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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行されるハンドオーバおよびセル再選
択のための方法であって、
　好ましいホームノードＢ（ＨＮＢ）のリストを維持するステップと、
　好ましいＨＮＢの前記リスト上のＨＮＢを検出するステップと、
　前記検出されたＨＮＢを測定するステップと、
　前記測定に基づいて、前記検出されたＨＮＢをサービング・セルに対して順位付けする
ステップと、
　前記順位付けに基づいて前記検出されたＨＮＢへの再選択をするステップと
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記順位付けするステップは、複数の選択基準に基づいて前記検出されたＨＮＢを順位
付けすることを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の選択基準は、好ましい無線環境、提供されるサービス、および課金ポリシの
うちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の選択基準のすべての選択基準が同じであることを条件として、無作為の選択
に基づいて決定を行うステップ
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をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　好ましいＨＮＢの前記リストは、優先順位のインジケーションを含むことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記検出されたＨＮＢの優先順位の前記インジケーションが前記サービング・セルの優
先順位のインジケーションよりも高いという条件において、前記再選択を実行するステッ
プをさらに備えることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記検出されたＨＮＢが前記サービング・セルの優先順位のインジケーションよりも低
い優先順位であるという条件において、前記サービング・セル上に留まるステップをさら
に備えることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線送受信
ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　好ましいＨＮＢのリストを維持するように構成されたプロセッサと、を備え、
　前記プロセッサ、受信機、および送信機が、
　好ましいＨＮＢの前記リスト上のＨＮＢを検出し、
　前記検出したＨＮＢを測定し、
　前記測定に基づいて、前記検出されたＨＮＢを前記サービング・セルに対して順位付け
し、
　前記順位付けに基づいて前記サービング・セルから前記検出されたＨＮＢへの再選択を
するように構成されたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記サービング・セルは、マクロ・セルであることを特徴とする請求項８に記載のＷＴ
ＲＵ。
【請求項１０】
　前記サービング・セルは、ＨＮＢであることを特徴とする請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　好ましいＨＮＢの前記リストは、優先順位のインジケーションを含むことを特徴とする
請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　前記プロセッサ、前記受信機、および前記送信機は、前記検出されたＨＮＢの優先順位
のインジケーションが前記サービング・セルの優先順位のインジケーションより高いとい
う条件において、再選択をするようにさらに構成されることを特徴とする請求項１１に記
載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　無線環境内でホーム進化型ノードＢ（ｅ－ＮＢ）（Home evolved Node-B）（以下、Ｈ
ＮＢと称する）への、およびホーム進化型ノードＢからの、アイドルおよび接続モード（
Idle and Connected Mode）の移動（mobility）を実現するための方法。より具体的には
その方法は、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ：long term evolution）のマ
クロ・セル（macro cell）とＨＮＢとの間の移動（双方向移動）、ＨＮＢ間の移動、およ
びＨＮＢとレガシ（legacy）の第３世代パートナシッププロジェクト（３ＧＰＰ：third 
generation partnership project）の無線アクセス技術（ＲＡＴ：Radio access technol
ogy）（例えば、第３世代（３Ｇ）／モバイル通信用グローバル・システム（ＧＳＭ:glob
al system for mobile communication ）のＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ：e
nhanced data rages for GSM evolution）無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ：GSM 
EDGE radio access network）（やはり双方向移動））との間の移動を実現することに関
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する。装置がその方法を実現するために使用される。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰのＬＴＥプログラムに関する現在の努力は、向上したスペクトル（spectral）
効率、低減した待ち時間、より高速なユーザ体験（user experience）をもたらすために
無線リソースのより良い使用、ならびにより安価でより豊富なアプリケーションおよびサ
ービスを提供するために、新しいＬＴＥの設定および構成に、新しい技術と新しいアーキ
テクチャと新しい方法とを導入することである。
【０００３】
　これらの努力の一部として３ＧＰＰは、ＨＮＢの概念をＬＴＥに導入するつもりであり
、場合によって広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）、ＧＥＲＡＮおよび他の携帯電話
の規格にも導入するつもりである。ＨＮＢは、無線ローカル・エリア・ネットワーク（Ｗ
ＬＡＮ）のアクセスポイント（ＡＰ）と同様であると理解され、極めて小さいサービス領
域（例えば、家庭または小規模事務所）中のユーザに対して携帯電話サービスへのアクセ
スを可能にする方法で設計されることができる。特にこれは、携帯電話網が配置されてい
ない領域内、および／または、レガシのＲＡＴの受信範囲が存在する領域内で有用であり
、さらに携帯電話の受信範囲（coverage）が無線関係の理由（例えば、地下の地下鉄また
はショッピング・モール）のために弱い、または、実在しない可能性がある領域内で有用
であり得る。加入者（例えば、個人または組織）は、この種のサービスが望まれる領域中
にＨＮＢを配置することができる。
【０００４】
　ＨＮＢの概念を導入することによって、その目的は、ＨＮＢを普及させ広く利用可能に
することである。しかしこれは、いくつかの配置のシナリオが考慮されるべきであること
を意味する。具体的には、無線関係の理由（例えば、地下のトンネル）のために、または
、レガシのＲＡＴの受信範囲だけが利用できるために、マクロ・セルの受信範囲が利用で
きないシナリオが考慮されなければならない。いくつかの問題が、ＨＮＢの実現に関して
対処される必要があり、いくつかが下記に記載される。
【０００５】
　マクロ・セルの受信範囲が利用できるとき、ＬＴＥのマクロ・セルとＬＴＥのＨＮＢと
の間、またはＷＣＤＭＡなどのレガシの３ＧＰＰのマクロ・セルとレガシの３ＧＰＰのＨ
ＮＢ（例えばＣＭＤＡ）との間の移動（逆も同様である）の実現が対処されるべき問題で
ある。他の問題はＨＮＢ間の移動の実現である。第３の問題は、ＬＴＥのマクロ・セルの
受信範囲が利用できないとき、ＬＴＥのＨＮＢとレガシの３ＧＰＰのＲＡＴ（例えば、Ｗ
ＣＤＭＡおよびＧＥＲＡＮ）との間の移動の実現の問題である。レガシのＨＮＢ（例えば
、リリース８のＷＣＤＭＡ）とＬＴＥのＨＮＢとの間、ＬＴＥのＨＮＢと非３ＧＰＰのＲ
ＡＴ（例えば、ＷＬＡＮ）との間、およびレガシの３ＧＰＰのＨＮＢ（例えば、ＷＣＤＭ
Ａ）とレガシの３ＧＰＰのＲＡＴとの間の移動の実現も重要な問題である。
【０００６】
　さらに、オペレータ（携帯電話または他のビジネス）が高密度の領域（例えば、ショッ
ピング・モール、コンベンション・センタなど）内でＨＮＢを介してＬＴＥの受信範囲を
提供することを選択するＨＮＢの配置などのホット・スポットを有することが可能であり
得る。無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）／ネットワークがどの受信範囲（マクロ・セ
ル、ＨＮＢなど）を使用することを選択するかの決定に影響を与えることができるこれら
のオペレータにとって、新しい収益源（revenue stream）を開拓する差別化された課金ポ
リシ（differentiated charging policy）を実現することが可能であり得る。したがって
、ＨＮＢに対する差別化された課金機構およびそれらのインジケーションのポリシならび
に実現も未解決の問題である。
【０００７】
　上述の問題に対する解決策が、ＬＴＥと他の３ＧＰＰのアクセス（例えば、ＧＥＲＡＮ
、３Ｇ）との間、および、ＬＴＥと非３ＧＰＰのアクセス（例えば、ＷＬＡＮ）との間の
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移動に関する合意された要求に合致することになることも暗に意味される。
【０００８】
　いくつかの高レベルの要求が、ＬＴＥ－ＧＥＲＡＮ／ユニバーサル地上無線アクセスネ
ットワーク（ＵＴＲＡＮ）の相互動作に関して存在する。まず、ＵＴＲＡＮおよび／また
はＧＥＲＡＮの動作もサポートする進化型ＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）端末は、端末の
複雑さおよびネットワークの性能に対する許容可能な影響を伴って、３ＧＰＰのユニバー
