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(57)【要約】
本発明の様々な実施形態は、セル再選択方法を提供する
。このセル再選択方法は、ユーザ装置で、複数の通信事
業者ネットワークで共有されているネットワークノード
からのシステム情報を受信すること、ここで、前記シス
テム情報は前記ユーザ装置に対する一つまたは複数の近
隣セルに関連する少なくとも一つの通信事業者ネットワ
ークと関連する第１の情報を含む、受信することと；前
記第１の情報の少なくとも一部に基づいて、前記少なく
とも一つの通信事業者ネットワーク内に前記ユーザ装置
とアクセス可能な通信事業者ネットワークが存在するか
否かを判断することと；一つまたは複数のアクセス可能
な通信事業者ネットワークがみつかった場合のみセル再
選択手続きを実行することと；を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信事業者ネットワークによって共有されているネットワークノードから、ユー
ザ装置でシステム情報を受信すること、ここで、前記システム情報は、前記ユーザ装置の
一つ又は複数の近隣セルに関連する少なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第
１の情報を含む、前記受信することと；
　前記第１の情報の少なくとも一部に基づいて、前記少なくとも一つの通信事業者ネット
ワークの中に、前記ユーザ装置とアクセス可能な通信事業者ネットワークが存在するか否
かを判断することと；
　アクセス可能な通信事業者ネットワークが一つ又は複数見つかった場合のみ、セル再選
択手続きを実行することと；
を含む、セル再選択方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記セル再選択手続きは、前記一つ又は複数のアクセス可能な通信事業者ネットワーク
に属する前記一つ又は複数の近隣セルのキャリアに関する、セル検出及び測定を実行する
ことを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記一つ又は複数の近隣セルのキャリアそれぞれに対し、前記キャ
リアを使用する通信事業者ネットワークのリストを含む、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、
　前記ユーザ装置とアクセス可能な通信事業者ネットワークが存在するか否かを判断する
ことは、前記キャリアそれぞれに対し、前記ユーザ装置とアクセス可能な通信事業者ネッ
トワークが存在するか否かを判断することを含み、
　セル再選択手続きを実行することは、前記キャリアのいずれかに関連してアクセス可能
な通信事業者ネットワークが一つ又は複数見つかった場合のみ、該キャリアを使用して前
記近隣セルに対する前記セル再選択手続きを実行することを含む、方法。
【請求項５】
　請求項３に記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記キャリアのいずれかを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記
少なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第２の情報をさらに含む、
方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、
　前記キャリアのうちの特定の一つのキャリアが、２つ以上の通信事業者ネットワークで
使用されており、前記通信事業者ネットワークのうちの少なくとも一つの通信事業者ネッ
トワークは、前記ユーザ装置にアクセス可能であり、別の少なくとも一つの通信事業者ネ
ットワークは前記ユーザ装置にアクセス不可能である場合、前記セル再選択手続きの実行
はさらに、
　前記第２の情報の少なくとも一部に基づいて、前記特定の一つのキャリアを使用する前
記近隣セルのどれが、前記少なくとも一つのアクセス可能な通信事業者ネットワークに属
しているか判断することと；
　前記特定の一つのキャリアを使用して、前記少なくとも一つのアクセス可能な通信事業
者ネットワークに属する前記近隣セルに関するセル検出及び測定を実行することと；
を含む、方法。
【請求項７】
　請求項３から請求項６のいずれかに記載の方法において、
　前記キャリアはイントラ周波数キャリアを含み、前記イントラ周波数キャリアは前記ユ
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ーザ装置に対する現在のサービングキャリア周波数と同一の周波数である、方法。
【請求項８】
　請求項３から請求項６のいずれかに記載の方法において、
　前記システム情報は、インター周波数キャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアはインター周波数キャリアを含み、前記インター周波数キャリアは、前記ユーザ装置
に対する現在のサービングキャリア周波数と異なる周波数である、方法。
【請求項９】
　請求項３から請求項６のいずれかに記載の方法において、
　前記システム情報は、インターＲＡＴキャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアはインターＲＡＴキャリアを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１または請求項２に記載の方法において、
　前記第１の情報は、特定の一つのキャリアを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記少
なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第３の情報を含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、
　前記システム情報は、イントラ周波数近隣セルのリストをさらに含み、前記特定の一つ
のキャリアはイントラ周波数キャリアを含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法において、
　前記システム情報は、インター周波数近隣セルのリストをさらに含み、前記特定の一つ
のキャリアはインター周波数キャリアそれぞれを含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれかに記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークの識別情報リストを
含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３のいずれかに記載の方法において、
　前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークの中で前記ネットワークノードと近隣基
地局との間のインターフェースが設定される場合、前記第１の情報が前記ネットワークノ
ードによって取得される、方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記ユーザ装置にアクセス可能な通信事業者ネットワークが存在するか否か判断するこ
とは、前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークのうちの一つの通信事業者ネットワ
ークの識別情報が、前記ユーザ装置に保持されている、許容された通信事業者ネットワー
クのリストに含まれているか否かを判断することを含む、方法。
【請求項１６】
　請求項１から請求項１５のいずれかに記載の方法において、
　前記ネットワークノードは、ＬＴＥ－Ｈｉのアクセスポイントである、方法。
【請求項１７】
　複数の通信事業者ネットワークによって共有されるネットワークノードで、前記ネット
ワークノードに通信可能に接続されるユーザ装置の一つまたは複数の近隣セルに関連する
少なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第１の情報を取得することと；
　システム情報で、前記第１の情報を前記ユーザ装置にブロードキャストすることと；
を含む、セル再選択方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記一つ又は複数の近隣セルのキャリアそれぞれに対し、前記キャ
リアを使用する通信事業者ネットワークのリストを含む、方法。
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【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記キャリアのいずれかを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記
少なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第２の情報をさらに含む、
方法。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記キャリアはイントラ周波数キャリアを含み、前記イントラ周波数キャリアは前記ユ
ーザ装置に対する現在のサービングキャリア周波数と同一の周波数である、方法。
【請求項２１】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記システム情報は、インター周波数キャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアは前記インター周波数キャリアを含み、前記インター周波数キャリアは、前記ユーザ
