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(57)【要約】
　限定サービスを有するセルでキャンプしている間、適
切なセルを見つけるためにシステムサーチを実行し、フ
ルサービスを受信するテクニックが述べられる。最初に
、ユーザ設備(UE)は、第１のセルでキャンプし、限定さ
れたサービスを受信できる。UEは、適切なセルを見つけ
るためにバックグラウンドにおいてシステムサーチを実
行し、フルサービスを受信する。バックグラウンドにお
けるシステムサーチを実行することによって、システム
サーチがペンディングしている間、UEはページングメッ
セージを受信し、セル再選択及び/または他のタスクを
実行でき、ユーザによる要求された場合、殆ど遅れなく
或いは遅れなく限定サービスを得ることができる。UEは
、それぞれのページング時である以前にシステムサーチ
をサスペンドし、UEに適応可能なページングメッセージ
を受信し、次に、システムサーチを再開できる。UEは限
定サービス要求(例えば、緊急通報)を受信し、システム
サーチをサスペンドまたは中止し、要求された限定サー
ビスを得ることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のセルでキャンプし、前記第１のセルを通して限定サービスを受信し、フルサービ
スを受信するための適切なセルを見つけるためにシステムサーチを実行し、バックグラウ
ンドにおいてシステムサーチを実行している間、ユーザ設備(UE)に適応可能なページング
メッセージを受信するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサと結合されたメモリと
を具備する装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、UEの複数のページング時をカバーする時間にわた
りシステムサーチを実行し、UEに適応可能なページングメッセージを受信するためのそれ
ぞれの複数のページング時以前にシステムサーチをサスペンドするように構成される請求
項１記載の装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、それぞれのページング時以前に、サーチ状態情報
を保存し、UEに適応可能なページングメッセージを受信した後に保存されたサーチ状態情
報に基づいたシステムサーチを再開するように構成される請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記メモリは、最近UEによって獲得された周波数チャネルとネットワークの情報を獲得
データベースを格納するために構成され、 バックグラウンドにおけるシステムサーチに
ついて、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記獲得データベースにおける情報に基づ
いてバックグラウンドにおける第１のサーチを実行するように構成される請求項１記載の
装置。
【請求項５】
　バックグラウンドにおけるシステムサーチについて、前記少なくとも1つのプロセッサ
は、周波数チャネルの組をスキャンし、十分な信号強度で受信されたそれぞれの周波数チ
ャネルで獲得を試みることによってバックグラウンドにおいて第２ののサーチを実行する
ように構成される請求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、最後に登録されたネットワーク又はホームネット
ワークにおける適切なセルを見つけるためにバックグラウンドにおいてシステムサーチを
実行するように構成される請求項１記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、所定のサーチ間隔でバックグラウンドにおいて周
期的にシステムサーチを実行するように構成される請求項１記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、徐々に長くなるサーチ間隔でバックグラウンドに
おいてシステムサーチを実行するように構成される請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、第１のサーチ間隔でバックグラウンドにおいて、
第１の組のシステムサーチを実行し、第１のサーチ間隔より長い間第２のサーチ間隔でバ
ックグラウンドにおいて、第２の組のシステムサーチを実行するように構成される請求項
１記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、第１の無線アクセス技術で第１のセルと通信し、
第１の無線アクセス技術及び少なくとも1つの追加無線アクセス技術についてバックグラ
ウンドにおいてシステムサーチを実行するように構成される請求項１記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、UEのページング時の間、隣接セルの信号強度測定
値を作り、信号強度測定値に基づき、第１のセルより強い第２のセルを識別し、第２のセ
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ルにセル再選択を実行するように構成される請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、システムサーチがペンディングしている間、限定
サービス要求を受信し、前記要求に応答してシステムサーチをサスペンド、または中止し
、前記限定要求サービスを得るように構成される請求項１記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、システムサーチがペンディングしている間に緊急
通報を発する要求を受信し、前記要求に応答してシステムサーチをサスペンド、または中
止し、前記緊急通報を発するように構成される請求項１記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、フルサービスを受信するための第１のセルが適切
になったことを示すシステム情報を有するページングメッセージを受信し、前記第１のセ
ルを通して登録を試み、ペンディングであり、かつ登録が成功した場合、システムサーチ
を中止ように構成される請求項１記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、第１のセルが禁じられるようになったことを示す
システム情報を有するページングメッセージを受信し、前記第１のセルの周波数チャネル
の信号強度測定値を作ることをスキップするように構成される請求項１記載の装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、アイドルモードで動作し、第１のセルでキャンプ
している間、バックグラウンドにおいてシステムサーチを実行するように構成される請求
項１記載の装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、接続モードで動作し、前記第１のセルを通して限
定サービスを受信している間、バックグラウンドにおいてシステムサーチを実行するよう
に構成される請求項１記載の装置。
【請求項１８】
　第１のセルでキャンプし、前記第１のセルを通して限定サービスを受信し、
フルサービスを受信するための適切なセルを見つけるためにシステムサーチをバックグラ
ウンドにおいて実行し、
　バックグラウンドにおいてシステムサーチを実行している間、ユーザ設備(UE)に適応可
能なページングメッセージを受信する方法。
【請求項１９】
　バックグラウンドにおいてシステムサーチを実行することは、
ＵＥの複数のページング時にわたる時間でシステムサーチを実行し、
