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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法であって、
　マルチモード端末がサービス基地局から送信した第二通信モードに関するカバレッジ指
示情報を受信することと、
　前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報に基づいて、第二通信モードに基づく
通信の機会を発見することとを含み、
　前記第二通信モードに関するカバレッジ指示情報はカバレッジ・レシオを含み、
　前記カバレッジ・レシオはマルチモード端末或いはユーザの後続判断を補助するために
用いられ、
　前記判断の方法は、
　マルチモード端末がカバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャ
ン／測定を起動するか否かを判断すること、
　マルチモード端末がカバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャ
ン／測定の周期／頻度を確定し、及び／又は第二通信モードサービス領域を発見するため
の持続判断時間を確定すること、
　ユーザが特定インタフェース技術或いはモードの通信モジュールを起動するか否かを決
定するために、マルチモード端末がカバレッジ・レシオをユーザに提供することのうちの
少なくとも一つを含むことを特徴とする、
マルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法。
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【請求項２】
　前記第二通信モードに関するカバレッジ指示情報はさらに、測定評価パラメータ情報を
含み、或いは、セル又はセルセット情報を含み、或いは、キャリア周波数情報を含み、或
いは、特定インタフェース技術／モードの帯域情報、キャリア周波数情報、セル情報、サ
ービスセット情報、ネットワークオペレーター情報、負荷情報、能力情報及び省エネルギ
ー状態情報のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする
請求項１に記載のマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法。
【請求項３】
　前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報に基づいて、第二通信モードに基づく
通信の機会を発見することは、
　前記カバレッジ指示情報がマルチモード端末のサービスセルとデフォルト関連されると
、マルチモード端末が第二通信モードのサービス領域を発見すること、
　或いは、前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報におけるセル或いはセルセッ
トにおけるセルを発見すると、マルチモード端末が第二通信モードのサービス領域を発見
すること、
　或いは、前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報における指示されたキャリア
周波数を発見すると、マルチモード端末が第二通信モードのサービス領域を発見すること
、
　或いは、マルチモード端末が測定評価パラメータ情報に基づいて、第二通信モードのサ
ービス領域を発見するか否かを判断すること、を含むことを特徴とする
請求項２に記載のマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法。
【請求項４】
　マルチモード端末が特定インタフェース技術／モードの帯域情報、キャリア周波数情報
、セル情報、サービスセット情報、ネットワークオペレーター情報、負荷情報、能力情報
及び省エネルギー状態情報のうちの少なくとも一つに基づいて、第二通信モードに基づい
て通信することができるか否かを判断することを特徴とする
請求項２に記載のマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法。
【請求項５】
　前記第二通信モードは、ＷＩＦＩ、ＩＭＴ－２０２０通信インタフェース技術、高帯域
通信キャリア周波数／インタフェース技術、ＦＤＤ通信モード、ＴＤＤ通信モードのうち
の少なくとも一つを含むことを特徴とする
請求項１に記載のマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法。
【請求項６】
　マルチモード端末であって、
　前記マルチモード端末は、送受信モジュールと操作モジュールを含み、
　送受信モジュールは、サービス基地局から送信した第二通信モードに関するカバレッジ
指示情報を受信するように構成され、
　操作モジュールは、前記送受信モジュールが受信した前記カバレッジ指示情報に基づい
て、第二通信モードに基づく通信の機会を発見するように構成され、
　前記第二通信モードに関するカバレッジ指示情報は、カバレッジ・レシオを含み、
　前記操作モジュールは、具体的には前記カバレッジ・レシオに基づいて後続の判断を補
助するために用いられ、
　前記判断の方法は、
　カバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャン／測定を起動する
か否かを判断すること、
　カバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャン／測定の周期／頻
度を確定し、及び／又は第二通信モードサービス領域を発見するための持続判断時間を確
定すること、
　ユーザが特定インタフェース技術或いはモードの通信モジュールを起動するか否かを決
定するために、カバレッジ・レシオをユーザに提供することのうちの少なくとも一つを含
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むことを特徴とする、
マルチモード端末。
【請求項７】
　前記第二通信モードに関するカバレッジ指示情報はさらに、測定評価パラメータ情報を
含み、或いは、セル又はセルセット情報を含み、或いは、キャリア周波数情報を含み、或
いは、特定インタフェース技術／モードの帯域情報、キャリア周波数情報、セル情報、サ
ービスセット情報、ネットワークオペレーター情報、負荷情報、能力情報及び省エネルギ
ー状態情報のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする
請求項６に記載のマルチモード端末。
【請求項８】
　前記処理モジュールは、前記カバレッジ指示情報はサービスセルとデフォルト関連され
ると、マルチモード端末は第二通信モードのサービス領域を発見し、
　或いは、前記カバレッジ指示情報におけるセル或いはセルセットにおけるセルを発見す
ると、第二通信モードのサービス領域を発見し、
　或いは、前記カバレッジ指示情報における指示されたキャリア周波数を発見すると、第
二通信モードのサービス領域を発見し、
　或いは、測定評価パラメータ情報に基づいて、第二通信モードのサービス領域を発見す
るか否かを判断するように構成されることを特徴とする
請求項７に記載のマルチモード端末。
【請求項９】
　前記処理モジュールは、特定インタフェース技術／モードの帯域情報、キャリア周波数
情報、セル情報、サービスセット情報、ネットワークオペレーター情報、負荷情報、能力
情報及び省エネルギー状態情報のうちの少なくとも一つに基づいて、第二通信モードに基
づいて通信することができるか否かを判断するように構成されることを特徴とする
請求項７に記載のマルチモード端末。
【請求項１０】
　前記第二通信モードは、ＷＩＦＩ、ＩＭＴ－２０２０通信インタフェース技術、高帯域
通信キャリア周波数／インタフェース技術、ＦＤＤ通信モード、ＴＤＤ通信モードのうち
の少なくとも一つを含むことを特徴とする
請求項６に記載のマルチモード端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信分野に関し、特にマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する
方法、システム及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線セルラ通信システムにおいて、無線通信システムはマルチモード端末に広範囲な無
線通信を提供するために、カバレッジ範囲が大きい基地局を配置する必要があり、このよ
うな基地局は一般的にマクロ基地局（Ｍａｃｒｏ　ｅＮＢ或いはＭａｃｒｏ　ＢＳ，Ｍａ
ｃｒｏ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）と呼ばれ、そのサービスセルは一般的にマクロセル
（Ｍａｃｒｏ　Ｃｅｌｌ）と呼ばれる。そのほか、ユーザの異なったニーズと異なった使
用環境を考慮して、無線通信システムはある環境下で或いはシーン下でユーザに不感地帯
を改善し或いはより高品質の無線通信サービス提供するため、あるカバレッジ範囲が小さ
く、伝送パワーが比較的低い小型基地局或いは伝送ノード（ＴＰ，Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ　Ｐｏｉｎｔ）が採用される。上記小型基地局或いは伝送ノードはマイクロ基地局（
Ｐｉｃｏ　ｅＮＢ或Ｐｉｃｏ　ＢＳ）或いはフェムト基地局（Ｆｅｍｔｏ　ｅＮＢ或Ｆｅ
ｍｔｏ　ＢＳ）とすることができ、フェムト基地局はホーム基地局（ＨＮＢ或いはＨｅＮ
Ｂ）、極小型基地局、フライング基地局と呼ばれることができ、マイクロ基地局とホーム
基地局の提供するセルはピコセル（ｐｉｃｏ　ｃｅｌｌ）とフェムトセル（ｆｅｍｔｏｃ
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ｅｌｌ）と呼ばれる。小型基地局に対応するノードは低パワー（Ｌｏｗ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎ
ｏｄｅ，ＬＰＮと略称する）とも呼ばれ、これらのノードに対応するセルは小さいセル（
ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ）とも呼ばれる。
【０００３】
　無線セルラ通信システムは進化過程において徐々にマルチインタフェース技術が発展さ
れ、例えば第二世代移動通信技術におけるグローバル移動通信システム（ＧＳＭ，Ｇｌｏ
ｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）と符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ，Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）であり、第三世代移動通信技術における広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ，Ｗｉ
ｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、時分
割複信符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ－Ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｏｕｓ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＣＤ
ＭＡ－２０００とワールドワイドインターオペラビリティフォーマイクロウェーブアクセ
ス（Ｗｉｍａｘ，Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍ
ｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）であり、進化された第三世代或いは第四世代移動通信
技術におけるロングタームエボリューション（ＬＴＥ，Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）、エルティーイーアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）及
びＷｉｍａｘ２．０である。ある技術は対応する接続ネットワークの名称を有し、例えば
ＧＳＭはＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡＮ，ＧＳＭ　ＥＤＧＥ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に対応し、ＷＣＤＭＡとＴＤ－ＳＣＤＭＡは汎
用移動体通信システム地上波無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ，ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅ
ｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に対応し、ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａは進化されたＵＴＲＡＮ　（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）に対応する。無線セルラ通信システム
以外に、無線通信システムはさらに無線ローカルネットワーク（ＷＬＡＮ，Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を含む。ワイファイ（ＷＩＦＩ）の
スペクトルはフリーかつＷＩＦＩチップのコストが低いため、無線ローカルネットワーク
のアクセスポイント（ＡＰ，Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）の配置と応用はオペレーターと
