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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局における方法であって、前記方法は、
　セルを検出し、前記セルに関する信号強度計測を行うことと、
　最小の受信された信号強度および最小の受信された信号品質のうちの少なくとも一方を
含む測定報告基準を前記セルが満たし続ける限り、前記セルに関する測定レポートを伝送
することと、
　前記セルに関する測定レポート伝送についての第１の制約条件が満たされる場合に、
　　第１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する測定レポートを伝送することを控
えることと、
　　前記セルが前記測定報告基準を満たしているかどうかにかかわらず、決定された期間
の間、前記セルに関する測定レポートを伝送することを控えることと、
　　前記決定された期間の後、前記セルに関する測定レポートを伝送することと
　を行うことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記セルに関する任意の測定レポートを伝送することを控えることをさらに含み、前記
セルに関する任意の測定レポートを伝送することを控えることは、前記第１の制約条件が
満たされる場合に、前記第１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する測定レポート
を伝送することを控えることを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記第１の制約条件が満たされる場合に、第２の測定レポート形式を用いて前記セルに
関する測定レポートを伝送し続けることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　第２の制約条件が満たされた後に、
　最小の受信された信号強度および最小の受信された信号品質のうちの少なくとも一方を
含む測定報告基準を前記セルが満たし続ける限り、前記セルに関する測定レポートを伝送
することと、
　前記セルに関する測定レポート伝送についての第１の制約条件が満たされる場合に、第
１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する測定レポートを伝送することを控えるこ
とと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記セルに関する測定レポートを伝送することは、
　第１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する少なくとも１つの測定レポートを伝
送することと、
　第２の測定レポート形式を用いて前記セルに関する少なくとも１つの測定レポートを伝
送することと
　を含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　移動局であって、前記移動局は、
　プロセッサと、
　受信機と、
　送信機と
　を含み、
　前記移動局は、
　　前記受信機が、セルを検出し、前記プロセッサが、前記セルに関する信号強度計測を
行い、
　　前記送信機が、最小の受信された信号強度および最小の受信された信号品質のうちの
少なくとも一方を含む測定報告基準を前記セルが満たし続ける限り、前記セルに関する測
定レポートを伝送し、
　　前記セルに関する測定レポート伝送についての第１の制約条件が満たされる場合に、
　　　前記送信機が、第１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する測定レポートを
伝送することを控えることと、
　　　前記セルが前記測定報告基準を満たしているかどうかにかかわらず、前記送信機が
、決定された期間の間、前記セルに関する測定レポートを伝送することを控えることと、
　　　前記決定された期間の後、前記送信機が、前記セルに関する測定レポートを伝送す
ることと
　を行うように構成されている、移動局。
【請求項７】
　前記移動局は、前記送信機が、前記セルに関する任意の測定レポートを伝送することを
控えるようにさらに構成されており、前記セルに関する任意の測定レポートを伝送するこ
とを控えることは、前記第１の制約条件が満たされる場合に、前記第１の測定レポート形
式を用いて前記セルに関する測定レポートを伝送することを控えることを含む、請求項６
に記載の移動局。
【請求項８】
　前記移動局は、前記送信機が、前記第１の制約条件が満たされる場合に、第２の測定レ
ポート形式を用いて前記セルに関する測定レポートを伝送し続けるようにさらに構成され
ている、請求項６に記載の移動局。
【請求項９】
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　前記移動局は、
　第２の制約条件が満たされた後に、
　　前記送信機が、最小の受信された信号強度および最小の受信された信号品質のうちの
少なくとも一方を含む測定報告基準を前記セルが満たし続ける限り、前記セルに関する測
定レポートを伝送し、
　　前記送信機が、前記セルに関する測定レポート伝送についての第１の制約条件が満た
される場合に、第１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する測定レポートを伝送す
ることを控える
　ようにさらに構成されている、請求項６に記載の移動局。
【請求項１０】
　前記送信機が、前記セルに関する測定レポートを伝送することは、
　　前記送信機が、第１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する少なくとも１つの
測定レポートを伝送することと、
　　前記送信機が、第２の測定レポート形式を用いて前記セルに関する少なくとも１つの
測定レポートを伝送することと
　を含む、請求項６～９のいずれか一項に記載の移動局。
【請求項１１】
　プログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な格納媒体であって、前記プログラ
ムは、
　セルを検出し、前記セルに関する信号強度計測を行うことと、
　最小の受信された信号強度および最小の受信された信号品質のうちの少なくとも一方を
含む測定報告基準を前記セルが満たし続ける限り、前記セルに関する測定レポートを伝送
することと、
　前記セルに関する測定レポート伝送についての第１の制約条件が満たされる場合に、
　　第１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する測定レポートを伝送することを控
えることと、
　　前記セルが前記測定報告基準を満たしているかどうかにかかわらず、決定された期間
の間、前記セルに関する測定レポートを伝送することを控えることと、
　　前記決定された期間の後、前記セルに関する測定レポートを伝送することと
　を移動局に行わせる、コンピュータ読み取り可能な格納媒体。
【請求項１２】
　前記プログラムは、前記セルに関する任意の測定レポートを伝送することを控えること
を前記移動局にさらに行わせ、前記セルに関する任意の測定レポートを伝送することを控
えることは、前記第１の制約条件が満たされる場合に、前記第１の測定レポート形式を用
いて前記セルに関する測定レポートを伝送することを控えることを含む、請求項１１に記
載のコンピュータ読み取り可能な格納媒体。
【請求項１３】
　前記プログラムは、前記第１の制約条件が満たされる場合に、第２の測定レポート形式
を用いて前記セルに関する測定レポートを伝送し続けることを前記移動局にさらに行わせ
る、請求項１１に記載のコンピュータ読み取り可能な格納媒体。
【請求項１４】
　前記プログラムは、
　第２の制約条件が満たされた後に、
　　最小の受信された信号強度および最小の受信された信号品質のうちの少なくとも一方
を含む測定報告基準を前記セルが満たし続ける限り、前記セルに関する測定レポートを伝
送することと、
　　前記セルに関する測定レポート伝送についての第１の制約条件が満たされる場合に、
第１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する測定レポートを伝送することを控える
ことと
　を前記移動局にさらに行わせる、請求項１１に記載のコンピュータ読み取り可能な格納
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媒体。
【請求項１５】
　前記セルに関する測定レポートを伝送することは、
　第１の測定レポート形式を用いて前記セルに関する少なくとも１つの測定レポートを伝
送することと、
　第２の測定レポート形式を用いて前記セルに関する少なくとも１つの測定レポートを伝
送することと
　を含む、請求項１１～１４のいずれか一項に記載のコンピュータ読み取り可能な格納媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（分野）
　本願は、測定レポートを伝送するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ（登録商標）　Ｅｄｇｅ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）では、測定レポート（すなわち、隣接セルの信号強度／質の測定を含有するメッセ
ージ）が、固定サイズメッセージの中で送信される。各メッセージは、長さが約２０オク
テットであり、典型的には、約６個のセルに対する情報を含有する。
【０００３】
　ＧＥＲＡＮにおけるいくつかの測定レポートは、測定されたセルのＲＡＴ（無線アクセ
ス技術）を明示的に示さず、代わりに、周波数インデックスが使用され、範囲（０－３１
）が、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅ
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕ
ＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に分け
られる。
【０００４】
　ネットワークは、測定報告基準（例えば、最低信号強度および／または質）を信号伝達
することができ、セルがこれらの基準を満たさない場合、携帯電話は、測定レポートの中
でそのセルを報告しないものとする。単一の報告に含むことができるよりも多くのセルが
基準を満たす場合、優先順位付け方式が特定される（この優先順位付けのいくつかのパラ
メータは、ネットワークによって信号伝達されてもよい）。
【０００５】
　いくつかのセルは、ＰＬＭＮ（公衆陸上移動ネットワーク）オペレータがセルの場所／
動作を制御しないという意味において、制御されていない。他のセルは、オペレータがセ
ルの場所／動作を制御するという意味において、制御される。制御されていないセルの実
施例は、例えば、ＣＳＧ（閉鎖加入者グループ）セル、ホームイーノードｂおよびホーム
ノードｂによって制御されるセルを含む。これらのセルはまた、通常の無線／セル計画を
受けていないという意味で、「協調していない」と呼ばれることもある。
【０００６】
　概して、制御されたセルに対するハンドオーバを行う多くの方法があると理解される。
この文脈でのハンドオーバは、特に、デバイスのサービングセルのコントローラからの要
求に応答して、移動局が標的セルへのセル変更を行う前に、そのセルにおける伝送および
／または受信のためのリソース（例えば、タイムスロット、周波数チャネル、スクランブ
ル用コード等）が移動局に割り付けられる、セル変更を指す。
【０００７】
　制御されていないセルは、オペレータによって所有されている周波数帯を使用するよう
に構成されてもよいが、ネットワークオペレータは、制御されたセルと同じ制御を制御さ
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れていないセルに対して持たない。典型的には、ネットワークオペレータは、支持構造（
電波塔等）を所有しない、バックホール接続（例えば、デジタル加入者回線（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ／ＤＳＬ）接続）を所有または制御しない、所与
の制御されていないセルのスイッチが入れられる時を認知していないか、あるいは制御し
ない、および／または制御されていないセルの場所を認知していなくてもよい、あるいは
制御しなくてもよい。オペレータは、典型的には、オペレータが周波数帯のライセンスを
所有する場合に、動作周波数、伝送電力等の種々のパラメータを依然として制御する。
【０００８】
　制御された、または制御されていない標的セルへのハンドオーバを行うために、ＭＳ（
移動局）は、典型的には、ハンドオーバ過程を開始することができるように、標的セルに
関する識別情報を現在のサービングセルに提供する必要がある。具体的には、現在のサー
ビングセルは、標的セルに対するセルコントローラと（おそらくコアネットワークを介し
て）通信できる必要がある。しかしながら、現在のサービングセルは、セルに対する明示
的な識別情報（セルグローバル識別等）が提供されない限り、標的の制御されていないセ
ルに対するセルコントローラに到達する方法を認識しない場合がある。これは、その様な
セルへのハンドオーバを困難にする。対照的に、制御された標的セルについては、サービ
ングセルまたはネットワークの何らかの部分が、セルの他の識別特徴（動作周波数、スク
ランブル用コード等）を標的セルまたはそのコントローラの識別にマップできてもよいた
め、サービングセルが標的の制御されたセルに対するセルコントローラに到達できるため
に、標的の制御されたセルからの放送情報の取得を必要としないか、または引き起こさな
い、標的セルについての情報を、移動局が現在のサービングセルに提供することが十分で
あってもよい。
【０００９】
　セルコントローラは、必ずしも、制御されていないセル（より一般的には別のセル）の
物理層識別（周波数、拡散コード等）をそれぞれのコントローラの識別（またはメッセー
ジを標的コントローラに送るためにコアネットワーク内の他の場所で使用することができ
る識別）にマップしなくてもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、一般に、制御されていないセルのハンドオーバのために、移動局が、制御
されたセルへのハンドオーバの場合よりも多くの標的セルに関する識別情報を提供しなけ
ればならなくなることが予期される。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　測定レポートの中のＣＳＧセルの識別は、「ルーティングパラメータ」の包含を通して
達成される。これらのルーティングパラメータは、標的セルのコントローラに接触し、ハ
ンドオーバコマンドメッセージを要求するために、サービングセルコントローラによって
使用される。ＭＳは、典型的には、標的セルの放送システム情報を読み取ることによって
、測定レポートを送信する前にこれらを得て、また、この情報を記憶させてもよい。
【００１２】
　いくつかの既存の測定レポートメッセージは、（部分的に）「周波数インデックス」（
０．．３１）を使用して、セルを識別し、各周波数インデックスは、定格（すなわち、非
ＣＳＧ）物理搬送周波数を表す。インデックスは、ＧＳＭ（登録商標）、ＵＭＴＳ、また
はＥ－ＵＴＲＡＮ周波数（のうちの最大でも１つ）に使用されてもよい。物理周波数への
インデックスのマッピングは、移動局によって受信される処理隣接セルリスト（ＮＣＬ）
に対する複雑な規則に基づく。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　セルを検出し、該セルに関する信号強度測定を行うことと、