　UEに適応可能なページングメッセージを受信するために、それぞれの複数のページング
時以前に、システムサーチをサスペンドする請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　最近UEによって獲得された周波数チャネルとネットワークの情報を獲得データベースに
格納し、
　バックグラウンドにおいてシステムサーチを実行することは、
　獲得データベースの情報に基いて、バックグラウンドにおいて第１のサーチを実行する
ことを具備する請求項１８記載の方法。
【請求項２１】
　バックグラウンドにおけるシステムサーチを実行することは、さらに、
　周波数チャネルの組をスキャンすることにより、バックグラウンドにおいて第２のサー
チを実行し、十分な信号強度で受信されたそれぞれの周波数チャネルで獲得を試みること
を具備する請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　第1のサーチ間隔でバックグラウンドにおいて、システムサーチの第1の組を実行し、
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　第1のサーチ間隔より長い第２ののサーチ間隔でバックグラウンドにおいてシステムサ
ーチの第２の組を実行することをさらに具備する請求項１８記載の方法。
【請求項２３】
　システムサーチがペンディングである間に緊急通報を発するための要求を受信し、
　前記要求に応答してシステムサーチをサスペンド、または中止し、
　緊急通報を発することをさらに具備する請求項１８記載の方法。
【請求項２４】
　フルサービスを受信するために第1のセルが適切になったことを示すシステム情報を有
するページングメッセージを受信し、
　第1のセルを通して登録を試み、
　ペンディングし、かつ登録が成功する場合、システムサーチを中止することをさらに具
備する請求項１８記載の方法。
【請求項２５】
　第1のセルが禁じられるようになったことを示すシステム情報を有するページングメッ
セージを受信し、
　第1のセルの周波数チャネルの信号強度測定値を作ることをスキップすることをさらに
具備する請求項１８記載の方法。
【請求項２６】
　第1のセルでキャンプし、第1のセルを通して限定サービスを受信する手段と、
　フルサービスを受信するための適切なセルを見つけるためにバックグラウンドにおいて
システムサーチを実行する手段と、
　バックグラウンドにおいてシステムサーチを実行している間、ユーザ設備(UE)に適応可
能なページングメッセージを受信する手段とを具備する請求項２６記載の装置。
【請求項２７】
　バックグラウンドにおけるシステムサーチを実行する手段は、
　ＵＥの複数のページング時をカバーする時間にわたり、システムサーチを実行する手段
と、
　UEに適応可能なページングメッセージを受信するためにそれぞれの複数のページング時
以前にシステムサーチをサスペンドする手段とを具備する請求項２６記載の装置。
【請求項２８】
　第1のサーチ間隔でバックグラウンドにおいて第１の組のシステムサーチを実行する手
段と、
　第1のサーチ間隔より長い第2のサーチ間隔でバックグラウンドにおいて第２の組のシス
テムサーチを実行する手段とをさらに具備する請求項２６記載の装置。
【請求項２９】
　システムサーチがペンディングである間に緊急通報を発するための要求を受信する手段
と、
　前記要求に応答してシステムサーチをサスペンドするか、または中止する手段と、
緊急通報を発する手段と
をさらに具備する請求項２６記載の装置。
【請求項３０】
　フルサービスを受信するために第1のセルが適切になったことを示すシステム情報を有
するページングメッセージを受信する手段と、
　前記第1のセルを通して登録を試みる手段と、
　ペンディングであり、かつ登録が成功する場合、システムサーチを中止する手段と
をさらに具備する請求項２６記載の装置。
【請求項３１】
　第1のセルが禁じられるようになったことを示すシステム情報を有するページングメッ
セージを受信する手段と、
　前記第1のセルの周波数チャネルの信号強度測定値を作ることスキップする手段と
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をさらに具備する請求項２６記載の装置。
【請求項３２】
　コンピュータに第１のセルでキャンプさせ、前記第１のセルを通して限定サービスを受
信させるコードと、
　コンピュータにフルサービスを受信するための適切なセルを見つけるためにシステムサ
ーチを実行させるコードと、
　コンピュータにバックグラウンドにおいてシステムサーチを実行している間、ユーザ設
備(UE)に適応可能なページングメッセージを受信させるコードとを具備するコンピュータ
読取可能媒体を有するコンピュータプログラム製品。
【請求項３３】
　前記コンピュータ読取可能媒体は、さらに、
　コンピュータにUEの複数のページング時をカバーする時間にわたりシステムサーチを実
行させるコードと、
　コンピュータにUEに適応可能なページングメッセージを受信するためのそれぞれの複数
のページング時以前にシステムサーチをサスペンドさせるコードとを具備する請求項３２
記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３４】
　前記コンピュータ読取可能媒体は、さらに、
　コンピュータに第１のサーチ間隔でバックグラウンドにおいて、第１の組のシステムサ
ーチを実行させるコードと、
　コンピュータに第１のサーチ間隔より長い間第２のサーチ間隔でバックグラウンドにお
いて、第２の組のシステムサーチをさせるコードとを具備する請求項３２記載のコンピュ
ータプログラム製品。
【請求項３５】
　前記コンピュータ読取可能媒体は、さらに、
　コンピュータにシステムサーチがペンディングしている間に緊急通報を発する要求を受
信させるコードと、
　コンピュータに前記要求に応答してシステムサーチをサスペンド、または中止させるコ
ードと、
　コンピュータに前記緊急通報を発せさせるコードと
を具備する請求項３２記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般に通信に関連し、より詳しくは無線通信ネットワークをサーチするための
テクニックに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、放送など
の様々な通信サービスを提供するために広く配備される。これらの無線ネットワークは利
用可能なネットワーク資源を共有することによって複数のユーザをサポートできる多重ア
クセスネットワークであることができる。そのような多重アクセスネットワークに関する
例は符号分割多重アクセス方式(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク
、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、および単一
キャリアFDMA(ＳＣ-FDMA)ネットワークを含む。
【０００３】
　無線ネットワークは多くのユーザ機器(UEs)(例えば、携帯電話)の通信をサポートでき
る多くのノードBs(または、基地局)を含むことができる。カバレッジのパワーアップか損
失があると、UEは、UEが通信サービスを受信できる適切なセルを見つけるためにシステム
サーチを実行できる。「セル」という用語は用語が使用されている文脈によりノードB及
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び/または、そのカバレッジエリアについて言及する。「適切なセル」はUEがフルサービ
スを得るためにキャンプできるセルである。ある基準を満たす場合、適切であるとしてセ
