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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおけるモビリティを管理する方法であって、
　サービング・セルにおいて、隣接セル内の隣接基地局（２０）が信号強度測定オフセッ
トを送信するかどうかを判定する工程と、
　前記隣接セルが信号強度測定オフセットを送信するかどうかを示すために、前記サービ
ング・セルからユーザ機器（６０）へ第１のインジケータを送信する工程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１のインジケータは、前記隣接セルが信号強度測定オフセットを報知しないこと
を示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザ機器（６０）へ前記第１のインジケータを送信する工程は、固定部分（５２
）と動的部分（５４）とを有するシステム情報メッセージ（５０）において前記第１のイ
ンジケータを報知する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記システム情報メッセージ（５０）の前記固定部分（５２）に前記第１のインジケー
タを含める工程をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記システム情報メッセージの前記動的部分（５４）を、第２のスケジューリング・ユ
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ニットよりも高い頻度で第１のスケジューリング・ユニットが報知される複数のスケジュ
ーリング・ユニット（５８）に分割する工程と、
　前記第１のスケジューリング・ユニットに前記第１のインジケータを含める工程と、
をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザ機器（６０）へ前記第１のインジケータを送信する工程は、前記サービング
・セルから前記ユーザ機器（６０）への専用メッセージにおいて前記第１のインジケータ
を送信する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記サービング・セルと前記隣接セルとが同一の信号強度測定オフセットを用いること
を示すために、前記ユーザ機器（６０）へ第２のインジケータを送信する工程をさらに含
むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザ機器（６０）へ前記第１のインジケータを送信する工程は、前記ユーザ機器
（６０）により監視される報知制御チャネルで前記第１のインジケータを送信する工程と
、媒体アクセス制御プロトコルのデータ・ユニットにおいて前記ユーザ機器（６０）へ前
記第１のインジケータを送信する工程と、共有制御チャネルの制御メッセージにおいて前
記ユーザ機器（６０）へ前記第１のインジケータを送信する工程と、のうちの一つを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　無線通信ネットワーク（１０）におけるサービング基地局（２０）であって、
　隣接セル内の隣接基地局（２０）がユーザ機器（６０）へ信号強度測定オフセットを送
信するかどうかを判定するように構成されたコントローラ（２２）と、
　前記隣接基地局が信号強度測定オフセットを送信するかどうかを示すために、前記サー
ビング基地局（２０）から前記ユーザ機器（６０）へ第１のインジケータを送信するよう
に構成された送受信器（２８）と、
を備えることを特徴とするサービング基地局（２０）。
【請求項１０】
　前記送受信器（２８）は、固定部分（５２）と動的部分（５４）とを有するシステム情
報メッセージ（５０）において前記ユーザ機器（６０）へ前記第１のインジケータを報知
するように構成されることを特徴とする請求項９に記載のサービング基地局（２０）。
【請求項１１】
　前記コントローラ（２２）は、前記システム情報メッセージ（５０）の前記固定部分（
５２）に前記第１のインジケータを含めるように構成されることを特徴とする請求項１０
に記載のサービング基地局（２０）。
【請求項１２】
　前記システム情報メッセージ（５０）の前記動的部分（５４）は、第２のスケジューリ
ング・ユニットよりも高い頻度で第１のスケジューリング・ユニットが送信される複数の
スケジューリング・ユニット（５８）を含み、
　前記コントローラ（２２）は、前記第１のスケジューリング・ユニットに前記第１のイ
ンジケータを含めるように構成される
ことを特徴とする請求項１０に記載のサービング基地局（２０）。
【請求項１３】
　前記送受信器（２８）は前記ユーザ機器（６０）のハンドオーバの間に前記ユーザ機器
（６０）へ前記第１のインジケータを送信するように構成されることを特徴とする請求項