(6) JP 5945583 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

　セルに関して、そのセルが、受信された信号の強度および質のうちの少なくとも１つに
関する測定報告基準を満たし続ける限り、該セルに関する測定レポートを伝送することで
あって、該セルに関する測定レポート伝送についての第１の制約条件が満たされる場合に
、第１の測定レポート形式を使用する該セルに関する測定レポートを伝送することを控え
る、ことと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記第１の制約条件が満たされる場合に、前記セルに関するあらゆる測定レポートを伝
送することを控えることをさらに含み、該控えることは、前記第１の測定レポート形式を
使用する該セルに関する測定レポートを伝送することを控えることを含む、項目１に記載
の方法。
（項目３）
　前記第１の制約条件が満たされる場合に、第２の測定レポート形式を使用する前記セル
に関する測定レポートを伝送し続けることをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　第２の制約条件が満たされた後に、前記セルに関して、そのセルが、受信された信号の
強度および質のうちの少なくとも１つに関する測定報告基準を満たし続ける限り、該セル
に関する測定レポートを伝送し、該セルに関する測定レポート伝送への第１の制約条件が
満たされる場合に、第１の測定レポート形式を使用する該セルに関する測定レポートを伝
送することを控えることを反復することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目５）
　前記第１の制約条件は、測定レポートの最大数である、項目１～４のうちのいずれか１
項に記載の方法。
（項目６）
　前記第１の制約条件は、前記第１の測定レポート形式を使用する測定レポートの最大数
である、項目１～４のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目７）
　前記第１の制約は、定義された期間内の測定レポートの最大数である、項目１～４のう
ちのいずれか１項に記載の方法。
（項目８）
　前記第１の制約条件は、定義された期間内の前記第１の測定レポート形式を使用する測
定レポートの最大数である、項目１～４のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目９）
　前記第１の制約条件は、連続した測定レポートの最大数である、項目１～４のうちのい
ずれか１項に記載の方法。
（項目１０）
　移動局が、先行する定義された期間内に該移動局が報告しなかったセルに対する測定レ
ポートを送信する場合に、前記第１の測定レポート形式を使用する該測定レポートを送信
することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１１）
　前記セルが測定報告基準を満たしている間、同じセルに対して少なくともさらにＮ＿ｍ
ｉｎ－１個のレポートを送信することをさらに含み、該送信することは、該レポートのう
ちの最後のものが、前記第１の測定レポート形式を使用し、該レポートのうちの残りのも
のが、第２の測定レポート形式を使用する、項目１０に記載の方法。
（項目１２）
　前記第１の制約条件は、前記セルに関する測定レポートの伝送のための期間の満了であ
る、項目１～４のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目１３）
　前記移動局が、先行する定義された期間内に該移動局が報告しなかったセルに対する測
定レポートを送信する場合に、そのセルが測定報告基準を満たし続ける限り、該セルに関
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する少なくともＮ＿ｍｉｎ－１個のさらなる測定レポートを伝送することをさらに含む、
項目１～４のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目１４）
　前記移動局が、先行する定義された期間内に該移動局が報告しなかったセルに対する測
定レポートを送信する場合に、そのセルが測定報告基準を満たし続ける限り、少なくとも
定義された期間にわたって、該セルに関するさらなる測定レポートを伝送することをさら
に含む、項目１～４のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目１５）
　前記セルに関する測定レポートを伝送することを控えることは、該セルが前記測定報告
基準を満たすにかかわらず、特定の期間にわたって前記セルに関する測定レポートを伝送
することを控えることを含む、項目１～４のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目１６）
　前記第１の制約条件は、単一の測定レポートメッセージにおいて測定報告基準を満たす
全てのセルを報告することが可能ではないことを部分的に含む、項目１～１５のいずれか
１項に記載の方法。
（項目１７）
　セルに関する測定レポートを伝送することは、
　該セルに関して、第１の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポートを
伝送することと、
　該セルに関して、第２の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポートを
伝送することと
　を含む、項目１～１６のいずれか１項に記載の方法。
（項目１８）
　前記セルに関する測定レポートを送信した後に、そのセルが測定報告基準を満たし続け
る限り、該セルに関する測定レポートを伝送することをさらに含み、該伝送することによ
り、前記第１の測定レポート形式を使用する少なくともＮ＿ＲＰ＿ｍｉｎ個の測定レポー
トが伝送される、項目１７に記載の方法。
（項目１９）
　前記セルに関する測定レポートを送信した後に、そのセルが測定報告基準を満たし続け
る限り、該セルに関する測定レポートを伝送することをさらに含み、該伝送することによ
り、前記第１の測定レポート形式を使用して少なくともＮ＿ＲＰ＿ｍｉｎ個の測定レポー
トが伝送され、および定義された期間に該同じセルに対して、該第１の測定レポート形式
を使用してＮ＿ＲＰ＿ｍａｘ個以下の測定レポートが伝送される、項目１７に記載の方法
。
（項目２０）
　測定レポートを伝送することは、前記第１の測定レポート形式を使用する測定レポート
、および前記第２の測定レポート形式を使用する測定レポートについての定義されたシー
ケンスを伝送することを含む、項目１７に記載の方法。
（項目２１）
　少なくとも１つの測定レポートについて、該測定レポートが前記定義されたシーケンス
の中にある場所についての指示を含むことをさらに含む、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　少なくとも１つの測定レポートについて、該測定レポートが測定レポートのシーケンス
の中にある場所についての指示を含むことをさらに含む、項目１７に記載の方法。
（項目２３）
　前記定義されたシーケンスの少なくとも前記第１の測定レポートは、前記第１の測定レ
ポート形式を使用する、項目２０に記載の方法。
（項目２４）
　前記定義されたシーケンスは、Ｎ個毎のレポートが前記第１の測定レポート形式を使用
する様なものである、項目２０に記載の方法。
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（項目２５）
　前記第１の制約条件は、測定レポートの最大数であり、該方法は、
　前記セルに関する測定レポートを送信した後に、そのセルが測定報告基準を満たし続け
る限り、該セルに関する少なくともＮ＿ｍｉｎ－１個のさらなる測定レポートを伝送する
ことをさらに含む、項目１３に記載の方法。
（項目２６）
　前記Ｎ＿ｍｉｎ個の測定レポートは、前記第１の測定レポート形式を使用する少なくと
もＮ＿ＲＰ＿ｍｉｎ個の測定レポート、および該第１の測定レポート形式を使用する最大
でもＮ＿ＲＰ＿ｍａｘ個の測定レポートを含む、項目２５に記載の方法。
（項目２７）
　制御されていないセルに関して適用される、項目１～２６のいずれかに記載の方法。
（項目２８）
　前記第１の測定レポート形式は、ルーティングパラメータを含有する測定レポート形式
である、項目１～２７のいずれかに記載の方法。
（項目２９）
　セルを検出し、該セルに関する信号強度測定を行うことと、
　セルに関して、第１の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポートを伝
送することと、
　該セルに関して、第２の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポートを
伝送することと
　を含む、方法。
（項目３０）
　移動局が、先行する定義された期間内に該移動局が報告しなかったセルに対する測定レ
ポートを送信する場合、前記第１の測定レポート形式を使用する該測定レポートを伝送す
ることと、該セルが適用測定報告基準を満たしている間、該同じセルに対してさらなるＮ
＿ｍｉｎ－１個のレポートを送信することであって、そのうちの最後のものは、該第１の
測定レポート形式を使用する、こととをさらに含む、項目２９に記載の方法。
（項目３１）
　前記セルに関する測定レポートを送信した後に、そのセルが測定報告基準を満たし続け
る限り、少なくとも定義された期間にわたって、該セルに関するさらなる測定レポートを
伝送することをさらに含む、項目２９に記載の方法。
（項目３２）
　前記セルに関する測定レポートを送信した後に、そのセルが測定報告基準を満たし続け
る限り、該セルに関する測定レポートを伝送することをさらに含み、該伝送することによ
り、前記第１の測定レポート形式を使用する少なくともＮ＿ＲＰ＿ｍｉｎ個の測定レポー
トが伝送される、項目２９に記載の方法。
（項目３３）
　前記セルに関する測定レポートを送信した後に、そのセルが測定報告基準を満たし続け
る限り、該セルに関する測定レポートを伝送することをさらに含み、該伝送することによ
り、前記第１の測定レポート形式を使用する少なくともＮ＿ＲＰ＿ｍｉｎ個の測定レポー
トが伝送され、および定義された期間に、該第１の測定レポート形式を使用するＮ＿ＲＰ
＿ｍａｘ個以下の測定レポートが同じセルに対して伝送される、項目２９に記載の方法。
（項目３４）
　測定レポートを伝送することは、前記第１の測定レポート形式を使用する測定レポート
および前記第２の測定レポート形式を使用する測定レポートについての定義されたシーケ
ンスを伝送することをさらに含む、項目２９に記載の方法。
（項目３５）
　少なくとも１つの測定レポートについて、該測定レポートが前記定義されたシーケンス
の中にある場所についての指示を含むことをさらに含む、項目３４に記載の方法。
（項目３６）
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　少なくとも１つの測定レポートについて、該測定レポートが測定レポートのシーケンス
の中にある場所についての指示を含むことをさらに含む、項目２９に記載の方法。
（項目３７）
　前記定義されたシーケンスの少なくとも前記第１の測定レポートは、前記第１の測定レ
ポート形式を使用する、項目３４に記載の方法。
（項目３８）
　前記定義されたシーケンスは、Ｎ個毎のレポートが前記第１の測定レポート形式を使用
する様なものである、項目３４に記載の方法。
（項目３９）
　前記セルに関して、前記第２の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポ
ートを伝送することは、
　ＢＳＩＣ－ＮＣＥＬＬパラメータおよび周波数インデックス値によって、該セルを識別
することを含む、項目１７～３８のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目４０）
　前記第１の測定レポート形式を使用する測定レポートの中に、前記ＢＳＩＣ－ＮＣＥＬ
Ｌパラメータの値および前記周波数インデックスの一方または両方の少なくとも識別部分
についての指示を含むことをさらに含み、該指示は、前記第２の測定レポート形式の測定
レポートの中で前記セルを識別するために使用される、項目３９に記載の方法。
（項目４１）
　前記セルに関して、前記第２の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポ
ートを伝送することは、
　隣接セルリストインデックスによって該セルを識別することを含む、項目１７～３８の
うちのいずれか１項に記載の方法。
（項目４２）
　前記第１の測定レポート形式を使用する測定レポートの中に、前記隣接セルリストイン
デックスの値の少なくとも識別部分についての指示を含むことをさらに含み、該指示は、
該前記第２の測定レポート形式の測定レポートの中で前記セルを識別するために使用され
る、項目４１に記載の方法。
（項目４３）
　前記セルに関して、前記第２の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポ
ートを伝送することは、
　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ＿ＮおよびＢＳＩＣ＿Ｎによって該セルを識別することを含む、項
目１７～３８のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目４４）
　前記第１の測定レポート形式を使用する測定レポートの中に、前記ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ
＿ＮおよびＢＳＩＣ＿Ｎパラメータの値ならびに前記周波数インデックスのうちの１つ以
上の少なくとも識別部分についての指示を含むことをさらに含み、該指示は、前記第２の
測定レポート形式の測定レポートの中で前記セルを識別するために使用される、項目４３
に記載の方法。
（項目４５）
　第２の種類の測定レポートの中で前記セルを識別するために使用されるパラメータの選
択された値が、なんら曖昧性をもたらさないことを確実にすることをさらに含む、項目３
９～４４のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目４６）
　前記第２の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポートを伝送すること
は、物理層パラメータを含有する少なくとも１つの測定レポートを伝送することを含み、
　前記第１の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポートを伝送すること
は、セルグローバル識別、ＣＳＧ－ＩＤ、およびＰＬＭＮ－ＩＤの様なパラメータのうち
の１つ以上を含有する少なくとも１つの測定レポートを伝送することを含む、項目１７～
３８のうちのいずれか１項に記載の方法。
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（項目４７）
　前記セルに関して、前記第２の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポ
ートを伝送することは、
　周波数インデックスを選択し、該周波数インデックスおよびＰＣＩ／ＰＳＣを符号化す
ることであって、該選択および符号化するにより、隣接セルとの曖昧性が全く存在しない
という要件に従う符号化値を生成する、ことと、
　該符号化値を伝送することと
　を含む、項目１７～３８のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目４８）
　前記移動局は、一度に特定種類の多くて１つのセルについて報告するように制約されて
おり、該方法は、
　該セルに関して、前記第２の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポー
トを伝送することが、
　その様な測定レポート各々の一部として、任意の他の隣接セルによって使用されていな
いそれぞれのインデックスまたは識別子を伝送することを含むことをさらに含む、項目１
７～３８のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目４９）
　前記特定種類は、制御されていないセルである、項目４８に記載の方法。
（項目５０）
　前記特定種類は、制御されていないＥ－ＵＴＲＡＮセルである、項目４８に記載の方法
。
（項目５１）
　前記特定種類は、制御されていないＵＴＲＡＮセルである、項目４８に記載の方法。
（項目５２）
　前記セルに関して、前記第２の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポ
ートを伝送することは、
　任意の他の隣接セルによって使用されていないインデックスまたは識別子を選択するこ
とと、
　第１の測定レポート形式を使用する測定レポートの中で該インデックスまたは識別子を
伝達することと、
　第２の測定レポート形式を使用する測定レポートの中で該インデックスまたは識別子を
使用することと
　を含む、項目１７～３８のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目５３）
　移動局における方法であって、
　該方法は、
　セルを検出し、該セルに関する信号強度測定を行うことと、
　該移動局が、先行する定義された期間内に該移動局が報告しなかったセルに対する測定
レポートを送信する場合に、少なくとも測定報告に関する定義された最小値が満たされる
まで、該セルが適用測定報告基準を満たしている間、該セルに対する測定レポートを伝送
し続けることと
　を含む、方法。
（項目５４）
　前記定義された最小値は、最短期間である、項目５３に記載の方法。
（項目５５）
　前記定義された最小値は、測定レポートの最小数である、項目５３に記載の方法。
（項目５６）
　制御されていないセルに関して適用される、項目２９～５５のうちのいずれか１項に記
載の方法。
（項目５７）
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　前記第２の測定レポート形式を使用する測定レポートの中で、制御されていないセルに
特異的に確保されたインデックスまたは他の識別子を使用することをさらに含む、項目１
７～３８のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目５８）
　前記第１の測定レポート形式は、ルーティングパラメータを含有する測定レポート形式
である、項目２９～５７のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目５９）
　前記第２の測定レポート形式は、ルーティングパラメータを含有しない測定レポート形
式である、項目１～５８のうちのいずれかに記載の方法。
（項目６０）
　測定レポート伝送に関する移動局の挙動を特定する少なくとも１つのパラメータを無線
で受信することをさらに含む、項目１～５９のうちのいずれかに記載の方法。
（項目６１）
　前記少なくとも１つのパラメータは、
　ａ）単一のセルに対して送信されるべきであるレポートの最小数と、
　ｂ）単一のセルに対して送信されるべきであるレポートの最大数と、
　ｃ）単一のセルに対するレポートをその間に送信する最大時間窓と、
　ｄ）ルーティングパラメータを含有するべきであるレポートの最小数と、
　ｅ）ルーティングパラメータを含有するべきであるレポートの最大数と、
　ｆ）どのレポート、およびいくつのレポートがルーティングパラメータを含有すべきか
ということと
　のうちの少なくとも１つである、項目６０に記載の方法。
（項目６２）
　少なくとも１つの測定レポートは、複数のセルに関している、項目１～６１のうちのい
ずれかに記載の方法。
（項目６３）
　少なくとも１つの　アンテナと、
　少なくとも１つの無線アクセス通信機と、
　測定レポートジェネレータであって、該測定レポートジェネレータは、項目１～６２の
うちのいずれか１項に記載の方法を実装するように構成される、測定レポートジェネレー
タと
　を備える、モバイルデバイス
（項目６４）
　モバイルデバイスによって実行されたときに、項目１～６２のうちのいずれか１項に記
載の方法を該モバイルデバイスに行わせる、その中に記憶されたコンピュータ実行可能命
令を有する、コンピュータ可読媒体。
（項目６５）
　無線ネットワークにおける方法であって、
　該方法は、
　測定レポート伝送に関する移動局の挙動を特定する少なくとも１つのパラメータを無線
で伝送することをさらに含む、方法。
（項目６６）
　前記少なくとも１つのパラメータは、
　ａ）単一のセルに対して送信されるべきであるレポートの最小数と、
　ｂ）単一のセルに対して送信されるべきであるレポートの最大数と、
　ｃ）単一のセルに対するレポートをその間に送信する最大時間窓と、
　ｄ）ルーティングパラメータを含有するべきであるレポートの最小数と、
　ｅ）ルーティングパラメータを含有するべきであるレポートの最大数と、
　ｆ）どのレポート、およびいくつのレポートがルーティングパラメータを含有すべきか
ということと
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　のうちの少なくとも１つである、項目６５に記載の方法。
（項目６７）
　第１の測定レポート形式を使用するセルに関する第１の測定レポートを受信することと
、
　第２の測定レポート形式を使用するセルに関する第２の測定レポートを受信することと
、
　該第２の測定レポートを該第１の測定レポートと関連付けることと
　を含む、無線ネットワークにおける方法。
（項目６８）
　前記第１の測定レポート形式は、ルーティングパラメータを含み、前記第２の測定レポ
ートは、ルーティングパラメータを含有しない、項目６７に記載の方法。
（項目６９）
　前記第１の測定レポートを受信することは、
　該第１の測定レポートのうちの１つの中で、前記セルに対するインデックスまたは識別
子を受信することをさらに含み、
　前記第２の測定レポートを該第１の測定レポートと関連付けることは、前記第２の測定
レポート形式を使用する受信された各測定レポートについて、該第２の測定レポートの中
のインデックスまたは識別子を調査し、該第１の測定レポートの中の該インデックスおよ
び識別子との合致がある場合に、該第２の測定レポートを該第１の測定レポートと関連付
けることを含む、項目６７または６８に記載の方法。
（項目７０）
　項目６５～６９のうちのいずれか１項に記載の方法を実装するように構成される、１つ
以上の無線ネットワーク構成要素。
（項目７１）
　ネットワーク構成要素によって実行されたときに、項目６５～６９のうちのいずれか１
項に記載の方法を前記ネットワーク構成要素に行わせる、その中に記憶されたコンピュー
タ実行可能命令を有する、コンピュータ可読媒体。
【００１３】
　ここで添付図面を参照して、本開示の実施形態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、測定レポートプロセッサを有する標的セルコントローラと通信している
測定レポートジェネレータを有する、移動局の概略図である。
【図２】図２は、移動局によって測定レポートを作成する方法のフローチャートである。
【図３】図３は、移動局によって測定レポートを作成する別の方法のフローチャートであ
る。
【図４】図４は、そのうちのいくつかがルーティングパラメータを含有し、そのうちのい
くつかが含有しない、測定レポートのシーケンスの実施例を示す。
【図５】図５は、２つのセルに対するレポートを含む、測定レポートのシーケンスの実施
例を示す。
【図６】図６は、移動局によって測定レポートを作成する別の方法のフローチャートであ
る。
【図７】図７は、測定レポートのシーケンスの実施例である。
【図８】図８は、別の移動局のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　最初に、本開示の１つ以上の実施形態の例示的実装を以下において提供するが、開示さ
れるシステムおよび／または方法は、現在既知であるか、または既存であるかに関わらず
、任意の数の技法を使用して実装されてもよいことを理解されたい。本開示は、本明細書
で例示および説明される例示的設計および実装を含む、以下で例示される例示的実装、図
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面、および技法に決して限定されるべきではないが、同等物の全範囲とともに、添付の請
求項の範囲内で修正されてもよい。
【００１６】
　不利なことに、ルーティングパラメータの包含は、測定レポートメッセージの中の多く
のスペースを占め、報告することができるセルの数を有意に削減する場合がある。
【００１７】
　さらに、ネットワークがハンドオーバ試行をトリガするために必要とされる測定レポー
トの数が、移動局によって認知されていない。一方で、移動局は、ネットワークがハンド
オーバを行う可能性がない時に、長期間にわたってＣＳＧセルに対する情報を報告し続け
てもよく、この時間の間に、他のセルに対する測定レポートは、例えば、１つだけの他の
セルを報告することができる程度に、妨げられ、または厳しく制限される。
【００１８】
　ネットワークが、測定レポートを受信していなかったセルへのハンドオーバを開始する
可能性が低いため、これは、報告されているＣＳＧセル以外のセルへの（他のＣＳＧセル
を含む）ハンドオーバの可能性を厳しく制限する。これはまた、例えば、負荷バランシン
グの理由で、デバイスを別の好適なセル（例えば、ＵＴＲＡＮまたはＥ－ＵＴＲＡＮセル
）へ移動させることを希望する場合に、ネットワークに対する問題を引き起こし得る。
【００１９】
　他方で、移動局が早期にＣＳＧセルに対する測定レポートの送信をやめた場合、サービ
ングセルコントローラによって使用される（実装特有の）ハンドオーバアルゴリズムに従
って、ハンドオーバをトリガすることが十分ではない場合がある。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、
ａ）単一のセルに対して送信されるべきであるレポートの最小数、
ｂ）単一のセルに対して送信されるべきであるレポートの最大数、
ｃ）その間に単一のセルに対するレポートを送信する最大時間窓、
ｄ）ルーティングパラメータを含有するべきである最小数のレポート、
ｅ）ルーティングパラメータを含有するべきであるレポートの最大数、
ｆ）どのレポート、およびいくつのレポートがルーティングパラメータを含有するべきか
、
のうちの１つ以上を制御するパラメータが定義される。
【００２１】
　上記で示されるように、いくつかの既存の測定レポートメッセージは、（部分的に）「
周波数インデックス」（０．３１）を使用して、セルを識別し、各周波数インデックスは
、物理搬送周波数を表す。インデックスは、ＧＳＭ（登録商標）、ＵＭＴＳ、またはＥ－
ＵＴＲＡＮ周波数（のうちの最大でも１つ）に使用されてもよい。物理周波数へのインデ
ックスのマッピングは、移動局によって受信される処理隣接セルリスト（ＮＣＬ）に対す
る複雑な規則に基づく。
【００２２】
　しかしながら、ＣＳＧセルは、（非ＣＳＧセルではなく）ＣＳＧセルのみに使用される
周波数を使用してもよい。その様な周波数は、現在の規則に従って周波数インデックスを