ルを考えることができる。フルサービスは、また、通常のサービスと呼ぶことができて、
サービス申し込みに基づくUEに利用可能なすべての通信サービスを含むことができる。適
切なセルが見つけられる場合、必要である場合、UEはセルで登録を実行できる。UEは次に
、UEがアイドルモードであって、アクティブにセルと通信できない場合、適切なセルで「
キャンプ」できる。
【０００４】
　適切なセルがシステムサーチで見つけられない場合、UEは許容できるセルも選択できる
。「許容できるセル」はUEが限定サービスを得るためにキャンプできるセルであり、緊急
セルのみを含むことができる。ある条件を満足する場合、セルは許容できると考えること
ができる。UEが許容できるセルでキャンプしている場合には、次に、UEがフルサービスを
受信できる適切なセルを見つけるためにUEが周期的にシステムサーチを実行するのが望ま
しい。
【発明の概要】
【０００５】
　限定されたサービスを有するセルでキャンプしている間、フルサービスを受信するため
の適切なセルを見つけるために効率的にシステムサーチを実行するためのテクニックがこ
こに述べられる。最初に、UEは第１のセルでキャンプして、第１のセルを通して限定され
たサービスを受信できる。UEは、フルサービスを受信する適切なセルを見つけるためにバ
ックグラウンドにおいてシステムサーチを実行できる。バックグラウンドにおいてシステ
ムサーチを実行することによって、ユーザによって要求される場合、他のタスクを実行し
て、遅れ無しで或いは殆ど遅れなく限定サービスを得ることができる。UEは、バックグラ
ウンドにおけるシステムサーチを実行している間、UEに適応可能なページングメッセージ
を受信し続けることができる。UEは、ＵＥがページングメッセージを受信する複数のペー
ジング時をカバーする時間 (time period)でシステムサーチを実行できる。UEは、それぞ
れのページング時に先立ちシステムサーチをサスペンドし、UEに適応可能なページングメ
ッセージを受信し、次に、システムサーチを再開(resume)できる。
【０００６】
　システムサーチがペンディングしている間、UEは限定サービス(例えば緊急通報を発す
るための)の要求を受信できる。UEは要求に対応してシステムサーチをサスペンドするか
、または中止でき、要求された限定サービスを得ることができる(例えば、緊急通報を生
成する)。UEは、第１のセルがフルサービスを受信するために適切になったことを示すシ
ステム情報を有するページングメッセージを受信できる。次に、UEは第１のセルを通して
登録を試みることができる。逆に、UEは第１のセルが禁じられた(barred)ことを示すシス
テム情報を有するページングメッセージを受信できる。UEは、次に、サービスを受信する
ために別のセルを見つけることを試みることができ、第１のセルの周波数チャネルの信号
強度測定を行なうことをスキップできる。
【０００７】
　本開示の種々の観点及び特徴は以下の詳細に述べられる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図1はUMTSネットワークとGSMネットワークの配置を示す。
【図２】図2はUEによるセル選択と再選択のための状態図を示す。
【図３】図3はDRX運転モードで示している間のUEのタイムラインを示す。
【図４】図4は、バックグラウンドにおけるフルサービスサーチのデザインを示す。
【図５Ａ】図5Aは、固定サーチ間隔でフルサービスサーチを実行するデザインを示す。
【図５Ｂ】図5Bは、テレスコピック(telescopic)なサーチ間隔でフルサービスサーチを実
行するデザインを示す。
【図６】図6は、フルサービスサーチのUEによって実行されたプロセスを示す。
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【図７】図7はUEのブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここに述べられたテクニックは、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、ＳＣ-FDMAネットワークな
どの様々な無線通信ネットワークに使用できる。用語「ネットワーク」と「システム」は
しばしば互換性を持って使用される。CDMAネットワークはcdma2000、UTRA(Universal Ter
restrial Radi Access)などの無線アクセス技術を実施できる。UTRAは、広帯域-CDMA(W-C
DMA)、低いチップレート(LCR)などを含む。cdma2000は、ＩＳ-2000、ＩＳ-95及びＩＳ-85
6規格をカバーする。TDMAネットワークはGSMなどのアクセス技術(GSM)を実施できる。OFD
MAネットワークはE- UTRA(Evolved UTRA)、UMB（ Ultra Mobile Broadband ）、IEEE802.
11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュ-OFDM（Ｒ）などの無線アクセ
ス技術を実施できる。これらの様々な無線アクセス技術と規格は当該技術分野で知られて
いる。UTRA、E- UTRA、およびGSMは「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)組
織からの文献に述べられている。cdma2000は「第3世代パートナーシッププロジェクト2」
(3GPP2)組織からの文献に述べられている。3GPPと3GPP2の文献は公的に利用可能である。
【００１０】
　明確化のために、技術のある観点はW-CDMA及びGSMネットワークを利用するUMTS（Unive
rsal Mobile Telecommunication System）ネットワークについて述べられる。さらなる明
確化のために、3GPP用語は以下の説明の多くに使用される。
【００１１】
　図1はUMTSネットワーク110とGSMネットワーク120を含む配置100を示す。UMTSネットワ
ーク110はUMTSネットワークのカバレッジエリアの中でUEsと通信するノードBs112を含ん
でいる。無線ネットワークコントローラ(RNC)114は、ノードBs112と結合し、これらのノ
ードBsに協調と制御を提供する。GSMネットワーク120はGSMネットワークのカバレッジエ
リアの中でUEsと通信するノードBs122を含んでいる。モバイルスイッチングセンタ(MSC)1
24はノードBs122と結合し、これらのノードBsの協調と制御を提供する。一般に、ノードB
はUEsと通信する固定局であり、また、基地局、ベーストランシーバーステーション(BTS)
、evolvedノードB(eNode B)、アクセスポイントなどと呼ばれる。RNC114は、UMTSとGSMの
間のインターワーキング(inter-working)をサポートするためにMSC124と通信できる。
【００１２】
　UE150は、UMTSネットワーク110のみ、またはGSMネットワーク120のみ、またはUMTSネッ
トワーク110とGSMネットワーク120の両方と通信できる。また、UE150は他の無線ネットワ
ーク、例えば、cdma2000ネットワークと通信できる。UE150は静止しているか、または可
動であり、また、移動局、移動機器、端末、アクセス端末、加入者ユニット、ステーショ
ンなどと呼ばれることができる。UE150は、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、
無線通信装置、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータなどであることができ
る。UE150はいつでもダウンリンク、及び/または、アップリンクで１つ以上のノードBsと
