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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルが予約済みであることを示している表示を、ノードＢから１つ以上の無線送受信ユ
ニット（ＷＴＲＵ）へ送信するステップと、
　前記ノードＢから限定加入者グループ（ＣＳＧ）ブロードキャストを送信するステップ
と、
　前記ノードＢにおいて、前記ＣＳＧブロードキャストに基づいてセルが予約済みである
ことを示している前記表示を無視した少なくとも１つのＷＴＲＵから、接続要求を受信す
るステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ノードＢが、限定加入者グループ識別子（ＣＳＧ　ＩＤ）を送信するステップをさ
らに備え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ＣＳＧブロードキャストは、前記セルが利用可能であるかどうかを示しているステ
ータスビットを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＣＳＧブロードキャストは、他のＷＴＲＵによって解釈され得ないものものとして
構成されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記他のＷＴＲＵは、ホームノードＢ（ＨＮＢ）機能をサポートしないことを特徴とす
る請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記他のＷＴＲＵは、レガシＷＴＲＵからなることを特徴とする請求項４に記載の方法
。
【請求項７】
　前記表示は、前記レガシＷＴＲＵが前記セルへアクセスするのを禁止されることを示し
ていることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのＷＴＲＵは、リリース８（Ｒ８）ＷＴＲＵであることを特徴とす
る請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＣＳＧブロードキャストは、前記ノードＢによるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）
ブロードキャストの中に含ま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１０】
　前記ＣＳＧブロードキャストは、ＣＳＧ機能をサポートするＷＴＲＵが、前記セルへの
アクセスを許可されていることの表示を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
 　前記ＣＳＧブロードキャストは、情報要素（ＩＥ）を含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項１２】
　信号を送信しおよび受信するように構成された送受信機と、
　前記送受信機を介して、１つ以上の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）へ、セルが予約済
みであることを示している表示を送信し、
　前記送受信機を介して、限定加入者グループ（ＣＳＧ）ブロードキャストを送信し、お
よび
　前記ＣＳＧブロードキャストに基づいてセルが予約済みであることを示している前記表
示を無視した少なくとも１つのＷＴＲＵから、接続要求を受信するよう構成されたコント
ローラと
　を備えたことを特徴とするノードＢ。　
【請求項１３】
　前記コントローラは、前記送受信機を介して、限定加入者グループ識別子（ＣＳＧ　Ｉ
Ｄ）を送信するようさらに構成されたことを特徴とする請求項１２に記載のノードＢ。
【請求項１４】
　前記ＣＳＧブロードキャストは、前記セルが利用可能であるかどうかを示しているステ
ータスビットを含むことを特徴とする請求項１２に記載のノードＢ。
【請求項１５】
　前記ＣＳＧブロードキャストは、他のＷＴＲＵによって解釈され得ないものものとして
構成されることを特徴とする請求項１２に記載のノードＢ。
【請求項１６】
　前記他のＷＴＲＵは、ホームノードＢ（ＨＮＢ）機能をサポートしないことを特徴とす
る請求項１５に記載のノードＢ。
【請求項１７】
　前記他のＷＴＲＵは、レガシＷＴＲＵからなることを特徴とする請求項１５に記載のノ
ードＢ。
【請求項１８】
　前記表示は、前記レガシＷＴＲＵが前記セルへアクセスするのを禁止されることを示し
ていることを特徴とする請求項１７に記載のノードＢ。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのＷＴＲＵは、リリース８（Ｒ８）ＷＴＲＵであることを特徴とす
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る請求項１５に記載のノードＢ。
【請求項２０】
　前記ＣＳＧブロードキャストは、前記ノードＢによるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）
ブロードキャストの中に含まれていることを特徴とする請求項１２に記載のノードＢ。
【請求項２１】
　前記ＣＳＧブロードキャストは、ＣＳＧ機能をサポートするＷＴＲＵが、前記セルへの
アクセスを許可されていることの表示を含むことを特徴とする請求項１２に記載のノード
Ｂ。
【請求項２２】
　前記ＣＳＧブロードキャストは、情報要素（ＩＥ）を含むことを特徴とする請求項１２
に記載のノードＢ。
【請求項２３】
　前記コントローラは、前記セルから前記ＣＳＧブロードキャストを送信するよう構成さ
れたことを特徴とする請求項１２に記載のノードＢ。
【請求項２４】
　前記ＣＳＧブロードキャストは、前記セルから送信されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関する。
【０００２】
　３Ｇ（第３世代）ネットワークの進化、および使用されるＷＴＲＵ（無線送受信ユニッ
ト）の数の増加に伴い、通信事業者は、データレートがより高く、コストが引き下げられ
た新しいサービスのためのソリューションを追求している。ＨＮＢ（ホームノードＢ（ｈ
ｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ））の導入は、実行可能な候補ソリューションと考えられており、
３ＧＰＰ（第３世代パートナシッププロジェクト）リリース８の一部として現在研究され
ている。ＨＮＢは、住宅またはオフィスなど、比較的小さなサービスエリアに対してサー
ビスを提供する。ＨＮＢは、ＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク）のＡＰ（アク
セスポイント）に類似した役割を有する。セルラカバレージが貧弱または存在しない場所
において、サービスを提供することができる。加入者は一般に、ＨＮＢを所有し、その最
終的な配備位置を管理する。ＨＮＢからネットワークまでのバックホールリンク（ｂａｃ
ｋｈａｕｌ　ｌｉｎｋ）は、従来のアクセス技術（例えば、ＤＳＬ（デジタル加入者回線
）、ケーブルモデム、無線など）を用いて達成することができる。１組のＨＮＢが、コア
ネットワークへのインタフェースを提供するＨＮＢ　ＧＷ（ゲートウェイ）に接続される
。
【０００３】
　加入者は、ＣＳＧ（限定加入者グループ（ｃｌｏｓｅｄ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｇｒ
ｏｕｐ））の概念を使用することによって、ＨＮＢを「所望の」または「好ましい」ＨＮ
Ｂとして構成することができる。ＣＳＧは、ＨＮＢにアクセスすることを許可されたＷＴ
ＲＵを識別する。ＨＮＢセルは、ＣＳＧの一部である１組のＷＴＲＵからのアクセスのみ
を可能とするように構成することができる。これは、ＷＴＲＵの電源投入時の初期アクセ
ス登録、またはアイドルモード中のローミング（ｒｏａｍｉｎｇ）と密接な関係を有する
。アクセス制御問題に対処するために、従来（リリース８以前）のモビリティ管理シグナ
リングが使用できるが、効率的ではない。ＷＴＲＵは、セルにキャンプオン（ｃａｍｐ　
ｏｎ）すると、またはセルを再選択すると、ＬＡ（ロケーションエリア：ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　ａｒｅａ）を変更するたびに、ＬＡ更新メッセージをネットワークモビリティ管理エ
ンティティに送信する。ＬＡは、ＳＩＢ１（システム情報ブロック（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）１）メッセージ内のＮＡＳ（非アクセス層：ｎｏｎ－
ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ）固有情報でブロードキャストされる。ＷＴＲＵがＨＮＢ
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セルのＣＳＧの一部でない場合、ネットワークは、ロケーションエリア拒否メッセージを
用いて応答する。その場合、ＷＴＲＵは、その「禁止ＬＡ」リストにこのＬＡを追加する
ことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　アイドルモードのＷＴＲＵは、そのＷＴＲＵをＣＳＧ内にもたないＨＮＢが高度に密集
しているエリアを動き回っている場合、多くの登録の試みを（無駄に）行うことがある。
これは、シグナリング負荷の増大を招き、回避されるべきである。
【０００５】
　セル再選択に関して、「好ましい」ＨＮＢの付近にいるＷＴＲＵは、好ましいＨＮＢセ
ルを再選択すべきである。これは、このセル再選択を促すための何らかの機構が整備され
ていなければならないことを暗に示唆している。３ＧＰＰリリース７以前の場合、近隣セ
ルに関するセル再選択測定は、現在のセルの品質レベル（Ｓ）が、Ｎserv個のＤＲＸサイ
クルにわたって満たされない場合、またはＳintrasearch、Ｓintersearch、もしくはＳse

archRATmよりも小さい場合に限ってトリガされる。これらのパラメータは、システム情報
の一部としてブロードキャストされる。これは、ＷＴＲＵが好ましいＨＮＢセルの付近に
いる場合、常に好ましいＨＮＢセルを選択すべきかどうかという問題を提出する。特に、
測定をトリガするための付加的な機構が必要とされ、ひとたびトリガされたならば、その
ＨＮＢセルが好んで選ばれるべきである。加えて、ＨＮＢの普及度（ｐｅｎｅｔｒａｔｉ
ｏｎ）はきわめて高くなり得るので、ＷＴＲＵがアクセス不可能なセルにおいて行う測定
の回数を制限するための方法が必要とされる。
【０００６】
　すべてのＷＴＲＵは、緊急通報を掛けるために、ＣＳＧセルへのキャンプオンを許可さ
れる必要がある場合がある。位置確認に関して、通信事業者は、緊急サービスを提供する
ために、ＨＮＢの所在位置を知ることができなければならない。
【０００７】
　また、ＨＮＢに関する別の問題は、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＷＴＲＵが、ＵＲＡ（Ｕ
ＴＲＡＮルーティングエリア（ＵＴＲＡＮ　ｒｏｕｔｉｎｇ　ａｒｅａ））境界を横断す
るときに、ＵＲＡ更新メッセージを送信することである。ＵＲＡは一般に、隣接セルのグ
ループを包含し、ＷＴＲＵがセルをまたいで移動する場合に、再選択シグナリングの数を
低減するように定義される。ネットワークは、ＵＲＡレベルでＷＴＲＵの所在位置を知っ
ており、ＵＲＡに属するすべてのセルにおいてＷＴＲＵを呼び出す。加えて、各セルは、
２つ以上のＵＲＡに属することができる。ＵＲＡのリストは、システム情報の一部として
セルからブロードキャストされる。ＨＮＢの配備に関して、ＨＮＢは、物理的位置に結び
付けられず、ＨＮＢのユーザまたは所有者は、ＨＮＢの配置に関してある程度の柔軟性を
有する。したがって、セルがＵＲＡの静的リストに属する方式は、ＨＮＢのシナリオにお
いては適用できないことがある。加えて、柔軟なＨＮＢ配備は、アイドルモード呼び出し
手順が改善できることを暗に示唆していることもある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　ＨＮＢサービスをサポートする方法および装置が開示される。ＷＴＲＵは、ＨＮＢから
ＨＮＢアクセス制限情報を受信し、ＨＮＢアクセス制限情報に基づいて、ＨＮＢへのアク
セスが許可されていると決定された場合に、ＨＮＢにアクセスする。ＨＮＢアクセス制限
情報は、ＣＳＧ　ＩＤ（限定加入者グループ識別情報）、ＨＮＢセルが利用可能かどうか
を示すステータスビット、ＨＮＢへのアクセスを許可されているＷＴＲＵの識別情報（ｉ
ｄｅｎｔｉｔｙ）、セルへのアクセスが禁止／予約（ｂａｒｒｅｄ／ｒｅｓｅｒｖｅｄ）
されているかどうかを示す情報とすることができる。ＷＴＲＵは、セル再選択のための近
隣セルに関する測定を実行することができる。利用可能な場合にはＷＴＲＵが適切なＨＮ
Ｂセルを使用することを保証するために、現在接続中のセルにおける信号強度がセル再選
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択の閾値を上回る場合であっても、測定をトリガすることができる。測定は、手動で、定
期的に、ネットワークからの命令のもとで、または近くに所在するＨＮＢセルについての
情報を含む近隣セルリストに基づいて、トリガすることができる。ＷＴＲＵがそのＣＳＧ
の一部であるＨＮＢセルを含むマクロセル（ｍａｃｒｏ　ｃｅｌｌ）にＷＴＲＵが入った
場合、パラメータＳintrasearchおよびＳintersearchをより低い値に設定することができ
る。測定は、検出されたＬＡ（ロケーションエリア）またはセル識別情報に基づいて、Ｈ
ＮＢを含むマクロセルにＷＴＲＵが入ったと決定された場合に、トリガすることができる
。アイドルモードのＷＴＲＵは、ＬＡ内のすべてのセルにおいて呼び出しを受けることが
できる。このＬＡが１つ以上のＨＮＢ　ＧＷ（ゲートウェイ）をまたいでいる場合、ＷＴ
ＲＵは、最初に、最後にアクセスしたＨＮＢ　ＧＷにおいて呼び出しを受けることができ
、最後にアクセスしたＨＮＢ　ＧＷを通してＷＴＲＵが見つからなかった場合、次に、Ｌ
Ａを構成する残りのＧＷにおいて呼び出しを受けることができる。ＨＮＢセル内のＵＲＡ
リストは、可能なＨＮＢ再配置を考慮して、動的に変更することができる。または、ＨＮ
Ｂアプリケーション向けにＵＲＡの概念を変更することもできる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、アイドルモードのＷＴＲＵは、シグナリング負荷の増大を招く、多くの
登録の試みを（無駄に）行うことを防止する。また、ＷＴＲＵがアクセス不可能なセルに
おいて行う測定の回数を制限するための方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ＨＮＢ配備シナリオの一例を示す図である。
【図２】ＨＮＢ配備のためのネットワークアーキテクチャの一例を示す図である。
【図３】ＷＴＲＵの一例についてのブロック図である。
【図４】ＨＮＢ　ＧＷなど、ＨＮＢサービスをサポートするための装置のブロック図であ
る。
【図５】ノードＢの一例についてのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明のより詳細な理解は、添付の図面と併せて例として与えられた、以下の説明から
得ることができる。
【００１２】
　「ＷＴＲＵ」という用語は、これ以降で言及される場合、ＵＥ（ユーザ機器）、移動局
、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、ＰＤＡ（携帯情報端末）、
コンピュータ、または無線環境で動作可能な他の任意のタイプのユーザデバイスを含むが
、それらに限定されない。「ノードＢ」という用語は、これ以降で言及される場合、基地
局、サイトコントローラ、ＡＰ（アクセスポイント）、または無線環境で動作可能な他の
任意のタイプのインタフェース装置を含むが、それらに限定されない。「ＨＮＢ　ＧＷ」
という用語は、これ以降で言及される場合、ＨＮＢとコアネットワークの間でインタフェ
ースをとるために使用される任意の装置を含む。
【００１３】
　「ＨＮＢ機能をサポートする」という用語は、ＨＮＢ特有の新しい情報を読み取り、使
用する、またＨＮＢ特有の新しい手順をサポートし、実行する、ＷＴＲＵの能力のことを
指す。「Ｒ８　ＷＴＲＵ」という用語は、ＨＮＢ機能をサポートする能力を有するＷＴＲ
Ｕのことを指し、「非Ｒ８　ＷＴＲＵ」または「レガシＷＴＲＵ」という用語は、そのよ
うな能力をもたないＷＴＲＵのことを指す。ＨＮＢは、Ｒ８　ＷＴＲＵとＲ８より前の（
レガシの）ＷＴＲＵの両方をサポートすべきである。Ｒ８　ＷＴＲＵは、新しい機能を利
用することができるが、レガシＷＴＲＵは、新しいＩＥ（情報要素）のいずれについても
読み取りまたは解釈を行うことができず、新しい手順のいずれについても使用することが
できない。「低速（Low speed）」という用語は、ＷＴＲＵがＨＮＢセルにアクセスする
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ことを可能にするＷＴＲＵ速度のことを指す。「低速」の限界は、ネットワークによって
制御することができる。
【００１４】
　図１は、ＨＮＢ配備シナリオの一例を示す図である。ＨＮＢ１２０ａ、１２０ｂ、１２
０ｃが、３戸の住宅（図示されず）内に配備され、ＨＮＢ１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃ
の各々は、より高位のネットワークノード１４０（例えばＨＮＢ　ＧＷ）に接続される。
ＨＮＢ１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃは、それぞれセル１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃを
カバーする。ＨＮＢ１２０ａ、１２０ｂは、マクロノードＢ１３０によって制御される３
Ｇマクロセル１３２によってカバーされる。ＨＮＢ１２０ｃは、３Ｇカバレージは存在し
ないが、別のシステムによってカバーされるエリア内に配備される。ＷＴＲＵ１１０は、
現在、ＨＮＢ１２０ａの近くにいるが、自由に動き回ることができる。例えば、ＨＮＢ１
