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(57)【要約】
ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）に、接続モード
の間にＷＴＲＵホワイトリスト中で１つまたは複数のＣ
ＳＧ（限定加入者グループ）ＩＤ（識別）を探索させ追
加させる方法および機器が提供される。このような方法
および機器は、ＷＴＲＵ自律探索もしくは手動探索、Ｗ
ＴＲＵ始動手順、またはネットワーク始動手順を含むが
、それに限定されない。さらに、ネットワークおよび／
または非アクセス階層（ＮＡＳ）に、ＣＳＧ　ＩＤを追
加させる方法についても記載する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）において実装される方法であって、
　隣接するＣＳＧセルを求める自律ＣＳＧ（限定加入者グループ）セル探索を開始するト
リガを検出するステップと、
　接続モードでの前記自律ＣＳＧセル探索が始まったことを示すメッセージをネットワー
クに送るステップと、
　前記隣接するＣＳＧセルを検出し、測定し、報告する要求を示すメッセージを前記ネッ
トワークから受信するステップと、
　前記隣接するＣＳＧセルを検出し、測定するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記隣接するＣＳＧセルのＰＳＣ（プライマリスクランブリングコード）および測定結
果を示すメッセージを前記ネットワークに送るステップと、
　検出された最良セルのシステム情報（ＳＩ）を自律的に読取り始めるステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　新規ＣＳＧセルＩＤ（識別）のメンバーになるよう、ネットワークに要求する非アクセ
ス階層（ＮＡＳ）メッセージを送るステップをさらに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ＷＴＲＵが、前記新規ＣＳＧセルＩＤのメンバーになるための受諾を受信したとい
う条件で、前記新規ＣＳＧセルＩＤへのハンドオーバを実施するステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記新規ＣＳＧセルＩＤをホワイトリストに追加するステップをさらに含むことを特徴
とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記新規ＣＳＧセルＩＤのメンバーになることに対する拒絶を前記ＷＴＲＵが受信した
という条件で、新たな拒絶理由を使って前記拒絶を示すステップをさらに含むことを特徴
とする請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　ＭＭＥ（移動管理エンティティ）において実装される方法であって、
　ターゲットＣＳＧ（限定加入者グループ）セルと比較して、ワイヤレス送受信ユニット
（ＷＴＲＵ）の状況を判定するステップと、
　前記ＷＴＲＵがソースホームＮｏｄｅＢ（ＨＮＢ）から前記ターゲットＣＳＧセルに移
行したかどうか判定するステップと、
　前記ＷＴＲＵがソースＨＮＢから前記ターゲットＣＳＧセルに移行したという条件で、
前記ソースＨＮＢを前記ターゲットＣＳＧセルの現在の識別で更新するステップとを含む
ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記ＷＴＲＵが前記ソースＨＮＢから前記ターゲットＣＳＧセルに移行していないとい
う条件で、前記ソースＨＮＢから前記ターゲットＣＳＧセルへの前記ＷＴＲＵの第２の始
動を開始することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ソースＨＮＢは、前記ソースＨＮＢから前記ターゲットＣＳＧセルへの前記ＷＴＲ
Ｕの失敗した第１の移行の指示を受信することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ソースＨＮＢは、前記ターゲットＣＳＧセルの前記現在の識別を受信し、前記ＷＴ
ＲＵを前記ターゲットＣＳＧセルの前記現在の識別で更新することを特徴とする請求項７
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に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ソースＨＮＢは、前記ソースＨＮＢから前記ターゲットＣＳＧセルへの前記ＷＴＲ
Ｕの第２の移行を始動することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　隣接するＣＳＧ（限定加入者グループ）セルを求める自律ＣＳＧセル探索を開始するト
リガを検出するように構成されたプロセッサと、
　接続モードでの前記自律ＣＳＧセル探索が始まったことを示すメッセージをネットワー
クに送るように構成された送信機と、
　前記隣接するＣＳＧセルを検出し、測定し、報告する要求を示すメッセージを前記ネッ
トワークから受信するように構成された受信機と、
　前記隣接するＣＳＧセルを検出し、測定するように構成された前記プロセッサと
を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　前記隣接するＣＳＧセルのＰＳＣ（プライマリスクランブリングコード）および測定結
果を示すメッセージを前記ネットワークに送り、検出された最良セルのシステム情報（Ｓ
Ｉ）を自律的に読み取り始めるように構成された前記送信機をさらに備えることを特徴と
する請求項１２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　新規ＣＳＧセルＩＤ（識別）のメンバーになるよう、ネットワークに要求する非アクセ
ス階層（ＮＡＳ）メッセージを送るように構成された前記送信機をさらに備えることを特
徴とする請求項１３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記新規ＣＳＧセルＩＤのメンバーになるための受諾を受信するように前記ＷＴＲＵが
構成されるという条件で、前記新規ＣＳＧセルＩＤへのハンドオーバを実施するように構
成された前記プロセッサをさらに備えることを特徴とする請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記新規ＣＳＧセルＩＤをホワイトリストに追加するように構成された前記プロセッサ
をさらに備えることを特徴とする請求項１５に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記新規ＣＳＧセルＩＤのメンバーになることに対する拒絶を受信するように前記ＷＴ
ＲＵが構成されるという条件で、新たな拒絶理由を使って前記拒絶を示すように構成され
た前記プロセッサをさらに備えることを特徴とする請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１８】
　ＭＭＥ（移動管理エンティティ）であって、
　ターゲットＣＳＧ（限定加入者グループ）セルと比較して、ワイヤレス送受信ユニット
（ＷＴＲＵ）の状況を判定し、前記ＷＴＲＵがソースホームＮｏｄｅＢ（ＨＮＢ）から前
記ターゲットＣＳＧセルに移行したかどうか判定し、前記ＷＴＲＵがソースＨＮＢから前
記ターゲットＣＳＧセルに移行したという条件で、前記ソースＨＮＢを前記ターゲットＣ
ＳＧセルの現在の識別で更新するように構成されたプロセッサを備えることを特徴とする
ＭＭＥ。
【請求項１９】
　前記ＷＴＲＵが前記ソースＨＮＢから前記ターゲットＣＳＧセルに移行していないとい
う条件で、前記プロセッサは、前記ソースＨＮＢから前記ターゲットＣＳＧセルへの前記
ＷＴＲＵの第２の移行を始動するようにさらに構成されることを特徴とする請求項１８に
記載のＭＭＥ。
【請求項２０】
　前記ソースＨＮＢは、前記ソースＨＮＢから前記ターゲットＣＳＧセルへの前記ＷＴＲ
Ｕの失敗した第１の移行の指示を受信するように構成され、前記ソースＨＮＢは、前記タ
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ーゲットＣＳＧセルの前記現在の識別を受信し、前記ターゲットＣＳＧセルの前記現在の
識別で前記ＷＴＲＵを更新するように構成され、前記ソースＨＮＢは、前記ソースＨＮＢ
から前記ターゲットＣＳＧセルへの前記ＷＴＲＵの第２の移行を始動するように構成され
ることを特徴とする請求項１８に記載のＭＭＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、その内容が参照により本明細書に組み込まれている、２０１０年１月８日に
出願した米国仮出願第６１／２９３，５６２号、および２０１０年４月２９日に出願した
米国仮出願第６１／３２９，４８１号の利益を主張する。
【０００２】
　本願は、ワイヤレス通信に関連する。
【背景技術】
【０００３】
　ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動体遠隔通信システム）のためのホームノードＢ（ＨＮＢ）
およびＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のためのホーム進化型ノード
Ｂ（ＨｅＮＢ）は、これ以降、入換え可能に、ＨＮＢまたはＨｅＮＢと呼ばれるが、セル
ラーカバレージおよび全体的なシステムスループットを増大させるために、ＬＴＥに採り
入れられている。ＨＮＢは、密に展開されている場合があり、１つまたは複数のマクロノ
ードＢのカバレージエリア内にあり得る。たとえば、ＨＮＢは、住宅内でもコーヒーショ
ップ内でも使われ得る。ＩＤＬＥモード移動性（ＩＤＬＥ、セルページングチャネル（Ｃ
ＥＬＬ＿ＰＣＨ）、ならびにＵＭＴＳの場合のＵＲＡ＿ＰＣＨおよびＬＴＥの場合のＩＤ
ＬＥ）が標準化されている。リリース９向けの接続モード移動性（すなわち、ハンドオー
バ）の標準化は、完了していない。
【０００４】
　ＨＮＢは、ＷＬＡＮ（ワイヤレスローカルエリアネットワーク）アクセスポイント（Ａ
Ｐ）と同様でよい物理装置を指す。ＨＮＢは、家庭や小規模オフィスなど、極度に小さい
サービスエリアにおける、ＵＭＴＳおよび／またはＬＴＥサービスへのアクセスをユーザ
に提供する。ＨＮＢは、たとえば、インターネット接続（たとえば、ＤＳＬ（デジタル加
入者線））を使うことによって、オペレータのコアネットワークに接続するように意図さ
れている。
【０００５】
　ＨＮＢ　ＣＳＧ（限定加入者グループ）セルとは、規定エリアであり、このエリアでは
、ＨＮＢによって与えられる無線カバレージが、ＣＳＧセルのサービスを利用することを
認可された加入者グループによってのみアクセスされ得る。認可されたワイヤレス送受信
ユニット（ＷＴＲＵ）は、ＣＳＧセルのメンバーと呼ばれる。ＣＳＧは、家族でも、ＨＮ
Ｂ　ＣＳＧセルへのアクセスを試みる、ある特定のロケーションの付近にいる誰でも（た
とえば、コーヒーショップの中の誰でも）よい。個人でも組織でもよい加入者（すなわち
、ＷＴＲＵ）は、このようなサービスが所望されるエリアに渡って、ＨＮＢを使ってＣＳ
Ｇセルを展開することができる。各ＷＴＲＵは、本明細書ではホワイトリストまたは許容
リストと呼ばれるリストを格納し、このリストは、ＷＴＲＵがアクセスすることを認可さ
れているＣＳＧセルのＣＳＧ　ＩＤ（識別）を含む。ハイブリッドセルとは、メンバーＷ
ＴＲＵ向けのＣＳＧセルと同様に、また、非メンバーＷＴＲＵ向けのオープンセルと同様
に働くが、メンバーＷＴＲＵに対するアクセスを優先させ得るセルである。
【０００６】
　ワイヤレス通信システムでは、セル電話および他のユーザ機器（ＵＥ）などの様々なモ
バイル装置、またはＷＴＲＵは、ＨＮＢなどの基地局と接続し、基地局によってサービス
され得る。ＨｅＮＢは、基地局／セルとして働くことができ、たとえば、３Ｇ、ＬＴＥ、
または他のシステムにおいてマクロセルが提供し得るよりも小さいエリアに渡るカバレー
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ジを提供することができる。
【０００７】
　図１は、ワイヤレス通信システム１００における従来のＨｅＮＢ展開の例を示す。ワイ
ヤレス通信システム１００は、ＬＴＥマクロセル１０５、３ＧＰＰシステムセル１１０、
上位ネットワークノード（たとえば、ゲートウェイ）１１５および／またはＭＭＥ（移動
管理エンティティ）／ＳＧＳＮ（サービングＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）サポ
ートノード）１２０を含む。上位ネットワークノード１１５は、いくつかのＨｅＮＢ１２
５Ａ、１２５Ｂ、１２５Ｃの動作の調整を担う。あるいは、ＭＭＥ／ＳＧＳＮ１２０が、
ＨｅＮＢ１２５Ａ、１２５Ｂ、１２５Ｃの動作の調整を担ってもよい。ＭＭＥは、３Ｇ／
２Ｇ　ＳＧＳＮのＬＴＥ等価物である。ＬＴＥマクロセル１０５と３ＧＰＰシステム１１
０（たとえば、ＷＣＤＭＡ（広帯域符号分割多重アクセス）／ＧＳＭ（汎ヨーロッパデジ
タル移動通信システム））との間の関係は、こうした２つの技術のカバレージが重なるエ
リアがあり得ることである。このカバレージの重なりは、ＧＳＭおよびＷＣＤＭＡ技術の
同時カバレージと同様である。上位ネットワークノード１１５は、ＭＭＥ／ＳＧＳＮ１２
０とインターフェースをとるゲートウェイ機能でよい。ゲートウェイとして、上位ネット
ワークノード１１５の役割は、いくつかの小さいホームセルをサポートするとともに、Ｍ
ＭＥ／ＳＧＳＮ１２０への単一マクロセルとして作用することであり得る。
【０００８】
　図２は、ＷＴＲＵ２０５、サービングＣＳＧセル２１０、および近隣ＣＳＧセル２１５
を含むＬＴＥワイヤレス通信システム２００を示す。ＬＴＥワイヤレス通信システム２０
０におけるＣＳＧセルへのインバウンドハンドオーバを完了するために、ＷＴＲＵ２０５
は、ＣＳＧセルを測定し、ネットワークに報告する必要がある。ただし、ＣＳＧセルは、
物理層セル識別（ＰＣＩ）混乱を受けやすく、この混乱は、ＷＴＲＵが初めて接続される
場合に、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）またはｅＮＢの近隣にある異なる２つ
のＣＳＧセルが、同じＰＣＩを使用すると起こる。ＰＣＩ混乱は、ＷＴＲＵがメンバーで
はないＣＳＧセル（たとえば、ハイブリッドセル）にハンドオーバしなければならない場
合にも存在し得る。
【０００９】
　ＨｅＮＢは、特に、オープンノード、限定アクセスノード、またはハイブリッドノード
でよい。限定アクセスノードＨｅＮＢは、そのノードのＣＳＧのメンバーであるＷＴＲＵ
との接続を許可し得る。言い換えると、限定アクセスＨｅＮＢノードが、ノードのＣＳＧ
のメンバーとして接続を試みるＷＴＲＵを認識しない場合、ＨｅＮＢは、別のＨｅＮＢか
らのハンドオーバ試行を含み得る接続を受諾することができない。示したように、限定ア
クセスＨｅＮＢの例は、ＣＳＧに属すＨｅＮＢでよい。ＣＳＧ　ＨｅＮＢは、加入（また
はメンバーシップ）ベースで、ＷＴＲＵにアクセスおよびサービスを提供し得る。さらに
、ＣＳＧ　ＨｅＮＢは、ＣＳＧセルでよい。ＣＳＧセルは、特に、ＣＳＧマクロセルまた
はＣＳＧマクロノードＢも含み得る。オープンノードまたはオープンＨｅＮＢは、非ＣＳ
Ｇセルでよい。
【００１０】
　ハイブリッドタイプＨｅＮＢは、ハイブリッドＨｅＮＢが属するＣＳＧの識別済みメン
バーではないＷＴＲＵとの接続を受諾し得るが、ハイブリッドＨｅＮＢとの非メンバーＷ
ＴＲＵの接続は、一定の制限を受け得る。たとえば、ハイブリッドＨｅＮＢは、かなりの
率で非メンバーＷＴＲＵを拒否してもよく、ハイブリッドＨｅＮＢが、サービス品質問題
のせいで非メンバーＷＴＲＵを優先する必要がある場合は、非メンバーＷＴＲＵがメンバ
ーＷＴＲＵより優先されてもよい。ハイブリッドＨｅＮＢは、ハイブリッドセルでよい。
ハイブリッドセルは、ハイブリッドマクロセルやハイブリッドノードＢなども含み得る。
【００１１】
　ときには、また、様々な原因により、ＷＴＲＵは、あるＨｅＮＢから別のＨｅＮＢに、
またはあるセルから別のセルに移行する必要があり得る。たとえば、ハンドオーバにおい
て、ＷＴＲＵは、あるＨｅＮＢまたはセルへの接続を、第２のＨｅＮＢセルへの接続で置
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き換えることができる。第２のＨｅＮＢがＣＳＧセル（またはＣＳＧ　ＨｅＮＢ、閉モー
ドセル、もしくはＣＳＧセル）である場合、ＣＳＧセルは、ＣＳＧセルがＣＳＧメンバー
ＷＴＲＵとして認識しないＷＴＲＵへの接続を受諾することができない。このような状況