サル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）と３ＧＰＰのＧＥＲＡＮシステムとの両方の測定、な
らびに、その両方からの、および、両方への、ハンドオーバをそれに対応してサポートす
ることができるべきである。第２にＥ－ＵＴＲＡＮは、例えば、ＷＴＲＵにダウンリンク
およびアップリンクのスケジューリングにより測定の機会を提供することによって、端末
の複雑さおよびネットワーク性能に対する許容可能な影響を伴ってＲＡＴ間測定を効率的
にサポートするのに必要とされる。第３に、Ｅ－ＵＴＲＡＮとＵＴＲＡＮとの間のリアル
タイム・サービスのハンドオーバ中の割込み時間は３００ミリ秒未満である。第４に、Ｅ
－ＵＴＲＡＮとＵＴＲＡＮとの間の非リアルタイム・サービスのハンドオーバ中の割込み
時間は５００ミリ秒未満であるべきである。第５に、Ｅ－ＵＴＲＡＮとＧＥＲＡＮとの間
のリアルタイム・サービスのハンドオーバ中の割込み時間は３００ミリ秒未満である。第
６に、Ｅ－ＵＴＲＡＮとＧＥＲＡＮとの間の非リアルタイム・サービスのハンドオーバ中
の割込み時間は５００ミリ秒未満であるべきである。他の要求は、Ｅ－ＵＴＲＡＮに加え
てＵＴＲＡＮおよび／またはＧＥＲＡＮをサポートする非アクティブの端末（リリース６
のアイドル・モードまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨにあるものなど）が、ＧＥＲＡＮ、ＵＴＲＡ
またはＥ－ＵＴＲＡのうちの１つだけからのページング・メッセージ（paging message）
を監視する必要がないことである。Ｅ－ＵＴＲＡのブロードキャスト・ストリームと、同
一のサービス（例えば、同一のＴＶチャネル）を提供するＵＴＲＡＮまたはＧＥＲＡＮの
ユニキャスト・ストリームとの間のハンドオーバ中の割込み時間はさらなる検討（ＦＦＳ
：for further study）が必要な値未満である。ＦＳＳ値は、ＳＡ（サービスおよびシス
テム・アスペクト（Service and System Aspects）ガイダンスに従うことに合意されるべ
きである。最後に、Ｅ－ＵＴＲＡのブロードキャスト・ストリームと同一のサービス（例
えば、同一のＴＶチャネル）を提供するＵＴＲＡＮのブロードキャスト・ストリームとの
間のハンドオーバ中の割込み時間はＦＦＳ未満である。
【０００９】
　上記の要求は、ＧＥＲＡＮおよび／またはＵＴＲＡＮのネットワークがＥ－ＵＴＲＡＮ
のハンドオーバに対するサポートを提供する場合に関するものである。
【００１０】
　またいくつかの高レベルの要求が、ＬＴＥと非３ＧＰＰのアクセスとの相互動作に関し
て存在する。まず、進化型３ＧＰＰの移動管理の解決策が、端末（例えば、固定、遊動お
よび移動の端末）に様々な移動要求を提供することができるようになる。第２に、進化型
３ＧＰＰの移動管理は、ユーザからユーザへのトラフィック（例えば、ローカル・ブレー
クアウト（local break-out）を介するインターネットおよび公衆交換電話網（ＰＳＴＮ
）のユーザ向け通信を含む）に関して、および、すべてのローミングのシナリオ（例えば
、両方のユーザが移動先ネットワーク内にいるとき）で、最適化されたルーティングを可
能にするべきである。第３に、進化型３ＧＰＰのシステムはＩＰｖ４およびＩＰｖ６の接
続をサポートすることになる。ＩＰｖ４の端末とＩＰｖ６の端末、サーバおよびアクセス
・システムとの間の相互動作が可能である。様々なＩＰバージョンをサポートするアクセ
ス・システム間の移動がサポートされるべきである。最後に、トランスポートのオーバヘ
ッドは、特にラスト・マイル（last mile）および無線インターフェースに関して最適化
を必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　目標は、３ＧＰＰ　ＲＡＮ　ＷＧ３によって識別されているいくつかの高レベルのアー
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キテクチャおよび実現の問題に対処することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　携帯電話の環境内でＨＮＢへの、および、ＨＮＢからの、アイドルおよび接続モードの
移動を実現するための方法。さらなる方式が、ＨＮＢにアクセスするときに差別化された
課金を実現するために使用されることができる。
【００１３】
　具体的には基準が、ＨＮＢが検出されるときにセル再選択（cell reselection）の決定
を行い、ハンドオフの決定を行うために使用されることができ、課金ならびに他のポリシ
／設定および構成をＷＴＲＵに示すことができる。同一のまたは他のＲＡＴからのＨＮＢ
のマクロ・セル間のハンドオーバに関する様々な基準および要求が実現されることができ
る。ＨＮＢからＨＮＢへのハンドオーバに関する基準、ＨＮＢの識別番号案、ＨＮＢに関
する基本的なページング基準、およびＨＮＢに関する課金ポリシが実現されることができ
る。装置がこれらの方法を実現するために使用されることができる。
【００１４】
　より詳細な理解が、例として示され、添付図面と共に理解されるべき下記の説明からな
されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ＬＴＥのサービスを提供するＨＮＢに関するＨＮＢ配置のシナリオの構成図であ
る。
【図２】マクロ・セルの受信範囲が利用できない間のＷＴＲＵ接続手順の流れ図である。
【図３】好ましいＨＮＢセルの受信範囲が利用できるときのＷＴＲＵ接続手順の流れ図で
ある。
【図４】周囲のマクロ・セルの無線強度に対するＨＮＢの無線強度に基づいた再選択手順
の流れ図である。
【図５】複数のサービスがＨＮＢセルで利用できるときの再選択手順の流れ図である。
【図６】ネットワーク・オペレータの構成または設定（preference）を使用する再選択手
順の流れ図である。
【図７】ネットワーク・オペレータの構成または設定を使用する再選択手順の流れ図であ
る。
【図８】ネットワーク・オペレータの構成または設定を使用する再選択手順の流れ図であ
る。
【図９】ＷＴＲＵの移動の様々な状態中の再選択の流れ図である。
【図１０】ＨＮＢセルのＩＤの誤り検出手順の流れ図である。
【図１１】送信された隣接セルの情報に基づいた再選択手順の流れ図である。
【図１２】定義された値に基づいた再選択およびハンドオーバの手順の流れ図である。
【図１３】ページングを使用する再選択手順の流れ図である。
【図１４】ＬＴＥのＨＮＢ間またはレガシの３ＧＰＰのＨＮＢ間のＷＴＲＵの移動中の再
選択手順の流れ図である。
【図１５】３ＧＰＰのマクロ・セルからＨＮＢに遷移するときのアクティブ・モードのネ
ットワーク制御／ＨＮＢ支援の測定低減手順の流れ図である。
【図１６】３ＧＰＰのマクロ・セルからＨＮＢに遷移するときのアクティブ・モードのネ
ットワーク制御／ＨＮＢ支援の測定低減手順の流れ図である。
【図１７】３ＧＰＰのマクロ・セルからＨＮＢに遷移するときのアクティブ・モードのＷ
ＴＲＵ起動の測定低減手順の流れ図である。
【図１８】ＨＮＢから周囲のセルに遷移するときのアイドル・モードの測定低減手順の流
れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　以下で称するとき、用語「無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）」は、限定されないが
、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局、固定または移動の加入者ユニット、ポケットベル、携帯
電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、コンピュータ、または無線環境内で動作することができ
る他の任意の種類のユーザ装置を含む。以下で称するとき、用語「基地局」は、限定され
ないがノードＢ、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、または無線環境内で
動作することができる他の任意の種類のインターフェース装置を含む。
【００１７】
　本明細書で議論される解決策は、ＬＴＥと他の３ＧＰＰのアクセス（例えば、ＧＥＲＡ
Ｎ、３Ｇ）との間、および、ＬＴＥと非３ＧＰＰのアクセス（例えば、ＷＬＡＮ）との間
の移動に関する広範な合意に合致している。
【００１８】
　図１は、ＬＴＥのサービスを提供する可能性のあるＨＮＢ配置のシナリオ１００の例を
示す。第１の例では、２つのＨＮＢ１１０および１２０のそれぞれがＬＴＥのマクロ・セ
ル１３０内に存在する。ＨＮＢ１１０および１２０は、それぞれＨＮＢセル１１５および
１２５内にある。他の例ではＨＮＢ１４０が、ＨＮＢセル１４５内にあり、他の３ＧＰＰ
のシステム１５０内に存在する。各ＨＮＢは、より上位のネットワークノード１６０と通
信する。
【００１９】
　＜ＷＴＲＵ／ネットワーク設定およびＷＴＲＵに対するそれらの可用性＞
　どのＨＮＢ／マクロ・セルの受信範囲が望ましいかに関してＷＴＲＵが決定することが
できるいくつかの基準が下記で議論される。しばしばこれらはユーザ／オペレータの構成
を必要とし、その結果、ＷＴＲＵはこれらの構成／設定が何であるかに関して通知される
べきである。
【００２０】
　これらの設定／構成は、下記の方式のうちのいずれか１つまたは任意の組合せを使用し
てＷＴＲＵにとって利用可能にされることができる。すなわち、（１）ＷＴＲＵ内（例え
ば、加入者識別モジュール（ＳＩＭ：subscriber identity module）、ユニバーサルＳＩ
Ｍ（ＵＳＩＭ：universal SIM）、ユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ：universal i
ntegrated circuit card）またはＬＴＥの均等物内）に格納される、（２）明示的または
暗黙の信号（例えば、非アクセス層（ＮＡＳ：non-access stratus）／無線リソース制御
（ＲＲＣ：radio resource control）／層１（Ｌ１）／層２（Ｌ２）／ＩＥＥＥ８０２．
２１サービス）を使用してネットワークによってＷＴＲＵに動的に示される、（３）セル
・ブロードキャスト内で示される、（４）隣接セルのリスト内で示される、（５）ＷＴＲ
Ｕによって要求される（プル機構）、（６）ネットワークによって送信される（プッシュ
機構）、（７）ユーザ定義、および、（８）ＩＥＥＥ８０２の情報サービス機構などの他
の方式。
【００２１】