装置に対する現在のサービングキャリア周波数と異なる周波数である、方法。
【請求項２２】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記システム情報は、インターＲＡＴキャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアは前記インターＲＡＴキャリアを含む、方法。
【請求項２３】
　請求項１７に記載の方法において、
　前記第１の情報は、特定の一つのキャリアを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記少
なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第３の情報を含む、方法。
【請求項２４】
　請求項２１に記載の方法において、前記システム情報は、イントラ周波数近隣セルのリ
ストをさらに含み、前記特定の一つのキャリアはイントラ周波数キャリアを含む、方法。
【請求項２５】
　請求項２１に記載の方法において、前記システム情報は、インター周波数近隣セルのリ
ストをさらに含み、前記特定の一つのキャリアはインター周波数キャリアそれぞれを含む
、方法。
【請求項２６】
　請求項１７から請求項２５のいずれかに記載の方法において、前記第１の情報は、前記
少なくとも一つの通信事業者ネットワークの識別情報リストを含む、方法。
【請求項２７】
　請求項１７から請求項２６のいずれかに記載の方法において、前記少なくとも一つの通
信事業者ネットワークの中で前記ネットワークノードと近隣基地局との間のインターフェ
ースを設定する場合、前記第１の情報が前記ネットワークノードによって取得される、方
法。
【請求項２８】
　請求項１７から請求項２７のいずれかに記載の方法において、前記ネットワークノード
は、ＬＴＥ－Ｈｉのアクセスポイントである、方法。
【請求項２９】
　送信機と、受信機と、プロセッサと、少なくとも一つのメモリとを備える、無線通信用
の装置であって、前記メモリはプログラムコードを格納し、該プログラムコードは、前記
プロセッサに実行されると、前記装置に、
　複数の通信事業者ネットワークによって共有されているネットワークノードからシステ
ム情報を受信すること、ここで、前記システム情報は、前記装置の一つ又は複数の近隣セ
ルと関連する少なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第１の情報を含む、前記
受信することと；
　前記第１の情報の少なくとも一部に基づいて、前記少なくとも一つの通信事業者ネット
ワークの中に、前記装置とアクセス可能な通信事業者ネットワークが存在するか否かを判
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断することと；
　アクセス可能な通信事業者ネットワークが一つ又は複数見つかった場合のみ、セル再選
択手続きを実行することと；
を遂行させる、装置。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の装置において、
　前記セル再選択手続きは、前記一つ又は複数のアクセス可能な通信事業者ネットワーク
に属する前記一つ又は複数の近隣セルのキャリアに関する、セル検出及び測定を実行する
ことを含む、装置。
【請求項３１】
　請求項２９または請求項３０に記載の装置において、
　前記第１の情報は、前記一つ又は複数の近隣セルのキャリアそれぞれに対し、前記キャ
リアを使用する通信事業者ネットワークのリストを含む、装置。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の装置において、
　前記プログラムコードが前記プロセッサによって実行されたとき、前記装置にさらに、
前記キャリアそれぞれに対して、前記装置にアクセス可能な通信事業者ネットワークが存
在するか否かを判断することと；
　前記キャリアのいずれかに関連してアクセス可能な通信事業者ネットワークが一つまた
は複数見つかった場合のみ、該キャリアを使用して前記近隣セルに対する前記セル再選択
手続きを実行することと；
を遂行させる、装置。
【請求項３３】
　請求項３１に記載の装置において、
　前記第１の情報は、前記キャリアのいずれかを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記
少なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第２の情報をさらに含む、
装置。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の装置において、
　前記プログラムコードが前記プロセッサによって実行されたとき、前記装置にさらに、
　前記キャリアのうちの特定の一つのキャリアが２つ以上の通信事業者ネットワークで使
用されており、この通信事業者ネットワークのうちの少なくとも一つが前記装置にアクセ
ス可能であり、少なくとも一つの通信事業者ネットワークが前記装置にアクセス不可能で
ある場合、
　前記特定の一つのキャリアを使用する近隣セルのどれが、前記少なくとも一つのアクセ
ス可能な通信事業者ネットワークに属しているのか、前記第２の情報の少なくとも一部に
基づいて判断することと；
　前記特定の一つのキャリアを使用して、前記少なくとも一つのアクセス可能な通信事業
者ネットワークに属する前記近隣セルに関するセル検出及び測定を実行することと；
を遂行させる、装置。
【請求項３５】
　請求項３１から請求項３４のいずれかに記載の装置において、
　前記キャリアはイントラ周波数キャリアを含み、前記イントラ周波数キャリアは前記装
置に対する現在のサービングキャリア周波数と同一の周波数である、装置。
【請求項３６】
　請求項３１から請求項３４のいずれかに記載の装置において、
　前記システム情報は、インター周波数キャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアは前記インター周波数キャリアを含み、前記インター周波数キャリアは、前記装置に
対する現在のサービングキャリア周波数と異なる周波数である、装置。
【請求項３７】
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　請求項３１から請求項３４のいずれかに記載の装置において、
　前記システム情報は、インターＲＡＴキャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアは前記インターＲＡＴキャリアを含む、装置。
【請求項３８】
　請求項２９に記載の装置において、
　前記第１の情報は、特定の一つのキャリアを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記少
なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第３の情報を含む、装置。
【請求項３９】
　請求項３８に記載の装置において、
　前記システム情報は、イントラ周波数近隣セルのリストをさらに含み、前記特定の一つ
のキャリアはイントラ周波数キャリアを含む、装置。
【請求項４０】
　請求項３８に記載の装置において、
　前記システム情報は、インター周波数近隣セルのリストをさらに含み、前記特定の一つ
のキャリアはインター周波数キャリアそれぞれを含む、装置。
【請求項４１】
　請求項２９から請求項４０のいずれかに記載の装置において、
　前記第１の情報は、前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークの識別情報リストを
含む、装置。
【請求項４２】
　請求項２９から請求項４１のいずれかに記載の装置において、
　前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークの中で前記ネットワークノードと近隣基
地局との間のインターフェースが設定される場合、前記第１の情報が前記ネットワークノ
ードによって取得される、装置。
【請求項４３】
　請求項４１に記載の装置において、
　前記プログラムコードは、前記プロセッサによって実行されたとき、前記装置にさらに
、前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークのうちの一つの通信事業者ネットワーク
の識別情報が、前記装置に保持されている許容された通信事業者ネットワークのリストに
含まれているか否かを判断させる、装置。
【請求項４４】
　複数の通信事業者ネットワークによって共有される装置であって、送信機と、受信機と
、プロセッサと、少なくとも一つのメモリとを備え、前記メモリはプログラムコードを格
納し、該プログラムコードは、前記プロセッサに実行されると、前記装置に、
　前記装置に通信可能に接続されるユーザ装置の一つまたは複数の近隣セルに関連する少
なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第１の情報を取得することと；
　システム情報で、前記第１の情報を前記ユーザ装置にブロードキャストすることと；
を遂行させる、装置。
【請求項４５】
　請求項４４に記載の装置において、
　前記第１の情報は、前記一つ又は複数の近隣セルのキャリアそれぞれに対し、前記キャ
リアを使用する通信事業者ネットワークのリストを含む、装置。
【請求項４６】
　請求項４５に記載の装置において、
　前記第１の情報は、前記キャリアのいずれかを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記
少なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第２の情報をさらに含む、
装置。
【請求項４７】