割り付けられない場合があるため（例えば、その様な周波数が、既存の隣接セルリストに
記載されていない、またはインデックスマッピングを構築する時に処理されないため）、
その様なレガシー測定レポートを使用して、その様なセルを報告することが可能ではない
。
【００２３】
　同様に、いくつかの既存の測定レポートメッセージでは、セルは、サービングセルコン
トローラによって伝送される隣接セル情報に由来する、隣接セルリストへのインデックス
を用いて識別される。しかしながら、ＣＳＧセルは、典型的には、その様なリストに含ま
れず、したがって、対応インデックスを持たない。
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【００２４】
　いくつかの実施形態では、周波数インデックス（または他のインデックスあるいは識別
子）が、ルーティングパラメータを含有しない測定レポートの中の制御されていないセル
等のセルを示すために使用される。場合によっては、このインデックスまたは識別子は、
ルーティングパラメータを含有する完全測定レポートに含まれる。次いで、周波数インデ
ックス（または他のインデックスあるいは識別子）を使用する測定レポートが、ルーティ
ングパラメータを伴わずに伝送される。インデックスまたは識別子は、隣接セルとの曖昧
性がない様なものである。
【００２５】
　１つの広範な側面によれば、本願は、セルを検出し、セルに関する信号強度測定を行う
ステップと、セルに関して、そのセルが、受信した信号の強度および質のうちの少なくと
も１つに関する測定報告基準を満たし続ける限り、セルに関する測定レポートを伝送し、
セルに関する測定レポート伝送への第１の制約条件が満たされる場合、第１の測定レポー
ト形式を使用するセルに関する測定レポートを伝送することを控えるステップとを含む、
方法を提供する。
【００２６】
　別の広範な側面によれば、本願は、セルを検出し、セルに関する信号強度測定を行うス
テップと、セルに関して、第１の測定レポート形式を使用する少なくとも１つの測定レポ
ートを伝送するステップと、セルに関して、第２の測定レポート形式を使用する少なくと
も１つの測定レポートを伝送するステップとを含む、方法を提供する。
【００２７】
　別の広範な側面によれば、本願は、移動局における方法を提供し、方法は、セルを検出
し、セルに関する信号強度測定を行うステップと、移動局が、先行する定義された期間内
に報告していなかった、セルに対する測定レポートを送信する場合、少なくとも、測定報
告に関する定義された最小値が満たされるまで、セルが適用測定報告基準を満たしている
間に、セルに対する測定レポートを伝送し続けるステップとを含む。
【００２８】
　別の広範な側面によれば、本願は、無線ネットワークにおける方法を提供し、方法は、
測定レポート伝送に関する移動局の挙動を特定する、少なくとも１つのパラメータを無線
で伝送するステップを含む。
【００２９】
　別の広範な側面によれば、本願は、第１の測定レポート形式を使用して、セルに関する
第１の測定レポートを受信するステップと、第２の測定レポート形式を使用して、セルに
関する第２の測定レポートを受信するステップと、第２の測定レポートを前記第１の測定
レポートと関連付けるステップとを含む、無線ネットワークにおける方法を提供する。
【００３０】
　以下で説明される実施形態は全て、セルに関する測定レポートの伝送に関する。以下の
詳細な実施形態では、関与しているセルは、制御されていないセルであり、場合によって
は、具体的には、セルは、ＣＳＧセルであると呼ばれ、いくつかの実施形態では、方法は
、制御されていないセルに特異的に適用される。しかしながら、他の実施形態では、説明
される方法は、概して、制御されていないセルであってもなくてもよい、およびＣＳＧセ
ルであってもなくてもよいセルに適用されることを明確に理解されたい。場合によっては
、方法は、制御されていないセルまたは特定種類の制御されたセル等の第１の部類のセル
に適用され、制御されたセル等の第２の部類のセルには適用されない。
【００３１】
　以下の実施形態は、ルーティングパラメータを含有する測定レポートに言及する。より
一般的には、ルーティングパラメータを含有する測定レポートへの言及があるときはいつ
でも、第１の測定レポート形式を使用する測定レポートが意図されている。第１の測定レ
ポート形式の具体的実施例は、ルーティングパラメータを含む形式である。第１の測定レ
ポートの別の実施例は、移動局からの以前の測定レポート伝送に依存することなく、測定
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レポートが送信されているセルをネットワークが識別することを可能にする形式である。
【００３２】
　以下の実施形態は、ルーティングパラメータを含有しない測定レポートを参照する。よ
り一般的には、ルーティングパラメータを含有しない測定レポートへの言及があるときは
いつでも、第２の測定レポート形式を使用する測定レポートが意図されている。第２の測
定レポート形式の具体的実施例は、ルーティングパラメータを含まない形式である。第２
の測定レポートは、隣接セルとの曖昧性を回避するインデックスまたは他の指標を有して
もよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、第２の測定レポート形式は、第１の測定レポート形式よりも
簡潔な形式である。
【００３４】
　図１を参照すると、移動局１０がサービングセル１３内のサービングセル送受信機１２
への無線接続を有する概略図が示されている。また、サービングセルコントローラ１４、
標的セル１７を有する標的セル送受信機１５、および標的セルコントローラ１６も示され
ている。当然ながら、コアネットワーク要素１８および他のセルコントローラ２０他のネ
ットワーク要素が存在してもよい。コアネットワーク要素は、例えば、ＳＧＳＮ（サービ
ングＧＰＲＳサポートノード）、ＭＳＣ（移動交換局）、ＭＭＥ（移動度管理エンティテ
ィ）のうちの１つ以上を含んでもよい。（送受信機と移動局との間の）無線信号伝達は、
典型的には、ＲＬＣ（無線リンク制御）／ＭＡＣ（媒体アクセス制御）層において行われ
る。ＢＳＳとコアネットワークとの間の信号伝達は、ＲＬＣ／ＭＡＣから分離している。
【００３５】
　サービングセルコントローラ１４は、サービングセルコントローラが、本明細書におい
て説明されるサービングセルコントローラ方法のうちの１つまたは２つ以上の組み合わせ
を行うことを可能にする測定レポートプロセッサ３０によって構成される。測定レポート
プロセッサに実装される方法は、以下のうちの１つ以上を含む。
ａ）以下において説明されるパラメータのうちの１つ以上を移動局に信号伝達するステッ
プ。これは、放送信号伝達または移動局特有の信号伝達におけるものとなり得るが、場合
によっては、無線信号伝達を必要とすることなく、パラメータが設定され、移動局および
（随意で）ネットワークに認知される。
ｂ）２つの異なる測定レポート形式を使用する測定レポートをセルから受信および処理す
るステップ、例えば、ルーティング情報を含有する測定レポートを受信および処理し、ル
ーティング情報を含有しない測定レポートを受信および処理するステップ。これは、ルー
ティング情報を含有しないメッセージの中のセルに対する測定レポートを、ルーティング
情報を含有するメッセージの中のセルに対する測定レポートと関連付けるステップを含ん
でもよい。
ｃ）受信した測定レポートの関数としてハンドオフ制御を行うステップ。
ｄ）例えば、「未使用」または明確な識別子が選択または認識されることを可能にするよ
うに、隣接セルおよび／または周波数のリストを受信するステップ。
【００３６】
　測定レポートプロセッサ３０は、ハードウェア、プロセッサまたはプロセッサの組み合
わせ等の処理プラットフォーム上で作動するソフトウェア、あるいはハードウェアおよび
ソフトウェアの組み合わせで実装されてもよい。測定レポートプロセッサ３０は、サービ
ングセルコントローラの一部を形成する別の構成要素の一部／変更として実装されてもよ
い。サービングセルコントローラ１４は、サービングセルコントローラ機能性を果たすこ
とを可能にする他の構成要素（図示せず）を含む。より一般的に、ネットワーク構成要素
のうちの１つまたは組み合わせは、測定レポートプロセッサの機能性を含む。
【００３７】
　標的セルコントローラ１６は、同様に測定レポートプロセッサ３２によって構成される
。標的セルコントローラ１６は、標的セルコントローラ機能性を果たすことを可能にする
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他の構成要素（図示せず）を含む。
【００３８】
　移動局１０は、少なくとも１つのアンテナ２０と、少なくとも１つの無線アクセス通信
機２２とを有する。加えて、移動局は、移動局が本明細書において説明される移動局方法
のうちの１つまたは２つ以上の組み合わせを行うことを可能にする測定レポートジェネレ
ータ２４によって構成される。測定レポートジェネレータ２４は、ハードウェア、プロセ
ッサまたはプロセッサの組み合わせ等の処理プラットフォーム上で作動するソフトウェア
、あるいはハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせで実装され得る。測定レポート
ジェネレータ２４は、移動局の一部を形成する別の構成要素の一部／変更として実装され
てもよい。移動局１０は、移動局機能性を果たすことを可能にする他の構成要素（図示せ
ず）を含む。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、送信すべきセルあたりの測定レポートの最大数（Ｎ＿ｍａｘ
）を特定する新しいパラメータが定義され、移動局に知らされる（信号伝達または特定さ
れてもよい）。いくつかの実施形態では、ネットワークが、この値を設定することにより
、Ｎ＿ｍａｘ個の測定レポートを受信し、ハンドオーバを開始しないことを決定した場合
に、続いて（直後に）そのセルに対するさらなるレポートを受信したとき、ハンドオーバ
を開始する確率が非常に低くなる。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、送信するべきセルあたりの測定レポートの最小数Ｎ＿ｍｉｎ
を特定する新しいパラメータが定義され、移動局に知らされる（信号伝達または特定され
てもよい）。いくつかの実施形態では、ネットワークは、この値が、測定レポートの最小
数以上となるように設定し、その最小数は、セルがそのハンドオーバトリガアルゴリズム
に従ってハンドオーバ試行をトリガするために必要とされる数である。いったん第１の測
定レポートが特定のセルに対して送信されると、そのセルに対してレポートをしばらくの
間、送信しない後に、そのセルが適切な測定報告基準を満たし続ける場合に、移動局は、
同じセルに対して少なくともＮ＿ｍｉｎ－１個のさらなるレポートを送信する（すなわち
、合計でＮ＿ｍｉｎ個のレポートを送信する）。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、Ｎ＿ｍａｘおよびＮ＿ｍｉｎが両方とも使用され、Ｎ＿ｍｉ
ｎ＜＝Ｎ＿ｍａｘである。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、ルーティングパラメータを含有する、送信されるレポートの
最小数Ｎ＿ＲＰ＿ｍｉｎを特定する新しいパラメータが定義され、移動局に知らされる（
信号伝達または特定されてもよい）。このパラメータは、ルーティングパラメータを含有
する少なくとも１つの測定レポートがネットワークによって受信されることを高い確率で
確実にするように設定することができる。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、Ｎ＿ｍｉｎおよびＮ＿ＲＰ＿ｍｉｎが両方とも使用され、Ｎ
＿ｍｉｎ＜＝Ｎ＿ＲＰ＿ｍｉｎである。いくつかの実施形態では、Ｎ＿ｍｉｎおよびＮ＿
ＲＰ＿ｍｉｎが両方とも使用され、Ｎ＿ｍｉｎ＜Ｎ＿ＲＰ＿ｍｉｎである。いくつかの実
施形態では、Ｎ＿ｍｉｎおよびＮ＿ＲＰ＿ｍｉｎが両方とも使用され、Ｎ＿ｍｉｎ＞Ｎ＿
ＲＰ＿ｍｉｎである。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、Ｎ＿ＲＰ＿ｍｉｎおよびＮ＿ｍａｘが両方とも使用され、Ｎ
＿ＲＰ＿ｍｉｎ＜＝Ｎ＿ｍａｘである。Ｎ＿ＲＰ＿ｍｉｎおよびＮ＿ｍａｘの両方が使用
される、いくつかの実施形態では、Ｎ＿ＲＰ＿ｍｉｎは、Ｎ＿ｍａｘ未満である。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、Ｎ＿ｍｉｎ、Ｎ＿ＲＰ＿ｍｉｎ、Ｎ＿ｍａｘが全て使用され
る。
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【００４６】
　別の実施形態では、測定レポートは、ルーティングパラメータを含有するか、または含
有しないレポートについての定義されたシーケンスに従って伝送される。このシーケンス
は、移動局およびネットワークの両方に認知されている。第１の実施例では、少なくとも
パラメータＮ＿ｍａｘが使用され、一組のＮ＿ｍａｘ個のメッセージのうちの最初の２つ
（より一般的には最初のＮ個）のメッセージが、ルーティングパラメータを含有し、残り
のメッセージは含有しない。第２の実施例では、Ｎ番目のメッセージが、ルーティングパ
ラメータを含有し、残りのメッセージは含有しない。第３の実施例では、少なくともパラ
メータＮ＿ｍｉｎが使用され、第１およびＮ＿ｍｉｎ番目のメッセージが、ルーティング
パラメータを含有する。いくつかの実施形態では、シーケンスの中の少なくとも第１のメ