において、ハンドオーバは失敗し得る。接続モードの間にＷＴＲＵホワイトリスト中で１
つまたは複数のＣＳＧ　ＩＤをＷＴＲＵに探索させ追加させる方法および機器が所望され
ている。
【発明の概要】
【００１２】
　ＷＴＲＵに、接続モードの間にＷＴＲＵホワイトリスト中で１つまたは複数のＣＳＧ　
ＩＤを探索させ追加させる方法および機器が提供される。このような方法および機器は、
ＷＴＲＵ自律探索もしくは手動探索、ＷＴＲＵ始動手順、またはネットワーク始動手順を
含むが、それに限定されない。さらに、ネットワークおよび／または非アクセス階層（Ｎ
ＡＳ）に、ＣＳＧ　ＩＤを追加させる方法についても記載する。
【００１３】
　隣接するＣＳＧセルを求める自律ＣＳＧセル探索を開始するトリガを検出するように構
成されたプロセッサと、接続モードでの自律ＣＳＧセル探索が始まったことを示すメッセ
ージをネットワークに送るように構成された送信機と、隣接するＣＳＧセルを検出し、測
定し、報告する要求を示すメッセージをネットワークから受信するように構成された受信
機と、隣接するＣＳＧセルを検出し、測定するように構成されたプロセッサとを備える方
法およびＷＴＲＵが提供される。
【００１４】
　ターゲットＣＳＧセルと比較して、ＷＴＲＵの状況を判定し、ＷＴＲＵがソースホーム
ＮｏｄｅＢ（ＨＮＢ）からターゲットＣＳＧセルに移行したかどうか判定し、ＷＴＲＵが
ソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルに移行したという条件で、ターゲットＣＳＧセル
の現在の識別でソースＨＮＢを更新するように構成されたプロセッサを備えるＭＭＥが提
供される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　添付の図面とともに、例として挙げられる以下の説明により、より詳細な理解が得られ
得るであろう。
【００１６】
【図１】ワイヤレス通信システムにおける従来のＨｅＮＢ展開の例を示す図である。
【図２】一実施形態によるＬＴＥワイヤレス通信システムを示す図である。
【図３Ａ】開示する１つまたは複数の実施形態が実装され得る例示的通信システムを示す
システム図である。
【図３Ｂ】図３Ａに示す通信システム内で使うことができる例示的ＷＴＲＵを示すシステ
ム図である。
【図３Ｃ】図３Ａに示す通信システム内で使うことができる例示的無線アクセスネットワ
ークおよび例示的コアネットワークを示すシステム図である。
【図４】ＬＴＥワイヤレス通信システム／アクセスネットワークを示す図である。
【図５】図４に示すＬＴＥワイヤレス通信システムの例を示す図である。
【図６】接続モードにおいてホワイトリストにＣＳＧ　ＩＤを追加する手順を示すフロー
図である。
【図７】ある実施形態による、通信ネットワークのＣＳＧノードに接続を移行するための
手順を示すフロー図である。
【図８】別の実施形態による、通信ネットワークのＣＳＧノードに接続を移行するための
手順を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　これ以降において言及する場合、「ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）」という用
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語は、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、セル
ラー電話、ＰＤＡ（携帯情報端末）、コンピュータ、またはワイヤレス環境において動作
することが可能な他のどのタイプの装置も含むが、それに限定されない。これ以降におい
て言及する場合、「基地局」という用語は、ノードＢ、サイトコントローラ、アクセスポ
イント（ＡＰ）、ホームノードＢ、またはワイヤレス環境において動作することが可能な
他のどのタイプのインターフェース装置も含むが、それに限定されない。
【００１８】
　ＨｅＮＢは、データおよびコマンドを処理するプロセッサと、情報を送る送信機と、デ
ータを受信する受信機と、ワイヤレスインターフェースを介して直ちに（ｓｔａｔ）受信
するための、送信機および受信機に結合されたアンテナとを備え得る。
【００１９】
　ワイヤレス通信システムにおいて、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵに基地局セルカバレージを提
供するＨｅＮＢと接続し得る。このようなＨｅＮＢは、ソースまたはホームＨｅＮＢと呼
ぶことができ、ソースＨｅＮＢは、マクロセルノード、ＣＳＧセル、またはハイブリッド
ノードでよい。ワイヤレス通信システムは、１つまたは複数のＭＭＥおよび少なくとも１
つの他のＨｅＮＢまたはセルも含み得る。
【００２０】
　本明細書に記載する概念は、ＵＭＴＳなど、他のワイヤレス技術にも適用可能であるこ
とが理解されよう。ＵＭＴＳのケースでは、ＰＣＩに対する等価な用語は、ＰＳＣ（プラ
イマリスクランブリングコード）でよい。
【００２１】
　これ以降で言及する場合、信号「品質」は、セルからの信号の品質を測定し、またはセ
ルからの受信信号レベルを測定するＷＴＲＵによってとられた測定結果を指し得る。この
品質は、ＬＴＥにおけるＲＳＲＱ（基準信号受信品質）またはＵＭＴＳにおけるＣＰＩＣ
Ｈ（共通パイロットチャネル）Ｅｃ／Ｎｏに対応し得る。この品質は、ＬＴＥにおけるＲ
ＳＲＰ（基準信号受信電力）またはＵＭＴＳにおけるＣＰＩＣＨ　ＲＳＣＰ（希望波受信
電力）にも対応し得る。これ以降で言及する場合、ＣＳＧ　ＩＤはＣＳＧ識別を指し、Ｃ
ＧＩはセルグローバル識別を指す。
【００２２】
　図３Ａは、開示する１つまたは複数の実施形態が実装され得る例示的通信システム３０
０の図である。通信システム３００は、音声、データ、映像、メッセージ通信、ブロード
キャストなどのようなコンテンツを、複数のワイヤレスユーザに提供する多重アクセスシ
ステムでよい。通信システム３００は、複数のワイヤレスユーザが、ワイヤレス帯域幅を
含むシステム資源の共有により、このようなコンテンツにアクセスできるようにし得る。
たとえば、通信システム３００は、ＣＤＭＡ（符号分割多重アクセス）、ＴＤＭＡ（時分
割多重アクセス）、ＦＤＭＡ（周波数分割多重アクセス）、ＯＦＤＭＡ（直交ＦＤＭＡ）
、ＳＣ－ＦＤＭＡ（シングルキャリアＦＤＭＡ）などのような、１つまたは複数のチャネ
ルアクセス方法を利用することができる。
【００２３】
　図３Ａに示すように、通信システム３００は、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃ
、３０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）３０４、コアネットワーク３０６、Ｐ
ＳＴＮ（公衆交換電話網）３０８、インターネット３１０、および他のネットワーク３１
２を含み得るが、開示する実施形態は、任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、お
よび／またはネットワーク要素を企図していることが理解されよう。ＷＴＲＵ３０２ａ、
３０２ｂ、３０２ｃ、３０２ｄはそれぞれ、ワイヤレス環境内で動作し、かつ／または通
信するように構成されたどのタイプの装置でもよい。例として、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０
２ｂ、３０２ｃ、３０２ｄは、ワイヤレス信号を送信し、かつ／または受信するように構
成してよく、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定または携帯電話加入者ユニット、ページ
ャ、セルラー電話、ＰＤＡ（携帯情報端末）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブ
ック、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスセンサ、家庭用電化製品などを含み得る。
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【００２４】
　通信システム３００は、基地局３１４ａおよび基地局３１４ｂも含み得る。基地局３１
４ａ、３１４ｂはそれぞれ、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃ、３０２ｄの少なく
とも１つとワイヤレスにインターフェースをとって、コアネットワーク３０６、インター
ネット３１０、および／またはネットワーク３１２など、１つまたは複数の通信ネットワ
ークへのアクセスを容易にするように構成されたどのタイプの装置でもよい。例として、
基地局３１４ａ、３１４ｂは、ベーストランシーバ基地局（ＢＴＳ）、ノードＢ、ｅＮｏ
ｄｅ　Ｂ、ホームノードＢ、ホームｅＮｏｄｅ　Ｂ、サイトコントローラ、アクセスポイ
ント（ＡＰ）、ワイヤレスルータなどでよい。基地局３１４ａ、３１４ｂは、それぞれ単
一要素として示してあるが、基地局３１４ａ、３１４ｂは、相互接続された任意の数の基
地局および／またはネットワーク要素を含み得ることが理解されよう。
【００２５】
　基地局３１４ａは、ＲＡＮ３０４の一部でよく、ＲＡＮ３０４は、基地局コントローラ
（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、中継ノードなどのような、他の
基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）も含み得る。基地局３１４ａおよび
／または基地局３１４ｂは、セル（図示せず）と呼ぶことができる、ある特定の地理的領
域内でワイヤレス信号を送信し、かつ／または受信するように構成され得る。セルは、セ
ルセクタにさらに分割することができる。たとえば、基地局３１４ａに関連づけられたセ
ルは、３つのセクタに分割することができる。したがって、一実施形態では、基地局３１
４ａは、３つのトランシーバ、すなわち、セルの各セクタごとに１つを含み得る。別の実
施形態では、基地局３１４ａは、ＭＩＭＯ（多入力多出力）技術を利用することができ、
したがって、セルの各セクタ用に複数のトランシーバを使用することができる。
【００２６】
　基地局３１４ａ、３１４ｂは、エアインターフェース３１６を介してＷＴＲＵ３０２ａ
、３０２ｂ、３０２ｃ、３０２ｄの１つまたは複数と通信することができ、インターフェ
ース３１６は、適切などのワイヤレス通信リンク（たとえば、無線周波数（ＲＦ）、マイ
クロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）でもよい。エアインターフェー
ス３１６は、適切などの無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使っても確立され得る。
【００２７】
　より具体的には、上述したように、通信システム３００は、多重アクセスシステムでよ
く、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなどのような、１つま
たは複数のチャネルアクセス方式を利用することができる。たとえば、ＲＡＮ３０４内の
基地局３１４ａおよびＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃは、ＷＣＤＭＡを使ってエ
アインターフェース３１６を確立することができるＵＭＴＳ（ユニバーサル移動体遠隔通
信システム）ＵＴＲＡ（地上波無線アクセス）などの無線技術を実装し得る。ＷＣＤＭＡ
は、ＨＳＰＡ（高速パケットアクセス）および／またはＨＳＰＡ＋（進化型ＨＳＰＡ）な
どの通信プロトコルを含み得る。ＨＳＰＡは、ＨＳＤＰＡ（高速ダウンリンクパケットア
クセス）および／またはＨＳＵＰＡ（高速アップリンクパケットアクセス）を含み得る。
【００２８】
　別の実施形態では、基地局３１４ａおよびＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃは、
ＬＴＥおよび／またはＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）を使ってエアインターフ
ェース３１６を確立し得るＥ－ＵＴＲＡ（進化型ＵＭＴＳ地上波無線アクセス）などの無
線技術を実装し得る。
【００２９】
　他の実施形態では、基地局３１４ａおよびＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃは、
ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅ
ｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ））、ＣＤＭＡ２０００
、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、ＩＳ－２０００（暫定標準
２０００）、ＩＳ－９５（暫定標準９５）、ＩＳ－８５６（暫定標準８５６）、ＧＳＭ（
汎ヨーロッパデジタル移動通信システム）、ＥＤＧＥ（ＧＳＭ進化型高速データレート）



(9) JP 2013-516919 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）などのような無線技術を実装し得る。
【００３０】
　図３Ａの基地局３１４ｂは、たとえば、ワイヤレスルータ、ホームノードＢ、ホームｅ
Ｎｏｄｅ　Ｂ、またはアクセスポイントでよく、仕事場、家庭、車両、キャンパスなどの
ような、局所的な区域内でワイヤレス接続性を容易にする、適切などのＲＡＴを使用して
もよい。一実施形態では、基地局３１４ｂおよびＷＴＲＵ３０２ｃ、３０２ｄは、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１などの無線技術を実装して、ＷＬＡＮ（ワイヤレスローカルエリアネット
ワーク）を確立することができる。別の実施形態では、基地局３１４ｂおよびＷＴＲＵ３
０２ｃ、３０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実装して、ＷＰＡＮ（ワイ
ヤレスパーソナルエリアネットワーク）を確立することができる。さらに別の実施形態で
は、基地局３１４ｂおよびＷＴＲＵ３０２ｃ、３０２ｄは、セルラーベースＲＡＴ（たと
えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を使用して、
ピコセルまたはフェムトセルを確立することができる。図３Ａに示すように、基地局３１
４ｂは、インターネット３１０への直接接続を有し得る。したがって、基地局３１４ｂは
、コアネットワーク３０６を介してインターネット３１０にアクセスする必要はない場合
がある。
【００３１】
　ＲＡＮ３０４は、コアネットワーク３０６と通信することができ、ネットワーク３０６
は、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃ、３０２ｄの１つまたは複数に音声、データ
、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ（ボイスオーバーインターネットプロトコ
ル）サービスを提供するように構成されたどのタイプのネットワークでもよい。たとえば
、コアネットワーク３０６は、呼制御、課金サービス、モバイルロケーションベースサー
ビス、プリペイド通話、インターネット接続性、映像配信などを提供し、かつ／またはユ
ーザ認証など、ハイレベルなセキュリティ機能を実施することができる。図３Ａには示さ
ないが、ＲＡＮ３０４および／またはコアネットワーク３０６は、ＲＡＮ３０４と同じＲ
ＡＴまたは異なるＲＡＴを利用する他のＲＡＮと直接通信しても、間接的に通信してもよ
いことが理解されよう。たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を使用中であり得るＲＡＮ３０
４に接続されるのに加え、コアネットワーク３０６は、ＧＳＭ無線技術を利用する別のＲ
ＡＮ（図示せず）と通信することもできる。
【００３２】
　コアネットワーク３０６は、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃ、３０２ｄがＰＳ
ＴＮ３０８、インターネット３１０、および／または他のネットワーク３１２にアクセス
するためのゲートウェイとしても働き得る。ＰＳＴＮ３０８は、ＰＯＴＳ（単純旧式電話
サービス）を提供する回路交換電話網を含み得る。インターネット３１０は、ＴＣＰ／Ｉ
Ｐインターネットプロトコル群の中で、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデータグ
ラムプロトコル（ＵＤＰ）およびインターネットプロトコル（ＩＰ）などの共通通信プロ
トコルを使う、相互接続されたコンピュータネットワークおよび装置からなるグローバル
システムを含み得る。ネットワーク３１２は、他のサービスプロバイダによって所有され
、かつ／または操作されるワイヤードまたはワイヤレス通信ネットワークを含み得る。た
とえば、ネットワーク３１２は、ＲＡＮ３０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを利用す
ることができる、１つまたは複数のＲＡＮに接続された別のコアネットワークを含み得る
。
【００３３】
　通信システム３００内のＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃ、３０２ｄの一部また
は全部が、マルチモード能力を含んでよく、すなわち、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３
０２ｃ、３０２ｄは、異なるワイヤレスリンクを介して異なるワイヤレスネットワークと
通信する複数のトランシーバを含み得る。たとえば、図３Ａに示すＷＴＲＵ１０２ｃは、
セルラーベース無線技術を利用し得る基地局３１４ａと、また、ＩＥＥＥ８０２無線技術
を利用し得る基地局３１４ｂと通信するように構成され得る。
【００３４】
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　図３Ｂは、例示的ＷＴＲＵ３０２のシステム図である。図３Ｂに示すように、ＷＴＲＵ
３０２は、プロセッサ３１８、トランシーバ３２０、送信／受信要素３２２、スピーカ／
マイクロホン３２４、キーパッド３２６、ディスプレイ／タッチパッド３２８、固定メモ
リ３０６、取外し可能メモリ３３２、電力源３３４、ＧＰＳ（全地球測位システム）チッ
プセット３３６、および他の周辺装置３３８を含み得る。ＷＴＲＵ３０２は、ある実施形
態に従った状態で、上記要素のどのサブコンビネーションを含んでもよいことが理解され
よう。
【００３５】
　プロセッサ３１８は、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、ＤＳ
Ｐ（デジタルシグナルプロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連した
１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ
（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラム可能ゲートアレイ）回路、
他の任意のタイプのＩＣ（集積回路）、状態マシンなどでよい。プロセッサ３１８は、信
号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷＴＲＵ３０２がワイヤ
レス環境内で動作できるようにする他のどの機能性も実施することができる。プロセッサ
３１８はトランシーバ３２０に結合することができ、トランシーバ３２０は送信／受信要
素３２２に結合することができる。図３Ｂは、プロセッサ３１８およびトランシーバ３２
０を別個の構成要素として示すが、プロセッサ３１８およびトランシーバ３２０は、電子
パッケージまたはチップに統合されてもよいことが理解されよう。
【００３６】
　送信／受信要素３２２は、エアインターフェース３１６を介して、基地局（たとえば、
基地局３１４ａ）との間で信号を送信し、または信号を受信するように構成され得る。た
とえば、一実施形態では、送信／受信要素３２２は、ＲＦ信号を送信し、かつ／または受
信するように構成されたアンテナでよい。別の実施形態では、送信／受信要素３２２は、
たとえば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信し、かつ／または受信するように構成さ
れたエミッタ／検出装置でよい。さらに別の実施形態では、送信／受信要素３２２は、Ｒ
Ｆおよび光信号の両方を送信／受信するように構成され得る。送信／受信要素３２２は、
ワイヤレス信号のどの組合せも送信し、かつ／または受信するように構成され得ることが
理解されよう。
【００３７】
　さらに、送信／受信要素３２２は、図３Ｂでは単一要素として示してあるが、ＷＴＲＵ
３０２は、任意の数の送信／受信要素３２２を含み得る。より具体的には、ＷＴＲＵ３０
２は、ＭＩＭＯ技術を利用することができる。したがって、一実施形態では、ＷＴＲＵ３
０２は、エアインターフェース３１６を介してワイヤレス信号を送信し受信する２つ以上
の送信／受信要素１２２（たとえば、複数のアンテナ）を含み得る。
【００３８】
　トランシーバ３２０は、送信／受信要素１２２によって送信されることになる信号を変
調するように、また、送信／受信要素１２２によって受信された信号を復調するように構
成され得る。上述したように、ＷＴＲＵ３０２は、マルチモード能力を有し得る。したが
って、トランシーバ３２０は、ＷＴＲＵ３０２が、たとえばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０
２．１１など、複数のＲＡＴにより通信できるようにする複数のトランシーバを含み得る
。
【００３９】
　ＷＴＲＵ３０２のプロセッサ３１８は、スピーカ／マイクロホン３２４、キーパッド３
２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド３２８（たとえば、ＬＣＤ（液晶ディ
スプレイ）表示ユニットやＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）表示ユニット）に結合されて
よく、そこからユーザ入力データを受信することができる。プロセッサ３１８は、スピー
カ／マイクロホン３２４、キーパッド３２６、および／またはディスプレイ／タッチパッ
ド３２８にユーザデータを出力することもできる。さらに、プロセッサ３１８は、固定メ
モリ３０６および／または取外し可能メモリ３３２など、任意のタイプの適切なメモリに
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ある情報にアクセスし、メモリにデータを格納することができる。固定メモリ３０６は、
ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、ＲＯＭ（読出し専用メモリ）、ハードディスク、ま
たは他のどのタイプのメモリ記憶装置も含み得る。取外し可能メモリ３３２は、ＳＩＭ（
加入者識別モジュール）カード、メモリスティック、ＳＤ（セキュアデジタル）メモリカ
ードなどを含み得る。他の実施形態では、プロセッサ３１８は、サーバやホームコンピュ
ータ（図示せず）上など、ＷＴＲＵ３０２上に物理的に置かれていないメモリにある情報
にアクセスし、メモリにデータを格納することができる。
【００４０】
　プロセッサ３１８は、電力源３３４から電力を受けることができ、ＷＴＲＵ３０２内の
他の構成要素に電力を分配し、かつ／または制御するように構成され得る。電力源３３４
は、ＷＴＲＵ３０２に給電する適切などの装置でもよい。たとえば、電力源３３４は、１
つまたは複数の乾電池（たとえば、ニッカド（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、
ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）など）、太陽電池、燃料電
池などを含み得る。
【００４１】
　プロセッサ３１８は、ＧＰＳチップセット３３６にも結合してよく、チップセット３３
６は、ＷＴＲＵ３０２の現在のロケーションに関するロケーション情報（たとえば、経度
および緯度）を提供するように構成され得る。ＧＰＳチップセット３３６からの情報に加
え、またはその代わりに、ＷＴＲＵ３０２は、基地局（たとえば、基地局３１４ａ、３１
４ｂ）からエアインターフェース３１６を介してロケーション情報を受信し、かつ／また
は２つ以上の近くの基地局から受信される信号のタイミングに基づいて、そのロケーショ
ンを判定することができる。ＷＴＲＵ３０２は、ある実施形態に従った状態で、適切など
のロケーション判定方法によっても、ロケーション情報を獲得し得ることが理解されよう
。
【００４２】
　プロセッサ３１８は、他の周辺装置３３８にさらに結合することができ、周辺装置３３
８は、追加特徴、機能性および／またはワイヤードもしくはワイヤレス接続性を提供する
１つまたは複数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含み得る。たと
えば、周辺装置３３８は、加速度計、ｅ－ｃｏｍｐａｓｓ、衛星トランシーバ、デジタル
カメラ（写真またはビデオ用）、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）ポート、振動装置
、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、ブルートゥース（登録商標）モジュ
ール、ＦＭ（周波数変調）無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビ
デオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザなどを含み得る。
【００４３】
　図３Ｃは、ある実施形態による、ＲＡＮ３０４およびコアネットワーク３０６のシステ
ム図である。上述したように、ＲＡＮ３０４は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用して、エア
インターフェース３１６を介してＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃと通信すること
ができる。ＲＡＮ３０４は、コアネットワーク３０６と通信することもできる。
【００４４】
　ＲＡＮ３０４は、ｅＮｏｄｅ－Ｂ３４０ａ、３４０ｂ、３４０ｃを含み得るが、ＲＡＮ
３０４は、ある実施形態に従った状態で、任意の数のｅＮｏｄｅ－Ｂを含んでよいことが
理解されよう。ｅＮｏｄｅ－Ｂ３４０ａ、３４０ｂ、３４０ｃは、それぞれ、エアインタ
ーフェース３１６を介してＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃと通信する１つまたは
複数のトランシーバを含み得る。一実施形態では、ｅＮｏｄｅ－Ｂ３４０ａ、３４０ｂ、
３４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装することができる。したがって、たとえば、ｅＮｏｄｅ
－Ｂ３４０ａは、複数のアンテナを使って、ＷＴＲＵ３０２ａとの間でワイヤレス信号を
送信し、ワイヤレス信号を受信することができる。
【００４５】
　ｅＮｏｄｅ－Ｂ３４０ａ、３４０ｂ、３４０ｃはそれぞれ、ある特定のセル（図示せず
）に関連づけることができ、無線資源管理決定、ハンドオーバ決定、アップリンクおよび
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／またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを扱うように構成され得る
。図３Ｃに示すように、ｅＮｏｄｅ－Ｂ３４０ａ、３４０ｂ、３４０ｃは、Ｘ２インター
フェースを介して互いと通信することができる。
【００４６】
　図３Ｃに示すコアネットワーク３０６は、ＭＭＥ３４２、サービングゲートウェイ３４
４、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ３４６を含み得る。上記
要素はそれぞれ、コアネットワーク３０６の一部として示してあるが、こうした要素のい
ずれか１つが、コアネットワークオペレータ以外のエンティティによって所有され、かつ
／または操作されてもよいことが理解されよう。
【００４７】
　ＭＭＥ３４２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ３０４内のｅＮｏｄｅ－Ｂ３４
０ａ、３４０ｂ、３４０ｃそれぞれに接続することができ、制御ノードとして働くことが
できる。たとえば、ＭＭＥ３４２は、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃのユーザの
認証、ベアラ活動化／非活動化、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃの初回取付けの
間のある特定のサービングゲートウェイの選択などを担い得る。ＭＭＥ３４２は、ＲＡＮ
３０４と、ＧＳＭやＷＣＤＭＡなど、他の無線技術を利用する他のＲＡＮ（図示せず）と
の間を切り換える制御プレーン機能も提供し得る。
【００４８】
　サービングゲートウェイ３４４は、Ｓ１インターフェースを介して、ＲＡＮ３０４内の
ｅＮｏｄｅ　Ｂ３４０ａ、３４０ｂ、３４０ｃそれぞれに接続され得る。サービングゲー
トウェイ３４４は概して、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃとの間でユーザデータ
パケットをルーティングしフォワードすることができる。サービングゲートウェイ３４４
は、ｅＮｏｄｅＢ間ハンドオーバ中のユーザプレーンの固定、ダウンリンクデータがＷＴ
ＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃにとって入手可能なときのページングのトリガ、ＷＴ
ＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃのコンテキストの管理および格納などのような、他の
機能を実施することもできる。
【００４９】
　サービングゲートウェイ３４４は、ＰＤＮゲートウェイ３４６に接続することもでき、
ゲートウェイ３４６は、インターネット３１０などのパケット交換ネットワークへのアク
セスをＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ
、３０２ｃとＩＰ対応装置との間の通信を容易にすることができる。
【００５０】
　コアネットワーク３０６は、他のネットワークとの通信を容易にし得る。たとえば、コ
アネットワーク３０６は、ＰＳＴＮ３０８などの回路交換ネットワークへのアクセスをＷ
ＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２
ｃと従来の陸線通信装置との間の通信を容易にすることができる。たとえば、コアネット
ワーク３０６は、コアネットワーク３０６とＰＳＴＮ３０８との間のインターフェースと
して働くＩＰゲートウェイ（たとえば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サー
バ）を含んでもよく、ゲートウェイと通信することもできる。さらに、コアネットワーク
３０６は、ネットワーク３１２へのアクセスをＷＴＲＵ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃに
提供することができ、ネットワーク３１２は、他のサービスプロバイダによって所有され
、かつ／または操作される他のワイヤードまたはワイヤレスネットワークを含み得る。
【００５１】
　図４は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク）４０５
を含むＬＴＥワイヤレス通信システム／アクセスネットワーク４００を示す。Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ４０５は、いくつかのｅＮＢ（進化型ノードＢ）４２０およびＨｅＮＢ４６０を含む
。ＷＴＲＵ４１０は、ｅＮＢ４２０およびＨｅＮＢ４６０と通信する。ｅＮＢ４２０は、
Ｘ２インターフェースを使って互いとインターフェースをとる。ｅＮＢ４２０はそれぞれ
、Ｓ１インターフェースによりＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ（サービングゲートウェイ）４３０とイ
ンターフェースをとる。ＨｅＮＢ４６０は、Ｓ１インターフェースによりＨｅＮＢゲート
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ウェイ（ＨｅＮＢ　ＧＷ）４７０にも接続される。ＨｅＮＢ４６０およびＨｅＮＢ　ＧＷ
４７０は、Ｓ１インターフェースによりＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ４３０に接続する。ＨｅＮＢ　