９に記載のサービング基地局（２０）。
【請求項１４】
　前記送受信器（２８）は、前記サービング基地局（２０）と前記隣接基地局とが同一の
信号強度測定オフセットを用いることを示すために、前記ユーザ機器（６０）へ第２のイ
ンジケータを送信するように構成されることを特徴とする請求項９に記載のサービング基
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地局（２０）。
【請求項１５】
　無線通信ネットワーク（１０）におけるモビリティを管理する方法であって、
　隣接セル内の隣接基地局に信号強度測定オフセットが適用されることをサービング基地
局（２０）から受信された第１のインジケータが示すかどうかを判定する工程と、
　前記第１のインジケータに基づいて前記隣接基地局から信号強度測定オフセットを取得
する工程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記第１のインジケータに基づいて前記隣接基地局から信号強度測定オフセットを取得
する工程は、
　　前記隣接基地局が信号強度測定オフセットを用いることを前記第１のインジケータが
示す場合に、前記隣接基地局から前記信号強度オフセットを取得する工程と、
　　前記隣接基地局が信号強度測定オフセットを用いないことを前記第１のインジケータ
が示す場合に、前記隣接基地局から信号強度オフセットを取得することを省略する工程と
、
を含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　第１の信号強度測定オフセットを用いて前記サービング基地局（２０）に関する信号強
度測定を実行する工程をさらに含み、
　前記隣接基地局から前記信号強度オフセットを取得することを省略する工程は、前記サ
ービング基地局（２０）から受信した第２のインジケータに基づいて前記隣接基地局に関
する信号強度測定を実行するために、前記第１の信号強度測定オフセットを再使用する工
程を含む
ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　アイドル・モードである間に前記第１のインジケータを受信する工程と、接続モードで
ある間に前記第１のインジケータを受信する工程と、媒体アクセス制御プロトコルのデー
タ・ユニットにおいて前記第１のインジケータを受信する工程と、共有制御チャネルの制
御メッセージにおいて前記第１のインジケータを受信する工程と、のうちの一つをさらに
含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　無線通信ネットワーク（１０）におけるユーザ機器（６０）であって、
　隣接セル内の隣接基地局（２０）が信号強度測定オフセットを用いるかどうかを示す第
１のインジケータをサービング基地局（２０）から受信するように構成された送受信器（
６８）と、
　前記第１のインジケータに基づいて前記隣接基地局から前記信号強度測定オフセットを
取得するように構成されたコントローラ（６２）と、
を備えることを特徴とするユーザ機器（６０）。
【請求項２０】
　前記コントローラ（６２）は、
　　前記隣接基地局が信号強度測定オフセットを用いることを前記第１のインジケータが
示す場合に、前記隣接基地局から前記信号強度オフセットを取得するように構成されると
ともに、
　　前記隣接基地局が信号強度測定オフセットを用いないことを前記第１のインジケータ
が示す場合に、前記隣接基地局から信号強度オフセットを取得することを省略するように
構成される
ことを特徴とする請求項１９に記載のユーザ機器（６０）。
【請求項２１】
　前記送受信器（６８）は、前記サービング基地局（２０）と前記隣接基地局とが同一の
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信号強度測定オフセットを用いることを示す第２のインジケータを前記サービング基地局
（２０）から受信するように構成されることを特徴とする請求項１９に記載のユーザ機器
（６０）。
【請求項２２】
　前記コントローラ（６２）は、前記第２のインジケータに基づいて前記隣接基地局に関
する信号強度測定を実行するために、前記同一の信号強度測定オフセットを用いるように
構成されることを特徴とする請求項２１に記載のユーザ機器（６０）。
【請求項２３】
　前記送受信器（６８）は、報知制御チャネルを通じて前記第１のインジケータを受信す
るように構成されるか又は前記サービング基地局（２０）からのシステム情報メッセージ
（５０）において前記第１のインジケータを受信するように構成されることを特徴とする
請求項１９に記載のユーザ機器（６０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線通信ネットワークに関し、特に無線通信ネットワークにおける隣接
セルのシステム情報メッセージの読み出しに関する。
【０００２】
