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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１無線接続技術がサポートする第１セルを移動機が選択するステップと、
　前記第１セルから第２無線接続技術がサポートする第２セルを再選択するための第１及
び第２再選択基準を前記移動機が確立するステップと、
を有し、
　前記第１再選択基準は、前記移動機のアンテナコネクタにおける共通パイロットチャネ
ルのチップ当たり受信エネルギの全受信電力スペクトル密度に対する比に関するオフセッ
トを有するしきい値を含み、
　前記移動機が、前記第２再選択基準に対する受信信号符号電力適正性しきい値をサポー
トする場合、前記オフセットは、前記第１再選択基準の前記しきい値に対して加えられ、
　前記第１再選択基準の前記しきい値に対する前記オフセットと、前記第２再選択基準に
対する前記受信信号符号電力適正性しきい値とが、前記第１セルにより前記移動機に提供
される、方法。
【請求項２】
　前記第１セルをＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワークのセルとし、
　前記第２セルを世界地上無線接続ネットワークのセルとし、
　前記第１無線接続技術をＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク技術とし、
　前記第２無線接続技術を世界地上無線接続ネットワーク技術とする、請求項１に記載の
方法。
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【請求項３】
　前記第２セルが前記第１及び第２再選択基準に適合しているかどうかを判定し、
　それらに適合しているとき、前記移動機が前記第２セルを再選択する、ことを更に含む
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信信号符号電力適正性しきい値がヒステリシス値を含むか、又は
　前記移動機の電力能力を用いて定義される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　計算機プロセッサが実行する計算機プログラムコードを組み込んだ計算機可読記憶媒体
であって、
　前記計算機プログラムコードは請求項２に記載の方法を実行するための命令を含む、計
算機可読記憶媒体。
【請求項６】
　装置であって、
　第１無線接続技術がサポートする第１セルからの受信信号符号電力適正性しきい値及び
前記装置のアンテナコネクタにおける共通パイロットチャネルのチップ当たり受信エネル
ギと全受信電力スペクトル密度との比のオフセットを示す信号に反応して、前記受信信号
符号電力適正性しきい値及び前記オフセットを示す受信信号を提供するように構成された
、処理モジュールと、
　前記受信信号及び前記オフセットに反応して、前記第１セルから第２無線接続技術がサ
ポートする第２セルを再選択するための第１及び第２再選択基準を確立するように構成さ
れたセル再選択ブロックと、
を備え、
　前記第１再選択基準が前記比に関するしきい値とオフセットとを含み、
　前記装置が、前記第２再選択基準に対する受信信号符号電力適正性しきい値をサポート
する場合、前記オフセットは、前記第１再選択基準の前記しきい値に対して加えられる、
装置。
【請求項７】
　前記第１セルをＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワークのセルとし、
　前記第２セルを世界地上無線接続ネットワークのセルとし、
　前記第１無線接続技術をＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク技術とし、
　前記第２無線接続技術を世界地上無線接続ネットワーク技術とする、請求項６に記載の
装置。
【請求項８】
　第３セルが前記第１及び第２再選択基準に適合しているかどうかを判定し、
　適合しているとき前記第３セルを再選択するように前記セル再選択ブロックを構成する
、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記受信信号符号電力適正性しきい値がヒステリシス値を含むか、又は前記装置の電力
能力を用いて定義される、請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置が、前記受信信号符号電力適正性しきい値と、前記比と、前記オフセットとを
記憶するためのメモリを備える、請求項６に記載の装置。
【請求項１１】
　世界地上無線接続ネットワークがサポートする第２セルと、
　ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワークがサポートする第１セルと、
　移動機であって、受信信号符号電力適正性しきい値及び該移動機のアンテナコネクタに
おける共通パイロットチャネルのチップ当たり受信エネルギの、全受信電力スペクトル密
度に対する比のオフセットを示す前記第１セルからの受信信号に反応して、前記第１セル
から前記第２セルを再選択するための第１及び第２再選択基準を確立するための、移動機
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と、
を備え、
　前記第１再選択基準が、前記比に関するオフセットを有するしきい値を含み、
　前記移動機が、前記第２再選択基準に対する前記受信信号符号電力適正性しきい値をサ
ポートする場合、前記オフセットは、前記第１再選択基準の前記しきい値に対して加えら
れる、システム。
【請求項１２】
　集積回路が前記セル再選択ブロック及び前記処理モジュールを備える、請求項６に記載
の装置。
【請求項１３】
　装置であって、
