネットワークにおいて、ネットワークアクセスは
、一般的には、加入者またはデバイスのユーザと関連付けられる。従って、ＧＰＲＳデバ
イスは、一般的には、Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ（ＳＩＭ
）カードとして、通常、呼ばれている加入者識別モジュールを有し、ＧＰＲＳネットワー
ク上において動作する。
【０１３３】
　ネットワーク登録処置または作動処置が完了したときに、モバイルデバイス１０００は
、通信ネットワーク１０１０を通じて、通信信号を送信し得、かつ、受信し得る。受信ア
ンテナ１０５４によって通信ネットワーク１０１０から受信された信号は、レシーバ１０
５０に伝送され、該レシーバは、信号増幅、周波数のダウンコンバージョン、フィルタリ
ング、チャンネル選択などを提供し、アナログからデジタルへの変換もまた提供し得る。
受信された信号をアナログからデジタルに変換することは、ＤＳＰ１０５８が、さらに複
雑な通信機能、例えば、復調および復号化を実行することを可能にする。同様の方法にお
いて、ネットワーク１０１０に転送される信号は、ＤＰＳ１０５８によって処理（例えば
、変調および符号化）され、その結果、トランスミッタ１０５２に、デジタルからアナロ
グへの変換と、周波数のアップコンバージョンと、フィルタリングと、増幅と、転送アン
テナ１０５６を介した通信ネットワーク（または複数のネットワーク）１０１０に対する
転送とを提供する。
【０１３４】
　通信信号を処理することに加え、ＤＳＰ１０５８は、レシーバ１０５０とトランスミッ
タ１０５２との制御を提供する。例えば、レシーバ１０５０とトランスミッタ１０５２と
において、通信信号に適用されるゲインは、ＤＳＰ１０５８において実装されている自動
ゲイン制御アリゴリズムを通じて、適応可能に制御され得る。
【０１３５】
　データ通信モードにおいて、受信された信号、例えば、テキストメッセージまたはウェ
ブページのダウンロードは、通信サブシステム１０７０によって処理され、マイクロプロ
セッサ１０２８に入力される。次に、受信された信号は、ディスプレイ１０２６、または
代替的に、他の補助Ｉ／Ｏデバイス１００６に出力するために、マイクロプロセッサ１０
２８によって、さらに処理される。デバイスのユーザはまた、キーボード１０１４および
／または他の補助Ｉ／Ｏデバイス１００６、例えば、タッチパッド、ロッカースイッチ、
親指コントローラ、または他のタイプの入力デバイスを使用して、データアイテム、例え
ば、電子メールメッセージを作成し得る。それから、作成されたデータアイテムは、通信
サブシステム１０７０を介して、通信ネットワーク１０１０を通じて転送され得る。
【０１３６】
　音声通信モードにおいて、デバイスの全動作は、データ通信モードと実質的に同様であ
るが、受信された信号は、スピーカ１０１１に出力され、転送される信号は、マイク１０
１２によって生成される点で異なる。代替的な音声またはオーディオＩ／Ｏサブシステム
、例えば、音声メッセージ記録サブシステムはまた、モバイルデバイス１０００上に実装
され得る。さらに、ディスプレイ１０１６はまた、音声通信モードにおいて利用され得、
例えば、呼出者のアイデンティティ、音声コールの持続期間、または音声コール関連の情
報を表示する。
【０１３７】
　短距離通信サブシステム１００２は、モバイルデバイス１０００と、付近の他のシステ
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ムまたはデバイスとの間の通信を可能にし、該デバイスは、必ずしも同様のデバイスであ
る必要はない。例えば、短距離通信サブシステムは、赤外線デバイス、ならびに関連の回
路およびコンポーネント、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈＴＭ通信モジュールを含み得、通信
のために、同様に使用可能なシステムおよびデバイスを提供する。
【０１３８】
　本出願に対する様々な改変およびバリエーションが、上記の教示を鑑みて考えられる。
従って、理解されるべきは、本明細書において特段の断りがない限り、特許請求の範囲の
範囲内において、主題は実行され得るということである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】
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