　本出願は、「隣接セルのシステム情報の読み出し」という名称の米国仮出願番号６０／
９４４，２９３号に優先権を主張する。この仮出願は米国特許商標庁に２００７年６月１
５日に出願され、その全体をここに参照して組み込む。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信ネットワークは複数のセルを備え、それぞれのセルは基地局（ＢＳ）によりカ
バーされる。大抵のネットワークでは、基地局は、移動局（ＭＳ）のような一つのユーザ
機器がセル間を移動することを可能とするモビリティ管理機能を実行する。一般に、各セ
ル内の各基地局は、一意なビーコン又はパイロット信号を送信する。移動局は、基地局を
識別して各基地局からの信号強度を測定するために、これらの信号を用いる。その後に移
動局はこの情報を基地局に送信する。この情報に基づいて、基地局は、所与の移動局との
通信をサポートするためにどのセル又はセル群が用いられるべきかに関するモビリティを
決定する。
【０００４】
　典型的に、各セルは、移動局がネットワークを通じて移動する際に、移動局が新たなセ
ルを識別することを助けるために隣接リストを送信する。これらの隣接リストはグローバ
ル・システム・フォー・コミュニケーション（ＧＳＭ）ネットワーク及びユニバーサル・
モバイル・テレコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）ネットワークのようなネット
ワークに存在する。しかしながら、他の通信ネットワークは隣接リストを採用しないかも
しれない。例として、第３世代パートナーシップ・プロジェクトＵＭＴＳロングターム・
エボリューション（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）ネットワークとも呼ばれる発展型ＵＭＴＳ地上波
無線アクセス・ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）は、隣接リストの使用をオプションとし
ている。従って、この種のネットワークは、隣接リストを用いずにセルを検出するために
、移動局の能力に頼る必要があるかもしれない。これを達成するための様々な方法が存在
する。
【０００５】
　例えばＬＴＥネットワークでは、無線多重化方式は直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ
）に基づく。「リユース・ワン（Re-Use One）」システムである発展型ＵＭＴＳ地上波無
線アクセス・ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）は同様のアプローチを採用する。リユース
・ワン・システムとは、ネットワーク内の各セルが自身の隣接セルと同一の周波数（例え
ばＯＦＤＭにおける同一セットのサブキャリア）を用いるシステムである。これは、ＬＴ
Ｅネットワークにおいて、移動局が所与の隣接セルにより送信された信号を、別のセル内
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に位置する間に読み出せる／受信できるだろうことを意味する。しかしながら、現在のセ
ルからの干渉は強いかもしれない。
【０００６】
　例えばＵＴＲＡＮネットワークにおける移動局ベースのモビリティでは、移動局は、移
動局の現在のセルから受信したシステム情報メッセージから隣接リストを読み出すだろう
。別のセルが自身の現在のセルよりもよいことを（例えば標準規格で規定された特定の基
準に基づいて及びシステム情報メッセージに関して同様に送信されたパラメータによって
）移動局が検出した場合に、そのセルが隣接リスト内で隣接セルとして規定されていると
きは、移動局は新たなセルを選択するだろう。移動局がどの無線リソース制御（ＲＲＣ）
状態であるかに依存して、移動局が新たなセル又は状態に移ったことを示すために、移動
局は更新メッセージをネットワークに送信するかもしれない。移動局がＲＲＣのアイドル
状態である場合に、移動局は、無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ）に新たな位置を示
すメッセージを何も送信しないだろう。
【０００７】
　ネットワーク制御のモビリティについて、移動局は通常、専用メッセージでネットワー
クから隣接セル・リストを入手する。ネットワークから送信されたパラメータによるだけ
でなく、標準規格により規定された状態又は基準に基づいて、移動局が隣接セルを検出す
るごとに、移動局はネットワークへ伝送に関する測定報告を始動する。ネットワークは、
移動局が新たなセルへハンドオフされるべきかどうかを判定するために、測定報告の内容
を用いるだろう。ハンドオフされるべき場合に、新たなセルへ接続することを命じるハン
ドオーバ・メッセージが移動局に送信される。ハンドオーバの後に、ネットワークは通常