　第１無線接続技術がサポートする第１セルからの信号であって、受信信号符号電力適正
性しきい値及び前記装置のアンテナコネクタにおける共通パイロットチャネルからのチッ
プ当たり受信エネルギの全受信電力スペクトル密度に対する比に関係するオフセットを示
す信号に反応して、前記受信信号符号電力適正性しきい値及び前記オフセットを示す受信
信号を提供するための処理手段と、
　前記受信信号に反応して、前記第１セルから第２無線接続技術がサポートする第２セル
を再選択するための第１及び第２再選択基準を確立する再選択手段と、を備え、
　前記第１再選択基準が前記比に関する前記オフセットを有するしきい値を含み、
　前記第２再選択基準が前記受信信号符号電力適正性しきい値を含み、
　前記装置が、前記第２再選択基準に対する受信信号符号電力適正性しきい値をサポート
する場合、前記オフセットは、前記第１再選択基準の前記しきい値に対して加えられる、
装置。
【請求項１４】
　前記第２セルが前記第１及び第２再選択基準に適合しているかどうかを判定し、
　適合しているとき前記第２セルを再選択するように前記再選択手段を構成する、請求項
１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第２セルが前記第１及び第２再選択基準に適合しているかどうかを判定し、
　適合しているとき前記第２セルを再選択するように前記移動機を構成する、請求項１１
に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，移動体通信システムにおけるシステム間再選択の最適化に関し，より特定す
ればＧＥＲＡＮからＵＴＲＡＮへのセル再選択に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存の２Ｇから３Ｇへのセル再選択は，ＵＴＲＡＮ（世界地上無線接続ネットワーク）
ＣＰＩＣＨ（共通パイロットチャネル）のＥｃ／Ｎｏ（移動機のアンテナコネクタにおけ
るＣＰＩＣＨからのＰＮチップ当たり受信電力と全受信電力スペクトル密度との比）のし
きい値と，ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク）のサービス提供セルＲ
ＸＬＥＶ（受信信号レベル）に対するＵＴＲＡＮ ＣＰＩＣＨ ＲＳＣＰ（受信信号符号電
力）レベルとに基づいている。更に，ＵＴＲＡＮへのセル再選択は，ＵＴＲＡＮ目標セル
の適正性基準Ｓ（Srxlev > 0 及び Squal > 0）が満たされないときは禁止できる（再選
択は引き続き起動できる）。
【０００３】
　テリアソネラは，ＧＥＲＡＮからＵＴＲＡＮへの再選択制御のために，既存のパラメー
タに加えてＵＴＲＡＮ ＣＰＩＣＨ ＲＳＣＰに新たなしきい値を設ける，信号方式変更に
基づく改善を示唆している（（１）変更要求４５．００８，CR205 3GPP TSG-GERAN第１９
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回会合，メキシコ，カンクン，２００４年４月１９～２３日，Tdoc GP-040586，（２）"B
ackground for WCDMA uplink best characterized by CPICH RSCP and downlink byCPICH
 Ec/Io"，Tdoc GP-040585及び（３）Ari-Pekka Salovaaraによる提案文書，"Need to stu
dy for Cell Re-selection specification changes"，２００４年６月１０日を参照され
たい）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００４／００８２３２８号明細書
【特許文献２】特表２００２－５３４８２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＧＥＲＡＮからＵＴＲＡＮセルを再選択するとき，ＧＳＭ（世界移動体通信システム）
において通知されるＵＴＲＡＮ ＣＰＩＣＨ ＲＳＣＰの受け入れ可能最小レベルに関して
は，現在はしきい値がない。その結果，ＵＴＲＡＮセルが適正（ピンポン現象を防ぐため
の実践的なヒステリシスを含む）なときはいつでも，移動機が利用可能なＵＴＲＡＮセル
を再選択するという積極的再選択振る舞いの適用は不可能である。
【０００６】
　より特定すれば，再選択が既存のＥｃ／Ｎｏしきい値だけで制御される（ＲＳＣＰ対Ｒ
ＸＬＥＶオフセット基準を「負の無限大」に設定，すなわちサービス提供セルＲＳＳＩ［
受信信号強度指示子］対目標セルＲＳＣＰにかかわらず再選択を可能にする）とき，移動
機はアップリンクが動作しない非常に遠方の（特にそのＵＴＲＡＮセルがＵＴＲＡＮサー
ビス範囲の端にある）負荷のないＵＴＲＡＮセルを再選択するかもしれない。反対にＥｃ
／Ｎｏしきい値が（アップリンク接続を保証するために）十分高く設定されているときは
，移動機は負荷のあるＵＴＲＡＮセルに全く接続できないか，又は少なくとも移動機はネ
ットワーク計画が意図しているより更に目標ＵＴＲＡＮサイトの近くへ行く必要がある。
【０００７】
　この問題の出所は，前記のテリアソネラの文書に説明されているように，ＵＴＲＡＮ 
ＣＰＩＣＨ Ｅｃ／Ｎｏが，特にＵＴＲＡＮサービス範囲の端にあるセルに対して，ＵＴ
ＲＡＮセルの負荷に依存して大きく変動することにある。このため，アップリンクの動作
が保証される点で再選択を行うように設定すると同時に，アップリンク及びダウンリンク
双方が動作する（基本的にＵＴＲＡＮ ＣＰＩＣＨ ＲＳＣＰ及びＥｃ／Ｎｏ双方が十分な
レベルである）ときはいつでも，移動機がＵＴＲＡＮセルを再選択するようにすることは
不可能である。ＵＴＲＡＮ適正性基準には最小ＣＰＩＣＨ ＲＳＣＰに基づくしきい値が
含まれる。
【０００８】
