
JP 5385467 B2 2014.1.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続モードで動作するＷＴＲＵ（ワイヤレス送信／受信ユニット）において実施される
方法であって、
　自律的な探索機能に基づいてＨＮＢ（ホームノードＢ）ＣＳＧセル近接性（closed sub
scriber group cell proximity）を検出するステップと、
　ＣＳＧホワイトリストを生成するステップと、
　前記ＣＳＧホワイトリストの中に含められた各セルに優先度を割り当てるステップと、
　ネットワークにメッセージをシグナリングするステップであって、前記メッセージは、
近接性通知（proximity indication）と、前記割り当てられた優先度とを含み、前記ＷＴ
ＲＵが、前記ＣＳＧホワイトリストの中に含められたＣＳＧ　ＩＤを有する少なくとも１
つのセルの近辺（proximity）に入ること（entering）、またはそのような近辺を出る（l
eaving）ことをさらに示すステップとを備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記近接性通知は、少なくとも１つのＣＳＧセルが所定のしきい値を超える優先度を有
するという条件付きで送信されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記近接性通知は、所定の区域内にＣＳＧが存在する各周波数に関して送信されること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　ＷＴＲＵ（ワイヤレス送信／受信ユニット）であって、
　自律的な探索機能に基づいてＣＳＧセル近接性（closed subscriber group cell proxi
mity）を検出するように構成された回路と、
　ＣＳＧホワイトリストを格納するように構成された回路と、
　前記ＣＳＧホワイトリストの中に含められた各セルに優先度を割り当てるように構成さ
れた回路と、
　メッセージを生成するように構成された回路であって、前記メッセージは、ネットワー
クに対する近接性通知（proximity indication）と、前記割り当てられた優先度とを含み
、前記メッセージは、前記ＷＴＲＵが、前記ＣＳＧホワイトリストの中に含められたＣＳ
Ｇ　ＩＤを有する少なくとも１つのセルの近辺（proximity）に入ること（entering）、
またはそのような近辺を出ること（leaving）をさらに示す回路とを備えることを特徴と
するＷＴＲＵ。
【請求項５】
　前記近接性通知は、少なくとも１つのＣＳＧセルが所定のしきい値を超える優先度を有
するという条件付きで送信されることを特徴とする請求項４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項６】
　前記近接性通知は、所定の区域内にＣＳＧが存在する各周波数に関して送信されること
を特徴とする請求項４に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照により内容が本明細書に組み込まれている、２０１０年１月８日に出願
した米国特許仮出願第６１／２９３，４９７号明細書の利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、移動体通信技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ホームノードＢまたはホームｅノードＢ（以降、ひとまとめにしてＨＮＢ（ホームノー
ドＢ）と呼ぶ）とは、ＷＬＡＮ（ワイヤレスローカルエリアネットワーク）ＡＰ（アクセ
スポイント）に類似するデバイスを指す。ＨＮＢは、ユーザが、自宅または小さいオフィ
スなどの小さいサービスエリアにわたってセルラサービスへアクセスすることを可能とす
る。ＨＮＢは、例えば、インターネット接続（例えば、ＤＳＬ（digital subscriber lin
e：デジタル加入者線）を使用することによって事業者のコアネットワークに接続するこ
とが可能である。
【０００４】
　ＨＮＢ　ＣＳＧ（Closed Subscriber Group：限定加入者グループ）セルとは、ＨＮＢ
によって提供される無線カバレッジに、そのセルのサービスを使用することを許可された
加入者のグループによってアクセスが行われ得る区域を指すことがある。これらの許可さ
れるＷＴＲＵ（ワイヤレス送信／受信ユニット）は、そのＣＳＧセルのメンバと呼ばれる
。ＣＳＧは、そのＨＮＢ　ＣＳＧセルにアクセスしようと試みる、或る特定のロケーショ
ンの近辺にいる家族または任意の人を含むことが可能である。加入者は、そのようなサー
ビスが所望される区域にわたってＨＮＢを使用してＣＳＧセルを展開することができる。
各ＷＴＲＵは、そのＷＴＲＵがアクセスすることを許可されているＣＳＧセルのＣＳＧ　
Ｉｄを含むホワイトリスト（「許されたＣＳＧリスト（Allowed CSG List）」）を格納す
ることが可能である。ハイブリッドセルは、メンバＷＴＲＵに関してはＣＳＧセルのよう
に機能し、非メンバＷＴＲＵに関してはオープンセルのように機能するセルである。
【発明の概要】
【０００５】
　接続モード（connected mode）で動作するＷＴＲＵにおいて実施される方法であって、
自律的な探索機能に基づいてＣＳＧ近接性（CSG proximity）を検出するステップと、ネ
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ットワークに近接性通知（proximity indication）をシグナリングするステップであって
、近接性通知は、許される少なくとも１つの隣接ＣＳＧセル（neighbor CSG cell）の少
なくとも１つの優先度を含むステップとを備える方法。
【０００６】
　接続モードで動作するＷＴＲＵにおいて実施される方法であって、隣接ＣＳＧセルに対
して測定を実行するステップと、少なくとも１つの隣接ＣＳＧセルの測定値を含む測定レ
ポート（measurement report）を生成するステップと、少なくとも１つのＣＳＧセルに関
する測定レポートおよびＣＳＧ優先度を含むメッセージを送信するステップとを備える方
法。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】開示される１つまたは複数の実施形態が実施され得る例示的な通信システムを
示すシステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示される通信システム内で使用され得る例示的なＷＴＲＵ（ワイヤレ
ス送信／受信ユニット）を示すシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示される通信システム内で使用され得る例示的な無線アクセスネット
ワークおよび例示的なコアネットワークを示すシステム図である。
【図２】例示的な初期アクセス手順を示す流れ図である。
【図３】例示的な再選択手順を示す図である。
【図４】周波数間シナリオ、および／またはＲＡＴ間シナリオに関するＣＳＧセルに対す
るセル再選択のための方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　添付の図面に関連して例として与えられる以下の説明から、より詳細な理解を得ること
ができる。
【０００９】
　図１Ａは、開示される１つまたは複数の実施形態が実施され得る例示的な通信システム
１００の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブ
ロードキャストなどのコンテンツを複数のワイヤレスユーザに供給する多元接続システム
であり得る。通信システム１００は、複数のワイヤレスユーザが、ワイヤレス帯域幅を含
むシステムリソースの共有を通して、そのようなコンテンツにアクセスすることを可能に
することができる。例えば、通信システム１００は、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、Ｔ
ＤＭＡ（時分割多元接続）、ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）、ＯＦＤＭＡ（直交ＦＤＭ
Ａ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（シングルキャリアＦＤＭＡ）などの１つまたは複数のチャネルア
クセス方法を使用することが可能である。
【００１０】
　図１Ａに示されるとおり、通信システム１００は、ＷＴＲＵ（ワイヤレス送信／受信ユ
ニット）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄと、ＲＡＮ（無線アクセスネットワー
ク）１０４と、コアネットワーク１０６と、ＰＳＴＮ（公衆交換電話網）１０８と、イン
ターネット１１０と、他のネットワーク１１２とを含み得るが、開示される実施形態は、
任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を企図す
ることが理解されよう。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのそれぞれは
、ワイヤレス環境において動作し、および／または通信するように構成された任意のタイ
プのデバイスであり得る。例として、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ
は、ワイヤレス信号を送信するように、および／または受信するように構成されることが
可能であり、さらにＵＥ（ユーザ機器）、移動局、固定加入者ユニットもしくはモバイル
加入者ユニット、ポケットベル、セルラ電話機、ＰＤＡ（携帯情報端末）、スマートフォ
ン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスセンサ、家庭用
電子機器などを含むことが可能である。
【００１１】
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　また、通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含むことも可能
である。基地局１１４ａ、１１４ｂのそれぞれは、コアネットワーク１０６、インターネ
ット１１０、および／またはネットワーク１１２などの１つまたは複数の通信ネットワー
クへのアクセスを円滑にするようにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの
少なくとも１つとワイヤレスでインターフェースをとるように構成された任意のタイプの
デバイスであり得る。例として、基地局１１４ａおよび１１４ｂは、ＢＴＳ（基地局トラ
ンシーバ）、ノードＢ、ｅノードＢ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、サイトコント
ローラ、ＡＰ（アクセスポイント）、ワイヤレスルータなどであり得る。基地局１１４ａ
、１１４ｂはそれぞれ、単一の要素として図示されるが、基地局１１４ａ、１１４ｂは、
任意の数の互いに接続された基地局および／またはネットワーク要素を含み得ることが認
識されよう。
【００１２】
　基地局１１４ａは、他の基地局、および／またはＢＳＣ（基地局コントローラ）、ＲＮ
Ｃ（無線ネットワークコントローラ）、中継ノードなどの他のネットワーク要素（図示せ
ず）を含むことも可能なＲＡＮ１０４の一部であり得る。基地局１１４ａおよび／または
基地局１１４ｂは、セル（図示せず）と呼ばれ得る特定の地理的区域内でワイヤレス信号
を送信するように、および／または受信するように構成され得る。セルは、セルセクタに
さらに分割されることが可能である。例えば、基地局１１４ａに関連付けられたセルが、
３つのセクタに分割され得る。このため、一実施形態において、基地局１１４ａは、３つ
の、すなわち、セルの各セクタにつき１つのトランシーバを含むことができる。別の実施
形態において、基地局１１４ａは、ＭＩＭＯ（多入力多出力）技術を使用することが可能
であり、したがって、セルの各セクタにつき複数のトランシーバを利用することが可能で
ある。
【００１３】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、任意の適切なワイヤレス通信リンク（例えば、ＲＦ（無
線周波数）、マイクロ波、ＩＲ（赤外線）、ＵＶ（紫外線）、可視光など）であり得る無