ユーザに安価な無線接続と負荷データ分散のアプローチを提供することができ、前記ＡＰ
も一つの低パワーノードとすることができる。
【０００４】
　現在、無線通信技術は第五世代（５Ｇ）への発展中であり、上記各種の無線通信技術（
５Ｇ無線通信技術と現在の無線通信技術を含む）は長期共存する可能性がある。マルチモ
ード（マルチ動作キャリア周波数及び／又は多種接続インタフェース技術）端末の普及に
従い、オペレーターはマルチモード端末に最適なＡＰ或いはサービス基地局を提供する機
会があり、ユーザスループットを高めるとともにネットワーク負荷バランスとリソース利
用の最適化を実現する。
【０００５】
　したがって、端末とアクセスポイント或いは基地局との通信の機会を効果的に発見する
インタフェース技術が必要になる。しかし、従来の端末によってアクセスポイント或いは
基地局の各キャリア周波数／インタフェース技術に対し測定（或いはスキャンする）する
方法は、マルチモード端末が複数のキャリア周波数、多種の接続インタフェース技術との
間で頻繁に変換し及び測定するのを引き起こす可能性があり、それにより端末の消費電力
が大きく、端末の耐久時間を低減しかつユーザエクスペリエンスを影響する。
【０００６】
　そのほか、ＷＩＦＩ通信（例えばインターネットダウンロード）がほぼフリーの特徴（
或いは新世代通信技術が従来の通信技術に対する通信技術料金がより低い特徴）はユーザ
のより多くの通信／ダウンロードニーズを促進することができ、例えば、多くのユーザが
ＷＩＦＩ接続サービスのある場所のみでウェブページをオープンし或いはデータをダウン
ロードする。しかし、従来技術において、ＷＩＦＩ通信モジュールをオンして接続可能性
のあるＡＰが存在するか否かをリアルタイムでサーチするため、比較的高い消費電力を引
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き起こすこともできる。
【発明の概要】
【０００７】
　これを鑑みて、本発明の実施例の目的はマルチモード端末を補助して通信の機会を発見
する方法、システム及び装置を提供することである。
【０００８】
　本発明の実施例はマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法を提供し、該
方法は、
　マルチモード端末がネットワーク側から送信した第二通信モードに関するカバレッジ指
示情報を受信することと、
　前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報に基づいて、第二通信モードに基づく
通信の機会を発見することと、を含む。
【０００９】
　上記解決手段において、前記マルチモード端末がネットワーク側から送信した第二通信
モードに関するカバレッジ指示情報を受信することは、
　マルチモード端末がサービス基地局から送信したマルチモード基地局の第一通信モード
と第二通信モードとの共通カバレッジのカバレッジ指示情報を受信するのを含む。
【００１０】
　上記解決手段において、前記方法はさらに、マルチモード端末がマルチモード基地局の
第一通信モードの信号を測定することを含む。
【００１１】
　上記解決手段において、前記第一通信モードは、前記マルチモード端末が現在動作して
いるキャリア周波数或いはインタフェース技術であり、前記第一通信モードの信号は同期
信号、発見信号、基準信号、ビーコンを含むが、これらに限定されなく、
　前記第二通信モードは、前記第一通信モード以外の一つ或いは複数のキャリア周波数及
び／又は一つ或いは複数のインタフェース技術である。
【００１２】
　上記解決手段において、前記マルチモード基地局の第一通信モードと第二通信モードと
の共通カバレッジのカバレッジ指示情報は、
　マルチモード基地局の複数のキャリア周波数及び／又は複数のインタフェース技術のセ
ル或いはアクセスポイントの情報であり、その中に基地局識別子、及び／又は地理位置識
別子情報、及び／又はカバレッジ情報を含み、
　或いは、共通基地局サイト（ｃｏ－ｓｉｔｅｄ）或いは共通カバレッジのセル／アクセ
スポイントの識別子或いは識別子範囲によって指示され、
　或いは、セル／アクセスポイントの能力情報によって指示され、
　或いは、二つ或いは複数の共通基地局サイト或いは共通カバレッジかつ同じ通信事業者
のキャリア周波数及び／又はインタフェース技術である。
【００１３】
　上記解決手段において、前記カバレッジ指示情報はさらに信号受信電力のオフセット値
を指示し、
　前記第二通信モードに基づく通信の機会を発見することは、前記マルチモード端末が前
記オフセット値を用いて、第一通信モードの信号測定結果と組み合わせ、第二通信モード
に基づいて通信することができるか否かを判断することを含む。
【００１４】
　上記解決手段において、前記第二通信モードに基づく通信の機会を発見することは、
　前記マルチモード端末が前記マルチモード基地局の第一通信モードへの信号測定結果に
基づいて、前記第二通信モードの信号を測定し、第二通信モードに基づいて通信すること
ができるか否かを判断すること、
　或いは、前記マルチモード端末がサービス基地局に測定結果を報告し、前記サービス基
地局が前記測定結果に基づいて、前記マルチモード端末に第二通信モードの信号測定を設
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定し、及び／又はサービス基地局が前記マルチモード端末を第二通信モードに切替／リダ
イレクトし、及び／又はネットワーク側が第一と第二通信モードを用いて前記マルチモー
ド端末とジョイント送信を行うこと、
　或いは、前記マルチモード端末が前記サービス基地局に情報を送信し、サービス基地局
が前記情報に基づいて前記マルチモード端末に第二通信モードへの測定を設定し、及び／
又はサービス基地局が前記情報に基づいて前記マルチモード端末が発見したマルチモード
基地局に情報を送信するか否かを判断し、前記マルチモード端末がサービス基地局に送信
した情報は、第二通信モードのサービス範囲に近づく指示情報、第一通信モードの信号へ
の測定結果、推定された第二通信モードの信号の測定結果のうちの少なくとも一つを含む
こと、
　或いは、前記マルチモード端末が自動的に第二通信モードを選択し使用して通信するこ
と、
　或いは、前記マルチモード端末が前記マルチモード基地局の第二通信モードがサービス
できるのを提示し、ユーザの手動選択結果に基づいて第二通信モードで通信すること、を
含む。
【００１５】
　上記解決手段において、前記マルチモード端末がサービス基地局から送信したマルチモ
ード基地局の第一通信モードと第二通信モードとの共通カバレッジのカバレッジ指示情報
を受信する前に、該方法はさらに、
　前記サービス基地局が事前設定、或いはネットワーク管理システム、或いは基地局間の
インタフェースによって、隣接した基地局がマルチモード基地局である情報を取得し、或
いは隣接した複数のセルの共通基地局サイト或いは共通カバレッジの情報を取得すること
を含む。
【００１６】
　上記解決手段において、前記第二通信モードに関するカバレッジ指示情報はカバレッジ
・レシオを含む。
【００１７】
　上記解決手段において、前記カバレッジ・レシオがマルチモード端末或いはユーザの後
続判断を補助するために用いられ、
　前記判断の方法は、
　マルチモード端末がカバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャ
ン／測定を起動するか否かを判断すること、
　マルチモード端末がカバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャ
ン／測定の周期／頻度を確定し、及び／又は第二通信モードサービス領域を発見するため
の持続判断時間を確定すること、
　ユーザが特定インタフェース技術或いはモードの通信モジュールを起動するか否かを決
定するために、マルチモード端末がカバレッジ・レシオをユーザに提供することのうちの
少なくとも一つを含む。
【００１８】
　上記解決手段において、前記第二通信モードに関するカバレッジ指示情報は、セル或い
はセルセット情報、或いは、キャリア周波数情報、或いは、特定インタフェース技術／モ
ードの帯域情報、キャリア周波数情報、セル情報、サービスセット情報、ネットワークオ
ペレーター情報を含む。
【００１９】
　上記解決手段において、前記マルチモード端末に関するカバレッジ指示情報はさらに、
測定評価パラメータ情報、負荷情報、能力情報、省エネルギー状態情報のうちの少なくと
も一つを含む。
【００２０】
　上記解決手段において、前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報に基づいて、
第二通信モードに基づく通信の機会を発見することは、
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　前記カバレッジ指示情報がマルチモード端末のサービスセルとデフォルト関連されると
、マルチモード端末が第二通信モードのサービス領域を発見すること、
　或いは、前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報におけるセル或いはセルセッ
トにおけるセルを発見すると、マルチモード端末が第二通信モードのサービス領域を発見
すること、
　或いは、前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報における指示されたキャリア
周波数を発見すると、マルチモード端末が第二通信モードのサービス領域を発見すること
、
　或いは、マルチモード端末が測定評価パラメータ情報に基づいて、第二通信モードのサ
ービス領域を発見するか否かを判断すること、を含む。
【００２１】
　上記解決手段において、マルチモード端末が特定インタフェース技術／モード帯域情報
、キャリア周波数情報、セル情報、サービスセット情報、ネットワークオペレーター情報
、負荷情報、能力情報、省エネルギー状態情報に基づいて、第二通信モードに基づいて通
信することができるか否かを判断する。
【００２２】
　上記解決手段において、前記第二通信モードはＷＩＦＩ、ＩＭＴ－２０２０通信インタ
フェース技術、高帯域通信キャリア周波数／インタフェース技術、ＦＤＤ通信モード、Ｔ
ＤＤ通信モードのうちの少なくとも一つを含む。
【００２３】
　本発明はさらにマルチモード端末を提供し、前記マルチモード端末は送受信モジュール
と操作モジュールを含み、
　送受信モジュールは、第二通信モードに関するカバレッジ指示情報を受信するために用
いられ、
　操作モジュールは、前記送受信モジュールが受信した前記カバレッジ指示情報に基づい
て、第二通信モードに基づく通信の機会を発見するために用いられる。
【００２４】
　上記解決手段において、前記送受信モジュールは、具体的にはサービス基地局から送信
したマルチモード基地局の第一通信モードと第二通信モードとの共通カバレッジのカバレ
ッジ指示情報を受信するために用いられる。
【００２５】
　上記解決手段において、前記マルチモード端末はさらに、測定モジュールを含み、マル
チモード基地局の第一通信モードの信号を測定するために用いられ、相応的に、前記操作
モジュールは、さらに測定モジュールが取得した第一通信モードの測定結果を受信するた
めに用いられる。
【００２６】
　上記解決手段において、前記第一通信モードは、前記マルチモード端末が現在動作して
いるキャリア周波数或いはインタフェース技術と同様なキャリア周波数或いはインタフェ
ース技術信号であり、前記信号は同期信号、発見信号、基準信号、ビーコンを含むが、こ
れらに限定されなく、
　前記第二通信モードは、第一通信モード以外の一つ或いは複数のキャリア周波数及び／
又は一つ或いは複数のインタフェース技術である。
【００２７】
　上記解決手段において、前記マルチモード基地局の第一通信モードと第二通信モードと
の共通カバレッジのカバレッジ指示情報は、
　マルチモード基地局の複数のキャリア周波数及び／又は複数のインタフェース技術のセ
ル或いはアクセスポイントの情報であり、その中に基地局識別子、及び／又は地理位置識
別子情報、及び／又はカバレッジ情報を含み、
　或いは、共通基地局サイト或いは共通カバレッジのセル／アクセスポイントの識別子或
いは識別子範囲によって指示され、
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　或いは、セル／アクセスポイントの能力情報によって指示され、
　或いは、二つ或いは複数の共通基地局サイト或いは共通カバレッジかつ同じ通信事業者
のキャリア周波数及び／又はインタフェース技術である。
【００２８】
　上記解決手段において、前記操作モジュールは、具体的には前記オフセット値を用いて
、および測定した受信信号のパワーと組み合わせ、マルチモード基地局の第二通信モード
に基づいて前記マルチモード基地局と通信するか否かを判断するために用いられる。
【００２９】
　上記解決手段において、前記操作モジュールは、具体的には前記マルチモード基地局の
第一通信モードの信号測定結果に基づいて、前記第二通信モードの信号を測定し、第二通
信モードに基づいて通信できるか否かを判断し、
　或いは、前記マルチモード端末はサービス基地局に測定結果を報告し、前記サービス基
地局は前記測定結果に基づいて、前記マルチモード端末に第二通信モードの信号測定を設
定し、及び／又はサービス基地局が前記マルチモード端末を第二通信モードに切替／リダ
イレクトし、及び／又はネットワーク側が第一と第二通信モードを用いて前記マルチモー
ド端末とジョイント送信を行い、
　或いは、前記マルチモード端末が前記サービス基地局に情報を送信し、サービス基地局
は前記情報に基づいて前記マルチモード端末に第二通信モードへの測定を設定し、及び／
又はサービス基地局は前記情報に基づいて前記マルチモード端末が発見したマルチモード