、この新たなセルの隣接基地局の識別子を反映するために、移動局の隣接リストを更新す
る。
【０００８】
　隣接セルには主に三つのカテゴリーがある。イントラ周波数の隣接セル（すなわち、隣
接セルの中心周波数が移動局の受信帯域内にある場合）、インター周波数の隣接セル（す
なわち、隣接セルの中心周波数が移動局の受信帯域外にある場合）及びインターＲＡＴの
隣接セル（すなわち、隣接セルが現在のサービング・セルで採用されるアクセス技術とは
異なるアクセス技術を用いる場合）がある。
【０００９】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮがリユース・ワン・システムであるという事実は、ＧＳＭ通信ネットワ
ークで行われているような隣接リストを明示的な隣接セルでリストにすることの必要性を
減らす。例えば、移動局は、特に現在の周波数に対して好ましい無線状況を有する隣接セ
ルからの強い信号を検出するだろう。その後に、これらのセルの基地局はハンドオーバ又
はセル再選択の候補となるだろう。
【００１０】
　従って、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークは移動局ベースのモビリティとネットワーク制御
のモビリティとの両方について移動局に頼る。特に、これらのネットワークは、隣接セル
の集合を検出するために、移動局に頼る。既存の技術はまた、再選択又は所定のセルへの
ハンドオーバを実行する際に、移動局が特定のパラメータ設定を適用することを可能にす
る。ＧＳＭネットワーク及びＵＭＴＳネットワークでは、移動局によって用いられるパラ
メータは隣接リストの一部として含まれる。
【００１１】
　Ｅ－ＵＴＲＡネットワークについて必要となるパラメータは隣接リストに含まれるもの
と同様である。よって、移動局ベースのモビリティについて、パラメータは、現在のセル
のシステム情報メッセージの一部としてオプションである隣接リストのブロードキャスト
に含まれるかもしれない。ネットワーク制御のモビリティについて、パラメータは専用測
定構成メッセージに含まれるかもしれない。または、各セルは自身の特定のパラメータを
ブロードキャストするかもしれない。その後に、移動局は隣接セルへのハンドオーバを達
成するために必要となる任意の特定のパラメータを取得するために、このセルのシステム
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情報メッセージを読み出す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、隣接セル内の基地局の信号強度を測定する際に、使用するために特定のオフ
セットが適用されるかどうかに関して、移動局（ＭＳ）のようなユーザ機器（ＵＥ）へ表
示を提供する。さらに、本発明は、隣接セルがオフセットを用いる場合に、隣接セルのオ
フセットが現在のサービング・セルのオフセットと同一であるかどうかに関する表示を提
供してもよい。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　一つの実施形態では、無線通信ネットワークのサービング・セル内の基地局は、コント
ローラと送受信器とを備える。コントローラは、隣接セル内の基地局が信号強度測定オフ
セットをＭＳに送信するかどうかを判定する。この判定に基づいて、送受信器は、隣接基
地局の信号強度を測定する際に、使用するために特定のオフセットが適用されるかどうか
を示すために、第１のインジケータをＭＳへ送信する。いくつかの実施形態では、コント
ローラはまた、隣接セルにおいて用いられるオフセットがサービング・セルにおいて用い
られるオフセットと同一であるかどうかを判定してもよい。同一である場合に、送受信器
は、二つのオフセットが同一であることを示す第２のインジケータをＭＳに送信してもよ
い。
【００１４】
　ＭＳはまた、コントローラと送受信器とを備える。ＭＳの送受信器は、第１及び第２の
インジケータが送信される場合に、これらをサービング基地局から受信する。隣接セルに
対して信号強度測定オフセットが適用されることを第１のインジケータが示す場合に、Ｍ
Ｓのコントローラは隣接基地局から信号強度測定オフセットを取得するだろう。そうでは
ない場合に、ＭＳのコントローラは、隣接基地局から信号強度測定オフセットを受信する
ことを省略するだろう。サービング・セルと隣接セルとの両方に対して同一のオフセット
が適用されることを第２のインジケータが示す場合に、ＭＳは、隣接セルにおける信号強
度測定を実行するために、サービング・セルのために取得されたオフセットを再使用する
だろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一つの実施形態における使用に適した無線通信ネットワークのいくつか
の構成要素を説明する図である。
【図２】本発明の一つの実施形態によって動作するように構成された基地局のいくつかの