　＜ＨＮＢセルへの再選択に関する基準＞
　ＨＮＢへのセル再選択の決定を行うための下記の基準に関して、ＷＴＲＵは既にアイド
ル・モードにあると仮定される。
【００２２】
　＜マクロ・セルの受信範囲の非可用性＞
　図２は、マクロ・セルの受信範囲が利用できない間のＷＴＲＵ接続手順２００の流れ図
である。ＷＴＲＵは、マクロ・セルの受信範囲が利用できるかどうかを決定する（２１０
）。ＷＴＲＵは、利用できるときにマクロ・セル（ＬＴＥまたはレガシの３ＧＰＰのＲＡ
Ｔ）に優先的に接続することを望むことができ（２２０）、周囲のマクロ・セルの受信範
囲が利用できないときだけにＨＮＢに接続することができる（２３０）。あるいはＷＴＲ
Ｕは、所望のマクロ・セルの受信範囲が利用できないときにＨＮＢに接続することができ
る（例えば、ＬＴＥが望まれ利用できないが、ＧＥＲＡＮが利用できる）。これらの設定
（選好：preference）／構成はＷＴＲＵにとって利用可能にされると仮定される。
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【００２３】
　＜好ましいＨＮＢセルの受信範囲の可用性＞
　図３は、好ましいＨＮＢセルの受信範囲が利用できるときのＷＴＲＵ接続手順３００の
流れ図である。ある種のＨＮＢが特定のＷＴＲＵにとって「好ましい」（Preferred）と
して印をつけられることが可能である。例えばユーザは、「好ましい」ものとしてユーザ
の家庭または事務所内でＨＮＢを構成し（３１０）、その場合には周囲のマクロ・セルの
受信範囲の可用性の如何にかかわらず、この種のＨＮＢセルの受信範囲が利用できるとき
はいつでもＷＴＲＵはＨＮＢセルに接続することができる（３２０）。２つ以上のＨＮＢ
が、特定のＷＴＲＵにとって「好ましい」として印をつけられ利用できる場合（３３０）
、ＷＴＲＵは、すべての選択基準が同じであるかどうかを決定する（３４０）。次いでＷ
ＴＲＵは、優先順位を実施することができる（３５０）、または、いくつかは下記で言及
される他の基準（例えば、好ましい無線環境、提供されるサービス、課金ポリシなど）に
基づいてそれらの間で決定を行うことができる、または、ＷＴＲＵは、すべての選択基準
が同じである場合（３４０）に無作為の選択に基づいて決定を行うことができる（３６０
）。
【００２４】
　あるいは、ＨＮＢが「好ましい」ものではない場合（３１０）、ＷＴＲＵはＨＮＢに第
２の選好（設定：preference）を与えるであろう（３７０）（すなわち、ＷＴＲＵがマク
ロ・セルを試行した後）。しかしＷＴＲＵは、マクロ・セルの受信範囲が利用できない場
合にＨＮＢ上に依然として留まる（camp on）ことができる（３８０）。ある種のＨＮＢ
は「ブラックリスト」に載せられうる（３９０）が、それらは緊急の場合に依然としてア
クセスされることができる（３９５）。緊急であり（３９５）、ＨＮＢが好ましくない（
３１０）場合、ＷＴＲＵはＨＮＢにアクセスする許可を依然として与えられるであろう（
３２０）。ＨＮＢが「ブラックリスト」に載せられ（３９０）、緊急ではない（３９５）
場合、ＷＴＲＵはアクセスを拒否されることになる（３９７）。これらの設定／構成がＷ
ＴＲＵにとって利用可能にされると仮定される。
【００２５】
　＜無線関係の基準＞
　図４は、周囲のマクロ・セルの無線強度に対するＨＮＢの無線強度に基づいた再選択手
順４００の流れ図である。セル再選択手順は、相対的な携帯電話の無線強度に基づいてセ
ルに優先順位をつける。しかし、相対的強度の測定を使用するのではなく、ＷＴＲＵは、
絶対測定に基づいて決定を行うことができる、すなわち、たとえＨＮＢの無線強度が周囲
のマクロ・セルの無線強度より勝っている可能性がある（４１０）としても、マクロ・セ
ルの強度が非常によい（すなわち、ある絶対値より高い）可能性がある。このような場合
には、周囲のマクロ・セルの受信範囲がある絶対値を下回らない限り（４２０）、ＷＴＲ
Ｕは、たとえＨＮＢセルがより強い物理層接続を提供し、他のパラメータが他の方法で示
すことができても、ＨＮＢセルへの再選択をしないことになる（４３０）。周囲のマクロ
・セルの受信範囲が、４２０で、ある絶対値を上回ったままである場合、ＷＴＲＵは４４
０でＨＮＢへの再選択をすることができる。絶対値は、ネットワーク・トラフィック、Ｗ
ＴＲＵの識別情報、およびネットワーク内の位置、マクロ・セル対ＨＮＢセル内で提供さ
れるサービスまたは他の基準に基づいて動的に変更されることができる。これらの設定／
構成／値は、ＷＴＲＵにとって利用可能にされると仮定される。
【００２６】
　あるいはネットワークは、相対的比較が依然として使用されるが、ＨＮＢに関するオフ
セット（ｏｆｆｓｅｔ）が通常のマクロ・セルよりはるかに高い／低いことを保証するこ
とができる。これは、ＨＮＢセルが、ＨＮＢセルに再選択するために周囲のマクロ・セル
より著しく勝る受信範囲を提供しなければならないことを保証する。この代替形態の場合
にオフセット値は、ネットワーク・トラフィック、ＷＴＲＵの識別情報、およびネットワ
ーク内の位置、マクロ・セル対ＨＮＢセル内で提供されるサービスまたは他の基準に基づ
いて動的に変更されることができ、ＷＴＲＵに送信されることができる。
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【００２７】
　＜ＨＮＢセルで利用できるサービス＞
　図５は、複数のサービスがＨＮＢセルで利用できるときの再選択手順５００の流れ図で
ある。どのサービスがＨＮＢセル内で提供されるかに関しては現在未解決の問題である。
一例として、アイドル・モードのＷＴＲＵは、特定のマルチメディア・ブロードキャスト
・マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳ）の開始を待っていることが可能であり、ＷＴＲ
ＵはＨＮＢを既に選択している可能性がある。ＷＴＲＵがＨＮＢセルを既に選択していな
い場合には、ＷＴＲＵは、ＨＮＢセルが所望のＭＢＭＳサービスをサポートすることがで
きない場合にＨＮＢセルへの再選択をしないことを選択することができる。
【００２８】
　図５を参照すると、複数のセルが利用でき（マクロ、ＨＮＢ、他のＲＡＴなど）（５１
０）、ＷＴＲＵが複数のサービス（例えば、複数のＭＢＭＳセッション）を開始すること
を予期する（５２０）場合、ＷＴＲＵはこれらの複数のサービスに対する優先権を実施す
ることができ（５３０）、ＨＮＢセル（または他の任意のセル）への再選択をする（５４
０）というその決定は、サービスのこの優先順位によって影響を与えられることになる。
複数のセルが利用できず、１つのセルだけが利用できる（５１０）場合には、ＷＴＲＵは
、それがサービスを有することを確かめるために利用可能なセル上に留まることを余儀な
くされることになる（５５０）。複数のセルが利用でき（５１０）、ＷＴＲＵは、任意の
サービスが開始することを予期しない（５２０）場合、ＨＮＢセルへの再選択は、どの設
定を用いてＷＴＲＵが構成されているかに依存することになる。ＷＴＲＵが好ましいセル
としてＨＮＢを用いて構成されている（５６０）場合、ＷＴＲＵは、図３に示されるよう
にＨＮＢセルへの再選択をすることになる。ＷＴＲＵが好ましいセルとしてＨＮＢを用い
て構成されていない（５６０）場合、ＷＴＲＵは、図２に示されるようにその構成に応じ
てマクロ・セルへの再選択をすることができる（５８０）。これらの設定／構成はＷＴＲ
Ｕにとって利用可能にされると仮定される。また、ＨＮＢへのハンドオーバ（ＨＯ）は非
対称であり得ることに留意されたい。ＷＴＲＵは、アイドル・モードおよび接続モードの
両方に関して、ＨＮＢから対応するマクロ・セルへのハンドオーバを可能にすることを選
択することができる。しかしＷＴＲＵは、アイドル・モードだけでマクロ・セルからＨＮ
Ｂへのハンドオーバを可能にすることを選択することができる。例えばＷＴＲＵは、接続
モードにある間にマクロ・セル上に留まり、ＷＴＲＵがアイドル・モードになるとＨＮＢ
へのハンドオーバを実行することを選択することができる。
【００２９】
　＜オペレータの合意＞
　セル再選択手順は、オペレータ間の新しいビジネス協定の可能性を除外すべきではない
。例えば２つのオペレータは、オペレータＢがオペレータＡにＨＮＢの受信範囲を提供す
るように協力することができる。オペレータＡに加入されたＷＴＲＵは、オペレータＢに
よって維持される（例えば、セル・ブロードキャスト内で公衆地上移動通信網（ＰＬＭＮ
）のＩＤによって識別される）周囲のマクロ・セル内にローミングすることを選択するこ
とができないが、ＷＴＲＵは、代わりにオペレータＢによって維持されるＨＮＢセル内に
ローミングすることを選択することができる。選択されることができるオペレータのこれ
らの設定／構成、および、どんな種類のセルがこれらのオペレータによって提供されるか
がＷＴＲＵにとって利用可能にされると仮定される。
【００３０】
　＜ネットワーク・オペレータの構成または設定＞
　図６は、ネットワーク・オペレータの構成または設定を使用する再選択手順６００の流
れ図である。ネットワーク・オペレータは、個々のＷＴＲＵの設定（選好）の如何にかか
わらず、特定の領域内のすべてのＷＴＲＵが所与の瞬時に利用可能なＨＮＢセルへの再選
択をすることを好み得る（６１０）ことが可能である。一例としてオペレータは、ＭＢＳ
ＦＮ（マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワーク：Multicast Broadcas
t Single Frequency Network）領域内に複数のＨＮＢを配置し（６２０）、その領域内の
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すべてのＷＴＲＵにＨＮＢセル上に優先的に留まることを要求することができる（６３０
）。この種のコマンドは、マクロ・セルのブロードキャスト・チャネル上で、または、（
個々のユーザが目標とされるべきである場合に）専用の信号（例えば、ネットワーク・ア
クセス・サーバ／無線リソース制御（ＮＡＳ：network access server／ＲＲＣ：radio r
esource control））を介して、送信されることができる。
【００３１】
　図７は、ネットワーク・オペレータの構成または設定を使用する他の再選択手順７００
の流れ図である。オペレータは、ＷＴＲＵがマクロ・セル上に常に留まることを要求し（
７１０）、他の関連の情報（例えば、加入）と共に隣接セルの測定報告をコア・ネットワ
ークに送信することができる（７２０）。コア・ネットワーク内の論理エンティティ（ｅ