基地局に情報を送信するか否かを判断し、前記マルチモード端末がサービス基地局に送信
した情報は、第二通信モードのサービス範囲に近づく指示情報、第一通信モードの信号へ
の測定結果、推定された第二通信モードの信号の測定結果のうちの少なくとも一つを含み
、
　或いは、前記マルチモード端末が自動的に第二通信モードを選択し使用して通信し、
　或いは、前記マルチモード端末が前記マルチモード基地局の第二通信モードがサービス
できるのを提示し、ユーザの手動選択結果に基づいて第二通信モードで通信するために用
いられる。
【００３０】
　上記解決手段において、前記操作モジュールは、具体的にはサービス基地局から送信し
たマルチモード基地局の第一通信モードと第二通信モードとの共通カバレッジのカバレッ
ジ指示情報を受信する前に、前記サービス基地局が事前設定、或いはネットワーク管理シ
ステム、或いは基地局間のインタフェースによって、隣接した基地局がマルチモード基地
局である情報を取得し、或いは隣接した複数のセルの共通基地局サイト或いは共通カバレ
ッジの情報を取得するために用いられる。
【００３１】
　上記解決手段において、前記カバレッジ指示情報はカバレッジ・レシオを含む。
【００３２】
　上記解決手段において、前記操作モジュールは、具体的には前記カバレッジ・レシオに
基づいて後続の判断を補助するために用いられ、
　前記判断の方法は、
　カバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャン／測定を起動する
か否かを判断すること、
　カバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャン／測定の周期／頻
度を確定し、及び／又は第二通信モードサービス領域を発見するための持続判断時間を確
定すること、
　ユーザが特定インタフェース技術或いはモードの通信モジュールを起動するか否かを決
定するために、カバレッジ・レシオをユーザに提供することのうちの少なくとも一つを含
む。
【００３３】
　上記解決手段において、前記カバレッジ指示情報はセル或いはセルセット情報、或いは
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、キャリア周波数情報、或いは、特定インタフェース技術／モードの帯域情報、キャリア
周波数情報、セル情報、サービスセット情報、ネットワークオペレーター情報を含む。
【００３４】
　上記解決手段において、前記第二通信モードに関するカバレッジ指示情報はさらに、測
定評価パラメータ情報、負荷情報、能力情報、省エネルギー状態情報のうちの少なくとも
一つを含む。
【００３５】
　上記解決手段において、前記処理モジュールは、具体的には前記カバレッジ指示情報が
サービスセルとデフォルト関連されると、マルチモード端末が第二通信モードのサービス
領域を発見し、
　或いは、前記カバレッジ指示情報におけるセル或いはセルセットにおけるセルを発見す
ると、第二通信モードのサービス領域を発見し、
　或いは、前記カバレッジ指示情報における指示されたキャリア周波数を発見すると、第
二通信モードのサービス領域を発見し、
　或いは、測定評価パラメータ情報に基づいて、第二通信モードのサービス領域を発見す
るか否かを判断するために用いられる。
【００３６】
　前記処理モジュールは、具体的には特定インタフェース技術／モード帯域情報、キャリ
ア周波数情報、セル情報、サービスセット情報、ネットワークオペレーター情報、負荷情
報、能力情報、省エネルギー状態情報に基づいて、第二通信モードに基づいて通信するこ
とができるか否かを判断するために用いられる。
【００３７】
　上記解決手段において、前記第二通信モードはＷＩＦＩ、ＩＭＴ－２０２０通信インタ
フェース技術、高帯域通信キャリア周波数／インタフェース技術、ＦＤＤ通信モード、Ｔ
ＤＤ通信モードのうちの少なくとも一つを含む。
【００３８】
　本発明はさらに基地局を提供し、前記基地局は送信モジュールを含み、第二通信モード
に関するカバレッジ指示情報を送信するために用いられる。
【００３９】
　上記解決手段において、前記送信モジュールは、具体的にはマルチモード基地局の第一
通信モードと第二通信モードとの共通カバレッジのカバレッジ指示情報を送信し、或いは
、第二通信モードのカバレッジ・レシオを送信するために用いられる。
【００４０】
　本発明はさらにマルチモード端末を補助して通信の機会を発見するシステムを提供し、
前記システムはマルチモード端末及びサービス基地局を含み、
　前記マルチモード端末は上記解決手段における前記マルチモード端末であり、
　前記サービス基地局は上記解決手段における前記基地局である。
【００４１】
　本発明の実施例が提供するマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法、シ
ステム及び装置は、マルチモード端末がサービス基地局から送信したカバレッジ指示情報
を受信させることができ、前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報に基づいて、
通信の機会を発見する。このように、従来に技術におけるマルチ周波数或いはマルチイン
タフェース技術の測定によって後続の通信操作を完成できるという問題を回避し、直接カ
バレッジ指示情報に基づいて後続の操作を確定し、それにより消費電力を低減させる。ま
た、端末が優先度のより高く或いは料金のより低い通信の機会の発見をより効果的に補助
することができ、それにより消費電力をさらに低減させる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１は本発明の実施例に係るマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する
方法のフローチャート概略図一である。
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【図２】図２は本発明の実施例に係るマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する
方法のフローチャート概略図二である。
【図３】図３は本発明の実施例に係るマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する
方法のフローチャート概略図三である。
【図４】図４は本発明の実施例に係るマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する
システムの構成構造の概略図である。
【図５】図５は実施例一及び実施例二におけるマルチモード基地局存在のヘテロジニアス
ネットワークの概略図である。
【図６】図６は実施例一及び実施例二におけるマルチモード小型基地局の二種の通信モー
ドのカバレッジ概略図である。
【図７】図７は本発明の実施例一におけるＵＥがマルチモード基地局の第二通信モードと
の通信の機会を発見するフローチャート図である。
【図８】図８は実施例三におけるシステム構成構造の概略図一である。
【図９】図９は実施例三におけるシステム構成構造の概略図二である。
【図１０】図１０は実施例三におけるシステム構成構造の概略図三である。
【図１１】図１１は実施例三におけるシステム構成構造の概略図四である。
【図１２】図１２は実施例三におけるシステム構成構造の概略図五である。
【図１３】図１３は実施例三におけるシステム構成構造の概略図六である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本発明の実施例の基本的な思想は、マルチモード端末がネットワーク側から送信した第
二通信モードに関するカバレッジ指示情報を受信し、前記マルチモード端末が前記カバレ
ッジ指示情報に基づいて、第二通信モードに関する通信の機会を発見することである。
【００４４】
　以下は図面及び具体的な実施例に合わせて本発明についてさらに詳細な説明を行う。
【００４５】
　本発明の実施例が提供するマルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法は、
図に示されたように、以下のステップを含む。
【００４６】
　ステップ１０１において、マルチモード端末はネットワーク側から送信した第二通信モ
ードに関するカバレッジ指示情報を受信する。
【００４７】
　ここで、前記カバレッジ指示情報は、マルチモード基地局の第一通信モードと第二通信
モードとの共通カバレッジの情報を指示し、或いは、料金の低い通信インタフェース技術
のカバレッジ情報を指示するために用いられる。
【００４８】
　前記ネットワーク側はサービス基地局であることができる。
【００４９】
　ステップ１０２において、前記マルチモード端末は前記カバレッジ指示情報に基づいて
、第二通信モードに基づく通信の機会を発見する。
【００５０】
　ここで、前記第二通信モードに基づく通信の機会を発見することは、対応する基地局或
いはアクセスポイントと通信するか否かを判断する可能性がある。
【００５１】
　前記カバレッジ指示情報はマルチモード基地局の第一通信モードと第二通信モードとの
共通カバレッジの情報を指示するために用いられたときに、本発明の実施例が提供するマ
ルチモード端末を補助して通信の機会を発見する方法は、図２に示されたように、以下の
ステップを含む。
【００５２】
　ステップ２０１において、マルチモード端末はマルチモード基地局の第一通信モードを
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測定する。
【００５３】
　ここで、前記第一通信モードは前記マルチモード端末が現在動作しているキャリア周波
数或いはインタフェース技術である。前記信号は同期信号、発見信号、基準信号、ビーコ
ンを含むが、これらに限定されない。
【００５４】
　ステップ２０２において、前記マルチモード端末は前記マルチモード基地局の第一通信
モードと第二通信モードとの共通カバレッジのカバレッジ指示情報を受信する。
【００５５】
　ここで、前記カバレッジ指示情報は前記マルチモード端末の第一通信モードと第二通信
モードのセルの情報、或いはアクセスポイントの情報によって間接的に指示し、前記セル
或いはアクセスポイントの情報は基地局の識別子、地理位置情報、カバレッジ情報のうち
の少なくとも一つを含む。
【００５６】
　好ましく、マルチモード基地局の第一通信モードと第二通信モードとの共通基地局サイ
ト（ｃｏ－ｓｉｔｅｄ）或いは共通カバレッジは共通基地局サイト或いは共通カバレッジ
のセル／アクセスポイントの識別子範囲によって指示する。
【００５７】
　好ましく、マルチモード端末基地局の第一通信モードと第二通信モードとの共通基地局
サイト或いは共通カバレッジはセル／アクセスポイントの能力情報によって指示する。
【００５８】
　好ましく、第二通信モードの通信優先度は第一通信モードより高い。
【００５９】
　前記マルチモード端末はサービス基地局から送信したマルチモード基地局の第一通信モ
ードと第二通信モードとの共通カバレッジのカバレッジ指示情報を受信する前に、該方法
はさらに、前記サービス基地局は事前設定、或いはネットワーク管理システム、或いは基
地局間のインタフェースによって、隣接した基地局がマルチモード基地局である情報を取
得し、或いは隣接した複数のセルの共通基地局サイト或いは共通カバレッジの情報を取得
することを含む。
【００６０】
　ステップ２０３において、前記マルチモード端末は前記指示情報に基づいて、前記マル
チモード基地局と通信するか否かを判断する。
【００６１】
　具体的には、マルチモード端末は信号受信電力のオフセット値を指示するための情報を
受信し、前記マルチモード端末が前記オフセット値を用いて、測定した受信信号のパワー
と組み合わせ、マルチモード基地局の第二通信モードと通信するのを準備するか否かを判
断し、
　或いは、マルチモード端末はマルチモード基地局の第一通信モードへの測定結果に基づ
いて第二通信モードを選択し、前記第二通信モードを測定し、及び／又はインタフェース
技術、及び／又はキャリア周波数、及び／又はセル再選択を行い、及び／又は切替或いは
リダイレクトを行い、及び／又は接続を確立し、
　或いは、マルチモード端末はサービス基地局に測定結果を報告し、前記サービス基地局
は前記測定結果に基づいて、前記マルチモード端末に第二通信モードの信号測定を設定し
、及び／又はサービス基地局が前記マルチモード端末を第二通信モードに切替／リダイレ
クトし、及び／又はネットワーク側が第一と第二通信モードを用いて前記マルチモード端
末とジョイント送信を行い、
　或いは、前記マルチモード端末が前記サービス基地局に情報を送信し、サービス基地局
は前記情報に基づいて前記マルチモード端末に第二通信モードへの測定を設定し、及び／
又はサービス基地局は前記情報に基づいて前記マルチモード端末が発見したマルチモード
基地局に情報を送信するか否かを判断し、前記マルチモード端末がサービス基地局に送信
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した情報は、第二通信モードのサービス範囲に近づく指示情報、第一通信モードの信号へ
の測定結果、推定された第二通信モードのセルの測定結果のうちの少なくとも一つを含み
、
　或いは、前記マルチモード端末は自動的に第二通信モードを選択し使用して通信し、
　或いは、前記マルチモード端末は前記マルチモード基地局の第二通信モードがサービス
できるのを提示し、ユーザの手動選択結果に基づいて第二通信モードで通信する。
【００６２】
　好ましく、ステップ２０３を完成した後に、前記マルチモード基地局の第二通信モード
は省エネルギー状態にあると、前記マルチモード端末はマルチモード基地局の第二通信モ
ードと通信するのを準備した後に、前記マルチモード端末は前記マルチモード基地局の第
二通信モードを自動的に作動させ、或いは、前記マルチモード端末は現在のサービス基地
