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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 １つの基地局(ＢＳ)が１つのセルを規定する複数の基地局と、少なくとも１つの基地局
と交信する移動局(ＭＳ)とを有する移動通信システムの前記移動局でセル・アイドル・モ
ードの再選択測定の制御を行う方法において、前記移動局がアイドル・モードにあるとき
、
　着信の可能性がある送信について前記移動局に通知する基地局(ＢＳ)からの着信ページ
ング・メッセージ(ＰＢ)が前記移動局(ＭＳ)によってモニターされ、該ページング・メッ
セージ(ＰＢ)が変更可能な間隔で着信し、該着信間隔によってＤＲＸ期間、即ち不連続受
信期間、が規定され、
　前記移動局(ＭＳ)がある一定のチャネルでセルの再選択測定を行う方法であって、
　セルの再選択測定回数が前記ＤＲＸ期間の長さに比例し、それによって短いＤＲＸ期間
中より長いＤＲＸ期間中に多数のセル再選択測定が実行されることを特徴とするセル・ア
イドル・モードの再選択測定の制御を行う方法。
【請求項２】
 前記セル再選択測定回数が、前記ＤＲＸ期間の長さに直接比例する等式によって決定さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
 前記等式が非線形であることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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 前記測定回数がMax [48/ SPLIT_PG_CYCLE, 9 * Max [1 - SPLIT_PG_CYCLE/256, 0.45]]
であって、SPLIT_PG_CYCLEは前記ＤＲＸ期間の長さに逆比例することを特徴とする請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
 前記等式が線形であることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
 前記セル再選択測定回数が前記ＤＲＸ期間の長さに関して固定的に予め定められている
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
 前記セル再選択測定回数が前記移動局内に保存されたルックアップ・テーブルで決定さ
れることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
 前記移動局(ＭＳ)が前記基地局(ＢＳ)からのページング・メッセージ(ＰＢ)を受信して
いるのと同じ時に前記セル再選択測定が実行されることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
 前記セル再選択測定が前記ＤＲＸ期間中に実行されることを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
 一般パケット無線サービス(ＧＰＲＳ)で動作する移動局(ＭＳ)で実行されることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
 セルが基地局によって規定される、基地局を有する移動通信システム用移動局(ＭＳ)で
あって、
　少なくとも１つの基地局(ＢＳ)と交信する通信手段(ＲＦ、ＴＸ、ＲＸ)と、
　前記移動局の通信を制御する制御手段(ＭＣＵ)と、
　前記移動局(ＭＳ)がアイドル・モードにあるとき、着信の可能性がある送信について前
記移動局に通知する前記基地局(ＢＳ)からページング・メッセージ(ＰＢ)を受信する前記
通信手段の一部としての受信手段(ＲＸ)であって、前記ページング・メッセージ(ＰＢ)が
前記制御手段(ＭＣＵ)に既知の、変更可能な間隔で着信するように設けられ、前記間隔が
