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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてセル再選択を実行する方法であって、
　第１のセルにキャンプすることと、
　第２および第３のセルのためのデフォルト・セル再選択パラメータに基づいて、前記第
１のセルよりも良好であると認識される前記第２および第３のセルを識別することと、
　前記第２のセルへキャンプするセル再選択を実行することなく、前記第２のセルをモニ
タリングすることと、
　前記第２のセルおよび前記第３のセルのうちの少なくとも１つから、少なくとも１つの
セル再選択パラメータを取得することと、
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、前記第２および第３のセルの
ランキングを更新することと、
　前記更新された第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルから前
記第２または第３のセルへの、セル再選択を実行することと
を備える方法。
【請求項２】
　前記セル再選択を実行することは、第１の周波数における前記第１のセルから、前記第
１の周波数とは異なる第２の周波数における前記第２または第３のセルへの、周波数間セ
ル再選択を実行することを備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記セル再選択を実行することは、ある周波数における前記第１のセルから、同じ周波
数における前記第２または第３のセルへの、周波数内セル再選択を実行することを備える
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のセルよりも良好であると認識される第２および第３のセルを識別することは
、
　前記第１、第２および第３のセルの信号測定値を取得することと、
　前記信号測定値に基づいて、前記第１、第２および第３のセルのランキングを決定する
ことと、
　前記第１、第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルよりもより
良好なセルとして、前記第２および第３のセルを識別することと
を備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のセルは第１の周波数にあり、前記第２および第３のセルは第２の周波数にあ
り、
　前記第１、第２および第３のセルのランキングを決定することは、
　前記第２の周波数に適用可能である、前記第２および第３のセルのデフォルト・オフセ
ット値を取得することと、
　前記第１、第２および第３のセルのランキングを、前記デフォルト・オフセット値にさ
らに基づいて決定することと
を備える請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得することは、
　前記第２のセルからシステム情報を受信することと、
　前記システム情報から、前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得することと
を備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得することは、前記第２のセルのＱｏ
ｆｆｓｅｔ値を、前記第２のセルから受信することを備え、
　前記第２および第３のセルのランキングを更新することは、前記第３のセルのデフォル
トＱｏｆｆｓｅｔ値と、前記受信された第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値とに基づいて、前
記第２および第３のセルのランキングを更新することを備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得することは、前記第２および第３の
セルのＱｏｆｆｓｅｔ値を取得することを備え、
　前記第２および第３のセルのランキングを更新することは、前記第２および第３のセル
のＱｏｆｆｓｅｔ値に基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新すること
を備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を取得することは、
　前記第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、前記第２のセルから受信することと、
　前記第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、前記第３のセルから、または、前記第２のセル
によって送信された近隣セル・リストから受信することと
を備える請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記セル再選択を実行することは、
　前記第２および第３のセルの更新されたランキングに基づいて、前記第２のセルが、前
記第３のセルよりも高くランク付けられていると判定することと、
　前記第１のセルから前記第２のセルへのセル再選択を実行することと
を備える請求項１に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記セル再選択を実行することは、
　前記第２および第３のセルの更新されたランキングに基づいて、前記第３のセルが、前
記第２のセルよりも高くランク付けられていると判定することと、
　前記第１のセルから前記第２のセルへのセル再選択を実行することなく、前記第１のセ
ルから前記第３のセルへのセル再選択を実行することと
を備える請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、前記第２および第３のセルの
ランキングの更新後まで、アップリンクでの送信を避けることをさらに備える請求項１に
記載の方法。
【請求項１３】
　無線通信のための装置であって、
　　第１のセルにキャンプし、
　　第２および第３のセルのためのデフォルト・セル再選択パラメータに基づいて、前記
第１のセルよりも良好であると認識される前記第２および第３のセルを識別し、
　　前記第２のセルへキャンプするセル再選択を実行することなく、前記第２のセルをモ
ニタリングし、
　　前記第２のセルおよび前記第３のセルのうちの少なくとも１つから、少なくとも１つ
のセル再選択パラメータを取得し、
　　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、前記第２および第３のセル
のランキングを更新し、
　　前記更新された第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルから
前記第２または第３のセルへの、セル再選択を実行する、
ように構成された少なくとも１つのプロセッサを備える装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、第１の周波数における前記第１のセルから、前記
第１の周波数とは異なる第２の周波数における前記第２または第３のセルへの、周波数間
セル再選択を実行するように構成された請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第１、第２および第３のセルの信号測定値を取得し、
　前記信号測定値に基づいて、前記第１、第２および第３のセルのランキングを決定し、
　前記第１、第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルよりもより
良好なセルとして、前記第２および第３のセルを識別する
ように構成された請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、前記第２のセルから受信し、
　前記第３のセルのデフォルトＱｏｆｆｓｅｔ値と、前記受信された第２のセルのＱｏｆ
ｆｓｅｔ値とに基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新する
ように構成された請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を取得し、
　前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値に基づいて、前記第２および第３のセル
のランキングを更新する
ように構成された請求項１３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
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　前記第２および第３のセルの更新されたランキングに基づいて、前記第３のセルが、前
記第２のセルよりも高くランク付けられていると判定し、
　前記第１のセルから前記第２のセルへのセル再選択を実行することなく、前記第１のセ
ルから前記第３のセルへのセル再選択を実行する
ように構成された請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　無線通信のための装置であって、
　第１のセルにキャンプする手段と、
　第２および第３のセルのためのデフォルト・セル再選択パラメータに基づいて、前記第
１のセルよりも良好であると認識される前記第２および第３のセルを識別する手段と、
　前記第２のセルへキャンプするセル再選択を実行することなく、前記第２のセルをモニ
タリングする手段と、
　前記第２のセルおよび前記第３のセルのうちの少なくとも１つから、少なくとも１つの
セル再選択パラメータを取得する手段と、
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、前記第２および第３のセルの
ランキングを更新する手段と、
　前記更新された第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルから前
記第２または第３のセルへの、セル再選択を実行する手段と
を備える装置。
【請求項２０】
　前記セル再選択を実行する手段は、第１の周波数における前記第１のセルから、前記第
１の周波数とは異なる第２の周波数における前記第２または第３のセルへの、周波数間セ
ル再選択を実行する手段を備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第１のセルよりも良好であると認識される第２および第３のセルを識別する手段は
、
　前記第１、第２および第３のセルの信号測定値を取得する手段と、
　前記信号測定値に基づいて、前記第１、第２および第３のセルのランキングを決定する
手段と、
　前記第１、第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルよりもより
良好なセルとして、前記第２および第３のセルを識別する手段と
を備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得する手段は、前記第２のセルのＱｏ
ｆｆｓｅｔ値を、前記第２のセルから受信する手段を備え、
　前記第２および第３のセルのランキングを更新する手段は、前記第３のセルのデフォル