局によってマルチモード基地局の第二通信モードを作動させる。
【００６３】
　好ましく、マルチモード端末はマルチモード基地局の第二通信モードと通信するのを準
備する前に、さらに、前記マルチモード端末は第一通信モードの測定結果と第二通信モー
ドの測定結果を比較し、現在のサービス基地局或いはネットワーク側に比較結果を報告し
、共通基地局サイト指示情報及び／或いはオフセット値の自動更新を実現するのを含むこ
とができる。
【００６４】
　前記カバレッジ指示情報は料金の低い通信インタフェース技術のカバレッジ情報を指示
したときに、本発明の実施例が提供するマルチモード端末を補助して通信の機会を発見す
る方法は、図３に示されたように、以下を含む。
【００６５】
　ステップ３０１において、マルチモード端末はサービス基地局から送信した第二通信モ
ードのカバレッジ指示情報を受信する。
【００６６】
　ここで、前記第二通信モードは料金の低い通信インタフェース技術であることができる
。
【００６７】
　ステップ３０２において、前記マルチモード端末は前記カバレッジ指示情報に基づいて
、マルチモード基地局或いはアクセスポイントの前記第二通信モードのサービス領域に接
続するか否かを判断する。
【００６８】
　ここで、前記カバレッジ指示情報はカバレッジ・レシオを含む。
【００６９】
　前記カバレッジ・レシオはマルチモード端末或いはユーザの後続の判断を補助するため
に用いられる。
【００７０】
　前記判断の方法は、
　マルチモード端末がカバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャ
ン／測定を起動するか否かを判断すること、
　マルチモード端末がカバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャ
ン／測定の周期／頻度を確定し、及び／又は第二通信モードサービス領域を発見するため
の持続判断時間を確定すること、
　ユーザが特定インタフェース技術或いはモードの通信モジュールを起動するか否かを決
定するために、マルチモード端末がカバレッジ・レシオをユーザに提供することのうちの
少なくとも一つを含む。
【００７１】
　好ましく、前記カバレッジ指示情報はさらにセル或いはセルセット情報、或いは、キャ
リア周波数情報、或いは、評価パラメータ情報、或いは特定インタフェース技術／モード
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の帯域情報、キャリア周波数情報、セル情報、サービスセット情報、ネットワークオペレ
ーター情報、負荷情報、能力情報、省エネルギー状態情報を含むことができる。
【００７２】
　好ましく、前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報に基づいて、前記料金の低
い通信インタフェース技術のサービス領域を発見することは、前記カバレッジ指示情報が
マルチモード端末のサービスセルとデフォルト関連されると、マルチモード端末が第二通
信モードのサービス領域を発見すること、
　或いは、前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報におけるセル或いはセルセッ
トにおけるセルを発見すると、マルチモード端末が第二通信モードのサービス領域を発見
すること、
　或いは、前記マルチモード端末が前記カバレッジ指示情報における指示されたキャリア
周波数を発見すると、マルチモード端末が第二通信モードのサービス領域を発見すること
、
　或いは、マルチモード端末が測定評価パラメータ情報に基づいて、第二通信モードのサ
ービス領域を発見するか否かを判断すること、を含む。
【００７３】
　マルチモード端末は特定インタフェース技術／モードの帯域情報、キャリア周波数情報
、セル情報、サービスセット情報、ネットワークオペレーター情報、負荷情報、能力情報
、省エネルギー状態情報に基づいて、第二通信モードに基づいて通信することができるか
否かを判断する。
【００７４】
　好ましく、前記第二通信モードはＷＩＦＩ、ＩＭＴ－２０２０通信インタフェース技術
、ＦＤＤ通信モード、ＴＤＤ通信モードのうちの少なくとも一つを含む。
【００７５】
　こうしてみれば、料金が高くカバレッジ領域が比較的広いインタフェース技術（例えば
３Ｇ或いはＬＴＥ）によって、料金が低くカバレッジ領域が比較的狭いインタフェース技
術（例えばＷＩＦＩ、ＩＭＴ－２０２０）を間接的に発見し、ユーザがＷＩＦＩ或いはＩ
ＭＴ－２０２０インタフェース技術カバレッジ領域でより多くのトラフィックフローを発
生するのを促進し、同時にユーザスループットを高め、ネットワークの負荷バランスとリ
ソース利用の最適化を実現することができる。
【００７６】
　図４に示されたように、本発明の実施例はマルチモード端末を補助して通信の機会を発
見するシステムを提供し、前記システムはマルチモード端末４１及び基地局４２を含む。
【００７７】
　前記マルチモード端末４１は、ネットワーク側から送信した第二通信モードに関するカ
バレッジ指示情報を受信するように構成され、
　前記基地局４２は、マルチモード端末４１に第二通信モードに関するカバレッジ指示情
報を送信するように構成される。
【００７８】
　前記マルチモード端末４１は送受信モジュール４１１と操作モジュール４１２を含み、
　送受信モジュール４１１は、受信した第二通信モードに関するカバレッジ指示情報を操
作モジュールに送信するように構成され、
　操作モジュール４１２は、送受信モジュールから送信した前記カバレッジ指示情報に基
づいて、第二通信モードに基づく通信の機会を発見するように構成される。
【００７９】
　前記送受信モジュール４１１は、サービス基地局から送信したマルチモード基地局の第
一通信モードと第二通信モードとの共通カバレッジのカバレッジ指示情報を受信するよう
に構成される。
【００８０】
　前記操作モジュール４１２は、マルチモード基地局の第一通信モードの信号を測定する
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ように構成される。
【００８１】
　前記第一通信モードは、前記マルチモード端末の第一キャリア周波数或いは第一インタ
フェース技術の信号であり、前記第一インタフェース技術の信号は同期信号、発見信号、
基準信号、ビーコンを含むが、これらに限定されない。
【００８２】
　前記マルチモード端末４１はさらに、測定モジュール４１３を含み、マルチモード端末
がマルチモード基地局の第一通信モードを測定するように構成され、相応的に、前記操作
モジュール４１２は、測定モジュールが取得した第一通信モードの測定結果を受信するよ
うに構成される。
【００８３】
　前記カバレッジ指示情報は、マルチモード基地局の複数のキャリア周波数及び／又は複
数のインタフェース技術のセル或いはアクセスポイントの情報であり、その中に基地局識
別子及び／又は地理位置（識別子）情報及び／又はカバレッジ情報を含み、
　或いは、共通基地局サイト或いは共通カバレッジのセル／アクセスポイントの識別子或
いは識別子範囲によって指示され、
　或いは、本基地局／本セル／本アクセスポイントの信号受信電力のオフセット値を指示
し、
　或いは、二つ或いは複数の共通基地局サイト或いは共通カバレッジかつ同じ通信事業者
のキャリア周波数及び／又はインタフェース技術である。
【００８４】
　前記第二通信モードの通信優先度は第一通信モードより高い。
【００８５】
　前記操作モジュール４１２は、前記マルチモード基地局の第一通信モードの信号測定結
果に基づいて、前記第二通信モードの信号を測定し、第二通信モードに基づいて通信でき
るか否かを判断し、
　或いは、サービス基地局に測定結果を報告し、前記サービス基地局は前記測定結果に基
づいて、前記マルチモード端末に第二通信モードの信号測定を設定し、及び／又はサービ
ス基地局が前記マルチモード端末を第二通信モードに切替／リダイレクトし、及び／又は
ネットワーク側が第一と第二通信モードを用いて前記マルチモード端末とジョイント送信
を行い、
　或いは、前記サービス基地局に情報を送信し、サービス基地局は前記情報に基づいて第
二通信モードへの測定を設定し、及び／又はサービス基地局は前記情報に基づいて発見し
たマルチモード基地局に情報を送信するか否かを判断し、サービス基地局に送信した情報
は、第二通信モードのサービス範囲に近づく指示情報、第一通信モードの信号への測定結
果、推定された第二通信モードの信号の測定結果のうちの少なくとも一つを含み、
　或いは、自動的に第二通信モードを選択し使用して通信し、
　或いは、ユーザに前記マルチモード基地局の第二通信モードがサービスできるのを提示
し、ユーザの手動選択結果に基づいて第二通信モードで通信するように構成される。
【００８６】
　前記操作モジュール４１２は、サービス基地局から送信したマルチモード基地局の第一
通信モードと第二通信モードとの共通カバレッジのカバレッジ指示情報を受信する前に、
前記サービス基地局は事前設定、或いはネットワーク管理システム、或いは基地局間のイ
ンタフェースによって、隣接した基地局がマルチモード基地局である情報を取得し、或い
は隣接した複数のセルの共通基地局サイト或いは共通カバレッジの情報を取得するように
構成される。
【００８７】
　前記操作モジュール４１２は、第一通信モードの測定結果と第二通信モードの測定結果
を比較し、比較結果を報告するように構成される。
【００８８】
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　前記操作モジュール４１２は、第二通信モードは省エネルギー状態情報にあると、前記
マルチモード基地局の第二通信モードを作動させ、或いは、現在のサービス基地局によっ
てマルチモード基地局の第二通信モードを作動させるように構成される。
【００８９】
　前記操作モジュール４１２は、マルチモード基地局の第一通信モードのセルへの測定結
果に基づいて、前記マルチモード基地局の第二通信モードのセルへの測定結果を推定し、
前記測定結果を前記マルチモード基地局の第二通信モードの実際測定の結果に合わせるよ
うに構成される。
【００９０】
　推定された測定結果と実際測定の結果との比較に基づいて、両者の差がオフセット値よ
り大きいときに、ネットワーク側に報告を送信し、前記報告は、両者の差、或いは提案さ
れたオフセット値、或いはオフセット値への調整因子、或いは異常報告のみを含む。
【００９１】
　上記送受信モジュールはアンテナ及びＤＳＰなどのハードウェア設定で実現することが
でき、操作モジュール及び測定モジュールはいずれもＤＳＰなどのハードウェアで実現す
ることができる。
【００９２】
　前記基地局４２は、送信モジュール４２１を含み、第二通信モードに関するカバレッジ
指示情報を送信するように構成される。
【００９３】
　前記送信モジュール４２１は、料金の低い通信モードのカバレッジ指示情報を受信する
ように構成され、処理モジュールは、送受信モジュールが受信した前記カバレッジ指示情
報に基づいて、前記料金の低い通信インタフェース技術のサービス領域を発見するために
用いられる。
【００９４】
　好ましく、前記カバレッジ指示情報は、カバレッジ・レシオ、或いは、セル或いはセル
セット情報、或いは、キャリア周波数情報、或いは、測定評価パラメータ情報、或いは、
特定インタフェース技術／モードの帯域情報、キャリア周波数情報、セル情報、サービス
セット情報、ネットワークオペレーター情報、負荷情報、能力情報、省エネルギー状態情
報を含む。
【００９５】
　前記操作モジュールは、前記カバレッジ・レシオに基づいて後続判断を補助するように
構成される。
【００９６】
　前記判断の方法は、
　カバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャン／測定を起動する
か否かを判断すること、
　カバレッジ・レシオに基づいて、第二通信モードの信号へのスキャン／測定の周期／頻
度を確定し、及び／又は第二通信モードサービス領域を発見するための持続判断時間を確
定すること、
　ユーザが特定インタフェース技術或いはモードの通信モジュールを起動するか否かを決
定するために、カバレッジ・レシオをユーザに提供することのうちの少なくとも一つを含
む。
【００９７】
　好ましく、前記処理モジュールは、具体的には前記カバレッジ指示情報をマルチモード
端末のサービスセルと関連されると、マルチモード端末は料金の低い通信インタフェース
技術のサービス領域を発見し、
　或いは、前記カバレッジ指示情報におけるセル或いはセルセットにおけるセルを発見さ
れると、マルチモード端末は料金の低い通信インタフェース技術のサービス領域を発見し
、
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　或いは、前記カバレッジ指示情報における指示されたキャリア周波数を発見されると、
マルチモード端末は料金の低い通信インタフェース技術のサービス領域を発見し、
　或いは、測定評価パラメータ情報に基づいて、料金の低い通信インタフェース技術のサ
ービス領域を発見されるか否かを判断し、
　或いは、特定インタフェース技術／モードの帯域情報、キャリア周波数情報、セル情報
、サービスセット情報、ネットワークオペレーター情報、負荷情報、能力情報、省エネル
ギー状態情報に基づいて、該通信モード／モードに接続する可能性があるか否かを判断す
るために用いられる。
【００９８】
　好ましく、前記料金の低い通信インタフェース技術は、ＷＩＦＩ、ＩＭＴ－２０２０通
信インタフェース技術、高帯域通信キャリア周波数／インタフェース技術、ＦＤＤ通信モ
ード、ＴＤＤ通信モードのうちの少なくとも一つを含む。
【００９９】
　前記基地局は、送受信モジュールを含み、料金の低い通信インタフェース技術のカバレ
ッジ指示情報を送信するために用いられる。
【０１００】
　実施の形態一
　図５と図６に示されたように、マルチモード小型基地局はＬＴＥ（ＦＤＤ－ＬＴＥ及び