　本願発明の目的は，移動機によるＧＳＭ／ＥＤＧＥ（global system for mobile commu
nications/enhanced data rates for GSM evolution）無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡ
Ｎ）がサポートするサービス提供セルから，世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ
）がサポートするＵＴＲＡＮセルへのセル再選択のための方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１実施例によれば，信号方式の変更なしに意図するシステム間再選択振る舞
いが実現される。信号方式の変更は，（通常，移動機及びネットワーク双方の更新が必要
となるため）市場の製品に行き渡るには常に長期間が必要なため，この方法は早期実装の
ためにより好ましい形態である。本発明の第２実施例によれば，利点となるように柔軟な
信号方式変更が用いられ，それによってこの変更は移動機及びネットワーク装置が緊急に
サポートする必要性が低くなるように意図されている。
【００１０】
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　本発明の第１態様によれば，第１無線接続技術がサポートするサービス提供セルから第
２無線接続技術がサポートするセルへ，移動機がセル再選択を行うための方法が，前記第
２無線接続技術がサポートする以前のセルを選択し，かつ該以前のセルからＲＳＣＰ適正
性しきい値を読み出し及び記憶するステップと，前記移動機が前記サービス提供セルを選
択するステップと，前記サービス提供セルから前記セルを再選択するために，前記移動機
が再選択基準を確立するステップであって，該再選択基準が，前記ＲＳＣＰ適正性しきい
値及び前記移動機が所定の基準を用いて定義するオフセットを含む少なくとも１つのしき
い値を含むステップと，を有する。
【００１１】
　本発明の第１態様に更によれば，前記サービス提供セルはサービス提供ＧＥＲＡＮセル
であってもよく，前記セルはＵＴＲＡＮセルであってもよく，前記以前のセルは以前のＵ
ＴＲＡＮセルであってもよく，前記第１無線接続技術はＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネット
ワーク（ＧＥＲＡＮ）であってもよく，前記第２無線接続技術は世界地上無線接続ネット
ワーク（ＵＴＲＡＮ）であってもよく，かつ前記ＲＳＣＰ適正性しきい値はＵＴＲＡＮ 
ＲＳＣＰ適正性しきい値であってもよい。更に前記方法は，前記ＵＴＲＡＮセルが前記再
選択基準に適合しているかどうかを判定するステップと，それに適合しているとき前記移
動機が前記ＵＴＲＡＮセルを再選択するステップとを更に有してもよい。また更に，前記
サービス提供ＧＥＲＡＮセルを選択するステップの前に，前記方法は以前のＵＴＲＡＮセ
ルを選択し，かつ前記ＵＴＲＡＮセルから前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値を読
み出し及び記憶するステップを有してもよい。また更に，前記オフセットがヒステリシス
値を含んでもよいし，又は前記移動機の電力能力を用いて定義してもよい。
【００１２】
　本発明の第２態様によれば，計算機プログラム製品が，計算機プロセッサが計算機プロ
グラムコードを実行するために該計算機プログラムコードをその上に組み込んだ計算機可
読記憶構造を備え，前記移動機，前記ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡ
Ｎ）又は前記世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）の任意のコンポーネントが実
行することを指示する本発明の第１態様のステップを実行する命令を含むことを特徴とす
る。
【００１３】
　本発明の第３態様によれば，第１無線接続技術がサポートするサービス提供セルから第
２無線接続技術がサポートするセルへ移動機がセル再選択を行うための方法が，前記移動
機が前記サービス提供セルを選択するステップと，前記サービス提供セルから前記セルを
再選択するために，前記移動機が第１及び第２再選択基準を確立するステップであって，
前記移動機のアンテナコネクタにおける共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）のＰＮチ
ップ当たり受信エネルギと全受信電力スペクトル密度との比（Ｅｃ／Ｎｏ）及び前記移動
機が前記比に加えるオフセットを含むしきい値を含む前記第１再選択基準，並びにＲＳＣ
Ｐしきい値と，前記比の前記オフセットと，前記ＲＳＣＰしきい値とを含む前記第２再選
択基準を，前記サービス提供セルが前記移動機に提供するステップとを有する。
【００１４】
　本発明の第３態様に更によれば，前記サービス提供セルはサービス提供ＧＥＲＡＮセル
であってもよく，前記セルはＵＴＲＡＮセルであってもよく，前記第１無線接続技術はＧ
ＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡＮ）であってもよく，前記第２無線接続
技術は世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）であってもよく，かつ前記ＲＳＣＰ
しきい値はＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰしきい値であってもよい。また更に前記方法は，前記Ｕ
ＴＲＡＮセルが前記第１及び第２再選択基準に適合しているかどうかを判定するステップ
と，それらに適合しているとき前記移動機が前記ＵＴＲＡＮセルを再選択するステップと