線インターフェース１１６を介して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ
の１つまたは複数と通信することが可能である。無線インターフェース１１６は、任意の
適切なＲＡＴ（無線アクセス技術）を使用して確立され得る。
【００１４】
　より具体的には、前述したとおり、通信システム１００は、多元接続システムであるこ
とが可能であり、さらにＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡな
どの１つまたは複数のチャネルアクセススキームを使用することが可能である。例えば、
ＲＡＮ１０４における基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは
、ＷＣＤＭＡ（広帯域ＣＤＭＡ）を使用して無線インターフェース１１６を確立すること
が可能なＵＴＲＡ（UMTS（Universal Mobile Telecommunications System） Terrestrial
 Radio Access：ＵＭＴＳ陸上無線アクセス）などの無線技術を実施することが可能であ
る。ＷＣＤＭＡは、ＨＳＰＡ（High-Speed Packet Access：高速パケットアクセス）およ
び／またはＨＳＰＡ＋（Evolved HSPA：発展型ＨＳＰＡ）などの通信プロトコルを含むこ
とが可能である。ＨＳＰＡは、ＨＳＤＰＡ（High-Speed Downlink Packet Access：高速
下りリンクパケットアクセス）および／またはＨＳＵＰＡ（High-Speed Uplink Packet A
ccess：高速上りリンクパケットアクセス）を含み得る。
【００１５】
　別の実施形態において、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
は、ＬＴＥ（Long Term Evolution）および／またはＬＴＥ－Ａ（LTE-Advanced）を使用
して無線インターフェース１１６を確立することが可能なＥ－ＵＴＲＡ（Evolved UMTS T
errestrial Radio Access：発展型ＵＭＴＳ陸上無線アクセス）などの無線技術を実施す
ることが可能である。
【００１６】
　他の実施形態において、基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
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ｃは、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for
 Microwave Access））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２００
０　ＥＶ－ＤＯ、ＩＳ－２０００（暫定標準２０００）、ＩＳ－９５（暫定標準９５）、
ＩＳ－８５６（暫定標準８５６）、ＧＳＭ（Global System for Mobile communications
）、ＥＤＧＥ（Enhanced Data rates for GSM Evolution）、ＧＥＲＡＮ（GSM EDGE）な
どの無線技術を実施することが可能である。
【００１７】
　図１Ａにおける基地局１１４ｂは、例えば、ワイヤレスルータ、ホームノードＢ、ホー
ムｅノードＢ、またはアクセスポイントであることが可能であり、さらに事業所、自宅、
車両、キャンパスなどの局所化された区域内でワイヤレス接続性を円滑にするために任意
の適切なＲＡＴを利用することが可能である。一実施形態において、基地局１１４ｂおよ
びＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１１などの無線技術を実施して、Ｗ
ＬＡＮ（ワイヤレスローカルエリアネットワーク）を確立することが可能である。別の実
施形態において、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２
．１５などの無線技術を実施して、ＷＰＡＮ（ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク
）を確立することが可能である。さらに別の実施形態において、基地局１１４ｂおよびＷ
ＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、セルラベースのＲＡＴ（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２
０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを
確立することが可能である。図１Ａに示されるとおり、基地局１１４ｂは、インターネッ
ト１１０に対する直接の接続を有し得る。このため、基地局１１４ｂは、コアネットワー
ク１０６を介してインターネット１１０にアクセスすることを要求されないことがある。
【００１８】
　ＲＡＮ１０４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１つまたは複数
に音声、データ、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ（ボイスオーバインターネ
ットプロトコル）サービスを提供するように構成された任意のタイプのネットワークであ
り得るコアネットワーク１０６と通信状態にあることが可能である。例えば、コアネット
ワーク１０６は、呼制御、料金請求サービス、モバイルロケーションベースのサービス、
プリペイドの通話、インターネット接続、ビデオ配信などを提供することが可能であり、
および／またはユーザ認証などの高レベルのセキュリティ機能を実行することが可能であ
る。図１Ａには示されないものの、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６
は、ＲＡＮ１０４と同一のＲＡＴ、または異なるＲＡＴを使用する他のＲＡＮと、直接ま
たは間接の通信状態にあることが可能であることが理解されよう。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ
無線技術を利用していることのあるＲＡＮ１０４に接続されていることに加えて、コアネ
ットワーク１０６は、ＧＳＭ無線技術を使用する別のＲＡＮ（図示せず）と通信状態にあ
ってもよい。
【００１９】
　また、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ
がＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／または他のネットワーク１１２にア
クセスするゲートウェイの役割をすることも可能である。ＰＳＴＮ１０８は、ＰＯＴＳ（
旧来の電話サービス）を提供する回線交換電話網を含むことが可能である。インターネッ
ト１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコルスイートにおけるＴＣＰ（伝送制御
プロトコル）、ＵＤＰ（ユーザデータグラムプロトコル）、およびＩＰ（インターネット
プロトコル）などの共通の通信プロトコルを使用する互いに接続されたコンピュータネッ
トワークおよびコンピュータデバイスの地球規模のシステムを含み得る。ネットワーク１
１２は、他のサービスプロバイダによって所有され、および／または運用される有線通信
ネットワークまたはワイヤレス通信ネットワークを含み得る。例えば、ネットワーク１１
２は、ＲＡＮ１０４と同一のＲＡＴまたは異なるＲＡＴを使用することが可能な、１つま
たは複数のＲＡＮに接続された別のコアネットワークを含み得る。
【００２０】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのいくつか
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、またはすべては、マルチモード能力を含む可能性があり、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、異なるワイヤレスリンクを介して異なるワイヤレス
ネットワークと通信するための複数のトランシーバを含み得る。例えば、図１Ａに示され
るＷＴＲＵ１０２ｃは、セルラベースの無線技術を使用することが可能な基地局１１４ａ
、およびＩＥＥＥ８０２無線技術を使用することが可能な基地局１１４ｂと通信するよう
に構成され得る。
【００２１】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示されるとおり、Ｗ
ＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８と、トランシーバ１２０と、送信／受信要素１２２と
、スピーカ／マイクロフォン１２４と、キーパッド１２６と、ディスプレイ／タッチパッ
ド１２８と、非リムーバブルメモリ１０６と、リムーバブルメモリ１３２と、電源１３４
と、ＧＰＳ（全地球測位システム）チップセット１３６と、他の周辺装置１３８とを含み
得る。ＷＴＲＵ１０２は、或る実施形態と整合性を保ったままで、以上の要素の部分的組
合せを含み得ることが理解されよう。
【００２２】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、ＤＳＰ（
デジタルシグナルプロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１つ
また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、ＡＳＩＣ（特
定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）回路、他の
任意のタイプのＩＣ（集積回路）、状態マシンなどであることが可能である。プロセッサ
１１８は、ＷＴＲＵ１０２がワイヤレス環境で動作することを可能にする信号符号化、デ
ータ処理、電力制御、入出力処理、および／または他の任意の機能を実行することが可能
である。プロセッサ１１８は、送信／受信要素１２２に結合され得るトランシーバ１２０
に結合され得る。図１Ｂは、プロセッサ１１８とトランシーバ１２０を別々の構成要素と
して示すが、プロセッサ１１８とトランシーバ１２０は、電子パッケージまたは電子チッ
プの中で統合されてもよいことが理解されよう。
【００２３】
　送信／受信要素１２２は、無線インターフェース１１６を介して基地局（例えば、基地
局１１４ａ）に信号を送信するように、または基地局（例えば、基地局１１４ａ）から信
号を受信するように構成され得る。例えば、一実施形態において、送信／受信要素１２２
は、ＲＦ信号を送信するように、および／または受信するように構成されたアンテナであ
り得る。別の実施形態において、送信／受信要素１２２は、例えば、ＩＲ信号、ＵＶ信号
、または可視光信号を送信するように、および／または受信するように構成されたエミッ
タ／検出器であり得る。さらに別の実施形態において、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信
号と光信号の両方を送受信するように構成され得る。送信／受信要素１２２は、ワイヤレ
ス信号の任意の組合せを送信するように、および／または受信するように構成され得るこ
とが理解されよう。
【００２４】
　さらに、送信／受信要素１２２は、図１Ｂに単一の要素として示されるものの、ＷＴＲ
Ｕ１０２は、任意の数の送信／受信要素１２２を含み得る。より具体的には、ＷＴＲＵ１
０２は、ＭＩＭＯ技術を使用することが可能である。このため、一実施形態において、Ｗ
ＴＲＵ１０２は、無線インターフェース１１６を介してワイヤレス信号を送受信するため
の２つ以上の送信／受信要素１２２（例えば、複数のアンテナ）を含み得る。
【００２５】
　トランシーバ１２０は、送信／受信要素１２２によって送信されるべき信号を変調する
ように、さらに送信／受信要素１２２によって受信された信号を復調するように構成され
ることが可能である。前述したとおり、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード能力を有し得る
。このため、トランシーバ１２０は、ＷＴＲＵ１０２が、例えば、ＵＴＲＡやＩＥＥＥ８
０２．１１などの複数のＲＡＴを介して通信することを可能にするための複数のトランシ
ーバを含み得る。