２０ａに接続されたＷＴＲＵ１１０は、ＨＮＢ１２０ｂに、３Ｇマクロセル１３２に、ま
たは他のシステムセルに移動することができる。
【００１５】
　図２は、ＨＮＢ配備のためのネットワークアーキテクチャの一例を示す図である。ネッ
トワーク２００は、ＨＮＢアクセスネットワーク１４２と、コアネットワーク１５０とを
含む。ＨＮＢアクセスネットワーク１４２は、少なくとも１つのＨＮＢ１２０と、少なく
とも１つのＨＮＢ　ＧＷ（ゲートウェイ）１４０とを含む。ＨＮＢ１２０は、３０ｋｍ／
時などよりも遅い、低速のＷＴＲＵ１１０をサポートする。ＨＮＢ１２０は、ＨＮＢ　Ｇ
Ｗ１４０に接続され、ＨＮＢ　ＧＷ１４０は、Ｉｕに類似したインタフェースを介してコ
アネットワーク１５０と直接通信する。
【００１６】
　アクセス制限に関する実施形態が以下で開示される。
【００１７】
　第１の実施形態によれば、ＷＴＲＵ１１０およびＨＮＢ１２０は、ＣＳＧ＿ＩＤ（限定
加入者グループ識別情報）を有するように構成される。上で述べられたように、ＨＮＢの
ＣＳＧに属するＷＴＲＵだけが、ＨＮＢ１２０へのアクセスを許可される。ＣＳＧ＿ＩＤ
は、ＨＮＢ１２０のＣＳＧを識別する。ＨＮＢ１２０は、手動で、または何らかのＯＡＭ
（運用および保守（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ））手順を通
して構成することができる。ＷＴＲＵ１１０は、手動で、ＮＡＳ（非アクセス層）シグナ
リングを通して、またはＡＳ（アクセス層（ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ））シグナリ
ングを通して構成することができる。ＨＮＢ１２０は、システム情報の一部としてＣＳＧ
＿ＩＤをブロードキャストすることができ、同じＣＳＧ＿ＩＤを有するように構成された
ＷＴＲＵだけが、ＨＮＢ１２０への登録を試みることを許可される。レガシＷＴＲＵは、
ＣＳＧ＿ＩＤを解釈することができず、ＨＮＢ１２０を介したネットワークへの登録の試
みを防止するために代替方法を必要とする。
【００１８】
　第２の実施形態によれば、ＨＮＢ１２０は、そのＣＳＧ内のすべてのＷＴＲＵを追跡す
ることができ、ＣＳＧ内のすべてのＷＴＲＵがＨＮＢ１２０に登録または接続されている
場合、ＨＮＢ１２０は、セルが利用可能でないことを通知するステータスビットを（ＣＳ
Ｇに属さない）他のＷＴＲＵにブロードキャストすることができる。この通知は、他の基
準に基づいて送信することもできる。例えば、この通知は、高いアップリンク負荷もしく
はダウンリンク負荷、多すぎる登録済みＷＴＲＵ、または高いバックホール負荷などに基
づいて、セルが利用可能でないと決定されたときに、送信することができる。あるいは、
ＨＮＢ１２０は、そのビジーステータス（セルの閉鎖（barring）など）を通知するため
に、他の機構を使用することもできる。これは、ＨＮＢ１２０が、現在登録または接続さ
れていないＷＴＲＵに対してのみセルを禁止することを必要とする。
【００１９】
　第３の実施形態によれば、ＨＮＢ１２０は、ＨＮＢセルにアクセスすることを許可され
たＷＴＲＵの識別コード（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）をシステム情報でブロードキ
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参照して、ＷＴＲＵ１１０がアクセスを許可されているかどうかを決定する。例えば、Ｗ
ＴＲＵは、グループ化することができ、ＧＲＯＵＰ＿ＩＤ（グループ識別情報）を通して
識別することができる。グループ化は、アイドルモードにあるＷＴＲＵの識別情報の１つ
（例えばＩＭＳＩ（国際移動加入者識別情報（ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｍｏｂｉｌ
ｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）））に基づいて行うことができる。ＨＮ
Ｂ　１２０は、そのＣＳＧの一部であるすべてのＧＲＯＵＰ＿ＩＤをブロードキャストす
る。ＷＴＲＵ１１０は、これらのグループの１つの一部である場合に、ＨＮＢ１２０を介
してネットワークに登録しようと試みる。これは、グループに属するＷＴＲＵだけが登録
を試みるので、登録を試みる回数を減少させる。
【００２０】
　どのグループがＣＳＧの一部であるかを示すために、ビットマスク内のフラグを使用す
ることができる。マスク内のビットの数は、グループの数に対応することができる。Ｋビ
ットのマスクは、Ｋ個のグループに対応し、グループは、対応するビットが「１」である
場合にＣＳＧの一部となる。例えば、１６ビットマスクの００００　１１００　００００
　０００１は、グループ０、１０、１１がこのＣＳＧの一部であることを含意することが
でき、ここで、最下位ビットはグループ０の、最上位ビットはグループ１５のフラグとし
て使用される。各ＣＳＧに属するＷＴＲＵの数が増加するのに伴い、必要とされるより多
くのＧＲＯＵＰ＿ＩＤを収容するために、ビットマスクのサイズを増加させることができ
る。
【００２１】
　第４の実施形態によれば、レガシＷＴＲＵがＨＮＢ１２０にアクセスするのを防止する
ため、ＨＮＢ１２０は、「禁止中」、「さらなる拡張のために予約済」、または「通信事
業者が使用するために予約済」としてセルをブロードキャストすることができる。これら
の制限を通知するメッセージを検出した場合、レガシＷＴＲＵは、ＨＮＢセルへのアクセ
スを差し控える。セルが「禁止中」と表示されている場合、ＨＮＢは、セル選択／再選択
をさらに適合させるために、「周波数内セル再選択インジケータ（ｉｎｔｒａ－ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　ｃｅｌｌ　ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」を使用するこ
とができる。例えば、ＨＮＢ１２０がマクロノードＢ１３０とは別個の周波数上にある場
合、ＨＮＢ１２０は、情報要素「周波数内セル再選択インジケータ」を「非許可」として
セルをブロードキャストすることもでき、これは、レガシＷＴＲＵの将来のセル再選択の
試みから周波数全体を禁止する。
【００２２】
　将来の拡張のために予約済としてセルをブロードキャストすることは、セルを禁止し、
周波数を将来のセル再選択において使用できなくする効果を有する。結果として、ＨＮＢ
　１２０とマクロノードＢ１３０は、別個の周波数上にあることが必要とされる。通信事
業者が使用するために予約済としてセルをブロードキャストすることは、（クラス０～９
および１２～１４のすべてのＷＴＲＵに対して）セルを禁止し、周波数を将来のセル再選
択において使用できなくする効果を有する。結果として、ＨＮＢ１２０とマクロノードＢ
１３０は、別個の周波数上にあることが必要とされる。
【００２３】
　セルがＨＮＢセルであることを通知して、Ｒ８　ＷＴＲＵ（ＨＮＢ機能をサポートする
ＷＴＲＵ）がＨＮＢセルにアクセスできるようにするために、追加的な通知を必要とする
ことがある。例えば、これは、表１に示されるような、セルがＨＮＢセルであることを通
知する新しい２ビットＩＥ（Ｃｅｌｌ＿Ｓｔａｔｕｓビット）によって行うことができる
。
【００２４】
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【表１】

【００２５】
　または、Ｒ８　ＷＴＲＵは、このセルからのＣＳＧブロードキャストなど、セルから送
信される他のＳＩＢ情報、または他の任意のＨＮＢ専用情報を用いて、セルがＨＮＢセル
であることを暗黙的に検出することもできる。セルがＨＮＢセルであると決定された場合
、Ｒ８　ＷＴＲＵは、セルの禁止を無視し、セルへの接続またはキャンプオンを試みる。
【００２６】
　ＨＮＢに移行するためのセル再選択（ｃｅｌｌ　ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ＨＮ
Ｂ）に関する実施形態が以下で開示される。
【００２７】
　従来のセル再選択手順は、現在接続中のセルの信号強度が設定閾値を下回った場合に、
他の周波数または他のセルの測定を行うことを開始する。しかし、ＨＮＢの導入に伴い、
ＷＴＲＵは、現在のセルの信号強度が設定閾値を上回っているとしても、ＨＮＢに接続さ
れるのを好むことがある。従来のセル再選択トリガ基準は、現在のセルの信号強度が設定
閾値を上回っているとしても、ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択測定がトリガされ
るように変更される。
【００２８】
　ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択測定は、手動でトリガすることができる。ユー
ザは、自分が好むＨＮＢの付近にいる場合、セル再選択を要求することができる。
【００２９】
　ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択測定は、定期的にトリガすることができる。Ｃ
ＳＧの一部であるＷＴＲＵ１１０は、ＨＮＢを定期的にチェックするように構成すること