　請求項４５に記載の装置において、
　前記キャリアはイントラ周波数キャリアを含み、前記イントラ周波数キャリアは前記ユ
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ーザ装置に対する現在のサービングキャリア周波数と同一の周波数である、装置。
【請求項４８】
　請求項４５に記載の装置において、
　前記システム情報は、インター周波数キャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアは前記インター周波数キャリアを含み、前記インター周波数キャリアは、前記ユーザ
装置に対する現在のサービングキャリア周波数と異なる周波数である、装置。
【請求項４９】
　請求項４５に記載の装置において、
　前記システム情報は、インターＲＡＴキャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアは前記インターＲＡＴキャリアを含む、装置。
【請求項５０】
　請求項４４に記載の装置において、
　前記第１の情報は、特定の一つのキャリアを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記少
なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第３の情報を含む、装置。
【請求項５１】
　請求項５０に記載の装置において、
　前記システム情報は、イントラ周波数近隣セルのリストをさらに含み、前記特定の一つ
のキャリアはイントラ周波数キャリアを含む、装置。
【請求項５２】
　請求項５０に記載の装置において、
　前記システム情報は、インター周波数近隣セルのリストをさらに含み、前記特定の一つ
のキャリアはインター周波数キャリアそれぞれを含む、装置。
【請求項５３】
　請求項４４から請求項５２のいずれかに記載の装置において、
　前記第１の情報は、前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークの識別情報リストを
含む、装置。
【請求項５４】
　請求項４４から請求項５３のいずれかに記載の装置において、
　前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークの中で前記装置と近隣基地局との間のイ
ンターフェースを設定する場合、前記第１の情報が前記装置によって取得される、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の例示的かつ非限定的な実施形態は、一般的に通信ネットワーク、特に、複数の
PLMN(public land mobile network)間での無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の共有を
用いる通信システムでのセル再選択に関するものである。
【発明の背景】
【０００２】
　今後、無線ネットワーク及び無線接続を使用した無線データ送信が著しく増加すること
が予想される。無線データでのこの著しい増加に対処するため、サイズの小さなセルやホ
ットスポット等を活用した効率的な負荷開放（offloading opportunity）の必要性につい
て議論がなされている。様々な通信事業者にＲＡＮを共有することを許可するため、どの
ようにしてＲＡＮの効率的な利用を可能にするかについて、スリージーピーピー（3GPP；
3rd Generation Partnership Project）のようなオープンフォーラムで研究が続けられて
おり、いくつかの企業でも独自に同様の研究が続けられている。
【０００３】
　ＲＡＮの共有は新規なものではないが、今後、スモールセルによる負荷の開放を確保し
つつ（さらに、その環境に合理的な数のｅＮＢを配置させつつ）、通信事業者のコストを
抑えるために、ＲＡＮの共有がさらに必要となる可能性が高い。スモールセルのＲＡＮが
、例えば3.5GHzのキャリア上で共有される場合、必ずしも、マクロなＲＡＮ（例えば、広
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い通信可能エリアをカバーするＲＡＮ）が、スモールセルのＲＡＮ（ホットスポットのＲ
ＡＮ）を共有する通信事業者間で共有されるわけではない。
【０００４】
　アイドルモード（またはこれに類するモード）・モビリティ（mobility）がサポートさ
れている場合、上記のような形態では一つの問題が生じる。アイドルモード・モビリティ
が従来通りであると仮定すると、アイドルモード・モビリティに関するモビリティ関連情
報は、ブロードキャスト情報に基づく。このブロードキャスト情報は、所謂、全ユーザ装
置（ＵＥ）によって受信される情報である。上記のような状況で、ＵＥを区別すること、
例えば、ＵＥのリリース・バージョンまたはＵＥのＨＰＬＭＮ（Home Public Land Mobil
e Network）に基づいてＵＥを区別することは不可能である。したがって全ＵＥが、モビ
リティ関連情報も含む全てのブロードキャスト情報を受信する。
【０００５】
　図１に示すように、２台のＵＥ（ＰＬＭＮ１との利用契約を有するＵＥ１、ＰＬＭＮ２
との利用契約を有するＵＥ２）がある場合、問題が生じる。アクセスポイント（ＡＰ）は
２つのＰＬＭＮ間で共有されるが、マクロネットワークは、正規の利用契約を有するＵＥ
とアクセスすることしかできない。すなわち、ＵＥ１はＰＬＭＮ２に配置されたｅＮＢ２
にアクセスできず、ＵＥ２はＰＬＭＮ１に配置されたｅＮＢ１にはアクセスできない。
【０００６】
　一方、ＡＰによってブロードキャストされたモビリティ情報は、ｅＮＢ１及びｅＮＢ２
両方のキャリア（異なるキャリア）に関するキャリア情報を含む必要がある。このキャリ
ア情報は、ＵＥ１及びＵＥ２両方に対して、モビリティを可能にする情報であるべきだか
らである。これらのＵＥはモビリティ情報を区別できない。このためＵＥ１は、モビリテ
ィ評価（mobility evaluation）において（キャリア２上で）ＰＬＭＮ２からセルをサー
チ、検出、測定するであろうが、アクセスは許可されない。そして同様に、ＵＥ２はモビ
リティ評価において（キャリア１上で）ＰＬＭＮ１からセルをサーチ、検出、測定するだ
ろう。この状況は、多数の不必要な再選択の原因となり、さらには、不必要なシグナリン
グの原因となる可能性がある。
【０００７】
　3GPP TS 36.304には、ＵＥのアイドルモード・モビリティが記載されており、3GPP TS 
36.331では、アイドルモード再選択手続きのサポートのために要求されるシステム情報を
定義している。しかし、3GPP TS 36.331は、アクセスネットワークが、単独のネットワー
ク通信事業者の制御下にあるＰＬＭＮと接続されることを前提とする。したがって、上記
仕様書で述べるシステム情報は、同一のＲＡＮを共有するＰＬＭＮに関連するいかなる情
報も含んでいない。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の例示的実施形態は、ユーザ装置が早期段階で、アクセス可能なキャリアとアク
セス不可能なキャリアとを区別することを可能にする方法を提案する。ユーザ装置は、近
隣セルに対するイントラ周波数及び／またはインター周波数の測定を開始すべきか否かを
判断することが可能になる。これにより、前記ユーザ装置に関するＵｕインターフェース
において、不必要な測定を省略することができ、無駄なシグナリングが生じることを防ぐ
こともできるだろう。このような知識を用いれば、ユーザ装置は、セル再選択の間、この
セル再選択に相応しくないキャリア及び／またはセルの測定を回避することができる。こ
れにより、アイドルモードのＵＥに関する測定効率を改善し、ＵＥの電力消費を低減する
であろう。
【０００９】
　本発明の一態様は、セル再選択方法に関するものである。この方法は、複数の通信事業
者ネットワークで共有されているネットワークノードから、ユーザ装置でシステム情報を
受信すること、ここで、前記システム情報は前記ユーザ装置に対する一つまたは複数の近
隣セルに関連する少なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第１の情報を含む、
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前記受信することと；前記第１の情報の少なくとも一部に基づいて、前記少なくとも一つ
の通信事業者ネットワークの中に前記ユーザ装置とアクセス可能な通信事業者ネットワー
クが存在するか否かを判断することと；アクセス可能な通信事業者ネットワークが一つま
たは複数みつかった場合のみセル再選択手続きを実行することと；を含む。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、別の方法に関するものである。この方法は、複数の通信事業者
ネットワークによって共有されるネットワークノードで、前記ネットワークノードに通信
可能に接続されるユーザ装置の一つまたは複数の近隣セルに関連する少なくとも一つの通
信事業者ネットワークに関する第１の情報を取得することと；システム情報で、前記第１
の情報を前記ユーザ装置にブロードキャストすることと；を含む。
【００１１】
　本発明の第３の態様は無線通信装置に関するものである。この装置は、送信機と、受信
機と、プロセッサと、少なくとも一つのメモリとを備える装置であって、前記メモリはプ
ログラムコードを格納し、該プログラムコードは、前記プロセッサに実行されると、前記
装置に：複数の通信事業者ネットワークによって共有されているネットワークノードから
システム情報を受信すること、ここで、前記システム情報は、前記装置の一つ又は複数の