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【００２６】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド
１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば、ＬＣＤ（液晶ディ
スプレイ）ディスプレイユニットまたはＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）ディスプレイユ
ニット）に結合され得るとともに、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６
、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８からユーザ入力データを受け取るこ
とが可能である。また、プロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパ
ッド１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８にユーザデータを出力す
ることも可能である。さらに、プロセッサ１１８は、非リムーバブルメモリ１０６、およ
び／またはリムーバブルメモリ１３２などの任意のタイプの適切なメモリからの情報にア
クセスすることが可能であり、さらにそのようなメモリの中にデータを格納することが可
能である。非リムーバブルメモリ１０６には、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、ＲＯ
Ｍ（読み取り専用メモリ）、ハードディスク、または他の任意のタイプのメモリストレー
ジデバイスが含まれ得る。リムーバブルメモリ１３２には、ＳＩＭ（加入者ＩＤモジュー
ル）カード、メモリスティック、ＳＤ（セキュアデジタル）メモリカードなどが含まれ得
る。他の実施形態において、プロセッサ１１８は、サーバまたは自宅コンピュータ（図示
せず）などの、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に配置されていないメモリからの情報にアクセ
スすることが可能であり、さらにそのようなメモリの中にデータを格納することが可能で
ある。
【００２７】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取ることが可能であり、さらにＷＴＲ
Ｕ１０２内のその他の構成要素に対して電力を配電し、および／または制御するように構
成され得る。電源１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力を供給するための任意の適切なデバイ
スであり得る。例えば、電源１３４は、１つまたは複数の乾電池（例えば、ＮｉＣｄ（ニ
ッケルカドミウム）、ＮｉＺｎ（ニッケル亜鉛）、ＮｉＭＨ（ニッケル水素）、Ｌｉ－ｉ
ｏｎ（リチウムイオン））、太陽電池、燃料電池などを含み得る。
【００２８】
　また、プロセッサ１１８は、ＷＴＲＵ１０２の現在のロケーションに関するロケーショ
ン情報（例えば、緯度と経度）を提供するように構成され得るＧＰＳチップセット１３６
に結合されることも可能である。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、または
そのような情報の代わりに、ＷＴＲＵ１０２は、無線インターフェース１１６を介して基
地局（例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からロケーション情報を受信し、および／ま
たは近くの２つ以上の基地局から受信されている信号のタイミングに基づいて、ＷＴＲＵ
１０２のロケーションを算出してもよい。ＷＴＲＵ１０２は、或る実施形態と整合性を保
ったままで、任意の適切なロケーション特定方法によってロケーション情報を獲得し得る
ことが理解されよう。
【００２９】
　プロセッサ１１８は、さらなる特徴、機能、および／または有線接続性もしくはワイヤ
レス接続性を提供する１つまたは複数のソフトウェアモジュールおよび／またはハードウ
ェアモジュールを含むことが可能な他の周辺装置１３８にさらに結合されてもよい。例え
ば、周辺装置１３８は、加速度計、電子コンパス（ｅ－ｃｏｍｐａｓｓ）、衛星トランシ
ーバ、デジタルカメラ（写真またはビデオのための）、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバ
ス）ポート、振動デバイス、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＦＭ（周波数変調）ラジオユニット、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
ザなどを含み得る。
【００３０】
　図１Ｃは、或る実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム
図である。前述したとおり、ＲＡＮ１０４は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を使用して、無線イ
ンターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信することが
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可能である。また、ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信状態にあってもよい
。
【００３１】
　ＲＡＮ１０４は、ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含み得るが、ＲＡＮ１０
４は、或る実施形態と整合性を保ったままで、任意の数のｅノードＢを含み得ることが理
解されよう。ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそれぞれ、無線インターフェー
ス１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための１つまたは複
数のトランシーバを含み得る。一実施形態において、ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１
４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実施することが可能である。このため、例えば、ｅノードＢ１
４０ａは、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２ａにワイヤレス信号を送信するこ
と、およびＷＴＲＵ１０２ａからワイヤレス信号を受信することが可能である。
【００３２】
　ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれが、特定のセル（図示せず）に関
連付けられることが可能であり、さらに無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、上り
リンクおよび／または下りリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを扱うように構
成され得る。図１Ｃに示されるとおり、ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｘ
２インターフェースを介して互いに通信することが可能である。
【００３３】
　図１Ｃに示されるコアネットワーク１０６は、ＭＭＥ（mobility management gateway
）１４２と、サービングゲートウェイ１４４と、ＰＤＮ（packet data network）ゲート
ウェイ１４６とを含み得る。以上の要素のそれぞれは、コアネットワーク１０６の一部と
して図示されるが、これらの要素の任意の要素が、コアネットワーク運用者以外のエンテ
ィティによって所有され、および／または運用され得ることが理解されよう。
【００３４】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４におけるｅノードＢ１４
２ａ、１４２ｂ、１４２ｃのそれぞれに接続されることが可能であり、さらに制御ノード
の役割をすることが可能である。例えば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃのユーザを認証すること、ベアラ活性化／不活性化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃの初期アタッチ中に特定のサービングゲートウェイを選択することなどを
担うことが可能である。また、ＭＭＥ１４２は、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭまたはＷＣＤＭ
Ａなどの他の無線技術を使用する他のＲＡＮ（図示せず）の間で切り換えるための制御プ
レーン機能をもたらすことも可能である。
【００３５】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４におけ
るｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれに接続され得る。サービングゲー
トウェイ１４４は、一般に、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに／からユーザデー
タパケットをルーティングすること、および転送することが可能である。また、サービン
グゲートウェイ１４４は、ｅノードＢ間ハンドオーバ中にユーザプレーンをアンカリング
すること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのための下りリンクデータが利用可能
な場合にページングをトリガすること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテ
キストを管理すること、および格納することなどの、他の機能を実行することも可能であ
る。
【００３６】
　また、サービングゲートウェイ１４４は、インターネット１１０などのパケット交換ネ
ットワークに対するアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃにもたらして、Ｗ
ＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応のデバイスとの間の通信を円滑にするＰ
ＤＮゲートウェイ１４６に接続されることも可能である。
【００３７】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を円滑にすることが可能である
。例えば、コアネットワーク１０６は、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換網に対するアクセ
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スをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃにもたらして、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃと従来の陸線通信デバイスとの間の通信を円滑にすることが可能である。例え
ば、コアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ１０８の間のインタ
ーフェースの役割をするＩＰゲートウェイ（例えば、ＩＭＳ（IP multimedia subsystem
）サーバ）を含む、またはそのようなＩＰゲートウェイと通信することが可能である。さ
らに、コアネットワーク１０６は、他のサービスプロバイダによって所有され、および／
または運用される他の有線ネットワークまたはワイヤレスネットワークを含み得るネット
ワーク１１２に対するアクセスを、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃにもたらすこ
とが可能である。
【００３８】
　以降、言及される場合、「信号品質」という用語は、セルからの信号の品質を測定する
ＷＴＲＵによって測られる測定値を指すことがある。この測定値は、例えば、ＲＳＲＱま
たはＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｎｏに対応することが可能である。以降、言及される場合、セル