ＤＲＸ期間、即ち不連続受信期間、を規定するようになっている前記受信手段と、
　前記移動局(ＭＳ)がアイドル・モードにあるとき、ある一定チャネルでの前記制御手段
(ＭＣＵ)の制御の下でセル再選択測定を実行する測定手段(ＲＸ)とを有する移動局におい
て、
　前記制御手段(ＭＣＵ)が、前記ＤＲＸ期間の長さに比例するようにセル再選択測定回数
を制御するようになっていて、それによって短いＤＲＸ期間中より長いＤＲＸ期間中に多
数のセル再選択測定が実行されるようになっていることを特徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明はパケット交換無線電話サービスに関し、特に、一般パケット無線サービス(ＧＰ
ＲＳ)に適用可能であるが、必ずしもこれにかぎるものではない。さらに、本発明はＧＰ
ＲＳにおけるアイドル・モードのセル再選択測定に関する。
【０００２】
ＧＳＭ(汎欧州デジタル移動電話方式)のような現在のデジタル・セルラー電話システムは
音声通信に重点を置いて設計されたものである。データは通常、１つの周波数帯域で一連
の規則的に間隔を置いて配置されたタイム・スロットが通話時間中予約されるいわゆる「
回線交換」伝送モードを用いて、エアインターフェースを介して移動局(ＭＳ)と基地局サ
ブシステム(ＢＳＳ)との間で伝送される。伝送対象の情報の流れが比較的連続している音
声通信については回線交換伝送モードが効率的であるのは当然である。しかし、インター
ネットへのアクセスやファクシミリ送信のようなデータ呼の間は、データの流れが「バー
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スト的(bursty)」になるので、回線交換モードでのタイムスロットの長時間予約はエアイ
ンターフェースの不経済な使用を表すものとなる。
【０００３】
デジタル・セルラー電話システムを利用するデータサービスに対する要望が急速に増加し
ていることを考慮して、一般パケット無線サービス(ＧＰＲＳ)として周知の新しいＧＳＭ
ベースのサービスが欧州電気通信標準化機構(ＥＳＴＩ)によって標準化され、このサービ
スについて勧告ＧＳＭ０３.６０で用語全体の定義が行われている。ＧＰＲＳはデータ伝
送用の伝送容量の動的割り当てを行うものである。すなわち、伝送対象のデータが存在す
るときにのみ、１つの周波数帯域(あるいは複数の帯域)のタイムスロットが特定のＭＳと
ＢＳＳリンクとに割り当てられる。伝送対象のデータが存在しないときにはタイムスロッ
トの不必要な予約は回避される。
【０００４】
ＧＰＲＳは、データ通信と音声通信双方のエアインターフェースを効率良く利用する従来
型のＧＳＭ回線交換伝送と関連して動作することを意図するものである。したがってＧＰ
ＲＳではＧＳＭ用として規定された構成と類似の基本チャネル構成が用いられる。ＧＰＲ
Ｓでは、所定の周波数帯域が時間領域で分割されてマルチフレームになり、各マルチフレ
ームは順に５２個のＴＤＭＡ(時分割多元接続)フレームから成る。ＴＤＭＡフレームの長
さは４.６１５ｍｓであり、各ＴＤＭＡフレームは順に分割されて等しい継続時間からな
る８つの連続スロットになる。このフレーム構成は図１に示されており、この構成はＢＳ
Ｓにおける送受信時間に関連する。
【０００５】
従来の回線交換伝送モードでは呼が開始されると、２つの仲介スロットで分離された２つ
のそれぞれのタイム・スロット(１～８)を一連の各ＴＤＭＡフレームに予約することによ
り、ＢＳＳでのその呼用として２つの物理チャネルが規定される。これら２つの物理チャ
ネルのうちの一方によって、ＢＳＳからＭＳへユーザー・データを搬送するための下り回
線チャネルが設けられ、これに対して、もう一方のチャネルによって、ＭＳからＢＳＳへ
ユーザー・データを搬送するための上り回線チャネルが設けられる。
【０００６】
ＧＰＲＳの導入に伴い(ＧＳＭ/ＧＰＲＳネットワーク全体を示すアーキテクチャが図２に