近隣セルと関連する少なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第１の情報を含む
、前記受信することと；前記第１の情報の少なくとも一部に基づいて、前記少なくとも一
つの通信事業者ネットワークの中に、前記装置とアクセス可能な通信事業者ネットワーク
が存在するか否かを判断することと；アクセス可能な通信事業者ネットワークが一つ又は
複数見つかった場合のみ、セル再選択手続きを実行することと；を遂行させる。
【００１２】
　本発明の第４の態様は、複数の通信事業者ネットワークによって共有される装置に関連
するものである。この装置は、送信機と、受信機と、プロセッサと、少なくとも一つのメ
モリとを備え、前記メモリはプログラムコードを格納し、該プログラムコードは、前記プ
ロセッサに実行されると、前記装置に：前記装置に通信可能に接続されるユーザ装置の一
つまたは複数の近隣セルに関連する少なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第
１の情報を取得することと；システム情報で、前記第１の情報を前記ユーザ装置にブロー
ドキャストすることと；を遂行させる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本発明そのものや、その好ましい使用方法、さらにその更なる目的は、添付図面と共に
以下の実施形態の詳細説明を参照確認することによって、よく理解されるであろう。図面
に示されている実施形態において、多くの場合、同様の参照符号は同様の要素を表してい
る。
【図１】本発明の実施形態に従う通信システム１００を描いた例示的な概略図である。
【図２】本発明の実施形態に従う図１に示された通信システムにおいてＵＥで使用される
セル再選択方法２００の例示的なフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態に従う図１に示された通信システムにおいてアクセスポイント
で使用されるセル再選択方法３００の例示的なフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に従うキャリアレベル毎のイントラ周波数（intra-freq）モ
ビリティに関するシステム情報ブロックタイプ４のＩＥ４００を含むシステム情報ブロッ
クを記載した例示的説明である。
【図５】本発明の一実施形態に従うキャリアレベル毎のインター周波数（inter-freq）モ
ビリティに関するシステム情報ブロックタイプ５のＩＥ５００を含むシステム情報を記載
した例示的説明である。
【図６】本発明の一実施形態に従うキャリアレベル毎のインターＲＡＴ（inter-RAT）モ
ビリティに関するシステム情報ブロックタイプ６のＩＥ６００を含むシステム情報を記載
した例示的説明である。
【図７】本発明の一実施形態に従うセルレベル毎のイントラ周波数（intra-freq）モビリ
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ティに関するシステム情報ブロックタイプ４のＩＥ７００を含むシステム情報を記載した
例示的説明である。
【図８】本発明の一実施形態に従うセルレベル毎のインター周波数（inter-freq）モビリ
ティに関するシステム情報ブロックタイプ４のＩＥ８００を含むシステム情報を記載した
例示的説明である。
【図９】本発明の典型的実施形態を実行するのに適するアクセスポイント及びユーザ装置
を描いた簡易ブロック図を示す。
【実施形態の詳細説明】
【００１４】
　いくつかの好ましい実施形態を、添付図面を参照して詳しく説明する。添付図面には、
ここで開示する好ましい実施形態が示されている。しかし、本明細書で開示される技術思
想は、様々な方法で実施可能である。したがって、本明細書で開示される技術思想は、本
明細書に開示される実施形態によって限定解釈されるべきではない。むしろ、これら実施
形態は、これらの技術思想を十分かつ完全に理解するために、また、これらの技術思想の
範囲を当業者に完全に伝えるために提供される。
　以下の例示的説明は、特定の例示的ネットワーク構造及び配置に関する非限定的な例と
して使用されている仕様を主に参照することを付記する。特に、E-UTRAN（Evolved Unive
rsal Terrestrial Radio Access Network）及びLET-Hi（Long Term Evolution Hotspot i
ndoor）は、上述の例示的態様及び例示的実施形態の妥当性のための非限定的な例として
使用される。そのため、本明細書に記載される例示的態様及び例示的実施形態の説明は、
それに関連する専門用語を具体的に参照する。上記のような専門用語は、開示された非限
定的な例示の文脈でのみ使用され、当然ながら、本発明を決して限定するものではない。
むしろ、その他のあらゆる通信システム、周波数帯、ネットワーク構造、システム配備等
もまた、本明細書に記載した機能に準拠する限り利用可能である。
【００１５】
　以下では、本発明の様々な実施形態及び実装、及びその態様または実施形態が、いくつ
かの選択肢を用いて説明される。一般的に、特定の必要性や制約に従って、記載された選
択肢の全てが単独で、または、想定されるあらゆる組み合わせで（様々な選択肢の個々の
機能の組み合わせも含む）提供されうる。
【００１６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮの携帯電話ネットワークでは、アイドルモードのＵＥ（User Equipment
；ユーザ装置）は、ＰＬＭＮからシステム情報を受信するために（ページングメッセージ
やセルのブロードキャストメッセージ等を受信するために）、セルにキャンプオン（camp
 on）している必要がある。あるセルに既にキャンプオンしているアイドルモードのＵＥ
は、より適したセルが存在するかどうかを定期的に確認している。より適したセルが存在
する場合や、ダウンリンクのシグナリングに不具合があった場合等には、セルの再選択が
行われる。アイドルモードのＵＥのモビリティ（例えばセル再選択）は、インターＲＡＴ
（inter-Radio Access Technology）モビリティと同様、イントラ周波数（intra-freq；i
ntra-frequency）モビリティ及びインター周波数（inter-freq;inter-frequency）モビリ
ティを含む。現在のサービングセル（serving cell）と移動候補先のターゲットセル（ta
rget cell）とが同一のキャリア周波数で動作している場合、イントラ周波数モビリティ
が生じる。一方、移動候補先のターゲットセルが、現在のサービングセルとは異なるキャ
リア周波数で動作している場合、インター周波数モビリティが生じる。上記のことは、イ
ンターＲＡＴモビリティに関しても同様である。ただし、新規のターゲットセルが別のＲ
ＡＴで動作する可能性がある場合はそうではない。セル再選択の手続き中、ネットワーク
はＵＥを制御し、ブロードキャスト情報または専用制御（dedicated control）を使用す
ることによって、イントラ周波数モビリティ及び／またはインター周波数モビリティに関
する測定を実行する。ＵＥによって実行される近隣セルに関する測定は、イントラ周波数
の測定（すなわち同一周波数に関する測定）を含み、さらに、インター周波数の測定（す
なわち別の周波数に関する測定）及びインターＲＡＴの測定（すなわち別のＲＡＴに関す
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る測定）を含んでもよい。
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態に従う通信システム１００を描いた例示的な概略図である。
通信システム１００は、通常、複数の事業者ネットワーク（例えばＰＬＭＮ）によって共
同使用される、共通の無線アクセスネットワーク１１０を備える。共通の無線アクセスネ
ットワーク１１０は、アクセスポイント（ＡＰ）１０１等のネットワークノードを備えて
おり、このアクセスポイント１０１は、各通信事業者によって運営される２つのＰＬＭＮ
のそれぞれの基地局（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮのｅＮＢ）と通信可能に接続されている。
さらに通信システム１００は、図１に示されているように、例えばＵＥ１及びＵＥ２等の
複数のＵＥを含む。ＵＥ１及びＵＥ２は、それぞれＰＬＭＮ１及びＰＬＭＮ２との利用契
約を有する。ＵＥは、通常、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）及び／または汎用加入者識
別モジュール（ＵＳＩＭ）若しくはメモリに、アクセス可能な全ＰＬＭＮのリストを保持
する。ここで、図１に描かれたＰＬＭＮ、ｅＮＢ、ＵＥの数は説明のためのみであり、限
定解釈されるべきでないことは理解されるべきである。ある実施形態では、ネットワーク
ノードが、ＬＴＥ－ＨｉのＡＰまたはＬＴＥ－ＥＬＡのＡＰである場合もあるが、これに
限定されない。
【００１８】
　図２は、本発明の実施形態に従う、図１に示された通信システムにおけるＵＥで使用さ
れるセル再選択方法２００の例示的なフローチャートである。図示されているように、ブ
ロック２１０において、ＵＥはＡＰ１０１からシステム情報を受信する。上記のシステム
情報は、ＵＥに対するサービングセルの近隣セルに関連する（１つ又は複数の）ＰＬＭＮ
に関するＰＬＭＮ情報を含む。一実施形態では、ＰＬＭＮ情報は、近隣セルのイントラ周
波数キャリアを使用するＰＬＭＮのリストを含む。別の実施形態では、ＰＬＭＮ情報は、
インター周波数キャリア／インターＲＡＴキャリアそれぞれに関し、各キャリアを使用す
るＰＬＭＮのリストを含む。さらに別の実施形態では、ＰＬＭＮ情報は、近隣セルとＰＬ