通信できる。ダウンリンク(フォワードリンク)は、ノードBsからUEsまでの通信リンクを
示し、アップリンク(リバースリンク)はUEsからノードBsまでの通信リンクを示す。
【００１３】
　UMTSネットワーク110とGSMネットワーク120は、同じ或いは異なるパブリックランドモ
バイルネットワーク(PLMNs)に属することができる。PLMNは、例えば１つ以上のUMTSネッ
トワーク及び/または１つ以上のGSMネットワークの１つ以上の無線ネットワークを含むこ
とができる。PLMNは、PLMN IDによって唯一識別され、モバイル国コード(MCC)及びモバイ
ルネットワークコード(MNC)を含むことができる。与えられたPLMNのUMTSネットワークとG
SMネットワークはオーバラップする又はオーバラップしないカバレッジエリアを持つこと
ができる。また、複数のPLMNsは与えられた地理的なエリアにおける異なるサービスプロ
バイダーによって配置されることができる。
【００１４】
　UE150は、UEがサービスを受信できる好適なPLMNsのリストに供給されることができる。
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この好適リストは、UE150がサービス申し込みしているサービスプロバイダーによって供
給されることができる。好適リストは、通常、ホームPLMN(HPLMN)及びサービスプロバイ
ダーがローミング協定を有する他のPLMNsを含む。好適リストは多くのエントリー、例え
ば各PLMNあたり1つのエントリーを含むことができる。各エントリーはPLMN ID情報(例え
ば、MCCとMNC)、周波数チャネル、およびバンド情報及び/又は関連PLMNを取得するのに使
用される他の適切な情報を含むことができる。加入者識別モジュール(SIM)、ユニバーサ
ルSIM(USIM)、またはある他の非揮発性の記憶モジュールに好適リストを格納できる。ま
た、UE150はUEが先のシステムサーチの間に見つけているPLMNsのリストを維持できる。PL
MNsのこのリストは、獲得データベースに格納されることができる。
【００１５】
　図2は、アイドルモードにある間、UE150によるセル選択と再選択のための状態図200を
示す。新しいPLMNは、UE150の非アクセス(NAS)層かユーザによって選択される。UE150が
、選択されたPLMNの格納されたセル情報を有する場合、UE150は格納されたセル情報に基
づくセル選択を実行できる(ブロック212)。選択されたPLMNのセル情報が格納されない場
合、UE150は初期セル選択を実行できる(ブロック214)。ブロック212と214でのセル選択は
、強い周波数チャネルを識別するための電力スキャンを実行すること、強い受信電力を有
する周波数チャネルで獲得を試みることなどを、以下に述べるように含むことができる。
【００１６】
　適切なセルがブロック212又は214によるセル選択で見つけられた場合、ＵＥ150は通常
キャンプ状態２５０に入ることができ、この適切なセル上でキャンプする。UMTSでは、20
06年6月の題号「アイドルモードにおけるユーザ設備(UE)手順及び接続モードにおけるセ
ル再選択のための手順」の3GPP TS25.304のセクション4.3で定義された基準の組を満たす
場合、セルを適切なセルとして考えることができる。GSMでは、2006年9月の題号「アイド
ルモード及びグループ受信モードにおける移動局に関連する機能」の3GPP ＴＳ43.022で
定義された基準の組を満たす場合、セルを適切なセルとして考えることができる。これら
のドキュメントは公的に利用可能である。UE150が状態250にある間、完全／通常のサービ
スを得ることができ、例えば、UE150のサービス申し込みによってカバーされた全ての通
信サービスの着呼及び発呼を得ることができる。UE150はサービスを得るために接続モー
ド状態252に移行でき、状態252を出た後に、セル選択を実行できる(ブロック216)。また
、UE150は、トリガされた場合、キャンプするためのより良い適切なセルを選択するため
にセル再選択を実行できる(ブロック218)
　適切なセルがブロック214か218で見つけられないか、または選択されたPLMNにおける登
録が状態250で拒絶される場合、UE150はセル選択状態254に入り、許容できるセルを見つ
けることが可能である。UMTSでは、3GPP ＴＳ25.304のセクション4.3で定義された基準の
組を満たす場合、セルを許容できるセルとして考えることができる。許容できるセルが見
つけられる場合、UE150はセルでのキャンプ状態２６０に入ることができ、この許容セル
でキャンプを行なうことができる。状態260にある間、UE150は限定サービスを得ることが
できる。UE150は緊急通報を発するために接続モード(緊急通報のみ)状態262に移行でき、
状態262を出た後に、セル選択を実行できる(ブロック226)。また、UE150はトリガされた
場合には、キャンプを続けるためにより良い許容できるセルを選択するためにセル再選択
を実行できる(ブロック228)。状態260にある間、UE150は定期的に適切なセルを見つける
のを試みることができる。適切なセルが見つけられた場合、次に、UE150は通常キャンプ
状態２５０に遷移することができる。状態図200、様々な状態、セル選択、および再選択
手順は3GPP TS 25.304で述べられている。
【００１７】
　UE150は図２における状態250か260のアイドルモードにある間、不連続受信(DRX)モード
で動作できる。また、DRXモードはスロットモードページングと呼ばれることができる。D
RXモードでは、UE150は、指定された時間にページングメッセージを受信でき、バッテリ
電力を保存するために残り時間の間はスリープすることができる。
【００１８】
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　図3はDRXモードで動作している間のUE150のタイムライン300を示す。UMTSでは、システ
ムのタイムラインは無線フレームに分割される。それぞれの無線フレームは、10ミリセカ
ンド(ms)の遅れを有し、12ビットのシステムフレーム番号(SFN)によって識別される。SFN
はその後の各フレームあたり1つ増加された特定の時間で0にリセットされて、4095の最大
値に達した後に、ゼロにリセットされる。
【００１９】
　DRXモードでは、UE150は、ページング時(paging occasions)に割り当てられ、これはUE
がページングメッセージを受信できる特定の無線フレームである。UE150のページング時
は、DRXサイクルと呼ばれる時間によって分離される。DRXサイクルは、UE150に構成可能
であり、80msから5.12秒の範囲が可能であるが、1.28秒と通常等しい。UE150のページン
グ時は、UEにユニークな国際携帯加入者識別子(IMSI)などのいくつかのパラメタに基づい
て決定される。
【００２０】
　UE150は、UEに適応可能なページングメッセージを受信するためにそのページング時の
間、周期的にウェイクアップできる。ページングメッセージは例えば着呼についてUEに知
らせるよう特定のUE宛てのユニキャストメッセージであることができる。また、ページン
グメッセージは、UEsのグループへのマルチキャストメッセージ又はすべてのUEsのための
同報メッセージであることができる。例えば、同報ページングメッセージはセルのための
アップデートされたシステム情報を提供できる。どのような場合でも、UE150に適応可能
なページングメッセージは割り当てられたページング時以外でUEに送られない。その結果
、実行する他のタスクがなければ、UE150はそのページング時の間にスリープできる。UE1