を有してもよい。また更に，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰしきい値がヒステリシス値を含ん
でもよく，又は前記移動機の電力能力を用いて定義してもよい。
【００１５】
　本発明の第４態様によれば，計算機プログラム製品が，計算機プロセッサが計算機プロ
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グラムコードを実行するために該計算機プログラムコードをその上に組み込んだ計算機可
読記憶構造を備え，前記移動機，前記ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡ
Ｎ）又は前記世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）の任意のコンポーネントが実
行するように指示された本発明の第３態様のステップを実行する命令を含むことを特徴と
する。
【００１６】
　本発明の第５態様によれば，第１無線接続技術がサポートするサービス提供セルから第
２無線接続技術がサポートするセルへセル再選択を行うことができる移動機が，ＲＳＣＰ
適正性しきい値を示す受信しきい値信号を提供するために，前記第２無線接続技術がサポ
ートする以前のセルからの前記ＲＳＣＰ適正性しきい値を示すしきい値信号に反応する受
信／送信／処理モジュールと，前記サービス提供セルから前記セルを再選択するための再
選択基準を確立するために，前記ＲＳＣＰ適正性しきい値を示す前記受信しきい値信号に
反応するセル再選択ブロックであって，前記再選択基準が，前記ＲＳＣＰ適正性しきい値
を含む少なくとも１つのしきい値及び所定の基準を用いて前記セル再選択ブロックが定義
するオフセットを含むセル再選択ブロックと，を備える。
【００１７】
　本発明の第５態様に更によれば，前記サービス提供セルはサービス提供ＧＥＲＡＮセル
であってもよく，前記セルはＵＴＲＡＮセルであってもよく，前記以前のセルは以前のＵ
ＴＲＡＮセルであってもよく，前記第１無線接続技術はＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネット
ワーク（ＧＥＲＡＮ）であってもよく，前記第２無線接続技術は世界地上無線接続ネット
ワーク（ＵＴＲＡＮ）であってもよく，かつ前記ＲＳＣＰ適正性しきい値はＵＴＲＡＮ 
ＲＳＣＰ適正性しきい値であってもよい。更に前記ＵＴＲＡＮセルが前記再選択基準に適
合しているかどうかを前記セル再選択ブロックが判定してもよく，それに適合していると
き前記移動機が前記ＵＴＲＡＮセルを再選択する。また更に，前記オフセットはヒステリ
シス値を含んでもよいし，又は前記移動機の電力能力を用いて定義してもよい。また更に
前記移動機は，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値を記憶するためのメモリを備え
てもよい。
【００１８】
　本発明の第６態様によれば，第１無線接続技術がサポートするサービス提供セルから第
２無線接続技術がサポートするセルへセル再選択を行うことができる移動機が，ＲＳＣＰ
適正性しきい値及び前記移動機のアンテナコネクタにおける共通パイロットチャネル（Ｃ
ＰＩＣＨ）のＰＮチップ当たり受信エネルギと全受信電力スペクトル密度との比（Ｅｃ／
Ｎｏ）のオフセットを示す受信信号を提供するために，前記ＲＳＣＰ適正性しきい値及び
前記比の前記オフセットを示す前記サービス提供セルからの信号に反応する受信／送信／
処理モジュールと，前記サービス提供セルから前記セルを再選択するための第１及び第２
再選択基準を確立するために，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値及び前記比の前
記オフセットを示す前記受信信号に反応するセル再選択ブロックであって，前記第１再選
択基準が，前記比（Ｅｃ／Ｎｏ）及び前記比に加えられた前記オフセットを含むしきい値
を含み，前記第２再選択基準が前記ＲＳＣＰしきい値を含むセル再選択ブロックと，を備
える。
【００１９】
　本発明の第６態様に更によれば，前記サービス提供セルはサービス提供ＧＥＲＡＮセル
であってもよく，前記セルはＵＴＲＡＮセルであってもよく，前記第１無線接続技術はＧ
ＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡＮ）であってもよく，前記第２無線接続
技術は世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）であってもよく，前記ＲＳＣＰ適正
性しきい値はＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値であってもよく，前記信号はＧＥＲＡ
Ｎ信号であってもよく，かつ前記受信信号はＧＥＲＡＮ受信信号であってもよい。更に，
前記ＵＴＲＡＮセルが前記第１及び第２再選択基準に適合しているかどうかを前記セル再
選択ブロックが判定してもよく，それらに適合しているとき前記移動機が前記ＵＴＲＡＮ
セルを再選択する。また更に，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰしきい値はヒステリシス値を含
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み，又は前記移動機の電力能力を用いて定義してもよい。また更に前記移動機が，前記Ｕ
ＴＲＡＮ ＲＳＣＰしきい値と，前記比と，前記オフセットとを記憶するためのメモリを
備える。
【００２０】
　本発明の第７態様によれば，ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡＮ）か
ら世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）へのセル再選択を利用するシステムが，
ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値を示すしきい値信号を提供するための，世界地上無
線接続ネットワークがサポートする以前のＵＴＲＡＮセルと，ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続
ネットワークがサポートするサービス提供ＧＥＲＡＮセルと，世界地上無線接続ネットワ
ークがサポートするＵＴＲＡＮセルと，前記サービス提供ＧＥＲＡＮセルから前記ＵＴＲ
ＡＮセルを再選択するための再選択基準を確立するために，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適
正性しきい値を示す前記しきい値信号に反応する移動機であって，前記再選択基準が，前
記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値を含む少なくとも１つのしきい値及び所定の基準
を用いて前記移動機が定義するオフセットを含む移動機と，を備える。
【００２１】
　本発明の第７態様に更に従えば，前記ＵＴＲＡＮセルが前記再選択基準に適合している
かどうかを前記移動機が判定してもよく，それに適合しているとき前記移動機が前記ＵＴ
ＲＡＮセルを再選択する。
【００２２】
　本発明の第８態様によれば，ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡＮ）か
ら世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）へのセル再選択を利用するシステムが，
世界地上無線接続ネットワークがサポートするＵＴＲＡＮセルと，前記ＵＴＲＡＮセルを
再選択するための第１及び第２再選択基準を確立するために，ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正
性しきい値及び前記移動機のアンテナコネクタにおける共通パイロットチャネル（ＣＰＩ
ＣＨ）のＰＮチップ当たり受信エネルギと全受信電力スペクトル密度との比（Ｅｃ／Ｎｏ
）のオフセットを示すＧＥＲＡＮ信号に反応する移動機であって，前記第１再選択基準が
，前記比（Ｅｃ／Ｎｏ）及び前記比に加えられた前記オフセットを含むしきい値を含み，
前記第２再選択基準が前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰしきい値を含む移動機と，前記ＧＥＲＡ
Ｎ信号を提供するために，ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワークがサポートするサービ
ス提供ＧＥＲＡＮセル（２０－１－Ａ）であって，前記ＵＴＲＡＮセルが前記第１及び第
２再選択基準に適合していることを前記移動機が判定したとき，前記移動機が前記ＵＴＲ
ＡＮセルを前記サービス提供ＧＥＲＡＮセルから再選択するサービス提供ＧＥＲＡＮセル
と，を備える。
【００２３】
　本発明の第９態様によれば，ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡＮ）が
サポートするサービス提供ＧＥＲＡＮセルから世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡ
Ｎ）がサポートするＵＴＲＡＮセルへセル再選択を行うことができる集積回路が，前記Ｕ
ＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値を示す受信しきい値信号を提供するために，前記世界
地上無線接続ネットワークがサポートする以前のＵＴＲＡＮセルからのＵＴＲＡＮ ＲＳ
ＣＰ適正性しきい値を示すしきい値信号に反応する受信／送信／処理モジュールと，前記
サービス提供ＧＥＲＡＮセルから前記ＵＴＲＡＮセルを再選択するための再選択基準を確
立するために，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値を示す前記受信しきい値信号に
反応するセル再選択ブロックであって，前記再選択基準が，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適
正性しきい値を含む少なくとも１つのしきい値及び所定の基準を用いて前記セル再選択ブ
ロックが定義するオフセットを含むセル再選択ブロックと，を備える。
【００２４】
　本発明の第１０態様によれば，ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡＮ）
がサポートするサービス提供ＧＥＲＡＮセルから世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲ
ＡＮ）がサポートするＵＴＲＡＮセルへセル再選択を行うことができる集積回路移動機が
，ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値及び前記集積回路のアンテナコネクタにおける共
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通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）のＰＮチップ当たり受信エネルギと全受信電力スペ
クトル密度との比（Ｅｃ／Ｎｏ）のオフセットを示す受信ＧＥＲＡＮ信号を提供するため
に，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値及び前記比の前記オフセットを示す前記サ
ービス提供セルからのＧＥＲＡＮ信号に反応する受信／送信／処理モジュールと，前記サ
ービス提供ＧＥＲＡＮセルから前記ＵＴＲＡＮセル（２０－１－Ｂ）を再選択するための