ＧＷ４７０は、ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ４３０にとっては、ｅＮＢ４２０として見える。ＨｅＮ
Ｂ　ＧＷ４７０は、ＨｅＮＢ４６０にとっては、ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ４３０として見える。
【００５２】
　単一のＷＴＲＵ４１０、３つのｅＮＢ４２０および３つのＨｅＮＢ４６０を図４に示す
が、ワイヤレスおよびワイヤード装置のどの組合せがワイヤレス通信システム／アクセス
ネットワーク４００に含まれてもよいことが明らかなはずである。
【００５３】
　図５は、ＷＴＲＵ４１０、ｅＮＢ４２０、およびＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ４３０を含むＬＴＥ
ワイヤレス通信システム５００の例を示す。図５に示すように、ＷＴＲＵ４１０、ｅＮＢ
４２０およびＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ４３０は、接続モード中にホワイトリストにＣＳＧ　ＩＤ
を追加する方法を実施するように構成される。
【００５４】
　典型的なＷＴＲＵにおいて見られ得る構成要素に加え、ＷＴＲＵ４１０は、任意選択の
リンクされたメモリ５２２を有するプロセッサ５１６、少なくとも１つのトランシーバ５
１４、任意選択のバッテリ５２０、およびアンテナ５１８を含む。プロセッサ５１６は、
ＣＳＧセルおよびハイブリッドセルへのインバウンドモビリティ（ｉｎｂｏｕｎｄ　ｍｏ
ｂｉｌｉｔｙ）に対するＰＣＩ混乱を解決する方法を実施するように構成される。トラン
シーバ５１４は、プロセッサ５１６およびアンテナ５１８と通信して、ワイヤレス通信の
送信／受信を容易にする。ＷＴＲＵ４１０内でバッテリ５２０が使われるケースでは、バ
ッテリ５２０は、トランシーバ５１４およびプロセッサ５１６に電力を供給する。
【００５５】
　典型的なｅＮＢにおいて見られ得る構成要素に加え、ｅＮＢ４２０は、任意選択のリン
クされたメモリ５１５を有するプロセッサ５１７、トランシーバ５１９、およびアンテナ
５２１を含む。プロセッサ５１７は、ＣＳＧセルおよびハイブリッドセルへのインバウン
ドモビリティに対するＰＣＩ混乱を解決する方法を実施するように構成される。
【００５６】
　トランシーバ５１９は、プロセッサ５１７およびアンテナ５２１と通信して、ワイヤレ
ス通信の送信および受信を容易にする。ｅＮＢ４２０は、任意選択のリンクされたメモリ
５３４を有するプロセッサ５３３を含むＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ４３０に接続される。ＭＭＥ／
Ｓ－ＧＷ４３０、ｅＮＢ４２０、およびＷＴＲＵ４１０は、ＨｅＮＢ４６０と通信する。
【００５７】
　インバウンドモビリティとは、マクロセルからＨＮＢへのハンドオーバを指し、ＵＭＴ
ＳおよびＬＴＥの両方にとって、周波数内シナリオ（すなわち、マクロセルおよびＨＮＢ
が、同じ周波数上にある）ならびに周波数間シナリオ（すなわち、マクロセルおよびＨＮ
Ｂが、異なる周波数上にある）に当てはまり得る。同じＲＡＴ（たとえば、ＵＭＴＳやＬ
ＴＥ）内部でのインバウンドモビリティは、以下のやり方のいずれでも遂行され得る。こ
うした例は、網羅的ではなく、他のやり方も可能であることが、当業者には理解されよう
。
【００５８】
　一例では、同じＰＣＩ／ＰＳＣを使う複数のＨＮＢに起因するＰＳＣ／ＰＣＩ混乱は、
ＷＴＲＵに、ＨＮＢのＳＩ（ＳＩ）を読み取らせて、ＨＮＢのセル識別（ＬＴＥ用のＥ－
ＣＧＩ／追跡エリア識別（ＴＡＩ））を入手し、ネットワークに報告することによって解
決され得る。
【００５９】
　別の例では、ＷＴＲＵは、ネットワークにＨＮＢを報告する前に、予備的アクセスチェ
ック、すなわち、ＨＮＢのＣＳＧ　ＩＤがＷＴＲＵホワイトリストの一部であるチェック
を実施することができる。ネットワークは、ＷＴＲＵがＣＳＧ　ＩＤを検証したセルに対
してハンドオーバ準備を開始するだけでよい。
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【００６０】
　別の例では、セルは、ＣＳＧセルのＰＳＣ／ＰＣＩスプリットをブロードキャストする
ことはできるが、ハイブリッドセルのＰＳＣ／ＰＣＩスプリットをブロードキャストする
ことはできない。
【００６１】
　別の例では、非ＣＳＧメンバーＷＴＲＵに対するＵＭＴＳ周波数間およびＬＴＥ周波数
間ＰＳＣ／ＰＣＩ検出には、特定のどの機構も必要ない。ＣＳＧメンバーに対するＰＳＣ
／ＰＣＩ検出を実施するために、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵ指示に基づいて（たとえば、フィ
ンガープリントや手動探索に基づいて）トリガされ得る圧縮モード（ＣＭ）／測定ギャッ
プを使えばよい。フィンガープリントは、ＣＳＧセルに対するＷＴＲＵの物理ロケーショ
ンを指し得る。
【００６２】
　ＵＭＴＳ周波数内シナリオでは、ＷＴＲＵは、ＨＮＢのＳＩを読み取るためのギャップ
を必要としない場合がある。ＵＭＴＳ周波数間ならびにＬＴＥ周波数内および周波数間シ
ナリオでは、ＷＴＲＵは、自律ギャップまたはスケジュールされたギャップを使って、Ｈ
ＮＢのＳＩを読み取ることができる。利用可能な自律ギャップをｅＮＢによって制御する
ことができるならば、不連続受信（ＤＲＸ）の間のアイドル期間を使ってもよい。ＵＭＴ
Ｓ周波数内シナリオでは、測定の設定の一部として、ネットワークは、ＷＴＲＵがそれに
対してアクセスチェックを実施し得るＰＳＣの範囲を設定し、測定結果を報告するときに
付加情報を報告することができる。
【００６３】
　ＨＮＢ仕様の現在の状態では、ＣＳＧ　ＩＤは、アイドルモード中の手動選択および登
録成功によって、ＷＴＲＵの許容リストに追加され得る。ただし、ＷＴＲＵは、継続中の
緊急の呼がない限り、接続モード中に、そのホワイトリストの一部ではないＩＤではＨＮ
Ｂにハンドオーバすることができない。たとえば、ユーザが、接続中にあるコーヒーショ
ップに初めて入った場合、ＷＴＲＵは、そのコーヒーショップに属するＨＮＢにハンドオ
ーバすることを許容されない場合がある。ＷＴＲＵは、アイドルモードで登録するために
、接続が終わるまで待たなければならない場合がある。インターネットの閲覧など、一部
のケースでは、ユーザは、長期間接続モードに留まり、ネットワークに登録して、ユーザ
が以前訪問したことがないＨＮＢにアクセスするために、現在の接続を中断することを望
まない。
【００６４】
　さらに、ＷＴＲＵがアイドルモードにある場合、ＣＳＧホワイトリストが空のときはＷ
ＴＲＵ内で自律探索機能を実施することはできない。ターゲットセルのＣＳＧ識別が、ホ
ワイトリスト中のＣＳＧのいずれとも合致しない場合、ＷＴＲＵは、セル再選択を実施す
ることは試みない。
【００６５】
　本明細書において手動探索または自律探索が言及されるときは、探索は、ＨＮＢのみを
ターゲットとすることを含意し、自律探索は、ＨＮＢを求める自律探索に等価であり、手
動探索は、ＨＮＢを求める手動探索に等価であることを意味する。
【００６６】
　手動および自律探索は、ＷＴＲＵが接続モードにある間に実施され、新規ＨＮＢを見つ
けるために実施されるものとして記載されており、ＣＳＧ　ＩＤがＷＴＲＵホワイトリス
トの一部ではないＨＮＢを意図している。
【００６７】
　「ＷＴＲＵにシグナリングされる」という表現は、ネットワークが、既存の無線資源制
御（ＲＲＣ）もしくは非アクセス階層（ＮＡＳ）メッセージを用いて、または新規ＲＲＣ
もしくはＮＡＳメッセージを用いてＷＴＲＵに構成パラメータを送ることを示す。たとえ
ば、既存のＲＲＣメッセージのケースでは、メッセージは、ＵＭＴＳにおける測定制御メ
ッセージでも、ＬＴＥにおけるＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
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ｏｎメッセージでもよい。
【００６８】
　いくつかの手順により、ＷＴＲＵは、接続モードの間に（または任意選択で、アイドル
モードの間にも）１つまたは複数のＣＳＧ　ＩＤを探索し、ＷＴＲＵホワイトリストに追
加する。このような手順は、ＷＴＲＵ自律探索もしくは手動探索、ＷＴＲＵ始動手順、ま
たはネットワーク始動手順を含むが、それに限定されない。さらに、ネットワークおよび
／またはＮＡＳがＣＳＧ　ＩＤを追加するための方法についても記載する。
【００６９】
　これ以降で言及する場合、アイドルモードは、ＬＴＥシステムにおけるアイドルモード
および／またはアイドルモード、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ、もしくはＣＥＬＬ
＿ＦＡＣＨモードを指し得る。言い換えると、ＬＴＥ接続モードおよびＵＭＴＳ　ＣＥＬ
Ｌ＿ＤＣＨでは、サービングセルの変更が、ＬＴＥアイドルモードの間にハンドオーバを
通して実施され、ＵＭＴＳアイドル、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、ｕｒａ＿ＰＣＨおよびＣＥＬＬ
＿ＦＡＣＨモードでは、セル再選択を通してセルの変更が実施される。
【００７０】
　図６は、接続モードの間に、ホワイトリストにＣＳＧ　ＩＤを探索し追加する手順６０
０のフロー図を示す。接続モードでのＣＳＧセルの自律探索が、６０５で、ＷＴＲＵ内で
可能にされる。６１０で、ＷＴＲＵ始動トリガまたはネットワーク始動トリガイベントの
どちらかが、隣接するＣＳＧセルの自律探索を開始するために起こり、検証される。ＷＴ
ＲＵ始動トリガおよびネットワーク始動トリガについては、これ以降で記載する。ＷＴＲ
Ｕは、６１５で、接続モードでの自律ＣＳＧセル探索の開始を示すメッセージをネットワ
ークに送るように構成される。ネットワークは、６２０で、隣接するＣＳＧセルを検出し
、測定し、報告するよう、ＷＴＲＵに要求するためのメッセージをＷＴＲＵに送るように
構成される。ＷＴＲＵは、６２５で、ＣＳＧセルの検出および測定を開始する。ＷＴＲＵ
は、６３０で、ＣＳＧセルのＰＳＣおよび測定結果を含むメッセージをネットワークに送
る。ＷＴＲＵは、６３５で、最良ＣＳＧセルのＳＩの読取りを自律的に開始し、またはネ
ットワークが、そのＣＳＧセルに対してＳＩを獲得することができるＣＳＧセルをＷＴＲ
Ｕに対して指示する。ＷＴＲＵは、６４０で、新規ＣＳＧ　ＩＤのメンバーになるよう、
ネットワークに要求するためのＮＡＳメッセージを送る。ＷＴＲＵは、６４５で、ネット
ワークが、受諾それとも拒絶で応答するか判定する。ＷＴＲＵが受諾応答を受信したとい
う条件で、ＷＴＲＵは、６５０で、ＣＳＧセルにハンドオーバする。ＷＴＲＵは、６５５
で、ホワイトリストに新規ＣＳＧ　ＩＤを追加する。ネットワークが拒絶を回答したとい
う条件で、ネットワークは、６６０で、新たな拒絶理由を使って、ＷＴＲＵに対して拒絶
を示す。
【００７１】
　図６に記載したアクションそれぞれについて、これ以降でより詳しく記載する。ＨＮＢ
探索を始動するためのトリガは、ＷＴＲＵ始動およびネットワーク始動トリガを含むが、
それに限定されない。
【００７２】
　ＷＴＲＵ始動シナリオでは、６０５に記載したように、ＷＴＲＵは、隣接するＨＮＢを
求める探索を自律的に始動してもよく、ＷＴＲＵは、必要性を示し、または測定結果を所
望する、ネットワークへの報告を始動してもよい。ＷＴＲＵに、他のＨＮＢの測定および
／または検出を開始させるために、いくつかの手順およびソリューションについて記載す
る。本明細書に記載する手順により、ＷＴＲＵは、以前訪問したことがないＨＮＢまたは
以前はＷＴＲＵのＣＳＧホワイトリストになかったＩＤをもつＣＳＧを測定し、かつ／ま
たは検出し接続するための探索手順を拡張することができる。
【００７３】
　過度のＨＮＢ探索、バッテリ消費、および現在の接続への妨害を、ＷＴＲＵに効率的に
制限させるために、ＷＴＲＵは、６１０で、以下のトリガの１つまたは組合せの結果とし
て、手順を始動することができる。こうしたトリガは、６１０でネットワークによって始
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動されてもよいが、これは例として役立つに過ぎず、網羅的リストではない。
【００７４】
　トリガの１つは、ＷＴＲＵがＨＮＢに接続済みでないことでよい。たとえば、ＷＴＲＵ
が、マクロセルに接続され、または現在のサービングセルの信号品質が、予め定義された
閾値を下回る。任意選択で、信号品質は、トリガするために、設定された期間は、閾値を
下回ったままでなければならない。この閾値は、ＷＴＲＵによって判定されても、ネット
ワークによってシグナリングされてもよい。
【００７５】
　別のトリガは、現在の周波数の信号品質が、予め定義された閾値を下回ることでよい。
任意選択で、信号品質は、トリガするために、設定された期間は、閾値を下回ったままで
なければならない。この閾値は、ＷＴＲＵによって判定されても、ネットワークによって
シグナリングされてもよい。
【００７６】
　ＷＴＲＵがその上にある現在のＣＳＧに対する優先レベルが、変更済みである。あるい
は、ＷＴＲＵは、低移動状態にあると判定される。たとえば、ＷＴＲＵ移動度が低い場合
、ユーザは、ＨＮＢが利用可能であり得る屋内にいると仮定され得る。ＷＴＲＵ移動度が
低いロケーションの例は、住宅、空港、コーヒーショップ、企業などを含む。
【００７７】
　別のトリガは、ユーザ活動が、現在のサービングセル上で提供可能なデータレートが十
分でなくなるようになることでよい。たとえば、サービングセルがマクロセルである場合
、ユーザは、ＨＮＢ上で、より優れたデータレートを得ることが可能である。
【００７８】
　ＷＴＲＵのホワイトリストが空のとき、別のトリガが起こり得る。このことは、ＷＴＲ
Ｕが、ＣＳＧセルへの登録に失敗した状態で加入している可能性があるＨＮＢ可能ＷＴＲ
Ｕであることを含意し得る。これにより、ＷＴＲＵは、そのホワイトリストに新規ＣＳＧ
　ＩＤを追加することを試みることができる。さらに、デフォルトもしくは設定された時
間が経過している場合があり、ＷＴＲＵは、合致するＩＤでのＨＮＢへの登録を試みてい
ない場合もあり、ＷＴＲＵは、同じＩＤをもつどのＣＳＧも検出していない場合もある。
たとえば、これは、ＷＴＲＵがそこから出たローミングエリア内でのＣＳＧ　ＩＤの追加
に起因する場合があり、ＣＳＧ　ＩＤは、依然としてそのホワイトリスト中にある。ある
いは、ＷＴＲＵに格納されたＨＮＢフィンガープリントがないときに、トリガが起こり得
る。
【００７９】
　ユーザは、ＨＮＢが存在する確率が高いエリアであって、格納されたどのＨＮＢフィン
ガープリントもＷＴＲＵがもたないエリアに入る。ＨＮＢが存在する確率は、ＷＴＲＵの
大体のロケーションに依存して（たとえば、ＧＰＳやマクロセルの近隣リストに基づいて
）、ネットワークによって判定し、ＷＴＲＵにシグナリングすることができる。ＷＴＲＵ
は任意選択で、ＨＮＢが利用可能であるエリアのリストを、ネットワーク指示を使って、
または予め構成されたリストにより格納することができる。たとえば、このことは、マク
ロセルを経由してＷＴＲＵにシグナリングすることができる。ブロードキャストまたは専
用ＲＲＣ指示を使って、現在のエリアが、可能性としては、ＷＴＲＵが一時的に接続する
のに使うためのＨＮＢを含み得ることを、ＨＮＢ可能ＷＴＲＵに通知することができる。
また、このことは、現在のセルまたは現在の追跡エリア、ルーティングエリアなどで利用
可能なサービスに変更があった場合、含意され得る。たとえば、ＷＴＲＵが、選択された
ＩＰ（インターネットプロトコル）トラフィックオフロード（ＳＩＰＴＯ）（または、ロ
ーカルＩＰアクセス（ＬＩＰＡ）など、他のタイプのサービス）などのサービスが利用可
能であることを、ＮＡＳシグナリングルーティングエリア更新受諾、または他の任意の方
法により知らされた場合、ＷＴＲＵは、ＨＮＢが利用可能であると想定してよい。
【００８０】
　自律探索は、ＷＴＲＵによって判定され、またはネットワークによってシグナリングさ
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れた期間で定期的にトリガすることができ、この期間は、任意選択で、ＷＴＲＵがあるロ
ケーションのタイプに依存し得る。たとえば、都市エリアでは、タイマ間隔は地方より短
くてよい。
【００８１】
　ＷＴＲＵが接続モードにある間、手動探索がユーザによってトリガされる。あるいは、
トリガは、ＷＴＲＵがエリア内のＨＮＢへの接続／登録を最後に試みてから、ある程度の
時間が経過したときでよい。
【００８２】