トＱｏｆｆｓｅｔ値と、前記受信された第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値とに基づいて、前
記第２および第３のセルのランキングを更新する手段を備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得する手段は、前記第２および第３の
セルのＱｏｆｆｓｅｔ値を取得する手段を備え、
　前記第２および第３のセルのランキングを更新する手段は、前記第２および第３のセル
のＱｏｆｆｓｅｔ値に基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新する手段
を備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記セル再選択を実行する手段は、
　前記第２および第３のセルの更新されたランキングに基づいて、前記第３のセルが、前
記第２のセルよりも高くランク付けられていると判定する手段と、
　前記第１のセルから前記第２のセルへのセル再選択を実行することなく、前記第１のセ
ルから前記第３のセルへのセル再選択を実行する手段と
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を備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　少なくとも１つのコンピュータに対して、第１のセルにキャンプさせるためのコードと
、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、第２および第３のセルのためのデフォル
ト・セル再選択パラメータに基づいて、前記第１のセルよりも良好であると認識される前
記第２および第３のセルを識別させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２のセルへキャンプするセル再選
択を実行することなく、前記第２のセルをモニタリングさせるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２のセルおよび前記第３のセルの
うちの少なくとも１つから、少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得させるための
コードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記少なくとも１つのセル再選択パラメ
ータに基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記更新された第２および第３のセルの
ランキングに基づいて、前記第１のセルから前記第２または第３のセルへの、セル再選択
を実行させるためのコードと、
を備えるコンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２６】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記少なくとも１つのコンピュータに対して
、第１の周波数における前記第１のセルから、前記第１の周波数とは異なる第２の周波数
における前記第２または第３のセルへの、周波数間セル再選択を実行させるためのコード
を備える請求項２５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２７】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第１、第２および第３のセルの信号
測定値を取得させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記信号測定値に基づいて、前記第１、
第２および第３のセルのランキングを決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第１、第２および第３のセルのラン
キングに基づいて、前記第１のセルよりもより良好なセルとして、前記第２および第３の
セルを識別させるためのコードとを備える請求項２５に記載のコンピュータ・プログラム
製品。
【請求項２８】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、
前記第２のセルから受信させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第３のセルのデフォルトＱｏｆｆｓ
ｅｔ値と、前記受信された第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値とに基づいて、前記第２および
第３のセルのランキングを更新させるためのコードと
を備える請求項２５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２９】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓ
ｅｔ値を取得させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓ
ｅｔ値に基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新させるためのコードと
を備える請求項２５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項３０】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
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　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２および第３のセルの更新された
ランキングに基づいて、前記第３のセルが、前記第２のセルよりも高くランク付けられて
いると判定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第１のセルから前記第２のセルへの
セル再選択を実行することなく、前記第１のセルから前記第３のセルへのセル再選択を実
行させるためのコードと
を備える請求項２５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　本願は、本明細書の譲受人に譲渡され、本明細書に参照によって組み込まれている２０
０７年８月３日出願の“CELL RESELECTION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM”と題
された米国仮出願６０／９５３，９７０号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に通信に関し、さらに詳しくは、無線通信システムにおいてセル再選択
を実行する技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、例えば音声、ビデオ、パケット・データ、メッセージング、ブロ
ードキャスト等のようなさまざまな通信コンテンツを提供するために広く開発された。こ
れらの無線システムは、利用可能なシステム・リソースを共有することにより、複数のユ
ーザをサポートすることができる多元接続システムでありうる。そのような多元接続シス
テムの一例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）シ
ステム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）システ
ム、および単一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムを含んでいる。
【０００４】
　無線通信システムは多くのセルを含むことができる。ここで、「セル」という用語は、
ノードＢのうち最も小さい有効範囲領域であるか、および／または、この有効範囲領域に
サービス提供するノードＢサブシステムを称する。丁度電源を投入されたか、あるいは丁
度有効範囲を失ったユーザ機器（ＵＥ）は、適切なセルを求めて探索することができる。
ＵＥは、ここから、通信サービスを受け取ることができる。適切なセルが発見された場合
、登録する必要があるのであれば、ＵＥは、セルを介してシステムに登録する。ＵＥがア
イドル・モードにあり、セルとアクティブに通信していない場合、ＵＥはセルに「キャン
プ」する。キャンプとは、システム情報およびページング情報を求めてＵＥがセルをモニ
タリングする処理である。ＵＥがキャンプするセルは、サービス提供セルと称される。
【０００５】
　サービス提供セルにキャンプしている間、ＵＥは、同じ周波数または別の周波数におい
て、より良好なセルを求めて定期的に探索する。より良好なセルが発見されると、ＵＥは
、一般にセル再選択と称される処理によって、このより良好なセルを新たなサービス提供
セルとして選択する。セル再選択によって、ＵＥは、例えばＵＥが新たな位置へ移動する
ことによるチャネル条件が変化する場合であっても、可能な限り最良のセルにキャンプで
きるようになる。これによって、ＵＥはその後、到来するページング・メッセージを確実
に受信するか、あるいは、呼を受信できるようになる。
【０００６】
　より良好なセルへのセル再選択を実行するために、ＵＥは、シグナリング・メッセージ
を交換する。交換するシグナリング・メッセージの数を低減し、恐らくは、システム・パ
フォーマンスを改善するために、セル再選択を効率的に実行することが望まれる。
【発明の概要】
【０００７】
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　本明細書では、無線通信システムにおいてセル再選択を実行する技術が記述される。Ｕ
Ｅはまず、第１のセルにキャンプする。第１のセルにキャンプしている間、ＵＥは、ＵＥ
によって検出される各セルの信号測定値を得ることができる。ＵＥは、セルの信号測定値
および１または複数のセル選択パラメータに基づいて、各セルのセル・ランキング・クラ
イテリアを計算することができる。ＵＥは、セル・ランキング・クライテリアに基づいて
セルをランク付けし、第１のセルよりも良好であると認められた第２および第３のセルを
識別することができる。しかしながら、ＵＥは、第２および第３のセルに適切なセル再選
択パラメータを持っていないかもしれないし、第２のセルが第３のセルよりも良好である
か、あるいはその逆であるかを知らないかもしれない。ＵＥは、例えば、第２および第３
のセルの周波数に適用可能なデフォルトＱｏｆｆｓｅｔ値のようなデフォルト・セル再選
択パラメータに基づいて、第２のセルが第３のセルよりも良好であるとの初期判定を行う
。
【０００８】
　態様において、ＵＥは、第２のセルへキャップするセル再選択を実行することなく、第
１のセルから第２のセルへ移動することができる。第２のセルへ移動した後に、ＵＥは、
第２および／または第３のセルのための少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得す
ることができる。ＵＥは、少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、第２およ