50は、バッテリ電力を保存するためにスリープしている間、できるだけ多くの回路をパワ
ーダウンできる。
【００２１】
　ある観点では、UE 150は、ＵＥが限定サービスを有する許容できるセルでキャンプして
いる間周期的にバックグラウンドにおいてフルサービスサーチを実行する。フルサービス
サーチはUE150がフルサービス／通常サービスを得ることができる適切なセルのサーチで
ある。一般に、UE150はバックグラウンドにおいて及び/またはフォアグランドにおいてサ
ーチを実行できる。バックグラウンドにおけるサーチについては、UE 150は、他のどんな
タスクも実行されない場合にセルを探すためにサーチタスクを実行できる。フォアグラン
ドにおけるサーチについては、UE150は割り込みなしにセルを探すためにサーチタスクを
実行でき、サーチが終了するまで、他のタスクを遅らせることができる。バックグラウン
ドにおけるフルサービスサーチの実行は、以下に述べられるようにある利点を提供できる
。
【００２２】
　バックグラウンドにおいてフルサービスサーチを実行している間、UE150は、ページイ
ンディケータチャネル(PICH)及びページングチャネル(PCH)を処理し続け、UEに適応可能
なページングメッセージを受信することができる。UE150が許容できるセルでキャンプし
ている間、UE150は限定サービスを受信できるのみであるので、UE150は着呼のページング
メッセージを受信しない。しかしながら、UE150は許容できるセルにおける変化を示す、
及び/または、他の適切な情報を伝えることができるアップデートされたシステム情報を
有するページングメッセージを受信できる。
【００２３】
　図4は、バックグラウンドにおいて、フルサービスサーチを実行するデザインを示す。U
E150は、特定のDRXサイクルで切り離されることができるページング時が割り当てられる
ことができる。時間T1に、UE150がウェイクアップし、UE150が現在のページング時にペー
ジングメッセージを受信するかもしれないかどうかを決定するためにPICHを処理できる。
UE150は特定のページングインディケータをPICHに割り当てることができる。このページ
ングインディケータは、UE150が現在のページング時にページングメッセージを受信する
かもしれないことを示すために‘1'に設定されることができ、UE150がページング時にペ
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ージングメッセージを受信しないこを示すために‘0'に設定されることができる。ページ
ングインディケータが‘0'に設定される場合、UE150は時間T2のときにすぐ、スリープに
戻る。
【００２４】
　時間T3のときに、UE150は、ウェイクアップすることができ、PICHを処理し、割り当て
られたページングインディケータが‘0'に設定されているかを決定できる。UE150は、ペ
ージングインディケータを受信した後の時間T4のときにスリープする代わりに、フルサー
ビスサーチを実行するための要求を受信でき、フルサービスサーチを始めることができる
。UE150は次のページング時の始まりである時間T5までフルサービスサーチを実行できる
。UE150は次に、フルサービスサーチをサスペンドし、サーチの現在の状態を保存するこ
とができる。UE150は、PICHを処理し、割り当てられたページングインディケータが‘1'
に設定されていることを決定し、UEに適応可能なページングメッセージも受信するために
PCHを処理できる。時間T6でPCHの処理を終了した後ときに、UE150はフルサービスサーチ
を再開(resume)できる。次のページング時の始まりである時間T7で、UE150はフルサービ
スサーチをサスペンドし、サーチの現在の状態を保存することができる。UE150は、次に
、PICHを処理し、割り当てられたページングインディケータが‘0'に設定されているるこ
とを決定できる。UE150は、ページングインディケータを受信した後に、時間T8でフルサ
ービスサーチを再開できる。
【００２５】
　フルサービスサーチを実行している間、時間T9では、UE150は緊急通報を発するための
要求を受信できる。UE150は、次に、フルサービスサーチをサスペンドするか、中止し、
時間T10で現在の許容できるセルで緊急通報を発することができる。時間T11で緊急通報を
終了した後、UE150はフルサービスサーチを再開できるか(時間T10のときにサスペンドさ
れた場合)、または新しいフルサービスサーチを始めることができる(時間T10のときに中
止された場合)。
【００２６】
　一般に、フルサービスサーチは、いくらかの持続時間がかかり、1DRXサイクル以上をカ
バーできる。フルサービスサーチがページング時の始まりで完了していない場合、次に、
サーチがサスペンドされ、サーチについてのサーチ状態情報が保存される。サーチ状態情
報はどの周波数チャネルがスキャンされたか、獲得が試みられた周波数チャネル、中間サ
ーチ結果などに関する情報を含むことができる。UE150及び/また他のタスクに適応可能な
ページングメッセージを受信するためにPICHとPCHの処理を終了した後に、保存された状
態情報に基づいてフルサービスサーチが再開される。
【００２７】
　図4に示されるように、実行する他のタスクがない場合、UE150はバックグラウンドにお
いてフルサービスサーチを実行できる。UE150は、ページング時の間、ページングメッセ
ージを受信し続けることができ、PICHとPCHを処理するためにフルサービスサーチをサス
ペンドすることができる。このことは、UE150が最新のシステム情報を持つことを保証す
ることができ、(i)現在の許容できるセルが適切になったか又は禁じられた(barred)かど
うかの決定及び／又は、(ii)より効率的にサーチを実行し、できる限りバッテリー電力消
費量を抑えるために使用されることができる。また、UE150は、例えば緊急通報を発する
ような限定サービスを得るためにフルサービスサーチを中断できる。
【００２８】
　また、バックグラウンドにおいてフルサービスサーチを実行している間、UE150はペー
ジングメッセージを受信することに加えて他のタスクを実行できる。例えば、UE150は割
り当てられたページング時の後及び/又はその間、隣接セルの信号強度測定値を作ること
ができる。UE150は現在の許容できるセルより強い許容できるセルを検出でき、より強い
許容できるセルにセル再選択を実行できる。ページング時の間にセル再選択手続を実行し
続けていることによって、UE150は最も強いUMTS又はGSMセル上にいつも残ることができる
かもしれない。
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【００２９】
　UE150は、限定サービスを有する許容できるセルでキャンプしている間、バックグラウ
ンドにおいて周期的にフルサービスサーチを実行できる。1つのフルサービスサーチを完
了する時間持続時間は様々な要素に依存し、例えば、サーチする無線アクセス技術の数、
サーチする無線アクセス技術（W-CDMA、及び/またはGSM)、サーチする周波数及びバンド
の数、無線周波数(RF)状態などである。連続したフルサービスサーチの時間は、バッテリ
電力消費量を抑えている間、できるだけ早く適切なセルを見つけることができるように選
択されることができる。
【００３０】
　図5Aは、フルサービスをバックグラウンドで実行する1つのデザインを示す。このデザ
インでは、UE 150は固定サーチ間隔、例えばTint秒毎で１つのフルサービスサーチ、でフ
ルサービスサーチを周期的に実行する。サーチ間隔Tintは、DRXサイクルの整数倍(例えば
、DRXサイクルのM倍)であることができる。この場合、UE150はM番目のDRXサイクル毎にフ