／又はＴＤＤ－ＬＴＥ）とＷＬＡＮという二種類のインタフェース技術（さらに第二世代
、第三世代、及び／又は第五世代無線通信技術のインタフェース技術を支持する可能性が
ある）を支持する可能性がある。異なるインタフェース技術のカバレッジ範囲はそのイン
タフェース技術自身の特徴（例えばパイロット／同期信号／基準信号／プリアンブル、制
御チャネルなどの信号とチャネルの特徴）の影響を受け、また各種インタフェース技術に
用いたキャリア周波数／帯域（例えば８００Ｍｈｚ、１．８Ｇｈｚ、２．４ＧＨｚ、３．
５Ｇｈｚ、５Ｇｈｚ、４５ＧＨｚなど）、周囲環境とセル伝送パワーの影響を受ける。
【０１０１】
　一般的に言えば、パスロスはキャリア周波数の対数に比例し、キャリア周波数／帯域が
高いほど、無線信号が同様空間を経た伝送パルによるパスロスが大きく、カバレッジが低
い或いは同様伝送パワー下のカバレッジ範囲が小さいのを意味する。同一帯域に属した二
つのキャリア周波数或いは隣接した二つキャリア周波数は一般的に引き起こしたパスロス
の差が比較的小さく、したがってそれらのカバレッジ範囲はほぼ同じである（二つのキャ
リア周波数の伝送パワーが同じである時）。
【０１０２】
　マルチモード小型基地局は物理サイズの制限を受け、一般的に異なったキャリア周波数
／異なったインタフェース技術のアンテナが共用であり、或いは異なったキャリア周波数
／異なったインタフェース技術のアンテナのピッチが非常に小さく、同様に、マルチモー
ド端末もそうである。このように、マルチモード小型基地局はマルチモード端末の第一通
信モード（例えばＬＴＥ　２．３ＧＨｚ）と第二通信モード（例えばＷＬＡＮ　２．４Ｇ
ｈｚ、或いは第二世代、第三世代、第五世代無線通信インタフェース技術）と伝送距離に
おいてほぼ同じであり、伝送環境（例えば屋内環境）も基本的に同じであり、このとき二
種類の通信モードのカバレッジは主に、キャリア周波数、伝送パワー、アンテナゲイン（
基地局箇所のアンテナゲインと端末箇所のアンテナゲイン）とそれぞれの信号／チャネル
特徴の影響を受ける。
【０１０３】
　所定の二種類の通信モードのキャリア周波数、伝送パワー、アンテナゲイン、信号／チ
ャネル特徴に対して、共通アンテナ、或いは準共通基地局サイト、準共通アンテナ、或い
は切替可能、等価可能な共通基地局サイト（共通基地局サイト或いは準共通基地局サイト
は共通カバレッジ或いは準共通カバレッジの一つの場合に見られる）を測定／発見する。
【０１０４】
　伝送ノード（マルチモード小型基地局）と共通基地局サイト受信ノード（マルチモード
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端末）が用いた二種類の通信モードのカバレッジ範囲は類似性（例えばマルチモード小型
基地局は円心の同じ半径或いは異なった半径の円である）を有する。これは、一種の通信
モードのカバレッジによって他種の通信モードのカバレッジを推定する可能性があるのを
意味する。
【０１０５】
　例えば、端末はマルチモード小型基地局のＬＴＥ　２．３ＧＨｚのカバレッジ範囲に進
むときに、端末がマルチモード小型基地局のＷＬＡＮ　２．４ＧＨｚ（及び／又は他の通
信インタフェース技術及び／又は通信キャリア周波数）に進むカバレッジ範囲を近似的に
推定することができる。このように、ＷＬＡＮスキャン／測定（及び／又は他の通信イン
タフェース技術及び／又は通信キャリア周波数）を回避し或いは最小化した前提で、マル
チモード端末とマルチモード小型基地局との間がＷＬＡＮ　２．３ＧＨｚ（及び／又は他
の通信インタフェース技術／通信キャリア周波数）で通信する機会を発見する。
【０１０６】
　これは、比較的測定／発見しやすく、或いは測定／発見のコストが比較的低い通信モー
ド（例えばカバレッジ範囲が比較的大きな通信モード、或いは前記マルチモード端末の現
在動作キャリア周波数と同一周波数の通信モード、或いは特定の発見信号、発見キャリア
周波数）によって、比較的測定／発見しにくく、或いは測定／発見のコストが比較的高い
通信モード（例えば前記マルチモード端末の現在動作キャリア周波数と異なった周波数／
異なったインタフェース技術の通信モード、及び／又はカバレッジ範囲が比較的小さい通
信モード）を発見することができ、優先度が比較的低い通信モードによって優先度が比較
的高い通信モードを発見することができるのを意味し、例えば３Ｇ或いはＬＴＥによって
ＷＬＡＮ或いは第五世代無線通信技術を発見し、さらにある通信モードの測定によって多
種の通信モードとの通信の機会を発見することができるのを意味する。
【０１０７】
　具体的には、マルチモード端末はマルチモード基地局の第二通信モードとの通信の機会
を発見するフローチャート図は、図７に示されたように、以下のステップを含む。
【０１０８】
　ステップ７０１において、マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数１
を測定する。
【０１０９】
　ステップ７０２において、マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数１
とキャリア周波数２の共通基地局サイトの指示情報を受信する。
【０１１０】
　上記ステップ７０１とステップ７０２の順序は交換することができる。
【０１１１】
　ステップ７０３において、マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数２
との通信操作を準備する。
【０１１２】
　好ましく、ステップ７０１における前記マルチモード端末は前記マルチモード基地局の
カバレッジ範囲内にあるときに、かつＩｄｌｅ状態或いは接続状態にある前記マルチモー
ド端末（例えばＬＴＥとＷＬＡＮ二重モード、ＴＤＤ－ＬＴＥ／ＦＤＤ－ＬＴＥとＷＬＡ
Ｎ三重モード、ＬＴＥ／ＷＬＡＮと５Ｇ三重モード）は、マルチモード基地局のキャリア
周波数１のサービス領域内にあるときに、
　前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数１を測定することは、前
記マルチモード端末は前記マルチモード基地局ＬＴＥのキャリア周波数１の信号を測定す
ることを含み、前記信号は、セルの同期信号（例えばメイン同期信号ＰＳＳ、セカンダリ
同期信号ＳＳＳ，プリアンブルｐｒｅａｍｂｌｅ）及び／又は発見信号（ＤＳ，Ｄｉｓｃ
ｏｖｅｒｙ　Ｓｉｇｎａｌ）、及び／又は基準信号（例えばセルレベル基準信号ＣＲＳ、
チャネル状態情報基準信号ＣＳＩ－ＲＳ、復調基準信号ＤＭＲＳ、測位基準信号ＰＲＳ）
、及び／又はビーコン（例えばＷＬＡＮのｂｅａｃｏｎ）を含む。前記ＤＳはマルチモー
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ド基地局から送信することができ、前記マルチモード基地局はキャリア周波数１でデータ
伝送サービスを提供しなく、キャリア周波数２／インタフェース技術２で通常のサービス
を提供し、かつマルチモード基地局はキャリア周波数１でＤＳを送信したときにキャリア
周波数２／インタフェース技術２は省エネルギー状態にあることができる。
【０１１３】
　例えば、ＣＲＳを測定して基準信号受信パワーＲＳＲＰを得て、或いはＣＳＩ－ＲＳを
測定してＣＳＩ－ＲＳＲＰを得て、或いはＷＬＡＮビーコンを測定してＲＳＳＩを得る。
【０１１４】
　前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数１とキャリア周波数２の
共通基地局サイトの指示情報を受信するのは、前記マルチモード端末はサービスセルがＬ
ＴＥキャリア周波数１に対応するセル（即ち本セル）によって送信したシステム情報（或
いは共通チャネル）を受信することである可能性がある。
【０１１５】
　前記システム情報は、共通チャネル指示共通基地局サイト或いは共通カバレッジのセル
／アクセスポイントのキャリア周波数及び／又はインタフェース技術、例えば、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮのキャリア周波数情報（Ｅ－ＵＴＲＡＮ絶対キャリア周波数番号ＥＡＲＦＣＮで表
示する）、ＷＬＡＮと選択可能なキャリア周波数情報、第五世代無線通信技術と選択可能
なキャリア周波数情報を含む。
【０１１６】
　前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数１とキャリア周波数２の
共通基地局サイトの指示情報を受信するのは、間接的な情報指示であることができる。例
えば、前記マルチモード端末はマルチモード基地局の複数のキャリア周波数及び／又は複
数のインタフェース技術のセルの情報、或いは複数のキャリア周波数及び／又は複数のイ
ンタフェース技術のアクセスポイントの情報を取得する。
【０１１７】
　前記情報は基地局識別子、及び／又は地理位置（識別子）情報、及び／又はカバレッジ
情報を含むことができ、前記マルチモード端末がマルチモード基地局の複数のキャリア周
波数及び／又は複数のインタフェース技術の共通基地局サイトの情報を取得することに相
当する。
【０１１８】
　好ましく、前記マルチモード基地局が送信したシステム情報或いは共通チャネル（例え
ば放送チャネル、制御チャネル）はさらに複数のキャリア周波数及び／又は複数のインタ
フェース技術のセル或いはアクセスポイントに対応するネットワーク情報を指示すること
ができ、例えばネットワークオペレーター識別子（ＰＬＭＮ－ＩＤ）、ＷＬＡＮのサービ
スセットＳＳ（サービスセットＳＳＩＤで表示する）である。
【０１１９】
　好ましく、前記マルチモード基地局が送信したシステム情報或いは共通チャネルはさら
に複数のキャリア周波数及び／又は複数のインタフェース技術のセル或いはアクセスポイ
ントの識別子を指示することができ、例えばＥ－ＵＴＲＡＮセル１（物理セル識別子ＰＣ
Ｉ及び／又はセルグローバル識別子ＣＧＩで表示する）、ＷＬＡＮのベーシックサービス
セットＢＳＳ（ベーシックサービスセットＳＳＩＤで表示する）、５Ｇセルの識別子であ
る。
【０１２０】
　好ましく、前記マルチモード基地局が送信した指示情報はさらに、他のインタフェース
技術／キャリア周波数／セルのシステム情報などを含むことができ、前記マルチモード端
末は他のインタフェース技術により迅速に接続し或いは他のインタフェース技術／他のキ
ャリア周波数／他のセルに接続可能性があるか否かをより迅速に判断することができ、或
いは、ネットワークの負荷を調整するために、システム接続優先度指示情報は前記マルチ
モード端末がネットワークに接続するのに選択される。
【０１２１】
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　好ましく、（本セルと）共通基地局サイト或いは共通カバレッジのセル／アクセスポイ
ントのキャリア周波数及び／又はインタフェース技術を指示する以外に、セルのシステム
情報はさらに、情報或いは共通チャネルを含み、（本セルと）共通基地局サイト或いは共
通カバレッジ、かつ同じ通信事業者であり、セル／アクセスポイントのキャリア周波数及
び／又はインタフェース技術を指示する。
【０１２２】
　前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数１とキャリア周波数２の
共通基地局サイトの指示情報を受信するのは、前記マルチモード基地局のシステム情報の
内容或いは共通チャネルによって、本基地局／本セル／本アクセスポイントの能力を指示
し、例えば、本セルがキャリア周波数２／インタフェース技術２の通信能力を指示し、或
いは本基地局／本セル／本アクセスポイントの信号受信電力のオフセット値（例えば－３
ｄＢ）を指示することである。好ましく、前記信号受信電力のオフセット値を指示しない
場合もあり、例えば、現在キャリア周波数と共通基地局サイトのキャリア周波数／インタ
フェース技術との間のカバレッジ差が大きくない場合で、或いは端末が後に共通基地局サ
イトのキャリア周波数／インタフェース技術をさらにスキャン／測定し続ける場合で、こ
のように、前記マルチモード端末は測定した受信信号のパワーに基づいてマルチモード基
地局のキャリア周波数２との通信操作を準備するか否かを判断する。
【０１２３】
　前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数２との通信操作を準備す
るのは、前記マルチモード端末は受信した前記信号受信電力のオフセット値を用いて、自
身測定した受信信号のパワーと算出して算出結果を得て、前記算出結果をプリセットの閾
値と比べて、前記閾値より高いと、マルチモード基地局のキャリア周波数２との通信操作
を準備するか否かを判断し、このように、現在のキャリア周波数と共通基地局サイトのキ
ャリア周波数／インタフェース技術との間のカバレッジの差（カバレッジ差は異なったキ
ャリア周波数のパスロスで引き起こし、また異なったキャリア周波数／インタフェース技
術に対応する異なったアンテナのゲインが異なったなどの原因で引き起こす可能性がある
）を補う。
【０１２４】
　好ましく、前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数２との通信操
作を準備するのはさらに以下の操作を含み、前記マルチモード端末において、自身の通信
モジュールは対応するアプリケーションソフトウェアにキャリア周波数２／インタフェー
ス技術２（サービス可能）を指示し、相応的に、前記アプリケーションソフトウェアはユ
ーザインタフェースによってユーザにキャリア周波数２／インタフェース技術２（サービ
ス可能）を指示し、前記アプリケーションソフトウェアは自動的或いは人工手動選択によ
ってキャリア周波数２／インタフェース技術２を選択し使用する。例えば、前記マルチモ
ード端末はユーザにＷＬＡＮ（サービス可能）を指示し、するとユーザは手動でＷＬＡＮ
モジュールをオンしＷＬＡＮ通信を行い、それにより通信コストを低減させ、速度を高め