び第３のセルのランキングを更新する。その後、ＵＥは、更新されたランキングに基づい
て、第１のセルから、第２または第３のセルへのセル再選択を実行する。ＵＥは、アップ
リンクにおける干渉をもたらすことを避けるために、ランキングの更新後までアップリン
クでの送信を回避する。
【０００９】
　１つの設計では、ＵＥは、第２のセルからシステム情報を受信し、このシステム情報か
ら、少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得する。ＵＥは、第２のセルから、第２
のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を受信する。ＵＥはまた、第３のセルから、あるいは、第２の
セルによって送信された近隣セル・リストから、第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を受信す
る。ＵＥは、受信された第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値またはデフォルトＱｏｆｆｓｅｔ
値のうちの何れかと、受信された第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値とに基づいて、第２およ
び第３のセルのランキングを更新する。
【００１０】
　ＵＥは、さまざまな方式でセル再選択を実行する。１つの設計では、ＵＥは、第１の周
波数における第１のセルから、第２の周波数における第２または第３のセルへの周波数間
セル再選択を実行する。別の設計では、ＵＥは、第１のセルから、第１のセルと同じ周波
数における第２または第３のセルへの周波数内セル再選択を実行する。両方の設計につい
て、ＵＥは、更新されたランキングに基づいて、第２のセルが、第３のセルよりも高くラ
ンク付けされたと判定し、第１のセルから第２のセルへのセル再選択を実行する。あるい
は、ＵＥは、更新されたランキングに基づいて、第３のセルが、第２のセルよりも高くラ
ンク付けされたと判定し、第１のセルから第２のセルへのセル再選択を実行することなく
、かつ、第２のセルへ実際にキャンプすることなく、第１のセルから第３のセルへのセル
再選択を実行する。
【００１１】
　本開示のさまざまな態様および特徴が、以下にさらに詳述される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、無線通信システムを示す。
【図２】図２は、周波数間の移動中における２回セル再選択を示す。
【図３】図３は、２回セル再選択を回避しながら、周波数間の移動中におけるセル再選択
を示す。
【図４】図４は、セル再選択を実行する処理を示す。
【図５】図５は、セル再選択を実行する装置を示す。
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【図６】図６は、ノードＢとＵＥのブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書に記載の技術は、例えばＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－
ＦＤＭＡ、およびその他のシステムのようなさまざまな無線通信システムのために使用さ
れうる。「システム」、「ネットワーク」という用語は、しばしば置換可能に使用される
。これら無線システムは、ラジオ・アクセス技術（ＲＡＴ）、エア・インタフェース等と
も称されるさまざまなラジオ技術をサポートする。ＣＤＭＡシステムは、例えばユニバー
サル地上ラジオ接続（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００等のようなラジオ技術を実施するこ
とができる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡのその他の変形
を含んでいる。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、およびＩＳ
－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡシステムは、グローバル移動体通信システム（ＧＳ
Ｍ）のようなラジオ技術を実施しうる。ＯＦＤＭＡシステムは、例えば次世代ＵＴＲＡ（
Ｅ－ＵＴＲＡ）、超モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗ
ｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２．２０、フラッ
シュＯＦＤＭ（登録商標）等のようなラジオ技術を実施することができる。ＵＴＲＡおよ
びＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（ＵＭ
ＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡを用いるＵＭＴＳの最新版であり、ダウンリンクではＯＦＤＭＡを用い、アップリ
ンクではＳＣ－ＦＤＭＡを用いる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳおよびＬ
ＴＥは、「第３世代パートナシップ計画」（３ＧＰＰ）と命名された組織からの文書に記
載されている。ｃｄｍａ２０００とＵＭＢは、「第３世代パートナシップ計画２」（３Ｇ
ＰＰ２）と命名された組織からの文書に記載されている。明瞭さのために、これら技術の
ある態様は、ＬＴＥについて以下に記載されており、ＬＴＥという用語が、以下の記載の
ほとんどにおいて使用される。
【００１４】
　図１は、ＬＴＥシステムでありうる無線通信システム１００を示す。システム１００は
、多くのノードＢおよびその他のネットワーク・エンティティを含みうる。単純化のため
に、図１では、３つのノード１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃと、１つのネットワーク・コ
ントローラ１３０とが示される。ノードＢは、ＵＥと通信する固定局であり、次世代ノー
ドＢ（ｅＮＢ）、基地局、アクセス・ポイント等とも称される。おのおののノードＢ１１
０は、特定の地理的領域１０２のために通信有効範囲を提供する。システム容量を向上す
るために、ノードＢの有効範囲領域の全体が、例えば３つの小さな領域１０４ａ、１０４
ｂ、１０４ｃのような複数の小さな領域に分割されうる。これら小さな領域のおのおのは
、それぞれのノードＢサブシステムによってサービス提供されうる。３ＧＰＰでは、用語
「セル」は、有効範囲領域にサービス提供するノードＢおよび／またはノードＢサブシス
テムのうちの最も小さい有効範囲領域を称しうる。３ＧＰＰ２では、用語「セクタ」が、
有効範囲領域にサービス提供する基地局および／または基地局サブシステムのうち最も小
さい有効範囲領域を称しうる。明瞭さのため、以下の記載では３ＧＰＰセル概念が使用さ
れる。
【００１５】
　図１で示される例において、おのおののノードＢ１１０は、異なる地理的領域をカバー
する３つのセルを有する。単純化のために、図１は、互いにオーバラップしていないセル
を示している。実際の構成では、隣接するセルが一般に端部において互いにオーバラップ
する。これによって、ＵＥがシステム内を移動すると、ＵＥは、任意の位置において、１
または複数のセルから、通信有効範囲を受け取ることができる。
【００１６】
　ＵＥ１２０は、システム全体にわたって分布しており、おのおののＵＥは、固定式また
は移動式でありうる。ＵＥはまた、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局等
と称されうる。ＵＥは、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デ
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バイス、ハンドヘルド・デバイス、ラップトップ・コンピュータ、コードレス電話等であ
りうる。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップリンクによってノードＢと通信する。ダウン
リンク（すなわちフォワード・リンク）は、ノードＢからＵＥへの通信リンクを称し、ア
ップリンク（すなわちリバース・リンク）は、ＵＥからノードＢへの通信を称する。図１
では、２重矢印を持つ実線が、ノードＢとＵＥとの間の双方向通信を示す。１つの矢印を
持つ実線は、セルにキャンプしているＵＥを示す。１つの矢印を持つ破線は、例えば、信
号測定を行うために、ノードＢからダウンリンク信号を受信しているＵＥを示す。
【００１７】
　ＵＥは、電源投入がなされたり、あるいは、有効通信範囲を喪失すると、セル選択を実
行する。セル選択のために、ＵＥは、適切なセルを発見するために、システム探索を実行
することができる。ＵＥは、ここから、通信サービスを受け取ることができる。適切なセ
ルとは、ＵＥが、（例えば緊急呼出のような制限されたサービスではなく、）通常のサー
ビスを取得できるセルである。一定の基準を満たす場合、セルは適切であるとみなされる
。適切なセルが発見されると、登録する必要がある場合には、ＵＥは、セルを介してシス
テムへの登録を実行する。ＵＥがアイドル状態にあり、セルとアクティブに通信していな
い場合、ＵＥは適切なセルにキャンプする。ＵＥがキャンプされるセルは、サービス提供
セルと称される。
【００１８】
　サービス提供セルにキャンプしている間、ＵＥは、ＵＥがキャンプしサービスを受け取
ることができるより良好なセルがないかを調べるために、定期的に確認することができる
。そのようなセルが存在する場合、ＵＥは、一般にセル再選択と称される処理を通じて、
このセルを新たなサービス提供セルとして選択することができる。セル再選択のために、
ＵＥは、ＵＥのためのサービス提供セルの変更を有効にするために、現在のサービス提供
セルおよび／または新たなサービス提供セルと、シグナリング・メッセージを交換するこ
とができる。
【００１９】
　ＵＥがアイドル状態にある間、ＵＥの位置がトラッキングされ、ＵＥは、到来する呼お
よび／またはその他の理由により、ページされうる。システムの有効範囲領域の全体は、
トラッキング領域に分割される。そして、おのおののトラッキング領域は、互いに近くに
位置する１または複数のセルのグループを含む。ＵＥが新たなトラッキング領域に移動し
た場合には常に、ＵＥは、そのトラッキング領域を更新するために、システムとシグナリ
ング・メッセージを交換する。その後、ＵＥの到来呼が受信されると、ＵＥの現在のトラ
ッキング領域内の全てのセルによって、ページング・メッセージがＵＥへ送信される。必
要に応じてＵＥのトラッキング領域を更新することによって、必要な場合には常に、ＵＥ
は、システムから到達される。
【００２０】
　容量を向上し、その他の利益を得るために、システムは、複数の周波数における動作を
サポートすることができる。複数の周波数はまた、周波数チャネル、キャリア、周波数範
囲等とも称される。おのおのの周波数において、任意の数のセルが配置されうる。異なる
周波数上のセルは、オーバラップするまたはオーバラップしない有効範囲領域を有しうる
。
【００２１】
　ＵＥは、（ｉ）サービス提供セルの周波数と同じ周波数における他のセルを選択する周