ＭＮとの間の関連性を示す情報をさらに含む。イントラ周波数キャリア、及びインター周
波数キャリア／インターＲＡＴキャリアのそれぞれについて、この関連性を示す情報を含
んでいてもよい。この実施形態では、ＵＥが、あるキャリア（例えば、イントラ周波数キ
ャリア、または、インター周波数キャリア若しくはインターＲＡＴキャリア）に関連付け
られるアクセス可能なＰＬＭＮがあると既に判断している場合、及び、上記キャリアに関
連付けられるＰＬＭＮのいくつかはアクセス可能であるが、その他はアクセス可能でない
場合、ＵＥはさらに、上記キャリアを使用して近隣セルのうちどのセルがアクセス可能な
ＰＬＭＮに属しているか判断し、これら近隣セルに関する測定を実行するであろう。さら
に別の実施形態では、ＰＬＭＮ情報は、特定の１つのキャリアを使用する一つまたは複数
の近隣セルが属するＰＬＭＮのリストを含む。以下の説明では、図４～図８を参照して、
説明に役立つ非限定的なＰＬＭＮ情報の実例が提供される。
【００１９】
　次にブロック２１１では、ＵＥは、自身とアクセス可能なＰＬＭＮが、上記ＰＬＭＮ情
報に含まれるＰＬＭＮ内に存在するか否かを判断する。さらにブロック２１２では、一つ
または複数のＰＬＭＮがアクセス可能と判断された場合のみ、セル再選択の手続きがＵＥ
によって実行されうる。上記手続きは例えば、イントラ周波数、または、インター周波数
／インターＲＡＴのセル検出及び測定を遂行することによって実行されうる。一方、アク
セス可能なＰＬＭＮが一つもないと判断される場合は、セル再選択手続きは実行されない
。
【００２０】
　図３は、本発明の実施形態に従う、図１に示された通信システム１００におけるアクセ
スポイント等のネットワークノードで使用されるセル再選択方法３００の例示的なフロー
チャートである。図示されているように、ブロック３１０では、上記ネットワークノード
と近隣の基地局（ｅＮＢ）との間のインターフェースを設定する場合、上記ネットワーク
ノードは、上記近隣セルの各キャリアまたは上記近隣セルそれぞれについて、１つ又は複
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数のＰＬＭＮに関連するＰＬＭＮ情報を取得する。次にブロック３１１では、ネットワー
クノードが、例えば、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）またはシステム情報ブ
ロック（ＳＩＢ）等を介して、全ＵＥに対してシステム情報によってＰＬＭＮ情報をブロ
ードキャストする。
【００２１】
　以下の説明では、システム情報に含まれるＰＬＭＮ情報の説明に役立つ例示が、図４～
図８を参照にして例として説明される。システム情報の例示は、3GPP TS 36.331を参照す
ることによって選択される。ここでは、１３タイプのシステム情報ブロックが、システム
情報を伝達するために定義されている。上記の仕様において、システム情報ブロックタイ
プ４（SystemInformationBlockType4）の情報要素（ＩＥ）は、近隣セルの関連情報を含
むように定義されている。ここで、この近隣セルの関連情報は、イントラ周波数のセル再
選択にのみ関するものである。そして、このＩＥは、ブラックリストにあるセルと同様、
特定の再選択パラメータを有するセルを含む。システム情報ブロックタイプ５（SystemIn
formationBlockType5）のＩＥは、インター周波数のセル再選択にのみ関する情報を含む
ように定義されている。ここで、他のＥ－ＵＴＲＡ周波数に関する情報及びＩＥは、セル
特有の再選択パラメータと周波数とに対して共通のセル再選択パラメータを含む場合があ
る。システム情報ブロックタイプ６（SystemInformationBlockType6）のＩＥは、インタ
ーＲＡＴのセル再選択にのみ関する情報を含むように定義されている。すなわち、当該情
報は、セル再選択に関するＵＴＲＡ（Universal Terrestrial RAN）周波数及びＵＴＲＡ
の近隣セルについての情報を含むように定義される。システム情報ブロックタイプ７（Sy
stemInformationBlockType7）のＩＥは、インターＲＡＴのセル再選択にのみ関する情報
、すなわち、セル再選択に関するＧＥＲＡＮ（GSM (Global System for Mobile Communic
ations) /ＥＤＧＥ(Enhanced Data rates for GSM Evolution) RAN）周波数についての情
報を含むように定義される。システム情報ブロックタイプ８（SystemInformationBlockTy
pe8）のＩＥは、インターＲＡＴのセル再選択にのみ関する情報、すなわち、セル再選択
に関するＣＤＭＡ２０００（Code Division Multiple Access 2000）の周波数及びＣＤＭ
Ａ２０００の近隣セルについての情報を含むように定義される。以下に、本発明の実施形
態に従うシステム情報の例示として、その中に設定されるＰＬＭＮ情報と共に、システム
情報ブロックタイプ４のＩＥ、システム情報ブロックタイプ５のＩＥ、システム情報ブロ
ックタイプ６のＩＥを、ＡＳＮ．１として例示する。
【００２２】
　図４～図８は、それぞれ、キャリアレベル毎のイントラ周波数モビリティ、キャリアレ
ベル毎のインター周波数モビリティ、キャリアレベル毎のインターＲＡＴモビリティ、セ
ルレベル毎のイントラ周波数モビリティ、セルレベル毎のインター周波数モビリティに関
するＰＬＭＮ情報を示す。
【００２３】
　図４は、本発明の一実施形態に従う、キャリアレベル毎のイントラ周波数モビリティに
関するシステム情報であって、システム情報ブロックタイプ４のＩＥ４００を含むシステ
ム情報の例示的記述である。イントラ周波数キャリアは、様々なＰＬＭＮで使用される場
合があるため、図４に示すように、追加的ＰＬＭＮアイデンティティ・リスト（addition
al-plmn-IdentityList）の情報がＩＥ４００に含まれ、イントラ周波数キャリアとＰＬＭ
Ｎとの間の関連性を表す。上記の情報は、イントラ周波数キャリアを使用するＰＬＭＮの
アイデンティティ・リストを含むこともできるが、これに限定されない。ＩＥ４００を受
信すると、ＵＥは、関連するＰＬＭＮがこのＵＥを受け入れることが可能なＰＬＭＮであ
るか否かを確認する。例えば、関連するＰＬＭＮの識別情報が、このＵＥに保持されてい
る許容されたＰＬＭＮのリストに含まれているか否かをチェックすることによって確認す
る。関連するＰＬＭＮの識別情報がリスト内にみつかった場合、このＰＬＭＮは許容され
、従って、上記ＵＥとアクセス可能であると判断されうる。アクセス可能なＰＬＭＮが見
つからない場合、イントラ周波数キャリア上でのセルに対するセル再選択は始動しないと
考えられる。したがって、イントラ周波数の測定は実行されないと考えられる。
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【００２４】
　図５は、本発明の一実施形態に従う、キャリアレベル毎のインター周波数モビリティに
関するシステム情報であって、システム情報ブロックタイプ５のＩＥ５００を含むシステ
ム情報の例示的記述である。本実施形態では、ＩＥ５００は、インター周波数キャリアの
周波数リストを含む。一つ一つのインター周波数キャリアの周波数に対して、追加的ＰＬ
ＭＮアイデンティティ・リストの情報が提供され、この追加的ＰＬＭＮアイデンティティ
・リストの情報には、対応するインター周波数キャリアの周波数のＰＬＭＮ情報が含まれ
ている。このＰＬＭＮ情報は、特定の一つのインター周波数キャリアとＰＬＭＮとの間の
関連性を示す。例えば、このインター周波数キャリアを使用するＰＬＭＮの識別情報のリ
ストを含む場合がある。ＩＥ５００を受信すると、ＵＥは、あるインター周波数キャリア
に関連するＰＬＭＮが、接続可能なＰＬＭＮであるか否かを確認する。例えば、関連する
ＰＬＭＮの識別情報が、このＵＥに保持されている許容されたＰＬＭＮのリストに含まれ
ているか否かをチェックすることによって確認する。関連するＰＬＭＮの識別情報がリス
ト内にみつかった場合、このＰＬＭＮは許容され、従って、上記インター周波数キャリア
が、上記ＵＥにアクセス可能であると判断されうる。アクセス可能なＰＬＭＮが見つから
ない場合、上記キャリアは上記ＵＥによってアクセス可能ではなく、上記インター周波数
キャリアに対するセル再選択は始動しないと考えられる。したがって、上記インター周波
数キャリア上での近隣セルに関連するインター周波数の測定は、実行される必要がないと
考えられる。例えば、図１において、ＰＬＭＮ１のセルはキャリア１上にあり、ｅＮＢ２
はキャリア２を使用して動作している。ＵＥ１は、ＰＬＭＮ１に対する利用契約を有して
いる。図１に示した状況では、ＵＥ１は、ＡＰにキャンプオンしている間、ＡＰから受信
したＰＬＭＮ情報に基づいて、キャリア２が、許容されたＰＬＭＮの中にはないＰＬＭＮ
２で使用されていることを認識することができる。これに基づいて、上記ＵＥは、キャリ
ア２上のセルは、通信するのに適さないセルであると判断することができる。よって、上
記ＵＥは、このキャリアを使用してセル検出及び測定を実行する必要はなく、その結果、
キャリア２上でのセルに対するセル再選択は始動されないと考えられる。
【００２５】
　図６は、本発明の一実施形態に従うキャリアレベル毎のインターＲＡＴモビリティに関
するシステム情報であって、システム情報ブロックタイプ６のＩＥ ６００を含むシステ
ム情報の例示的記述である。図示されているように、ＩＥ６００は、インターＲＡＴキャ
リアの周波数リストを含む。そして、本実施形態で使用されるＲＡＴは、ＵＴＲＡＮを指
す。ＧＥＲＡＮの場合、システム情報ブロックタイプ７が採用される可能性があり、ＣＤ
ＭＡ２０００の場合、システム情報ブロックタイプ８が採用される可能性がある。図６に