例示されている)、上り回線チャネル用および下り回線チャネル用として割り当てられた
タイム・スロット間での固定的関係はもはや適用されない。タイム・スロットは、要求と
、容量と、ＭＳマルチスロット・クラスに従って、所定のＭＳの上り回線チャネルと下り
回線チャネルに対して動的に割り当てることができる。したがって、例えば、上り回線チ
ャネルに対して２つのスロットを割り当てた状態で、所定のいずれのＴＤＭＡフレームに
おいても、下り回線チャネルに対して１つのタイム・スロットを割り当てることができる
。また、上り回線および下り回線の割り当てられたスロット間には固定した時間的関係は
存在しない。スロットの割り当てはチャネル設定中ＭＳに通知される。
【０００７】
図３にセルラー移動電話網のセル１が示されている。セル１の範囲内に配置されている移
動局(すなわち電話機)２はセルの基地局(ＢＳ)３と交信する。既に上述したように、呼ま
たはデータ接続が移動局２(ＭＳとも呼ばれる)からＢＳ３へ行われる場合、あるいはその
逆の場合、下り回線「チャネル」と上り回線「チャネル」とが予約され、それによって双
方向通信が可能になる。ＭＳ２には、送受信機能を行うための受信部ＲＸと送信部ＴＸと
を備えた無線周波数部ＲＦが設けられる。送受信はＭＣＵ(マスタ制御ユニット)によって
制御され、このユニットによってＭＳの様々な公知の動作を行うタイミングなどが制御さ
れる。またＭＳは、サービスを提供するセルおよび隣接セルの無線状態のモニターを行う
。
【０００８】
ＭＳがまずＧＰＲＳセルラーネットワークと接続すると、ＢＳＳによって、待ち受けてい
る(listen)すべてのＭＳへ送信される同期チャネル(ＳＣＨ)によって搬送される情報を用
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いてＭＳはＢＳＳと同期する。また、ＭＳがＧＰＲＳセルラーネットワークとまず接続す
ると、受信信号の強さの降順にセルをチェックすることによりＭＳはセルとして好適なセ
ルを探す。好適なセルが発見された場合、ＭＳはそのセルにキャンプ・オン(camp on)し
必要な登録を行う。セルは２つのレベルの優先順位を持ち得る。すなわち、通常の優先順
位の好適なセルが他に存在しない場合には、低い優先順位の好適なセルだけがキャンプ・
オンされる。これは「セル選択」と呼ばれる。あるセルにキャンプ・オンしたとき、ＭＳ
はセルの再選択基準という点から見てより良好なセルが存在するかどうかを調べるために
定期的にチェックを行い、良好なセルが存在する場合にはより良好なセルが選択される。
またその他の基準の中の１つが変化した場合(例えば、現在のサービスを提供するセルが
禁止された場合)、あるいは、下り回線のシグナリング障害が生じた場合には新しいセル
が選択される。これは「セルの再選択」と呼ばれる。
【０００９】
セルの再選択手順はＧＳＭ仕様０５.０８に指定されている。ＭＳがアイドル・モードの
とき、すなわちスイッチがオンになってはいるが特定のチャネルが割り当てられていなく
て電話をかけたり受けたりなどが行われないときに、あるいは、グループ受信モードすな
わちグループ呼または放送呼が受信されるが特定の接続が行われていないときにセル再選
択測定が行われる。基本的には、ＭＳが転送モードのときを除いてアイドル・モードは他
の任意の期間として定義することができる。パケット・アイドル・モードでは、無線の上
り回線と下り回線の双方でＭＳが信頼性良く交信可能であるセルへのキャンプ・オンを保
証するために、ＭＳはセルの再選択のための測定(信号強度測定、電力測定)を行わなけれ
ばならない。
【００１０】
ＧＰＲＳアイドル・モードのセル再選択測定を行うために移動局がＢＡリスト(ＭＳが待
ち受けているＢＣＣＨチャネルを指定するＢＣＣＨ割り当て)の各キャリアでの１つの測
定サンプルと、各ページング・ブロック受信について自分自身のＢＣＣＨキャリアでの１