波数内セル再選択、あるいは（ｉｉ）異なる周波数における別のセルを選択する周波数間
セル再選択を実行する。サービス提供セルの周波数は、サービス提供周波数と称される。
ＵＥはまた、例えば、ラジオ・リソース制御（ＲＲＣ）接続を解放した後、新たな周波数
へのセル選択をも実行する。ここで、システムは、ＵＥを、異なる周波数へ向ける。
【００２２】
　周波数内および周波数間の両方のセル再選択の場合、ＵＥは、おのおののセルによって
送信されたパイロットまたは基準信号に基づいて、サービス提供セルおよび近隣セルの受
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信信号強度および／または受信信号品質を測定する。受信信号強度はまた、基準信号受信
電力（ＲＳＲＰ）、受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）、受信信号符号電力（ＲＳＣ
Ｐ）、受信信号レベル、受信強度、受信パイロット電力、受信パイロット強度等とも称さ
れる。受信信号品質はまた、チップ毎エネルギ対合計雑音比（Ｅｃ／Ｉｏ）、信号対雑音
比（ＳＮＲ）等とも称される。明確化のために、セル再選択の受信信号強度の使用を以下
に説明する。
【００２３】
　ＵＥは、おのおののセルの測定値を得るために、サービス提供セルおよび近隣セルの信
号測定値を処理する。そして、ＵＥは、セル再選択パラメータおよびそのセルの測定値に
基づいて、おのおおののセルのセル・ランキング・クライテリアを導出する。１つの設計
では、サービス提供セルおよび近隣セルのランキング・クライテリアは、以下の通り表さ
れる。　
　Ｒｓ＝Ｑｍｅａｓ、ｓ＋Ｑｈｙｓｔｓ　　　　　　　　　　　式（１）　
　Ｒｎ＝Ｑｍｅａｓ、ｎ－Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ　　　　　　　　式（２）　
ここで、Ｒｓは、サービス提供セルｓのランキング・クライテリアであり、　
　　　　Ｒｎは、近隣セルｎのランキング・クライテリアであり、　
　　　　Ｑｍｅａｓ，ｓは、サービス提供セルｓの測定値であり、　
　　　　Ｑｍｅａｓ，ｎは、近隣セルｎの測定値であり、　
　　　　Ｑｈｙｓｔｓは、サービス提供セルｓのヒステリシス値であり、　
　　　　Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎは、サービス提供セルｓと近隣セルｎとの間のオフセット
値である。
【００２４】
　セル再選択のためのセル・ランキング・クライテリアは、公的に利用可能な"Evolved U
niversal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) procedures in id
le mode"と題された３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３０４に記載されている。式（１）および式
（２）に示すように、セル・ランキング・クライテリアを導出するために、さまざまなセ
ル再選択パラメータが使用される。式（２）に示されるように、セル再選択パラメータの
うちの１つは、特定のサービス提供セルｓと、特定の近隣セルｎのために定義されたセル
特有のパラメータＱｏｆｆｓｅｔｓ，ｎである。Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎは、再選択中、セ
ルのランク付けのための測定値を修正するために使用される。サービス提供セルおよび近
隣セルのランキング・クライテリアはまた、別のパラメータおよび／または追加パラメー
タに基づいても定義されうる。
【００２５】
　ＵＥは、ＵＥによって検出されたおのおののセルのためのランキング・クライテリアを
決定することができる。ＵＥは、それらランキング・クライテリアに基づいて、全てのセ
ルのランク付けをすることができる。そしてＵＥは、最良のランキング・クライテリアを
持つセルを識別することができ、さらに、このセルが現在のサービス提供セルではなく、
かつ、一定のセル再選択クライテリアが満足されている場合、最良のセルに対するセル再
選択を実行することができる。
【００２６】
　サービス提供周波数におけるセルのセル再選択パラメータが、ＵＥにシグナリングされ
うる。その後、ＵＥは、サービス提供周波数におけるセルを適切にランク付けするために
、これらのセル再選択パラメータを適用することができる。しかしながら、その他の周波
数および／またはその他のＲＡＴにおけるセルのセル再選択パラメータは、ＵＥにシグナ
リングされない。セル特有パラメータＱｏｆｆｓｅｔは、周波数間の移動あるいはＲＡＴ
間の移動中、前もってＵＥには知らされない。そのような場合、ＵＥは、未知のＱｏｆｆ
ｓｅｔを持つ近隣セルのおのおのについて、デフォルト値を使用する。このデフォルト値
は、所与の周波数における全てのセルに適用可能な、周波数特有のＱｏｆｆｓｅｔ値であ
りうる。このデフォルト値はまた、セルのＱｏｆｆｓｅｔ値が知られていない場合、適用
可能な予め定めたＱｏｆｆｓｅｔ値でありうる。このデフォルト値は、現在のサービス提
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供セルによって提供されるか、あるいは、ＵＥによって演繹的に知られているか、あるい
は、ある手法でＵＥによって確認されうる。
【００２７】
　セル特有のパラメータ（例えば、Ｑｏｆｆｓｅｔ）が未知である場合、ＵＥは、周波数
間のセル再選択（あるいは、新たな周波数に対するセル選択）を実行し、選択されたセル
が、実際には、新たな周波数における最良のセルではないことを知る。ＵＥは新たな周波
数において他のセルを発見することができ、新たな周波数における最良のセルに対する再
選択を行うことができるので、この状況は、修復可能である。しかしながら、「２回セル
再選択」をすると、余分やシグナリングや、例えば、領域更新のトラッキングや、システ
ムとのインタラクションに関連する負荷のような、システム内の余分な負荷をもたらしう
る。
【００２８】
　図２は、周波数間の移動における２回セル再選択を示す。この例では、システムは、２
つの周波数Ｆ１、Ｆ２における動作をサポートする。図２は、３つのセルＡ、Ｂ１、Ｂ２
を示す。これらは、図１における任意の３つのセルであるか、あるいは、システム内のい
くつかのセルでありうる。
【００２９】
　ＵＥは、まず、周波数Ｆ１でセルＡにキャップする。セルＡの測定値が低く、周波数Ｆ
１の品質が貧弱であるかもしれない。そして、周波数Ｆ１の品質よりも、周波数Ｆ２の品
質が良好あるいはより良好であるかもしれない。ＵＥは、セルＢ１、Ｂ２を、現在のサー
ビス提供セルＡよりも、より良好であると認識しうる。ＵＥは、セルＢ２よりもセルＢ１
についてより良好な測定値を取得しうる。ＵＥは、セルＢ１、Ｂ２のセル特有Ｑｏｆｆｓ
ｅｔ値を知らず、これら両方のセルについて、同じデフォルトの（例えば、周波数特有の
）Ｑｏｆｆｓｅｔを用いる。セルＢ１は、このデフォルトＱｏｆｆｓｅｔ値に基づいて、
３つのセルＡ、Ｂ１、Ｂ２の中から最良のランキング・クライテリアを持つことができる
。
【００３０】
　ＵＥは、周波数Ｆ１におけるセルＡから、周波数Ｆ２におけるセルＢへの周波数間セル
再選択を実行することができる。ＵＥは、セルＢ１にキャンプするために、一般には、セ
ル再選択手順にしたがって、セルＢ１を経由して、システムとシグナリング・メッセージ
を交換する。その後、ＵＥは、大きなＱｏｆｆｓｅｔ値を有しうるセルＢ１にキャンプす
る。式（２）に示されるように、式（２）の右辺におけるマイナス符号によって、Ｑｏｆ
ｆｓｅｔ値が大きくなると、セル・ランキング・クライテリアは悪化する。Ｑｏｆｆｓｅ
ｔ値が大きくなると、セルはより魅力がなくなる一方、Ｑｏｆｆｓｅｔ値が小さくなると
、セルはより魅力的になる。ＵＥがセルＢ１にキャンプすると、ＵＥは、セルＢ２がセル
Ｂ１よりも小さなＱｏｆｆｓｅｔを有していることを知る。ＵＥは、セルＢ２がセルＢ１
よりも良好であると判定し、セルＢ１からセルＢ２への周波数内セル再選択を実行する。
ＵＥは、その後、セルＢ２にキャンプすることができる。
【００３１】
　図２に示す例では、セルＡは、トラッキング領域１に属し、セルＢ１は、トラッキング
領域２に属し、セルＢ２は、トラッキング領域３に属する。ＵＥは、新たなトラッキング
領域に移動する場合は常に、トラキング領域更新手順を実行する。図２に示す例では、Ｕ
Ｅは、セルＢ１への最初のセル再選択について、トラッキング領域更新手順を一度実行す
る。ＵＥは、その後、セルＢ２へのセル再選択について、トラッキング領域更新手順を再
び実行する。
【００３２】
　図２に例示する２回セル再選択は、いくつかの理由で不適切でありうる。第１に、３つ
のセルＡ、Ｂ１、Ｂ２が異なるトラッキング領域にある場合、ＵＥは、トラッキング領域
更新手順を２回実行しうる。第２に、ＵＥは、「誤った」セルＢ１にキャンプしている間
、アップリンクにおける干渉をもたらしうる。この干渉は、１度の周波数再使用を伴うシ
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ステム（すなわち、再使用１システム）において不適切でありうる。
【００３３】
　態様では、ＵＥは、新たなセル（例えば、図２に示す例ではセルＢ１）を、「仮想の」
サービス提供セルとして用いることにより、２回セル再選択を回避することができる。Ｕ
Ｅがセルに実際にキャンプしていないが、あたかもＵＥがセルにキャンプしているように
このセルからシステム情報（例えば、システム情報ブロック（ＳＩＢ））を読み取るとい
う点において、新たなセルは仮想的なサービス提供セルでありうる。しかしながら、ＵＥ
は、新たなセルからページング情報を受信せず、この新たなセルのためのその他のキャン
プ機能を実行しない。ＵＥは実際に、セルに通知することなく、セルとシグナリングを交
換することもなく、新たなセルにキャンプする。
【００３４】
　１つの設計では、ＵＥは、新たなセルへ移動すると、新たなセルおよび恐らくは近隣セ
ルのセル再選択パラメータを取得しうる。そして、ＵＥは、このセル再選択パラメータが
ＵＥにおいてどのようにセル・ランキングに影響を与えるのかを判定することができる。
ＵＥは、セル再選択パラメータを適用するまで、新たなセルへキャンプするためにセル再
選択を実行することを回避することができる。これらのパラメータが、ＵＥによる最良の
セルの判定を変更する場合、ＵＥは、新たなセル（例えば、セルＢ１）へキャンプするこ
となく、現在のサービス提供セルから、最良のセルへの（例えば、図２に示す例における
セルＡからセルＢ２への）直接的なセル再選択を実行することができる。
【００３５】
　図３は、２回セル再選択を回避する周波数間移動中のセル再選択の設計を示す。ＵＥは
まず、周波数Ｆ１のセルＡにキャンプする。周波数Ｆ１の品質は貧弱であり、周波数Ｆ２
の品質が良好あるいはより良好であるかもしれない。ＵＥは、セルＢ２よりもセルＢ１に
ついてより良好な測定値を取得しうる。ＵＥは、セルＢ１とセルＢ２との両方について、
同じデフォルトＱｏｆｆｓｅｔ値を適用し、３つのセルＡ、Ｂ１、Ｂ２のうちセルＢ１に
ついて、最良のランキング・クライテリアを取得しうる。
【００３６】
　ＵＥは、周波数Ｆ２に移動し、セルＢ１に到着しうる。しかしながら、ＵＥは、実際に