ｎｔｉｔｙ）（例えば、移動管理エンティティ（ＭＭＥ：mobility management entity）
）は、加入情報（例えば、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ：home subscriber server）内に
格納された）、および、ＷＴＲＵを特定のマクロ・セル／ＨＮＢセルに導くためのネット
ワークのトラフィック情報（例えば、輻輳など）と共に、これらの報告を使用することが
できる（７３０）。
【００３２】
　図８は、ネットワーク・オペレータの構成または設定を使用する第３の再選択手順８０
０の流れ図である。この代替形態は、ＷＴＲＵがアイドル・モードから接続モードに移動
し（８１０）、要求される情報をコア・ネットワークに送信し（８２０）、コア・ネット
ワークの決定を受信し（８３０）、アイドル・モードに戻るように遷移し（８４０）、次
いでコア・ネットワークの決定に基づいて再選択する（８５０）ことを要求する。
【００３３】
　＜ＨＮＢセルの課金ポリシ＞
　ＨＮＢセルはセル・ブロードキャスト上で課金ポリシを示すことができ、または、課金
ポリシは、サービング・セルの隣接セル・ブロードキャスト上でＷＴＲＵに示されている
可能性があり、または、ネットワークからＷＴＲＵによって要求されている可能性があり
、または、ＨＮＢに関する課金ポリシは、ＷＴＲＵ内で事前に構成されている可能性があ
る（例えば、ＨＮＢはセル・ブロードキャスト内のホット・スポット／公共のＨＮＢとし
てＨＮＢ自体を通知し、ＷＴＲＵは、公共であるすべてのＨＮＢがある種のレートを有す
ることを示す構成を格納させる（例えば、汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ：Univer
sal Subscriber Identity Module）内にまたは汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ：Universal In
tegrated Circuit Card）内に））。これはクラスベースのポリシと呼ばれ、ある種のク
ラス（例えば、ホット・スポット、ある店内のすべての顧客に対して公共、私的など）に
属するＨＮＢが、変更することができる、または、できない特定のレートを有することが
できる。これらのポリシおよびＷＴＲＵの設定（例えば、利用できる最も安価なものに接
続する）に基づいて、ＷＴＲＵは、特定のマクロ・セル／ＨＮＢセルへの再選択をするこ
とができる。これらの設定／構成はＷＴＲＵにとって利用可能にされると仮定される。
【００３４】
　＜ＷＴＲＵの移動＞
　図９は、ＷＴＲＵの移動の様々な状態中の再選択手順９００の流れ図である。ＨＮＢセ
ルの受信範囲が小さい（おそらく多くて数百フィート）と予期されるとき、ＷＴＲＵがＨ
ＮＢセル内にあることを検出した（９１０）後に、高いまたは中間の移動状態にあるＷＴ
ＲＵ（９２０）は、たとえ他のパラメータ（例えば、設定）が他の方法で示すことができ
てもＨＮＢへの再選択をしないことを選択し（９３０）、マクロ・セルへの再選択をする
ことを選択する（９４０）ことができる。これは、すぐにマクロ・セルに再び再選択しな
ければならないことを避けるためである。ＷＴＲＵが高いまたは中間の移動状態にない（
９２０）場合、ＷＴＲＵはＨＮＢへの再選択をすることを選択することができる（９５０
）。ＷＴＲＵの移動の検出は、ＷＴＲＵに委ねられることができ、またはいくつかの他の
手段によってＷＴＲＵに提供されることができる。
【００３５】
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　＜セルの識別番号＞
　図１０は、ＨＮＢセルのＩＤの誤り検出手順１０００の流れ図である。ＨＮＢセルの識
別番号（ＩＤ）がｅ－ＮＢセルのＩＤと異なることが可能であり得る。ＨＮＢセルのＩＤ
の形式はコンテキスト情報（contextual information）を含み、すなわちセルＩＤのある
部分がある特性（例えば、オペレータ／領域／位置など）を表す。ＷＴＲＵが、所与のＨ
ＮＢに関して通知されているＩＤ（１０１０）もしくはその一部が誤っていることを検出
する場合、または、ＷＴＲＵが、所与のＨＮＢに関してある種のパラメータ（例えば通知
されているオペレータ）が誤っており（１０２０）、異なっていると予期されることを検
出する場合、ＷＴＲＵは、１０３０でこの種のＨＮＢ上に留まらないことを選択すること
ができる。さらに、この種の決定は、この誤りを示すメッセージ（例えば、ＲＲＣメッセ
ージ／ＮＡＳメッセージ）をネットワークにトリガーすることができる（１０４０）。通
知されたＩＤが正しい場合、ＷＴＲＵはＨＮＢ上に留まることを選択することができる（
１０５０）。
【００３６】
　上記の基準は、任意の順序で優先順位をつけられることができ、ＷＴＲＵ／ユーザ／オ
ペレータ特定またはいくつかの他のパラメータに対して特定であってよい。これらの再選
択基準に対する優先順位はＷＴＲＵ内で構成されることができる。
【００３７】
　＜ＨＮＢセルと他のセルとの間の移動＞
　ＷＴＲＵが接続モード（すなわち、ＬＴＥのアクティブ・モード）にあり、概して合意
された原理により、ネットワークがハンドオフを制御すると仮定される。しかしＷＴＲＵ
が、例えばＲＲＣメッセージまたはＮＡＳメッセージとして送信された特定のハンドオー
バ要求メッセージを使用してＨＯを起動することが可能であり得る。
【００３８】
　下記で議論されるすべてのハンドオーバ手順では下記の基準があてはまる。まず、別々
にまたは組み合わせてサービスおよび課金基準がハンドオーバおよび再選択での非常に重
要な役割を果たす。例えば、マクロ・セル内のＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが望むサービスを提
供可能にすることができず、サービスを得るための唯一のオプションが、非常に高いレー
トにもかかわらずＨＮＢであり得る。この種のシナリオではＷＴＲＵは、選択もしくはハ
ンドオーバの基準内で可能にするＷＴＲＵのＳＩＭ内で定義されたある事前に定義された
設定を有することができる、またはＷＴＲＵは、ユーザがそれを手動で選択するためにス
クリーン・オプション上で提供されることができる。またはユーザは、ＨＮＢ内でＬＴＥ
の特定のサービス（例えば、ボイス・オーバ・インターネット・プロトコル（ＶｏＩＰ：
Voice over Internet Protocol））を使用することができ、このような場合では高いサー
ビス割込みがあり得るので、他のＲＡＴからのセルへの再選択をするためにより高いオフ
セットを有することができる。
【００３９】
　図１１は、送信された隣接セルの情報に基づいた再選択手順１１００の流れ図である。
重要であり得る第２の要因は、ＨＮＢまたはマクロ・セルに関する隣接セルの情報が、サ
ービングサービング・セルによって送信されるか否かである。隣接セルのリストが一部の
能力情報（capability information）と共に送信される（１１１０）場合には、ＷＴＲＵ
は、それが特定の隣接セルへの再選択をすることを望むのか、それともハンドオーバする
ことを望むのかを決定することができる（１１２０）。隣接セルの能力情報が送信されな
い場合、または、隣接リストからの情報が送信されない（１１１０）場合、ＷＴＲＵは、
隣接のシステム情報メッセージを読み取る必要があり得、読み取られた情報に応じてその
特定のＨＮＢまたはマクロ・セル上に留まらないことを決定することができる（１１３０
）。
【００４０】
　また、マクロ・セルとＨＮＢとの間のすべての周波数内、周波数間およびＲＡＴ間の再
選択ならびにハンドオーバでは、同様の基準が適用されることができる。
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【００４１】
　＜ＨＮＢからマクロ・セルへの移動＞
【００４２】
　＜ＬＴＥのＨＮＢからＬＴＥのマクロ・セルへ、または、レガシのＨＮＢからレガシの
３ＧＰＰのＲＡＴへ＞
　再選択およびハンドオーバに関する基準は、ＬＴＥのマクロ・セルおよびＨＮＢに関す
るものであり得、ここで基準と閾値との２つの対が定義されることができる。ＷＴＲＵは
、マクロ・セルへの再選択をすることを好むか否か（上述されたサービスおよび課金基準
に基づいて）に応じて適切な基準を使用することができる。
【００４３】
　＜ＬＴＥのＨＮＢから他のＲＡＴ（３ＧＰＰまたは非３ＧＰＰ）のマクロ・セルへ＞
　他のＲＡＴを再選択することを決定する場合、ＷＴＲＵはある種の閾値を有することが
できる。例えばＷＴＲＵは、ＬＴＥのセルまたは周波数が特定の閾値を下回るときだけ、
３ＧＰＰのマクロ・セル上でセルを順位付けし始めることを決定することができる。また
ＷＴＲＵは、どのＲＡＴを測定するべきか、または、どのＲＡＴを再選択するべきかを決
定するときにある種の階層を有することができる。例えば、まず他の３ＧＰＰのセルが検
索されることができる場合、または、取り上げる適切なセルがない場合、非３ＧＰＰ（Ｇ
ＥＲＡＮ）のセルが測定されることができる。最後に、ＷＬＡＮなどの他の非３ＧＰＰの
セルが適切なセルを求めて期待され得る。
【００４４】
　＜レガシのＨＮＢ（ＷＣＤＭＡなど）からＬＴＥへ、または、非３ＧＰＰのＲＡＴのマ
イクロセルへ＞
　このシナリオでのセルの再選択およびハンドオーバに関する基準は、ＬＴＥのＨＮＢか
ら他のＲＡＴ（３ＧＰＰまたは非３ＧＰＰ）のマクロ・セルへの再選択およびハンドオー
バに関する基準と同様であり得る。このシナリオではＷＴＲＵは、レガシのＲＡＴのセル
または周波数が特定の閾値を下回るときだけ、ＬＴＥのマクロ・セル上でセルを順位付け
し始めることを決定することができる。またＷＴＲＵは、どのＲＡＴを測定するべきか、
または、どのＲＡＴを再選択するべきかを決定するときに、ある種の階層を有することが
できる。例えば、まずＬＴＥのセルが検索されることができ、または、取り上げる適切な
セルがない場合、非３ＧＰＰ（ＧＥＲＡＮ）のセルが測定されることができる。最後に、
ＷＬＡＮなどの他の非３ＧＰＰのセルが適切なセルを求めて調べられることができる。
【００４５】
　＜マクロ・セルからＨＮＢへの移動＞
【００４６】
　＜ＬＴＥのマクロ・セルからＬＴＥのＨＮＢへ、または、レガシの３ＧＰＰのＲＡＴか
らレガシのＨＮＢへ＞
　図１２は、定義された値に基づいた再選択およびハンドオーバの手順１２００の流れ図
である。ＷＴＲＵがマクロ・セル内にあるとき、ＷＴＲＵがＨＮＢに加入していない限り