からの「受信信号電力」とは、ＲＳＲＰまたはＣＰＩＣＨ　ＲＳＣＰを指すことがある。
【００３９】
　以降、言及される場合、ＣＳＧ　Ｉｄとは、ＣＳＧアイデンティティを指し、さらにＣ
ＧＩとは、セルグローバルアイデンティティを指す。
【００４０】
　セル選択手順、セル再選択手順、およびＣＳＧセルへのハンドオーバ（すなわち、イン
バウンドハンドオーバ）手順を含め、アイドルモード（Idle mode）および接続モード（c
onnected mode）におけるＣＳＧモビリティ手順（CSG mobility procedures）は、ＣＳＧ
優先度の処理を組み込むために変更され得る。
【００４１】
　セル再選択手順の実際の状態において、或る周波数における最上位に格付けされたセル
が、ＷＴＲＵによって選択され得る。ＣＳＧ優先度を使用して、ユーザは、最高の優先度
を有する、より下位に格付けされたＣＳＧセルにキャンプオンすることを選好する可能性
があり、このことが、干渉問題をもたらす可能性がある。ＣＳＧセルへのハンドオーバに
関して、いずれのターゲットＣＳＧセルを選択すべきかに関する判定は、可能な場合は（
例えば、そのことにより生じる干渉が多過ぎない場合）いつでも、最高優先度のＣＳＧセ
ルを優先するために、特定のＷＴＲＵに関するＣＳＧ優先度を認識させられるべきネット
ワークによって行われる。
【００４２】
　図２は、例示的な初期アクセス手順の流れ図を示す。ＷＴＲＵの電源がオンにされて、
セル探索および選択手順が活性化される。次に、ＷＴＲＵが、ＳＩ（System Information
：システム情報）を獲得する。ＳＩを使用して、ランダムアクセス手順が開始される。ラ
ンダムアクセス手順が成功すると、ＷＴＲＵは、ユーザデータを送受信することができる
。
【００４３】
　ＷＴＲＵの電源がオンにされると、ＷＴＲＵは、セル選択およびセル再選択の目的で測
定を実行するように構成される。例えば、ＷＴＲＵは、サービングセルのＲＳＲＰ（Refe
rence Signal Received Power：基準信号受信電力）レベルを測定するように、さらに各
ＤＲＸ（Discontinuous Reception：非連続受信）サイクルでサービングセルに関するセ
ル選択基準Ｓを評価するように構成され得る。ＷＴＲＵは、さらなる測定を使用して、サ
ービングセルのＲＳＲＰ測定値を選別することが可能である。ＷＴＲＵが、サービングセ
ルがセル選択基準Ｓを満たさない所定の数を超える連続するＤＲＸサイクルを測定した場
合、ＷＴＲＵは、サービングセルによって示される隣接セルの測定を開始することが可能
である。
【００４４】
　ＮＡＳ（non-access stratum：非アクセス層）プロトコルが、例えば、選択されたＰＬ
ＭＮ（公衆陸上モバイルネットワーク）に関連付けられた１つまたは複数のＲＡＴ（無線
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アクセス技術）を通知することによって、または１つまたは複数の禁止される登録区域の
リストと、均等のＰＬＭＮのリストとを保持することによって、セル選択が実行されるべ
き１つまたは複数のＲＡＴを制御することが可能である。次に、ＷＴＲＵが、アイドルモ
ード測定値およびセル選択基準に基づいて適切なセルを選択することが可能である。セル
選択プロセスを速めるために、いくつかのＲＡＴに関する格納された情報が、ＷＴＲＵに
おいて利用可能であり得る。或るセルにキャンプオンしている際、ＷＴＲＵは、セル再選
択基準に従って、より良好なセルを定期的に探索することが可能である。より良好なセル
が見出された場合、そのセルが選択され得る。
【００４５】
　ＮＡＳは、セル選択およびセル再選択が、ＮＡＳに関係のある受信されるシステム情報
の変化をもたらす場合、通知を受けることが可能である。
【００４６】
　通常のサービスの場合、ＷＴＲＵは、或る適切なセルにキャンプオンし、そのセルの制
御チャネルに合わせることが可能であり、さらにＷＴＲＵは、ＰＬＭＮからシステム情報
および登録区域情報を受信し、他のＡＳ（アクセス層）情報およびＮＡＳ情報を受信し、
さらに登録している場合、ＰＬＭＮからページングメッセージおよび通知メッセージを受
信することが可能である。
【００４７】
　図３は、例示的な再選択手順を示す。ＷＴＲＵが、測定制御情報と、ＵＬ割当て情報と
を受信する（３１０、３２０）。ＷＴＲＵが、ソースｅＮＢに測定レポートを送信する（
３３０）。すると、ソースｅＮＢが、ハンドオフ判定を生成し、次に、ハンドオーバ要求
をターゲットｅＮＢに送ることが可能である（３４０、３４５）。ターゲットｅＮＢが、
受付け制御を実行し（３６０）、ＷＴＲＵは、ＤＬ割当てを与えられる（３５０）。次に
、ターゲットｅＮＢが、ハンドオーバ要求ＡＣＫをソースｅＮＢに送り返すことが可能で
あり、すると、ソースｅＮＢは、ハンドオーバコマンドをＷＴＲＵに送ることが可能であ
る（３７０、３７５）。ハンドオーバコマンドが受信された後、ＷＴＲＵは、次に、ター
ゲットｅＮＢを相手に同期およびＲＡＣＨアクセス手順を開始することが可能であり（３
８０）、開始した後、ＵＬ割当てが与えられる（３８５）。測定レポートに基づいて、ハ
ンドオーバ／再選択判定が判定され得る（３９０）。ＷＲＴＵは、次いでハンドオーバコ
マンドを受信することができ、その後、同期およびＲＡＣＨ手順を再開することができる
。ハンドオーバが実行されると、ソースｅＮＢが、ソースｅＮＢのバッファをフラッシュ
し、リソースを開放することが可能である（３９５）。オプションとして、ソースｅＮＢ
が、或る期間、リソースを保持するように構成されて、ＷＴＲＵが、ソースｅＮＢを迅速
に再選択することができるようにしてもよい。
【００４８】
　サービングセルに関するセル格付け基準（Ｒs）、および隣接セルに関するセル格付け
基準（Ｒn）が、以下の式によって記述され得る。すなわち、
Ｒs＝Ｑmeas,s＋ＱHyst

Ｒn＝Ｑmeas,n＋Ｑoffset

ただし、Ｑmeasは、セル再選択の際に使用されるＲＳＲＰ測定量である。さらに、周波数
内に関して、Ｑｏｆｆｓｅｔs,nが有効である場合、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｏｆｆｓｅｔs,n

であり、Ｑｏｆｆｓｅｔs,nが有効でない場合、Ｑｏｆｆｓｅｔは“０”である。周波数
間に関して、Ｑｏｆｆｓｅｔs,nが有効である場合、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｏｆｆｓｅｔs,n

＋Ｑｏｆｆｓｅｔfrequencyであり、Ｑｏｆｆｓｅｔs,nが有効でない場合、Ｑｏｆｆｓｅ
ｔはＱｏｆｆｓｅｔfrequencyと等しい。Ｑｏｆｆｓｅｔs,nは、２つのセル間のオフセッ
トを示す。ＱHystは、格付け基準に関するヒステリシス値を示す。Ｑｏｆｆｓｅｔfreque

ncyは、等しい優先度のＥ－ＵＴＲＡＮ周波数に関する周波数固有のオフセットである。
これらのパラメータは、サービングセルによってシグナリングされ得る。
【００４９】
　ＷＴＲＵは、所定のセル選択を満たすすべてのセルの格付けを実行することが可能であ
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る。ＷＴＲＵは、許されていないことがＷＴＲＵによって知られているＣＳＧセルを除外
することが可能である。それらのセルは、Ｑmeas,nおよびＱmeas,sを導き出し、さらに平
均されたＲＳＲＰ結果を使用してＲ値を計算して、所定の基準に従って格付けされなけれ
ばならない。
【００５０】
　アイドルモードにおけるＣＳＧ優先度
　アイドルモードにおけるＷＴＲＵに関して、セル選択／再選択手順は、ＣＳＧ優先度を
考慮に入れるように構成され得る。
【００５１】
　図４は、周波数間シナリオ、および／またはＲＡＴ間シナリオに関するＣＳＧセルに対
するセル再選択のための方法を示す流れ図である。このシナリオにおいて、現在のサービ
ングセルとターゲットＣＳＧセルは、異なる周波数上にあり、および／または現在のサー
ビングセルとターゲットＣＳＧセルは、異なるＲＡＴに属する。ＷＴＲＵが、近くのセル
から測定値を受信する（４１０）。ＷＴＲＵが、異なる周波数上の適切な複数のＣＳＧセ
ルを検出する（４２０）。あるいは、ＷＴＲＵは、ＣＳＧ　ＩＤがＷＴＲＵのホワイトリ
ストの一部であるＣＳＧセルのみ選択してもよい。ＣＳＧ　ＩＤは、セルシステム情報の
中で獲得され得る。ＷＴＲＵが、それらのＣＳＧセルの各ＣＳＧセルの信号強度を決定す
る（４３０）。この信号強度は、ＲＳＲＰまたはＣＰＩＣＨ　ＲＳＣＰに基づいて決定さ
れ得る。また、セル選択／再選択のために、ＷＴＲＵは、セル品質、すなわち、ＲＳＲＱ
およびＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｎ０を測定することも可能である。次に、ＷＴＲＵが、これら
のＣＳＧセルがそれぞれのＣＳＧセルの周波数の範囲内で最も強いかどうかを判定する（
４４０）。それらのＣＳＧセルがそれぞれのＣＳＧセルの周波数のうちで最も強い場合、
ＷＴＲＵは、ＣＳＧセルのサブセットのなかから、最高のＣＳＧ優先度を有するＣＳＧセ
ルを再選択する（４５０）。
【００５２】
　ＣＳＧセルの選択されたサブセットに複数のセルが存在する場合、ＷＴＲＵは、それら
のセルのうち１つを選択するさらなる手順を実行するように構成され得る。第１の方法に
おいて、ＷＴＲＵは、１つのセルを恣意的に（例えば、ランダム関数に従って）選択する
ことが可能である。あるいは、ＣＳＧ優先度が、異なるレベルの優先度（すなわち、下位
優先度など）を有する場合。複数のＣＳＧセルが階層の所与のレベルで同一の優先度を有
する場合、ＷＴＲＵは、これらのＣＳＧセルの次のレベルの優先度を確認し、さらに最高
の下位レベル優先度を有するＣＳＧセルを再選択することが可能である。一部の事例にお
いて、優先度レベルの数は、制限されていなくてもよく、さらにＷＴＲＵは、異なる深度
のＣＳＧ下位優先度を確認するように構成され得る。これらのセルのなかで、いくつかの
ＣＳＧセルが、最高のＣＳＧ優先度と、最高のＣＳＧ下位優先度とを有する場合、ＷＴＲ
Ｕは、例えば、ランダム関数に従って、それらのＣＳＧセルのいずれかを恣意的に再選択
することができる。
【００５３】
　別の実施形態において、ＷＴＲＵは、周波数内シナリオ、周波数間シナリオ、およびＲ
ＡＴ間シナリオに関するセル選択手順のために構成され得る。ＷＴＲＵは、近くのセルか
ら測定値を受信する。ＷＴＲＵは、信号強度およびその他のメトリックに基づいて近くの
複数のセルの各セルの優先度を格付けするように構成され得る。ＷＴＲＵは、或る適切な
ＣＳＧセルを、そのＣＳＧセルが最高の優先度を有する場合、そのＣＳＧセルがそのＣＳ
Ｇセルの周波数上で最上位に格付けされていない場合でも、さらに（周波数内の事例で）
そのＣＳＧセルが現在のサービングセルより高く格付けされていない場合でも、再選択す
るように構成され得る。例えば、ＷＴＲＵは、そのＣＳＧセルの周波数上で最上位に格付
けをされていない高い優先度のＣＳＧセルを、このＣＳＧセルより上位に格付けされたす
べてのセルが他のＣＳＧセル（より低い優先度の、または優先度が同等以下の）である場
合、再選択することが可能である。この条件は、オープンなセル（例えば、マクロセルラ
ネットワーク）を干渉から保護することが可能である。別の条件は、選択されるべき高い
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優先度のＣＳＧセルより高位に格付けされたセルが、より下位に格付けされたセルへの周
波数内再選択がＩＦＲＩ（intra-frequency reselection indicator：周波数内再選択指
標）情報要素に従って許されることをシグナリングしている、ということを要求するよう
になっていてもよい。以上の条件が満たされ、さらにターゲットセルの信号品質が所定の
しきい値を超えており、および／またはターゲットセルの信号品質が、所定の期間、最上
位に格付けされたセルを所定のしきい値を超えて下回っていない場合、ＷＴＲＵは、より
下位に格付けされたセルを再選択することを許され得る。
【００５４】
　適切なＣＳＧセルの受信信号電力および／または信号品質に関する他の条件が使用され
てもよい。このため、ＷＴＲＵが、最高の優先度を有する適切なＣＳＧセルの受信信号電
力および／または信号品質を最上位に格付けされたセルと比較するのに使用することが可