つのサンプルとを選択することが現在指定されている。毎秒当りの測定の最大回数は２０
０である。
【００１１】
動作の性質上ＧＰＲＳの必要条件は回線交換動作の必要条件より高くなければならないと
いう認識がある。しかし、現在のセル再選択測定必要条件ではＭＳが持ち得る異なるＤＲ
Ｘ期間は考慮に入れられていない。したがって平均電力消費量に関する毎秒当たりの測定
という点から見て最適性能は達成されない。ＭＳは、ＭＳが待ち受けている対象ＢＳから
ページング・ブロック(ＰＢ)を受信して、ＢＳからＭＳへ着信する転送が存在するかどう
かを見つけ出す。２つの連続するＰＢ間の期間はＤＲＸ期間(不連続受信)と呼ばれる。こ
のＤＲＸ期間中、ＭＳはネットワークからのページング・メッセージを待ちうけていない
ので電力を落とすことができる。セル選択アルゴリズムが行われる間を除いたアイドル・
モードの他のすべての時間でＤＲＸモードは許される。ＤＲＸ期間の長さは時々変更して
もよい。また、ＭＳはＢＳからパラメータを受け取り、このパラメータに基づいてＭＳは
ＰＢの着信予定時刻を計算することができる。さらに、ＭＳはＢＳと同期するのでＰＢの
着信予定時刻を正確に知っている。
【００１２】
パケット・アイドル・モードでは、マルチフレームの期間中ＭＳがいくつかのページング
・ブロック(ＰＢ)を受信し、マルチフレーム当たりの測定必要条件をモニター対象キャリ
ア数の数倍とすることが可能である。実際には、このことは、現在のＧＰＲＳによる解決
法の上限、すなわち２００測定回数／秒が容易に達成されることを意味する。ＤＲＸ期間
が非常に短いとき、「多すぎる」アイドル・モードのセル再選択測定のために電力消費量
は不必要に増加する。
【００１３】
本発明の目的は、セル再選択測定、好適には、ＧＰＲＳにおけるアイドル・モードのセル
再選択測定に関する動作の改善方法を開示することである。
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【００１４】
ＧＳＭ回線交換動作では、測定回数はモニターされるキャリア(ＢＣＣＨ)の数に依存する
。実際にはこのことはＤＲＸ期間の長さに関して測定回数が常に実質的に一定、すなわち
７回の測定であることを意味する。またＧＰＲＳに対する現在の提案では、測定回数がＤ
ＲＸ期間に関して一定であるため、短いＤＲＸ期間を用いることにより測定回数は不必要
に多くなって電流消費量が増え、また、非常に長いＤＲＸ期間に関しては、測定回数が少
なすぎるために正確な測定結果が十分に受信されないことが多い。本発明によれば、セル
再選択測定を行うための従来の解決方法ではＤＲＸ期間の長さが考慮されていないという
認識がある。したがって本発明では、セルの再選択の測定回数をＤＲＸ期間の長さ、すな
わちＰＢがＭＳへ送信される頻度に依存させるという提案が行われる。この測定回数は線
形関係を有する等式に基づくか、非線形関係を有する等式に基づくかのいずれかに基づい
て変更することができる。あるいはこれとは別様に、短いＤＲＸ期間に対しては測定回数
を少なくし、長いＤＲＸ期間に対しては測定回数を多くするようにして一定回数の測定を
指定することができる。この比例関係によって、ＤＲＸ期間の長さの実質的変更時に測定
回数の実質的変更が行われることを意味する。これは、異なるＤＲＸ期間の長さに対して
測定回数が実質的に一定である従来技術とは明らかに異なるものである。
【００１５】
本発明の第１の態様によれば、１つの基地局が１つのセルを規定する複数の基地局と、少
なくとも１つの基地局と交信する移動局とを有する移動通信システムにおいて、移動局の
セル・アイドル・モードの再選択測定の制御を行う方法が提供され、この方法は移動局が
アイドル・モードにあるとき、
着信の可能性がある送信について移動局に通知する基地局からの着信ページング・メッセ
ージが移動局によってモニターされ、このページング・メッセージがある一定間隔で着信
し、この着信間隔によって不連続受信期間(ＤＲＸ期間)が規定され、