、より優れたユーザエクスペリエンスを得る。
【０１２５】
　好ましく、前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数２との通信操
作を準備するのはさらに以下の操作を含み、キャリア周波数２及び／又はインタフェース
技術２のセル或いは接続ポイントをより正確的に発見するために、前記マルチモード端末
はキャリア周波数２／インタフェース技術２を用いて測定し或いはスキャンする。例えば
、前記マルチモード端末はシステム情報が指示された共通基地局サイト或いは共通カバレ
ッジのキャリア周波数／インタフェース技術に基づいて、Ｅ－ＵＴＲＡＮのＦ２セルを発
見しかつ識別し、及び／又はＷＬＡＮのＦ３のアクセスポイントを発見し及び識別し、及
び／又は５ＧのＦ４の基地局／セルを発見し及び識別するために、該キャリア周波数／イ
ンタフェース技術を測定し或いはスキャンする。
【０１２６】
　好ましく、前記マルチモード端末はキャリア周波数２を測定し或いはスキャンしたとき
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に、測定或いはスキャンの過程を加速するために、キャリア周波数１のセルの同期タイミ
ングに基づいてキャリア周波数２及び／又はインタフェース技術２のセル或いはアクセス
ポイントへの測定或いはスキャンの初期同期タイミングとすることができる。
【０１２７】
　好ましく、前記マルチモード端末はキャリア周波数２及び／又はインタフェース技術２
を測定し或いはスキャンしたときに、測定速度を加速し、測定遅延を低減し或いはより正
確的な測定値を得るために、キャリア周波数１のセルの測定結果に基づいてキャリア周波
数２及び／又はインタフェース技術２のセルの測定結果を推定し、或いは、推定された測
定結果と実際測定結果を組み合わせる（例えば加重平均係数）ことができる。
【０１２８】
　好ましく、上記ステップ７０３を完成した後に、前記マルチモード端末は推定された測
定結果と実際測定結果との比較に基づいて、或いはキャリア周波数１の測定結果とキャリ
ア周波数２及び／又はインタフェース技術２の実際測定結果との比較に基づいて、両者の
差がオフセット値より大きいときに、基地局或いはネットワーク側がオフセット値を調整
し、共通基地局サイトの指示情報を更新するために、基地局或いはネットワーク側に（両
者の差、或いは提案されたオフセット値、或いはオフセット値をさらに調整する因子ｄｅ
ｌｔａ、或いは報告異常のみ）報告する。
【０１２９】
　好ましく、前記マルチモード端末はＥ－ＵＴＲＡＮのＦ２のセル及び／又はＷＬＡＮの
Ｆ３のアクセスポイントを発見した後に、さらに、前記マルチモード端末はサービスキャ
リア周波数を選択し或いは再選択することができる。サービス基地局が切替／リダイレク
トの準備を行い、最終的にキャリア周波数２及び／又はインタフェース技術２によってデ
ータ伝送を行う可能性があるために、例えば第二通信モードに切替／リダイレクトし、及
び／又は第一と第二通信モードを用いて協調伝送（例えば協調マルチポイントＣｏＭＰ伝
送）或いはジョイント送信（例えば二重チャネル或いは多重チャネル伝送）であり、前記
マルチモード端末はサービス基地局にキャリア周波数２及び／又はインタフェース技術２
の測定結果を報告する。
【０１３０】
　実施の形態二
　マルチモード端末はマルチモード小型基地局が共存したマクロ基地局のサービス領域に
位置する場合で、前記マクロ基地局カバレッジ領域に接続状態或いはｉｄｌｅ状態マルチ
モード端末（例えばＬＴＥとＷＬＡＮ二重モード、ＴＤＤ－ＬＴＥ／ＦＤＤ－ＬＴＥとＷ
ＬＡＮ三重モード、ＬＴＥ／ＷＬＡＮと５Ｇ三重モード）とマルチモード基地局が存在す
る。
【０１３１】
　ステップ８０１において、前記マクロ基地局は事前設定、或いはネットワーク管理シス
テム（ＯＡＭ）、或いは基地局間のインタフェース（例えば基地局間の直接的なＸ２イン
タフェース、或いはＸ２　ＧＷとの間の間接的なＸ２インタフェース、或いはＭＭＥとの
間の間接的なＳ１インタフェース）によって、隣接した基地局がマルチモード基地局であ
る情報、或いは隣接した複数のセル共通基地局サイト或いは共通カバレッジの情報を得る
。
【０１３２】
　ステップ８０２において、前記マルチモード端末はネットワーク側（例えばマクロ基地
局がＬＴＥキャリア周波数１に対応するセル或いはサービスセル、或いは接続ネットワー
クトポロジー関係によって実体を提供する）から送信した指示情報（例えばシステム情報
、共通チャネル情報、ＲＲＣ再設定情報、ＮＡＳ情報、ＯＭＡ－ＤＭプロトコル情報）を
受信する。
【０１３３】
　ここで、前記指示情報は２つ或いは複数の共通基地局サイト或いは共通カバレッジの（
セル／アクセスポイントの）キャリア周波数及び／又はインタフェース技術を指示するこ
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とができ、例えば、（共通基地局サイトの）Ｅ－ＵＴＲＡＮのキャリア周波数情報（Ｅ－
ＵＴＲＡＮ絶対キャリア周波数番号ＥＡＲＦＣＮで表示する）、ＷＬＡＮと選択可能なキ
ャリア周波数情報、第五世代無線通信技術と選択可能なキャリア周波数情報である。
【０１３４】
　好ましく、前記マルチモード端末が得られたマルチモード基地局の複数のキャリア周波
数及び／又は複数のインタフェース技術の共通基地局サイトの情報は間接的な指示である
こともできる。例えば、前記マルチモード端末はマルチモード基地局の複数のキャリア周
波数及び／又は複数のインタフェース技術のセルの情報、或いはアクセスポイントの情報
を得る。
【０１３５】
　ここで、前記指示情報は、基地局識別子及び／又は地理位置（識別子）情報及び／又は
カバレッジ情報を含み、前記マルチモード端末に基づいて複数のキャリア周波数及び／又
は複数の通信モードのセルの共通基地局サイト或いは共通カバレッジを判断する。
【０１３６】
　前記指示はさらに、複数のキャリア周波数及び／又は複数のインタフェース技術に対応
するネットワーク情報を指示することができ、例えば、ネットワークオペレーター識別子
（ＰＬＭＮ－ＩＤ）、ＷＬＡＮのサービスセットＳＳ（サービスセット識別子ＳＳＩＤで
表示する）である。
【０１３７】
　前記指示はさらに、共通基地局サイト或いは共通カバレッジのセル／アクセスポイント
の識別子範囲を指示し、例えばＥ－ＵＴＲＡＮセルグループ１（物理セル識別子範囲ＰＣ
Ｉ＿ｒａｎｇｅ及び／又はセルグローバル識別子範囲ＣＧＩ＿ｒａｎｇｅで表示する）、
ＷＬＡＮベーシックサービスセットＢＳＳ（ベーシックサービスセット識別子範囲ＢＳＳ
ＩＤ＿ｒａｎｇｅで表示する）、５Ｇセルグループ２などを含むことができる。
【０１３８】
　前記指示はさらに、二つ或いは複数の共通基地局サイト或いは共通カバレッジの（セル
／アクセスポイントの）キャリア周波数及び／又はインタフェース技術、二つ或いは複数
の共通基地局サイト或いは共通カバレッジかつ同じ通信事業者の（セル／アクセスポイン
トの）キャリア周波数及び／又はインタフェース技術を指示する以外に、或いは、基地局
セル／アクセスポイントの能力、例えばキャリア周波数１／インタフェース技術１のセル
（或いはセルグループ）がキャリア周波数２／インタフェース技術２の通信能力を有する
のを指示することを含む可能性がある。
【０１３９】
　前記指示はさらに、システム情報或いはＲＲＣ再設定情報によって、さらに信号受信電
力のオフセット値（例えば－３ｄＢ）を指示するのを含む可能性がある。
【０１４０】
　ステップ８０３において、前記マルチモード端末は現在にＬＴＥキャリア周波数１に動
作し、受信したマルチモード基地局ＬＴＥインタフェース技術のキャリア周波数１上の同
期信号（例えばメイン同期信号ＰＳＳ、セカンダリ同期信号ＳＳＳ、プリアンブルｐｒｅ
ａｍｂｌｅ）、及び／又はＤＳ、及び／又は基準信号（例えばセルレベル基準信号ＣＲＳ
、チャネル状態情報基準信号ＣＳＩ－ＲＳ、復調基準信号ＤＭＲＳ、測位基準信号ＰＲＳ
）、及び／又はビーコン（例えばＷＬＡＮのｂｅａｃｏｎ）を測定することにより、例え
ば、前記マルチモード端末は発見信号を測定して発見信号の受信パワーＤＳＲＰを得て、
ＣＲＳを測定して基準信号の受信パワーＲＳＲＰを得て、或いはＣＳＩ－ＲＳを測定して
ＣＳＩ－ＲＳＲＰを得る。
【０１４１】
　上記ステップ８０３とステップ８０４は前後の順序を区別しなく、同時に操作すること
ができる。
【０１４２】
　ステップ８０４において、前記マルチモード端末は該オフセット値と測定した受信信号
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のパワーで合わせてマルチモード基地局のキャリア周波数２との通信操作を準備するか否
かを判断し、現在キャリア周波数と共通基地局サイトのキャリア周波数／インタフェース
技術との間の差を補う。
【０１４３】
　好ましく、前記オフセット値を指示しない場合もあり、例えば現在キャリア周波数と共
通基地局サイトのキャリア周波数／インタフェース技術との間のカバレッジ差が大きくな
い場合で、或いは端末が後に共通基地局サイトのキャリア周波数／インタフェース技術を
さらにスキャン／測定し続ける場合で、このように、前記マルチモード端末は測定した受
信信号のパワーに基づいてマルチモード基地局のキャリア周波数２との通信操作を準備す
るか否かを判断する。
【０１４４】
　好ましく、前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数２との通信操
作を準備するのは以下の操作を含むことができ、前記マルチモード端末通信モジュールは
アプリケーションソフトウェアにキャリア周波数２／インタフェース技術２（サービス可
能）を指示し、アプリケーションソフトウェアはさらにユーザインタフェースによってユ
ーザにキャリア周波数２／インタフェース技術２（サービス可能）を指示することができ
、アプリケーションソフトウェアは自動的或いは人工手動選択によってキャリア周波数２
／インタフェース技術２を選択し使用する。例えば、前記マルチモード端末はユーザにＷ
ＬＡＮ（サービス可能）を指示し、するとユーザは手動でＷＬＡＮモジュールをオンしＷ
ＬＡＮ通信を行い、それにより通信コストを低減させ、速度を高め、より優れたユーザエ
クスペリエンスを得る。
【０１４５】
　好ましく、前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数２との通信操
作を準備するのは以下の操作を含むことができ、キャリア周波数２及び／又はインタフェ
ース技術２のセル或いは接続ポイントをより正確的に発見するために、前記マルチモード
端末はキャリア周波数２／インタフェース技術２を用いて測定し或いはスキャンする。
【０１４６】
　好ましく、キャリア周波数２及び／又はインタフェース技術２をさらに測定し或いはス
キャンする必要があるか否かことはマルチモード基地局で指示することができる。例えば
、前記マルチモード端末はシステム情報或いはＲＲＣ再設定情報（例えばそれが含まれた
測定設定情報）が支持された共通基地局サイト或いは共通カバレッジのキャリア周波数及
び／又はインタフェース技術に基づいて、Ｅ－ＵＴＲＡＮのＦ２のセルを発見しかつ識別
し、及び／又はＷＬＡＮのＦ３のアクセスポイントを発見し及び識別し、及び／又は５Ｇ
のＦ４のセルを発見し及び識別するために、該キャリア周波数／インタフェース技術を測
定し或いはスキャンする。
【０１４７】
　好ましく、前記マルチモード端末はキャリア周波数２及び／又はインタフェース技術２
で測定し或いはスキャンしたときに、測定或いはスキャンの過程を加速するために、キャ
リア周波数１のセルの同期タイミングに基づいてキャリア周波数２及び／又はインタフェ
ース技術２のセル或いはアクセスポイントへの測定或いはスキャンの初期同期タイミング
とすることができる。
【０１４８】
　好ましく、前記マルチモード端末はキャリア周波数２及び／又はインタフェース技術２
で測定し或いはスキャンしたときに、測定速度を加速し、測定遅延を低減し或いはより正
確的な測定値を得るために、キャリア周波数１のセルの測定結果に基づいてキャリア周波
数２及び／又はインタフェース技術２のセルの測定結果を推定し、或いは、推定された測
定結果と実際測定結果を組み合わせる（例えば加重平均係数）ことができる。
【０１４９】
　好ましく、前記マルチモード端末は推定された測定結果と実際測定結果との比較に基づ
いて、或いはキャリア周波数１の測定結果とキャリア周波数２及び／又はインタフェース
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技術２の実際測定結果との比較に基づいて、例えば両者の差がオフセット値より大きいと
きに、基地局或いはネットワーク側がオフセット値を調整し、共通基地局サイトの指示情
報を更新するために、基地局或いはネットワーク側に（両者の差、或いは提案されたオフ
セット値、或いはオフセット値をさらに調整する因子ｄｅｌｔａ、或いは報告異常のみ）
報告する。
【０１５０】
　好ましく、前記マルチモード端末はマルチモード基地局がキャリア周波数１での信号特
徴、及びキャリア周波数２での信号特徴を連携し、セル或いは基地局をより正確的に識別
することができ、例えば、キャリア周波数２で複数のセルが同じ物理セル識別子を有する
ときに、それらの各自のマルチモード基地局のキャリア周波数１での信号の識別子（例え
ば同期或いは発見信号の索引或いは物理識別子）を利用して異なった基地局とセルを正確
的に識別する。
【０１５１】
　好ましく、前記マルチモード端末はＥ－ＵＴＲＡＮのＦ２のセル及び／又はＷＬＡＮの
Ｆ３のアクセスポイントを発見した後に、前記マルチモード端末はサービスキャリア周波
数を選択し或いは再選択することができる。サービス基地局が切替／リダイレクトの準備
を行い、最終的にキャリア周波数２及び／又はインタフェース技術２によってデータ伝送
を行う可能性があるために、前記マルチモード端末はサービス基地局にキャリア周波数２