　別のトリガは、ＷＴＲＵのホワイトリストが空であるかどうかに関わらず、電源オンも
しくはネットワークへの再登録のとき、または新規公衆地上モバイルネットワーク（ＰＬ
ＭＮ）を選択したとき、またはＰＬＭＮ間ハンドオーバの後でよい。あるいは、ＷＴＲＵ
が、ハイブリッドＣＳＧセルを検出し、または以前検出し、もしくはハイブリッドセルに
接続したことが分かっているエリアに入ると、トリガが起こり得る。
【００８３】
　さらに、自律探索は、ＣＳＧがＷＴＲＵのホワイトリスト中にあるＨＮＢのフィンガー
プリントエリア内にＷＴＲＵがないケースでのみトリガされ得る。というのは、ホワイト
リストに新規ＣＳＧ　ＩＤを追加するよりも、以前訪問したＨＮＢを探索することが好ま
しい場合があるからである。ユーザが、以前訪問したＨＮＢではなく新規ＨＮＢへのハン
ドオーバに関心がある場合、ユーザは依然として、手動探索を強制してよい。
【００８４】
　接続モードでのＨＮＢ探索の回数を制限するために、ネットワークは、ユーザによって
トリガされる手動探索をのみを使い、ユーザの対話なしでＷＴＲＵによって始動される自
律探索を不能にするように、ＷＴＲＵを制限することができる。さらに、自律探索を可能
にすることも、ＷＴＲＵのユーザによって設定可能な選択肢であり得る。
【００８５】
　さらに、ネットワークは、６１０で、ＨＮＢの測定／検出を開始するようにＷＴＲＵを
始動し、またはトリガすることができる。これは、測定を始動するための、ネットワーク
からＷＴＲＵへの明示的指示によって、またはホワイトリストが空であっても、ＨＮＢの
自律探索および測定を開始するようにＷＴＲＵをトリガすることによって、行われ得る。
これは、たとえば、専用ＲＲＣメッセージにより、またはブロードキャスト、広告、もし
くは実装により行われ得る。こうしたソリューションは、接続およびアイドルモード移動
度の両方に適用可能であり得る。
【００８６】
　一例では、手順の始動は、ＷＴＲＵへの明示的な専用シグナリングにより行われ得る。
別の例では、ネットワークが、マクロセルに接続されたすべてのＷＴＲＵにこの情報を送
ることができる。
【００８７】
　こうした例のいずれも、一定のサービスまたは動作モードが可能にされているという指
示をＷＴＲＵから受信した結果として実施することができる。たとえば、ユーザ対話に基
づいて、ＷＴＲＵの動作モードは、ＳＩＰＴＯ／ＬＩＰＡサービスまたは他のサービスが
所望されるように変更することができる。この変更により、ネットワークへの指示、たと
えば、ＳＩＰＴＯ／ＬＩＰＡ能力可能指示がトリガされてよく、ネットワークは次いで、
検出／測定を開始するよう、ＷＴＲＵに要求する。
【００８８】
　ＷＴＲＵが、接続モード中にマクロセルのカバレージにある間、ネットワークは、ＣＭ
ＡＳ（商用移動通信警報システム）または他のどのブロードキャスト特徴を使っても、１
つまたは複数の公衆、私設、またはハイブリッドＣＳＧセルの存在を広告することができ
る。ネットワークは、ＣＳＧ　ＩＤ、ＰＣＩ／ＰＳＣ範囲もしくはリスト、周波数、ＣＳ
Ｇ専用周波数、ＲＡＴ、またはＣＳＧ存在指示（１ビット）など、パラメータの１つまた
はどの組合せを送ることによっても、ＨＮＢを広告する。この情報は、マクロセルを経由
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してＷＴＲＵにブロードキャストされても、ＭＢＭＳ（マルチメディアおよびブロードキ
ャストマルチキャストサービス）などのマルチキャストサービスによりＷＴＲＵに送られ
てもよい。
【００８９】
　ＷＴＲＵが報告した／知っている能力に基づいて、ネットワークは、上記パラメータの
１つまたはどの組合せも含む、ＨＮＢの存在を示す専用メッセージをＷＴＲＵまたはＷＴ
ＲＵグループに送ることを決めることができる。専用メッセージは、ＲＲＣ再構成メッセ
ージまたは測定制御メッセージにより、ＷＴＲＵに送信され得る。
【００９０】
　メッセージを受信しデコードすると、接続モードにあるＷＴＲＵは、異なる周波数また
はＲＡＴ上でその探索能力を使ってＨＮＢを探索するために、６２５で許容される場合は
、アルゴリズムに基づいて、その自律探索を、またはユーザ決定に基づいて、手動探索を
使い、または開始すると決めてよい。こうした指示に関連づけられたアクションについて
は、下でより詳しく説明する。
【００９１】
　ネットワークが、ＣＳＧ存在指示のみをシグナリングした場合、ＷＴＲＵは、この指示
に加え、上で定義した手順のいずれを使ってもよい。上述した条件またはトリガの１つが
満たされるならば、ＷＴＲＵは、自律的に探索し始めてよい。
【００９２】
　さらに、別のＨＮＢ探索トリガとして、ネットワークによって送られる情報、ＷＴＲＵ
能力、および内部セッティングに依存して、ＷＴＲＵは、ユーザに通知を行い、ユーザの
許可を要求して、ＨＮＢの存在に応じた手動探索を開始することができる。ユーザは、こ
うした条件の下で、自律探索機能を停止させることを選ぶこともできる。
【００９３】
　ＷＴＲＵが、規定のタイマ間隔に、どのＰＣＩ／ＰＳＣも見つけることができなかった
ならば、ＷＴＲＵは、ＨＮＢを探すのを自律的に停止してよい。タイマは、ネットワーク
によってシグナリングされ、ユーザによって規定され、またはＰＳＣ／ＰＣＩ内部のＷＴ
ＲＵによって規定されたタイマでよい。ＷＴＲＵは、探索の進展についてユーザに定期的
に通知することができ、そうすることによってユーザは、手順を手動でキャンセルしても
よい。ＷＴＲＵは、ユーザ、ネットワーク、または内部で規定され得るカウンタによって
限定されるＰＣＩ／ＰＳＣの１つまたはグループを検出した後、探索を停止してもよい。
ＷＴＲＵは、その能力に基づいて、すべてまたは限られた数の周波数または帯域における
規定回数のリトライの後、ＨＮＢ　ＰＣＩ／ＰＳＣ探索を停止してもよい。
【００９４】
　上述した条件／トリガの１つまたは組合せが満たされるならば、ＷＴＲＵは、自律的に
ＨＮＢ探索手順を始動してよい。ＨＮＢ探索のトリガリングに対する、以下のアクション
の１つまたは組合せが実施されてよい。ＷＴＲＵは、サポートされる帯域中のすべての周
波数を走査することができる。ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵにとって利用可能な場合、または与
えられている場合、ＣＳＧ専用周波数を走査するだけでよい。ＷＴＲＵは、接続モード中
でのＨＮＢ探索用に指定された周波数のサブセットのみを走査すればよい。自律探索が始
動された時点で、ＰＳＣ／ＰＣＩ　ＣＳＧスプリットがＷＴＲＵに与えられていない場合
、ＷＴＲＵは、走査している周波数上の、検出されたすべてのＰＳＣ／ＰＣＩを測定し報
告すればよい。ＰＳＣ／ＰＣＩ範囲がＷＴＲＵに与えられている場合、ＷＴＲＵは、６２
５で、ＣＳＧ　ＰＳＣ／ＰＣＩスプリットの一部であるＰＳＣ／ＰＣＩを検出し、測定し
、任意選択で、新規周波数中で報告すればよい。
【００９５】
　ＷＴＲＵは、任意選択で、報告されたＰＳＣ／ＰＣＩが、訪問したことがないＰＳＣ／
ＰＣＩであることをネットワークに示してよい。この指示は、ネットワークによって、セ
ルのＳＩを読み取るよう、ＷＴＲＵに明示的にシグナリングするべきかどうか判定するの
に使うことができる。
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【００９６】
　ＰＳＣ／ＰＣＩ混乱が存在し得るならば、ＷＴＲＵ、ＨＮＢのＳＩを獲得する必要もあ
り得る。周波数内のケースでは、ＷＴＲＵは、付近のＨＮＢに対応するＰＳＣ／ＰＣＩを
既に検出し、測定している可能性があるが、ＳＩは測定していない可能性がある。したが
って、上記トリガの１つが起きているならば、ＷＴＲＵは、同じ周波数上で、自律的ＳＩ
読取りを始動してよい。ＷＴＲＵは、６３５で、最高ランクまたは最良質セルに関して、
自律的にＳＩを獲得することを選んでよい。ＳＩが読み取られると、ＷＴＲＵは、それぞ
れに関するＰＳＣ／ＰＣＩおよびＳＩ情報すべてとともに測定報告をネットワークに送る
ことができる。
【００９７】
　また、ＷＴＲＵは、ユーザ選択に従って、ＨＮＢのＳＩを読み取ることができる。この
読取りは、表示されるＨＮＢの信号品質が閾値を上回るならば、与えられたＨＮＢ名のセ
ットを（たとえば、ブロードキャストまたは専用メッセージにより）ユーザに対して表示
し、ユーザに選択を行わせることによって達成することができる。ユーザは、名前のリス
トおよび関連づけられたＰＳＣ／ＰＣＩをもっているのであれば、接続を試みるためのＨ
ＮＢの選択を行ってもよく、ユーザは、メッセージに応答して手動探索をトリガしてもよ
い。ユーザは、隣接するセルの自律的ＳＩ取得をトリガしてもよい。
【００９８】
　アイドルモードのＷＴＲＵの場合、ＣＳＧ　ＩＤがホワイトリスト中のＣＳＧのいずれ
とも合致しない場合であっても、ＷＴＲＵは、その周波数中の最良セルまたは最高ランク
のセルを選択し直すことを選んでよい。これは、任意選択で、ＷＴＲＵが低活動モードに
ある場合にのみ、また、上で定義したトリガの１つが満たされる場合に行われ得る。自律
的ＳＩ読取りは、上記条件の１つが満たされるならば、周波数間探索のケースでトリガさ
れてもよい。
【００９９】
　ＳＩを読み取り、セル識別、ＨＮＢ名、ＣＳＧなどを獲得すると、ＷＴＲＵは、以下の
１つまたは組合せを実施することができる。ＷＴＲＵは、この情報をネットワークに報告
することができる。ＷＴＲＵは、ＣＳＧ　ＩＤがホワイトリストにない場合であっても、
検出／測定されたセット中で最良セルを選択し直してよい。表示されるＨＮＢの信号品質
が閾値を上回るならば、ＷＴＲＵは、与えられたＨＮＢ名のセットを（たとえば、ブロー
ドキャストまたは専用メッセージにより）ユーザに対して表示し、ユーザに選択を行わせ
ればよい。
【０１００】
　アイドルモードでは、たとえば、ＷＴＲＵは、ソースセルに依然としてキャンプオンさ
れたまま、ターゲットＣＳＧセル（たとえば、最高ランクのセル）のＳＩを読み取ること
を選んでよい。ＷＴＲＵは、ＳＩを読み取ることができ、ＣＳＧ合致が検出されない場合
は、ＨＮＢの名前をユーザに対して表示し、このＨＮＢにユーザが接続したいかどうか尋
ねればよい。最近の登録についてのユーザの知識に依存して、また、ユーザがこのセルの
追加を試みることを選んだ場合、ＷＴＲＵは、ターゲットＣＳＧセルのセル再選択をトリ
ガしてよい。また、ＷＴＲＵは、ＲＲＣメッセージを使って、ホワイトリストにＣＳＧ　
ＩＤを追加するための指示をソースセルを介してネットワークに送ることができる。たと
えば、この送付は、ホワイトリストに載っていないターゲットセルのＣＳＧ　ＩＤをＷＴ
ＲＵが添付するＣＥＬＬ＿ＵＰＤＡＴＥメッセージにより実施することができる。セル更
新のための新たな理由を採り入れてもよく（たとえば、ＣＳＧ追加）、ＲＲＣ接続要求メ
ッセージを使ってもよい。また、ＮＡＳレベルメッセージまたは専用ＲＲＣメッセージが
トリガされ得る。
【０１０１】
　ホワイトリストに追加するべきセルを選択すると、接続モードにあるＷＴＲＵは、ネッ
トワークに報告を送ることができる。ＷＴＲＵは、検出され、もしくは測定されたすべて
のセル、１組の基準を満足する、測定されたセルのサブセット、または選択されたセルを
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報告することができる。報告は、セルの信号品質、ＣＳＧ　ＩＤ、セル識別、および任意
選択で、ＷＴＲＵが、このＣＳＧを、非メンバーであっても、そのホワイトリストに追加
しようと試みることを望むという指示を含み得る。この指示は、ネットワークへの１ビッ
トの指示により、またはＣＳＧがメンバーであると間違って示すことによって行われ得る
。ＣＳＧ　ＩＤアクセスチェックがネットワーク側で実施され、失敗したならば、このこ
とは、ＷＴＲＵがこのセルをホワイトリストに追加するべきでないことを意味し得る。ア
クセスチェックが、たとえばＭＭＥ内で通った場合、このことは、ＷＴＲＵがＣＳＧ上で
許容されることを示す。
【０１０２】
　また、ＷＴＲＵは、与えられたＳＩ情報とともに、好ましい指示ビットを使って、追加
されるよう試みたいと望むことをネットワークに報告することができる。
【０１０３】
　代替的実施形態では、ＷＴＲＵは、ＳＩの自律検出および／または測定を実施しない。
ＷＴＲＵは、訪問したＣＳＧセルの付近に（たとえば、そのフィンガープリントに）ある
とは思わなくても、ＣＳＧ探索／検出／ＳＩ測定を実施することを望むという指示をネッ
トワークに送ればよい。この指示は、近接指示メッセージに追加される１つまたは複数の
ビットまたはこの目的のために追加される新規メッセージ／イベントの形でよい。このビ
ットにより、手動探索がトリガされ、定期的探索がトリガされ、ＣＳＧホワイトリストが
空になり、ＣＳＧホワイトリストが空であるがユーザは加入していると思い、またはユー
ザは、フィンガープリントになくてもＣＳＧを測定することを望む。ネットワークは次い
で、ＷＴＲＵを、測定を行い、それに従って測定結果をネットワークに報告するように設
定してよい。
【０１０４】
　ＷＴＲＵが、妥当な信号品質（すなわち、予め定義された閾値より良い）をもつＰＣＩ
／ＰＳＣを検出した場合、ＷＴＲＵは、最終的にハンドオーバ手順を実施する前に、本明
細書に挙げる手順ならびにホワイトリストおよびフィンガープリントを更新する手順に従
えばよい。
【０１０５】
　接続モードでのホワイトリストの更新およびハンドオーバ手順について、ここで記載す
る。上記トリガの１つ（すなわち、ＷＴＲＵ始動またはネットワーク始動）が満たされる
ならば（すなわち、ＷＴＲＵがＣＳＧセルのＣＳＧ　ＩＤを獲得すると）、ＷＴＲＵは、
ＷＴＲＵのホワイトリスト中のＣＳＧのいずれともＣＳＧが合致しない場合であっても、
このＣＳＧセルへの接続を試みてよい。下で説明するのは、ＷＴＲＵをこのようなセルに
接続させる実施形態、およびＷＴＲＵにホワイトリストを更新させる実施形態である。
【０１０６】
　第１の実施形態では、ＨＮＢによってブロードキャストされるＳＩ中のＷＴＲＵによっ
てＣＳＧ　ＩＤが読み取られると、ＷＴＲＵは、ＨＮＢに関するロケーション登録要求を
ネットワークに送ることができる。ロケーション登録要求は、要求の中のＣＳＧ　ＩＤ、
ならびに任意選択で、ＨＮＢのＰＳＣ／ＰＣＩおよび／またはセル識別、ＬＴＥの場合の
ＣＧＩを含む、ＵＭＴＳにおけるアップリンク直接転送、ＬＴＥにおけるＵＬＩｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎＴｒａｎｓｆｅｒ、他の任意の既存ＲＲＣメッセージ、または新規メッセー
ジにより送られ得る。
【０１０７】
　第１の実施形態における手順は、ＣＳＧセル自体から実施されるわけではないが、ＷＴ
ＲＵは、このメッセージを送ることによって、ＣＳＧセル上にあるかのようにロケーショ
ン更新を実施するが、継続中のどの呼セッションも中断することはない。ロケーション／
ルーティング／追跡エリア更新メッセージは、ＣＳＧセルにアクセスするための試みであ
ることを示すための新規更新タイプをもつ。さらに、ＷＴＲＵは、更新がそれに関して実
施されるＣＳＧ　ＩＤを含み得る。したがって、ネットワーク内の加入情報／状況に基づ
いて、６４５で、ロケーション／ルーティング／追跡エリア更新手順は、受諾され、また
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は拒絶され得る。
【０１０８】
　受諾された場合、ＷＴＲＵに送られる受諾メッセージ中で、新規更新結果を使うことが
できる。さらに、ネットワークは、要求メッセージ中で受信したＣＳＧ　ＩＤを含み得る
。これにより、ＷＴＲＵおよびネットワークは、６５０で、同じＣＳＧ　ＩＤが参照され
ていると確信することができる。ＷＴＲＵは次いで、６５５で、ＩＤをそのホワイトリス
トに追加し、そのＣＳＧセルからネットワークへのアクセスが付与され得ると想定するこ
とができる。さらに、ＷＴＲＵは、最初にセルにアクセスし、次いで、そのセルに対して
ロケーション／ルーティング／追跡エリア更新手順を開始すればよい。ＷＴＲＵは次いで
、ロケーション更新が受諾されると、リストにＣＳＧ　ＩＤを追加すればよい。後者のロ
ケーション更新は、通常の手順および更新タイプに従ってよい。また、ＷＴＲＵは、その
ホワイトリストにＣＳＧ　ＩＤを追加し、ＷＴＲＵがＣＳＧセルにハンドオーバされるな
らば、依然としてロケーション／ルーティング／追跡エリア更新を実施することができる
。
【０１０９】
　６４５で、ＷＴＲＵに関する加入の無効／満了により、ロケーション更新が拒絶された
場合、ネットワークは、６６０で、新たな拒絶理由を使って、ＷＴＲＵに対して拒絶を示
せばよい。この場合、ＷＴＲＵは、ロケーション／ルーティング／追跡エリアを無効と見