移動局がある一定のチャネルでセル再選択測定を行う方法であって、
セル再選択測定の回数がＤＲＸ期間の長さに比例し、それによって短いＤＲＸ期間中より
長いＤＲＸ期間中に多数のセル再選択測定が実行されることを特徴とする方法である。
【００１６】
本発明の第２の態様によれば、基地局によってセルが規定される、基地局を有する移動通
信システム用移動局が提供され、この移動局は、
少なくとも１つの基地局と交信する通信手段と、
移動局の通信を制御する制御手段と、
移動局がアイドル・モードにあるとき、着信する可能性のある転送について移動局に通知
する基地局からのページング・メッセージを受信するための通信手段の一部としての受信
手段であって、そのページング・メッセージが、制御手段に既知のある一定間隔で着信す
るように構成され、その間隔が不連続受信期間(ＤＲＸ期間)を規定するようになっている
受信手段と、
移動局がアイドル・モードにあるとき、制御手段の制御の下である一定のチャネルでセル
再選択測定を行うための測定手段とを有する移動局であって、
制御手段が、ＤＲＸ期間の長さに比例してセル再選択測定回数を制御するようになってい
て、それによって制御手段がより多くのセル再選択測定を制御して、短いＤＲＸ期間中よ
り長いＤＲＸ期間中に測定を実行するようになっていることを特徴とする移動局である。
【００１７】
ページング・メッセージ(ページング・ブロック、ＰＢ)をモニターすることは、定義によ
り、ＰＢの受信または少なくともＰＢを受信しようという試みが意味される。したがって
ＤＲＸ期間は特定のＭＳに対して意図される２つの連続するＰＢによって規定されるもの
であって、各々のこのようなＰＢの実際の受信が成功したか否かに依存するものではない
。
【００１８】
本発明をよく理解するために、また、同発明の実施方法を示すために、例を挙げて、添付
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図面の参照を行うこととする。
【００１９】
本発明による移動局は図３に示すように実現することができる。基本的にはセル再選択測
定は受信部ＲＸによって行われるが、この受信部は実際にはＤＳＰ(デジタル信号プロセ
ッサ)によって実現される。セル再選択測定の実行は周知であるので、これについて説明
を行う必要はない。本発明は、測定の実行の制御すなわち測定が行われる頻度に関係する
。これはＭＳのマスタ制御ユニット(ＭＣＵ)によって行われる。したがって、ＭＣＵが受
信部ＲＸを制御してセル再選択測定を行い、セル再選択測定の回数がＤＲＸ期間の長さに
比例するようにＭＣＵは本発明の方法を実行する。これによって、短いＤＲＸ期間より長
いＤＲＸ期間により多くのセル再選択測定が行われる。この測定は、ページング・ブロッ
ク(ＰＢ)の受信と同時に実行することができる。この測定は、ＤＲＸ期間中などの他の期
間中にも行うことができるが、好適には、ＤＲＸ期間中に電力低下時間を最大化できるよ
うにＰＢの受信時にこの測定を行うことが望ましい。
【００２０】
比較の目的で、図４には、ＧＰＲＳ仕様で現在提案されているような従来技術による解決
方法でＤＲＸ期間の長さを反映するパラメータ(以下に説明する)と関連して平均期間の長
さが示されている。図４から、低いパラメータ値(長いＤＲＸ期間を意味する)については
平均期間は非常に長く、８０秒にまでになるということがわかる。これは非常に長い(長
すぎる)間隔であるため有効なセル再選択測定結果を得ることはできない。これはＭＳに
対する信頼性の高い通信を危険にさらすかもしれない。
【００２１】
以下、ＤＲＸ期間に依存するセル再選択測定回数の制御を示す１つの実施例について説明
する。この実施例では、マルチフレーム当たりのページング・ブロック(ＰＢ)の数を反映
し、それに応じて各ページングについて必要な数の測定サンプルをＭＳのＤＲＸ期間の長
さに関連づけるパラメータSPLIT_PG_CYCLEが使用される。それによってパラメータSPLIT_