構成要素を説明するブロック図である。
【図３】基地局に本発明の機能を実行させてもよい本発明の一つの実施形態による方法を
説明するフローチャートである。
【図４】本発明の一つの実施形態によるＵＥによって受信されたインジケータを運ぶよう
に構成された例示的なシステム情報メッセージを説明する図である。
【図５】本発明の一つの実施形態に従って構成されたＵＥのいくつかの構成部分を説明す
るブロック図である。
【図６】ＵＥに本発明の機能を実行させてもよい本発明の一つの実施形態による方法を説
明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の一つの実施形態では、サービング・セル内の基地局は、移動局（ＭＳ）のよう
なユーザ機器（ＵＥ）に、特定の信号強度測定オフセットが隣接セル内の基地局に適用さ
れる（apply）かどうかを示す。さらに、隣接セルがオフセットを用いる場合に、サービ
ング基地局は、隣接セルのオフセットがサービング・セルのオフセットと同一であるかど
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うかの表示を提供してもよい。
【００１７】
　隣接セルの信号強度測定にオフセットが適用されるか否かについての表示を提供するこ
とによって、ＭＳは隣接セルの情報を不必要に獲得することを回避できるようになる。こ
のようなインジケータが存在しないと、現在のセル内のＭＳは、測定オフセットを隣接セ
ルに対して用いるべきかどうかを判定するために、各隣接セルにおける報知チャネル（Ｂ
ＣＨ）又は他の情報伝播チャネルを取得しなければならない。この機能を実行することに
より、ＭＳが自身のリソースを不必要に浪費することになるかもしれない。本発明のイン
ジケータを用いて、現在のセルは、オフセットがいかなる隣接セルにも適用されないこと
を示すことができる。さらに、現在のセルは、現在のセルで採用されるのと同一のオフセ
ットを一つ以上の隣接セルが採用することを示すことができる。よって、ＭＳは、隣接セ
ルの情報の読み出しに浪費されていたであろう時間及び電力を浪費する必要がなくなる。
言い換えると、特定のオフセットが隣接セルに適用されるか否かを示すことにより、ＭＳ
は隣接セルの報知チャネルを不必要に読み出すことを回避できるようになる。
【００１８】
　図１は本発明の一つの実施形態で用いるのに適した無線通信ネットワークの概観を説明
する。ネットワークは当該技術分野で知られているいかなる通信ネットワークであっても
よいものの、図１に示されるネットワークはＬＴＥ無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ
）１０を備える。ＬＴＥ　ＲＡＮ１０のアーキテクチャは当該分野ではよく知られている
ため、本明細書では詳細に説明されない。しかしながら、ＬＴＥ　ＲＡＮ１０及びそのノ
ードの簡潔な説明が明確化のために本明細書に含まれる。
【００１９】
　ＬＴＥ　ＲＡＮ１０は１種類のノードだけ、すなわちｅノードＢとも呼ばれる基地局（
ＢＳ）２０だけを採用する。各ＢＳ２０は、一つ以上のセル１２内の一つ以上の移動局（
ＭＳ）６０にサービスを提供する。動作中、各ＢＳ２０はＭＳ６０との通信に必要とされ
る一般的な物理層機能を実行する。このような機能は、符号化／復号、変調／復調、イン
ターリービング／デインターリービングを含むがこれに限定されない。さらに一部の場合
に、ＢＳ２０は従来の無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）の機能を実行してもよく、こ
れによって、ハンドオーバの決定、無線リソースの割り当て、並びに上りリンク及び下り
リンクの両方の通信のためのスケジューリング決定に影響を与えてもよい。
【００２０】
　図２は本発明の一つの実施形態に従って動作するように構成されたＢＳ２０のいくつか
の構成要素を説明する。図２にみられるように、ＢＳ２０は、コントローラ２２、メモリ
２４、通信インタフェース２６、及びアンテナに接続された送受信器２８を備える。一つ
以上のマイクロプロセッサを備えてもよいコントローラ２２は、メモリ２４に記憶された
命令及びデータに従ってＢＳ２０の動作を制御する。インタフェース２６は、ＢＳ２０と
コア・ネットワークとの間のユーザ・トラフィック及びシグナリング・データとの両方を
運ぶＩＰベースのＳ１インタフェース（不図示）を介してＢＳ２０がコア・ネットワーク
（不図示）と通信することを可能とし、Ｘ２インタフェースを介してＢＳ２０が隣接基地
局と通信するを可能とする。一般に、Ｘ２はアクティブ・モードのモビリティをサポート
するためのシグナリング・データを運ぶものの、セル１２間の無線リソース管理機能をサ
ポートするためのシグナリング並びに動作及び管理（Ｏ＆Ｍ）データを伝えてもよい。送
受信器２８は、ＭＳ６０とサービングＢＳ２０との間のアンテナを介する無線通信を支援
する。
【００２１】