第１及び第２再選択基準を確立するために，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値及
び前記比の前記オフセットを示す前記受信ＧＥＲＡＮ信号に反応するセル再選択ブロック
であって，前記第１再選択基準が，前記比（Ｅｃ／Ｎｏ）及び前記比に加えられた前記オ
フセットを含むしきい値を含み，前記第２再選択基準が前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰしきい
値を含むセル再選択ブロックと，を備える。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の第１形態の利点は，先行技術が示唆するのと実質的に同一の振る舞いを，信号
方式の変更なしに達成できることである。このことはまた，ＧＥＲＡＮのシステム情報同
報能力が既に非常に満杯であり，新たなパラメータ（例えば，システム間再選択パラメー
タ）を追加することは不可能かもしれないし，又はこれらのパラメータを追加したときに
は，将来より重要な拡張が不可能になるかもしれないという意味でも利点となる。
【００２６】
　第２形態の利点は，先行技術によって提案された改善と全く同一の移動機の振る舞いが
可能になり，それに加えてネットワークが旧型端末（既存の再選択規則にだけ適合するも
の）及び新型端末双方を適切に制御できることである。通常ＣＰＩＣＨ Ｅｃ／Ｎｏしき
い値は，旧型端末に対しては移動機が周期的に負荷のないＵＴＲＡＮセルを再選択しない
ようにかなり高く設定するが，新型端末はより積極的なＥｃ／Ｎｏしきい値を用いること
ができる（新たなＲＳＣＰしきい値で制御されるため，アップリンクが動作しない危険性
がない）。
【００２７】
　本発明における方法はまた，アップリンク不動作が移動機の出力電力能力に依存するの
で，より正確である。より高い出力電力能力を備える移動機に最適化された場合には，よ
り低いＲＳＣＰしきい値でも受け入れられる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】移動機がＧＥＲＡＮセルからＵＴＲＡＮセルへセル再選択する本願発明に従う１
つの実施例を示すシステムブロック図である。
【図２】移動機がＧＥＲＡＮセルからＵＴＲＡＮセルへセル再選択する本願発明に従う１
つの実施例を示すフローチャートである。
【図３】移動機がＧＥＲＡＮセルからＵＴＲＡＮセルへセル再選択する本願発明に従うも
う１つの実施例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本願発明の本質及び目的をより良く理解できるように，付属の図面と共に以下の詳細な
説明を参照する。
【００３０】
　本願発明は，ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線接続ネットワーク（ＧＥＲＡＮ）がサポートするサ
ービス提供ＧＥＲＡＮセルから世界地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）がサポート
するＵＴＲＡＮセルへ，移動機がセル再選択を行うための新規な方法を提供する。
【００３１】
　本発明の第１実施例によれば，信号方式の変更なしに意図したシステム間再選択振る舞
いが実現される。本発明の第１実施例においては利点として，目標ＵＴＲＡＮセルの適正
性基準を用いることによって，システム間再選択のためのしきい値が得られる。再選択が
既存の再選択パラメータによって起動されたときはいつでも，移動機はそのセルについて
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の適正性基準を評価するために，まず目標セルのシステム情報を読み出す必要がある。本
願発明によれば，再選択がまず起動されたが目標セルの適正性基準が不適当であったどの
再選択試行についても，移動機はその特定のセルに対するＲＳＣＰ適正性基準（又はＵＴ
ＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値）を記憶する。この値（すなわちＲＳＣＰ適正性基準）
は選択的に（例えばヒステリシス値を用い，又は移動機電力能力を考慮に入れて）オフセ
ットで修正され，それでこの特定のＵＴＲＡＮセルのため及び再選択のために評価される
ほかのＵＴＲＡＮセルのために，付加再選択基準として用いることができる。オフセット
（例えばヒステリシス値）は，信号方式の変更を避けるために標準によって固定してもよ
いし，若しくはこの目的のために代替として新たなパラメータを追加するか，又は別の可
能なヒステリシスパラメータを用いてもよい。
【００３２】
　通常再選択基準は，ネットワークが修正された値を同報し始めたとき移動機が新しい値
に気付くように，周期的に更新される。記憶したＵＴＲＡＮ値は同一の期間にのみ適用で
きるが，その有効性は時間依存でないことが望ましい。変化の可能性は小さく，移動機が
，同報された値に変化があった後も（いったん読み込まれた）ＵＴＲＡＮパラメータを使
い続けても（これは，今日既に限定された期間に発生している），性能劣化はわずかであ
る。有効期間を比較的長くすることによって，移動機が恐らくほかのセル範囲に移動した
とき，移動機が同一の候補セルから繰り返しパラメータを読み取ることを避けることがで
きる。好ましい有効性契機は，依然として再選択又は位置登録エリアの変更のようなイベ
ントに基づく理由であろう。本発明の第２実施例によれば，柔軟な信号方式変更が利点と
して用いられる。本発明の第２実施例においては，ＵＴＲＡＮ ＣＰＩＣＨ ＲＳＣＰのし
きい値が再選択基準に追加されるだけでなく，それに加えて新たなＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ
しきい値をサポートする移動機が再選択評価に用いるために，ＵＴＲＡＮ ＣＰＩＣＨ Ｅ