ルサービスサーチを始めることができる。UE150は、新しいフルサービスサーチをいつ開
始するかを決定するためにタイマを維持できる。
【００３１】
　図5Bは、バックグラウンドでフルサービスサーチを実行する別のデザインを示す。この
デザインでは、UE150は除々に長くなるサーチ間隔でテレスコピックなフルサービスサー
チを実行できる。Kステージが定義できる(Kはいずれかの整数値である)。各ステージkは
、Tintk秒だけ離れて区切ることができる特定の数の(Nk)フルサービスサーチをカバーで
きる。例えば、UE150は第１のN1サーチについてTint1秒毎にフルサービスサーチを実行し
、次に、次のN2サーチについてTint2秒毎にフルサービスサーチなどを実行し、次に、次
のNKサーチについてTintK秒毎にフルサービスサーチを実行できる。サーチ間隔が、Tint1
<Tint2<…<TintKとなるように選択されることができる。これは、結果的にフルサービス
サーチとなり、(i)出来る限り早く適切なセルを見つけるためにスタート時により頻繁に
実行され、(ii)適切なセルを見つける可能性がより小さいので、バッテリ電力を保存する
ために後により少ない頻度で実行されることができる。N1からNKはいずれの整数値であっ
ても良い。また、NKは、UE150が許容できるセルでキャンプしている間、フルサービスサ
ーチが周期的にかつ絶え間なく実行できるように無限大に設定されても良い。
【００３２】
　図5Aと5Bは、バックグラウンドで周期的なフルサービスサーチを実行する2つのデザイ
ンを示す。また、フルサービスサーチは他の手法で実行できる。例えば、固定サーチ間隔
TintK又はTint1からTintKまでのテレスコピックなサーチ間隔は、UE150の利用可能なバッ
テリ電力に基づいてを選択されることができる。
【００３３】
　UE150が限定サービスを有する許容できるセルでキャンプする場合に、バックグラウン
ドにおける周期的なフルサービスサーチの実行は、ある利点を提供できる。まず最初に、
UE150はすぐに許容できるセル上で緊急通報を発することができる。フルサービスサーチ
がフォアグランドで実行される場合、サーチが完了し、緊急通報が発せられる前に長い遅
延がある。サーチが複数の無線アクセス技術、及び/又は複数の周波数バンドについて実
行される場合、遅れは特に長い。また、限定サービスがGSMのみで利用可能である間、UE1
50がUMTSでフルサービスを捜し求めている場合、遅れは不要であり、逆もまた同様である
。第２に、UE150は、バックグラウンドにおいてフルサービスサーチを実行することによ
り、ページングメッセージをモニターし続け、アップデートされたシステム情報を受信し
続けることができる。アップデートされたシステム情報は、UE150がキャンプしている許
容できるセルの状態の変化を示し、UE150はこのセルを通してフルサービスを得ることが
できるかもしれない。また、アップデートされたシステム情報は、許容できるセルが禁じ
られ、限定されたサービスさえこのセルを通して達成不能であることを示すことができる
。UE150は、次に、別のセルをサーチし、指定され禁じられたタイマ持続時間の禁じられ
たセルの不要な信号強度測定値を作ることを避けることができる。これは、バッテリー電
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力消費量を抑えて、UE150の待ち受け時間を増加させることができる。
【００３４】
　UE150は様々な手法でフルサービスサーチを実行できる。1つのデザインでは、フルサー
ビスサーチは以下の1つ以上を含むことができる:
・獲得データベースサーチ--以前に獲得した周波数及びPLMNsの情報を使用するサーチ。
【００３５】
・部分スキャンサーチ--限定された数の周波数チャネル及び／又はバンド上でのサーチ。
【００３６】
・フルスキャンサーチ--すべてのサポートされた周波数チャネル及びバンド上でのサーチ
。
【００３７】
　UE150は周波数チャネルの情報及び以前にUEによって獲得されたPLMNsを格納できる獲得
データベースを維持できる。周波数チャネルは、UMTSにおけるUARFCN(UTRA絶対無線周波
数チャネル番号)によって識別される。獲得データベースは周波数チャネルのユニークなU
ARFCN/PLMNエントリー及び以前にUEによって獲得されたPLMNsのリストを含むことができ
る。各エントリーは、関連周波数のチャネルとPLMNを獲得するためにUARFCN、スクランブ
ルコード、PLMN ID情報、及び/または、他の適切な情報を示すことができる。獲得データ
ベースは最も最近獲得した周波数チャネル及びPLMNsのエントリーの設定回数(例えば、10
)を含むことができる。これらエントリーは、新しいエントリーが獲得データベースにお
ける最も古いエントリーを置き換えるように円形バッファに格納されることができる。
【００３８】
　UE150は、獲得データベースの情報を使用することで獲得データベースサーチを実行で
きる。また、UE150は、以下に述べるように、セルについて検出する異なる周波数チャネ
ルの測定をすることによって、部分スキャンサーチ、及び/又はフルスキャンサーチを実
行できる。
【００３９】
　UE150は1以上特定のPLMNs含むPLMNリストのフルサービスサーチを実行できる。例えば
、PLMNリストはUEで供給された好適リストにおけるPLMNsのいずれも含むことができる。
あるデザインでは、PLMNリストは最後に登録されたPLMN(RPLMN)とHPLMNを含むことができ
る。
【００４０】
　あるデザインでは、UE150はフルサービスサーチのフルスキャンサーチに続く獲得デー
タベースサーチを実行できる。これはいくつかの理由で有益である。まず最初に、UE150
は以前に獲得された獲得データベースにおける周波数チャネル及びPLMNsを有し、従って
、再びこれらの周波数チャネル及びPLMNsを獲得するという可能性は良い。第２に、UE150
はスクランブルコードのような適切な情報を持つことができ、これら周波数チャネル及び
PLMNsを獲得できる。第３に、UE150は、フルスキャンサーチのためのサーチスペースを減
少するために、例えばセルが存在しない周波数チャネルでの獲得試みを避けるに、獲得デ
ータベースサーチの結果を使用できる。
【００４１】
　獲得データベースサーチのために、UE150は最初に、PLMNリストのすべてのPLMNsの獲得
データベースにおける識別UARFCN/ PLMNエントリーを識別することができる。そして、UE
150は識別されたUARFCN/ PLMNエントリーにすべての周波数チャネルを含むUARFCNリスト
を形成できる。次に、UE150はUARFCNリストのそれぞれの周波数チャネルで獲得を試みる
ことができる。W-CDMAに関しては、UE150は、周波数チャネルで3ステップのプロセスを使
用することで獲得を試みることができる。ステップ1では、UE150は、周波数チャネルにつ
いてのUEでの受信サンプルを異なる時間オフセットで局所的に生成されたPSCシーケンス
で関連させることによって、256チッププライマリ同期チャネル(SCH)で送られたプライマ
リ同期コード(PSC)シーケンスをサーチすることができる。UE150は、セルの存在を検出し
、及びそれぞれのセルのスロットタイミングを確かめるためにPSCを使用できる。ステッ
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プ２では、UE150はPSCが検出された各セルによって使用される二次同期コード(SSC)シー
ケンスのパターンを決定できる。UE150は、そのセルの検出されたSSCパターンに基づくセ
ルのフレームタイミングとスクランブルコードグループを決定できる。ステップ3では、U