　（例えば現在のセル及び一つ以上の隣接セルについて）信号強度測定を実行するために
、ＭＳ６０は、隣接セル１２内のＢＳ２０により用いられる任意の信号強度測定オフセッ
トを取得するために、これらの隣接ＢＳ２０により報知された情報を読み出す必要がある
だろう。一般に、隣接ＢＳ２０は自身の信号強度測定オフセットを自身の報知制御チャネ
ル（ＢＣＨ）を通じてＭＳ６０に４０ｍｓ毎に報知する。受信すると、ＭＳ６０はＢＳ２
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０の信号強度測定を実行するためにオフセットを用いる。その後にＭＳ６０はこれらの測
定に基づいて測定するセルをランク付けして、この情報をハンドオーバ機能のために用い
るだろう。
【００２２】
　種々のネットワーク・セル１２のそれぞれについて信号強度測定オフセットを取得する
ことにより、遅延を生成し得る。特に、ＭＳ６０は隣接セルのそれぞれからオフセット情
報を取得し読み出さなければならないかもしれない。従って、本発明は、信号強度測定オ
フセットが隣接セル１２内のＢＳ２０に適用されるかどうかについての表示をＭＳ６０に
提供する。特に、サービングＢＳ２０のコントローラ２２は、個別の信号強度測定オフセ
ットが隣接ＢＳ２０に適用されるかどうかを示すためのインジケータを生成してＭＳ６０
に送信する。適用される場合に、コントローラ２２はまた、これらのオフセットがＭＳ６
０の現在のセルのためのオフセットと同一であるかどうかを示すインジケータを生成して
送信してもよい。このようなインジケータをＭＳ６０に提供することによって、測定オフ
セットが隣接セル１２に用いられるべきかどうかを判定するために、ＭＳ６０がこのセル
の報知チャネルを読み出す必要を回避できる。。
【００２３】
　図３は本発明の一つの実施形態によるＭＳ６０への表示を生成して送信する方法３０を
説明するフローチャートである。現在ＭＳ６０にサービスを提供するＢＳ２０が方法３０
を実行してもよい。
【００２４】
　方法３０は、隣接セル１２内の所与の隣接ＢＳ２０が信号強度測定オフセットを用いる
かどうかをコントローラ２２が判定すること（ボックス３２）から始まる。この情報は例
えばＸ２インタフェースを介してサービングＢＳ２０と隣接ＢＳ２０との間で共有されて
もよい。隣接ＢＳ２０がオフセットを用いない場合に、サービングＢＳ２０におけるコン
トローラ２２は、隣接ＢＳ２０がオフセットを採用しないことを示す第１のインジケータ
を生成してもよく（ボックス３４）、送受信器２８を介してこのインジケータをＭＳ６０
に送信してもよい（ボックス４２）。隣接ＢＳ２０がオフセットを用いる場合に、コント
ローラ２２は、隣接ＢＳ２０がオフセットを採用することを示す第１のインジケータを生
成するだろう（ボックス３６）。いくつかの実施形態では、サービングＢＳ２０内のコン
トローラ２２はまた、サービングＢＳ２０が用いているのと同一のオフセットが隣接ＢＳ
２０により用いられているかどうかを判定してもよい（ボックス３８）。用いられていな
い場合に、コントローラは第１のインジケータだけをＭＳ６０に送信してもよい。用いら
れている場合に、コントローラ２２は、オフセットが同一であることを示す第２のインジ
ケータを生成して、送受信器２８を介してＭＳ６０にこれを送信してもよい（ボックス４
２）。
【００２５】
　ＭＳ６０へインジケータを送信することは、当該技術分野で知られている任意の手段を
用いて達成されてもよい。しかしながら、図４にみられる一つの実施形態では、サービン
グＢＳ２０は、ＭＳ６０への報知されるシステム情報メッセージ５０と一緒にインジケー
タを送信する。特に、システム情報メッセージ５０は二つの部分すなわち固定部分５２と
動的部分５４とに分割される。システム情報メッセージ５０の固定部分５０は事前に決定
された方法で送信される。ＬＴＥ　ＲＡＮ１０のようなＬＴＥネットワークでは、固定部
分５２はＢＣＨトランスポート・チャネルに対応する。
【００２６】
　報知情報は、ＭＳ６０へ通常は送信される任意の情報を含んでもよいが、この実施形態
では、固定部分５２は、コントローラ２２により生成されたインジケータの一方又は両方
を運ぶスロット５６をも含む。よって、本発明に従って構成されたサービングＢＳ２０は
、任意のオフセットが用いられる場合に、自身の隣接ＢＳ２０についての信号強度測定オ
フセットに関する情報を運んでもよい。さらに、サービングＢＳ２０は、隣接ＢＳ２０の
信号強度を測定する際にＭＳ６０により用いられるべき個別オフセットを識別してもよい
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。従って、いかなる隣接セル１２にもオフセットが適用されない場合に、信号強度測定の
実行の一部としてＭＳ６０が隣接セルの報知情報を読み出す必要はない。
【００２７】
　別の実施形態では、ＢＳ２０はシステム情報メッセージ５０の動的部分５４にインジケ