及び／又はインタフェース技術２の測定結果を報告することができる。
【０１５２】
　好ましく、前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数２との通信操
作を準備するのはさらに以下の操作を含むことができ、サービス基地局はさらに前記マル
チモード端末にキャリア周波数２及び／又はインタフェース技術２への測定を設定するた
めに、前記マルチモード端末はサービス基地局にキャリア周波数２及び／又はインタフェ
ース技術２に近い（可能）のサービス範囲（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
）を指示する。
【０１５３】
　及び／又は、前記マルチモード端末はキャリア周波数１のセルへの測定結果を報告し、
マクロ基地局は該測定結果及びキャリア周波数１のセルとキャリア周波数２／インタフェ
ース技術のセルの共通基地局サイト／共通カバレッジとの関係に基づいて、前記マルチモ
ード端末がキャリア周波数２／インタフェース技術２のセルへの測定を要求するか否かを
判断し、及び／又は直接前記マルチモード端末が発見した基地局に特定の情報を送信する
か否かを判断する。前記判断は前記測定結果をプリセットの閾値一、及び閾値二に比べ、
前記閾値一より高く、かつ閾値二より低いと、前記マルチモード端末はキャリア周波数２
／インタフェース技術２を測定し、或いは、閾値二より低くないと、直接前記マルチモー
ド端末が発見した基地局に特定の情報を送信する。
【０１５４】
　前記特徴の情報は切替或いは作動情報であることができる。
【０１５５】
　及び／又は、前記マルチモード端末は推定されたキャリア周波数２のセルの測定結果を
報告し、かつ推定されたキャリア周波数２のセルの測定結果を選択可能に指示する。前記
マルチモード端末が発見した隣接した基地局のキャリア周波数２／インタフェース技術２
は省エネルギー状態（例えばシャットダウン、或いはｄｏｒｍａｎｔ　ｓｔａｔｅ、或い
はＤＴＸ）にある場合、サービス基地局は前記マルチモード端末の指示を受信し或いは報
告した後に、後続の測定及び／又は切替を行うために、マクロ基地局は省エネルギー基地
局に情報を送信してキャリア周波数２／インタフェース技術２（作動情報は前記マルチモ
ード端末がキャリア周波数１／インタフェース技術１への測定結果を携帯することができ
る）を作動させる。
【０１５６】
　好ましく、以上の前記マルチモード端末はマルチモード基地局のキャリア周波数２との
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通信操作を準備するのはさらに組み合わせることができ、例えば、前記マルチモード端末
はマルチモード基地局の状態指示を受信した後にどのような方式でマルチモード基地局の
キャリア周波数２との通信操作を準備するのを判断する。
【０１５７】
　ここで、前記マルチモード基地局の状態はサービス基地局或いはマルチモード基地局で
明示的或いは暗示的に指示する。例えば、前記マルチモード端末は発見が用いたリソース
及び／又は序列によってマルチモード基地局のキャリア周波数２／インタフェース技術２
が省エネルギー状態（前記マルチモード端末は事前に省エネルギー状態にあるマルチモー
ド基地局の発見信号が用いたリソース及び／又は序列の情報を取得する可能性がある）に
あるか否かを区別し、そうであれば、前記マルチモード端末はまずサービス基地局によっ
てマルチモード基地局のキャリア周波数２／インタフェース技術２を作動させ、そうでな
ければ、前記マルチモード端末は直接キャリア周波数２／インタフェース技術２を測定し
及び報告する。さらに例えば、マルチモード基地局のキャリア周波数２／インタフェース
技術２の負荷は前記マルチモード端末がマルチモード基地局のキャリア周波数２との通信
操作を準備する具体的な方式を影響する可能性もあり、このような影響は前記マルチモー
ド端末の政策決定（例えば負荷および受信信号のパワーＲＳＲＰによって受信信号の品質
ＲＳＲＱを間接的に推定する）で体現することができ、また基地局政策決定で体現するこ
とができる。そのほか、前記マルチモード端末の状態は同様に具体的な準備方式を影響す
る可能性があり、例えば、前記マルチモード端末の状態は、サービス状態、移動状態、消
費電力／電気量状態のうちの少なくとも一つを含む。
【０１５８】
　実施の形態三
　図８は小型基地局／小さいセルの密集配置の概略図であり、図４に示されたように、中
心箇所の小型基地局はＬＴＥ　Ｆ１とＷＩＦＩ　Ｆ２を支持し、その周囲の小さいアクセ
スポイントはＷＩＦＩ　Ｆ２を支持する。中心箇所の小型基地局のＬＴＥ　Ｆ１セルのカ
バレッジはほぼ全てのＷＩＦＩ　Ｆ２を支持する小さいアクセスポイントのカバレッジの
ユニオンと等しい。したがって、ＬＴＥ　Ｆ１セルとＷＩＦＩ　Ｆ２のアクセスポイント
グループが共通カバレッジ（共通基地局サイトでない場合もある）と見なされる。このシ
ーンも実施例１の方法を採用することができる。これらの小型基地局／小さいセルはマク
ロセルのカバレッジにあるときに、このシーンは実施例２の方法と類似することもでき、
ここで詳細な説明を行わない。類似的に、以上の方法はさらに図９に示されたシーンに応
用され、それは図４との差別はあるＷＩＦＩ　ＡＰが休止状態にある。
【０１５９】
　図１０に示されたのは小型基地局／小さいセルの屋内配置の概略図であり、屋内外の接
続箇所の小型基地局はＬＴＥ　Ｆ１とＷＩＦＩ　Ｆ２を支持し、その周囲の小さいアクセ
スポイントはＷＩＦＩ　Ｆ５とＷＩＦＩ　Ｆ６を支持し、これらのノードはより大きなマ
クロセル（図に示されない）でカバレッジすることができる。ユーザは屋外から屋内へ進
むときに屋内外の接続箇所のＬＴＥ　Ｆ１とＷＩＦＩ　Ｆ２を支持する小型基地局を経る
必要がある。
【０１６０】
　図１１に示されたのはヘテロジニアスネットワーク配置の概略図であり、ＬＴＥ　Ｆ１
のカバレッジ範囲下で複数の比較的小さいカバレッジを提供する小型基地局或いは小さい
アクセスポイントを有し、一部はＷＩＦＩ　Ｆ２を支持し、一部はＩＭＴ－２０２０イン
タフェース技術のＦ４、ＷＩＦＩ　Ｆ５を支持し、図において全てのノードはより大きな
マクロセルでカバレッジすることができる（図に示されない）。図から見れば、ＬＴＥ　
Ｆ１のカバレッジ領域に５０％の領域にＷＩＦＩカバレッジ（４０％の領域にＷＩＦＩ　
Ｆ２カバレッジを有し、１０％の領域にＷＩＦＩ　Ｆ４カバレッジを有する可能性がある
）を有する可能性があり、ＬＴＥ　Ｆ１のカバレッジ領域に１０％の領域がＩＭＴ－２０
２０インタフェース技術のカバレッジを有する可能性がある。
【０１６１】
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　図１２に示されたのはヘテロジニアスネットワーク配置の概略図であり、ＬＴＥ　Ｆ１
の二つのセル（セルセットと見なされる）カバレッジ範囲下で複数の比較的小さいカバレ
ッジを提供する小型基地局或いは小さいアクセスポイントを有し、一部はＷＩＦＩ　Ｆ２
を支持し、一部はＩＭＴ－２０２０インタフェース技術のＦ４、ＷＩＦＩ　Ｆ５を支持し
、図において全てのノードはより大きなマクロセルでカバレッジすることができる（図に
示されない）。図から見れば、ＬＴＥ　Ｆ１のセルセットのカバレッジ領域に６０％の領
域にＷＩＦＩカバレッジ（５０％の領域にＷＩＦＩ　Ｆ２カバレッジを有し、１０％の領
域にＷＩＦＩ　Ｆ４カバレッジを有する可能性がある）を有する可能性があり、ＬＴＥ　
Ｆ１のセルセットのカバレッジ領域に１０％の領域がＩＭＴ－２０２０インタフェース技
術のカバレッジを有する可能性がある。
【０１６２】
　図１３に示されたのはヘテロジニアスネットワーク配置の概略図であり、ＬＴＥ　Ｆ１
の二つのセルの交差カバレッジ範囲（或いは端部領域）下で複数の比較的小さいカバレッ
ジを提供する小型基地局或いは小さいアクセスポイントを有し、それらはＷＩＦＩ　Ｆ２
とＬＴＥ　Ｆ３を支持する。図から見れば、ＬＴＥ　Ｆ１の二つのセルの交差カバレッジ
領域に５０％の領域にＷＩＦＩカバレッジとＬＴＥ　Ｆ３カバレッジを有する可能性があ
る。
【０１６３】
　異なったインタフェース技術或いは異なったモード（例えばＦＤＤ／ＴＤＤ）はマルチ
モード端末における通信モジュールは完全に独立し或いは部分的に独立する可能性があり
、複数のインタフェース技術／モードの通信モジュールをオンするとより高い単位時間の
消費電力を引き起こす可能性がある。
【０１６４】
　図８～図１３に示されたように、特定インタフェース技術／モードのカバレッジ範囲は
間接的にあるカバレッジ範囲が比較的大きな通信インタフェース技術／モードのカバレッ
ジによって推定することができる。つまり、ある通信インタフェース技術／モードのセル
を発見すると特定インタフェース技術／モードへの発見を推定することができ、このよう
に、複数のインタフェース技術／モードの通信モジュールをオンする必要がなく（このよ
うにして端末の単位時間の消費電力を低減することができる）、また比較的測定／発見し
やすく或いは測定／発見コストが比較的小さい通信モード（例えばカバレッジ範囲が比較
的大きな通信モード或いは前記マルチモード端末の現在動作キャリア周波数と同様な周波
数、或いは特定の発見信号、発見キャリア周波数）によって比較的測定／発見しにくく或
いは測定／発見コストが比較的高い通信モード（例えば前記マルチモード端末の現在動作
キャリア周波数と異なった周波数／異なったインタフェース技術の通信モード、及び／又
はカバレッジ範囲が比較的小さい通信モード）を発見することができ、優先度が比較的低
い通信モードによって優先度が比較的高い通信モードを発見することができるのを意味し
、特に料金の比較的高い通信モードによって料金の比較的低い通信モードを発見すること
ができ、例えば３Ｇ或いはＬＴＥによってＷＬＡＮ或いは第五世代無線通信技術を発見し
、このようにユーザが料金の比較的低い通信モードのサービス領域内でより多くのトラフ
ィックフローを発生するのを促進することができる。
【０１６５】
　実施例１
　Ｉｄｌｅ状態マルチモード端末はセル放送のＷＩＦＩカバレッジ指示情報を受信（常駐
）し、
　或いは、接続状態マルチモード端末はセルから送信したＷＩＦＩカバレッジ指示情報を
受信（サービス）する。
【０１６６】
　前記カバレッジ指示情報は放送のシステム情報メッセージに、或いは単独放送のメッセ
ージ例えばＲＲＣ再設定メッセージにおいて指定されたマルチモード端末に送信すること
ができる。
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【０１６７】
　前記指定されたマルチモード端末は自身に保存したマルチモード端末の能力に基づいて
、選択された一つ或いは複数のマルチモード端末に送信する。
【０１６８】
　さらに、上記指定されたマルチモード端末は受信した前記カバレッジ指示情報に基づい
て、ＷＩＦＩサービス領域を発見する。
【０１６９】
　実施例２
　Ｉｄｌｅ状態マルチモード端末は（常駐した）セル放送のＩＭＴ－２０２０インタフェ
ース技術のカバレッジ指示情報を受信し、
　或いは、接続状態マルチモード端末はセルから送信したＩＭＴ－２０２０インタフェー
ス技術のカバレッジ指示情報を受信（サービス）する。
【０１７０】
　前記カバレッジ指示情報は放送のシステム情報メッセージに、或いは単独放送のメッセ
ージ例えばＲＲＣ再設定メッセージにおいて前記マルチモード端末に送信することができ
る。
【０１７１】
　さらに、上記指定されたマルチモード端末は受信した前記カバレッジ指示情報に基づい
て、ＩＭＴ－２０２０インタフェース技術のサービス領域を発見する。
【０１７２】
　実施例３
　Ｉｄｌｅ状態にあるマルチモード端末は（常駐した）ＦＤＤセル放送のＴＤＤモードの
カバレッジ指示情報を受信し、接続状態にある前記マルチモード端末はＦＤＤセルから送
信したＴＤＤモードのカバレッジ指示情報を受信（サービス）し、
　前記マルチモード端末は受信したカバレッジ指示情報に基づいて、ＴＤＤモードのサー
ビス領域を発見する。
【０１７３】
　前記カバレッジ指示情報は放送のシステム情報メッセージに、或いは単独放送のメッセ
ージ例えばＲＲＣ再設定メッセージにおいてマルチモード端末に送信することができる。
【０１７４】
　類似的に、ＴＤＤセルから送信したＦＤＤモードのカバレッジ指示情報によって、マル
チモード端末はまたＦＤＤモードのサービス領域を発見することができる。
【０１７５】
　実施例４
　Ｉｄｌｅ状態にあるマルチモード端末は（常駐した）セル放送の特定セルＷＩＦＩのカ
バレッジ指示情報を受信し、接続状態にあるマルチモード端末はセルから送信した特定セ
ルＷＩＦＩのカバレッジ指示情報を受信（サービス）し、前記情報は放送のシステム情報
メッセージに或いは単独放送のメッセージ例えばＲＲＣ再設定メッセージにおいてマルチ
モード端末に送信することができる。
【０１７６】
　前記特定セルＷＩＦＩのカバレッジ指示情報において、セルの識別子によって特定のセ
ルを表示し、例えば物理セル識別子（ＰＣＩ）、キャリア周波数番号（例えばＥ－ＵＴＲ
ＡＮ絶対周波数番号ＥＡＲＦＣＮ）と物理セル識別子（ＰＣＩ）、グローバルセル識別子
（Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＣＧＩと略記する）である。
【０１７７】
　マルチモード端末は特定セル（例えばスキャン或いは測定によって、そのうちセルへの
識別過程を含む）を発見し、するとマルチモード端末はＷＩＦＩサービス領域を発見する
。
【０１７８】
　類似的に、セルから送信した特定セルの特定インタフェース技術或いはモード（例えば
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ＩＭＴ－２０２０インタフェース技術、高帯域通信キャリア周波数／インタフェース技術
、或いはＴＤＤ通信モード、或いはＦＤＤ通信モード）のカバレッジ指示情報によって、