ッセージが、全ルーティングパラメータを含有する。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、パラメータＮ＿ｍａｘが使用され、いったんＮ＿ｍａｘ個の
レポートのシーケンスが送信されると、移動局は、特定の期間にわたって、そのセルに対
するルーティングパラメータを含有する測定レポートを送信することを禁止され、移動局
は、そのセルに対する（ルーティングパラメータを除外する）レポートを含み続け得、こ
の期間の後に、移動局は最初から手順を繰り返し得る。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、パラメータＮ＿ｍａｘが使用され、いったんＮ＿ｍａｘ個の
レポートのシーケンスが送信されると、移動局は、特定の期間にわたって、そのセルを報
告することを完全に控える。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、測定レポートの伝送を制約するための条件のうちの１つ以上
は、部分的に、単一の測定レポートメッセージで測定報告基準を満たす全てのセルを報告
することが可能ではないことを含む。単一の測定レポートメッセージで測定報告基準を満
たす全てのセルを報告することが可能である場合、所与のセルに関する測定レポートを送
信することを控える必要はない。
【００５０】
　ここで図２を参照すると、図１の移動局１０または図８の移動局１００等であるが、そ
れらに限定されない移動局による実行のための方法のフローチャートが示されている。ブ
ロック２－１において、移動局がセルを検出し、セルに関する信号強度測定を行う。ブロ
ック２－２において、セルに関して、そのセルが、受信した信号の強度および質のうちの
少なくとも１つに関する測定報告基準を満たし続ける限り、移動局が、セルに関する測定
レポートを伝送し、セルに関する測定レポート伝送への第１の制約条件が満たされる場合
に、移動局が、第１の測定レポート形式を使用して、セルに関する測定レポートを伝送す
ることを控える。「制約条件」が満たされる場合に、さらなる測定レポート伝送への何ら
かの制約をもたらす条件であると見なされ、この場合、制約は、移動局が、第１の測定レ
ポートを使用して測定レポートを伝送することを控えることであり、その様なものとして
、制限的制約であり、以下で説明される他の場合においては、制約は、測定レポートの時
間または数に関する最小値を設定する。
【００５１】
　本明細書において説明される、この実施形態および他の実施形態では、セルに関する測
定レポートの伝送は、測定レポートが、少なくともそのセルに対する測定値を含有するこ
とを意味する。これは、測定レポートに使用される形式／サイズがこれに適応すると仮定
して、別のセルまたは複数のセルに対する測定値を含有する同じ測定レポートを除外しな
い。
【００５２】
　ここで図３を参照すると、図１の移動局１０または図８の移動局１００等であるが、そ
れらに限定されない移動局による実行のための方法のフローチャートが示されている。ブ
ロック３－１において、移動局が、セルを検出し、セルに関する信号強度測定を行う。ブ
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ロック３－２において、移動局が、先行する定義された期間内に報告していなかった、セ
ルに対する測定レポートを送信する場合、少なくとも、測定報告に関する定義された最小
値が満たされるまで、セルが適用測定報告基準を満たしている間、移動局がセルに対する
測定レポートを伝送し続ける。
【００５３】
　図４は、Ｎ＿ｍｉｎ＝５、Ｎ＿ｍａｘ＝７、およびＮ＿ＲＰ＿ｍｉｎ＝２であり、第１
およびＮ＿ｍｉｎ番目の測定レポートがルーティングパラメータを含有するものであるよ
うに定義されたシーケンスが使用される、測定レポートのシーケンスの詳細な実施例を示
す。この実施例では、第１および第５の測定レポートが、ルーティングパラメータを含有
し、第２、第３、第４、第６、および第７の測定レポートが、ルーティングパラメータを
含有せず、次の測定レポートが、そのセルに対するレポートを含有しないことが分かる。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、最大数（Ｎ＿ｍａｘ）を使用するよりもむしろ、最大持続時
間が特定される。いくつかの実施形態では、最小数Ｎ＿ｍｉｎを使用するよりもむしろ、
最短持続時間が特定される。これは、例えば、測定レポートが固定周期性で送信されない
シナリオで適切であってもよい。
【００５５】
　２つ以上のパラメータが使用される、いくつかの実施形態では、パラメータのうちの１
つ以上が、他のパラメータのうちの１つ以上の関数として定義される。Ｎ＿ｍｉｎおよび
Ｎ＿ｍａｘが使用される具体的実施例において、Ｎ＿ｍｉｎをＮ＿ｍｉｎ＝Ｎ＿ｍａｘ－
２として特定することができる。これは、無線信号伝達を使用してパラメータが定義され
る場合において、全てのパラメータを特定する信号伝達量を削減してもよい。
【００５６】
　ルーティング情報を含有する、および含有しない、測定レポートの定義されたシーケン
スが採用される、いくつかの実施形態では、測定レポートのうちの少なくともいくつかは
、「シーケンス」の中のどこにそれらがあるかという指標を含有する。これは、例えば、
ルーティングパラメータを含む測定レポートのみに含まれてもよい。これは、復号できな
かった測定レポートの場合に、ネットワークがシーケンスを再構築することを可能にして
もよい。例えば、ネットワークが、そのセルに対するシーケンスの中の第４のレポートで
あることを示すレポートを受信する場合、ネットワークは、たとえ第１のその様な測定レ
ポートが受信されていない場合があっても、セルが３つの以前のレポートの中で報告され
、したがって、第１の測定レポートが送信されたことを結論付けることができるため、持
続時間にわたって報告基準を満たしていたことを判定することができる。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの測定レポートについて、測定レポートは、
測定レポートが測定レポートのシーケンスの中にある場所についての指示を含む。この場
合、測定レポートのシーケンスは、必ずしも、ルーティングパラメータを含有および含有
しない、レポートの定義されたシーケンスではない。
【００５８】
　ネットワークは、セルに関するルーティングパラメータを含有する測定レポートを、そ
のセルに対するルーティングパラメータを含有しない他の測定レポートと関連付けること
ができる。いくつかの実施形態では、ネットワークが、ルーティングパラメータを含有し
ない測定レポートを、ルーティングパラメータを含有する測定レポートで完全に識別され
ているセルと完全に関連付けることを可能にするために、インデックスまたは識別子が移
動局によって使用される。このインデックスまたは識別子は、例えば、ルーティングパラ
メータを含有する測定レポートに含まれてもよい。これは、ルーティングパラメータを含
有するレポートと、ルーティングパラメータを含有しない同じセルのレポートとの間のリ
ンクを提供する。このインデックスまたは識別子は、例えば、周波数、スクランブル用コ
ード等の物理層パラメータに関する。
【００５９】
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　いくつかの実施形態では、ルーティングパラメータを含有しない測定レポートは、既存
の測定レポートメッセージ形式を使用する（識別が、これらのメッセージの中の既存の物
理層パラメータ内に収まる、またはＣＳＧセルに対するレポートを含むことが、非ＣＳＧ
セルを報告するために必要とされるよりも多くのスペースを必要としないように、ＣＳＧ
セルと同じまたは異なる無線アクセス技術を使用して、非ＣＳＧセルが動作することを意
味する）。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、１つのＣＳＧセルに対するルーティングパラメータを含む、
測定レポートは、２つのＣＳＧセルの同時報告が可能であるように、別のＣＳＧセルに対
するルーティングパラメータを含有しない、別の測定レポートに適応することができる。
この実施例は、図５に描写されており、図４で描写されたのと同じ報告シーケンスが各セ
ルに使用され、すなわち、合計７つの測定レポートに対して、ルーティングパラメータを
含有する第１のレポート、ルーティングパラメータを含有しない３つのレポート、ルーテ
ィングパラメータを含有する別のレポート、およびルーティングパラメータを含有しない
２つ以上のレポートである。図５で描写されるイベントのシーケンスは、以下の通りであ
る。
ａ）移動局が、セル＃１を検出し、システム情報を取得する。
ｂ）移動局が、セル＃１に対するルーティングパラメータを含有する測定レポートを伝送
する。
ｃ）移動局が、セル＃２を検出し、システム情報を取得する。
ｄ）移動局が、セル＃２に対するルーティングパラメータ、およびセル＃１に対するレポ
ートのみを含有する（すなわち、ルーティングパラメータがない）測定レポートを伝送す
る。
ｅ）移動局が、セル＃１およびセル＃２に対するレポートのみを含有する（すなわち、ル
ーティングパラメータがない）測定レポートを伝送する。
ｆ）移動局が、セル＃１およびセル＃２に対するレポートのみを含有する（すなわち、ル
ーティングパラメータがない）別の測定レポートを伝送する。
ｇ）移動局が、セル＃１に対するルーティングパラメータ、およびセル＃２に対するレポ
ートのみを含有する（すなわち、ルーティングパラメータがない）測定レポートを伝送す
る。
ｈ）移動局が、セル＃２に対するルーティングパラメータ、およびセル＃１に対するレポ
ートのみを含有する（すなわち、ルーティングパラメータがない）測定レポートを伝送す
る。
ｉ）移動局が、セル＃１およびセル＃２に対するレポートのみを含有する（すなわち、ル
ーティングパラメータがない）別の測定レポートを伝送する。
ｊ）移動局が、セル＃２に対するレポートのみを含有する（すなわち、ルーティングパラ
メータがない）測定レポートを伝送する。
【００６１】
　以下は、Ｎ＿ＣＳＧ＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＭＡＸがＮ＿ｍａｘの実施例であり、Ｎ＿ＣＳ
Ｇ＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＦＵＬＬ＿ＭＡＸがＮ＿ＲＰ＿ｍａｘの実施例であり、Ｎ＿ＣＳＧ
＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＭＩＮがＮ＿ｍｉｎの実施例である、詳細な実施例である。
ａ）Ｎ＿ＣＳＧ＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＭＡＸがネットワークによって信号伝達される場合、
移動局は、測定された１つ／複数の数量の値にかかわらず、定義された秒数（例えば、６
０秒）の期間で、Ｎ＿ＣＳＧ＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＭＡＸ回以上、同じＣＳＧセルに対する
測定レポートを伝送しないものとする。
ｂ）ルーティングパラメータを含有する、少なくとも２つ（または２つよりも少ない数が
送信される場合は全て）であるが、Ｎ＿ＣＳＧ＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＦＵＬＬ＿ＭＡＸ以下
の測定レポートが、任意の定義された（例えば、６０秒）期間で、同じＣＳＧセルに対し
て送信されるものとする。
ｃ）移動局が、最後の定義された期間（例えば、６０秒）内に報告していなかった、ＣＳ
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Ｇセルに対する測定レポートを送信する場合、そのレポートにルーティングパラメータを
含み、セルが適用測定報告基準を満たしている間に、（例えば、３０秒等の次の定義され
た期間内に）同じセルに対する少なくともさらにＮ＿ＣＳＧ＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＭＩＮ－
１のレポートを送信するものとし、そのうちの最後は、ルーティングパラメータを含むも
のとする。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、ａ）のみが実装される。いくつかの実施形態では、ｂ）のみ
が実装される。いくつかの実施形態では、ｃ）のみが実装される。いくつかの実施形態で
は、ａ）およびｂ）が実装される。いくつかの実施形態では、ａ）およびｃ）が実装され
る。いくつかの実施形態では、ｂ）およびｃ）が実装される。いくつかの実施形態では、
ａ）、ｂ）、およびｃ）が実装される。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、Ｎ＿ＣＳＧ＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＭＡＸおよびＮ＿ＣＳＧ＿Ｒ
ＥＰＯＲＴＳ＿ＭＩＮは、同じ値であってもよい。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、Ｎ＿ＣＳＧ＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＭＡＸ、Ｎ＿ＣＳＧ＿ＲＥＰ
ＯＲＴＳ＿ＦＵＬＬ＿ＭＡＸ、およびＮ＿ＣＳＧ＿ＲＥＰＯＲＴＳ＿ＭＩＮは、放送シス
テム情報の中で（例えば、システム情報型２ｑｕａｔｅｒ、および／または測定情報メッ
セージの中で、および／またはパケット測定命令メッセージの中で）伝送される。