E150はSSCパターンが検出された各セルによって使用されたスクランブルコードを決定で
きる。それぞれのSSCパターンは、8つのスクランブルコードのグループに関連している。
UE150は、どのスクランブルコードがセルによって使用されるかを決定するために８つの
スクランブルコードのそれぞれを評価できる。
【００４２】
　3ステップのプロセスによって獲得された各セルに関して、UE150はそのセルからのマス
ター情報ブロック(MIB)を受信でき、セルが属するPLMNのPLMN IDを抽出できる。獲得され
たセルのPLMN IDがPLMNリストのPLMNのPLMN IDにもマッチする場合、UE150は潜在的に適
切なセルとしてこのセルを保存できる。UE150は、いずれかの潜在的に適切なセルも見つ
けた後に止まることができる、またはすべての潜在的な適切なセルを見つけるために獲得
データベースサーチを完了できる。UE150は、獲得データベースサーチから潜在的に適切
なセルのリスト、及び/または、獲得されたセルのリストを得ることができる。
【００４３】
　UE150は潜在的に適切なセルからフルシステム情報を得ることができ、次に、セルを通
して登録することを試みることができる。登録がうまくいった場合、次に、UE150は適切
なセルにセル再選択を実行し、フルサービスサーチを終えることができる。登録が失敗し
た場合、登録が成功、またはすべての潜在的に適切なセルが考慮されるまで、UE150は各
残りの潜在的に適切なセルの処理を繰り返すことができる。獲得データベースサーチでど
んな潜在的な適切なセルも見つけられない、または登録がどんな潜在的な適切なセルでも
成功しない場合、UE150がフルスキャンサーチを実行できる。
【００４４】
　UE150は以下の1つの周波数バンドのフルスキャンサーチを実行できる:
・　周波数バンド全体に渡りコアース周波数スキャンを実行し、コアース周波数(例えば
、2MHz間隔)で受信電力を測定し、強いコアース周波数を識別する。
【００４５】
・　それぞれの強いコアース周波数の周りのUARFCNsの範囲のファイン周波数スキャンを
実行し、強いUARFCNsを識別する。
【００４６】
・　例えば、3ステップ処理を使用して、それぞれの強いUARFCNで獲得を試みる。
【００４７】
・　例えば、それぞれの獲得されたなセルのMIBを読むことにより見つけられたそれぞれ
のPLMNのPLMN IDを取得する。
【００４８】
　UE150は、サーチされる各周波数バンドの上に述べられた処理を繰り返すことができる
。UE150は、潜在的に適切なセルのリスト、及び/又は関心のあるすべての周波数バンドの
フルスキャンサーチの獲得されたセルのリストを得ることができる。UE150は潜在的に適
切なセルに登録するのを試みることができ、登録が成功した場合、適切なセルにセル再選
択を実行できる。
【００４９】
　一般に、UE150は、例えばUE能力、及び/または、他の要素に依存して、種々の無線アク
セス技術及びどんな無線アクセス技術のフルサービスサーチも実行できる。例えば、UE15
0がW-CDMAのみ、またはGSMのみ又は双方のフルサービスサーチを実行できる。GSMのサー
チ及び獲得は、当該技術分野で知られている手法で実行される。
【００５０】
　UE150は、上述のように、アイドルモードで動作し、限定サービスを有するセルでキャ
ンプしている間、、フルサービスを受信できる適切なセルを見つけるためにシステムサー
チを実行する。また、UE150は、接続モードで動作し、現在のサービングセルを通して限
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定サービスを受信している間、フルサービスを受信できる適切なセルを見つけるためにシ
ステムサーチを実行する。UMTSに関しては、UE150はＣＥＬＬ_FACH状態、ＣＥＬＬ_PCH状
態、またはURA_PCH状態、で無線資源管理の(RRC)接続モードで動作している間、限定サー
ビスを受信できる。そして、UE150は上述のように、適切なサービングセルを見つけるた
めにシステムサーチを実行し、フルサービスを受信する。RRC状態及びモードは、リリー
ス7、2006年6月に公的に入手可能となった題号「無線資源管理(RRC);プロトコル仕様」の
3GPP TS25.331において述べられている。
【００５１】
　図6は、フルサービスサーチのUE150で実行されたプロセス600のデザインを示す。最初
に、UE150は第１のセルでキャンプし、第１のセルを通して限定されたサービスを受信で
きる(ブロック612)。UE150は、フルサービスを受信するための適切なセル、例えば、最後
に登録されたネットワーク又はホームネットワークにおける適切なセルを見つけるために
バックグラウンドにおいてシステムサーチを実行できる(ブロック614)。UE150は、バック
グラウンドにおいてシステムサーチを実行している間、UEに適応可能なページングメッセ
ージの受信を続けることができる(ブロック616)。
【００５２】
　ブロック614と616では、UE150は、UEの複数のページング時をカバーする時間にわたり
システムサーチを実行できる。UE150は、各ページング時以前にシステムサーチをサスペ
ンドして、サーチ状態情報を保存し、UEに適応可能なページングメッセージを受信し、次
に、保存されたサーチ状態情報に基づくシステムサーチを再開できる。バックグラウンド
におけるシステムサーチでは、UEは最近UEによって獲得された周波数チャネルとネットワ
ークについて獲得データベースに格納された情報に基づいてバックグラウンドにおいて第
１のサーチを実行できる。さらにまた、UE150は、周波数チャネルの組をスキャンし、十
分な信号強度で受信されたそれぞれの周波数チャネルで獲得を試みることによって、バッ
クグラウンドにおいて2番目のサーチを実行できる。UE150は第１の無線アクセス技術(例
えば、W-CDMAかGSM)で第１のセルと通信でき、第１の無線アクセス技術及び1つ以上の追
加無線アクセス技術でバックグラウンドにおいてシステムサーチを実行できる。
【００５３】
　UE150は、所定のサーチ間隔又は徐々により長いサーチ間隔(progressively longer sea
rch intervals)でバックグラウンドで周期的にシステムサーチを実行できる。例えば、UE
150は第１のサーチ間隔でバックグラウンドにおいて第１の組のシステムサーチを実行で
き、第１のサーチ間隔より長い第２のサーチ間隔でバックグラウンドにおいて、第２の組
のシステムサーチを実行できる。
【００５４】
　UE150はUEのページング時の間、隣接セルの信号強度測定値を作ることができる。UE150
は、信号強度測定値に基づく第１のセルより強い第２のセルを識別でき、第２のセルのた
めにセル再選択を実行できる。これは、UE150が、最も強い許容できるセルからの限定サ
ービスを受信し続けることができることを保証する。
【００５５】
　バックグラウンドにおいてシステムサーチを実行することによって、UE150はユーザに
よって要求される場合、遅れが殆どなく、又は遅れなしで限定サービスを受信できる。シ
ステムサーチがペンディングされている間、UE150は限定サービス要求を受信できる(ブロ
ック618)。UE150は、次に、要求(ブロック620)に対応してシステムサーチをサスペンド又
は中止し、要求された限定サービスを得ることができる(ブロック622)。例えば、UE150は
システムサーチがペンディングしている間に緊急通報を発するための要求を受信できる。
UE150は次に、システムサーチをサスペンド、又は中止して、緊急通報を発することがで
きる。
【００５６】
　UE150は、フルサービスを受信するために第１のセルが適切になったことを示すシステ