ＷＴＲＵは、マクロ・セル内に留まることを好むであろう。１つの代替形態は、セルの再
選択およびハンドオーバに関して、１２１０で２対の値を定義し、値のサイズ（ｓｉｚｅ
）を決定する（１２２０）ことであり得る。１組の値は、ハンドオーバおよびセルの再選
択の非常に大きい値に関してであり得る（例えば、トリガーすべき時間（Time to trigge
r）およびＴ　ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ、または非常に高いオフセット）（１２３０）。
他の組の値は、ハンドオーバ手順中に一般に伝えられる値の範囲であり得る。ＷＴＲＵが
特定のサービスに関してＨＮＢに実際加入されている（１２４０）場合、（ＷＴＲＵは、
隣接セルの情報、または、ＷＴＲＵに送信されるいくつかのＲＲＣメッセージ内で、それ
について認識することができる）、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが構成されている通常のハンド
オーバおよび再選択のパラメータを適用することができる（１２５０）。あるいはＷＴＲ
Ｕは、ＷＴＲＵが特定のＨＮＢに加入されているその特定のＨＮＢへの再選択またはハン
ドオーバに優先順位をつけることができる。ＷＴＲＵが特定のサービスに関してＨＮＢに
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加入していない場合、ＷＴＲＵは、隣接セルへの再選択をするためにより高いタイマおよ
びオフセットを適用することができる（１２６０）。ＷＴＲＵは、ハンドオーバおよび再
選択のパラメータに関するより大きい値が使用される場合に言及されている適応できる再
選択およびハンドオーバの手順も使用することができる。
【００４７】
　あるいは、前述された絶対閾値が使用されることができ、ここでマクロ・セル内のＷＴ
ＲＵは、ササービング・セルＨＮＢが特定の閾値を下回らない限り、ＨＮＢのセルにハン
ドオーバしない、または、再選択しない。
【００４８】
　＜ＨＮＢでのページング＞
　図１３は、ページングを使用する再選択手順１３００の流れ図である。このモデルは、
マクロ・セルの受信範囲が存在するＨＮＢのシナリオをサポートし、その結果、ＨＮＢ内
でページングはなくなり、代わりにＷＴＲＵは、１つがアクセス可能である場合にマクロ
（すなわち、非ＨＮＢ）セル上に常に留まることになる（１３１０）。ＷＴＲＵがマクロ
・セル内でページングを受信する（１３２０）と、ＷＴＲＵは、それが他のＨＮＢによる
適切な受信範囲を有することをＲＲＣ設定メッセージ（例えば、接続要求）と共に示すこ
とができる（例えば、測定報告を含むことによって）（１３３０）。ネットワークがＷＴ
ＲＵをＨＮＢにリダイレクトすることができるというインジケーションを受信する（１３
４０）と、ＷＴＲＵは、ＨＮＢの受信範囲の領域内で呼出しを取ることができる。したが
って、このモデルではページングは、「通常の」ＬＴＥのシステム内で行われるが、呼出
しはＨＮＢの受信範囲の領域内で取られる。
【００４９】
　位置機能を装備したＷＴＲＵは、適切なＨＮＢの選択を決定するために入力要因として
使用されるべき正確な位置を提供することを選択することができる。これは、ＷＴＲＵに
ＨＮＢを測定することを要求することなく実行されることができ、したがって隣接リスト
を必要としないであろう。
【００５０】
　マクロ・セルの受信範囲がない場合をサポートするためにページング・メッセージがネ
ットワークからＨＮＢにトンネリングされる（伝えられる（tunneled））必要があり、Ｗ
ＴＲＵは、ＨＮＢの受信範囲の領域内に留まり、ページングされることになる。したがっ
てＷＴＲＵは、それが再選択しているＨＮＢをマクロ・セルに示すことが必要であり得、
ＷＴＲＵに送信されるべき任意のページングが、まずマクロ・セルに送信され、次いでマ
クロ・セルがＷＴＲＵにページングをトンネリングすることになる。
【００５１】
　＜他のＲＡＴのマクロ・セルからＬＴＥのＨＮＢへ、または、他のＲＡＴのマクロ・セ
ルからレガシの３ＧＰＰのＨＮＢへ＞
　このシナリオでは他のＲＡＴからのセルは、ＨＮＢへの再選択をする前にＬＴＥのマク
ロ・セルまたはレガシの３ＧＰＰのマクロ・セルへ一般に再選択をするであろう。しかし
、厳しい再選択基準を使用して、ＷＴＲＵは、他のＲＡＴのマクロ・セルから最後の選択
肢としてＨＮＢだけに余儀なく行かされ得る（前述のようにサービス、課金、より高い閾
値およびすべての他の基準を使用して）。
【００５２】
　＜ＬＴＥのＨＮＢ間またはレガシの３ＧＰＰのＨＮＢ間の移動＞
　図１４は、ＬＴＥのＨＮＢ間、または、レガシの３ＧＰＰのＨＮＢ間のＷＴＲＵの移動
中の再選択手順１４００の流れ図である。受信されたサービスおよび課金機構が２つの隣
接のＨＮＢ内で同様である場合、ハンドオーバのプロセスは、２つの隣接のマクロ・セル
間のサービスおよび課金機構と同様であるべきである。目標のＨＮＢ上に留まる（１４１
０）前に、サービングＨＮＢは、ＷＴＲＵが伝えるつもりである目標のＨＮＢを示すメッ
セージを最後に留まったマクロ・セルに送信する（１４２０）ことができ、マクロ・セル
はページング・メッセージを正しいＨＮＢにトンネリングする（１４３０）。
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【００５３】
　上述の再選択およびハンドオーバの手順は、ＷＴＲＵが、ＷＴＲＵが加入されているＨ
ＮＢの周囲のマクロ・セル／トラッキング領域（ＴＡ：tracking area）内にあることを
ＷＴＲＵが検出しない限り（隣接セルのリストまたは他の手段のいずれかにより）、最小
限に抑えられることができる（測定するべき量を低減する、または、測定間の間隔を増大
することによって）。この目的のためにＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが加入されている周囲のＨ
ＮＢおよびＷＴＲＵが存在するマクロ・セル／ＴＡのリストを維持することができる。当
該のセル／ＴＡに入るとＷＴＲＵは、ＨＮＢを捜して測定をアクティブに行うことができ
る。
【００５４】
　＜３ＧＰＰのマクロ・セルからＨＮＢに遷移するときに測定を最小限にすること＞
【００５５】
　＜アクティブ・モードで＞
　アクティブ・モード（すなわち、ＲＲＣ接続）にある間にＨＮＢセルの測定を最小限に
するために３ＧＰＰのマクロ・セル（例えば、ＬＴＥ／ＷＣＤＭＡなど）内にあるＷＴＲ
Ｕは、下記で議論されるオプションのうちの１つ（または任意の組合せ）を採用すること
ができる。
【００５６】
　＜ＨＮＢによって支援される制御されるネットワーク＞
　ＨＮＢ（周囲のマクロ・セルと同様の帯域内で動作する）が、ＨＮＢがサービスするＷ
ＴＲＵ（すなわち、ＨＮＢ上で構成されているそれらのＷＴＲＵ）が付近内にあるかどう
かを検出することが可能であり得る。検出するとＨＮＢは、Ｓ１－Ｃ／Ｘ２／Ｉｕ／他の
接続（１つが既に存在しない場合）を動的に設定することができる。Ｓ１－Ｃ、Ｘ２、お
よびＩｕは、様々なネットワーク・エンティティ間に存在する接続である。Ｓ１－Ｃは、
ＨＮＢとＭＭＥ（移動管理エンティティ）との間のインターフェースであり、ＥＵＴＲＡ
ＮとＥＰＣとの間の相互接続点を提供する。Ｘ２インターフェースはＨＮＢを互いに相互
接続することを可能にするインターフェースである。Ｉｕは、ＳＧＳＮ（サービングＧＰ
ＲＳサポートノード）とＵＭＴＳのネットワークとの間のネットワーク・インターフェー
スである。
【００５７】
　図１５は、３ＧＰＰのマクロ・セルからＨＮＢに遷移するときのアクティブ・モードの
ネットワーク制御／ＨＮＢ支援の測定低減手順１５００の流れ図である。下記の手順は一
緒にまたは任意の組合せで使用されることができる。
【００５８】
　ＨＮＢが、ＨＮＢがサービスすることになっているＷＴＲＵを検出する（１５１０）（
スリープ・サイクル（sleep cycle）または他の状態から目覚めた後）場合、ＷＴＲＵは
、この検出をネットワークに示すことができる（１５２０）（例えば、ＲＮＣ、サービン
グの汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）、ＭＭＥ、ｅ－
ＮＢ、ＮＢ、基地局システム（ＢＳＳ）または他のネットワーク・エンティティ）。つま
りネットワークは、特定のＷＴＲＵがＨＮＢの付近内にあることを通知されることができ
る。ＷＴＲＵの識別情報は、国際移動加入者識別番号（ＩＭＳＩ：international mobile
 subscriber identity）、仮移動加入者識別番号（ＴＭＳＩ：temporary mobile subscri
ber identity）またはいくつかの他のＩＤであってよい。ＷＴＲＵの識別情報は、ＨＮＢ
アクセスのために設計されたＷＴＲＵ用の特別なＩＤ、または、セルレベルのＷＴＲＵの
識別情報（例えば、セル無線ネットワーク仮識別番号（Ｃ－ＲＮＴＩ：cell radio netwo
rk temporary identity））であってよい。さらにＨＮＢは、ネットワーク・エンティテ
ィに基本的なシステム情報ブロック（ＳＩＢ：system information block）情報を提供す
ることができる（１５３０）。このＳＩＢ情報は、測定（例えば、周波数、ＨＮＢのＩＤ
／セルＩＤ、ランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ：random access channel）のパ
ラメータ）を行い、ＨＮＢセル上に留まるためにＷＴＲＵによって使用されることができ
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る。ネットワーク・エンティティは、測定コマンドを生成し、ＷＴＲＵに送信する（１５
５０）前に、１５４０で、ある種の手順（例えば、ＨＮＢの登録、ＨＮＢの認証、ＷＴＲ
Ｕの識別情報の検証、照会するＨＮＢへのＷＴＲＵの加入の検証）を実行することを選択
することができる。測定コマンドは、既存のコマンドと同様であり得、ＷＴＲＵにＨＮＢ
セルを測定することを伝えることになる。ＷＴＲＵは、測定期間中に測定を行うためにこ
れらのパラメータを使用し（１５６０）、測定報告を生成し（１５７０）、測定報告をネ
ットワークに提供することになる（１５８０）。これらの手順は、ネットワークによって
ＨＮＢにハンドオーバ・コマンドをトリガーすることができる（１５９０）。あるいは１
５９５でネットワークは、アクセスされることができるＨＮＢの署名をＷＴＲＵに提供す
ることができる。この署名は、ＷＴＲＵ単位またはグループ単位で割り当てられることが