セルＢ１にキャンプするために、セル再選択手順を経ない。その代わり、ＵＥは、セルＢ
１からダウンリンク信号を受信し、セルＢ１および／またはセルＢ２のセル再選択パラメ
ータを取得する。そして、ＵＥは、このセル再選択パラメータに基づいてセル・ランキン
グを更新し、これら更新されたセル・ランキングをレビューする。図３に示される一例に
おいて、例えば、セルＢ２のＱｏｆｆｓｅｔが、セルＢ１のＱｏｆｆｓｅｔよりも小さい
ことにより、ＵＥは、セルＢ２が、セルＢ１よりも高くランク付けされていると判定する
。そして、ＵＥは、周波数Ｆ１におけるセルＡから、周波数Ｆ２におけるセルＢ２へ直接
的に、周波数間セル再選択を実行し、セルＢ２にキャンプすることができる。ＵＥは、ト
ラッキング領域１からトラッキング領域３に移動したので、トラッキング領域更新手順を
実行する。セルＢ１はトラッキング領域２に属しているが、ＵＥは、実際にはセルＢ１に
はキャンプせず、トラッキング領域１におけるセルＡから、トラッキング領域３における
セルＢ２へ直接的に到着したものと見なされる。
【００３７】
　図３には示されていないが、セル再選択パラメータの適用後、セルＢ１がセルＢ２より
も高くランク付けされているとＵＥが判定した場合、ＵＥは、周波数Ｆ１におけるセルＡ
から、周波数Ｆ２におけるセルＢ１への周波数間セル再選択を実行し、セルＢ１にキャン
プする。ＵＥは、トラッキング領域１からトラッキング領域２に移動したので、トラッキ
ング領域更新手順を実行する。
【００３８】
　新たな周波数におけるどのセルがより良好なセルであるかに関わらず、ＵＥは、セル再
選択パラメータを適用するまで、新たな周波数についてＵＥが到着する第１のセル（例え
ば、図３に示す例におけるセルＢ１）に実際にキャンプすることを回避することができる
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。セル再選択パラメータが、ＵＥによる最良のセルであるとの判定を変更する場合、ＵＥ
は、新たな周波数における第１のセルへ実際にキャンプすることなく、新たな最良のセル
（例えば、図３に示す例におけるセルＢ２）への直接的なセル再選択を実行することがで
きる。
【００３９】
　図３に示されるように、仮想的なサービス提供セルとしてセルＢ１を使用することによ
って、ＵＥは、セル再選択パラメータがＵＥに最初に知らされていない場合、（図２に示
すような２度ではなく）、一度だけセル再選択を実行できるようになる。さらに、ＵＥは
、トラッキング領域更新手順を（図２に示すような２度ではなく）一度だけ実行すること
ができる。さらに、ＵＥは、セルＢ１にある間、アップリンクでの送信を控え、アップリ
ンクでの干渉をもたらすことを回避することができる。ＵＥは、セル再選択パラメータを
適用し、新たな周波数における最良のセルを識別した後、アップリンクで送信することが
できる。
【００４０】
　ＵＥは、セルＢ１に実際にキャンプしている間、セルＢ２のＱｏｆｆｓｅｔ値を決定す
ることも、決定しないこともある。これは、セル再選択パラメータがシステムによってシ
グナリングされる方式や、ＵＥ機能等のようなさまざまな要因に依存しうる。ＵＥは、い
くつかの手法で、セルＢ２のＱｏｆｆｓｅｔ値を決定することができる。１つの設計では
、ＵＥは、セルＢ２から直接的にＱｏｆｆｓｅｔ値を受け取ることができる。別の設計で
は、ＵＥは、セルＢ１から周波数内の近隣セル・リストを受け取る。このリストは、リス
ト内のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を含みうる。いずれにせよ、ＵＥは、近隣セルのＱｏｆｆ
ｓｅｔ値を持たない場合、セルを適切にランク付けすることができる。
【００４１】
　ＵＥがセルＢ２のＱｏｆｆｓｅｔ値を知らない場合、セルＢ１のＱｏｆｆｓｅｔ値を適
用した後であっても、セル・ランキングは正しくない。この理由により、例えば近隣セル
のリストによって、周波数内セルのＱｏｆｆｓｅｔ値をＵＥへ迅速かつ効率的に配信する
メカニズムを有することが望まれる。しかしながら、そのようなメカニズムがない場合で
あっても、本明細書に記載の技術は、ある場合においては、２回セル再選択を回避するこ
とができる。例えば、セルＢ１のＱｏｆｆｓｅｔ値は、十分大きく、セル・ランキングを
変更しうるので、セルＢ２のＱｏｆｆｓｅｔ値が適用される前であっても、セルＢ２が選
択されるようになる。
【００４２】
　本明細書に記載した技術は、上述したような仮想的なサービス提供セルを用いた周波数
内セル再選択のために使用されうる。これらの技術はまた、周波数内セル再選択のために
も使用されるが、例えば大きなＱｏｆｆｓｅｔ値を持つ複数のセル間でのピン・ポンを回
避するような手法に適用されるべきである。ある場合には（例えば、サービス提供セルが
、近隣セルの存在に気付かないような自己構築ネットワークでは）、周波数内のセルのた
めの正しいＱｏｆｆｓｅｔ値が、前もって知られていない。これらの場合、本明細書に記
載された技術は、所与の周波数内の、周波数内セル再選択のために有利に適用されうる。
【００４３】
　ＵＥは、接続状態にあり、セルとアクティブに通信することができる。ＵＥがアイドル
状態に移行した場合、システムは、ＵＥが仮想的なサービス提供セル挙動を適用すべきか
を示すことができる。これは、例えば、ＵＥの接続の解放を示すＲＲＣメッセージで提供
されうる。
【００４４】
　本明細書に記載の技術を用いて、ＵＥは、２回セル再選択を回避しながら、周波数間セ
ル再選択と、恐らくは、周波数内セル再選択とを実行することができる。ＵＥは、ターゲ
ット周波数における個別のセルのためのセル再選択パラメータを事前に知る必要なく、こ
れを達成することができる。ＵＥは、ターゲット周波数における仮想的なサービス提供セ
ルへ移動した後、セル再選択パラメータを取得することができる。２回セル再選択問題は
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、ＵＥがターゲット・セルのセル再選択パラメータを知らないことによるので、キャンプ
する前にこれらのパラメータを読み取ることによって、ＵＥは、この問題の根源を避ける
ことができる。
【００４５】
　図４は、無線通信システムにおいてセル再選択を実行する処理４００の設計を示す。処
理４００は、（後述するように）ＵＥによって、あるいはその他いくつかのエンティティ
によって実行されうる。ＵＥは、先ず、第１のセルにキャンプする（ブロック４１２）。
第１のセルにキャンプしている間、ＵＥは、第１のセルよりもより良好であると認識され
る第２および第３のセルを識別する（ブロック４１４）。ＵＥは、第２のセルにキャンプ
するセル再選択を実行することなく、第１のセルから第２のセルへ移動することができる
（ブロック４１６）。第２のセルへ移動した後、ＵＥは、第２および第３のセルのうちの
少なくとも１つのための、少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得する（ブロック
４１８）。ＵＥは、この少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、第２および
第３のセルのランキングを更新する（ブロック４２０）。ＵＥは、その後、第２および第
３のセルの更新されたランキングに基づいて、第１のセルから、第２または第３のセルへ
のセル再選択を実行することができる（ブロック４２２）。アップリンクにおける干渉を
引き起こすことを回避するために、ＵＥは、ブロック４２０における第２および第３のセ
ルのランキングの更新後まで、アップリンクでの送信を避ける。
【００４６】
　ブロック４１４の１つの設計では、ＵＥは、第１、第２および第３のセルの信号測定値
を取得する。ＵＥはまた、第２および第３のセルのデフォルトのオフセット値を取得する
。このデフォルト・オフセット値は、第２および第３のセルの周波数に適用可能なオフセ
ット値であるか、あるいは、予め定めたオフセット値でありうる。ＵＥは、信号測定値、
デフォルトのオフセット値、および恐らくはその他のパラメータに基づいて、第１、第２
および第３のセルのランキングを決定することができる。例えば、ＵＥは、式（１）また
は式（２）に示すように、おのおののセルのセル・ランキング・クライテリアを決定し、
それらセル・ランキング・クライテリアに基づいて、セルのランク付けを行う。ＵＥは、
第１、第２および第３のセルのランキングに基づいて、第２および第３のセルが、第１の
セルよりもより良好であると認識する。
【００４７】
　ＵＥは、ブロック４１８において、さまざまな手法で、少なくとも１つのセル再選択パ
ラメータを取得することができる。１つの設計では、ＵＥは、第２のセルからシステム情
報を受信し、このシステム情報から、少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得する
。ＵＥは、第２のセルから、第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を受け取る。ＵＥは、第３の
セルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、第３のセルから直接受け取るか、あるいは、第２のセルによ
って送信された近隣セル・リストから受け取る。ＵＥはまた、その他の手法でもＱｏｆｆ
ｓｅｔ値を受け取るか、および／または、第２および／または第３のセルのためのその他
のセル再選択パラメータを取得することができる。
【００４８】
　ＵＥは、ブロック４２０において、さまざまな手法で、第２および第３のセルのランキ
ングを更新することができる。１つの設計では、ＵＥは、第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値
と、第３のセルのデフォルトのＱｏｆｆｓｅｔ値とに基づいて、第２および第３のセルの
ランキングを更新することができる。別の設計では、ＵＥは、第２および第３のセルのＱ
ｏｆｆｓｅｔ値に基づいて、第２および第３のセルのランキングを更新することができる
。またその他の設計では、ＵＥは、第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値と、第２のセルのデフ
ォルトのＱｏｆｆｓｅｔ値とに基づいて、第２および第３のセルのランキングを更新する
ことができる。これらの設計について、ＵＥは、例えば式（２）に示すように、セルのＱ
ｏｆｆｓｅｔ値に基づいて、おのおののセルのセル・ランキング・クライテリアを再計算
することができる。その後、ＵＥは、再計算されたセル・ランキング・クライテリアに基
づいて、セルのランキングを決定することができる。ＵＥはまた、その他のセル再選択パ
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ラメータに基づいて、および／または、その他の手法によって、第２および第３のセルの
ランキングを更新することができる。
【００４９】
　ＵＥは、ブロック４２０において、さまざまな手法でセル再選択を実行することができ
る。１つの設計では、ＵＥは、第１の周波数における第１のセルから、第２の周波数にお
ける第２または第３のセルへの周波数間セル再選択を実行することができる。別の設計で
は、ＵＥは、ある周波数における第１のセルから、これと同じ周波数における第２または