ム情報を有するページングメッセージを受信できる。UE150は次に、第１のセルを通して
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登録を試みることができ、ペンディング及び登録が成功した場合、システムサーチを中止
できる。逆に、UE150は第１のセルが禁じられるようになったことを示すシステム情報を
有するページングメッセージを受信できる。UE150は、次に、サービスを受信するために
別のセルを見つけるのを試み、第１のセルの周波数チャネルの信号強度測定値を作成する
ことをスキップできる。
【００５７】
　図7はUE150のデザインのブロック図を示す。アップリンク上で、エンコーダ722は、UE1
50によって送られるデータ、および通信(signaling)を受信し、処理(例えば、フォーマッ
ト、エンコード、およびインタリーブ)する。変調器(Ｍｏｄ)724は、さらに出力チップを
取得する適応可能な無線アクセス技術(例えば、W-CDMA、GSM、またはcdma2000)にしたが
って、符号化されたデータと通信を処理できる(例えば、変調し、チャネライズし、スク
ランブルする)。送信機(TMTR)732は、次に、出力チップを調整し(例えば、アナログへの
変換、フィルタ、増幅、周波数アップコンバート)、アンテナ734を通してそれを送信され
るアップリンク信号を生成できる。
【００５８】
　ダウンリンク上では、アンテナ734は、ノードBsによって送信されたダウンリンク信号
を受信し、受信した信号を提供できる。受信機(RCVR)736は、受信信号を調整し(例えば、
フィルタ、増幅、周波数ダウンコンバート、デジタル化)、サンプルを提供する。復調器(
Demod)726は、サンプルを処理し(例えば、デスクランブル、チャネライズ、復調) 、シン
ボル推定を提供する。デコーダ728は、さらにシンボル推定を処理し(例えば、デインター
リーブ、デコード)、復号化されたデータを提供できる。エンコーダ722、変調器724、復
調726、およびデコーダ728は、モデムプロセッサ720によって実施される。これらのユニ
ットは、UE150によって受信される各無線ネットワークによって使用された無線アクセス
技術(例えば、W-CDMA、GSM、またはcdma2000)にしたがう処理を実行する。例えば、復調
器726はスクランブルシーケンスでデスクランブルを実行し、直交可変拡散(OVSF)コード
で逆拡散を実行し、W-CDMAのデータ復調を実行する。復調器726はGSMのマッチドフィルタ
リングと均等化を実行できる。
【００５９】
　コントローラ/プロセッサ740はUE150で動作を制御できる。メモリ742はUE150のデータ
とプログラムコードを格納できる。コントローラ/プロセッサ740は、図6におけるプロセ
ス600及び/またはフルサービスサーチを実行するための他のプロセスでを実施できる。コ
ントローラ/プロセッサ740は、いつフルサービスサーチを実行するか、サーチのためのど
のPLMNsか、サーチのためのどの周波数およびバンドかを決定できる。コントローラ/プロ
セッサ740は、UEのページング時、いつサーチを実行するか、いつサスペンドするかなど
を決定するタイマを実施できる。コントローラ/プロセッサ740及び/またはメモリ742は、
進行しているフルサービスサーチのサーチ状態情報を格納できる。メモリ742は、さらにP
LMN情報、獲得データベース、サーチ結果などを格納できる。
【００６０】
　明確化のために、テクニックがUMTSとGSMについて具体的に述べられる。また、テクニ
ックは、cdma2000ネットワーク、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLANs)などの他
の無線ネットワークに使用される。このテクニックは、例えば、UMTSのみ、GSMのみ、UMT
Sとcdma2000、または無線アクセス技術の他の組み合わせのようないろいろな無線アクセ
ス技術に使用できる。
【００６１】
　ここに述べられたテクニックは種々の方法で実施できる。例えば、このテクニックは、
ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせで実施される
ことができる。ハードウェア実装については、このテクニックを実行する処理ユニットは
、1つ以上の特定用途向集積回路(ASICs)、ディジタル信号プロセッサ(DSPs)、ディジタル
信号処理装置(DSPDs)、プログラム可能論理回路(PLDs)、電界プログラマブルゲートアレ
イ(FPGAs)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、
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電子装置、ここに述べられた機能を実行するように設計された他の電子ユニット、コンピ
ュータ、またはこれらの組み合わせ内において実施される。
【００６２】
　ファームウェア及び/または、ソフトウェア実装について、テクニックここに述べられ
た機能を実行するモジュール(例えば、手順、機能など)で実施されることができる。ファ
ームウェア及び/またはソフトウェア命令/コードは、メモリ(例えば、図7のメモリ742)に
格納され、プロセッサ(例えば、プロセッサ740)によって実行されることができる。メモ
リは、プロセッサ内で実現されるか、またはプロセッサの外部で実現されることができる
。また、ファームウェア及び/またはソフトウェア命令/コードは、ランダムアクセスメモ
リー(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリー(NVRAM)、
プログラム可能読み込み専用メモリ(PROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、フラッシュメ
モリ、フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイ
ルディスク(DVD)、磁気の、または、光学のデータ保存装置などのコンピュータ／プロセ
ッサ読み取り可能な媒体に格納できる。命令/コードは、1以上のプロセッサで実行可能で
あり、プロセッサをこに述べられた機能性のある観点を実行させることができる。
【００６３】
　ここに述べられたテクニックを実装するする装置は、スタンドアロンユニット又は装置
の一部であることができる。装置は(i)スタンドアロンの集積回路(IC)、(ii) 　データ及
び/または命令を格納するメモリICを含むことができる１つ以上のICの組、(iii) 移動局
モデム(MSM)などのASIC(iv)　他の装置の中に埋め込むことができるモジュール(v) 携帯
電話、無線機器、ハンドセット、(vi)移動ユニットなどであっても良い。
【００６４】
　以前の開示の説明は、どんあ当業者も開示を作るか、または使用するのを可能にするた
めに提供される。
【００６５】
　開示への様々な変更は容易に当業者にとって明らかであり、ここに定義された一般的な
原理は、開示の精神か範囲から逸脱しないで他のバリエーションに適用できる。
【００６６】
　したがって、開示はここに述べられた例とデザインに限定されることを意図しないが、
ここに開示される原理と新規な特徴と一致する最も広い観点に従う。
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【図３】 【図４】



(18) JP 2010-541496 A 2010.12.24

【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図６】 【図７】
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