能であり、周波数内の場合には、例えば、ＣＳＧ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｉｎｔｒａと呼ばれ、
周波数間の場合には、例えば、ＣＳＧ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｉｎｔｅｒと呼ばれることのある
オフセットが、定義され得る。｛最高のＣＳＧ優先度を有する適切なＣＳＧセルの受信信
号電力および／または信号品質｝が、｛最上位に格付けされたセルの受信信号電力および
／または信号品質から、周波数内の場合にＣＳＧ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｉｎｔｒａを引いた値
、または周波数間の場合にＣＳＧ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｉｎｔｅｒを引いた値｝より高い場合
、ＷＴＲＵは、この最高の優先度の適切なＣＳＧセルを再選択するようになっていてもよ
い。ＣＳＧ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｉｎｔｒａの値とＣＳＧ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｉｎｔｅｒの値は
、シナリオに依存して、同一であることも、異なることも可能である。
【００５５】
　あるいは、ＣＳＧ優先度オフセットは、最高のＣＳＧ優先度を有する適切なＣＳＧセル
がより上位の格付けを得るように、セル再選択格付け基準に導入されてもよい。このシナ
リオにおいて、或る適切なセルが或るＣＳＧ優先度を有し、さらにこのＣＳＧ優先度が、
或るＣＳＧ優先度を有する複数の適切なセルのなかで最高である場合、ＷＴＲＵは、この
隣接ＣＳＧセルに関して計算されるセル格付け基準Ｒｎにオフセット（例えば、ＣＳＧ＿
ｏｆｆｓｅｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙ）を加算するようになっていてもよい。
【００５６】
　代替として、最高の優先度を有する最上位に格付けされていないＣＳＧセルに関する、
絶対最小限の受信電力レベルもしくは受信品質が定義されてもよい。ＷＴＲＵは、最高の
優先度のＣＳＧセルを、そのＣＳＧセルが最上位に格付けされていない場合でさえ、その
ＣＳＧセルの絶対的な受信電力レベルもしくは受信信号品質がしきい値（ＣＳＧｍｉｎｐ
ｗｒ、ＣＳＧｍｉｎｑｕａｌ）より高いという条件付きで、選択するようになっていても
よい。
【００５７】
　これらのパラメータ（例えば、ＣＳＧ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｉｎｔｒａ、ＣＳＧ＿ｏｆｆｓ
ｅｔ＿ｉｎｔｅｒ、ＣＳＧ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙ、ＣＳＧｍｉｎｐｗｒ、Ｃ
ＳＧｍｉｎｑｕａｌ）は、定数値としてＷＴＲＵにおいて事前構成されても、ＷＴＲＵに
よって決定されても、ブロードキャストデータ（すなわち、ＳＩ）の中でネットワークに
よって通知されても、ＲＲＣ（無線リソース制御）メッセージもしくは新たなメッセージ
の中でネットワークによってシグナリングされてもよく、またはこれらのオフセットは、
前述の方法の組合せによって設定されてもよい。
【００５８】
　最高の優先度のＣＳＧセルに対するセル再選択が失敗した（例えば、ＷＴＲＵが、この
セルのＳＩを読み取ることができない）場合、ＷＴＲＵは、次の優先度の適切なＣＳＧセ
ルを再選択するように構成され得る。代替として、このことは、より下位に格付けされた
セルの周波数内再選択がＩＦＲＩ（周波数内再選択指標）情報要素に従って許されるとい
うことをＣＳＧセルがシグナリングしている場合に、許されてもよい。
【００５９】
　２つのＣＳＧセルが同一の優先度を有する場合、ＷＴＲＵは、最高の下位優先度を有す
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るＣＳＧセルを再選択するために下位優先度を確認することが可能である。しかし、下位
優先度も、最高の優先度を有するいくつかのＣＳＧセルに関して最高である場合、ＷＴＲ
Ｕは、これらのセルのなかで、最良の信号品質、または最良の受信信号レベルを有するＣ
ＳＧセルを再選択することが可能である。
【００６０】
　セル再選択ピンポン問題を回避するために、ＷＴＲＵは、最高の優先度を有するＣＳＧ
セルを再選択した後、そのセルが適切さの基準を満たさなくなるまで、またはさらに高い
優先度の別のＣＳＧセルが適切であり、前述したセル再選択の基準を満たすようになるま
で、このセルにキャンプオンしたままであってもよい。
【００６１】
　代替として、サービングセルが最高の優先度を有するＣＳＧセルである場合、サービン
グセルに関するセル格付け基準Ｒｓにオフセットが導入されて、ＷＴＲＵが、元の格付け
基準Ｒsの場合と比べて、より長い期間、このＣＳＧセルにキャンプオンしたままになる
ことを強制してもよい。
【００６２】
　また、ユーザは、より低い優先度の適切なＣＳＧセル、または任意のＣＳＧ優先度が割
り当てられていないＣＳＧセルを手動で再選択するようにＷＴＲＵに強制できるようにな
っていてもよい。
【００６３】
　マルチ周波数展開において、複数のＣＳＧセルが、異なるＣＳＧアイデンティティを有
することが可能であり、さらに複数のＨＮＢが、異なる周波数で展開される異なる複数の
ユーザ／事業者に属することが可能である。したがって、ＷＴＲＵは、現在のＣＳＧにお
いて最高の周波数優先度にキャンプされる、または接続されることが可能であるが、ＷＴ
ＲＵは、現在の周波数と比べて、より低い優先度の周波数および／またはＲＡＴにおける
他のＣＳＧセルであって、より高いＣＳＧ優先度を有するＣＳＧセルが近辺（vicinity）
に存在することを認識することがある。そのような状況において、ＷＴＲＵは、近辺にお
いて最高の優先度のＣＳＧが利用可能である周波数を、最高の優先度の周波数と見なすよ
うになっていてもよい。より高い優先度を有するＣＳＧセルが、他の周波数上、または他
のＲＡＴ上で近辺において利用可能である場合、ＷＴＲＵは、現在のサービング周波数が
最高の優先度の周波数と考えられている（もしくはそのように構成されている）、または
その周波数がターゲットＣＳＧの優先度と比べてより高い優先度の周波数である場合でさ
え、その他の周波数を測定することを開始することが可能である。したがって、ＷＴＲＵ
は、現在のサービングセルの品質が要求されるしきい値を超えている場合でさえ、測定す
ることを開始することが可能である。
【００６４】
　その他の周波数を測定する際、複数のＣＳＧ優先度が利用可能である場合、ＷＴＲＵは
、最高の優先度のＣＳＧが見出される周波数を最初に測定することを開始するようになっ
ていてもよい。複数のＣＳＧ優先度が利用可能ではない場合、通常の周波数優先度に従う
ようになっていてもよい。
【００６５】
　ＷＴＲＵは、自律的な探索機能に基づいてＣＳＧ近接性を検出するように構成され得る
。代替として、ＷＴＲＵは、ＧＰＳ信号の使用、またはマクロセルＰＳＣ／ＰＣＩの格納
されたリストに基づく格納されたロケーション座標を含め、フィンガプリントに関する他
の方法を使用してもよい。ＷＴＲＵは、ＣＳＧ近接性通知をネットワークに報告すること
が可能である。このシグナリングは、ＷＴＲＵが、ＷＴＲＵのＣＳＧホワイトリストの中
に含められたＣＳＧ　ＩＤを有する１つまたは複数のセルの近辺に入っていくこと（ente
ring）、またはそのような近辺を出ていくこと（leaving）を示すことが可能である。近
接性通知は、ＲＲＣ接続再構成シグナリングを送ること／受け取ることに応答して、送ら
れ得る。ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵのホワイトリストの一部であるＣＳＧセルを含む優先度も
しくは優先度のセットを、ＷＴＲＵの現在の近隣に合致するフィンガプリントで定期的に
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更新することが可能であり、これらは、「許された隣接ＣＳＧセル（allowed neighbor C
SG cells）」と呼ばれ得る。入域近接性通知（entering proximity indication）、また
は出域近接性通知（leaving proximity indication）が送られる際、ＷＴＲＵは、許され
た隣接ＣＳＧセルの優先度もしくは優先度のセットが利用可能な場合、その優先度もしく
は優先度のセットを、このＣＳＧ近接性通知を伝える信号の中に追加することが可能であ
る。これらのＣＳＧセルに対応する優先度のリストを追加するフィールドが、近接性通知
メッセージの中に含められるようになっていてもよい。代替として、ＣＳＧ優先度のこの
リストを追加するフィールドが、メッセージレベルで測定レポート（MEASUREMENT REPORT
）メッセージの中に追加される、または「ＣＳＧ近接性通知（CSG Proximity Indication
）」というＩＥの中に追加されるようになっていてもよい。代替として、リストの代わり
に、ＷＴＲＵが、最高のＣＳＧ優先度に対応することが可能な１つのＣＳＧ優先度を報告
してもよい。
【００６６】
　また、ＷＴＲＵは、しきい値より高いＣＳＧ優先度のＣＳＧセルが近隣に存在するとい
う条件付きで、近接性通知を送ることも可能である。ＣＳＧ優先度しきい値は、より高位
の層のシグナリングを介してネットワークによって与えられるようになっていてもよい。
このことによって、ネットワークが近接性通知の送信からのシグナリング負荷を低減する
ことを許されるようになっていてもよい。
【００６７】
　代替として、ＷＴＲＵがＣＳＧ区域に入り、さらに複数のＣＳＧが近辺に存在し、さら
にＷＴＲＵが、１度に１つの近接性通知周波数だけしか送らない可能性がある場合、ＷＴ
ＲＵは、近辺における最高の優先度のＣＳＧの周波数を、入域近接性通知（entering pro
ximity indication）メッセージの中に入れることが可能である。
【００６８】
　代替のソリューションにおいて、ＷＴＲＵがＣＳＧセルに接続され、さらにフィンガプ
リント機能もしくは自律的な探索機能、または任意のロケーションベースの機能により、
ホワイトリストの中で許された他のＣＳＧがサービングセルの近辺に存在することを認識
している場合、ＷＴＲＵは、近辺のＣＳＧの優先度がサービングＣＳＧより高い優先度で
ある場合、入域近接性通知（entering proximity indication）をトリガすることが可能
である。ＷＴＲＵは、近辺のＣＳＧの優先度がサービングＣＳＧより高い優先度であり、
さらにそのＣＳＧが、サービングＣＳＧとは異なる周波数層、または異なるＲＡＴにある
場合、入域近接性通知（entering proximity indication）をトリガするようにさらに構
成され得る。代替として、近辺のＣＳＧが、ＷＴＲＵが現在、接続されているＣＳＧと同
一の周波数に位置していることが知られている場合、ＷＴＲＵは、優先度にかかわらず近
接性通知をトリガすることが可能である。ＷＴＲＵは、近辺のＣＳＧの優先度がサービン
グＣＳＧ以下の優先度であるが、サービングＣＳＧの信号品質が、所定の期間、しきい値
を下回っている場合、近接性をトリガすることが可能である。
【００６９】
　以上と同じことが、逆のシナリオとして、出域近接性通知（leaving proximity indica
tion）にも当てはまり得る。
【００７０】
　ＷＴＲＵは、隣接セル測定値を報告するように構成されていてもよく、またはＷＴＲＵ
は、上位Ｎ個の優先度の隣接ＣＳＧセルの測定値のみ報告するようになっていてもよい。
ネットワークに隣接ＣＳＧセル測定値を報告する際、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがメンバであ
る可能性が高いＣＳＧセル（すなわち、ＷＴＲＵが、検出するＰＳＣ／ＰＣＩに合致する
フィンガプリントを有するＣＳＧセル）に関するＣＳＧ優先度を測定レポートの中に含め
ることが可能である。
【００７１】
　ＷＴＲＵは、すべてのＣＳＧ優先度と、利用可能な場合、ＷＴＲＵがメンバである可能
性が高い、測定されたすべてのＣＳＧセルの下位優先度とを報告することが可能である。
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【００７２】
　代替として、ＷＴＲＵは、報告された複数のＣＳＧセルのなかで最高のＣＳＧ優先度を