ｃ／Ｎｏのオフセットが追加される。更に先行技術とは反対に，さまざまな出力電力能力
を持つ移動機に適切に対応するために，ＲＳＣＰ受諾基準にヒステリシス及び／又は移動
機出力電力能力を考慮に入れることが示唆される。
【００３３】
　このように第１実施例においては，特定数（少なくとも１）のＵＴＲＡＮセルのＵＴＲ
ＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値のために，移動機内に追加のメモリを実装する必要がある
。第２実施例においては，新たな再選択パラメータをサポートするために，移動機を更新
させる必要がある。
【００３４】
　図１は，移動機１０がＧＥＲＡＮセルからＵＴＲＡＮセルへセル再選択を行う本願発明
に従う１つの実施例を示すシステムブロック図の多くの中の一例である。
【００３５】
　図１の例において，移動機１０はセル再選択ブロック１４と，メモリ１２と，送信／受
信／処理モジュール１６とを備える。セル再選択ブロック１４は本願発明を実装するキー
ブロックであり，セル再選択に関する移動機１０が実行するすべてのステップを，セル再
選択ブロック１４によって調整し開始させることができる。
【００３６】
　本願発明によれば，ブロック１４はソフトウェアブロック又はハードウェアブロック，
若しくはその組合せとして実装できる。更に，ブロック１４は独立したブロックとして実
装することもできるし，又は移動機１０の任意のほかの標準ブロックと組み合わせること
もできる。セル再選択ブロック１４は，メモリ１２を用いて本願発明に記載された適切な
セル情報を記憶し，取り出すことができる。メモリ１２もまた，さまざまな方法で実装す
ることができる。それは移動機１０のはん用メモリの一部であってもよいし，別個の専用
領域（例えば，加入者識別情報モジュール（ＳＩＭ）など）であってもよい。最後に移動
機１０は，当技術において既知の複数の方法で実装できる送信／受信／処理モジュール１
６を含む。典型的にはモジュール１６は，送信器，受信器，ＣＰＵ，Ｉ／Ｏブロックなど
を含む。基本的にモジュール１６は，セル再選択ブロック１４が以下に詳細を述べるネッ
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トワークと効率的に通信できるようにするためのものである。
【００３７】
　図１は，移動機１０に対する無線到達地域２４内の少なくとも２つのサブネットワーク
２０－１（ＧＥＲＡＮタイプ）及び２０－２（ＵＴＲＡＮタイプ）を示す。これら２つの
サブネットワーク２０－１及び２０－２はそれぞれいくつかのセルを含むことができる。
例えば，サブネットワーク２０－１はＮ個のセル２０－１－１・・・２０－１－Ａ・・・
２０－１－Ｎを含み，サブネットワーク２０－２はＮ個のセル１０－２－Ｆ・・・２０－
２－Ａ・・・２０－２－Ｎを含む。図２及び３に関してより詳細に記述されているとおり
，移動機１０は例えばサブネットワーク２０－１のＧＥＲＡＮサービス提供セル（例えば
セル２０－１－Ａ），サブネットワーク２０－２の再選択のために評価されたＵＴＲＡＮ
セル（例えばセル２０－１－Ｂ）又は以前に選択された（サービス提供セル２０－１－Ａ
を選択する前に）ＵＴＲＡＮセル２０－１－Ｆに滞在することができる。
【００３８】
　ネットワーク３８は通常ネットワーク提供事業者（又はネットワーク運用事業者）２６
を含み，該事業者は（本願発明の文脈においては）例えばＧＥＲＡＮサービス提供セル２
０－１－Ａにセルリスト信号３３を提供し，該信号はＧＥＲＡＮサービス提供セル２０－
１－Ａからの再選択を評価することができる（ＧＥＲＡＮ及びＵＴＲＡＮ双方の）セルの
リストを含んでいる。
【００３９】
　図２は，移動機１０がＧＥＲＡＮセル（例えばサービス提供セル２０－１－Ａ）からＵ
ＴＲＡＮセル（例えばＵＴＲＡＮセル２０－１－Ｂ）へセル再選択を行う本願発明に従う
第１実施例を示すフローチャートである。
【００４０】
　図２のフローチャートは，多くの中の１つの可能なシナリオだけを表している。本願発
明の第１実施例に従う方法においては，最初のステップ４０において移動機（ＭＳ）１０
は，ＵＴＲＡＮセル（又は以前のＵＴＲＡＮセル）２０－１－Ｆに滞在，又は「訪問」し
，適正性基準を検査（読み出し）する。特に受信／送信／処理モジュール１６は，ＵＴＲ
ＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値を示すＵＴＲＡＮセル２０－１－Ｆからのしきい値信号３
１（図１参照）に反応して，前記ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値を示す受信しきい
値信号２２（図１参照）をセル再選択ブロック１４に提供する。
【００４１】
　次のステップ４２において，ＭＳ１０は後のためにＲＳＣＰ適正性パラメータ（すなわ
ち，ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値）を記憶する（例えば，ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適
正性しきい値がメモリ１２内に記憶される）。ＵＴＲＡＮセル２０－１－ＦがＵＴＲＡＮ
適正性基準に適合しないときは，次のステップ４６においてＭＳはＧＥＲＡＮセル２０－
１－Ａを選択する。次のステップ４８において，ＭＳ１０（すなわちセル再選択ブロック
１４）はシステム情報（例えば，局所的に利用できるＧＥＲＡＮ及びＵＴＲＡＮ双方の近
隣セルへのポインタ及び関係する再選択パラメータ）を読み出す（図１内の対応する信号
３０及び２３を参照）。
【００４２】
　次のステップ５０において，ＭＳ１０（すなわちセル再選択ブロック１４）は，以前に
記憶されオフセットによって修正されたＵＴＲＡＮ適正性パラメータ（すなわちＵＴＲＡ