PG_CYCLEの低い値は長いＤＲＸ期間を意味し、パラメータSPLIT_PG_CYCLEの高い値は短い
ＤＲＸ期間を意味する。
【００２２】
この実施例では１つのページング・ブロック受信に対して(すなわち１つのＤＲＸ期間に
対して)必要な測定回数は次式から導き出される。
Max [48/ SPLIT_PG_CYCLE, 9 * Max [1-SPLLT_PG_CYCLE/256, 0.45]]
【００２３】
この式によってわかるように、測定回数は(少なくとも部分的には)ＤＲＸ期間の長さに直
接比例する(いくつかの値についてはこの回数は一定のままであるが)。この式によれば、
５つの最長ＤＲＸ期間(1=<SPLIT_PG_CYCLE<=5)に対する必要な測定サンプル数はそれぞれ
４８、２４、１６、１２、１０である(最も近い整数に丸められる)。これは長いＤＲＸ期
間が用いられるときに生じる前述の問題に役立つ。しかし、これは１つのページング・ブ
ロック受信に対して１キャリアあたり２つ以上のサンプルをとり得ることも意味すること
に留意されたい。したがってＭＳが互いからできるだけ同じキャリアに属するサンプルを
とるようにするのが賢明であろう。
【００２４】
6=<SPLIT_PG_CYCLE<=350のとき、電力消費量を減らし、同時に、回線交換動作でより測定
能力を著しく良好に保つために必要な測定回数は９と４との間で変動する。
【００２５】
図５と６にはＤＲＸ期間の長さに関して測定回数が示されている。これによって提案曲線
は本発明に準拠する数値を示し、現在のＧＰＲＳ曲線は以前にＧＰＲＳ用として提案され
た解決方法の形状を示す。図５は２秒以上のＤＲＸ期間に対する測定回数を示し、図６は
２秒未満のＤＲＸ期間に対する測定回数を示す。また図６は、使用中の回線交換ＧＳＭで
の解決方法による従来技術による解決方法を利用して達成される数値を比較のために示す
ものである。これは曲線ＧＳＭ　ＣＳによって示されているが、従来技術による解決方法
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におけるＤＲＸ期間に対する測定回数がやはり実質的に一定であることがこの曲線ＧＳＭ
　ＣＳによって示されている。これは、本発明で提案されている問題解決のための問題点
がこの解決方法では考慮されていないからである。モニター対象のキャリアの数は１０で
ある。グラフを見てわかるように、現在のＧＰＲＳ曲線によって示される従来技術による
解決方法ではＤＲＸ期間の長さが考慮に入れられていないために、ＤＲＸ期間の長さに対
する測定回数は一定である。本発明によれば(実施例では上記式によって規定される)、セ
ル再選択測定回数は図５と図６の提案曲線からわかるようにＤＲＸ期間の長さに依存する
。
【００２６】
上記式中の定数パラメータは例としての値であり、これらの定数パラメータの変更により
必要条件の変更を行うことができる。図７と図８は、現在のＧＰＲＳ仕様とＧＳＭ回線交
換システムとに比較して上記式を用いて達成される測定性能を示す。性能基準に用いられ
るものとして、毎秒当りの測定回数と平均期間すなわち有効な測定結果(５サンプル)に必
要な期間とがある。図７はSPLIT_PG_CYCLE<35でかつモニター対象キャリア数が８である
場合の平均期間を比較するものである。ＧＳＭ　ＣＳシステム曲線によって示される回線
交換型ＧＳＭでの解決方法による値は7=<SPLIT_PG_CYCLE<=32の場合についてしか計算さ
れていないことに留意されたい。図８は同じパラメータを用いる毎秒当りの測定回数を示
す。
【００２７】
図９と図１０は、20=<SPLIT_PG_CYCLE<=350である場合同じ基準を示す。これらの測定結
果からわかることは、現在のＧＰＲＳの性能は短いＤＲＸ期間については良好ではあるも
のの平均期間の長さに有意な相違は存在しないということである。本発明による方法(提
案)を用いる場合、短いＤＲＸ期間を持つ毎秒当りの測定回数は最大で１００に近く、こ