示したような例では、一つ一つのインターＲＡＴキャリアの周波数に対して、追加的ＰＬ
ＭＮアイデンティティ・リストの情報が提供される。この追加的ＰＬＭＮアイデンティテ
ィ・リストの情報には、対応するインターＲＡＴキャリアの周波数のＰＬＭＮ情報が含ま
れている。このＰＬＭＮ情報は、特定のインターＲＡＴキャリアとＰＬＭＮとの間の関連
性を示す。例えば、このインターＲＡＴキャリアを使用するＰＬＭＮの識別情報のリスト
を含む場合がある。ＩＥ６００を受信すると、ＵＥは、あるインターＲＡＴに関連するＰ
ＬＭＮが、許容可能なＰＬＭＮであるか否かを確認する。例えば、関連するＰＬＭＮの識
別情報が、このＵＥに保持されている許容されたＰＬＭＮのリストに含まれているか否か
をチェックすることによって確認する。関連するＰＬＭＮの識別情報がリスト内にみつか
った場合、このＰＬＭＮは許容され、従って、上記インターＲＡＴのキャリアが、上記Ｕ
Ｅとアクセス可能であると判断されうる。アクセス可能なＰＬＭＮが見つからない場合、
上記インターＲＡＴキャリアは上記ＵＥによってアクセス可能ではなく、上記インターＲ
ＡＴキャリアに対するセル再選択は始動しないと考えられる。したがって、上記インター
ＲＡＴキャリア上での近隣セルに関連するインターＲＡＴの測定は、実行される必要がな
いと考えられる。
【００２６】
　インター周波数キャリア／インターＲＡＴキャリア、または、イントラ周波数キャリア
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それぞれに関するＰＬＭＮ情報は、ＡＰと近隣のｅＮＢ（例えば、ｅＮＢ１及びｅＮＢ２
）との間のインターフェースを設定するときに、ＡＰ（例えば、ＬＴＥ-Ｈｉ ＡＰ等）に
よって取得されてもよい。技術的に知られているいくつかのバックホールの手続きが、上
記の情報交換を実装するために利用可能である。したがって、本明細書では詳述しない。
【００２７】
　また、ＰＬＭＮ情報は、セルレベル毎に提供される場合がある。
【００２８】
　図７は、本発明の一実施形態に従うセルレベル毎のイントラ周波数モビリティに関する
システム情報であって、システム情報ブロックタイプ４のＩＥ７００を含むシステム情報
の例示的記述である。本実施形態では、ＩＥ７００は、特定のセル再選択パラメータを有
するイントラ周波数近隣セルのリストを含む場合がある。本明細書で使用されるイントラ
周波数近隣セルとは、ＵＥの現在のサービングセルと同一のキャリア周波数を使っている
近隣セルを指す。ネットワークの共有を考慮に入れると、特定の１つの近隣セルが、様々
なＰＬＭＮに属することができる。したがって、一つ一つのイントラ周波数近隣セルに対
し、追加的ＰＬＭＮアイデンティティ・リストの情報が提供され、このイントラ周波数近
隣セルとＰＬＭＮとの間の関連性を示す。図４を参照して説明されるＩＥ４００と同様に
、上記の情報は、特定のイントラ周波数近隣セルが属するＰＬＭＮの識別情報のリストを
含む場合がある。ＵＥの視点からは、ＵＥは、あるイントラ周波数近隣セルが、どのＰＬ
ＭＮに属しているかを示す情報を使用し、それに従って、利用可能性のあるターゲットＰ
ＬＭＮが許容可能なＰＬＭＮであるか否かを判断する。アクセス可能なＰＬＭＮが見つか
らない場合、上記イントラ周波数近隣セルに対するセル再選択は生じないであろう。なお
、近隣セルとＰＬＭＮとの間の関連性を示すことは、リスト内の各セルに対するＰＬＭＮ
情報をリスト化することに限定されない。代替的に、上記リスト内のＰＬＭＮによって操
作されるセルのリストを作成するか、または、上記リスト内の各ＰＬＭＮに対してそれら
各ＰＬＭＮによって操作されるセルのリストを作成することによって実装される場合があ
る。しかし、ＡＳＮ．１に対するさらなる変更が要求されるであろう。
【００２９】
　図８は、本発明の一実施形態に従うセルレベル毎のインター周波数モビリティに関する
システム情報であって、システム情報ブロックタイプ５のＩＥ８００を含むシステム情報
の例示的記述である。本実施形態では、ＩＥ８００は、インター周波数キャリアの周波数
リストを含む。一つ一つのキャリア周波数に対して、インター周波数近隣セルのリストが
提供される。そして、さらに、一つ一つのインター周波数近隣セルに対して、追加的ＰＬ
ＭＮアイデンティティ・リスト情報が提供され、当該インター周波数キャリアを使用する
インター周波数近隣セルとＰＬＭＮとの間の関連性を示す。ＵＥの視点からは、ＵＥは、
あるインター周波数キャリアを使用するインター周波数近隣セルが、どのＰＬＭＮに属し
ているかを示す情報を使用し、それに従って、利用可能性のあるターゲットＰＬＭＮが許
容可能であるか否かを判断すると考えられる。アクセス可能なＰＬＭＮが見つからない場
合、上記インター周波数キャリアを使用する上記インター周波数近隣セルに対するセル選
択は生じないと考えられる。そして、上記インター周波数近隣セルに関するインター周波
数の測定は実行されないと考えられる。
【００３０】
　セルレベル毎のインターＲＡＴモビリティに関しては、インターＲＡＴ近隣セルとＰＬ
ＭＮとの間の関連性を示すＰＬＭＮ情報がＩＥに含まれるように、図８に示されたものと
同様の方法で、システム情報ブロックタイプ６，７，８のＩＥがまた使用されうる。これ
については説明を簡潔にするため、本明細書では説明しない。
【００３１】
　前述において、システム情報は、キャリアレベル毎またはセルレベル毎いずれかのＰＬ
ＭＮ情報を含む。しかし、システム情報は、キャリアレベル毎及びセルレベル毎の両方の
ＰＬＭＮ情報を含んでもよい。例えば、ＰＬＭＮ情報は、ＩＥ４００に含まれる追加的Ｐ
ＬＭＮアイデンティティ・リストの情報と、ＩＥ７００に含まれる追加的ＰＬＭＮアイデ



(15) JP 2016-513380 A 2016.5.12

10

20

30

40

50

ンティティ・リストの情報とを組み合わせること、または、ＩＥ５００に含まれる追加的
ＰＬＭＮアイデンティティ・リストの情報と、ＩＥ８００に含まれる追加的ＰＬＭＮアイ
デンティティ・リストの情報とを組み合わせることが可能である。この例では、ＰＬＭＮ
情報を受信すると、ＵＥは最初に、あるキャリア（イントラ周波数キャリアまたはインタ
ー周波数キャリア）と関連するアクセス可能なＰＬＭＮが存在するか否か判断する。アク
セス可能なＰＬＭＮが見つからない場合、上記キャリアに対するセル再選択は始動されず
、したがって、上記キャリア上での近隣セルに関連する測定は、実行されないと考えられ
る。上記キャリアと関連するＰＬＭＮのいくつかがアクセス可能であり、他のＰＬＭＮが
アクセス不可能である場合、ＵＥはさらに、上記キャリアを使用する近隣セルのどのセル
が、アクセス可能なＰＬＭＮに属しているか判断し、続いて、これら近隣セルに関する測
定を実行する。
【００３２】
　イントラ周波数近隣セル、または、インター周波数近隣セル／インターＲＡＴ近隣セル
それぞれに関する、上記の追加的ＰＬＭＮアイデンティティ・リストの情報は、ＡＰ（例
えば、ＬＴＥ－Ｈｉ ＡＰ等）のシステム情報の中でブロードキャストされる。このＡＰ
のシステム情報は、ＡＰと関連するｅＮＢとの間のインターフェース（Ｓ１'／Ｘ３）の
設定手続きの間に、ＡＰによって取得されうる。
【００３３】
　図９は、本発明の典型的実施形態を実行するのに適するＡＰ９０１及びＵＥ９０２の簡
易ブロック図を示す。ＵＥ９０２は、データプロセッサ（ＤＰ）９０３、ＤＰ９０３に接
続するメモリ（ＭＥＭ）９０４、ＤＰ９０３に接続する適切なＲＦの送信機ＴＸ及び受信
機ＲＸ９０５（これらは同一の構成要素に実装される必要はない）を備える。ＭＥＭ９０
４は、プログラム（ＰＲＯＧ）９０６を記憶する。ＴＸ／ＲＸ９０５は、ＡＰ９０１との
双方向無線通信用のものである。ここで留意すべき点は、ＴＸ／ＲＸ９０５が通信を手助
けするために少なくとも一つのアンテナを有しており、ＭＩＭＯ（multiple-input multi
ple-output）通信のために複数のアンテナを使用してもよく、ここでは、ＵＥ９０２は、
複数のＴＸ及び／またはＲＸを備えてもよい点である。
【００３４】
　ＡＰ９０１は、データプロセッサ（ＤＰ）９０７、ＤＰ９０７に接続するメモリ（ＭＥ
Ｍ）９０８、ＤＰ９０７に接続する適切なＲＦの送信機ＴＸ及び受信機ＲＸ９０９を備え
る。ＭＥＭ９０８は、プログラム（ＰＲＯＧ）９１０を記憶する。ＴＸ／ＲＸ９０９は、
ＵＥ９０２との双方向無線通信用のものである。ここで留意すべき点は、ＴＸ／ＲＸ９０
９が、通信を手助けするために少なくとも一つのアンテナを有している点である。ＡＰ９
０１は、データ経路を介して一つまたは複数の外部ネットワークまたはシステム（例えば
、インターネット等）と接続されうる。
【００３５】
　プログラム９０６，９１０の少なくともいずれかは、関連するＤＰ９０３及び９０７に
実行される時に、方法２００または３００を用いて以下さらに詳細に説明されるような、
本発明の例示的実施形態に従った処理を、ＵＥ９０２及びＡＰ９０１が遂行することを可
能にするプログラム命令を含んでいると想定される。
【００３６】
　一般に、ＵＥ９０２の様々な実施形態は以下のものを含んでもよい：携帯電話，無線通
信機能を備える携帯情報端末（ＰＤＡ），無線通信機能を備えるポータブルコンピュータ
，無線通信機能を備える、デジタルカメラ等の撮像装置，無線通信機能を備えるゲーム機
器，無線通信機能を備える音楽格納・再生装置，無線インターネットアクセスとブラウジ
ング可能なインターネット装置，以上の機能の組合せを備えるポータブルユニットまたは
装置。ただし、これらに限定されない。
【００３７】
　そして本発明の実施形態は、ＵＥ９０２及びＡＰ９０１のＤＰ９０３，９０７のうちの
一つまたは複数によって実行可能なコンピュータソフトウェア，ハードウェア，またはソ