Ｎ ＲＳＣＰ適正性しきい値）からＲＳＣＰしきい値（すなわち「しきい値」）を作り出
す。前記しきい値は，ＧＥＲＡＮセルからＵＴＲＡＮセルへの再選択基準として用いられ
る。オフセットはヒステリシス値を含んでもよいし，又は（上記で指摘したように）ＭＳ
１０の電力能力を用いて定義してもよい。次のステップ５２において，ＭＳ１０（すなわ
ちセル再選択ブロック１４）は，ＵＴＲＡＮ近隣セルのＵＴＲＡＮ ＣＰＩＣＨ ＲＳＣＰ
レベル（ステップ５０において確立した基準を用いる）及びＣＰＩＣＨ Ｅｃ／Ｎｏ（こ
の基準は先行技術によって定義される），並びにＧＥＲＡＮ近隣セル（再選択のために評
価すべく選択されたもの）のＲＸＬＥＶを監視する（図１の対応する信号３２及び２１を
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参照）。
【００４３】
　ステップ５４において，再選択のために評価されるＵＴＲＡＮセル又はＧＥＲＡＮセル
が再選択基準に適合するかどうかを判定する。ＧＥＲＡＮセルが再選択基準（先行技術に
よる）に適合するときは，処理はステップ４６へ進み，新たなＧＥＲＡＮセルを再選択す
る。しかし，ＵＴＲＡＮセル（例えばセル２０－１－Ｂ）が再選択基準（ステップ５０に
おいて確立されたもの）に適合するときは，処理はステップ４０へ進み，恐らく新たなＵ
ＴＲＡＮセルを再選択する（上述のステップ４０を参照）。
【００４４】
　図３は，ＭＳ１０がＧＥＲＡＮセル（例えばサービス提供セル２０－１－Ａ）からＵＴ
ＲＡＮセル（例えばＵＴＲＡＮセル２０－１－Ｂ）へセル再選択を行う本願発明に従う第
２実施例を示すフローチャートである。
【００４５】
　図３のフローチャートは，多くの中の１つの可能なシナリオだけを表している。本願発
明の第１実施例に従う方法においては，最初のステップ５６においてＭＳ１０はＧＥＲＡ
Ｎセル２０－１－Ａを選択し，システム情報（例えば，局所的に利用できるＧＥＲＡＮ及
びＵＴＲＡＮ双方の近隣セルへのポインタ）及び関係する再選択パラメータを読み出す（
図１内の対応する信号３０及び２３を参照）。特に，ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰしきい値及び
移動機のアンテナコネクタにおける共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）のＰＮチップ
当たり受信エネルギと全受信電力スペクトル密度との比（Ｅｃ／Ｎｏ）のオフセットを示
すＧＥＲＡＮ信号３０（図１参照）に反応する受信／送信／処理モジュール１６が，前記
ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰ適正性しきい値及び前記比Ｅｃ／Ｎｏの前記オフセットを示す受信
ＧＥＲＡＮ信号２３をセル再選択ブロック１４に提供する。
【００４６】
　次のステップ６０においてＭＳ１０（すなわちセル再選択ブロック１４）は，ＵＴＲＡ
Ｎ ＲＳＣＰしきい値及びＥｃ／Ｎｏオフセットによって修正されたＥｃ／Ｎｏしきい値
に基づいて再選択基準を評価し，作り出す（このようにして，上述のように新型デバイス
及び旧型デバイスに対して別々にＥｃ／Ｎｏしきい値を制御する柔軟性を残している）。
ＵＴＲＡＮ ＲＳＣＰしきい値はヒステリシス値を含んでもよいし，又は（上記で指摘し
たように）ＭＳ１０の電力能力を用いて定義してもよい。
【００４７】
　次のステップ６２において（ステップ５２と類似して），ＭＳ１０（すなわちセル再選
択ブロック１４）は，ＵＴＲＡＮ近隣セルのＵＴＲＡＮ ＣＰＩＣＨ ＲＳＣＰレベル（ス
テップ６０において確立した基準を用いる）及びＣＰＩＣＨ Ｅｃ／Ｎｏ（ステップ６０
において確立した基準を用いる），並びにＧＥＲＡＮ近隣セル（再選択のために評価すべ
く選択されたもの）のＲＸＬＥＶを監視する（図１の対応する信号３２及び２１を参照）
。
【００４８】
　ステップ６４において，再選択のために評価されるＵＴＲＡＮセル又はＧＥＲＡＮセル
が再選択基準に適合するかどうかを判定する。ＧＥＲＡＮセルが再選択基準（先行技術に
よる）に適合するときは，処理はステップ５６へ進み，新たなＧＥＲＡＮセルを再選択す
る。しかし，ＵＴＲＡＮセル（例えばセル２０－１－Ｂ）が再選択基準（ステップ６０に
おいて確立されたもの）に適合するときは，処理はステップ６６へ進み，恐らく新たなＵ
ＴＲＡＮセルを再選択する。
【００４９】
　本願発明の実施例によれば，本願発明に記載されたシステム間セル再選択はさまざまな
新たに現れる無線接続技術に対して適用することができ，ＧＥＲＡＮ及び／又はＵＴＲＡ
Ｎに基づく現在のシステム実装に排他的に関連するものではないことに注意されたい。
【００５０】
　上述したように，本発明は方法と，方法のステップを実行するための機能性を提供する
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さまざまなモジュールから成る対応装置との双方を提供する。本モジュールはハードウェ
アとして実装してもよいし，若しくは計算機プロセッサによって実行されるソフトウェア
又はファームウェアとして実装してもよい。特にファームウェア又はソフトウェアの場合
本発明は，計算機プロセッサによって実行するために計算機プログラムコード（すなわち
ソフトウェア又はファームウェア）を組み込んだ計算機可読記憶構造を含む計算機プログ
ラム製品として提供することもできる。
【００５１】
　上述した構成は，本願発明の原理の応用を例示するだけであることを理解されたい。当
技術の当業者であれば，本願発明の範囲を逸脱することなく多くの修正物及び代替構成物
を考案することができ，本願請求項はそれら修正物及び構成物も対象とすることを意図し
ている。

【図１】 【図２】
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