マルチモード端末はＩＭＴ－２０２０インタフェース技術のサービス領域、或いは高帯域
通信キャリア周波数／インタフェース技術、或いはＴＤＤ通信モードのサービス領域、或
いはＦＤＤ通信モードのサービス領域を発見することもできる。
【０１７９】
　実施例５
　Ｉｄｌｅ状態のマルチモード端末は（常駐した）セル放送の特定基地局ＷＩＦＩのカバ
レッジ指示情報を受信し、或いは接続状態のマルチモード端末はセルから送信した特定基
地局ＷＩＦＩのカバレッジ指示情報を受信（サービス）し、（該情報は放送のシステム情
報メッセージに或いは単独放送のメッセージ例えばＲＲＣ再設定メッセージに含まれるこ
とができる）前記特定基地局は基地局の識別子、例えばｅＮＢ　ＩＤ或いはＭＡＣアドレ
ス、或いは基地局に対応する一つ或いは複数のセルの識別子によって指示する。
【０１８０】
　マルチモード端末は特定の基地局（例えばスキャン或いは測定によって、そのうちセル
への識別過程を含む）を発見し、するとマルチモード端末はＷＩＦＩサービス領域を発見
する。
【０１８１】
　類似的に、セルから送信した特定基地局の特定インタフェース技術或いはモード（例え
ばＩＭＴ－２０２０インタフェース技術、或いは高帯域通信キャリア周波数／インタフェ
ース技術、或いはＴＤＤ通信モード、或いはＦＤＤ通信モード）のカバレッジ指示情報に
よって、マルチモード端末はＩＭＴ－２０２０インタフェース技術のサービス領域、或い
は高帯域通信キャリア周波数／インタフェース技術、或いはＴＤＤ通信モードのサービス
領域、或いはＦＤＤ通信モードのサービス領域を発見することもできる。
【０１８２】
　実施例６
　Ｉｄｌｅ状態のマルチモード端末は（常駐した）セル放送の特定基地局ＷＩＦＩのカバ
レッジ指示情報を受信し、或いは接続状態のマルチモード端末はセルから送信した特定セ
ルセットＷＩＦＩのカバレッジ指示情報を受信（サービス）（該情報は放送のシステム情
報メッセージに或いは単独放送のメッセージ例えばＲＲＣ再設定メッセージに含まれるこ
とができる）し、特定セルセットはセルの識別子の範囲例えば物理セル識別子（ＰＣＩ）
範囲、キャリア周波数番号（例えばＥ－ＵＴＲＡＮ絶対周波数番号ＥＡＲＦＣＮ）と物理
セル識別子（ＰＣＩ）範囲、グローバルセル識別子（Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｔｙ、ＣＧＩと略記する）範囲で指示される。
【０１８３】
　マルチモード端末は特定セルセットに属したセル（例えばスキャン或いは測定、そのう
ちセルへの識別過程を含み、一つ或いは複数のセルの識別子が指示されたセル識別子の範
囲内にあるのを発見される）を発見し、するとマルチモード端末はＷＩＦＩサービス領域
を発見する。
【０１８４】
　類似的に、セルから送信した特定セルセットの特定インタフェース技術或いはモード（
例えばＩＭＴ－２０２０インタフェース技術、或いは高帯域通信キャリア周波数／インタ
フェース技術、或いはＴＤＤ通信モード、或いはＦＤＤ通信モード）のカバレッジ指示情
報によって、マルチモード端末はＩＭＴ－２０２０インタフェース技術のサービス領域、
或いは高帯域通信キャリア周波数／インタフェース技術、或いはＴＤＤ通信モードのサー
ビス領域、或いはＦＤＤ通信モードのサービス領域を発見することもできる。類似的に、
特定基地局セットの特定インタフェース技術或いはモードのカバレッジ指示情報も端末が
特定インタフェース技術或いはモードのサービス領域の発見を助けるために用いられる。
【０１８５】
　実施例７
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　Ｉｄｌｅ状態のマルチモード端末は（常駐した）セル放送の特定キャリア周波数ＷＩＦ
Ｉのカバレッジ指示情報を受信し、或いは接続状態のマルチモード端末はセルから送信し
た特定キャリア周波数ＷＩＦＩのカバレッジ指示情報を受信（サービス）（該情報は放送
のシステム情報メッセージに或いは単独放送のメッセージ例えばＲＲＣ再設定メッセージ
に含まれることができる）する。
【０１８６】
　前記特定キャリア周波数はキャリア周波数番号（例えばＥ－ＵＴＲＡＮ絶対周波数番号
ＥＡＲＦＣＮ）によって指示する。
【０１８７】
　マルチモード端末は特定キャリア周波数（例えばスキャン或いは測定による）を発見し
、するとマルチモード端末はＷＩＦＩサービス領域を発見する。
【０１８８】
　類似的に、セルから送信した特定キャリア周波数の特定インタフェース技術或いはモー
ド（例えばＩＭＴ－２０２０インタフェース技術、或いは高帯域通信キャリア周波数／イ
ンタフェース技術、或いはＴＤＤ通信モード、或いはＦＤＤ通信モード）のカバレッジ指
示情報によって、マルチモード端末はＩＭＴ－２０２０インタフェース技術のサービス領
域、或いは高帯域通信キャリア周波数／インタフェース技術、或いはＴＤＤ通信モードの
サービス領域、或いはＦＤＤ通信モードのサービス領域を発見することもできる。
【０１８９】
　実施例８
　実施例１～３における特定インタフェース技術或いはモード（例えばＷＩＦＩ、高帯域
通信キャリア周波数／インタフェース技術、ＩＭＴ－２０２０インタフェース技術、或い
はＴＤＤモード、或いはＦＤＤモード）のカバレッジ指示情報はさらに条件発見パラメー
タ、例えば、測定評価パラメータであることができる。
【０１９０】
　マルチモード端末はサービス領域（或いは常駐したセル）の信号受信パワー（例えばＲ
ＳＲＰ）、及び／又は信号受信品質（ＲＳＲＱ）、或いは信号受信強度（ＲＳＳＩ）を前
記測定評価パラメータと比較し、指定条件を満たし、マルチモード端末は特定インタフェ
ース技術或いはモードのサービス領域を発見する。前記指定条件はＲＳＲＰ＞測定評価パ
ラメータ時であることができる。
【０１９１】
　実施例９
　実施例４～７における特定インタフェース技術或いはモード（例えばＷＩＦＩ、ＩＭＴ
－２０２０インタフェース技術、高帯域通信キャリア周波数／インタフェース技術、或い
はＴＤＤモード、或いはＦＤＤモード）のカバレッジ指示情報はさらに条件発見パラメー
タ、例えば、測定評価パラメータであることができる。
【０１９２】
　マルチモード端末は特定セル、或いは特定セルセット、或いは特定基地局、或いは特定
基地局セット、或いは特定キャリア周波数を発見する過程において、指定条件を満たすと
、マルチモード端末は特定インタフェース技術或いはモードのサービス領域を発見するの
を過程する。
【０１９３】
　前記指定条件を満たすのは、セル或いは基地局或いはキャリア周波数の信号受信パワー
（例えばＲＳＲＰ）、及び／又は信号受信品質（ＲＳＲＱ）或いは信号受信強度（ＲＳＳ
Ｉ）を測定評価パラメータと比較し、特定条件（例えばＲＳＲＰ＞測定評価パラメータ時
）或いは一グループの条件（例えば図Ｘに対するシーン、セルＡのＲＳＲＰ＜測定評価パ
ラメータ１、セルＢのＲＳＲＰ＜測定評価パラメータ２）を満たす。
【０１９４】
　実施例１０
　実施例４～７、及び実施例９におけるカバレッジ指示情報は接続ネットワーク（例えば
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セル／基地局）の情報から由来し、実際に、特定インタフェース技術或いはモード（例え
ばＷＩＦＩ、ＩＭＴ－２０２０インタフェース技術、高帯域通信キャリア周波数／インタ
フェース技術、或いはＴＤＤモード、或いはＦＤＤモード）のサービス領域を発見するた
めに、マルチモード端末はコアネットワークエレメント例えばＡＮＤＳＦ（Ａｃｔｉｖｅ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎ）から類似的なカバレッジ指示情報（これらの情報はコアネットワークから生成し、接
続ネットワークによって端末に送信する）を受信し、ここで詳細な説明を行わない。
【０１９５】
　実施例１１
　実施例１～１０におけるカバレッジ指示情報はさらにカバレッジ・レシオ或いは発見確
率を含むことができ、特定インタフェース技術或いはモードの発見された領域に、特定イ
ンタフェース技術或いはモードの実際カバレッジの領域の割合（或いは高、中又は低であ
るか否か）を指示するためである。
【０１９６】
　例えば、ＷＩＦＩカバレッジ指示情報はさらにカバレッジ・レシオ８０％を含み、上記
の方法でＷＩＦＩのサービス領域を発見すると、実際にＷＩＦＩカバレッジのある領域は
８０％を占め、或いは上記の方法によってＷＩＦＩのサービス領域を発見すると、実際に
ＷＩＦＩ　ＡＰへのスキャンによって接続可能な確率は８０％（この意味から、カバレッ
ジ・レシオは実際の発見と名義的な発見の比であり、即ち発見確率である）を占めるのを
意味する。
【０１９７】
　カバレッジ・レシオはマルチモード端末或いはユーザが後続の判断と政策決定を補助す
るために用いられる。例えばマルチモード端末はカバレッジ・レシオに基づいて、特定イ
ンタフェース技術或いは特定モードへのスキャン／測定（例えばマルチモード端末はカバ
レッジ・レシオが特定の閾より高いときにスキャン／測定を起動し、さらに例えば、マル
チモード端末は一つの乱数を生成し、カバレッジ・レシオが乱数より大きい場合にスキャ
ン／測定を起動し、乱数の生成は周期的或いはイベントトリガーである可能性がある）を
起動するか否かを判断する。
【０１９８】
　或いは特定インタフェース技術或いは特定モードへのスキャン／測定の周期／頻度を確
定し、及び／又は特定セル（例えば特定セルセット或いは特定基地局、特定基地局セット
、特定キャリア周波数）の持続判断或いは遅延時間（例えば特定セルの測定信号の強度が
１秒を維持しかつ特定閾より高いのみときに特定インタフェース技術或いは特定モードの
サービス領域が発見されると見なされる）を発見するのを確定する。ユーザが特定インタ
フェース技術或いは特定モードの通信モジュールを起動するか否かを決定するために、カ
バレッジ・レシオはさらにユーザインタフェースによってユーザに提供する。
【０１９９】
　実施例１２
　実施例１～１０におけるカバレッジ指示情報はさらに特定インタフェース技術／モード
への発見或いは発見の後続処理を制御するための数字パラメータを含むことができ、マル
チモード端末は数字が特定の閾より高いときに特定インタフェース技術／モードのサービ
ス領域を発見すると見なされ、或いはさらにスキャン／測定を起動し、さらに例えば、マ
ルチモード端末は一つの乱数を生成し、数字パラメータが乱数より大きい場合に特定イン
タフェース技術／モードのサービス領域を発見すると見なされ或いはスキャン／測定を起
動し、乱数の生成は周期的或いはイベントトリガーである可能性がある。
【０２００】
　カバレッジ指示情報はさらに特定インタフェース技術或いは特定モードへのスキャン／
測定の周期／頻度を確定するパラメータ、及び／又は特定セル（例えば特定セルセット或
いは特定基地局、特定基地局セット、特定キャリア周波数）の持続判断或いは遅延時間（
例えば特定セルの測定信号の強度が１秒を維持した後に特定インタフェース技術或いは特
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【０２０１】
　実施例１３
　実施例１～１１における方法において、特定インタフェース技術／モードのカバレッジ
指示情報はさらに特定インタフェース技術／モードの帯域情報（例えばＷＩＦＩの２．４
Ｇ帯域、５Ｇ帯域、ＩＭＴスペクトルのＢａｎｄ番号）、キャリア周波数情報（例えばＥ
ＡＲＦＣＮ）、セル情報、サービスセット（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ）情報、ネットワー
クオペレーター情報（例えばＰＬＭＮ識別子）を含み、さらに特定インタフェース技術／
モードの負荷情報、能力情報、省エネルギー状態情報を含むことができ、端末或いはユー
ザの後続判断或いは政策決定などの処理に用いられ、例えば端末は事前に該インタフェー
ス技術／モードに接続可能性があるか否かを判断する。
【０２０２】
　矛盾しない場合で、以上の実施例の方法を組み合わせることができる。ある場合（例え
ば装置から装置通信、隣接通信、リレー通信）において、ユーザ装置はアクセスポイント
としてトランジットネットワークと前記マルチモード端末との間或いは前記マルチモード
端末と前記マルチモード端末との間のデータ或いは直接他のユーザ装置とデータインタラ
クティブを行うことができ、アクセスポイントとするマルチモードユーザ装置は本発明に
おけるマルチモード基地局／マルチモードアクセスポイントを発見する方法にも適用する
。
【０２０３】
　以上の説明は、本発明の最適的な実施例に過ぎなく、本発明の保護範囲を限定すること
に用いられるものではない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(31) JP 6563448 B2 2019.8.21

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(32) JP 6563448 B2 2019.8.21

【図１３】



(33) JP 6563448 B2 2019.8.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  ダイ　ボー
            中華人民共和国　カントン，シェンチェン，ナンシャン，ハイ－テク　インダストリアル　パーク
            ，ケジ　ロード　サウス，ゼットティーイープラザ

    審査官  桑原　聡一

(56)参考文献  特表２０１３－５２４７２５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００
              ３ＧＰＰ　　　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１、４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