第３のセルへの周波数内セル再選択を実行することができる。両方の設計について、ＵＥ
は、更新されたランキングに基づいて、第２のセルが、第３のセルよりも高くランク付け
されていると判定する。そして、第１のセルから第２のセルへのセル再選択を実行する。
あるいは、ＵＥは、更新されたランキングに基づいて、第３のセルが第２のセルよりも高
くランク付けされていると判定する。そして、第１のセルから第２のセルへのセル再選択
を実行することなく、また、実際に第２のセルへキャンプすることなく、第１のセルから
第３のセルへのセル再選択を実行することができる。
【００５０】
　図５は、無線通信システムにおいてセル再選択を実行するための装置５００の設計を示
す。装置５００は、第１のセルにキャンプするためのモジュール５１２と、第２および第
３のセルが、第１のセルよりもより良好であると識別するためのモジュール５１４と、第
２のセルにキャンプするセル再選択を実行することなく、第１のセルから第２のセルへ移
動するためのモジュール５１６と、第２および第３のセルのうちの少なくとも１つのため
の、少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得するためのモジュール５１８と、この
少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、第２および第３のセルのランキング
を更新するためのモジュール５２０と、第２および第３のセルの更新されたランキングに
基づいて、第１のセルから第２または第３のセルへのセル再選択を実行するためのモジュ
ール５２２とを含む。図５のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・
デバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ等、あるいはこれらの任意の組み合わせを備
えうる。
【００５１】
　図６は、図１のノードＢのうちの１つ、およびＵＥのうちの１つでありうるノードＢ１
１０とＵＥ１２０との設計のブロック図を示す。この設計では、ノードＢ１１０には、Ｔ
個のアンテナ６３４ａ乃至６３４ｔが備えられ、ＵＥ１２０にはＲ個のアンテナ６５２ａ
乃至６５２ｒが備えられている。ここで、一般に、Ｔ≧１およびＲ≧１である。
【００５２】
　ノードＢ１１０では、送信プロセッサ６２０が、データ・ソース６１２から、１または
複数のＵＥのためのトラフィック・データを受け取り、そのＵＥのために選択された１ま
たは複数の変調スキームおよび符合化スキームに基づいて、おのおののＵＥのトラフィッ
ク・データを処理し、全てのＵＥのためのデータ・シンボルを提供する。送信プロセッサ
６２０はまた、コントローラ／プロセッサ６４０からシグナリングを受け取り、このシグ
ナリングを処理して、シグナリング・シンボルを提供する。送信プロセッサ６２０はまた
、受信信号強度および／または受信信号品質の測定のためにＵＥによって使用される基準
信号またはパイロットを生成する。送信（ＴＸ）複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）プロセッ
サ６３０は、データ・シンボル、シグナリング・シンボル、およびパイロット・シンボル
を多重化する。このプロセッサ６３０は、多重化されたシンボルについて空間処理（例え
ば、事前符合化）を適用できるのであれば、それを実行し、Ｔ個の出力シンボル・ストリ
ームを、Ｔ個の変調器（ＭＯＤ）６３２ａ乃至６３２ｔへ提供する。おのおのの変調器６
３２は、出力サンプル・ストリームを得るために、（例えば、ＯＦＤＭ用に）それぞれの
出力シンボル・ストリームを処理する。おのおのの変調器６３２はさらに、ダウンリンク
信号を生成するために、出力サンプル・ストリームを処理（例えば、アナログ変換、増幅
、フィルタ、およびアップコンバート）する。変調器６３２ａ乃至６３２ｔからのＴ個の
ダウンリンク信号は、Ｔ個のアンテナ６３４ａ乃至６３４ｔそれぞれを経由して送信され
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うる。
【００５３】
　ＵＥ１２０では、アンテナ６５２ａ乃至６５２ｒが、ノードＢ１１０からのダウンリン
ク信号を受信し、受信した信号を復調器（ＤＥＭＯＤ）６５４ａ乃至６５４ｔへそれぞれ
提供する。おのおのの復調器６５４は、受信したそれぞれの信号を調整（例えば、フィル
タ、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）してサンプルを取得する。さらに、こ
のサンプルを（例えば、ＯＦＤＭ用に）処理して、それぞれのシンボルを取得する。ＭＩ
ＭＯ検出器６６０は、Ｒ個全ての復調器６５４ａ乃至６５４ｒから受信シンボルを受け取
り、これら受信シンボルについて、適用可能であればＭＩＭＯ検出を実行し、検出シンボ
ルを提供する。受信プロセッサ６７０は、これら検出シンボルを処理（例えば、復調、デ
インタリーブ、および復号）し、ＵＥ１２０のための復号データをデータ・シンク６７２
に提供し、復号されたシグナリングをコントローラ／プロセッサ６９０へ提供する。一般
に、ＭＩＭＯ検出器６６０および受信プロセッサ６７０による処理は、ノードＢ１１０に
おける送信ＭＩＭＯプロセッサ６３０および送信プロセッサ６２０による処理と相補的で
ある。
【００５４】
　アップリンクにおいては、ＵＥ１２０において、データ・ソース６７８からのトラフィ
ック・データと、コントローラ／プロセッサ６９０からの（例えば、セル再選択のための
）シグナリングが、送信プロセッサ６８０によって処理され、適用可能であれば送信ＭＩ
ＭＯプロセッサ６８２によって事前符合化され、変調器６５４ａ乃至６５４ｒによって調
整され、ノードＢ１１０へ送信される。ノードＢ１１０では、ＵＥ１２０からのアップリ
ンク信号が、アンテナ６３４によって受信され、復調器６３２によって調整され、適用可
能であればＭＩＭＯ検出器６３６によって処理され、さらに、受信プロセッサ６３８によ
って処理されて、ＵＥ１２０によって送信されたトラフィック・データおよびシグナリン
グが得られる。
【００５５】
　コントローラ／プロセッサ６４０、６９０は、ノードＢ１１０およびＵＥ１２０それぞ
れにおける動作を指示する。コントローラ／プロセッサ６９０は、図４における処理４０
０、および／または本明細書に記載の技術のためのその他の処理の実行および／または指
示を行う。メモリ６４２およびメモリ６９２は、ノードＢ１１０およびＵＥ１２０それぞ
れのためのデータおよびプログラム・コードを格納する。信号測定ユニット６９４は、興
味のあるおのおののセルの受信信号強度および／または受信信号品質を測定し、サービス
提供セルおよび近隣セルの信号測定値を、コントローラ／プロセッサ６９０へ提供する。
コントローラ／プロセッサ６９０は、例えば式（１）および式（２）に示すように、信号
測定値およびセル再選択パラメータに基づいて、サービス提供セルおよび近隣セルのセル
・ランキング・クライテリアを計算する。コントローラ／プロセッサ６９０は、セル・ラ
ンキング・クライテリアに基づいて決定された最良のセルへのセル再選択を実行する。ス
ケジューラ６４４は、ダウンリンクおよび／またはアップリンクでの送信のためにＵＥを
スケジュールし、スケジュールされたＵＥのリソースの割当を提供する。
【００５６】
　当業者であれば、情報および信号が、種々異なる技術および技法のうちの何れかを用い
て表されうることを理解するだろう。例えば、上記説明を通じて参照されるデータ、命令
群、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、
磁場または磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによ
って表されうる。
【００５７】
　当業者であればさらに、本明細書で開示された実施形態に関連して記載されたさまざま
な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズム・ステップが、電子工
学ハードウェア、コンピュータ・ソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現
されることを理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互置換性を明確に説
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明するために、さまざまな例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステ
ップが、それらの機能の観点から一般的に記述された。それら機能がハードウェアとして
またはソフトウェアとして実現されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体
に課せられている設計制約に依存する。当業者であれば、特定のアプリケーションおのお
のに応じて変化する方法で上述した機能を実現することができる。しかしながら、この適
用判断は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
【００５８】
　本明細書で開示された実施形態に関連して記述されたさまざまな例示的な論理ブロック
、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、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・アレイ（ＦＰ
ＧＡ）あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲートあるいは
トランジスタ・ロジック、ディスクリート・ハードウェア構成要素、または上述された機
能を実現するために設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現または実施されうる
。汎用プロセッサとしてマイクロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従
来技術によるプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用
いることも可能である。プロセッサは、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わ
せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１または複数のマイクロプロセッ
サ、またはその他任意のこのような構成である計算デバイスの組み合わせとして実現する
ことも可能である。
【００５９】
　本明細書の開示に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、ハードウェア
によって直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールによって、
または、これらの組み合わせによって具体化される。ソフトウェア・モジュールは、ＲＡ
Ｍメモリ、フラッシュ・メモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ
、レジスタ、ハードディスク、リムーバブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該技
術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に収納されうる。典型的な記憶媒体（図示
せず）は、プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情報を書き込むことができ
るようにプロセッサに結合される。または、記憶媒体はプロセッサに統合されることがで
きる。このプロセッサと記憶媒体とは、ＡＳＩＣ内に存在することができる。ＡＳＩＣは
、ユーザ端末内に存在することもできる。あるいはこのプロセッサと記憶媒体とは、ユー
ザ端末内のディスクリート部品として存在することができる。
【００６０】
　１または複数の典型的な設計では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせで実施されうる。ソフトウェアで実現
される場合、これらの機能は、格納されているか、あるいは、１または複数の命令によっ
て送信されるか、あるいは、コンピュータ読取可能媒体上のコードでありうる。コンピュ
ータ読取可能媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータ・プログラムの転送を容易
にする任意の媒体を含むコンピュータ格納媒体および通信媒体の両方を含む。記憶媒体は
、汎用コンピュータまたは特別用途のコンピュータによってアクセス可能なあらゆる利用
可能な媒体でありうる。限定ではなく、一例によって、そのようなコンピュータ読取可能
媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の光ディスク記憶装
置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶装置、あるいは、所望のプログラム・
コードを命令群またはデータ構造の形態で搬送または格納するために使用され、汎用コン
ピュータまたは特別用途のコンピュータ、あるいは汎用プロセッサまたは特別用途のプロ
セッサによってアクセス可能なその他任意の媒体を備えうる。また、あらゆる接続が、コ
ンピュータ読取可能媒体と適切に称される。例えば、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブ
ル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、あるいは、例えば赤外線、ラジオ、
およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ
、あるいはその他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブ
ル、ツイスト・ペア、ＤＳＬ、あるいは、例えば赤外線、ラジオ、およびマイクロ波のよ
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うな無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク（ｄｉｓｋおよ
びｄｉｓｃ）は、コンパクト・ディスク（ＣＤ）、レーザ・ディスク、光ディスク、ＤＶ
Ｄ、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイ・ディスクを含む。一般に、ｄ
ｉｓｋは、データを磁気的に再生し、ｄｉｓｃは、レーザを用いてデータを光学的に再生
する。上述したものの組み合わせもまた、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含まれる
べきである。
【００６１】
　本開示の上記記載は、当業者をして、本開示の製造または利用を可能とするように提供
される。これらの開示へのさまざまな変形例もまた、当業者には明らかであって、本明細
書で定義された一般的な原理は、本発明の主旨または範囲から逸脱することなく他のバリ
エーションにも適用されうる。このように、本開示は、本明細書で示された例や設計に限
定されるものではなく、本明細書で開示された原理および新規な特徴に一致した最も広い
範囲に相当することが意図されている。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］　無線通信システムにおいてセル再選択を実行する方法であって、
　第１のセルにキャンプすることと、
　前記第１のセルよりも良好であると認識される第２および第３のセルを識別することと
、
　前記第２のセルへキャンプするセル再選択を実行することなく、前記第１のセルから前
記第２のセルへ移動することと、
　前記第２のセルおよび前記第３のセルのうちの少なくとも１つのための、少なくとも１
つのセル再選択パラメータを取得することと、
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、前記第２および第３のセルの
ランキングを更新することと、
　前記更新された第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルから前
記第２または第３のセルへの、セル再選択を実行することと
を備える方法。
［Ｃ２］　前記セル再選択を実行することは、第１の周波数における前記第１のセルから
、前記第１の周波数とは異なる第２の周波数における前記第２または第３のセルへの、周
波数間セル再選択を実行することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ３］　前記セル再選択を実行することは、ある周波数における前記第１のセルから、
同じ周波数における前記第２または第３のセルへの、周波数内セル再選択を実行すること
を備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ４］　前記第１のセルよりも良好であると認識される第２および第３のセルを識別す
ることは、
　前記第１、第２および第３のセルの信号測定値を取得することと、
　前記信号測定値に基づいて、前記第１、第２および第３のセルのランキングを決定する
ことと、
　前記第１、第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルよりもより
良好なセルとして、前記第２および第３のセルを識別することと
を備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ５］　前記第１のセルは第１の周波数にあり、前記第２および第３のセルは第２の周
波数にあり、
　前記第１、第２および第３のセルのランキングを決定することは、
　前記第２の周波数に適用可能である、前記第２および第３のセルのデフォルト・オフセ
ット値を取得することと、
　前記第１、第２および第３のセルのランキングを、前記デフォルト・オフセット値にさ
らに基づいて決定することと
を備えるＣ４に記載の方法。
［Ｃ６］　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得することは、
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　前記第２のセルからシステム情報を受信することと、
　前記システム情報から、前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得することと
を備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ７］　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得することは、前記第２のセ
ルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、前記第２のセルから受信することを備え、
　前記第２および第３のセルのランキングを更新することは、前記第３のセルのデフォル
トＱｏｆｆｓｅｔ値と、前記受信された第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値とに基づいて、前
記第２および第３のセルのランキングを更新することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ８］　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得することは、前記第２およ
び第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を取得することを備え、
　前記第２および第３のセルのランキングを更新することは、前記第２および第３のセル
のＱｏｆｆｓｅｔ値に基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新すること
を備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ９］　前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を取得することは、
　前記第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、前記第２のセルから受信することと、
　前記第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、前記第３のセルから、または、前記第２のセル
によって送信された近隣セル・リストから受信することと
を備えるＣ８に記載の方法。
［Ｃ１０］　前記セル再選択を実行することは、
　前記第２および第３のセルの更新されたランキングに基づいて、前記第２のセルが、前
記第３のセルよりも高くランク付けられていると判定することと、
　前記第１のセルから前記第２のセルへのセル再選択を実行することと
を備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１１］　前記セル再選択を実行することは、
　前記第２および第３のセルの更新されたランキングに基づいて、前記第３のセルが、前
記第２のセルよりも高くランク付けられていると判定することと、
　前記第１のセルから前記第２のセルへのセル再選択を実行することなく、前記第１のセ
ルから前記第３のセルへのセル再選択を実行することと
を備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１２］　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、前記第２および第
３のセルのランキングの更新後まで、アップリンクでの送信を避けることをさらに備える
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］　無線通信のための装置であって、
　　第１のセルにキャンプし、
　　前記第１のセルよりも良好であると認識される第２および第３のセルを識別し、
　　前記第２のセルへキャンプするセル再選択を実行することなく、前記第１のセルから
前記第２のセルへ移動し、
　　前記第２のセルおよび前記第３のセルのうちの少なくとも１つのための、少なくとも