なすことはできず、禁止されたエリア識別のリストにロケーション／ルーティング／追跡
識別を追加することはできない。
【０１１０】
　ＷＴＲＵは、たとえば、ＣＳＧがハイブリッドモードで動作中である場合、ＷＴＲＵの
ホワイトリストにＣＳＧ　ＩＤを追加せずにハンドオーバが依然として実施され得るかど
うかも知らされ得る。
【０１１１】
　ロケーション登録手順が成功すると、ネットワークがロケーション登録の受諾をＷＴＲ
Ｕに返送した場合、ＷＴＲＵは、そのホワイトリストに新規ＣＳＧ　ＩＤを追加し、この
ＨＮＢへのハンドオーバ手順を開始することができる。ＨＮＢのフィンガープリント（す
なわち、ロケーション情報）は、ＷＴＲＵによって、ホワイトリストにＣＳＧ　ＩＤを追
加するのと同時に格納してもよく、フィンガープリントは、ＨＮＢへのハンドオーバの成
功の後で追加してもよい。こうすることにより、確実に、ネットワークによって実施され
るアクセスチェックが最初に検証されるようになり、ＷＴＲＵは、エラーのあるフィンガ
ープリントを格納しないようになる。
【０１１２】
　更新メッセージの送付に加え、ＣＳＧアクセスを含む他の原因（たとえば、ＳＩＰＴＯ
／ＬＩＰＡ、ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）などの非パケット交換（ＰＳ）サー
ビスが、ある特定のセルから提供され得るかどうか）による加入／状況情報を一般に提供
するための新規ＮＡＳメッセージを定義することができる。ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがそれ
についての状況情報を求めているサービス、たとえば、ＣＳＧアクセスなどの情報を含み
得る。ネットワークの応答に基づいて、ＷＴＲＵは、そのホワイトリストへのＣＳＧ　Ｉ
Ｄの追加およびそのセルへのハンドオーバの試みなど、さらなるアクションをとり得る。
【０１１３】
　第２の実施形態では、ＷＴＲＵは、ＣＳＧ　ＩＤが合致しない場合であっても、ターゲ
ットセルに接続しようとする場合がある。アイドルモードにおいて、ＷＴＲＵは、セルへ
のセル再選択を実施することができる。セル再選択が首尾よく完了され、ＷＴＲＵが拒絶
されない場合、ＷＴＲＵは、ＣＳＧ　ＩＤを、ＣＳＧホワイトリストに追加することがで
きる。この規則に対する例外は、緊急呼が始動されているならば当てはまり得る。
【０１１４】
　接続モードにおいて、ＷＴＲＵは、ＣＳＧセルが非メンバーであることを示す測定報告
を送ることも、測定されたＰＣＩ／ＰＳＣと、セルの信号品質とを有する測定報告を、既
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存シグナリングまたは任意の新規シグナリング手順を使って送ることもできる。ターゲッ
トＣＳＧセルへのハンドオーバが実施されるべきであることを示すハンドオーバコマンド
が、ＷＴＲＵへの返信として送られるならば、ＷＴＲＵは、ＣＳＧホワイトリストにＣＳ
Ｇ　ＩＤを追加してよい。
【０１１５】
　したがって、ＲＲＣ層またはアクセス階層（ＡＳ）は、ＣＳＧホワイトリストを更新す
ることも、ＣＳＧを追加するための指示をＮＡＳに送ることもできる。ＷＴＲＵがセルの
ＳＩを読み取っていなかった場合（たとえば、ＰＳＣ／ＰＣＩの混乱が存在する場合は、
ネットワークは、セルのＳＩを読み取るよう、ＷＴＲＵに依頼しなくてよい）、ＷＴＲＵ
は、以下の１つまたは組合せを実施して、セルのＣＳＧ　ＩＤを取得すればよい。ＷＴＲ
Ｕは、ハンドオーバを実施し、次いで、セルのＳＩを獲得してＣＳＧ　ＩＤを取得するこ
とができる。ＣＳＧ　ＩＤが取得されたら、ホワイトリストに追加してよい。ネットワー
クは、ハンドオーバメッセージの中で、ＷＴＲＵに対してターゲットセルのＣＳＧ　ＩＤ
を、また、ＩＤがホワイトリストに追加され得るか、それともハイブリッドセルとして取
り扱われ得るかを明示的に示す。
【０１１６】
　ＷＴＲＵは、任意選択で、そのフィンガープリント情報を更新することもできる。また
、ＷＴＲＵは、ハンドオーバまたはセル再選択を実施することができるが、ＣＳＧホワイ
トリストにＣＳＧ　ＩＤを自律的に追加することはできない。ＷＴＲＵは、現在接続され
ているセルのＣＳＧ　ＩＤがＣＳＧホワイトリストにないことを示す指示をネットワーク
に送ることができる。ネットワークは次いで、上位層シグナリングを使ってＣＳＧホワイ
トリストを明示的に更新する。
【０１１７】
　別の実施形態では、ホワイトリストにないＣＳＧセルへの接続をＷＴＲＵが試みている
最中であることをネットワークが検出すると、ネットワークは、ＲＲＣ接続拒絶をＷＴＲ
Ｕに送ることができる。こうすることにより、ＷＴＲＵは、アイドルモードにフォールバ
ックし、手動探索を始動することができる。任意選択で、ＷＴＲＵが、ＣＳＧへの接続を
試み、ロケーションエリア更新またはルーティング／追跡エリア更新の実施を始めること
ができることをＷＴＲＵに示す新たな理由が、ＲＲＣ接続拒絶に追加されてよい。
【０１１８】
　ネットワークが、ＷＴＲＵからのロケーション登録要求に回答しない場合、ＷＴＲＵは
、ロケーション登録拒絶を返送し、またはＷＴＲＵは、ハンドオーバを実施せず、もしく
は前述の実施形態でのようにセルを選択し直すことを許容されない。ロケーション登録受
諾が受信される前にＷＴＲＵ内のタイマが満了した場合、ネットワークは、ＷＴＲＵから
の要求に回答することができない。また、たとえば、ＷＴＲＵがＨＮＢにアクセスするこ
とを許容されない場合、ロケーション登録拒絶が起こり得る。ＷＴＲＵは、そのホワイト
リストにＣＳＧ　ＩＤを追加することができず、任意選択で、このＣＳＧ　ＩＤをブラッ
クリストに追加してよい。ＷＴＲＵは、このＣＳＧ　ＩＤをそのホワイトリストに再度追
加しようとしないように、および／またはこのセルの自律探索をトリガしないように、対
応するフィンガープリントをブラックリストに追加してもよい。ブラックリスト中のエン
トリは、ＨＮＢアクセス認可の際に変更を考慮するために、また、今後、ＷＴＲＵに以前
ブラックリストに追加されたＨＮＢの追加を試みさせるために、一定の期間だけ有効であ
り得る。
【０１１９】
　試行が不成功だった後、ＷＴＲＵは、自律および手動探索中に検出した、ＨＮＢ　ＰＳ
Ｃ／ＰＣＩの別の１つを測定しようとする場合がある。ＨＮＢ　ＰＳＣ／ＰＣＩが、予め
定義された閾値を上回る場合、ＷＴＲＵは、ＳＩ中のＣＳＧ　ＩＤを読み取った後、別の
ロケーション登録手順を実施することができる。ＷＴＲＵは、ＨＮＢを再度測定すること
を避け、自律または手動探索中に格納されたＨＮＢの信号品質を再利用して、予め定義さ
れた閾値を上回ることを検証してもよい。
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【０１２０】
　手動探索を開始するようユーザに要求するためのメッセージが、ユーザに送られ得る。
ユーザは次いで、ＨＮＢのいずれかに登録したことに気づいている場合、測定を始動する
ことを選ぶことができる。広告されたＣＳＧまたはＨＮＢがＷＴＲＵのホワイトリストに
ない場合、ＷＴＲＵは、ＣＳＧセル手順の自律探索（すなわち、図６の６０５～６６０）
をトリガすればよく、そうすることによって、ＣＳＧ　ＩＤを接続し、そのホワイトリス
トに追加できるようにする。
【０１２１】
　ネットワークが、接続モードでのＨＮＢ登録を認めない場合、ＷＴＲＵは、呼が終わる
まで情報を保持してよい。ＷＴＲＵは次いで、アイドルモードに入り、ＨＮＢセルに登録
すればよい。登録が成功した場合、ＷＴＲＵは、登録に従って、そのホワイトリストを更
新することができる。
【０１２２】
　さらに、ＷＴＲＵは、接続モードでのＨＮＢ登録の失敗をユーザに通知することができ
、そうすることによってユーザは、マクロセル上での呼を停止し、検出されたＨＮＢへの
登録を手動でトリガすることを選び得る。
【０１２３】
　ＷＴＲＵおよびネットワークのシグナリング能力について、ここで記載する。すべての
ＷＴＲＵが、接続モード中に、そのホワイトリストに新規ＣＳＧ　ＩＤを追加することが
可能なわけではない。この能力は、情報要素（ＩＥ）（１ビットのＩＥで十分であり得る
）を追加することによって、ＲＲＣ接続要求など、既存のＲＲＣメッセージにより、また
は新規メッセージにより、ネットワークに対して示され得る。また、ＷＴＲＵは、この指
示を、登録中に送られるＭＳネットワーク能力ＩＥに含めてもよい。
【０１２４】
　さらに、すべてのネットワークが、ＷＴＲＵが接続モードにある間に、ＨＮＢ上でロケ
ーション登録を実施することが可能なわけではない。このネットワーク能力は、以下の実
装形態の１つまたは組合せにより、ネットワークによってＷＴＲＵに対して明示的にシグ
ナリングされ得る。
【０１２５】
　新規ＩＥが、ＲＲＣ接続セットアップ中に、または他のどの既存ＲＲＣメッセージにお
いても追加され得る。ネットワークによってＷＴＲＵに送られる新規メッセージを定義す
ることができる。任意選択の新規ＩＥが、ロケーション登録受諾／拒絶メッセージを含む
が、それに限定されないＮＡＳメッセージに追加され、ＷＴＲＵが、可能性としては接続
モードの間にＨＮＢ上でのロケーション登録要求をネットワークに送るならば、ネットワ
ークによって使われ得る。
【０１２６】
　さらに、このネットワーク能力は、以下のＷＴＲＵ実装形態の１つまたは組合せにより
、ＷＴＲＵによって暗黙的に判定され得る。ＷＴＲＵがロケーション登録拒絶を受信する
ＨＮＢに対する、ある特定の回数のロケーション登録要求が、接続モードのＷＴＲＵによ
って送られた後、または応答が全くなかった後、ＷＴＲＵは、ネットワークがこの能力を
サポートしないと判定することができ、このタイプの要求の送付を停止することができる
。ある特定のＣＳＧセル上での登録の結論を要求する、他の任意のＮＡＳ／ＲＲＣメッセ
ージがネットワークに送られ、所与の期間またはある特定の回数のトライに対して、応答
が受信されなかった後。ＷＴＲＵによってネットワークに送られた、ＳＩを検出し、測定
し、または読み取る、ある特定の回数のギャップ要求が、ネットワークによって認められ
なかった後、ＷＴＲＵは、ネットワークがこの能力をサポートしないと判定し得る。ギャ
ップ要求は、ＤＲＸのケースにおけるアイドル期間を使うための承認、自律ギャップ、ま
たはスケジュールされたギャップに対する要求を指し得る。
【０１２７】
　アイドルまたは接続モード中に、ＵＴＲＡＮまたはＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－
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ＵＴＲＡＮ）セルにキャンプオンされたＷＴＲＵは、コンテキストＩＤおよび既存のＲＲ
Ｃ接続を既に有している。したがって、ロケーション更新を送ることにより、受信機状態
に起因する論理エラーがトリガされ、結局はコンテキストＩＤの更新を引き起こし得る。
【０１２８】
　以下の手順が、ＵＴＲＡＮおよびＥ－ＵＴＲＡＮの両方において、ＷＴＲＵアイドルお
よび接続モード両方に当てはまり、いかなるシステム論理エラーも解決することを目指し
ている。
【０１２９】
　ネットワーク能力シグナリングにおいて、ネットワーク（すなわち、ＵＴＲＡＮまたは
Ｅ－ＵＴＲＡＮ）は、接続および／またはアイドルモードでのＣＳＧ　ＩＤバックグラウ
ンドアクセスチェックのサポートを、ブロードキャスト制御チャネル、ページング、また
は他のどの既存もしくは新規ＲＲＣメッセージとして送られるＳＩブロックの中でもシグ
ナリングすることができる。
【０１３０】
　ＵＴＲＡＮ手順において、新規ＣＳＧ／ハイブリッドセルを測定した後、ＷＴＲＵは、
ＨＮＢに関するロケーション更新、他の任意の既存ＲＲＣメッセージ、または新規メッセ
ージを、アップリンク直接転送によりネットワークに送ることができる。ロケーション更
新メッセージが使われる場合、特別なフラグを使って、ターゲットＣＳＧ　ＩＤバックグ
ラウンドアクセスチェックを指示することができる。既存ＲＲＣまたは新規メッセージが
使われる場合、フラグは、ネットワーク能力シグナリング手順、ＵＴＲＡＮケース手順ま
たはＥ－ＵＴＲＡＮケース手順のどれに従うべきかをＨＮＢに知らせるのに必要とされ得
る。
【０１３１】
　このメッセージを受信すると、ＨＮＢは、ＨＮＢゲートウェイ（ＧＷ）に送るべき、タ
ーゲットＣＳＧ　ＩＤバックグラウンドアクセスチェックの新たな理由を示すＷＴＲＵ登
録要求メッセージを使うことができる。ＨＮＢ－ＧＷは、ＷＴＲＵアクセスチェック手順
を担い得る。アクセスチェックは代替的には、移動交換局（ＭＳＣ）またはＳＧＳＮ（サ
ービングＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）サポートノード）によって行うこともで
きる。このメッセージは、ＷＴＲＵ　ＩＤ、ＷＴＲＵ能力、ＣＳＧ　ＩＤバックグラウン
ドアクセスチェックなどの登録理由、ターゲットアクセスチェックＣＳＧ　ＩＤ、および
ターゲットアクセスチェックセルＩＤという情報を含み得る。また、ＷＴＲＵは、測定さ
れた複数のターゲットアクセスチェックＣＳＧ　ＩＤおよびターゲットアクセスチェック
セルＩＤグループ化要素のリストを送ると決めることができる。
【０１３２】
　ＣＳＧ　ＩＤバックグラウンドアクセスチェック理由をもつ、ＨＮＢからのＷＴＲＵ登
録要求を受信すると、上記情報をもつＨＮＢ－ＧＷは、ターゲットＨＮＢアクセス検証を
実施し、ＷＴＲＵの実際のコンテキストＩＤならびにＣＳＧ　ＩＤを含むＷＴＲＵ登録受
諾メッセージで返答することが可能であり得る。
【０１３３】
　さらに、ＷＴＲＵがそのデータベース中のバックグラウンドアクセスチェックに対して
要求したＣＳＧ　ＩＤをＨＮＢ－ＧＷがもたない場合、ＨＮＢ－ＧＷは、ＷＴＲＵ登録拒
絶メッセージで返答してもよく、ＨＮＢ管理システムまたはコアネットワークにメッセー
ジを送って、アクセスチェックを解決してもよい。ＨＮＢ－ＧＷによって実施されたアク
セスチェックが、否定的結果を戻した場合、ＣＳＧ　ＩＤを含むＷＴＲＵ登録拒絶メッセ
ージが発行され得る。
【０１３４】
　複数のＣＳＧ　ＩＤがターゲットとされる場合、ＨＮＢ－ＧＷは、許容ＣＳＧのリスト
を、ＷＴＲＵ登録受諾メッセージに入れて送ればよい。照会されたＣＳＧ　ＩＤがどれも
許容されない場合、ＨＮＢ－ＧＷは、非許容ＣＳＧ　ＩＤのリストをもつ、ＷＴＲＵ登録
拒絶メッセージを送ればよい。ＨＮＢは、ＨＮＢ－ＧＷからの受信された回答に基づいて
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、ロケーション更新受諾または拒絶を送ることができ、回答全体を転送する。ＷＴＲＵは
、そのホワイトリストに、肯定的に検証されたアクセスＣＳＧ　ＩＤを追加することがで
きる。
【０１３５】
　ＬＴＥにおけるＥ－ＵＴＲＡＮ手順の場合、ＣＳＧアクセスチェックは、ＭＭＥレベル
で実施される。ＨＮＢ－ＧＷは、Ｓ１インターフェース集信装置の役割と、制御およびユ
ーザプレーン多重化役割とをもつ。ＷＴＲＵは、ＵＬＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＴｒａｎｓ
ｆｅｒを使うことができる。ＣＳＧ　ＩＤバックグラウンドアクセスチェックが求められ
る場合があり、その後に、測定されたＣＳＧ　ＩＤおよびグローバルセルＩＤパラメータ
のリストが続く。
【０１３６】
　ＵＬＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＴｒａｎｓｆｅｒメッセージは、ＨＮＢまたはｅＮＢにと
って透明である。ただし、ＨＮＢまたはｅＮＢは、このメッセージにセルＩＤを添付する
ことができる。このメッセージは、アップリンク（ＵＬ）ＮＡＳ移送メッセージ中にカプ
セル化されたＳ１インターフェースを介してＭＭＥに到着し得る。
【０１３７】
　ＭＭＥは、ＷＴＲＵがメッセージに入れて提供し得る、ＷＴＲＵ　ＩＤ、ＷＴＲＵ能力
、ＣＳＧ　ＩＤバックグラウンドアクセスチェックなどの理由、ターゲットアクセスチェ
ックＣＳＧ　ＩＤ、および／またはターゲットアクセスチェックセルＩＤという要素を伴
う特別な手順に基づいて、要求を処理することができる。
【０１３８】
　ＷＴＲＵが測定した、ＣＳＧ　ＩＤおよびグローバルセルＩＤの複数のペアが存在し得
る。アクセスを検証した後、ＭＭＥは、許容／非許容ＣＳＧリストをもつダウンリンク（
ＤＬ）ＮＡＳ移送メッセージを使って返答することができる。ＨｅＮＢは、ＤＬ情報転送
メッセージを使って、ＤＬ　ＮＡＳ移送メッセージによってカプセル化されたＣＳＧ　Ｉ
Ｄバックグラウンドアクセス結果を伝えることができる。ＤＬ情報転送メッセージを受信
すると、ＷＴＲＵは、そのホワイトリストをメッセージに従って、たとえば、受信した情