有する、ＷＴＲＵがメンバである可能性が高い複数のＣＳＧセルのＣＳＧ優先度を報告し
てもよい。ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがメンバである可能性が高いＣＳＧセルのＣＳＧ優先度
が、最小限のレベルの優先度以上である場合に、その追加の情報要素を含めてもよい。そ
のような最小限の優先度レベルは、ＲＲＣシグナリングを介してネットワークによって与
えられることが可能である。この事例において、追加の情報要素は、優先度値自体から成
る、またはブール値から成っていてもよい。
【００７３】
　次に、ネットワークは、最高の優先度の複数のＣＳＧセルのＳＩだけしか読み取らない
ようＷＴＲＵに要求することを決定してもよい。これにより、ＷＴＲＵバッテリ使用、お
よび次のＷＴＲＵレポートにおけるシグナリング負荷を制限することが可能である。
【００７４】
　別の実施形態において、ＷＴＲＵが、ＷＴＲＵがいずれのＣＳＧセルのメンバである可
能性が高いかを認識していない場合、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵのホワイトリストの中に存在
するすべてのＣＳＧ優先度を、または最高のＣＳＧ優先度だけを測定レポートの中に含め
ることが可能である。
【００７５】
　さらに、ＣＳＧ優先度のＷＴＲＵ報告は、ネットワークによって、既存のＲＲＣメッセ
ージ（例えば、測定制御（MEASUREMENT CONTROL））または新たなＲＲＣメッセージの中
で構成されてもよい。ＷＴＲＵは、メンバである可能性が高いＣＳＧセルだけのすべての
ＣＳＧ優先度、または最高の優先度を有する、メンバである可能性が高いＣＳＧセルだけ
、またはＷＴＲＵホワイトリストの中のすべてのＣＳＧ優先度、またはＷＴＲＵホワイト
リストの中の最高のＣＳＧ優先度だけを報告することが可能である。
【００７６】
　さらに、ＷＴＲＵは、測定レポート当り１つだけのＣＳＧセルに関する追加の情報を送
信するように制限されていてもよい。これが該当する場合、ＷＴＲＵは、最高のＣＳＧ優
先度を有するセル、または（そのようなセルが複数存在する場合）それらのセルのなかで
最上位に格付けされたセルを選択することが可能である。
【００７７】
　代替として、自律的なＳＩ獲得の場合、またはネットワークによって複数のＰＳＣ／Ｐ
ＣＩが読み取られることが要求されている場合、ＷＴＲＵは、知られている最高の優先度
のＣＳＧのＰＣＩ／ＰＳＣのＳＩを読み取ることを暗黙に開始することが可能である。
【００７８】
　ＷＴＲＵは、自律的な探索機能に基づいてＣＳＧ近接性を検出するように構成され得る
。次に、ＷＴＲＵは、検出されたＣＳＧのそれぞれに関して測定を実行するようになって
いてもよい。次に、ＷＴＲＵは、所定の信号強度を有する複数のＣＳＧのすべてのＣＳＧ
のＳＩを読み取ろうと試みるようになっていてもよい。ＷＴＲＵは、さらに、隣接ＣＳＧ
セルのＳＩ（例えば、セルアイデンティティもしくはＣＧＩ、ＣＳＧアイデンティティ、
および予備的なメンバ／非メンバのアクセス検査の結果）を報告する際、ＷＴＲＵがＳＩ
を読み取ることができたＣＳＧセルのＣＳＧ優先度を、測定レポートメッセージの中に含
めるように構成され得る。ＷＴＲＵは、以下の規則の１つまたは組合せを使用することが
可能である。
【００７９】
　ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがＳＩを読み取ることができ、さらにＷＴＲＵがメンバである（
すなわち、当該のＣＳＧセルのＳＩの中で獲得されたＣＳＧアイデンティティが、ＷＴＲ
Ｕホワイトリストの中に格納されたＣＳＧアイデンティティのうち１つと合致する）すべ
てのＣＳＧセルのＣＳＧ優先度を報告するようになっていてもよい。別の実施形態におい
て、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがＳＩを読み取ることができ、ＷＴＲＵがメンバである最高の
ＣＳＧ優先度のセルのＣＳＧ優先度だけを報告するようになっていてもよい（例えば、シ
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グナリング負荷を制限するために）。
【００８０】
　代替として、ＰＳＣ／ＰＣＩの混同が全く存在しないシナリオにおいて、またはネット
ワークが、ＳＩを読み取ることをＷＴＲＵに要求しない場合に、ＷＴＲＵは、その周波数
で知られているＣＳＧ優先度を報告してもよく、またはＷＴＲＵは、最高の優先度のＣＳ
Ｇ　ＩＤをネットワークに報告することを選択してもよい。
【００８１】
　別のソリューションにおいて、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがメンバである最高の優先度のＣ
ＳＧセルだけのＳＩを報告し、それらのＣＳＧ優先度を測定レポートの中に含めることが
可能である。
【００８２】
　代替として、ネットワークに測定レポートを送る際、ＷＴＲＵは、報告されるＰＳＣ／
ＰＣＩが、報告されるセルのセットに属する可能性がある場合、または報告されるＰＳＣ
／ＰＣＩが、報告されるセルのセットの中の最高の優先度のＣＳＧである場合に設定され
る１ビットフィールドを使用してもよい。
【００８３】
　ＷＴＲＵからＣＳＧ優先度を受信する際、ネットワークは、次いでハンドオーバに関し
て、最高の優先度のＣＳＧセルを優先させることが可能である。報告されたいくつかのＣ
ＳＧセルが同一の最高のＣＳＧ優先度（および同一の最高のＣＳＧ下位優先度）を有する
場合、ネットワークは、ＷＴＲＵが、最良の受信信号電力および／または最良の受信信号
品質を報告したＣＳＧセルを選択することを決定することが可能である。最高のＣＳＧ優
先度セルへのハンドオーバをもたらす干渉の可能性がある場合、ネットワークは、ＷＴＲ
Ｕを利用可能な場合、ＷＴＲＵによって報告された次のＣＳＧ優先度セルであり得る、異
なるＣＳＧセルにＷＴＲＵをハンドオーバすることを決定することが可能である。代替と
して、ネットワークは、それでも、最高の優先度のＣＳＧセルにＷＴＲＵをハンドオーバ
することを決定する可能性があるが、より低いＣＳＧ優先度を有するＣＳＧセルに、それ
らのＣＳＧセルの送信電力を低減して、ＷＴＲＵに対する干渉を制限するよう要求するこ
とが可能であり、さらにＷＴＲＵに、ＷＴＲＵの送信電力を低減して、それらのより低い
優先度のＣＳＧセルに対する干渉を制限するよう要求することが可能である。ネットワー
クは、いくつかのＣＳＧセルが、一部のＷＴＲＵに関して高い優先度を有するとともに、
他のＷＴＲＵに関して低い優先度を有することが可能であるという事実を考慮に入れ、さ
らに相応して競合を回避するように干渉を管理しなければならないことがある。
【００８４】
　ＷＴＲＵによって開始されるＳＩ読み取り（すなわち、ＷＴＲＵが、ネットワークによ
って明示的に指示されずにＣＳＧセルのＳＩを読み取ること）の場合、ＷＴＲＵは、ＷＴ
ＲＵのバッテリ使用を制限するために、最低の優先度のＣＳＧセルのＳＩを読み取ること
を回避することが可能である。ＷＴＲＵは、最高のＣＳＧ優先度セルのＳＩ、またはしき
い値ＣＳＧｍｉｎｐｒｉｏを超えるＣＳＧ優先度を有するセルのＳＩ、または残りのＣＳ
Ｇセルより高い優先度を有する最初のＮ個のＣＳＧセルのＳＩだけを獲得することが可能
である。値ＣＳＧｍｉｎｐｒｉｏおよび値Ｎは、ＷＴＲＵにおいて事前構成されること、
ユーザによって構成可能であること、ＷＴＲＵによって決定されること、または、例えば
、測定制御もしくはＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎのよう
な既存のＲＲＣメッセージの中で、または新たなＲＲＣメッセージの中でネットワークに
よってブロードキャストされる、もしくはシグナリングされることが可能である。
【００８５】
　ＣＳＧ優先度は、ユーザによって手動で設定されてもよい。ＷＴＲＵホワイトリストの
中に新たなＣＳＧ　Ｉｄが追加されると、ユーザは、このＣＳＧに関する優先度を選択す
るように促されるようになっていてもよい。ＷＴＲＵホワイトリストの中に既に存在する
ＣＳＧの場合、ユーザは、ＷＴＲＵが初めて使用される際に、またはＷＴＲＵがオンにさ
れるたびに、このホワイトリストのすべてのＣＳＧ部分の優先度を設定するように促され
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るようになっていてもよい。ユーザは、ＷＴＲＵホワイトリストのＣＳＧ部分のＣＳＧ優
先度を初回の設定として、または更新として任意の時点で構成する可能性を有し得る。
【００８６】
　さらに、ＣＳＧ優先度は、事業者によって事前構成されることが可能であり、例えば、
ユーザ自宅ＣＳＧが、常に最高の優先度を受けるようになっていてもよい。また、このＣ
ＳＧ優先度は、ＣＳＧタイプに依存して設定されることも可能である。
【００８７】
　ＣＳＧ優先度は、周波数層に依存するようになっていてもよい。例えば、或る周波数内
のすべてのＣＳＧセルが、同一のＣＳＧ優先度を有するように制約され得る。そのような
アプローチが採用される場合、ＣＳＧ優先度は、通常の周波数優先度に類似した機構を使
用して獲得されてもよく、すなわち、専用のＣＳＧ優先度、または一般的なＣＳＧ優先度
が利用可能であってもよい。
【００８８】
　ネットワークは、既存のＲＲＣメッセージ（例えば、ＲＲＣ接続セットアップメッセー
ジ（RRC CONNECTION SETUP）もしくは測定制御（MEASUREMENT CONTROL）メッセージ、ま
たはＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージ）を使用し
て、または新たなＲＲＣメッセージを使用して、ＷＴＲＵにＣＳＧ優先度を送ることが可
能である。
【００８９】
　ＣＳＧ優先度は、ユーザがどれだけ頻繁に或る特定のＣＳＧセルに接続するかに依存し
て、ＷＴＲＵによって自動的に更新され得る。例えば、ＷＴＲＵは、ユーザがしばしば、
自宅ＣＳＧセルに接続することを検出し、さらにそのＣＳＧセルの優先度を大幅に増加さ
せるようになっていてもよく、ＷＴＲＵは、ユーザが或る特定のコーヒーショップＣＳＧ
セルにしばしば、接続することを検出して、対応するＣＳＧ優先度を増加させるが、自宅
ＣＳＧセルの場合ほどは増加させないようになっていてもよい。
【００９０】
　ＣＳＧ優先度のすべて、またはサブセットを無効にするオプションが、ユーザに利用可
能であり得る。また、ネットワークが、例えば、干渉管理の目的で、または他の任意の目
的（例えば、Ｈ（ｅ）ＮＢ輻輳管理、Ｈ（ｅ）ＮＢ負荷管理など）で、ＷＴＲＵにおける
ＣＳＧ優先度を無効にすることができるようになっていてもよい。ＩＥを有効にしたり、
無効にしたりするＣＳＧ優先度が、既存のＲＲＣメッセージの中に、例えば、測定制御メ
ッセージ、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージの中
に追加されることが可能であり、または新たなＲＲＣメッセージが定義されてもよい。
【００９１】
　ＣＳＧごとに、または優先度を有するすべてのＣＳＧに関して、またはＣＳＧのサブセ
ットに関してＣＳＧ優先度に関する有効性タイマが定義され得る。さらに、２つのタイプ
の優先度、すなわち、永久タイプおよび一時的なタイプが定義され得る。永久の優先度は
、ユーザまたはネットワークがその優先度を削除しない限り、有効であり得るのに対して
、一時的な優先度は、事前定義された期間中、有効であり得る。例えば、永久の優先度が
、ユーザ自宅ＣＳＧセルに関して使用され得るのに対して、一時的な優先度は、ユーザの
友人のＣＳＧセル優先度に関して使用され得る。有効性持続時間は、ユーザによって設定
されても、ＷＴＲＵによって自動的に設定されても、既存のＲＲＣメッセージの中で、ま
たは新たなＲＲＣメッセージの中でネットワークによってシグナリングされてもよい。
【００９２】
　ＣＳＧ優先度がオプションであり（すなわち、すべてのＣＳＧに優先度が割り当てられ
ているわけではない）、さらにいくつかのＣＳＧセルに優先度が割り当てられている一方
で、他のＣＳＧセルには優先度が割り当てられていない場合、ＷＴＲＵは、優先度を有さ
ないＣＳＧセルは最低の優先度を有するものと想定することが可能である。代替として、
ＷＴＲＵは、これらのＣＳＧセルが中間の優先度を有すると想定してもよい。別の実施形
態において、ＣＳＧ優先度が使用される場合に、ＷＴＲＵホワイトリストの中の各ＣＳＧ