の回数は回線交換動作(ＧＳＭ　ＣＳ)と比較すると著しい改善となる。
【００２８】
図１１～１４は、モニター対象キャリアの数が１２であるとき同じ結果を示す。現在のＧ
ＰＲＳの性能は短いＤＲＸ期間の間は良好であるが、０.５秒以下の平均期間がアイドル
・モードの動作で必要であるかどうかを考慮に入れることが望ましい。なぜならこれは電
力消費量の増加も意味するからである。一方長いＤＲＸ期間については最も有意な相違を
見ることができる。図７～１４のすべてで、実線は提案すなわち本発明を示し、破線は現
在のＧＰＲＳ、すなわち従来のＧＰＲＳによる解決方法を示し、ドットを含む点線はＧＳ
Ｍ　ＣＳすなわち既存の回線交換ＧＳＭネットワークで使用中の解決方法を示す。
【００２９】
示された式に加えて、Max [64／ (SPLIT_PG_CYCLE + 1 ), 8 * Max[1 - SPLIT_PG_CYCLE/
256, 0.5)]などの他の式を用いることもできる。測定回数とＤＲＸ期間の長さとの間の関
係は比例関係になる。すなわちＤＲＸ期間が長くなればなるほど測定回数は多くなる。こ
れは線形関係(図５に示すように)または非線形関係になり得るし、ステップで変化するこ
とができる(図６に示すように)。また式または等式(ＭＣＵのメモリに保存されている)を
持つ代わりに、異なるＤＲＸ期間の長さについて一定の測定回数を持つリストまたはルッ
クアップ・テーブルを保存してもよい。提示された式と他の実施例をプログラムしてＭＣ
Ｕに(すなわちそれのメモリの中へ)入れてもよい。したがって本発明は本発明の範囲内の
いくつかの方法で実現が可能である。
【００３０】
以上説明したように、また、図からもわかるように、本発明によって、アイドル・モード
・セル再選択測定に関して従来の公知の解決方法と比較してＭＳの性能が改善される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は１つのＧＰＲＳマルチフレームの５２個のＴＤＭＡフレームへの分割お
よび１つのＴＤＭＡフレームの８つのタイムスロットへの分割を示す。
【図２】　図２はＧＳＭ／ＧＰＲＳデジタル・セルラー電話ネットワークのアーキテクチ
ャを概略的に示す。
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【図３】　図３はＧＳＭ移動電話ネットワークおよびこのネットワークと交信する移動局
を概略的に示す。
【図４】　図４は現在のＧＰＲＳ仕様による従来技術の解決方法を用いた測定性能を示す
。
【図５】　図５は２秒以上のＤＲＸ期間の長さからなるＤＲＸ期間の長さに対する測定回
数を示す。
【図６】　図６は２秒未満のＤＲＸ期間の長さについてＤＲＸ期間の長さに対する測定回
数を示す。
【図７】　図７はＤＲＸ期間を反映するパラメータに対する平均期間を表す図として、現
在のＧＰＲＳ仕様およびＧＳＭ回線交換システムと比較して本発明の実施例で達成される
測定性能を示す。
【図８】　図８はＤＲＸ期間を反映するパラメータに対する毎秒当りの測定を表す図とし
て、現在のＧＰＲＳ仕様およびＧＳＭ回線交換システムと比較した前述の式で達成される
測定性能を示す。
【図９】　図９は異なるパラメータの値を持つ図７と類似の等式を示す。
【図１０】　図１０は図９のものと同じパラメータを持つ図８と類似の等式を示す。
【図１１】　図１１は、異なる数のモニター対象キャリアに関して、図７におけるものと
類似の等式を示す。
【図１２】　図１２は、異なる数のモニタ対象キャリアに関して、図８におけるものと類
似の等式を示す。
【図１３】　図１３は、異なる数のモニタ対象キャリアに関して、図９におけるものと類
似の等式を示す。
【図１４】　図１４は、異なる数のモニタ対象キャリアに関して、図１０におけるものと
類似の等式を示す。

【図１】 【図２】
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