できる。
【００５９】
　図１６は、３ＧＰＰのマクロ・セルからＨＮＢに遷移するときのアクティブ・モードの
ネットワーク制御／ＨＮＢ支援の測定低減手順１６００の流れ図である。この例ではＨＮ
Ｂは、特定のＷＴＲＵの識別情報を提供可能にすることなくＷＴＲＵが付近内にあるとい
うインジケーションをネットワークに提供することだけできる（１６１０）（例えば、受
信した信号強度および関連のＳＩＢパラメータに基づいて）。次いで、任意選択でＨＮＢ
の識別情報を認証／検証した（１６２０）後に、ネットワーク・エンティティ（例えば、
ＭＭＥ）は、任意の加入されたＷＴＲＵ（その特定のＨＮＢに加入されている）がＨＮＢ
を囲むマクロ・セル内にあるかどうかを知るためにチェックすることができる（１６３０
）。次いでネットワーク・エンティティは、ＨＮＢに加入されており、周囲のマクロ・セ
ル内にあるそれらのＷＴＲＵに測定コマンドを生成し送信することができる（１６４０）
。ネットワーク・エンティティに対するそのメッセージ内でＨＮＢは、加入されたＷＴＲ
Ｕのリストをネットワーク・エンティティに提供することができ、または、ネットワーク
・エンティティは、ある他の方法で（例えば、ＨＳＳから）このリストを決定することが
できる。
【００６０】
　＜ＷＴＲＵ起動＞
　図１７は、３ＧＰＰのマクロ・セルからＨＮＢに遷移するときのアクティブ・モードの
ＷＴＲＵ起動の測定低減手順１７００の流れ図である。この例ではネットワークは、どの
ＨＮＢをＷＴＲＵが測定すべきであるかに関してＷＴＲＵに命令しない。しかしネットワ
ークは、より少数のマクロ・セル測定を行うようにＷＴＲＵに命令し（１７１０）、その
結果、ネットワークは、ＨＮＢの測定を行うことをしばらくの間、ＷＴＲＵに任せる。次
いでＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが、それが加入されているＨＮＢを囲むマクロ・セル内にある
とき、ＷＴＲＵがネットワークによって行うように命令されるマクロ・セルの測定に加え
てＨＮＢの測定を行うことができる（１７２０）。この場合、ＷＴＲＵは、周囲のマクロ
・セルとＨＮＢとの間の関連付けを維持し（１７３０）、この関連付けを再構成する能力
を有することができる。次いでＷＴＲＵは、いくつのＨＮＢの測定を行うべきかを決定す
るアルゴリズムを採用することができる（１７４０）。このアルゴリズムは、電力レベル
、利用できる測定時間、およびＷＴＲＵが行うべきであるＨＮＢの測定の最大数を示唆す
るための他の基準を考慮することができる。次いでＷＴＲＵは、測定報告を生成し、ネッ
トワークに返信する（１７６０）前に、示唆された数の測定を行うことができる（１７５
０）。
【００６１】
　＜アイドル・モード＞
　アイドル・モードにある間（すなわち、トラッキング領域／ルーティング領域レベルで
識別されるＷＴＲＵ）にＨＮＢセルの測定を最小限にするために、３ＧＰＰのマクロ・セ
ル（例えば、ＬＴＥ／ＷＣＤＭＡなど）内にあるＷＴＲＵは下記の方式を採用することが
できる。
【００６２】
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　＜ＷＴＲＵ起動＞
　この方式ではＷＴＲＵは、いくつのＨＮＢの測定を行うべきかを決定するアルゴリズム
を採用することができる。このアルゴリズムは、電力レベル、利用できる測定時間、周囲
のマクロ・セルＩＤ／トラッキング領域ＩＤ／最後のセルおよびＷＴＲＵが行うべきであ
るＨＮＢの測定の最大数を示唆するための他の基準を考慮することができる。次いでＷＴ
ＲＵは、再選択の決定を行う前に、示唆された数の測定を行うことになる。
【００６３】
　＜測定を低減するための他の方法＞
　測定を低減するために、すべてのＨＮＢが別々の周波数層上にあり得る。これは、ＷＬ
ＡＮのために使用される産業科学医療用帯域などの未使用帯域でさえあり得る。次いで、
ＷＴＲＵの加入に基づいてＷＴＲＵは、ＨＮＢの周波数またはマクロ・セルが存在する周
波数について測定することを決定することができる。電話が開始されるときでさえ、ＷＴ
ＲＵの設定に基づいてＷＴＲＵは、まずＨＮＢの周波数層をスキャンしその上に留まるか
、それとも、ＨＮＢの周波数層を全くスキャンしないことを決定し、マクロ・セルの周波
数だけをスキャンすることができる。
【００６４】
　さらにＷＴＲＵは、そのＩＭＳＩおよびＳＩＢ内で提供される署名との組合せを使用し
てＨＮＢの署名を得ることができる。得られる署名は、これらのパラメータに基づいて計
算され、場合によっては、ＷＴＲＵおよびＨＮＢの両方に共通のオペレータ提供のＩＤに
基づいて計算される。例えばこのＩＤは、ＷＴＲＵおよびＨＮＢの両方に共通のＵＩＣＣ
またはＳＩＭカードなどの装置の規定を通過されることができる。
【００６５】
　＜ＨＮＢから周囲のセルに遷移するときに測定を最小限にすること＞
　図１８は、ＨＮＢから周囲のセルに遷移するときのアイドル・モードの測定低減手順１
８００の流れ図である。測定を低減するためにＨＮＢは、ＨＮＢがそれらのパラメータと
共にそのブロードキャストメッセージ内で認識する隣接リストを１８１０で送信すること
ができる。ＷＴＲＵは、１８２０でそれらのパラメータを読み取り、１８３０でその加入
に基づいていくつかの隣接セルへの再選択をしないことを決定し、それによって、ＷＴＲ
Ｕが行わなければならない測定数を低減することができる。あるいはＨＮＢは、ＨＮＢの
受信範囲内にあるときに、ＷＴＲＵに関するより長い測定サイクルを有することを単に決
定することができる。これは、ＨＮＢが動作している受信範囲および環境のその範囲を考
慮して、ＨＮＢが突然のフェージング（fading）のシナリオを被るべきではないので可能
であり得る。また測定での他の領域は、Ｌ１での測定に関するフィルタリング要求が厳し
くなくされ得るように簡略化されることができる（例えば、行われる測定を補間するため
の線形フィルタ（liner filter）が、対数フィルタ（logarithmic filter）の代わりに作
られることができる）。
【００６６】
　＜ハンドオーバ中のコンテキスト転送＞
　より高速な再初期化または全コンテキスト転送などの、ハンドオーバ中のコンテキスト
転送に関する同様の手順が使用されることができる。
【００６７】
　機能および要素が特定の組合せで説明されているが各機能または要素は、他の機能およ
び要素なしに単独でまたは他の機能および要素の有無の様々な組合せで使用されることが
できる。提供される方法または流れ図は、汎用コンピュータもしくはプロセッサによって
実行するためにコンピュータ可読記憶メディアで明白に具現化さ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現されることができる。コンピュータ可
読記憶メディアの例は、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（Ｒ
ＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内部ハードディスクおよ
びリムーバブル・ディスクなどの磁気メディア、光磁気メディア、ならびにＣＤ－ＲＯＭ
ディスク、およびデジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）などの光メディアを含む
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。
【００６８】
　適切なプロセッサは、例として汎用プロセッサ、特殊用途プロセッサ、従来型プロセッ
サ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連
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、特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲートアレー（ＦＰＧ
Ａ：Field Programmable Gate Array）回路、他の任意の種類の集積回路（ＩＣ）、およ
び／または状態マシン（state machine）を含む。
【００６９】
　ソフトウェアに関連するプロセッサが、無線送信受信ユニット（ＷＴＲＵ）、ユーザ装
置（ＵＥ）、端末、基地局、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）、または任意のホスト
・コンピュータ内で使用されるための無線周波数トランシーバを実現するために使用され
ることができる。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカ
ホン、振動装置、スピーカ、マイクロホン、テレビトランシーバ、ハンドフリーヘッドセ
ット、キーボード、ブルートゥース（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）無線ユ
ニット、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）表示ユニット、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表
示ユニット、デジタル音楽プレイヤ、メディアプレイヤ、ビデオゲームプレイヤモジュー
ル、インターネットブラウザ、および／または任意の無線ローカルエリアネットワーク（
ＷＬＡＮ）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現されるモジ
ュールと共に使用されることができる。
【００７０】
　実施形態
　１．マクロ・セルの受信範囲が利用できないときのハンドオーバおよび再選択のための
方法であって、
　マクロ・セルの受信範囲が利用できるかどうかを決定するステップと、
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）に接続するステップと
を備える方法。
　２．ＨＮＢ接続は、マクロ・セルの受信範囲が利用できないときだけに行われる実施形
態１の方法。
　３．ＨＮＢ接続は、所望のマクロ・セルの受信範囲が利用できないときに行われる実施
形態１の方法。
　４．無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）は少なくとも１つの好ましいＨＮＢに接続す
るように構成されている前記実施形態のいずれかに記載の方法。
　５．ＷＴＲＵは、１つの好ましいＨＮＢが利用できるときに少なくとも１つの好ましい
ＨＮＢに接続する実施形態４の方法。