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に優先度が割り当てられ得ると指定されてもよい。
【００９３】
　ホワイトリストは、ユーザによって許されるＣＳＧリスト、および事業者によって許さ
れるＣＳＧリストという異なる２つのリストから構成され得るので、優先度に矛盾が生じ
る可能性があり、すなわち、その２つのリスト上で同一のＣＳＧに異なる優先度が割り当
てられている可能性がある。この場合、ＷＴＲＵは、事業者によって許されるＣＳＧリス
トの中で定義されたＣＳＧ優先度だけしか考慮に入れないことを決定することが可能であ
り、または、代替として、ＷＴＲＵは、ユーザによって許されるＣＳＧリストの中で定義
されたＣＳＧ優先度だけしか考慮に入れないことを決定することが可能である。異なる実
施形態において、ＷＴＲＵは、ユーザによって許されるＣＳＧリストの中で定義されたＣ
ＳＧ優先度と、事業者によって許されるＣＳＧリストの中で定義されたＣＳＧ優先度の間
のＣＳＧ優先度平均を、その２つのリストに同一の重みが割り当てられて、またはその２
つのリストのいずれかのリストのＣＳＧ優先度により大きい重みが割り当てられて、計算
することが可能である。
【００９４】
実施形態
１．アイドルモードおよび接続モードでＣＳＧ（限定加入者グループ）優先度を管理する
ための方法であって、
　ＣＳＧに関連付けられたセルを選択するＷＴＲＵ（ワイヤレス送信／受信ユニット）の
ためにホワイトリストに優先順位を付けるステップを備える方法。
２．ＷＴＲＵにワイヤレスサービスを提供するＣＳＧの一部として含まれるＨＮＢ（ホー
ムノードＢ）をさらに備える実施形態１に記載の方法。
３．セル選択手順およびセル再選択手順が、ＣＳＧ優先度を考慮に入れるために変更され
る前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
４．周波数間シナリオの場合のＣＳＧセルに対するセル再選択に関して、現在のサービン
グセルとターゲットＣＳＧセルが、異なる周波数上にある前述のいずれかの実施形態に記
載の方法。
５．ＲＡＴ（無線アクセス技術）間シナリオの場合のＣＳＧセルに対するセル再選択に関
して、現在のサービングセルとターゲットＣＳＧセルが、異なるＲＡＴに属する前述のい
ずれかの実施形態に記載の方法。
６．適切なＣＳＧセルが異なる周波数上で検出され、さらにこれらのＣＳＧセルが、それ
ぞれのＣＳＧセルの周波数上で最も強い場合、ＷＴＲＵは、最高のＣＳＧ優先度を有する
ＣＳＧセルのサブセットのなかの１つのＣＳＧセルを再選択する前述のいずれかの実施形
態に記載の方法。
７．複数の適切なＣＳＧセルが異なる周波数上で検出された場合、以下のうち少なくとも
１つを実行する、すなわち、ＷＴＲＵが、１つのセルを恣意的に選択し、および／または
異なる優先度が適用される前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
８．ＷＴＲＵは、ＣＳＧセル自らの周波数上で最上位に格付けされていない高い優先度の
ＣＳＧセルを、このＣＳＧセルより上位に格付けされたすべてのセルが他のＣＳＧセルで
ある場合に、再選択することを許される前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
９．ＷＴＲＵは、選択されるべき高い優先度のＣＳＧセルより上位に格付けされたすべて
のセルが、より下位に格付けされたセルの周波数内再選択が、ＩＦＲＩ（周波数内再選択
指標）情報要素に従って許されることを示すシグナリングを与えることを要求する前述の
いずれかの実施形態に記載の方法。
１０．ＷＴＲＵは、ターゲットセルの信号品質がしきい値を超えている、またはターゲッ
トセルの信号品質が、或るしきい値だけ最上位に格付けされたセルより低いという条件付
きで、より下位に格付けされたセルを再選択することを許される前述のいずれかの実施形
態に記載の方法。
１１．しきい値は、所定の期間に関する前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
１２．適切なＣＳＧセルの受信信号電力または信号品質は、指定された値だけオフセット
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される前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
１３．より上位の格付けを有する最高のＣＳＧ優先度が付けられた適切なＣＳＧセルが選
択され得るように、ＣＳＧ優先度オフセットがセル再選択格付け基準自体の中に導入され
得る前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
１４．ＷＴＲＵは、最高の優先度のＣＳＧセルを、最上位に格付けされていない場合でさ
え、そのＣＳＧセルの絶対的な受信電力レベルもしくは受信信号品質が所定のしきい値よ
り高い可能性があるという条件付きで、選択する前述のいずれかの実施形態に記載の方法
。
１５．ＷＴＲＵは、最高の優先度のＣＳＧセルを、最上位に格付けされていない場合でさ
え、そのＣＳＧセルの絶対的な受信電力レベルもしくは受信信号品質が所定のしきい値よ
り高い可能性があるという条件付きで、選択する前述のいずれかの実施形態に記載の方法
。
１６．ＣＳＧオフセットおよび／またはＣＳＧ電力パラメータは、以下のうち少なくとも
１つとして、すなわち、ＷＴＲＵによって決定される定数値として、システム情報を参照
するブロードキャストデータの中でネットワークによって示される定数値として、および
／または既存のＲＲＣメッセージの中でネットワークによってシグナリングされる定数値
として事前構成される前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
１７．最高の優先度のＣＳＧセルに対するセル再選択が失敗した場合、ＷＴＲＵは、次の
優先度の適切なＣＳＧセルを再選択する前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
１８．ＣＳＧセルが、より下位に格付けされたセルの周波数内再選択がＩＦＲＩ（周波数
内再選択指標）情報要素に従って許されることをシグナリングしている場合、優先度の適
切なＣＳＧセルが許される前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
１９．２つのＣＳＧセルが同一の優先度を有する場合、ＷＴＲＵは、最高の下位優先度を
有するＣＳＧセルを再選択するために下位優先度を確認する前述のいずれかの実施形態に
記載の方法。
２０．下位優先度が、最高の優先度を有するいくつかのＣＳＧセルに関して最高である場
合、ＷＴＲＵは、これらのセルのなかで、最良の信号品質、または最良の受信信号レベル
を有するＣＳＧセルを再選択する前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
２１．セル再選択ピンポン問題を回避して、ＷＴＲＵは、最高の優先度を有するＣＳＧセ
ルを再選択した後、このセルが適切さの基準に不合格となるまで、またはより高い優先度
の別のＣＳＧが、適切になるとともに、セル再選択の基準を満たすことが可能になるまで
、このセルにキャンプオンしたままになる前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
２２．サービングセルが、最高の優先度を有するＣＳＧセルである場合、サービングセル
に関するセル格付け基準Ｒｓにオフセットが導入される前述のいずれかの実施形態に記載
の方法。
２３．セル格付け基準Ｒｓに導入されるオフセットは、元の格付け基準Ｒｓの場合と比べ
て、より長い期間、このＣＳＧセルにキャンプオンしたままになるようにＷＴＲＵに強制
する前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
２４．ユーザは、より低い優先度の適切なＣＳＧセル、またはＣＳＧ優先度の全く割り当
てられていないＣＳＧセルを手動で再選択するようにＷＴＲＵを強制できることが可能で
ある前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
２５．マルチ周波数展開、異なるＣＳＧアイデンティティを有するＣＳＧセル、および異
なるユーザもしくは異なる事業者に属するホームノードＢが、異なる周波数で展開される
前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
２６．ＷＴＲＵは、現在の周波数より高いＣＳＧ優先度を有する、より低い優先度の周波
数またはＲＡＴにおける他のＣＳＧセルが近辺に存在することを認識している前述のいず
れかの実施形態に記載の方法。
２７．周波数を測定する際、複数のＣＳＧ優先度が利用可能である場合、ＷＴＲＵは、最
高の優先度のＣＳＧが見出される周波数を最初に測定することを開始する前述のいずれか
の実施形態に記載の方法。
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２８．ＣＳＧ近接性通知をネットワークに報告する際、ＷＴＲＵは、利用可能な場合、許
された隣接ＣＳＧセルの優先度、または優先度のセットを追加する前述のいずれかの実施
形態に記載の方法。
２９．ＷＴＲＵホワイトリストのＣＳＧセル部分は、ＷＴＲＵの現在の近隣と合致するフ
ィンガプリントを含む前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
３０．ＣＳＧ近接性通知を伝える信号は、ＷＴＲＵがＣＳＧ区域に入る際、およびＣＳＧ
区域を出る際に実行される前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
３１．ＬＴＥ（ロングタームイボリューション）に関して、これらのＣＳＧセルに対応す
る優先度のリストに既存の近接性通知メッセージの中でフィールドが追加される前述のい
ずれかの実施形態に記載の方法。
３２．ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）に関して、ＣＳＧ優先度のリストのために、メッセージレベルで
測定レポートのメッセージの中に、またはＩＥ（情報要素）の中にフィールドが追加され
る前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
３３．ＷＴＲＵは、しきい値より高いＣＳＧ優先度のＣＳＧセルが近隣に存在する場合、
近接性通知を送る前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
３４．ＣＳＧ優先度しきい値は、より高位の層のシグナリングを介してネットワークによ
って与えられる前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
３５．ＷＴＲＵが、或るＣＳＧ区域に入り、さらに複数のＣＳＧが近辺に存在する場合、
ＷＴＲＵは、１度に１つの近接性通知周波数を送る前述のいずれかの実施形態に記載の方
法。
３６．ＷＴＲＵは、そのＣＳＧ区域内の最高の優先度のＣＳＧの周波数に近接性通知メッ
セージを送る前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
３７．ＷＴＲＵは、ＣＳＧセルに接続され、さらにフィンガプリント、自律的な探索機能
、または任意のロケーションベースの機能に基づいて、ホワイトリストの中で許される他
のＣＳＧがサービングセルの近辺に存在することを認識しており、さらにＷＴＲＵは、以
下の少なくとも１つ、すなわち、近辺のＣＳＧの優先度がサービングＣＳＧより高い優先
度であるという条件付きで、入域近接性通知（entering proximity indication）をトリ
ガすること、近辺のＣＳＧの優先度がサービングＣＳＧより高い優先度であり、さらにそ
のＣＳＧが、サービングＣＳＧとは異なる周波数層、または異なるＲＡＴにあるという条
件付きで、入域近接性通知（entering proximity indication）をトリガすること、近辺
のＣＳＧが、ＣＳＧが現在、接続されているのと同一の周波数に位置していることが知ら
れているという条件付きで、優先度にかかわらず近接性通知をトリガすること、および／
または近辺のＣＳＧの優先度がサービングＣＳＧ以下の優先度であるが、サービングＣＳ
Ｇの信号品質が、しきい値を下回っているという条件付きで、近接性通知をトリガするこ
とを実行する前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