ができる。定期的なサーチは、ＷＴＲＵ１１０がＨＮＢ１２０の付近にいる場合、または
構成されたＰＬＭＮ（公衆地上移動体ネットワーク（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉ
ｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ））にＷＴＲＵ１１０が接続されている場合は常時、実行すること
ができる。
【００３０】
　ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択は、パラメータＳintrasearchおよびＳinterSe

archを適切に設定することによって、円滑に行うことができる。ネットワーク（例えばＲ
ＮＣ（無線ネットワークコントローラ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｅｒ）））は、ＷＴＲＵ１１０がＣＳＧの一部であるＨＮＢセルを含むマクロセル１３２
にＷＴＲＵ１１０が入ったときに、パラメータＳintrasearchおよびＳinterSearchを非常
に低い値に設定することができる。これにより、セル再選択測定がより頻繁にトリガされ
る。これにより、レガシＷＴＲＵの場合も同様に、セル再選択測定がより頻繁にトリガさ
れる。したがって、代替として、ＨＮＢ機能をサポートするＷＴＲＵに対してのみ、新し
いＨＮＢ　ＳintrasearchパラメータおよびＨＮＢ　Ｓintersearchパラメータをブロード
キャストすることができ。
【００３１】
　あるいは、マクロセル１３２は、定期的なセルサーチを開始するようＷＴＲＵ１１０に
指示するフラグまたは専用メッセージを送信することができる。
【００３２】
　ネットワークは、（マクロセル１３２に対する）ＨＮＢ１２０ａ、１２０ｂの所在位置
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を知ることができ、マクロセル１３２は、近隣リスト内にＨＮＢセル１２２ａ、１２２ｂ
についての情報を含むことができ、近隣リストは、（例えば周波数内／周波数間セル情報
リストの一部として）マクロセル１３２によってＷＴＲＵ１１０にブロードキャストされ
る。あるいは、マクロセル１３２は、マクロセルによってカバーされるすべてのＨＮＢ１
２０ａ、１２０ｂによってサポートされるすべてのＣＳＧのＩＤからなるリストをブロー
ドキャストすることができる。ＷＴＲＵ１１０は、ＷＴＲＵ１１０が属するＣＳＧのＩＤ
を読み取った場合、ＨＮＢセルサーチをトリガする。
【００３３】
　あるいは、ＷＴＲＵ１１０は、ＨＮＢ１２０が所在するマクロセル１３２のＬＡ（また
はＴＡ（トラッキングエリア）もしくはＲＡ（ルーティングエリア）、これ以降は一括し
て「ＬＡ」）あるいはＣＥＬＬ　ＩＤを記憶していることができる。ＷＴＲＵ１１０は、
保存されたＬＡまたはＣＥＬＬ　ＩＤを有するマクロセル１３２にＷＴＲＵ１１０が入っ
たことを検出した場合、そのＨＮＢ１２０を探索するセルサーチを自動的にトリガする。
ＨＮＢ１２０が検出されない場合、ＷＴＲＵ１１０は、保存されたＬＡまたはＣＥＬＬ　
ＩＤを有するマクロセル１３２に接続されている限り、定期的にサーチをトリガすること
ができる。
【００３４】
　ＨＮＢ１２０が別個の周波数を使用する場合、ＷＴＲＵ１１０がＨＮＢ周波数間におけ
るサーチを優先させるならば、マクロセル１３２からＨＮＢセル１２２ａ、１２２ｂに移
行するためのセル再選択の測定は、ＦＡＣＨ（下りアクセスチャネル（ｆｏｒｗａｒｄ　
ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ））測定の機会に実行することができる。
【００３５】
　ＷＴＲＵ１１０は、近隣セルに関する測定をトリガした場合、セル再選択基準の評価の
際に、ＨＮＢセル１２２ａ、１２２ｂを好んで選ぶべきである。これは、ＨＮＢセル１２
２ａ、１２２ｂが好んで選ばれるように測定を偏向させるセルの個々のオフセットを使用
することによって、達成することができる。あるいは、セル再選択評価基準は、優先順位
を含むように変更することができる。あるいは、ＨＮＢ１２０ａ、１２０ｂは、マクロセ
ルのＰＬＭＮよりも高い優先順位を与えることができる（すなわち好ましいＰＬＭＮとし
て構成された）異なるＰＬＭＮ　ＩＤを有するように構成することができる。
【００３６】
　リリース８　ＷＴＲＵは、ＨＮＢセルへのキャンプオンについての保存された履歴に基
づいて、セル再選択手順を適合させることができる。ＷＴＲＵ１１０は、この履歴に応じ
て、ＨＮＢセル１２２ａ、１２２ｂおよびマクロセル１３２の監視を増加させること、ま
たは減少させることができる。例えば、ＷＴＲＵ１１０は、ＨＮＢセル１２２ａ、１２２
ｂにキャンプオンしている場合、または最近までキャンプオンしていた場合、ＨＮＢセル
１２２ａ、１２２ｂおよびマクロセル１３２を監視し続けることができる。他方、ＷＴＲ
Ｕ１１０は、しばらくの間、ＨＮＢセル１２２ａ、１２２ｂにキャンプオンしていない場
合、より少ない頻度でＨＮＢセル１２２ａ、１２２ｂを監視することができる。状態を決
定するためのパラメータは、専用ＲＲＣ（無線リソース制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ））シグナリングを通して、システム情報のブロードキャストを通
して設定することができ、または指定（ハードコード）することができる。
【００３７】
　ＨＮＢ１２０は（例えば３０ｋｍ／時よりも遅い）低速のＷＴＲＵ１１０だけをサポー
トすれば良いという要件が存在することがあるので、リリース８　ＷＴＲＵは、モビリテ
ィ情報を使用して、ＨＮＢセルに移行するためのセル選択および再選択を制限することが
できる。ＷＴＲＵ１１０は、時間ウィンドウ内のセル再選択の数をカウントすることによ
って、リリース７におけるのと同様に、高モビリティを監視することができる。この数が
閾値を超えた場合、ＷＴＲＵ１１０は、自らを高モビリティＷＴＲＵであると宣言する。
閾値およびウィンドウサイズは、ネットワークによって設定され、高い確率でＷＴＲＵ１
１０が低速ＷＴＲＵでなくなる場合には、高モビリティであると宣言するように適合させ
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ることができる。
【００３８】
　ＨＮＢセルのより小さなセルサイズをより良く考慮するために、ＨＮＢにキャンプオン
するＷＴＲＵ向けの新しい高モビリティ決定手順を定義することができる。加えて、それ
は、ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択のカウントだけに基づくことができる。例え
ば、ＷＴＲＵ１１０は、（セル再選択の代わりに）最良とランク付けされるセルの変化ま
たは変動に基づいて、高モビリティを決定することができる。ＷＴＲＵ１１０は、連続す
る時間間隔（持続時間はＨＮＢセルの典型的なサイズに基づくことができる）にわたって
最良セルを監視することができ、最良セルが頻繁に変化する場合、高モビリティであると
宣言することができる。
【００３９】
　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨにある間、ＷＴＲＵ１１０は、ＲＲＣシグナリングを介してＲＮＣに
測定結果を報告する。これらの測定の一部として、ＷＴＲＵ１１０は、ＨＮＢセルがその
検出された組の一部になったことを報告することができる。ＷＴＲＵ１１０がこのＨＮＢ
セルへのアクセスを許可される場合、ＲＮＣは、このセルを監視し続けるよう（ＲＲＣメ
ッセージを介して）ＷＴＲＵ１１０に通知することができる。ＷＴＲＵ１１０がセルへの
アクセスを許可されない場合、ＷＴＲＵ１１０は、将来の測定においてそのセルを無視せ
よという通知を受けることができる。加えて、ＨＮＢセルが別個の周波数キャリア上にあ
る場合、ＷＴＲＵ１１０がＨＮＢへのアクセスを許可されないならば、ＲＮＣはさらに、
この周波数全体について将来の測定を阻止することができる。ネットワークは、検出ＨＮ
Ｂセル対マクロセルついての測定報告をトリガするための異なる構成パラメータ（閾値）
を有することができる。
【００４０】
　ネットワークは、これ以降で開示される実施形態の１つを使用して、ＨＮＢ１２０の所
在位置を決定することができる。ＨＮＢ１２０には、他のノードＢからの送信を測定する
能力を提供することができる。この情報は、ＨＮＢ所在位置決定のために、ネットワーク
に送信することができる。
【００４１】
　または、ＷＴＲＵ１１０からの測定情報に基づいてＨＮＢ１２０がどこに所在するかを
ネットワークが決定できるように、ＷＴＲＵ１１０は、すべての周波数を監視またはスキ
ャンし、測定情報をネットワークに返送するように命じられることもある。測定は、マク
ロノードＢ　１３０によってそのブロードキャスト情報内のフラグを用いてトリガするこ
とができる。あるいは、ネットワークに測定を要求するために新しいＲＲＣメッセージを
送信することもできる。これは、圧縮モードのような動作を必要とすることがある。
【００４２】
　また他の方法として、ＷＴＲＵ１１０は、２つのセル（マクロセル１３２と、一方が利
用可能であるならばＨＮＢセル１２２ａまたはＨＮＢセル１２２ｂ）に同時にキャンプオ