　６．複数のＨＮＢが利用でき、ＷＴＲＵは、複数の選択基準が同じであるかどうかを決
定する実施形態４または５の方法。
　７．複数の選択基準は、好ましい無線環境、提供されるサービス、および課金ポリシの
うちの少なくとも１つを含む実施形態６の方法。
　８．ＷＴＲＵは、複数の選択基準のすべての選択基準が同じである場合に無作為の選択
に基づいて決定を行う実施形態６または７の方法。
　９．ＷＴＲＵは、複数の選択基準が同じでない場合に優先順位に基づいて決定を行う実
施形態６～８のいずれかと同様の方法。
　１０．ＷＴＲＵは、好ましいＨＮＢが利用できないときに好ましくないＨＮＢに第２の
選好を与える前記実施形態のいずれかに記載の方法。
　１１．ＷＴＲＵは、マクロ・セルの受信範囲が利用できない場合に好ましくないＨＮＢ
上に留まる前記実施形態のいずれかに記載の方法。
　１２．ＨＮＢがブラックリストに載せられて、ＷＴＲＵはアクセスを拒否されるように
なる前記実施形態のいずれかに記載の方法。
　１３．ブラックリストに載せられたＨＮＢは、緊急の場合にアクセスされることができ
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る実施形態１２の方法。
　１４．ＷＴＲＵは、緊急の場合に好ましくないＨＮＢへのアクセス権を与えられる実施
形態４の方法。
　１５．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線強度に基づいた再選択の方法であって、
　ＨＮＢの無線強度が周囲のマクロ・セルの無線強度より大きいかどうかを決定するステ
ップと、
　周囲のマクロ・セルの無線強度が絶対値より低いかどうかを決定するステップと、
　マクロ・セルの無線強度が絶対値より低い場合、ＨＮＢへの再選択をするステップと、
　マクロ・セルの無線強度が絶対値を超える場合、ＨＮＢへの再選択をしないことを決定
するステップと
を備える方法。
　１６．絶対値は複数の要因のうちの少なくとも１つに基づいて動的に変更され、複数の
要因は、ネットワーク・トラフィック、ＷＴＲＵの識別情報、位置、ならびにマクロ・セ
ルおよびＨＮＢ内で提供されるサービスの比較を含む実施形態１５の方法。
　１７．周囲のマクロ・セルの無線強度より高いように構成される、または、周囲のマク
ロ・セルの無線強度より低いように構成される、ＨＮＢのオフセット値を構成するステッ
プ
をさらに備える実施形態１５または１６の方法。
　１８．再選択のための方法であって、
　複数のセルが利用できるかどうかを決定するステップと、
　ＷＴＲＵが、複数のセルが利用できる場合に複数のサービスを開始することを予期して
いるかどうかを決定するステップと、
　ＷＴＲＵが複数のサービスを開始することを予期している場合に複数のサービスに対す
る優先権を実施するステップと、
　ＨＮＢセルへの再選択をするステップと
を備える方法。
　１９．ＷＴＲＵは、１つのセルだけが利用できる場合に利用できるセル上に留まる実施
形態１８の方法。
　２０．ＨＮＢへの再選択は、ＷＴＲＵが複数のサービスを開始することを予期していな
いときにＷＴＲＵの構成に基づいている実施形態１８または１９の方法。
　２１．ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが好ましいＨＮＢへの再選択をするように構成されている
ときにＨＮＢセルへの再選択をする実施形態１８～２０のいずれかと同様の方法。
　２２．ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが好ましいＨＮＢへの再選択をするように構成されていな
いときにマクロ・セルへの再選択をする実施形態１８～２０のいずれかと同様の方法。
　２３．オペレータの合意に基づいた再選択のための方法であって、
　第１のオペレータおよび第２のオペレータを識別するステップと、
　第１のオペレータと第２のオペレータとの間の合意に基づいた再選択手順を選択するス
テップと
を備える方法。
　２４．ネットワーク・オペレータの構成に基づいた再選択のための方法であって、
　利用できるホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）への再選択を強いるステップと、
　マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）領域内に複
数のＨＮＢを配置するステップと、
　ＭＢＳＦＮ領域内のすべての無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）にＨＮＢセル上に優
先的に留まることを要求するステップと
を備える方法。
　２５．ネットワーク・オペレータの構成に基づいた再選択のための方法であって、
　無線送信／受信ユニットがマクロ・セル上に常に留まることを要求するステップと、
　隣接セルの測定報告を受信するステップと、
　ＷＴＲＵを特定のマクロ・セルまたはＨＮＢセルに導くために他の情報と共に測定報告
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を使用するステップと
を備える方法。
　２６．他の情報は、加入情報およびトラフィック情報のうちの少なくとも１つを含む実
施形態２５の方法。
　２７．ネットワーク・オペレータの構成に基づいた再選択のための方法であって、
　無線送信／受信ユニットをアイドル・モードから接続モードに移動するステップと、
　要求される情報を送信するステップと、
　ネットワークの決定を受信するステップと、
　アイドル・モードに戻るように遷移するステップと、
　ネットワークの決定に基づいて再選択するステップと
を備える方法。
　２８．無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）の移動状態に基づいた再選択のための方法
であって、
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）を検出するステップと、
　ＷＴＲＵが高いまたは中間の移動状態にあるかどうかを決定するステップと、
　ＷＴＲＵが高いまたは中間の移動状態にない場合、ＨＮＢへの再選択をするステップと
、
　ＷＴＲＵが高いまたは中間の移動状態にある場合、マクロ・セルへの再選択をするステ
ップと
を備える方法。
　２９．誤り検出のための方法であって、
　通知されたホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の識別番号（ＩＤ）を検出することと、
　ＩＤが正しいかどうかを決定するステップと、
　ＩＤが正しいと決定される場合、ＨＮＢ上に留まるステップと、
　ＩＤが誤っていると決定される場合、誤りメッセージを送信するステップと
を備える。
　３０．送信された隣接セルの情報に基づいた再選択のための方法であって、
　隣接セルの情報が送信されているかどうかを決定するステップと、
　隣接セルの情報が送信されている場合、特定の隣接セルに再選択するか、それともハン
ドオーバするかを決定するステップと、
　隣接セルの情報が送信されていない場合、システム情報メッセージを読み取り、読み取
られた情報に基づいて特定のＨＮＢまたはマクロ・セル上に留まらないことを決定するス
テップと
を備える方法。
　３１．隣接セルの情報は能力情報を含む実施形態３０の方法。
　３２．定義された値に基づいた再選択およびハンドオーバのための方法であって、
　第１の値が通常のサイズである、再選択およびハンドオーバに関する第１の値を定義す
るステップと、
　第２の値が大きいサイズである、再選択およびハンドオーバに関する第２の値を定義す
るステップと、
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）が、第１の値のサイズが通常である場合にホーム
進化型ノードＢ（ＨＮＢ）に加入されているかどうかを決定するステップと、
　ＷＴＲＵがＨＮＢに加入されている場合、通常の再選択およびハンドオーバの手順を適
用するステップと、
　ＷＴＲＵがＨＮＢに加入されていない場合、隣接セルへの再選択をするためにより高い
タイマおよびオフセットを適用するステップと
を備える方法。
　３３．無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）がページングを使用する再選択のための方
法であって、
　マクロ・セル上に留まるステップと、
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　マクロ・セル内でページングを受信するステップと、
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）によって適切な受信範囲を示すメッセージを送信する
ステップと、
　ネットワークがＷＴＲＵをＨＮＢにリダイレクトすることができることを示すメッセー
ジを受信するステップと
を備える方法。
　３４．ＷＴＲＵは、適切なＨＮＢの選択を決定するために入力要因として使用されるべ
き正確な位置を提供する実施形態３３の方法。
　３５．再選択のための方法であって、
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）間で無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）を移動する
ステップと、
　目標のＨＮＢを示すメッセージを受信するステップと、
　ＷＴＲＵが目標のＨＮＢ上に留まることを可能にするステップと
を備える方法。
　３６．アクティブ・モードの測定を低減するための方法であって、
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）を検出するステップと、
　ＷＴＲＵがホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の範囲内にあることを示すメッセージを送
信するステップと、
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）情報を提供するステップと
を備える方法。
　３７．アクティブ・モードの測定を低減するための方法であって、
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）情報を受信するステップと、
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の登録を実行するステップと、
　ＨＮＢを認証するステップと、
　ハンドオーバ・コマンドをトリガーする測定報告を送信するステップと