３８．隣接ＣＳＧセル測定値をネットワークに報告する際、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがメン
バである可能性が高いＣＳＧセルに関するＣＳＧ優先度を含める前述のいずれかの実施形
態に記載の方法。
３９．隣接ＣＳＧセル測定値をネットワークに報告する際、ＷＴＲＵが、ＣＳＧセルの検
出されたＰＳＣ／ＰＣＩ（一次同期符号／物理的セルアイデンティティ）と合致するフィ
ンガプリントを有するＣＳＧセルを含める前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
４０．ネットワークに対する隣接ＣＳＧセル測定値は、測定レポートの中に入っており、
ＷＴＲＵによって以下、すなわち、すべてのＣＳＧ優先度、および、利用可能な場合、メ
ンバの可能性が高い測定されたすべてのＧＳＧセルの下位優先度、報告されたＣＳＧセル
のなかで最高のＣＳＧ優先度を有する、メンバである可能性が高いＣＳＧセルに関するＣ
ＳＧ優先度だけのうち少なくとも１つを含め、ＷＴＲＵがメンバである可能性が高いＣＳ
ＧセルのＣＳＧ優先度が、最小限のレベルの優先度以上である場合に、追加の情報要素、
またはオプションの情報要素を含める前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
４１．最小限の優先度レベルは、ＲＲＣシグナリングを介してネットワークによって与え
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られ、さらに追加の情報要素は、優先度値自体、またはブール値を含む前述のいずれかの
実施形態に記載の方法。
４２．ネットワークは、ＷＴＲＵバッテリ使用、および次のＷＴＲＵレポートにおけるシ
グナリング負荷を制限するために、最高の優先度の１つまたは複数のＣＳＧセルのシステ
ム情報のみ読み取るようＷＴＲＵに要求することを決定する前述のいずれかの実施形態に
記載の方法。
４３．ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがいずれのＣＳＧセルのメンバである可能性が高いかを認識
しておらず、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵのホワイトリストの中に存在するすべてのＣＳＧ優先
度を測定レポートの中に含める前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
４４．ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがいずれのＣＳＧセルのメンバである可能性が高いかを認識
しておらず、ＷＴＲＵは、すべての最高のＣＳＧ優先度を測定レポートの中に含める前述
のいずれかの実施形態に記載の方法。
４５．ＷＴＲＵは、測定レポート当り１つのみのＣＳＧセルに関する追加の情報を送信す
るように制限される前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
４６．ＷＴＲＵは、最高のＣＳＧ優先度を有するセルに、または複数のセルが存在する場
合、それらのセルのなかで最上位に格付けされたセルに追加の情報を送る前述のいずれか
の実施形態に記載の方法。
４７．自律的なＳＩ獲得の場合、またはネットワークによって複数のＰＳＣ／ＰＣＩが読
み取られるように要求されている場合、ＷＴＲＵは、知られている最高の優先度のＣＳＧ
のＰＣＩ／ＰＳＣのＳＩを読み取ることを暗黙に開始することが可能である前述のいずれ
かの実施形態に記載の方法。
４８．ＷＴＲＵは、隣接ＣＳＧセルのシステム情報をネットワークに報告する前述のいず
れかの実施形態に記載の方法。
４９．システム情報は、ＵＭＴＳに関するセルアイデンティティ、ＬＴＥに関するＣＧＩ
（セルグローバルアイデンティティ）、およびＣＳＧアイデンティティ、ならびに予備的
なメンバ／非メンバのアクセス検査の結果を含む前述のいずれかの実施形態に記載の方法
。
５０．ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがシステム情報を読み取ることができ、さらにＷＴＲＵがメ
ンバであるすべてのＣＳＧセルのＣＳＧ優先度を報告する前述のいずれかの実施形態に記
載の方法。
５１．ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがシステム情報を読み取ることができる可能性があり、さら
にＷＴＲＵがメンバである最高のＣＳＧ優先度セルのＣＳＧ優先度を報告する前述のいず
れかの実施形態に記載の方法。
５２．ＰＳＣ／ＰＣＩ混同が全く存在しないシナリオ、またはネットワークがＳＩを読み
取るようＷＴＲＵに要求する場合、ＷＴＲＵは、それでもネットワークに、その周波数に
おいて知られているＣＳＧ優先度を報告することが可能であり、またはＷＴＲＵは、最高
の優先度のＣＳＧ　ＩＤをネットワークに報告することを選択する前述のいずれかの実施
形態に記載の方法。
５３．ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがメンバであり、さらに測定レポートの中でＣＳＧ優先度を
含む最高の優先度のＣＳＧセルだけのシステム情報を報告する前述のいずれかの実施形態
に記載の方法。
５４．測定レポートをネットワークに送る際、ＷＴＲＵは、報告されるＰＳＣ／ＰＣＩが
、報告されるセルのセットに属する場合、または報告されるＰＳＣ／ＰＣＩが、報告され
るセルのセットの中で最高の優先度のＣＳＧであり得る場合に設定される１ビットフィー
ルドを使用する前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
５５．ＷＴＲＵからＣＳＧ優先度を受信する際、ネットワークは、ハンドオーバに関して
最高の優先度のＣＳＧセルを優先させる前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
５６．ＷＴＲＵからＣＳＧ優先度を受信する際、報告されるＣＳＧセルが、同一の最高の
ＣＳＧ優先度、および同一の最高の下位優先度を有する場合、ネットワークは、ＷＴＲＵ
が最良の受信信号電力および／または信号品質を報告したＣＳＧセルを選択することを決
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定する前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
５７．潜在的な干渉が、最高のＣＳＧ優先度セルへのハンドオーバをもたらし、ネットワ
ークは、ＷＴＲＵによって報告された次のＣＳＧ優先度セルであり得る、異なるＣＳＧセ
ルにＷＴＲＵをハンドオーバすることを決定することが可能である前述のいずれかの実施
形態に記載の方法。
５８．ネットワークは、最高の優先度のＣＳＧセルにＷＴＲＵをハンドオーバすることを
決定するが、ＣＳＧセルの送信電力を低減して、ＷＴＲＵに対する干渉を制限するよう、
より低いＣＳＧ優先度を有するＣＳＧセルに要求する前述のいずれかの実施形態に記載の
方法。
５９．ネットワークは、ＷＴＲＵの送信電力を低減して、より低い優先度のＣＳＧセルに
対する干渉を制限するようＷＴＲＵに要求する前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
６０．ネットワークは、いくつかのＣＳＧセルが、一部のＷＴＲＵに関して高い優先度を
有するとともに、他のＷＴＲＵに関して低い優先度を有するという事実を考慮に入れ、さ
らに相応して競合を回避するように干渉を管理する前述のいずれかの実施形態に記載の方
法。
６１．ＷＴＲＵによって開始されたシステム情報読み取りという条件付きで、ＷＴＲＵは
、ＷＴＲＵのバッテリ使用を制限するために最低の優先度のＣＳＧセルのシステム情報を
読み取らない前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
６２．ＣＳＧ優先度は、以下の少なくとも１つによって、すなわち、新たなＣＳＧ　Ｉｄ
がＷＴＲＵホワイトリストの中に追加されるたびに、事業者によって事前構成されて、ネ
ットワークが、既存のＲＲＣメッセージを使用してＷＴＲＵにＣＳＧ優先度を送って、ま
たはユーザがどれだけ頻繁に或る特定のＣＳＧセルに接続するかに依存して、ＷＴＲＵに
よって自動的に更新されて、ユーザによって手動で設定される前述のいずれかの実施形態
に記載の方法。
６３．ユーザは、ＣＳＧ優先度のすべて、またはサブセットを無効にするオプションを有
する前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
６４．ＩＥを有効にしたり、無効にしたりするＣＳＧ優先度が、既存のＲＲＣメッセージ
の中に追加される前述のいずれかの実施形態に記載の方法。
６５．ＣＳＧ優先度に関する有効性タイマが、ＣＳＧごとに、または優先度を有するすべ
てのＣＳＧに関して、またはＣＳＧのサブセットに関して定義される前述のいずれかの実
施形態に記載の方法。
６６．複数のタイプの優先度、永久タイプと一時的なタイプが存在する前述のいずれかの
実施形態に記載の方法。
６７．永久の優先度は、ユーザまたはネットワークの決定に基づく期間、有効である前述
のいずれかの実施形態に記載の方法。
６８．一時的な優先度は、事前定義された期間中に限って有効であり得る前述のいずれか
の実施形態に記載の方法。
６９．ホワイトリストは、ユーザによって許されるＣＳＧリスト、および事業者によって
許されるＣＳＧリストという異なる２つのリストから構成される前述のいずれかの実施形
態に記載の方法。
７０．ＷＴＲＵは、ユーザによって許されるＣＳＧリストの中で定義されたＣＳＧ優先度
と、事業者によって許されるＣＳＧリストの中で定義されたＣＳＧ優先度の間のＣＳＧ優
先度平均を、その２つのリストに同一の重みが割り当てられて、またはその２つのリスト
のいずれかのリストのＣＳＧ優先度により大きい重みが割り当てられて、計算する前述の
いずれかの実施形態に記載の方法。
７１．前述のいずれかの実施形態に記載の方法を実行するように構成されたＷＴＲＵ。
７２．受信機をさらに備える実施形態７１のＷＴＲＵ。
７３．送信機をさらに備える実施形態７１～７２に記載のＷＴＲＵ。
７４．その送信機および／またはその受信機と通信状態にあるプロセッサをさらに備える
実施形態７１～７３に記載のＷＴＲＵ。
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７５．実施形態１～７０のいずれかの少なくとも一部に記載の方法を実行するように構成
されたノードＢ。
７６．実施形態１～７０のいずれかの少なくとも一部に記載の方法を実行するように構成
された集積回路。
【００９５】
　特徴および要素は、特定の組合せで、前段で説明されるものの、各特徴、または各要素
は、単独で使用されることも、他の特徴および要素と任意に組み合わせて使用されること
もあり得ることが、当業者には理解されよう。さらに、本明細書で説明される方法は、コ
ンピュータもしくはプロセッサによって実行されるようにコンピュータ可読媒体に組み込
まれた、コンピュータプログラムで実施されても、ソフトウェアで実施されても、ファー
ムウェアで実施されてもよい。コンピュータ可読媒体の例には、電子信号（有線接続また
はワイヤレス接続を介して伝送される）およびコンピュータ可読記憶媒体が含まれる。コ
ンピュータ可読記憶媒体の例には、ＲＯＭ（読み取り専用メモリ）、ＲＡＭ（ランダムア
クセスメモリ）、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なディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭ
ディスクおよびＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク）などの光媒体が含まれるが、以
上には限定されない。ソフトウェアに関連するプロセッサが、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末装置
、基地局、ＲＮＣ、または任意のホストコンピュータにおいて使用されるように無線周波
数トランシーバを実施するのに使用され得る。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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