報に基づいて、ＣＳＧ　ＩＤを追加し、または削除することによって更新することができ
る。
【０１３９】
　ＭＭＥは、そのデータベース中に具体的なＣＳＧアクセスリストがない場合、追跡エリ
ア識別に基づいて、ターゲットＭＭＥを照会し、戻されたメッセージに基づいて返答すれ
ばよい。また、ＭＭＥは、ＣＳＧアクセスリストについて知らない場合、ある特定のＣＳ
Ｇ　ＩＤに関してアクセスを単に拒絶すればよい。
【０１４０】
　別の実施形態では、ハンドオーバにおけるセル識別検証が失敗した場合の方法および機
器について開示する。
【０１４１】
　ソースＨｅＮＢから、ターゲットセルと呼ばれ得る他のＨｅＮＢまたはセルへのＷＴＲ
Ｕのハンドオーバを必要とする状況が起こり得る。ターゲットセルは、ＣＳＧ　ＨｅＮＢ
を含み得るＣＳＧセルまたは閉モードセルでよい。ＣＳＧセルは、マクロセルでよい。タ
ーゲットＣＳＧセルは、ＣＳＧ　ＨｅＮＢまたはＣＳＧマクロセルでよく、ＷＴＲＵのＣ
ＳＧ　ＩＤを検証して、ＷＴＲＵが、ターゲットＣＳＧセルと接続し得るＣＳＧのメンバ
ーであるかどうか判定する必要があり得る。ＷＴＲＵは、そのＣＳＧ　ＩＤをソースＨｅ
ＮＢに送信すればよく、このＨｅＮＢは、ターゲットＣＳＧセルにＷＴＲＵ　ＣＳＧ　Ｉ
Ｄを送信すればよい。ターゲットＣＳＧセルは、ソースＨｅＮＢから受信したＣＳＧ　Ｉ
Ｄを、ターゲットＣＳＧセルが現在ブロードキャストしているＣＳＧ　ＩＤと比較すれば
よい。ソースＨｅＮＢから受信したＣＳＧ　ＩＤが、ターゲットＣＳＧセルによってブロ
ードキャストされるＣＳＧ　ＩＤとは異なる場合は、ＣＳＧにおけるＷＴＲＵメンバーシ
ップの検証が失敗することになるので、ターゲットＣＳＧセルは、転送を受諾することは
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できない。ハンドオーバの試みも、その結果失敗し得る。
【０１４２】
　別の実施形態では、ソースＨｅＮＢは、ＭＭＥにＷＴＲＵ　ＣＳＧ　ＩＤを送信するこ
とができる。ＭＭＥは、ＷＴＲＵ　ＣＳＧ　ＩＤを使って、ＷＴＲＵが、ターゲットＣＳ
Ｇセルと接続し得るＣＳＧのメンバーであるかどうか判定することができる。ＭＭＥは、
ＷＴＲＵ　ＣＳＧ　ＩＤおよびＷＴＲＵのメンバーシップ状況の両方をターゲットセルに
送信することができる。ターゲットＣＳＧセルは、メンバーシップ状況検証が失敗するこ
とになるとき、ＷＴＲＵの移行を拒絶してよく、ハンドオーバの試みは、その結果失敗し
得る。
【０１４３】
　ターゲットＣＳＧセルにおいて検証が失敗し得る原因の中で、１つは、ＭＭＥおよびタ
ーゲットＣＳＧセルが、ターゲットＣＳＧセルによってブロードキャストされるＣＳＧ　
ＩＤに関して非同期である場合である。たとえば、ターゲットＣＳＧセルは、ＷＴＲＵが
ターゲットＣＳＧセルのＣＳＧのメンバーであるかどうかＭＭＥが判定したとき、異なる
構成をもつ場合がある。ただし、検証が失敗したＣＳＧ　ＩＤを報告するＷＴＲＵは依然
として、ターゲットＣＳＧセルによって報告された実際のＣＳＧ　ＩＤのメンバーである
可能性がある。
【０１４４】
　ある実施形態では、ターゲットＣＳＧセルでのＣＳＧ　ＩＤ不一致により、ハンドオー
バが失敗する可能性があるとき、ＭＭＥには、ハンドオーバを拒絶するターゲットＣＳＧ
セルによってブロードキャストされる実際のＣＳＧ　ＩＤを知らせればよい。ソースＭＭ
Ｅは、ソースＨｅＮＢ内でＷＴＲＵメンバーシップを更新してよく、正しいＣＳＧ　ＩＤ
を使う新規ハンドオーバ試行が行われ得る。
【０１４５】
　こうした実施形態では、（ｅ）ＮＢおよびＨｅＮＢをサポートするネットワーク内で相
互動作するワイヤレス通信ネットワーク要素内でＣＳＧ　ＩＤ－ＣＧＩ情報を同期させる
ことに焦点を当て得るＣＳＧ　ＩＤ－ＣＧＩ検証が企図される。先に示したように、ハン
ドオーバ要求に入れて与えられたＣＳＧ　ＩＤが、ハイブリッドセルがブロードキャスト
しているものとは異なり得ることをハイブリッドセルが検出した場合、ハイブリッドＨｅ
ＮＢは、依然としてハンドオーバ要求を受諾してよい。あるいは、ターゲットセルがＣＳ
Ｇセルである場合、ターゲットＣＳＧセルは、ハンドオーバ要求を拒絶してよく、ターゲ
ットＣＳＧセルは、理由ＩＥの中で無効ＣＳＧ　ＩＤを示すハンドオーバ失敗メッセージ
を返送すればよい。ある実施形態では、ターゲットＣＳＧセルは、ハンドオーバ失敗また
はハンドオーバ要求ＡＣＫメッセージの中に、ターゲットＣＳＧセルによってブロードキ
ャストされた有効なＣＳＧ　ＩＤの値を含めてもよく、そうすることによってネットワー
クは、この点において同期され得る。
【０１４６】
　ある実施形態では、ターゲットセルがハイブリッドセルであり得る場合、ハイブリッド
セルは、ハンドオーバ要求を受諾してよいが、ＷＴＲＵを非メンバーとして取り扱う。Ｗ
ＴＲＵが、ターゲットハイブリッドセルによってブロードキャストされた新規ＣＳＧ　Ｉ
Ｄのメンバーである場合、ＭＭＥは、ＷＴＲＵコンテキスト修正メッセージにより、ＷＴ
ＲＵメンバーシップ状況を更新し、したがって、ターゲットハイブリッドセルに、ＷＴＲ
Ｕをメンバーとして取り扱わせればよい。
【０１４７】
　別の実施形態では、ターゲットセルがＣＳＧセルであるとき、また、ターゲットＣＳＧ
セルによってブロードキャストされた現在または有効ＣＳＧ　ＩＤを示すハンドオーバ準
備の失敗を受信すると、ＭＭＥは、新規または更新アクセスチェックを実施して、ＷＴＲ
Ｕメンバーシップ状況を判定することができる。ＭＭＥは、ＨＳＳデータベースを照会し
て、現在のＣＳＧセルＩＤを検討してＷＴＲＵのメンバーシップ状況を判定することがで
きる。あるいは、ＭＭＥは、ＭＭＥに格納された情報に基づいて、ＷＴＲＵメンバーシッ
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プ状況を判定することができる。この更新アクセスチェックは、新規／現在のメンバーシ
ップ状況（メンバーまたは非メンバー）を、正しいターゲットＣＳＧ　ＩＤとともに、ハ
ンドオーバ準備失敗メッセージに入れてソースＨｅＮＢに提供し得る。
【０１４８】
　図７を参照すると、ＭＭＥは、７０５で、モバイル装置（すなわち、またはＷＴＲＵ）
の状況を、ターゲットＣＳＧセルなど、第１のネットワークノードと比較して判定するこ
とができる。７１０で、ソースＨｅＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷＴＲＵの第１の
移行が失敗すると、ＭＭＥは、ソースＨｅＮＢなど、第２のネットワークノードを、第１
のネットワークノードの現在の識別で更新することができる。第１の移行が成功しなかっ
たという条件で、ＭＭＥは、７２０で、ソースＨｅＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷ
ＴＲＵの第２の移行を始動することができる。この始動は、第１の移行の失敗およびモバ
イル装置またはＷＴＲＵの状況に少なくとも部分的に基づき得る。ＭＭＥは、第１の移行
が失敗だったという条件で、７１５で、ソースＨＮＢをターゲットセルの現在の識別で更
新することができる。
【０１４９】
　ターゲットセルがターゲットＣＳＧセルである別の実施形態では、ターゲットＣＳＧセ
ルは、ソースＨｅＮＢが通信し得るＭＭＥとは異なるＭＭＥと通信し得る。この通信は、
ＭＭＥ間と呼ばれ得る。ターゲットＣＳＧセルと通信するＭＭＥは、ターゲットＭＭＥと
呼ばれ得る。ソースＨｅＮＢと通信するＭＭＥは、ソースＭＭＥと呼ばれ得る。ソースＭ
ＭＥは、ターゲットＣＳＧセルと通信することができ、ターゲットＭＭＥは、ソースＨｅ
ＮＢと通信することができる。このような実施形態において、ターゲットＣＳＧセルによ
ってブロードキャストされた現在の（すなわち、有効な）ＣＳＧ　ＩＤを示す、ハンドオ
ーバ準備の失敗が受信され得るとき、ターゲットＭＭＥは、新規または更新アクセスチェ
ックを実施して、ＷＴＲＵメンバーシップ状況（すなわち、メンバーまたは非メンバー）
を判定することができる。ＷＴＲＵがメンバーである場合、ターゲットＭＭＥは、新規Ｃ
ＳＧ　ＩＤおよびメンバーシップ状況を含み得るハンドオーバ要求をターゲットＣＳＧセ
ルに再発行することができる。ターゲットＭＭＥは、以前のハンドオーバ要求において与
えられた情報に基づいて、ハンドオーバのためにソースＨｅＮＢによって識別されたター
ゲットＣＳＧセルを知っている場合がある。本実施形態は、ターゲットＭＭＥが、ハンド
オーバ要求を再発行するためにソースＨｅＮＢを通して作用していないので、ソースＨｅ
ＮＢの迂回であると見なすことができる。
【０１５０】
　ターゲットＣＳＧセルからハンドオーバ成功応答（すなわち、ハンドオーバ要求ＡＣＫ
）を受信すると、ターゲットＭＭＥは、フォワードリロケーション応答により、新規ＣＳ
Ｇ　ＩＤおよびメンバーシップ状況をソースＭＭＥに通知してよい。ソースＭＭＥは次い
で、ハンドオーバコマンドを使って、新規ＣＳＧ　ＩＤおよびＷＴＲＵメンバーシップ状
況をソースＨｅＮＢに知らせればよい。あるＭＭＥがターゲットＣＳＧセルおよびソース
ＨｅＮＢの両方と通信し得るある実施形態では、ＭＭＥは、ソースＭＭＥおよびターゲッ
トＭＭＥとして機能し得る。
【０１５１】
　また、新規ＣＳＧ　ＩＤでの、再発行されたハンドオーバ要求が失敗に終わった場合、
ハンドオーバ失敗メッセージによりハンドオーバ不成功応答をターゲットＣＳＧセルから
受信すると、ターゲットＭＭＥは、以前および新規ＣＳＧ　ＩＤの両方に対してハンドオ
ーバ要求が失敗したことを、フォワードリロケーション応答－拒絶を使ってソースＭＭＥ
に通知することができる。この通知は、新規ＣＳＧ　ＩＤならびにＷＴＲＵメンバーシッ
プ状況を含み得る。
【０１５２】
　ターゲットセルがＣＳＧセルである別の実施形態では、ソースＭＭＥは、新規または更
新アクセスチェックを実施して、ＷＴＲＵメンバーシップ状況（すなわち、メンバーまた
は非メンバー）を判定することができる。ＷＴＲＵがメンバーである場合、ソースＭＭＥ
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は、新規ＣＳＧ　ＩＤおよびメンバーシップ状況を含み得るハンドオーバ要求をターゲッ
トＣＳＧセルに再発行することができる。
【０１５３】
　ターゲットＣＳＧセルからハンドオーバ成功応答（すなわち、ハンドオーバ要求ＡＣＫ
）を受信すると、ターゲットＭＭＥは、フォワードリロケーション応答を使って、新規Ｃ
ＳＧ　ＩＤおよびメンバーシップ状況をソースＭＭＥに通知することができる。ソースＭ
ＭＥは次いで、ハンドオーバコマンドを使って、新規ＣＳＧ　ＩＤおよびＷＴＲＵメンバ
ーシップ状況をソースＨｅＮＢに知らせることができる。
【０１５４】
　新規ＣＳＧ　ＩＤでの、再発行されたハンドオーバ要求が失敗に終わった場合、ハンド
オーバ失敗を使ってターゲットＣＳＧセルからハンドオーバ不成功応答を受信すると、タ
ーゲットＭＭＥは、フォワードリロケーション応答－拒絶によって、以前および新規ＣＳ
Ｇ　ＩＤ両方に関してハンドオーバ要求が失敗したことをソースＭＭＥに通知し、新規Ｃ
ＳＧ　ＩＤならびにＷＴＲＵメンバーシップ状況を含めることができる。本実施形態は、
ソースＭＭＥがハンドオーバ要求を再発行するためにターゲットＭＭＥを通して作用して
いないので、ターゲットＭＭＥの迂回であると見なされ得る。
【０１５５】
　ターゲットセルがＣＳＧセルでよく、ターゲットＭＭＥでなくてよい別の実施形態では
、ソースＭＭＥは、新規または更新アクセスチェックを実施して、ＷＴＲＵメンバーシッ
プ状況（すなわち、メンバーまたは非メンバー）を判定することができる。ＷＴＲＵがメ
ンバーである場合、ソースＭＭＥは、新規ＣＳＧ　ＩＤおよびメンバーシップ状況を含み
得るハンドオーバ要求をターゲットＣＳＧセルに再発行することができる。
【０１５６】
　ターゲットＣＳＧセルからハンドオーバ成功応答（すなわち、ハンドオーバ要求ＡＣＫ
）を受信すると、ソースＭＭＥは、ハンドオーバコマンドを使って、新規ＣＳＧ　ＩＤお
よびＷＴＲＵメンバーシップ状況をソースＨｅＮＢに知らせることができる。
【０１５７】
　また、新規ＣＳＧ　ＩＤでの、再発行されたハンドオーバ要求が失敗に終わった場合、
ターゲットＣＳＧセルからハンドオーバ不成功応答を受信すると、ソースＭＭＥは、以前
および新規ＣＳＧ　ＩＤの両方に関してハンドオーバ要求が失敗したことを通知されてよ
く、この通知は、ハンドオーバ失敗を使って、新規ＣＳＧ　ＩＤならびにＷＴＲＵメンバ
ーシップ状況を含み得る。
【０１５８】
　ターゲットセルがＣＳＧセルである別の実施形態では、ＨＮＢ－ＧＷが、アクセスチェ
ックを実施し、ターゲットＣＳＧセルへのハンドオーバを再開し得る。たとえば、これは
、３Ｇ／ＵＴＲＡＮのＨＮＢ－ＧＷ内ハンドオーバシナリオの場合に当てはまり得る。他
の実施形態では、１つまたは複数のＭＭＥによって実施されるものとして記載した機能は
、たとえば、ＨＮＢ－ＧＷノード、ＳＧＳＮノード、ＧＷノード、またはＭＳＣノードに
よって実施することができる。
【０１５９】
　ターゲットセルがＣＳＧセルであるある実施形態では、ソースＨｅＮＢは、ターゲット
ＣＳＧセルによってブロードキャストされた現在の（すなわち、有効な）ＣＳＧ　ＩＤを
示すハンドオーバ準備の失敗を受信し得る。また、ソースＨｅＮＢは、ＷＴＲＵがターゲ
ットＣＳＧセルのＣＳＧのメンバーであり得るとＭＭＥが判定したという指示を受信し得
る。ソースＨｅＮＢは、一実施形態では、ハンドオーバを再度試みてよい。別の実施形態
では、ハンドオーバの再試行は、新たに一連の測定を要求した後に起こってよく、この要
求は、ＷＴＲＵが正しいＳＩを読み取ることを求め得る。測定結果は、パイロットまたは
基準信号強度および／または品質などだが、それに限定されない、ハンドオーバ決定を行
う際に有用な信号属性を含み得る。
【０１６０】
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　別の実施形態では、ソースＨｅＮＢは、ＳＩを読み取るよう、ＷＴＲＵに要求して、後
続の近接指示において正しいＣＳＧ　ＩＤペアが確実に与えられようにし得る（たとえば
、新規ハンドオーバを命じずに）。
【０１６１】
　別の実施形態では、ソースＨｅＮＢは、ハンドオーバ必要／フォワードリロケーション
要求により、ハンドオーバコマンドを、正しいＣＳＧ　ＩＤが受信されているターゲット
ＣＳＧセルに発行し得る。別の実施形態では、ソースＨｅＮＢは、新規ＣＳＧ　ＩＤを含
み得るＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを使ってハンドオー
バコマンドを発行し得る。たとえば、ｍｏｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏ　ＩＥの
一部として、ＷＴＲＵは、それ自体のマッピングを修正することができる。
【０１６２】
　別の実施形態では、ソースＨｅＮＢは、成功を示すハンドオーバ要求ＡＣＫメッセージ
を受信すると、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを使ってＷ
ＴＲＵにハンドオーバコマンドを発行し得る。ハンドオーバコマンドは、新規ＣＳＧ　Ｉ
Ｄおよび更新されたメンバー状況を（たとえば、ｍｏｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆ
ｏ　ＩＥの一部として）含んでよく、そうすることによってＷＴＲＵは、それ自体のマッ
ピングを修正し、かつ／またはその許容ＣＳＧリストを更新することができる。例として
、また、分かりやすく言うと、初期のＷＴＲＵ　ＣＳＧ　ＩＤがターゲットＣＳＧセルに
よって検証される場合、ＭＭＥが首尾よくターゲットＣＳＧセルを要求して、新規（すな
わち、検証された）ＣＳＧ　ＩＤでの移行を受諾する場合、またはソースＨｅＮＢが新規
（すなわち、検証された）ＣＳＧ　ＩＤで成功ハンドオーバを始動する場合、成功ハンド
オーバが起こり得る。
【０１６３】
　図８を参照すると、ソースＨｅＮＢは、８０５で、ソースＨｅＮＢからターゲットＣＳ
ＧセルへのＷＴＲＵの第１の移行が失敗したという指示を受信し得る。ソースＨｅＮＢは
、８１０で、ターゲットＣＳＧセルなど、ネットワークノードの現在の識別（すなわち、
有効または更新ＣＳＧ　ＩＤ）を受信し得る。ソースＨｅＮＢは、８１５で、ターゲット
ＣＳＧセルの現在の識別（すなわち、有効または更新ＣＳＧ　ＩＤ）でＷＴＲＵを更新し
得る。ソースＨｅＮＢは、８２０で、ソースＨｅＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷＴ
ＲＵの第２の移行を始動し得る。この始動は、現在の識別（有効ＣＳＧ　ＩＤ）と、ソー
スＨｅＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷＴＲＵの失敗した第１の移行とに少なくとも
部分的に基づき得る。
【０１６４】
　ある実施形態では、たとえば、ソースＨｅＮＢが、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎにより、新規／訂正ターゲットＣＳＧセルＩＤ情報をハンドオ
ーバコマンドに入れて与える場合、ＷＴＲＵは、そのＣＳＧ　ＩＤマッピングを更新する
（たとえば、搬送周波数帯域をもつある特定のＣＳＧ　ＩＤにマップする）ことができる
。
【０１６５】
　別の実施形態では、ＷＴＲＵは、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎメッセージにより構成された測定要求に対して作用した後で、または測定要求を
受信することなく、ＣＳＧ　ＩＤマッピングを更新し得る。別の実施形態では、ＷＴＲＵ
は、ＷＴＲＵがアクセスを許可され得るための、ＣＳＧセルの識別を含む、その許容ＣＳ
Ｇリストを更新し得る。
【０１６６】
実施形態
１．ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）において実装される方法であって、
　隣接するＣＳＧセルを求める自律ＣＳＧ（限定加入者グループ）セル探索を開始するト
リガを検出することを含む方法。
２．接続モードでの自律ＣＳＧセル探索が始まったことを示すメッセージをネットワーク
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に送ることをさらに含む実施形態１に記載の方法。
３．隣接するＣＳＧセルを検出し、測定し、報告する要求を示すメッセージをネットワー
クから受信すること、および
　隣接するＣＳＧセルを検出し、測定すること
をさらに含む実施形態２に記載の方法。
４．隣接するＣＳＧセルのＰＳＣ（プライマリスクランブリングコード）および測定結果
を示すメッセージをネットワークに送ること、ならびに
　検出された最良セルのシステム情報（ＳＩ）を自律的に読取り始めること
をさらに含む実施形態１～３のいずれか１つに記載の方法。
５．新規ＣＳＧセルＩＤ（識別）のメンバーになるよう、ネットワークに要求する非アク
セス階層（ＮＡＳ）メッセージを送ることをさらに含む実施形態４に記載の方法。
６．ＷＴＲＵが、新規ＣＳＧセルＩＤのメンバーになるための受諾を受信したという条件
で、新規ＣＳＧセルＩＤへのハンドオーバを実施することをさらに含む実施形態５に記載
の方法。
７．新規ＣＳＧセルＩＤをホワイトリストに追加することをさらに含む実施形態６に記載
の方法。
８．新規ＣＳＧセルＩＤのメンバーになることに対する拒絶をＷＴＲＵが受信したという
条件で、新たな拒絶理由を使って拒絶を示すことをさらに含む実施形態５～７のいずれか
１つに記載の方法。
９．ＭＭＥ（移動管理エンティティ）において実装される方法であって、
　ターゲットＣＳＧ（限定加入者グループ）セルと比較して、ワイヤレス送受信ユニット
（ＷＴＲＵ）の状況を判定することを含む方法。
１０．ＷＴＲＵがソースホームＮｏｄｅＢ（ＨＮＢ）からターゲットＣＳＧセルに移行し
たかどうか判定すること、および
　ＷＴＲＵがソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルに移行したという条件で、ソースＨ
ＮＢをターゲットＣＳＧセルの現在の識別で更新すること
をさらに含む実施形態９に記載の方法。
１１．ＷＴＲＵがソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルに移行していないという条件で
、ソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷＴＲＵの第２の移行を始動する実施形態
１０に記載の方法。
１２．ソースＨＮＢは、ソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷＴＲＵの失敗した
第１の移行の指示を受信する実施形態１０～１１のいずれか１つに記載の方法。
１３．ソースＨＮＢは、ターゲットＣＳＧセルの現在の識別を受信し、ＷＴＲＵをターゲ
ットＣＳＧセルの現在の識別で更新する実施形態１０～１２のいずれか１つに記載の方法
。
１４．ソースＨＮＢは、ソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷＴＲＵの第２の移
行を始動する実施形態１０～１３のいずれか１つに記載の方法。
１５．ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　隣接するＣＳＧセルを求める自律ＣＳＧ（限定加入者グループ）セル探索を開始するト
リガを検出するように構成されたプロセッサを備えるＷＴＲＵ。
１６．接続モードでの自律ＣＳＧセル探索が始まったことを示すメッセージをネットワー
クに送るように構成された送信機をさらに備える実施形態１５に記載のＷＴＲＵ。
１７．隣接するＣＳＧセルを検出し、測定し、報告する要求を示すメッセージをネットワ
ークから受信するように構成された受信機と、
　隣接するＣＳＧセルを検出し、測定するように構成されたプロセッサと
をさらに備える実施形態１５～１６のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
１８．隣接するＣＳＧセルのＰＳＣ（プライマリスクランブリングコード）および測定結
果を示すメッセージをネットワークに送り、検出された最良セルのシステム情報（ＳＩ）
を自律的に読み取り始めるように構成された送信機をさらに備える実施形態１６～１７の
いずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
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１９．新規ＣＳＧセルＩＤ（識別）のメンバーになるよう、ネットワークに要求する非ア
クセス階層（ＮＡＳ）メッセージを送るように構成された送信機をさらに備える実施形態
１６～１８のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
２０．新規ＣＳＧセルＩＤのメンバーになるための受諾を受信するようにＷＴＲＵが構成
されるという条件で、新規ＣＳＧセルＩＤへのハンドオーバを実施するように構成された
プロセッサをさらに備える実施形態１６～１９のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
２１．新規ＣＳＧセルＩＤをホワイトリストに追加するように構成されたプロセッサをさ
らに備える実施形態１６～２０のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
２２．新規ＣＳＧセルＩＤのメンバーになることに対する拒絶を受信するようにＷＴＲＵ
が構成されるという条件で、新たな拒絶理由を使って拒絶を示すように構成されたプロセ
ッサをさらに備える実施形態１６～２１のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
２３．ＭＭＥ（移動管理エンティティ）であって、
　ターゲットＣＳＧ（限定加入者グループ）セルと比較して、ワイヤレス送受信ユニット
（ＷＴＲＵ）の状況を判定するように構成されたプロセッサを備えるＭＭＥ。
２４．ＷＴＲＵがソースホームＮｏｄｅＢ（ＨＮＢ）からターゲットＣＳＧセルに移行し
たかどうか判定し、ＷＴＲＵがソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルに移行したという
条件で、ソースＨＮＢをターゲットＣＳＧセルの現在の識別で更新するようにさらに構成
されたプロセッサをさらに備える実施形態２３に記載のＭＭＥ。
２５．ＷＴＲＵがソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルに移行していないという条件で
、プロセッサは、ソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷＴＲＵの第２の移行を始
動するようにさらに構成される実施形態２４に記載のＭＭＥ。
２６．ソースＨＮＢは、ソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷＴＲＵの失敗した
第１の移行の指示を受信するように構成される実施形態２３～２５のいずれか１つに記載
のＭＭＥ。
２７．ソースＨＮＢは、ターゲットＣＳＧセルの現在の識別を受信し、ターゲットＣＳＧ
セルの現在の識別でＷＴＲＵを更新するように構成される実施形態２３～２６のいずれか
１つに記載のＭＭＥ。
２８．ソースＨＮＢは、ソースＨＮＢからターゲットＣＳＧセルへのＷＴＲＵの第２の移
行を始動するように構成される実施形態２３～２７のいずれか１つに記載のＭＭＥ。
【０１６７】
　機能および要素を、具体的に組み合わせて上で記載したが、各機能または要素は、他の
機能および要素なしで単独で、または他の機能および要素ありもしくはなしで様々に組み
合わせて用いることができる。本明細書で挙げた方法またはフローチャートは、汎用コン
ピュータまたはプロセッサによる実行用のコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれる、コ
ンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェア中に実装することができる
。コンピュータ可読記憶媒体の例は、ＲＯＭ（読出し専用メモリ）、ＲＡＭ（ランダムア
クセスメモリ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ素子、内部ハードディスク
および取外し可能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ＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）などの光メディアを含む。ソフトウ
ェアと関連したプロセッサを使って、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮＣ、または任
意のホストコンピュータにおいて使用するための無線周波数トランシーバを実装すること
ができる。
【０１６８】
　適切なプロセッサは、例として、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセ
ッサ、ＤＳＰ（デジタル信号プロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関
連した１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラム可能ゲートアレイ
）回路、他の任意のタイプのＩＣ（集積回路）、および／またはステートマシンを含む。
【０１６９】
　ソフトウェアと関連したプロセッサは、ＷＴＲＵ、ユーザ機器（ＵＥ）、端末、基地局
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、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、または任意のホストコンピュータ内で使用
するための無線周波数トランシーバを実装するのに使うことができる。ＷＴＲＵは、カメ
ラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、振動装置、スピーカ、マ
イクロホン、テレビトランシーバ、ハンズ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、ＦＭ（周波数変調）無線ユニット、ＬＣＤ（液晶ディスプ
レイ）表示ユニット、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）表示ユニット、デジタル音楽プレ
ーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、
および／または任意のＷＬＡＮ（ワイヤレスローカルエリアネットワーク）もしくはＵＷ
Ｂ（超広帯域）モジュールなど、ハードウェアおよび／またはソフトウェア中に実装され
るモジュールとともに使うことができる。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月9日(2012.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）において実装される方法であって、
　利用可能ＣＳＧ（限定加入者グループ）セルを求めるＣＳＧセル探索を始動するトリガ
を検出するステップと、
　接続モードでの前記ＣＳＧセル探索が始動されたことを示す第１のメッセージをネット
ワークに送るステップと、
　前記利用可能ＣＳＧセルを検出し、測定し、報告する要求を示す第２のメッセージを前
記ネットワークから受信するステップと、
　前記利用可能ＣＳＧセルを検出し、測定するステップと、
　前記利用可能ＣＳＧセルのＰＳＣ（プライマリスクランブリングコード）および測定結
果を示す第３のメッセージを前記ネットワークに送るステップと、
　前記利用可能ＣＳＧセルのうち、最高ランクのＣＳＧセルであると判定されたセルのシ
ステム情報（ＳＩ）を読み取るステップと、
　前記最高ランクのＣＳＧセルのメンバーになるよう要求するための非アクセス階層（Ｎ
ＡＳ）メッセージを送るステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記最高ランクのＣＳＧセルのメンバーになるための前記要求への受諾を前記ＷＴＲＵ
が受信したという条件で、前記最高ランクのＣＳＧセルへのハンドオーバを実施するステ
ップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記最高ランクのＣＳＧセルのＣＳＧセルＩＤをホワイトリストに追加するステップを
さらに含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記最高ランクのＣＳＧセルのメンバーになるための前記要求に対する拒絶を前記ＷＴ
ＲＵが受信したという条件で、前記ネットワークに前記拒絶の指示を送るステップをさら
に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　利用可能ＣＳＧ（限定加入者グループ）セルを求めるＣＳＧセル探索を始動するトリガ
を検出するように構成されたプロセッサと、
　接続モードでの前記ＣＳＧセル探索が始動されたことを示す第１のメッセージをネット
ワークに送るように構成された送信機と、
　前記利用可能ＣＳＧセルを検出し、測定し、報告する要求を示す第２のメッセージを前
記ネットワークから受信するように構成された受信機と、
　前記利用可能ＣＳＧセルを検出し、測定するように構成された前記プロセッサと、
　前記利用可能ＣＳＧセルのＰＳＣ（プライマリスクランブリングコード）および測定結
果を示す第３のメッセージを前記ネットワークに送るように構成された前記送信機と、
　前記利用可能ＣＳＧセルのうち、最高ランクのＣＳＧセルであると判定されたセルのシ
ステム情報（ＳＩ）を読み取るように構成された前記プロセッサと、
　前記最高ランクのＣＳＧセルのメンバーになるよう要求するための非アクセス階層（Ｎ
ＡＳ）メッセージを送るように構成された前記送信機と



(36) JP 2013-516919 A 2013.5.13

を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項６】
　前記最高ランクのＣＳＧセルのメンバーになるための前記要求に対する受諾を前記受信
機が受信したという条件で、前記プロセッサは、前記最高ランクのＣＳＧセルへのハンド
オーバを実施するようにさらに構成されることを特徴とする請求項５に記載のＷＴＲＵ。
【請求項７】
　前記プロセッサは、前記最高ランクのＣＳＧセルのＣＳＧセルＩＤをホワイトリストに
追加するようにさらに構成されることを特徴とする請求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項８】
　前記最高ランクのＣＳＧセルのメンバーになるための前記要求に対する拒絶を前記受信
機が受信したという条件で、前記ネットワークに前記拒絶の指示を送るようにさらに構成
された前記プロセッサをさらに備えることを特徴とする請求項５に記載のＷＴＲＵ。
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