ンすることもできる。ＷＴＲＵ１１０は、ＷＴＲＵ１１０が両方のセルと通信できるよう
に、（アップリンクおよびダウンリンクにおいて）両方のセルへの送信を時分割多重化す
ることができる。その場合、ネットワークは、マクロセル１３２に対するＨＮＢ１２０の
おおよその所在位置を決定することができる。その後、ネットワークは、ＷＴＲＵ１１０
をノードＢの１つに振り向ける（ｄｉｒｅｃｔ）ことができる。
【００４３】
　ＷＴＲＵの呼び出しに関する実施形態が以下で開示される。
【００４４】
　ＨＮＢセル１２２ａ、１２２ｂにキャンプオンしている（ＩＤＬＥ状態、ＣＥＬＬ＿Ｐ
ＣＨ状態、またはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある）ＷＴＲＵ１１０は、移動体を終点とする呼
のために、ネットワークによって呼び出される必要がある。ＩＤＬＥモードの場合、ネッ
トワークは、ＬＡまたはＲＡレベルでＷＴＲＵ１１０の所在位置を知っており、ＬＡまた
はＲＡに属するすべてのセルにおいてＷＴＲＵ１１０を呼び出す。ＣＥＬＬ＿ＰＣＨにあ
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るＷＴＲＵの場合、ネットワークは、セルレベルでＷＴＲＵ１１０の所在位置を知ってお
り、ＷＴＲＵ１１０は、特定のセルにおいてのみ呼び出される。ＵＲＡ＿ＰＣＨにあるＷ
ＴＲＵの場合、ネットワークは、ＵＲＡレベルでＷＴＲＵ１１０の所在位置を知っており
、ＵＲＡのすべてのセルにおいてＷＴＲＵ１１０を呼び出す。
【００４５】
　ＬＡ（またはＲＡもしくはＴＡ）が２つ以上のＨＮＢ　ＧＷにまたがる場合、ＨＮＢ　
ＧＷは、ＧＷ識別子を各ＴＡ／ＬＡ／ＲＡ更新メッセージに追加することができる。その
後、ネットワークは、最初に、最後にアクセスされたＨＮＢ　ＧＷにおいて、次に、ＴＡ
／ＲＡ／ＬＡを構成する残りのＧＷにおいて、ＷＴＲＵ１１０を呼び出すことができる。
【００４６】
　ＴＡ／ＬＡ／ＲＡが単一のＨＮＢ　ＧＷにまたがる場合、単一のＨＮＢ　ＧＷ下のＨＮ
Ｂは、ＨＰＡ（ＨＮＢ呼び出しエリア（ＨＮＢ　ｐａｇｉｎｇ　ａｒｅａ））に細分する
ことができる。ＨＰＡ識別子は、システム情報の一部としてブロードキャストすることが
でき、セル再選択中に読み取ることができる。ＷＴＲＵ１１０がＨＰＡ境界を横断すると
き、ＨＰＡ更新をトリガすることができる。ＨＰＡ更新は、ＨＮＢ　ＧＷを終点とするこ
とができる。ネットワークは、呼び出しメッセージをＨＮＢ　ＧＷに送信することができ
、ＨＮＢ　ＧＷが、最後にアクセスされたＨＰＡにそれを転送する。ＴＡ／ＲＡ／ＬＡが
２つ以上のＨＮＢ　ＧＷにまたがる場合も、この実施形態を使用することができる。
【００４７】
　ＨＮＢ１２０には、ＨＮＢ１２０が移動されたときにＨＮＢセルに関連付けられたＵＲ
Ａリストを動的に変更する（またはＵＲＡリストをネットワークが変更できるようにネッ
トワークに入力する）能力を提供することができる。これは、ＨＮＢ位置確認情報を使用
することによって達成することができる。以下の技法の１つまたは任意の組み合わせを使
用することができる。
【００４８】
　ネットワークは、オーバレイマクロセルに基づいてＵＲＡを割り当てることができる。
すなわち、ＵＲＡリストは、オーバレイマクロセルのＵＲＡリストと同一にすることがで
きる。ＨＮＢ１２０が新しいマクロセルカバレージエリアに移動された場合、ネットワー
クは、ＨＮＢ１２０内のＵＲＡリストをしかるべく更新することができる。
【００４９】
　または、ＨＮＢ１２０は、その位置を決定するために、何らかの位置決定デバイス（例
えばＧＰＳ（全地球測位システム（ｇｌｏｂａｌ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｙｓｔｅ
ｍ）））を使用することもできる。ＨＮＢ１２０は、所在位置をネットワークに提供する
。ネットワークは、実際のＨＮＢ所在位置とＵＲＡ境界とを相互に参照し、ＨＮＢ１２０
が移動されている場合にはＵＲＡリストを更新する。
【００５０】
　さらに他の方法として、ネットワークは、報告されたＷＴＲＵ測定を使用して、近隣セ
ル情報を取り出し、ＨＮＢのおおよその所在位置を決定することもできる。ネットワーク
は、この情報を使用して、ＨＮＢ　ＵＲＡリストを設定することができる。
【００５１】
　さらには、ＵＲＡリストは、他の何らかの基準に結び付けることができる。例えば、キ
ャンパスタイプの配備では、管理エンティティは、ＨＮＢの物理的所在位置、タイプ、も
しくは（ＨＮＢバックホールの容量などのパラメータを考慮した）能力に従って、または
組織的構造に従って（例えば、倉庫における各部門は独自のＵＲＡを有することができる
）、ＨＮＢを区別（ｓｅｇｒｅｇａｔｅ）することを決定することができる。ＵＲＡアド
レス空間は、Ｋレベルに分割することができる。レベル毎に、１組のＵＲＡアドレスが利
用可能である。この組は、グループＵＲＡアドレスによって参照することができる。各管
理エンティティは、１つまたは複数のグループＵＲＡアドレスを割り当てられ、これらの
グループＵＲＡアドレスの各々は、１組のＵＲＡに関連付けられる。この第１のレベル内
のＵＲＡアドレスは、管理エンティティによって割り当てられる。ＨＮＢは、ＵＲＡリス
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トを用いて、手動で、または何らかのＯＡＭ手順を通して構成することができる。ネット
ワークがＷＴＲＵを呼び出す場合、ゲートウェイは、ＷＴＲＵ　ＩＤからＵＲＡを確定し
た後、呼び出しメッセージをどこに転送すべきかを決定することができる。
【００５２】
　上で開示された実施形態は、別々の実施形態として提示されたが、単独でも、または他
の実施形態と組み合わせても使用できることに留意されたい。技法の多くは他の無線アク
セス技術（例えば３Ｇ　ＬＴＥ（ロングタームエボリューション：ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　
ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ））にも適用できることにさらに留意されたい。
【００５３】
　図３は、ＷＴＲＵ３００の一例についてのブロック図である。ＷＴＲＵは、送受信機３
０２と、コントローラ３０４とを含む。コントローラ３０４は、上で開示されたように、
ＨＮＢからＨＮＢアクセス制限情報を受信し、ＨＮＢアクセス制限情報に基づいて、ＨＮ
Ｂへのアクセスが許可されていると決定された場合に、ＨＮＢにアクセスするように適合
される。
【００５４】
　ＷＴＲＵ３００は、近隣セルまたは他の周波数に関する測定を実行するように適合され
た測定ユニット３０６をさらに含むことができる。セル再選択のための測定は、上で開示
されたように、現在接続中のセルの信号強度がセル再選択の閾値を上回っている場合であ
っても、トリガされ、実行される。コントローラ３０４は、ＨＮＢセルに移行するための
セル再選択基準が満たされている場合に、ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択を実行
する。測定は、手動で、定期的に、ＷＴＲＵ３００がＣＳＧの一部であるＨＮＢセルを含
むマクロセルにＷＴＲＵ３００が入ったときにパラメータＳintrasearchおよびＳinterSe

archをより低い値に設定することによって、定期的セルサーチを要求するネットワークか
らのメッセージに従って、近くに所在するＨＮＢセルについての情報を含む、マクロセル
から受け取った近隣セルリストに基づいて、トリガすることができる。測定は、検出され
たＬＡまたはマクロセルのセル識別情報に基づいて、ＨＮＢを含むマクロセルにＷＴＲＵ
　３００が入ったと決定された場合に、トリガすることができる。測定は、ＷＴＲＵモビ
リティに応じて実行することができる。
【００５５】
　図４は、ＨＮＢサービスをサポートするための装置４００（ＨＮＢ　ＧＷなど）のブロ
ック図である。装置４００は、送受信機４０２と、コントローラ４０４とを含む。コント
ローラ４０４は、上で述べられた機能および手順を実行するように構成される。例えば、
ＷＴＲＵがＬＡ更新を行うとき、コントローラ４０４は、ＧＷ識別子を追加することがで
き、ネットワークが、最後にアクセスされたＨＮＢ　ＧＷにＷＴＲＵ宛ての呼び出しメッ
セージを送信することを可能にする。コントローラ４０４は、最後にアクセスされたＨＮ
Ｂ　ＧＷを通してＷＴＲＵが見つからなかった場合、ＬＡを構成する残りのＧＷに呼び出
しメッセージを送信することができる。コントローラ４０４は、ＨＮＢゲートウェイ下の
ＨＮＢがＨＰＡ（ＨＮＢ呼び出しエリア）に細分されている場合、最後にアクセスされた
ＨＰＡに呼び出しメッセージを送信することができる。別の実施形態によれば、ＨＮＢが
移動された場合、コントローラ４０４は、ＨＮＢセルに関連付けられたＵＲＡリストを更
新することができる。
【００５６】
　図５は、ノードＢ５００の一例についてのブロック図である。ノードＢ５００は、送受
信機５０２と、コントローラ５０４とを含む。コントローラ５０４は、上で述べられたＨ
ＮＢサービスをサポートするための機能および手順を実行するように適合される。例えば