を備える方法。
　３８．アクティブ・モードの測定を低減するための方法であって、
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）の識別情報を検証するステップと、
　ＷＴＲＵの加入情報を検証するステップと、
　複数のパラメータを含む測定コマンドを生成するステップと、
　測定コマンドを送信するステップと、
　ＨＮＢの署名を含むメッセージを送信するステップと
を備える方法。
　３９．アクティブ・モードの測定を低減するための方法であって、
　複数のパラメータを含む測定コマンドを受信するステップと、
　測定を実行するために複数のパラメータを使用するステップと、
　測定報告を生成するステップと、
　測定報告を送信するステップと、
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の署名を含むメッセージを受信するステップと
を備える方法。
　４０．アクティブ・モードの測定を低減するための方法であって、
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）が、メッセージがＷＴＲＵの識別情報を含まない
範囲内にあることを示すメッセージを受信するステップと、
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の識別情報を認証し検証するステップと、
　隣接のマクロ・セル内の加入されたＷＴＲＵに関してチェックするステップと、
　測定コマンドを生成するステップと、
　測定コマンドを送信するステップと
を備える方法。
　４１．アクティブ・モードの測定を低減するための方法であって、
　より少ない測定を実行するための命令を受信するステップと、
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　測定を実行するステップと、
　周囲のマクロ・セルの識別番号（ＩＤ）とホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）との間の関
連付けを維持するステップと、
　実行するべき複数の測定を決定するためのアルゴリズムを採用するステップと、
　アルゴリズムによって決定された複数の測定を実行するステップと、
　測定報告を生成するステップと、
　測定報告を送信するステップと
を備える方法。
　４２．アイドル・モードの測定を低減するための方法であって、
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）が認識する隣接セルのリストを含むメッセージを受信
するステップと、
　メッセージを読み取るステップと、
　メッセージおよび加入情報に基づいてどの隣接セルへの再選択をするべきかを決定する
ステップと
を備える方法。
　４３．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線
送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　ＨＮＢおよびマクロ・セルの信号を受信するように構成された受信機と、
　マクロ・セルの受信範囲が利用できるかどうかを決定するように構成されたプロセッサ
と、
　課金ポリシ、ＨＮＢ／マクロ・セルの受信範囲を選択することに関係したユーザ／オペ
レータの設定および構成を格納するためのメモリと、
　ＨＮＢまたはマクロ・セルとの接続を確立するように構成されたセレクタと
を備えるＷＴＲＵ。
　４４．構成は、少なくとも１つの好ましいＨＮＢに接続するための構成を含む実施形態
４３のＷＴＲＵ。
　４５．プロセッサは、ＨＮＢの無線強度がマクロ・セルの無線強度より大きいかどうか
を決定するようにさらに構成されている実施形態４３または４４と同様のＷＴＲＵ。
　４６．セレクタは、マクロ・セルの無線強度が絶対値を超える場合にＨＮＢへの再選択
をし、マクロ・セルの無線強度が絶対値より低い場合にマクロ・セルへの再選択をするよ
うにさらに構成されている実施形態４３～４５のいずれかと同様のＷＴＲＵ。
　４７．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線
送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　複数のセルが利用できるかどうかを決定するように構成されたプロセッサと、
　ＨＮＢとの接続を確立するように構成されたセレクタと
を備えるＷＴＲＵ。
　４８．プロセッサは、ＷＴＲＵが複数のサービスを開始することを予期しているかどう
かを決定するようにさらに構成されている実施形態４７のＷＴＲＵ。
　４９．プロセッサは、複数のサービスに対する優先権を実施するようにさらに構成され
ている実施形態４７または４８と同様のＷＴＲＵ。
　５０．セレクタは、好ましいＨＮＢへの再選択をするようにさらに構成されている実施
形態４７～４９のいずれかと同様のＷＴＲＵ。
　５１．セレクタは、マクロ・セルへの再選択をするように構成されている実施形態４７
～４９のいずれかと同様のＷＴＲＵ。
　５２．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線
送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　第１のネットワーク・オペレータおよび第２のネットワーク・オペレータを識別するよ
うに構成されたプロセッサと、
　第１のネットワーク・オペレータと第２のネットワーク・オペレータとの間の合意に基
づいた再選択手順を選択するためのセレクタと
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を備えるＷＴＲＵ。
　５３．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線
送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　アイドル・モードから接続モードに遷移するように構成されたプロセッサと、
　要求情報を送信するように構成された送信機と、
　ネットワークの決定を受信するように構成された受信機と、
　アイドル・モードに遷移するように構成されたプロセッサと、
　受信したネットワークの決定に基づいて再選択するように構成されたセレクタと
を備えるＷＴＲＵ。
　５４．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線
送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）を検出するように構成された検出器と、
　ＷＴＲＵの移動状態を決定するためのプロセッサと、
　ＷＴＲＵの移動状態に基づいて再選択するように構成されたセレクタと
を備えるＷＴＲＵ。
　５５．セレクタは、ＷＴＲＵが低い移動状態にある場合にＨＮＢへの再選択をするよう
にさらに構成されている実施形態５４のＷＴＲＵ。
　５６．セレクタは、ＷＴＲＵが高いまたは中間の移動状態にある場合にマクロ・セルへ
の再選択をするようにさらに構成されている実施形態５４または５５と同様のＷＴＲＵ。
　５７．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線
送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　通知されたＨＮＢの識別番号（ＩＤ）を検出するように構成された検出器と、
　ＨＮＢのＩＤが正しいかどうかを決定するように構成されたプロセッサと、
　ＷＴＲＵが、ＨＮＢのＩＤが正しいと決定される場合にＨＮＢ上に留まることを可能と
するように構成されたセレクタと、
　ＨＮＢのＩＤが誤っていると決定される場合、誤りメッセージを送信するように構成さ
れた送信機と
を備えるＷＴＲＵ。
　５８．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線
送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　隣接セルの情報を含む伝送を検出するように構成された検出器と、
　特定の隣接セルへの再選択をするか、それともハンドオーバするかを決定するように構
成されたプロセッサと
を備えるＷＴＲＵ。
　５９．プロセッサは、隣接セルの情報が送信されていない場合にシステム情報メッセー
ジを読み取るように構成されている実施形態５８のＷＴＲＵ。
　６０．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線
送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　ＷＴＲＵがマクロ・セル上に留まることを可能にするように構成された回路と、
　マクロ・セル内でページングを受信するように構成された受信機と、
　ＨＮＢによって適切な受信範囲を示すメッセージを送信するように構成された送信機と
を備えるＷＴＲＵ。
　６１．受信機は、ＷＴＲＵがＨＮＢにリダイレクトされることができることを示すメッ
セージを受信するようにさらに構成されている実施形態６０のＷＴＲＵ。
　６２．ホーム進化型ノードＢであって、
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）を検出するように構成された検出器と、
　ＷＴＲＵがＨＮＢの範囲内にあることを示すメッセージを送信するように構成された送
信機と
を備えるＨＮＢ。
　６３．送信されたメッセージはシステム情報ブロック（ＳＩＢ）情報である実施形態６
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　６４．ホーム進化型ノードＢ（ＨＮＢ）の無線環境内で動作するように構成された無線
送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　測定コマンドを受信するように構成された受信機と、
　測定を実行し、測定報告を生成するように構成されたプロセッサと、
　測定報告を送信するように構成された送信機と
を備えるＷＴＲＵ。
　６５．受信機は、ＨＮＢの署名を含むメッセージを受信するようにさらに構成されてい
る実施形態６４のＷＴＲＵ。
　６６．ＨＮＢにアクセスために署名を使用するようにさらに構成された実施形態６５の
ＷＴＲＵ。

【図１】

【図２】

【図３】
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