【００６５】
　（ルーティングパラメータを含有しない測定レポートを伝送するための種々のオプショ
ン）
　ここで図６を参照すると、図１の移動局１０または図８の移動局１００等であるが、そ
れらに限定されない移動局による、実行のための方法のフローチャートが示されている。
ブロック６－１において、移動局は、セルを検出し、セルに関する信号強度測定を行う。
ブロック６－２において、セルに関して、移動局は、第１の測定レポート形式を使用して
、少なくとも１つの測定レポートを伝送する。ブロック６－３において、セルに関して、
移動局は、第２の測定レポート形式を使用して、少なくとも２つの測定レポートを伝送す
る。以前に示されたように、場合によっては、第１の測定レポート形式は、ルーティング
パラメータを含むものであり、第２の測定レポート形式は、ルーティングパラメータを含
まないものである。
【００６６】
　ルーティングパラメータがない、制御されていないセルに関する測定レポートは、常に
、ルーティングパラメータを含有する他の測定レポートとの関連で送信される。ネットワ
ークは、２種類のレポートを同じセルに関連づけることができる。これにより、ルーティ
ングパラメータを含有しない測定レポートに使用されるインデックス（周波数インデック
ス等）または他の識別子が、ネットワークまたは移動局に事前に知らされる必要も、それ
が現在使用されていない必要もない。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、使用されるインデックスまたは他の識別子は、ルーティング
パラメータを含む測定レポートを送信する時に移動局によって設定され、インデックスま
たは他の識別子は、ルーティングパラメータを含む測定レポートに含まれる。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、周波数インデックスおよびＰＣＩ／ＰＳＣの組み合わせを符
号化するために使用されるビットシーケンスが、任意の他の隣接セルに使用されないなら
ば、移動局は、任意の周波数インデックス（より一般的には任意のインデックスまたは識
別子）（ＧＳＭ（登録商標）周波数インデックスを含む）を選択することを許可される。
【００６９】
　このアプローチの実施例は、図７を参照して説明される。７－１において、移動局が、
セルに関するシステム情報等を取得し、この場合、セルは、ＰＣＩ＝３４、およびＦｒｅ
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ｑｕｅｎｃｙ（ＥＡＲＦＣＮ）＝３を有する、ＣＳＧセル＃１である。移動局は、ＰＣＩ
＝３４、およびＦｒｅｑｕｅｎｃｙ（ＥＡＲＦＣＮ）＝３を有するＣＳＧセル＃１を、こ
れが任意の他の隣接セルによって使用されていないことを判定した後、周波数インデック
ス１、ＰＣＩ＝３４にマップする。７－２において、移動局が、ルーティングパラメータ
を含有する測定レポート、ならびにルーティングパラメータを含有しない測定レポートの
中でセルを後に識別するために使用される（複数の）物理層識別子および／または１つあ
るいは複数のインデックス、この場合、周波数インデックス＝１、ＰＣＩ＝３４を伝送す
る。７－３において、移動局が再び、ルーティングパラメータを含有する測定レポート、
およびこれらの識別子を伝送する。７－４、７－５、７－６のそれぞれにおいて、移動局
が、マップした識別情報（周波数インデックス１、ＰＣＩ＝３４）を含有し、ルーティン
グパラメータを含有しない、それぞれの測定レポートを伝送する。
【００７０】
　ＧＳＭ（登録商標）周波数またはＵＭＴＳ周波数のインデックスを使用することの１つ
の利益は、ａ）ＧＳＭ（登録商標）　ＣＳＧセルがなく、ｂ）ＧＳＭ（登録商標）および
ＵＭＴＳ隣接（非ＣＳＧ）セルが隣接セルリストに明示的に記載されている一方で、Ｅ－
ＵＴＲＡＮセルが記載されていないため、混乱を最少化することであり、したがって、お
そらくＭＳには認知されていないが、ネットワークには認知されている、同じＰＣＩ／周
波数を伴うマクロ（非ＣＳＧ）Ｅ－ＵＴＲＡＮセルが近傍にあってもよい。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、インデックスが、削減された一組のインデックスに属さなけ
ればならないことが特定される。有利なことに、これは、ルーティングパラメータを含有
する測定レポートの中のインデックスを特定するために必要とされる信号伝達量を低減す
る。例えば、インデックスは、最初の４／８／１６の周波数インデックスに由来するよう
に特定される場合があり（ＧＳＭ（登録商標）周波数がゼロから始まって徐々に上がる一
方で、Ｅ－ＵＴＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ周波数は３１から始まって後方に進むため、ＧＳＭ（
登録商標）インデックスが使用された可能性を高くすることに留意する）、次いで、（そ
れぞれ）２／３／４ビットのみが、（ルーティングパラメータを含有する）完全レポート
の中でマッピングを信号伝達する時に必要とされる。
【００７２】
　このアプローチのさらなる利益は、ＰＣＩ／ＰＳＣ（物理層セル識別子／一次スクラン
ブル用コード）混乱がＭＳによって検出された（すなわち、２つのＣＳＧセルが同じ物理
層パラメータを使用して動作している）場合、移動局は、（たとえ同じ物理パラメータを
使用していても）２つのセルに対する異なる識別子を使用することができ、それにより、
ルーティングパラメータを含有しないメッセージの区別を可能にする。物理周波数が、同
一の物理層パラメータを使用するセルの同時報告を可能にする対応インデックスを持たな
い（例えば、非ＣＳＧセルによっても使用されるため）時でさえも、特定のインデックス
への明示的なマッピングを使用することができる。
【００７３】
　移動局が、ルーティングパラメータを含有する、および含有しないレポートの定義され
たシーケンスを使用して、測定レポートを伝送する、いくつかの実施形態では、マッピン
グは、所与の「シーケンス」内で（すなわち、最大でＮ＿ｍａｘのレポートまで）移動局
によって有効であると見なされる。それに対応して、マッピングは、第１のレポートがル
ーティングパラメータを含有するレポートで使用された後に、（最大でも）Ｎ＿ｍａｘの
測定レポートのみに有効であるとネットワークによって見なされるべきである。しかしな
がら、シーケンス番号または他の「シーケンスの中の位置」指標が使用される場合、ネッ
トワークは、例えば、第１のレポートが失われた／誤って復号された場合において、より
正確にマッピングを削除できてもよい。
【００７４】
　一般に、いくつかの実施形態では、移動局は、（周波数インデックス、隣接セルリスト
へのインデックス、基地局識別コード（ＢＳＩＣ）、セル識別等の）既存の測定レポート
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メッセージの中でセルを識別するために通常使用されるパラメータを用いて、ＣＳＧセル
を識別する手段を選択し、ルーティングパラメータを省略するが、これらのパラメータを
用いてセルを識別する、第２の形式で測定レポートを送信する。いくつかの実施形態では
、選択されたパラメータは、制御された（例えば、非ＣＳＧ）セルに対応しない、または
それと間違えられるはずがない。いくつかの実施形態では、移動局は、加えて（場合によ
っては最初に）、第１の測定レポート形式で、ルーティングパラメータとともに選択され
たパラメータのある一部または全てを信号伝達する。いくつかの他の実施形態では、特に
、選択されたパラメータが、これらが第２の測定レポート形式で使用される時にセルの識
別に関して曖昧性がない、または報告されたセルがＣＳＧセルであるという事実に関して
曖昧性がない様なものである場合に、選択されたパラメータは、ルーティングパラメータ
とともに送信されない。選択されたパラメータは、ＣＳＧセルと同じ無線アクセス技術ま
たは異なる無線アクセス技術を使用して、セルに適用可能であってもよい。
【００７５】
　（未使用の周波数インデックスを使用すること）
　代替的なアプローチは、事前にＭＳおよびネットワークの両方によって決定することが
できる、（他では）未使用の周波数インデックス（より一般的にはインデックスまたは識
別子）を使用することである。具体的実施例では、未使用の周波数インデックスは、他で
は使用されていない最低インデックスである。次いで、これは、ルーティングパラメータ
を伴う完全レポートで明示的に識別される必要なく（それにより、以前の実施例と比較し
て、いくらかのスペースを節約する）、ＣＳＧセルの全ての後続の「レポートのみ」の報
告に使用することができる。移動局が一度に１つのＣＳＧセルについて方向するのみであ
る場合、ネットワークは、２つの間の明示的なマッピングの欠如にもかかわらず、その様
なレポートを、ルーティングパラメータを含有する測定レポートで識別されるセルをと関
連付けることができるようになる。これの不利点は、ＰＣＩ／ＰＳＣ混乱が観察された場
合、セルに対する完全ルーティングパラメータを報告することなく、ＭＳがこれをネット
ワークに示す方法がないことである。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、少なくとも２つのインデックスが、ＵＴＲＡＮ／Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ　ＣＳＧセルを区別するために使用される。より一般的に、いくつかの実施形態では
、それぞれのインデックスが、各種類の制御されていないセルのそれぞれに使用される。
【００７７】
　ルーティングパラメータを含まないＣＳＧセルに対する測定レポートの別の具体的実施
例は、（ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ　ＲＥＰＯＲＴの場合）ＢＳＩＣ－ＮＣＥＬＬパラメー
タおよび周波数インデックス（ＢＣＣＨ－ＦＲＥＱ－ＮＣＥＬＬ）値によるＣＳＧセルの
識別を伴う。移動局は、そのセルに対するルーティングパラメータを含有する測定レポー
トの中でセルを識別するために使用されるこれらのパラメータの値を示す。
【００７８】
　ルーティングパラメータを含まないＣＳＧセルに対する測定レポートの別の具体的実施
例は、隣接セルリストインデックスによるＣＳＧセルの識別を伴う（第３．４．１．２．
１．３項を参照）（強化測定報告が使用される場合、ＰＡＣＫＥＴ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　
ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ　ＲＥＰＯＲＴについてを含んで、３ＧＰＰ　ＴＳ　４４．０６
０を参照）。移動局は、そのセルに対するルーティングパラメータを含有する測定レポー
トの中でセルを識別するために使用される、これらのパラメータの値を示す。
【００７９】
　ルーティングパラメータを含まないＣＳＧセルに対する測定レポートの別の具体的実施
例は、ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ＿ＮおよびＢＳＩＣ＿ＮによるＣＳＧセルの識別を伴う（ＰＡ
ＣＫＥＴ　ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ　ＲＥＰＯＲＴメッセージについては、３ＧＰＰ　Ｔ
Ｓ　４４．０６０を参照）。移動局は、そのセルに対するルーティングパラメータを含有
する測定レポートの中でセルを識別するために使用される、これらのパラメータの値を示
す。
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【００８０】
　移動局は、それぞれに対する異なるパラメータを示すことによって、同じ物理層識別子
を使用する２つのセルについて同時に報告してもよい。一般に、移動局は、選択された値
が、いずれの曖昧性ももたらさない（言い換えれば、組み合わせがＧＳＭ（登録商標）ま
たは３Ｇ隣接セルリストの中の隣接セルに対応するべきではない）ことを確実にする責任
がある。
【００８１】
　送信する測定レポートの数への最小制約を課する、いくつかの実施形態では、ネットワ
ークは、デバイスの移動度（したがって、例えば、デバイスがセルの受信可能範囲からす
ぐに出る可能性が高いかどうか）を推定してもよい。
【００８２】
　ルーティングパラメータが少なくとも２回送信される、いくつかの実施形態では、これ
は、ネットワークがハンドオーバをトリガすることを希望するが、ルーティングパラメー
タを受信していない可能性を最少化／低減してもよい。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、ネットワークは（初めてルーティングパラメータを受信した
と仮定して）、全ての測定レポートが送信される前にハンドオーバをトリガできるように
なる。
【００８４】
　いくつかの実施形態は、いずれのハンドオーバも起こらないセルに対する測定レポート
を移動局が繰り返し送信することを回避してもよい。
【００８５】
　いくつかの実施形態は、ルーティングパラメータ伝送信頼性と、同時に他のセルを報告
する（したがって他のセルへのハンドオーバを可能にする）可能性との間のトレードオフ
を可能にする。
【００８６】
　ここで図８を参照すると、本開示で説明される移動局実装方法のうちの１つまたは組み
合わせを行うように構成される、別の移動局１００のブロック図が示されている。移動局
１００は、図１の移動局１０の測定レポートジェネレータ２４の特徴と同様の特徴を実装
するための測定レポートジェネレータ１０１とともに示されている。移動局１００は、例