、コントローラ５０４は、ＨＮＢアクセス制限情報をＷＴＲＵに送信し、ＨＮＢアクセス
制限情報に基づいて登録を許可されたＷＴＲＵを受け入れるように適合される。
【００５７】
　実施形態
　１．ＨＮＢサービスを受信する方法。
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【００５８】
　２．ＷＴＲＵがＨＮＢからＨＮＢアクセス制限情報を受信するステップを含む実施形態
１に記載の方法。
【００５９】
　３．ＨＮＢアクセス制限情報に基づいて、ＨＮＢへのアクセスが許可されていると決定
された場合に、ＷＴＲＵがＨＮＢにアクセスするステップを含む実施形態２に記載の方法
。
【００６０】
　４．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＣＳＧ　ＩＤであり、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがＣＳＧ
　ＩＤを有するように構成された場合に、ＨＮＢにアクセスする実施形態２～３のいずれ
か１つに記載の方法。
【００６１】
　５．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＨＮＢセルが利用可能かどうかを示すステータスビッ
トであり、ＷＴＲＵは、ＨＮＢセルが利用可能であることをステータスビットが示す場合
に、ＨＮＢにアクセスする実施形態２～４のいずれか１つに記載の方法。
【００６２】
　６．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＨＮＢへのアクセスを許可されているＷＴＲＵの識別
情報であり、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵ識別情報に基づいて、アクセスが許可されている場合
に、ＨＮＢにアクセスする実施形態２～５のいずれか１つに記載の方法。
【００６３】
　７．ＨＮＢ機能をサポートしないレガシＷＴＲＵがノードＢへのアクセスを阻止される
ように、ＨＮＢアクセス制限情報としてセル禁止／予約ステータスビットが使用される実
施形態２～６のいずれか１つに記載の方法。
【００６４】
　８．ＨＮＢ機能をサポートするＲ８　ＷＴＲＵがセル禁止／予約ステータスビットを無
視してＨＮＢセルにアクセスするように、セルがＨＮＢセルであることを通知するＨＮＢ
特有の表示を受信するステップをさらに含む実施形態７に記載の方法。
【００６５】
　９．ＨＮＢサービスを受信するための方法。
【００６６】
　１０．ＷＴＲＵが近隣セルに関する測定を実行するステップであって、測定は、現在接
続中のセルにおける信号強度がセル再選択のための閾値を上回る場合であってもトリガさ
れるステップを含む実施形態９に記載の方法。
【００６７】
　１１．ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択基準が満たされる場合、ＷＴＲＵがＨＮ
Ｂセルに移行するためのセル再選択を実行するステップを含む実施形態１０に記載の方法
。
【００６８】
　１２．ＷＴＲＵがそのＣＳＧの一部であるＨＮＢセルを含むマクロセルにＷＴＲＵが入
った場合、セル再選択測定をトリガするための閾値は、より低い値に設定される実施形態
１０～１１のいずれか１つに記載の方法。
【００６９】
　１３．ＷＴＲＵが定期的なセルサーチを要求するメッセージをネットワークから受信す
るステップであって、測定は、メッセージによってトリガされるステップをさらに含む実
施形態１０～１２のいずれか１つに記載の方法。
【００７０】
　１４．ＷＴＲＵがセルサーチのための測定を開始するよう指示する手動指示をユーザか
ら受信するステップであって、測定は、手動指示によってトリガされるステップをさらに
含む実施形態１０～１２のいずれか１つに記載の方法。
【００７１】
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　１５．ＷＴＲＵがマクロセルから近隣セルリストを受信するステップであって、近隣セ
ルリストは、近くに所在するＨＮＢセルについての情報を含み、測定は、近隣セルリスト
に基づいてトリガされるステップをさらに含む実施形態１０～１４のいずれか１つに記載
の方法。
【００７２】
　１６．ＷＴＲＵがＬＡとマクロセルのセル識別情報の少なくとも一方を検出するステッ
プであって、測定は、検出されたＬＡまたはセル識別情報に基づいて、ＨＮＢを含むマク
ロセルにＷＴＲＵが入ったと決定された場合にトリガされるステップをさらに含む実施形
態１０～１５のいずれか１つに記載の方法。
【００７３】
　１７．ＨＮＢセルが別個の周波数を使用する場合、ＷＴＲＵは、ＦＡＣＨ測定の機会に
、ＨＮＢ周波数間におけるサーチを優先させる実施形態１０～１６のいずれか１つに記載
の方法。
【００７４】
　１８．セル再選択に関して、マクロセルよりも高い優先順位が、ＨＮＢセルに与えられ
る実施形態１０～１７のいずれか１つに記載の方法。
【００７５】
　１９．ＨＮＢセルにおける測定の頻度は、ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択の履
歴に基づいて設定される実施形態１０～１８のいずれか１つに記載の方法。
【００７６】
　２０．ＷＴＲＵがＷＴＲＵモビリティを監視するステップであって、ＨＮＢセルにおけ
る測定は、ＷＴＲＵモビリティに応じて実行されるステップをさらに含む実施形態１０～
１９のいずれか１つに記載の方法。
【００７７】
　２１．ＷＴＲＵモビリティは、ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択のカウントに基
づいて決定される実施形態２０に記載の方法。
【００７８】
　２２．ＷＴＲＵモビリティを監視するためのモビリティ閾値およびウィンドウサイズは
、ＷＴＲＵが低速であるかどうかを決定できるように適合される実施形態２０～２１のい
ずれか１つに記載の方法。
【００７９】
　２３．ＷＴＲＵモビリティは、最良セルの変化の頻度に基づいて決定される実施形態２
０～２２のいずれか１つに記載の方法。
【００８０】
　２４．ＷＴＲＵが測定報告をネットワークに送信するステップであって、測定報告は、
検出されたＨＮＢセルを含む、ステップをさらに含む実施形態１０～２３のいずれか１つ
に記載の方法。
【００８１】
　２５．ＷＴＲＵがネットワークからメッセージを受信するステップであって、メッセー
ジは、ＷＴＲＵがＨＮＢセルにアクセスすることを許可された場合に、ＨＮＢセルの連続
監視を指示し、ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択は、メッセージに応じて実行され
るステップをさらに含む実施形態２４に記載の方法。
【００８２】
　２６．ＨＮＢサービスをサポートする方法。
【００８３】
　２７．ＷＴＲＵ宛ての呼び出しメッセージを受信するステップを含む実施形態２６に記
載の方法。
【００８４】
　２８．最後にアクセスされたＨＮＢ　ＧＷにおいて、ＷＴＲＵを呼び出すステップであ
って、ＬＡが、２つ以上のＨＮＢ　ＧＷにまたがる、ステップを含む実施形態２７に記載
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の方法。
【００８５】
　２９．ＷＴＲＵが最後にアクセスされたＨＮＢ　ＧＷを通して見つからない場合、ＬＡ
を構成する残りのＨＮＢ　ＧＷにおいて、ＷＴＲＵを呼び出すステップを含む実施形態２
８に記載の方法。
【００８６】
　３０．ＬＡ更新メッセージは、ＬＡ更新メッセージを転送するＨＮＢ　ＧＷの識別情報
を含む実施形態２７～２９のいずれか１つに記載の方法。
【００８７】
　３１．ＨＮＢサービスをサポートするための方法。
【００８８】
　３２．呼び出しメッセージを受信するステップを含む実施形態３１に記載の方法。
【００８９】
　３３．最後にアクセスされたＨＰＡに呼び出しメッセージを送信するステップであって
、ＨＮＢ　ＧＷ下のＨＮＢは、複数のＨＰＡに分割されるステップを含む実施形態３２に
記載の方法。
【００９０】
　３４．ＨＮＢサービスをサポートするための方法。
【００９１】
　３５．ＨＮＢの所在位置を決定するステップを含む実施形態３４に記載の方法。
【００９２】
　３６．ＨＮＢが移動されたときに、ＨＮＢセルに関連付けられたＵＲＡリストを更新す
るステップを含む実施形態３５に記載の方法。
【００９３】
　３７．ＵＲＡは、オーバレイされたマクロセルに基づいて、ＨＮＢに割り当てられる実
施形態３６に記載の方法。
【００９４】
　３８．ＨＮＢの所在位置は、ＨＮＢによって決定され、報告された所在位置に基づいて
ＵＲＡリストが更新されるように、ネットワークに報告される実施形態３５～３７のいず
れか１つに記載の方法。
【００９５】
　３９．ＨＮＢの所在位置は、ＷＴＲＵから報告された測定に基づいて決定される実施形
態３５～３８のいずれか１つに記載の方法。
【００９６】
　４０．ＨＮＢサービスを受信するためのＷＴＲＵ。
【００９７】
　４１．信号を送信および受信するように適合された送受信機を含む実施形態４０に記載
のＷＴＲＵ。
【００９８】
　４２．ＨＮＢからＨＮＢアクセス制限情報を受信し、ＨＮＢアクセス制限情報に基づい