ータを含める。システム情報メッセージ５０の動的部分５４は、下りリンク共有チャネル
（ＤＬ－ＳＣＨ）を用いて送信されると想定される。送信は通常のデータ送信に類似し、
略一定間隔で繰り返される。しかしながら、システム情報メッセージ５０の動的部分５４
で送信される情報の一部はタイム・クリティカルであってもよく、動的部分５４の情報の
他の部分がそうでなくてもよい。このようなものとして、タイム・クリティカルな情報ほ
どシステム情報メッセージ５０内で高い頻度で繰り返されてもよい。本発明の一つの実施
形態によれば、インジケータは、よりタイム・クリティカルな情報で送信されてもよい。
【００２８】
　これを達成するために、システム情報メッセージ５０の動的部分５４は複数のスケジュ
ーリング・ユニット５８に分割され、スケジューリング・ユニット５８は図４において５
８ａ－５８ｆの符号が付される。一般に、第１のスケジューリング・ユニットｎに対応す
る情報は、よりタイム・クリティカルであり、第２のスケジューリング・ユニットｎ＋１
に対応する情報よりも高い頻度で繰り返されるべきである。例として、スケジューリング
・ユニット５８ａは、およそ８０ｍｓごとに一度繰り返されてもよく、隣接セル１２の制
御チャネルにキャンプするためにＭＳ６０が読み出す必要があるだろう情報を含んでもよ
い。しかしながら、スケジューリング・ユニット５８ｂ－ｆは、８０ｍｓよりも長い間隔
で送信されてもよいだろうし、スケジューリング・ユニット５８ａ内の情報ほどはタイム
・クリティカルでない情報を含んでもよいだろう。従って、本発明の一つの実施形態では
、隣接ＢＳ２０が信号測定オフセットを用いるかどうかを示すインジケータをスケジュー
リング・ユニット５８ａに含めてもよいし、信号測定オフセットを用いる場合にオフセッ
トが現在のＢＳ２０により用いられるオフセットと同一であるかどうかを示すインジケー
タを含めてもよい。
【００２９】
　第１及び第２のインジケータは例えば１ビット・フラグを含んでもよく、又は複数のビ
ットを含んでもよい。複数のビットが用いられる場合に、第１及び第２のインジケータは
、様々な値を有する一つのインジケータであるとみなされてもよい。例えば２ビットを有
するインジケータについて、値「０」（すなわち、００）は所与の隣接ＢＳ２０がオフセ
ットを用いないことを示してもよいだろう。値「１」（すなわち、０１）は、隣接ＢＳが
オフセットを用いており、よって、ＭＳ６０が隣接セルのＢＣＨを読み出す必要があるだ
ろうことを示してもよいだろう。値「２」（すなわち、１０）は、隣接ＢＳ２０が現在の
セル１２と同一のオフセットを用いており、従ってＭＳ６０は情報を取得するために隣接
セルのＢＣＨにアクセスする必要がないことを示してもよいだろう。他の値及び方式も可
能である。
【００３０】
　図５は、本発明の一つの実施形態に係るインジケータを受信するように構成された例示
的なＭＳ６０のいくつかの構成要素を説明する。インジケータを受信すると、ＭＳ６０は
、信号測定オフセットを取得するための一つ以上の隣接ＢＳ２０のＢＣＨの読み出しを省
略してもよい。
【００３１】
　図５にみられるように、ＭＳ６０は、コントローラ６２、メモリ６４、ユーザ・インタ
フェース６６、及びアンテナに接続された送受信器６８を備える。コントローラ６２は、
メモリ６４に記憶されたプログラム命令及びデータに従ってＭＳ６０の動作を制御する一
つ以上のマイクロプロセッサを備える。制御機能は、必要又は所望によって、一つのマイ
クロプロセッサ又は複数のマルチプロセッサで実装されてもよい。メモリ６４はランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）及びリードオンリメモリ（ＲＯＭ）の両方を含んでもよい。Ｍ
Ｓ６０の動作に必要な実行形式のプログラム命令及びデータは、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
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Ｍ、及びフラッシュメモリの少なくともいずれかのような不揮発性メモリに記憶され、例
えば個別素子又は積層素子として実装されてもよい。ユーザ・インタフェース６６は、ユ
ーザにＭＳ６０との相互作用を可能とするために、キーパッド、ディスプレイ、及び種々
のボタン又は他の制御機器とを備えてもよい。送受信器６８は、ＬＴＥ　ＲＡＮ１０内の
ＢＳ２０へデータを送信し及びＢＳ２０からデータを受信するように機能する。
【００３２】
　図６は、本発明の一つの実施形態に係る、隣接ＢＳ２０に対する信号強度測定オフセッ
ト情報の取得をＭＳ６０に省略させてもよい方法７０を説明する。方法７０は、ＭＳ６０
がサービングＢＳ２０から信号を受信する場合に始まる（ボックス７２）。前述のように
、受信信号は、隣接ＢＳ２０が信号強度測定オフセットを採用するかどうかを示す一つ以
上のインジケータを含んでもよい。隣接ＢＳ２０がオフセットを用いないことを第１のイ