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フトウェアとハードウェアの組合せによって実装されてもよい。
【００３８】
　ＭＥＭ９０４及び９０８は、ローカルな技術環境に適したあらゆるタイプのものであっ
てよい。例えば、半導体ベースのメモリデバイス，磁気メモリデバイス・システム，光学
式メモリデバイス・システム，固定式・移動式メモリ等の様々な適合するデータ格納技術
を用いて実装されてもよいが、これに限定されない。ＡＰ９０１またはＵＥ９０２には一
つのみのＭＥＭが示されているが、ＡＰ９０１またはＵＥ９０２に、いくつかの物理的に
異なるメモリユニットがあってもよい。ＤＰ９０３及び９０７の種類は各々の技術環境に
適した任意のものであってもよく、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロ
セッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャ
に基づくプロセッサのうちの1つ以上を非限定的な実施例として含んでもよい。ＵＥ９０
２及びＡＰ９０１のいずれかまたは双方は、例えば、アプリケーション固有のＩＣチップ
等のマルチ・プロセッサを備えてもよい。このＩＣチップ等は、メインプロセッサに同期
するクロックに合わせて動作する。
【００３９】
　上記の説明はＥ－ＵＴＲＡＮ、ＬＴＥ－Ｈｉ、ＡＰに基づくものであるが、本発明の主
旨及び範囲を限定するものとして解釈してはならない。着想及び構想は一般化され、また
、標準的なＥ－ＵＴＲＡＮのマクロレイアウト（macro layout）、HetNet配置、ＲＡＮ共
有が採用されるその他の配置を対象にする。さらに、ＡＳＮ．１の例示は、E-UTＲＡＮで
の着想の実装方法を説明するための単なる例示に過ぎず、限定解釈してはならない。
【００４０】
　本発明の例示的実施形態は、方法、装置（換言すると、システム）のブロック図、フロ
ーチャートを参照して、上記で説明されている。ブロック図及びフローチャートの各ブロ
ック、ブロック図及びフローチャート内のブロックの組み合わせのそれぞれは、コンピュ
ータプログラム命令を含む様々な手段によって実装されうることは、理解可能であろう。
これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、他のプ
ログラム可能な処理装置にロードされて機械を構成する。すなわち、コンピュータまたは
プログラム可能な処理装置で実行する命令は、フローチャートの（一つ以上の）ブロック
により特定される機能を実装するための手段を具現化する。
【００４１】
　前述のコンピュータプログラム命令は、例えば、サブルーチン及び／または関数であっ
てもよい。本発明の一実施形態におけるコンピュータプログラム製品は、少なくとも一つ
のコンピュータ可読記憶媒体を備え、前述のコンピュータプログラム命令は、このコンピ
ュータ可読記憶媒体上に記憶される。上記コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、光学的
なコンパクトディスク、または、ＲＡＭ（random access memory）若しくはＲＯＭ（read
 only memory）のような電子的な記憶装置でもよい。
【００４２】
　前述の説明や関連する図面に示される教示から利益を受けうる当業者には、ここで説明
された本発明のこれら実施形態についての多くの変形やその他の実施形態が想起されるで
あろう。従って、本発明の実施形態は、ここで開示された特定の実施形態に制限されるも
のと理解されてはならず、上述の変形その他の実施形態も、添付の請求項の範囲に含まれ
るべきものである。本願では特定の用語が使用されているが、それらは一般的説明を目的
として使用されており、限定する目的で使用されていない。
【００４３】
＜略語一覧＞
3GPP：第３世代パートナーシッププロジェクト（3rd generation partnership project）
AP：アクセスポイント（access point）
ASN.1：抽象構文記法１（abstract syntax notation one）
BCCH ：ブロードキャスト制御チャネル（broadcast control channel）
BS：基地局（base station）
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CDMA：符号分割多重アクセス方式（code division multiple access）
DP：データプロセッサ（data processor）
DSP：デジタル信号プロセッサ（digital signal processor）
eNB：次世代ノードＢ（evolved Node-B）
E-UTRAN：次世代UMTS地上無線アクセスネットワーク（evolved UMTS terrestrial radio 
access network ）
EDGE：GSMエボリューションのための次世代データ転送速度（enhanced data rates for G
SM evolution）
GERAN：GSM /EDGE無線アクセスネットワーク（GSM /EDGE radio access network）
GSM：グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（global system
 for mobile communications）
HPLMN：ホーム・パブリック・ランド・モバイル・ネットワーク（home public land mobi
le network）
IE：情報要素（information element）
LTE：ロング・ターム・エボリューション（long term evolution）
LTE-Hi：LTEホットスポット・インドア（LTE hotspot indoor）
PDA：パーソナルデジタルアシスタント（personal digital assistant）
PLMN：パブリック・ランド・モバイル・ネットワーク（public land mobile network）
ＲＡＮ：無線アクセスネットワーク（radio access network）
RAT：無線アクセステクノロジー（radio access technology）
UE：ユーザ装置（user equipment）
USIM：汎用加入者識別モジュール（universal subscriber identity module）
UTＲＡＮ：ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（universal terrestrial radio 
access network）
RAM：ラム（random access memory）
ROM：ロム（read only memory）
SIM：加入者識別モジュール（subscriber identity module）
HetNet：ヘットネット（heterogeneous network）
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【手続補正書】
【提出日】平成27年7月31日(2015.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信事業者ネットワークによって共有されているネットワークノードから、ユー
ザ装置でシステム情報を受信すること、ここで、前記システム情報は、前記ユーザ装置の
一つ又は複数の近隣セルに関連する少なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第
１の情報を含む、前記受信することと；
　前記第１の情報の少なくとも一部に基づいて、前記少なくとも一つの通信事業者ネット
ワークの中に、前記ユーザ装置とアクセス可能な通信事業者ネットワークが存在するか否
かを判断することと；
　アクセス可能な通信事業者ネットワークが一つ又は複数見つかった場合のみ、セル再選
択手続きを実行することと；
を含む、セル再選択方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記セル再選択手続きは、前記一つ又は複数のアクセス可能な通信事業者ネットワーク
に属する前記一つ又は複数の近隣セルのキャリアに関する、セル検出及び測定を実行する
ことを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記一つ又は複数の近隣セルのキャリアそれぞれに対し、前記キャ
リアを使用する通信事業者ネットワークのリストを含む、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、
　前記ユーザ装置とアクセス可能な通信事業者ネットワークが存在するか否かを判断する
ことは、前記キャリアそれぞれに対し、前記ユーザ装置とアクセス可能な通信事業者ネッ
トワークが存在するか否かを判断することを含み、
　セル再選択手続きを実行することは、前記キャリアのいずれかに関連してアクセス可能
な通信事業者ネットワークが一つ又は複数見つかった場合のみ、該キャリアを使用して前
記近隣セルに対する前記セル再選択手続きを実行することを含む、方法。
【請求項５】
　請求項３に記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記キャリアのいずれかを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記
少なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第２の情報をさらに含む、
方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、