示的な目的のみで、非常に具体的な詳細とともに示されていることを理解されたい。
【００８７】
　処理デバイス（マイクロプロセッサ１２８）が、キーボード１１４とディスプレイ１２
６との間に連結されるものとして概略的に示されている。マイクロプロセッサ１２８は、
ユーザによるキーボード１１４上のキーの作動に応答して、ディスプレイ１２６の動作、
ならびに移動局１００の全体的動作を制御する。
【００８８】
　移動局１００は、垂直に細長くてもよく、または他のサイズおよび形状（クラムシェル
筐体構造を含む）を帯びてもよい。キーボード１１４は、モード選択キー、またはテキス
ト入力と電話入力との間で切り替えるための他のハードウェアあるいはソフトウェアを含
んでもよい。
【００８９】
　マイクロプロセッサ１２８に加えて、移動局１００の他の部分が概略的に示されている
。これらは、一組のＬＥＤ１０４、一組の補助入出力デバイス１０６、シリアルポート１
０８、スピーカ１１１、およびマイクロホン１１２を含む、他の入出力デバイスともに、
通信サブシステム１７０、短距離通信サブシステム１０２、キーボード１１４およびディ
スプレイ１２６、ならびにフラッシュメモリ１１６およびランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）１１８を含むメモリデバイス、および他のデバイスサブシステム１２０を含む。移動
局１００は、移動局１００の能動要素に電力供給するようにバッテリ１２１を有してもよ
い。移動局１００は、いくつかの実施形態では、音声およびデータ通信能力を有する、双
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方向無線周波数（ＲＦ）通信デバイスである。加えて、移動局１００は、いくつかの実施
形態では、インターネットを介して他のコンピュータシステムと通信する能力を有する。
【００９０】
　マイクロプロセッサ１２８によって実行されるオペレーティングシステムソフトウェア
は、いくつかの実施形態では、フラッシュメモリ１１６等の持続的記憶部の中に記憶され
るが、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）または同様の記憶要素等の他の種類のメモリデバイ
スに記憶されてもよい。加えて、システムソフトウェア、特定のデバイスアプリケーショ
ン、またはそれらの複数部分が、ＲＡＭ１１８等の揮発性記憶部に一時的にロード搭載さ
れてもよい。移動局１００によって受信される通信信号もまた、ＲＡＭ１１８に記憶され
てもよい。
【００９１】
　マイクロプロセッサ１２８は、そのオペレーティングシステム機能に加えて、移動局１
００上のソフトウェアアプリケーションの実行を可能にする。音声通信モジュール１３０
Ａおよびデータ通信モジュール１３０Ｂ等の基本的デバイス動作を制御する所定の一組の
ソフトウェアアプリケーションが、製造中に移動局１００上にインストールされてもよい
。加えて、個人情報マネージャ（ＰＩＭ）アプリケーションモジュール１３０Ｃもまた、
製造中に移動局１００上にインストールされてもよい。ＰＩＭアプリケーションは、いく
つかの実施形態では、Ｅメール、カレンダーイベント、音声メール、約束、およびタスク
項目等のデータ項目を組織化および管理することが可能である。ＰＩＭアプリケーション
はまた、いくつかの実施形態では、無線ネットワーク１１０を介してデータ項目を送受信
することが可能である。いくつかの実施形態では、ＰＩＭアプリケーションによって管理
されるデータ項目は、デバイスユーザの対応データ項目がホストコンピュータシステムに
記憶された、または関連付けられた状態で、無線ネットワーク１１０を介して、継ぎ目な
く統合、同期化、および更新される。同様に、別のソフトウェアモジュール１３０Ｎとし
て図示される、付加的なソフトウェアモジュールが製造中にインストールされてもよい。
【００９２】
　データおよび音声通信を含む、通信機能が、通信サブシステム１７０を通して、および
おそらく短距離通信サブシステム１０２を通して果たされる。通信サブシステム１７０は
、受信機１５０と、伝送機１５２と、受信アンテナ１５４および伝送アンテナ１５６とし
て図示される１つ以上のアンテナとを含む。加えて、通信サブシステム１７０はまた、デ
ジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１５８および局部発振器（ＬＯ）１６０等の処理モジュ
ールも含む。通信サブシステム１７０の具体的な設計および実装は、移動局１００が動作
することを目的としている、通信ネットワークに依存している。例えば、移動局１００の
通信サブシステム１７０は、ＭｏｂｉｔｅｘＴＭ、ＤａｔａＴＡＣＴＭ、または汎用パケ
ット無線サービス（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ／ＧＰ
ＲＳ）移動データ通信ネットワークとともに動作するように設計されてもよく、また、高
度携帯電話サービス（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｈｏｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ／
ＡＭＰＳ）、時分割多重アクセス（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ／ＴＤＭＡ）、符号分割多重アクセス（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ／ＣＤＭＡ）、個人通信サービス（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ／ＰＣＳ）、グローバルシステムフォーモバイ
ルコミュニケーションズ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ／ＧＳＭ（登録商標））等の種々の音声通信ネットワークのうち
のいずれかとともに動作するように設計されてもよい。ＣＤＭＡの実施例は、１Ｘおよび
１ｘ　ＥＶ－ＤＯを含む。通信サブシステム１７０はまた、８０２．１１　Ｗｉ－Ｆｉネ
ットワーク、および／または８０２．１６　ＷｉＭＡＸネットワークとともに動作するよ
うに設計されてもよい。別個および統合の両方である、他の種類のデータおよび音声ネッ
トワークもまた、移動局１００とともに利用されてもよい。
【００９３】
　ネットワークアクセスは、通信システムの種類に応じて異なってもよい。例えば、Ｍｏ
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ｂｉｔｅｘＴＭおよびＤａｔａＴＡＣＴＭネットワークにおいて、移動局は、各デバイス
と関連付けられる個人識別番号（ＰＩＮ）を使用して、ネットワーク上に登録される。し
かしながら、ＧＰＲＳネットワークでは、ネットワークアクセスは、典型的には、デバイ
スの加入者またはユーザと関連付けられる。したがって、ＧＰＲＳデバイスは、典型的に
は、ＧＰＲＳネットワーク上で動作するために、一般的に加入者識別モジュール（ＳＩＭ
）カードと呼ばれる、加入者識別モジュールを有する。
【００９４】
　ネットワーク登録または起動手順が完了した時に、移動局１００は、通信ネットワーク
１１０上で通信信号を送受信してもよい。受信アンテナ１５４によって通信ネットワーク
１１０上から受信される信号は、信号増幅、周波数下方変換、フィルタリング、チャネル
選択等を提供し、また、アナログ・デジタル変換を提供してもよい、受信機１５０へ送ら
れる。受信した信号のアナログ・デジタル変換は、ＤＳＰ１５８が、復調および復号等の
より複雑な通信機能を果たすことを可能にする。同様に、ネットワーク１１０に伝送され
る信号が、ＤＳＰ１５８によって処理（例えば、変調および符号化）され、次いで、デジ
タル・アナログ変換、周波数上方変換、フィルタリング、増幅、および伝送アンテナ１５
６を介した通信ネットワーク１１０（または複数のネットワーク）への伝送のために、伝
送機１５２に提供される。
【００９５】
　通信信号を処理することに加えて、ＤＳＰ１５８は、受信機１５０および伝送機１５２
の制御を提供する。例えば、受信機１５０および伝送機１５２において通信信号に印加さ
れる利得は、ＤＳＰ１５８で実装される自動利得制御アルゴリズムを使用して、適応的に
制御されてもよい。
【００９６】
　データ通信モードにおいて、テキストメッセージまたはウェブページダウンロード等の
受信した信号が、通信サブシステム１７０によって処理され、マイクロプロセッサ１２８
に入力される。次いで、受信した信号は、ディスプレイ１２６へ、または代替として何ら
かの他の補助入出力デバイス１０６への出力のために、マイクロプロセッサ１２８によっ
てさらに処理される。デバイスユーザはまた、キーボード１１４および／またはタッチパ
ッド、ロッカースイッチ、サムホイール、あるいは何らかの他の種類の入力デバイス等の
何らかの他の補助入出力デバイス１０６を使用して、Ｅメールメッセージ等のデータ項目
を作成してもよい。次いで、作成されたデータ項目は、通信サブシステム１７０を介して
、通信ネットワーク１１０上で伝送されてもよい。
【００９７】
　音声通信モードにおいて、受信した信号がスピーカ１１１に出力され、伝送するための
信号がマイクロホン１１２によって生成されることを除いて、デバイスの全体的動作は、
データ通信モードと実質的に同様である。音声メッセージ録音サブシステム等の代替的な
音声またはオーディオ入出力サブシステムもまた、移動局１００上に実装されてもよい。
加えて、ディスプレイ１２６はまた、例えば、発呼者の識別、音声通話の持続時間、また
は他の音声通話関連情報を表示するために利用され得る。
【００９８】
　短距離通信サブシステム１０２は、移動局１００と、必ずしも同様のデバイスである必
要はない、他の近接システムまたはデバイスとの間の通信を可能にする。例えば、短距離
通信サブシステムは、同様に使用可能なシステムおよびデバイスとの通信を提供するよう
に、赤外線デバイスならびに関連回路および構成要素、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）ＴＭ通信モジュールを含んでもよい。
【００９９】
　また、移動局は、ＣＳ（回路交換）ならびにＰＳ（パケット交換）通信の両方に従事す
ることができ、連続性を失わずに１つの通信モードから別の通信モードへ移行することが
できるように、複数モードで動作することが可能な場合があることに留意されたい。他の
実装が可能である。
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【０１００】
　完全にするために、以下の２つの文書を参照する。
３ＧＰＰ　ＴＳ　４４．０６０　ｖ．９．３．０　“Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　（ＧＰＲＳ）；
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　（ＭＳ）－Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　
（ＢＳＳ）　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ；
Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　／　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　（ＲＬＣ／ＭＡＣ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ
（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）”
３ＧＰＰ　ＴＳ　４４．０１８　ｖ．９．４．０　“Ｍｏｂｉｌｅ　ｒａｄｉｏ　ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　ｌａｙｅｒ　３　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ；
Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（ＲＲＣ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ
（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）”
これらの参考文献の両方は、ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ／Ｓｐｅｃｓ／２０１０
－０３／Ｒｅｌ－９／４４＿ｓｅｒｉｅｓ／で入手可能である。
【０１０１】
　上記の２つの文書からの４つの項が、以下で複製される。
４４．０１８から：
９．１．５５は、拡張測定レポート（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｐｏｒｔ）メッセージである。
１０．５．２．２０は、測定レポート（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）メッセ
ージに含まれる測定レポートを含む情報要素である。
【０１０２】
　（９．１．５５　拡張測定レポート）
　測定結果を含有する、このメッセージは、携帯電話によってＳＡＣＣＨ上でネットワー
クに送信される。以下を参照されたい。
【０１０３】
　このメッセージは、ＧＳＭ（登録商標）および／または３Ｇ無線アクセス技術について
のレポートを含有してもよい。測定は、３ＧＰＰ　ＴＳ　４５．００８に定義されている
。
【０１０４】
【表１－１】