て、ＨＮＢへのアクセスが許可されていると決定された場合に、ＨＮＢにアクセスするよ
うに適合されたコントローラを含む実施形態４１に記載のＷＴＲＵ。
【００９９】
　４３．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＣＳＧ　ＩＤであり、コントローラは、ＷＴＲＵが
ＣＳＧ　ＩＤを有するように構成された場合に、ＨＮＢにアクセスする実施形態４２に記
載のＷＴＲＵ。
【０１００】
　４４．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＨＮＢセルが利用可能かどうかを示すステータスビ
ットであり、コントローラは、ＨＮＢセルが利用可能であることをステータスビットが示
す場合に、ＨＮＢにアクセスする実施形態４２～４３のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
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【０１０１】
　４５．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＨＮＢへのアクセスを許可されているＷＴＲＵの識
別情報であり、コントローラは、ＷＴＲＵ識別情報に基づいて、アクセスが許可されてい
る場合に、ＨＮＢにアクセスする実施形態４２～４４のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１０２】
　４６．ＨＮＢ機能をサポートしないレガシＷＴＲＵがノードＢへのアクセスを阻止され
るように、ＨＮＢアクセス制限情報としてセル禁止／予約ステータスビットが使用される
実施形態４２～４５のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１０３】
　４７．ＨＮＢ機能をサポートするＲ８　ＷＴＲＵがセル禁止／予約ステータスビットを
無視してＨＮＢセルにアクセスするように、コントローラは、セルがＨＮＢセルであるこ
とを通知するＨＮＢ特有の表示を受信する実施形態４６に記載のＷＴＲＵ。
【０１０４】
　４８．ＨＮＢサービスを受信するためのＷＴＲＵ。
【０１０５】
　４９．信号を送信および受信するように適合された送受信機を含む実施形態４８に記載
のＷＴＲＵ。
【０１０６】
　５０．近隣セルに関する測定を実行するように適合された測定ユニットであって、測定
は、現在接続中のセルにおける信号強度がセル再選択のための閾値を上回る場合であって
もトリガされる、測定ユニットを含む実施形態４９に記載のＷＴＲＵ。
【０１０７】
　５１．ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択基準が満たされる場合、ＨＮＢセルに移
行するためのセル再選択を実行するように適合されたコントローラを含む実施形態５０に
記載のＷＴＲＵ。
【０１０８】
　５２．ＷＴＲＵがそのＣＳＧの一部であるＨＮＢセルを含むマクロセルにＷＴＲＵが入
った場合、セル再選択測定をトリガするための閾値は、より低い値に設定される実施形態
５０～５１のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１０９】
　５３．測定は、定期的なセルサーチを要求するネットワークから受信するメッセージに
よってトリガされる実施形態５０～５２のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１０】
　５４．測定は、ユーザからの手動指示によってトリガされる実施形態５０～５２のいず
れか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１１】
　５５．測定は、マクロセルから受信する近隣セルリストに基づいてトリガされ、近隣セ
ルリストは、近くに所在するＨＮＢセルについての情報を含む実施形態５０～５４のいず
れか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１２】
　５６．測定は、検出されたＬＡまたはマクロセルのセル識別情報に基づいて、ＨＮＢを
含むマクロセルにＷＴＲＵが入ったと決定された場合にトリガされる実施形態５０～５５
のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１３】
　５７．セル再選択に関して、マクロセルよりも高い優先順位が、ＨＮＢセルに与えられ
る実施形態５０～５６のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１４】
　５８．ＨＮＢセルにおける測定の頻度は、ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択の履
歴に基づいて設定される実施形態５０～５７のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１５】
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　５９．ＨＮＢセルにおける測定は、ＷＴＲＵモビリティに応じて実行される実施形態５
０～５８のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１６】
　６０．ＷＴＲＵモビリティは、ＨＮＢセルに移行するためのセル再選択のカウントに基
づいて決定される実施形態５９に記載のＷＴＲＵ。
【０１１７】
　６１．ＷＴＲＵモビリティを監視するためのモビリティ閾値およびウィンドウサイズは
、ＷＴＲＵが低速であるかどうかを決定できるように適合される実施形態５９～６０のい
ずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１８】
　６２．ＷＴＲＵモビリティは、最良セルの変化の頻度に基づいて決定される実施形態５
９～６１のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１９】
　６３．コントローラは、検出されたＨＮＢセルを含む測定報告をネットワークに送信し
、ネットワークから受信したメッセージに基づいて、セル再選択を実行するように適合さ
れ、メッセージは、ＷＴＲＵがＨＮＢセルにアクセスすることを許可された場合に、ＨＮ
Ｂセルの連続監視を指示する実施形態５０～６２のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１２０】
　６４．ＨＮＢサービスをサポートする装置。
【０１２１】
　６５．ＷＴＲＵ宛ての呼び出しメッセージを受信するように適合された送受信機を含む
実施形態６４に記載の装置。
【０１２２】
　６６．最後にアクセスされたＨＮＢ　ＧＷにＷＴＲＵ宛ての呼び出しメッセージを送信
するように適合されたコントローラであって、ＬＡが、２つ以上のＨＮＢ　ＧＷにまたが
り、ＷＴＲＵが最後にアクセスされたＨＮＢ　ＧＷを通して見つからない場合、ＬＡを構
成する残りのＨＮＢ　ＧＷに呼び出しメッセージを送信するように適合されたコントロー
ラを含む実施形態６５に記載の装置。
【０１２３】
　６７．コントローラは、ＨＮＢ　ＧＷ識別情報をＬＡ更新メッセージに追加する実施形
態６６に記載の装置。
【０１２４】
　６８．ＨＮＢサービスをサポートするための装置。
【０１２５】
　６９．呼び出しメッセージを受信するように適合された送受信機を含む実施形態６８に
記載の装置。
【０１２６】
　７０．最後にアクセスされたＨＰＡに呼び出しメッセージを送信するように適合された
コントローラであって、ＨＮＢゲートウェイ下のＨＮＢは、複数のＨＰＡに細分されるコ
ントローラを含む実施形態６９に記載の装置。
【０１２７】
　７１．送受信機を含む実施形態６８に記載の装置。
【０１２８】
　７２．ＨＮＢの所在位置を決定し、ＨＮＢが移動されたときに、ＨＮＢセルに関連付け
られたＵＲＡリストを更新するように適合されたコントローラを含む実施形態７１に記載
の装置。
【０１２９】
　７３．ＵＲＡは、オーバレイされたマクロセルに基づいて、ＨＮＢに割り当てられる実
施形態７２に記載の装置。
【０１３０】
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　７４．ＨＮＢの所在位置は、ＨＮＢによって決定され、報告された所在位置に基づいて
ＵＲＡリストが更新されるように、ネットワークに報告される実施形態７２～７３のいず
れか１つに記載の装置。
【０１３１】
　７５．ＨＮＢの所在位置は、ＷＴＲＵから報告された測定に基づいて決定される実施形
態７２～７４のいずれか１つに記載の装置。
【０１３２】
　７６．ＨＮＢの所在位置は、マクロセルとＨＮＢセルへの同時接続に基づいて決定され
る実施形態７２～７５のいずれか１つに記載の装置。
【０１３３】
　７７．ＨＮＢサービスをサポートするための方法。
【０１３４】
　７８．ＨＮＢアクセス制限情報をＷＴＲＵに送信するステップを含む実施形態７７に記
載の方法。
【０１３５】
　７９．ＨＮＢアクセス制限情報に基づいて、キャンプオンを許可されたＷＴＲＵを受け
入れるステップを含む実施形態７８に記載の方法。
【０１３６】