　前記キャリアのうちの特定の一つのキャリアが、２つ以上の通信事業者ネットワークで
使用されており、前記通信事業者ネットワークのうちの少なくとも一つの通信事業者ネッ
トワークは、前記ユーザ装置にアクセス可能であり、別の少なくとも一つの通信事業者ネ
ットワークは前記ユーザ装置にアクセス不可能である場合、前記セル再選択手続きの実行
はさらに、
　前記第２の情報の少なくとも一部に基づいて、前記特定の一つのキャリアを使用する前
記近隣セルのどれが、前記少なくとも一つのアクセス可能な通信事業者ネットワークに属
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しているか判断することと；
　前記特定の一つのキャリアを使用して、前記少なくとも一つのアクセス可能な通信事業
者ネットワークに属する前記近隣セルに関するセル検出及び測定を実行することと；
を含む、方法。
【請求項７】
　請求項３から請求項６のいずれかに記載の方法において、
　前記キャリアはイントラ周波数キャリアを含み、前記イントラ周波数キャリアは前記ユ
ーザ装置に対する現在のサービングキャリア周波数と同一の周波数である、方法。
【請求項８】
　請求項３から請求項６のいずれかに記載の方法において、
　前記システム情報は、インター周波数キャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアはインター周波数キャリアを含み、前記インター周波数キャリアは、前記ユーザ装置
に対する現在のサービングキャリア周波数と異なる周波数である、方法。
【請求項９】
　請求項３から請求項６のいずれかに記載の方法において、
　前記システム情報は、インターＲＡＴキャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアはインターＲＡＴキャリアを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１または請求項２に記載の方法において、
　前記第１の情報は、特定の一つのキャリアを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記少
なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第３の情報を含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、
　前記システム情報は、イントラ周波数近隣セルのリストをさらに含み、前記特定の一つ
のキャリアはイントラ周波数キャリアを含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法において、
　前記システム情報は、インター周波数近隣セルのリストをさらに含み、前記特定の一つ
のキャリアはインター周波数キャリアそれぞれを含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれかに記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークの識別情報リストを
含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３のいずれかに記載の方法において、
　前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークの中で前記ネットワークノードと近隣基
地局との間のインターフェースが設定される場合、前記第１の情報が前記ネットワークノ
ードによって取得される、方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記ユーザ装置にアクセス可能な通信事業者ネットワークが存在するか否か判断するこ
とは、前記少なくとも一つの通信事業者ネットワークのうちの一つの通信事業者ネットワ
ークの識別情報が、前記ユーザ装置に保持されている、許容された通信事業者ネットワー
クのリストに含まれているか否かを判断することを含む、方法。
【請求項１６】
　請求項１から請求項１５のいずれかに記載の方法において、
　前記ネットワークノードは、ＬＴＥ－Ｈｉのアクセスポイントである、方法。
【請求項１７】
　複数の通信事業者ネットワークによって共有されるネットワークノードで、前記ネット
ワークノードに通信可能に接続されるユーザ装置の一つまたは複数の近隣セルに関連する
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少なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第１の情報を取得することと；
　システム情報で、前記第１の情報を前記ユーザ装置にブロードキャストすることと；
を含む、セル再選択方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記一つ又は複数の近隣セルのキャリアそれぞれに対し、前記キャ
リアを使用する通信事業者ネットワークのリストを含む、方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記第１の情報は、前記キャリアのいずれかを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記
少なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第２の情報をさらに含む、
方法。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記キャリアはイントラ周波数キャリアを含み、前記イントラ周波数キャリアは前記ユ
ーザ装置に対する現在のサービングキャリア周波数と同一の周波数である、方法。
【請求項２１】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記システム情報は、インター周波数キャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアは前記インター周波数キャリアを含み、前記インター周波数キャリアは、前記ユーザ
装置に対する現在のサービングキャリア周波数と異なる周波数である、方法。
【請求項２２】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記システム情報は、インターＲＡＴキャリアの周波数リストをさらに含み、前記キャ
リアは前記インターＲＡＴキャリアを含む、方法。
【請求項２３】
　請求項１７に記載の方法において、
　前記第１の情報は、特定の一つのキャリアを使用する前記近隣セルそれぞれと、前記少
なくとも一つの通信事業者ネットワークとの間の関係を示す第３の情報を含む、方法。
【請求項２４】
　請求項２１に記載の方法において、前記システム情報は、イントラ周波数近隣セルのリ
ストをさらに含み、前記特定の一つのキャリアはイントラ周波数キャリアを含む、方法。
【請求項２５】
　請求項２１に記載の方法において、前記システム情報は、インター周波数近隣セルのリ
ストをさらに含み、前記特定の一つのキャリアはインター周波数キャリアそれぞれを含む
、方法。
【請求項２６】
　請求項１７から請求項２５のいずれかに記載の方法において、前記第１の情報は、前記
少なくとも一つの通信事業者ネットワークの識別情報リストを含む、方法。
【請求項２７】
　請求項１７から請求項２６のいずれかに記載の方法において、前記少なくとも一つの通
信事業者ネットワークの中で前記ネットワークノードと近隣基地局との間のインターフェ
ースを設定する場合、前記第１の情報が前記ネットワークノードによって取得される、方
法。
【請求項２８】
　請求項１７から請求項２７のいずれかに記載の方法において、前記ネットワークノード
は、ＬＴＥ－Ｈｉのアクセスポイントである、方法。
【請求項２９】
　処理手段と記憶手段とを備える装置であって、前記記憶手段はプログラム命令を格納し
、前記プログラム命令は、前記処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から２８
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のいずれかに記載の方法を遂行させるように構成される、装置。
【請求項３０】
　装置の処理手段に実行されることにより、前記装置に、請求項１から２８のいずれかに
記載の方法を遂行させるように構成されるプログラム命令を備える、コンピュータプログ
ラム。
【請求項３１】
　複数の通信事業者ネットワークによって共有されているネットワークノードからシステ
ム情報を受信する手段であって、前記システム情報は、前記装置の一つ又は複数の近隣セ
ルと関連する少なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第１の情報を含む、前記
受信する手段と；
　前記第１の情報の少なくとも一部に基づいて、前記少なくとも一つの通信事業者ネット
ワークの中に、前記装置とアクセス可能な通信事業者ネットワークが存在するか否かを判
断する手段と；
　アクセス可能な通信事業者ネットワークが一つ又は複数見つかった場合のみ、セル再選
択手続きを実行する手段と；
を有する、無線通信装置。
【請求項３２】
　複数の通信事業者ネットワークによって共有される装置であって、
　前記装置に通信可能に接続されるユーザ装置の一つまたは複数の近隣セルに関連する少
なくとも一つの通信事業者ネットワークに関する第１の情報を取得する手段と；
　システム情報で、前記第１の情報を前記ユーザ装置にブロードキャストする手段と；
を有する、装置。
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