【０１０５】
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【表１－２】

【０１０６】
【表２－１】

【０１０７】
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【表２－２】

【０１０８】
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【表２－３】

【０１０９】
（１０．５．２．２０　測定結果）
　測定結果情報要素の目的は、サービングセルおよび隣接セル上の移動局によって行われ
る測定の結果を提供することである。
【０１１０】
　測定結果情報要素は、以下および表１０．５．２．２０．１に示されるようにコード化
される。
【０１１１】
　測定結果は、１７オクテット長を有する３型情報要素である。
【０１１２】
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【表３】

【０１１３】
【表４－１】

【０１１４】
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【表４－２】

【０１１５】
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【表４－３】

【０１１６】



(33) JP 5945583 B2 2016.7.5

10

20

30

【表４－４】

【０１１７】
　（４４．０６０から）
１１．２．９は、パケット測定レポートである
１１．２．９ｄは、パケット拡張測定レポートである
　（１１．２．９　パケット測定レポート）
　このメッセージは、測定結果を報告するように、移動局からネットワークへＰＡＣＣＨ
上で送信される。メッセージは、ネットワーク制御測定からの測定結果を含有する。（３
Ｇ）マルチＲＡＴ移動局については、３Ｇセルについてのレポートが含まれてもよい。（
Ｅ－ＵＴＲＡＮ）マルチＲＡＴ移動局については、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルについてのレポー
トが含まれてもよい。
【０１１８】
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【表５－１】

【０１１９】
【表５－２】

【０１２０】
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【表６－１】

【０１２１】
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【表６－２】

【０１２２】

【表６－３】



(37) JP 5945583 B2 2016.7.5

10

20

30

40

【０１２３】
　（１１．２．９ｄ　パケット拡張測定レポート）
　このメッセージは、拡張測定結果を報告するように、パケット転送モードの場合はＰＡ
ＣＣＨ上で、またはＰＤＴＣＨ上の割り当てられたブロック上で、移動局からネットワー
クへ送信される。メッセージは、ネットワーク制御測定からの測定結果を含有する。
【０１２４】
【表７－１】

【０１２５】
【表７－２】

【０１２６】
【表８－１】

【０１２７】
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【表８－２】

【０１２８】
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【表８－３】

【０１２９】
加えて、ＧＰ－１００７４６　ＣＲ　４４．０６０－１３３８　ｒｅｖ　２　“Ｉｎｔｒ
ｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｂｏｕｎｄ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｔｏ　ＣＳＧ　ｃｅｌｌ
ｓ”，　Ｎｏｋｉａ　Ｓｉｅｍｅｎｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ，　Ｎｏｋｉａ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ，３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＧＥＲＡＮ　＃４６，１７－２１　Ｍａｙ　２０１０，
Ｊｅｊｕ，Ｓｏｕｔｈ　Ｋｏｒｅａが参照される。この文書は、ルーティングパラメータ
を含有する測定レポートの具体的実施例を含有する。２つの項が以下で複製される。
【０１３０】
　（１２．５９　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ＣＳＧ測定レポート）
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ＣＳＧ測定レポート情報要素は、そのセルグローバル識別を介して識
別される１つのＥ－ＵＴＲＡＮ　ＣＳＧ隣接セルに対する測定結果を含有する。
【０１３１】
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【表９】

【０１３２】

【表１０】

【０１３３】
　（１２．６０　ＵＴＲＡＮ　ＣＳＧ測定レポート）
【０１３４】

【表１１－１】

【０１３５】
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【表１１－２】

【０１３６】
【表１２】

【０１３７】
　本願の多数の修正および変化例が、上記の教示を踏まえて可能である。したがって、添
付の請求項の範囲内で、本願は、本明細書で具体的に説明される様な方法以外で実践され
てもよいことを理解されたい。
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