　８０．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＣＳＧ　ＩＤであり、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがＣＳ
Ｇ　ＩＤを有するように構成された場合に、ＨＮＢにアクセスする実施形態７８～７９の
いずれか１つに記載の方法。
【０１３７】
　８１．セル制限情報は、ＨＮＢセルが利用可能かどうかを示すステータスビットであり
、ＷＴＲＵは、ＨＮＢセルが利用可能であることをステータスビットが示す場合に、ＨＮ
Ｂにアクセスする実施形態７８～８０のいずれか１つに記載の方法。
【０１３８】
　８２．ステータスビットは、ＨＮＢにキャンプオンしているＷＴＲＵ、アップリンクお
よび／またはダウンリンク負荷ステータス、ならびにバックホール負荷のうちの少なくと
も１つに基づいて設定される実施形態７８～８１のいずれか１つに記載の方法。
【０１３９】
　８３．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＨＮＢへのアクセスを許可されているＷＴＲＵの識
別情報であり、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵ識別情報に基づいて、アクセスが許可されている場
合に、ＨＮＢにアクセスする実施形態７８～８２のいずれか１つに記載の方法。
【０１４０】
　８４．ノードＢは、ＨＮＢ機能をサポートしないレガシＷＴＲＵからのノードＢへのア
クセスを阻止するために、セル禁止／予約ステータスビットを、レガシＷＴＲＵに対する
ＨＮＢアクセス制限情報として使用する実施形態７８～８３のいずれか１つに記載の方法
。
【０１４１】
　８５．周波数内セル再選択インジケータが、セル選択および再選択を適合させるために
使用される実施形態８４に記載の方法。
【０１４２】
　８６．周波数内セル再選択インジケータは、ＨＮＢセルが別個の周波数上にある場合、
周波数全体を禁止するために使用される実施形態８５に記載の方法。
【０１４３】
　８７．ＨＮＢ機能をサポートするＲ８　ＷＴＲＵがセル禁止／予約ステータスビットを
無視してノードＢにアクセスするように、ノードＢがＨＮＢであることをＲ８　ＷＴＲＵ
に通知するＨＮＢ特有の表示をブロードキャストするステップをさらに含む実施形態７８
～８６のいずれか１つに記載の方法。
【０１４４】
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　８８．ＨＮＢサービスをサポートするためのノードＢ。
【０１４５】
　８９．信号を送信および受信するように適合された送受信機を含む実施形態８８に記載
のノードＢ。
【０１４６】
　９０．ＨＮＢアクセス制限情報をＷＴＲＵに送信し、ＨＮＢアクセス制限情報に基づい
て、キャンプオンを許可されたＷＴＲＵを受け入れるように適合されたコントローラを含
む実施形態８９に記載のノードＢ。
【０１４７】
　９１．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＣＳＧ　ＩＤであり、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがＣＳ
Ｇ　ＩＤを有するように構成された場合に、ＨＮＢにアクセスする実施形態９０に記載の
ノードＢ。
【０１４８】
　９２．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＨＮＢセルが利用可能かどうかを示すステータスビ
ットであり、ＷＴＲＵは、ＨＮＢセルが利用可能であることをステータスビットが示す場
合に、ＨＮＢにアクセスする実施形態９０～９１のいずれか１つに記載のノードＢ。
【０１４９】
　９３．ステータスビットは、ＨＮＢにキャンプオンしているＷＴＲＵ、アップリンクお
よび／またはダウンリンク負荷ステータス、ならびにバックホール負荷のうちの少なくと
も１つに基づいて設定される実施形態９２に記載のノードＢ。
【０１５０】
　９４．ＨＮＢアクセス制限情報は、ＨＮＢへのアクセスを許可されているＷＴＲＵの識
別情報であり、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵ識別情報に基づいて、アクセスが許可されている場
合に、ＨＮＢにアクセスする実施形態９０～９３のいずれか１つに記載のノードＢ。
【０１５１】
　９５．ＨＮＢ機能をサポートしないレガシＷＴＲＵがノードＢへのアクセスを阻止され
るように、レガシＷＴＲＵに対するＨＮＢアクセス制限情報としてセル禁止／予約ステー
タスビットが使用される実施形態９０～９４のいずれか１つに記載のノードＢ。
【０１５２】
　９６．コントローラは、Ｒ８　ＷＴＲＵがセル禁止／予約ステータスビットを無視して
ノードＢにアクセスするように、ノードＢがＨＮＢであることをＲ８　ＷＴＲＵに通知す
るＨＮＢ特有の表示をブロードキャストするようにさらに適合される実施形態９５に記載
のノードＢ。
【０１５３】
　９７．コントローラは、セル選択および再選択を適合させるために、周波数内セル再選
択インジケータを送信する実施形態９６に記載のノードＢ。
【０１５４】
　９８．周波数内セル再選択インジケータは、ＨＮＢセルが別個の周波数上にある場合、
周波数全体を禁止するために使用される実施形態９７に記載のノードＢ。
【０１５５】
　上では特徴および要素が特定の組み合わせで説明されたが、各特徴または要素は、他の
特徴および要素を伴わずに単独で使用することができ、または他の特徴および要素を伴う
もしくは伴わない様々な組み合わせで使用することができる。本明細書で提供された方法
またはフローチャートは、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行される、コン
ピュータ可読記憶媒体に含まれるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファー
ムウェアで実施することができる。コンピュータ可読記憶媒体の例は、ＲＯＭ（リードオ
ンリメモリ）、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導
体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気
媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭディスクおよびＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）などの光
媒体を含む。
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【０１５６】
　適切なプロセッサは、例を挙げると、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセ
ッサ、ＤＳＰ（デジタル信号プロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連
携する１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ
）回路、他の任意のタイプのＩＣ（集積回路）、および／または状態マシーンを含む。
【０１５７】
　ソフトウェアと連携するプロセッサは、ＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）、ＵＥ（ユー
ザ機器）、端末、基地局、ＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）、または任意のホス
トコンピュータにおいて使用される無線周波数送受信機を実施するために使用することが
できる。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオフォン、スピーカフォン
、バイブレーションデバイス、スピーカ、マイクロフォン、テレビトランシーバ、ハンズ
フリーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＦＭラ
ジオユニット、ＬＣＤ（液晶表示）ディスプレイユニット、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオー
ド）ディスプレイユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプ
レーヤモジュール、インターネットブラウザ、および／または任意のＷＬＡＮ（無線ロー
カルエリアネットワーク）もしくはＵＷＢ（超広帯域）モジュールなど、ハードウェアお
よび／またはソフトウェアで実施されるモジュールと併せて使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５８】
　本発明は、３Ｇ（第３世代）ネットワークおよび３Ｇネットワークで使用されるＷＴＲ
Ｕ（無線送受信ユニット）に利用できる。
【符号の説明】
【０１５９】
　１１０　ＷＴＲＵ
　１２０　ホームノードＢ
　１４０　ＨＮＢゲートウェイ
　１５０　コアネットワーク
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