１つのセル再選択パラメータを取得し、
　　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、前記第２および第３のセル
のランキングを更新し、
　　前記更新された第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルから
前記第２または第３のセルへの、セル再選択を実行する、
ように構成された少なくとも１つのプロセッサを備える装置。
［Ｃ１４］　前記少なくとも１つのプロセッサは、第１の周波数における前記第１のセル
から、前記第１の周波数とは異なる第２の周波数における前記第２または第３のセルへの
、周波数間セル再選択を実行するように構成されたＣ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第１、第２および第３のセルの信号測定値を取得し、
　前記信号測定値に基づいて、前記第１、第２および第３のセルのランキングを決定し、



(20) JP 5231551 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

　前記第１、第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルよりもより
良好なセルとして、前記第２および第３のセルを識別する
ように構成されたＣ１３に記載の装置。
［Ｃ１６］　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、前記第２のセルから受信し、
　前記第３のセルのデフォルトＱｏｆｆｓｅｔ値と、前記受信された第２のセルのＱｏｆ
ｆｓｅｔ値とに基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新する
ように構成されたＣ１３に記載の装置。
［Ｃ１７］　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を取得し、
　前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値に基づいて、前記第２および第３のセル
のランキングを更新する
ように構成されたＣ１３に記載の装置。
［Ｃ１８］　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２および第３のセルの更新されたランキングに基づいて、前記第３のセルが、前
記第２のセルよりも高くランク付けられていると判定し、
　前記第１のセルから前記第２のセルへのセル再選択を実行することなく、前記第１のセ
ルから前記第３のセルへのセル再選択を実行する
ように構成されたＣ１３に記載の装置。
［Ｃ１９］　無線通信のための装置であって、
　第１のセルにキャンプする手段と、
　前記第１のセルよりも良好であると認識される第２および第３のセルを識別する手段と
、
　前記第２のセルへキャンプするセル再選択を実行することなく、前記第１のセルから前
記第２のセルへ移動する手段と、
　前記第２のセルおよび前記第３のセルのうちの少なくとも１つのための、少なくとも１
つのセル再選択パラメータを取得する手段と、
　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータに基づいて、前記第２および第３のセルの
ランキングを更新する手段と、
　前記更新された第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルから前
記第２または第３のセルへの、セル再選択を実行する手段と
を備える装置。
［Ｃ２０］　前記セル再選択を実行する手段は、第１の周波数における前記第１のセルか
ら、前記第１の周波数とは異なる第２の周波数における前記第２または第３のセルへの、
周波数間セル再選択を実行する手段を備えるＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］　前記第１のセルよりも良好であると認識される第２および第３のセルを識別
する手段は、
　前記第１、第２および第３のセルの信号測定値を取得する手段と、
　前記信号測定値に基づいて、前記第１、第２および第３のセルのランキングを決定する
手段と、
　前記第１、第２および第３のセルのランキングに基づいて、前記第１のセルよりもより
良好なセルとして、前記第２および第３のセルを識別する手段と
を備えるＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２２］　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得する手段は、前記第２の
セルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、前記第２のセルから受信する手段を備え、
　前記第２および第３のセルのランキングを更新する手段は、前記第３のセルのデフォル
トＱｏｆｆｓｅｔ値と、前記受信された第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値とに基づいて、前
記第２および第３のセルのランキングを更新する手段を備えるＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２３］　前記少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得する手段は、前記第２お
よび第３のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を取得する手段を備え、
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　前記第２および第３のセルのランキングを更新する手段は、前記第２および第３のセル
のＱｏｆｆｓｅｔ値に基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新する手段
を備えるＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２４］　前記セル再選択を実行する手段は、
　前記第２および第３のセルの更新されたランキングに基づいて、前記第３のセルが、前
記第２のセルよりも高くランク付けられていると判定する手段と、
　前記第１のセルから前記第２のセルへのセル再選択を実行することなく、前記第１のセ
ルから前記第３のセルへのセル再選択を実行する手段と
を備えるＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２５］　少なくとも１つのコンピュータに対して、第１のセルにキャンプさせるため
のコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第１のセルよりも良好であると認識
される第２および第３のセルを識別させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２のセルへキャンプするセル再選
択を実行することなく、前記第１のセルから前記第２のセルへ移動させるためのコードと
、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２のセルおよび前記第３のセルの
うちの少なくとも１つのための、少なくとも１つのセル再選択パラメータを取得させるた
めのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記少なくとも１つのセル再選択パラメ
ータに基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記更新された第２および第３のセルの
ランキングに基づいて、前記第１のセルから前記第２または第３のセルへの、セル再選択
を実行させるためのコードと、
を備えるコンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ２６］　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記少なくとも１つのコンピュー
タに対して、第１の周波数における前記第１のセルから、前記第１の周波数とは異なる第
２の周波数における前記第２または第３のセルへの、周波数間セル再選択を実行させるた
めのコードを備えるＣ２５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ２７］　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第１、第２および第３のセルの信号
測定値を取得させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記信号測定値に基づいて、前記第１、
第２および第３のセルのランキングを決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第１、第２および第３のセルのラン
キングに基づいて、前記第１のセルよりもより良好なセルとして、前記第２および第３の
セルを識別させるためのコードとを備えるＣ２５に記載のコンピュータ・プログラム製品
。
［Ｃ２８］　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値を、
前記第２のセルから受信させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第３のセルのデフォルトＱｏｆｆｓ
ｅｔ値と、前記受信された第２のセルのＱｏｆｆｓｅｔ値とに基づいて、前記第２および
第３のセルのランキングを更新させるためのコードと
を備えるＣ２５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ２９］　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓ
ｅｔ値を取得させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２および第３のセルのＱｏｆｆｓ
ｅｔ値に基づいて、前記第２および第３のセルのランキングを更新させるためのコードと
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を備えるＣ２５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ３０］　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第２および第３のセルの更新された
ランキングに基づいて、前記第３のセルが、前記第２のセルよりも高くランク付けられて
いると判定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記第１のセルから前記第２のセルへの
セル再選択を実行することなく、前記第１のセルから前記第３のセルへのセル再選択を実
行させるためのコードと
を備えるＣ２５に記載のコンピュータ・プログラム製品。

【図１】 【図２】
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