ンジケータが示す場合（ボックス７４）に、ＭＳ６０は隣接ＢＳ２０のＢＣＨの読み出し
を省略するだろうし（ボックス７６）、最も直近の隣接リスト内に取得された情報を用い
て信号強度測定を実行する。隣接ＢＳ２０がオフセットを用いない場合に（ボックス７４
）、ＭＳ６０は、隣接ＢＳ２０とサービングＢＳ２０とが同一のオフセットを用いるかど
うかを、受信した第２のインジケータに基づいて判定するだろう（ボックス７８）。二つ
のＢＳ２０が同一のオフセットを用いる場合に、ＭＳ６０は隣接ＢＳ２０からの信号強度
測定の取得を省略するだろうし、その代わりに、信号強度測定を実行するために、サービ
ングＢＳ２０により採用されたオフセットを用いるだろう（ボックス８２）。同一のオフ
セットを用いない場合に、ＭＳ６０はオフセットを取得するために隣接ＢＳ２０のＢＣＨ
を取得するだろうし（ボックス８０）、取得したオフセットを用いて信号強度測定を実行
するだろう（ボックス８２）。
【００３３】
　ＭＳ６０は、アイドル・モード又は接続モードで動作している間にインジケータを受信
してもよい。アイドル・モードであるＭＳ６０は、ＭＳ６０が現在キャンプしているセル
１２のＢＳ２０からシステム情報メッセージ５０を受信してもよい。図６にみられるよう
に、サービングＢＳ２０が、どの隣接セルにおいてもオフセットが報知されないというイ
ンジケータをシステム情報メッセージ５０に含めれば十分である。ＭＳ６０にこのような
表示を提供することによって、ＭＳ６０は、隣接セルのＢＳ２０に関する信号強度測定を
実行するためにこれらのセルの報知情報を読み出す必要がないと判定することができる。
上述のように、アイドル状態のＭＳ６０に対するインジケータは、システム情報メッセー
ジの固定部分５２に含まれてもよいし、システム情報メッセージの動的部分５４のスケジ
ューリング・ユニット５８に含まれてもよい。
【００３４】
　接続モードで動作するＭＳ６０について、ＭＳ６０は専用シグナリングを介してインジ
ケータを受信することができる。例えば、現在のセル内での測定を構成する際に、サービ
ングＢＳ２０によりＭＳ６０にインジケータが提供され得る。すなわち、新たなセル１２
への各ハンドオーバに関して、接続モードで動作するＭＳ６０は、以前のセルで用いられ
た測定設定を再使用してもよいし、専用シグナリングを介してＬＴＥ　ＲＡＮ１０から新
たな測定設定を受信してもよい。測定の設定は例えば無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナ
リングにより達成されてもよい。
【００３５】
　当業者は、上述したものと同様に、他の方法でＭＳ６０にインジケータが送信されても
よいことが容易に理解できるだろう。別の実施形態では、例えば、サービングＢＳ２０は
報知チャネルを通じてＭＳ６０にインジケータを報知する。このアプローチは、接続モー
ドにある間に、サービング・セルの１２のＢＣＨを読み出すことをＭＳに要求するが、専
用シグナリングに比べてシグナリング・オーバヘッドの量を減らすことができる。
【００３６】
　別の実施形態では、サービングＢＳ２０は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）制御層内の中
央ＰＤＵ内のＭＳ６０にインジケータを提供する。特に、サービングＢＳ２０はＭＳＣ制
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御ＰＤＵのヘッダ内の情報としてＭＳ６０にインジケータを提供してもよい。ＭＳＣ制御
ＰＤＵはＲＲＣシグナリングよりも少ないオーバヘッドを有するが、ＲＲＣ層とＭＡＣ層
との間の厳密な相互動作を要求する。
【００３７】
　別の実施形態では、サービングＢＳ２０は、ＳＣＣＨフィールドの特別な値を用いるこ
とによって、Ｌ１／２共有制御チャネル（ＳＣＣＨ）でインジケータを提供する。インジ
ケータを提供するこの方法は、シグナリング・オーバヘッドの点で非常に効率的であるが
、ＳＣＣＨにより用いられるシグナリングは信頼性が低いかもしれない。
【００３８】
　別の実施形態では、サービングＢＳ２０は専用シグナリングを介してＭＳ６０にインジ
ケータを提供する。この実施形態では、ＢＳ２０は、ＭＳ６０により受信されるインジケ
ータを接続モードで測定を実行する間に送信してもよい。
【００３９】
　もちろん本発明は、本発明の不可欠な特徴から逸脱することなく、明細書で具体的に説
明されたものとは異なる方法で実行されてもよい。本実施形態は、すべての観点で例示的
であり限定的ではないとみなされるべきであり、添付の請求の範囲の文言及び均等の範囲
にあるすべての変形が本明細書に包含されることが意図される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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