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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基地局装置（３００、４０２、７０８、８２２）から、少なくとも、所望の基地
局装置（３０４、４０６、７１２、８２８）と、代替の基地局装置（３０８、４０８、７
１４、８２６）とを備える第２の基地局装置のセット（３０４、３０８、４０６、４０８
、７１２、７１４、８２６、８２８）の１つの基地局装置に無線機器（３１２、３１６、
３１８、４００、７００、７０２、７０４、８２０）との無線通信接続を受け渡すために
前記第１の基地局装置を動作させる方法であって、
　前記無線機器から信号品質レポート（１０２、４１０、５００、６００、８００、９０
０、１０００）を受信するステップと、
　前記信号品質レポートを使用して前記所望の基地局を選択するステップ（１０４、６０
２、１００２）と、
　前記所望の基地局装置に第１の受渡し要求（１０６、４１２、５０２、６０４、８０２
、９０２、１００４）を送信するステップであり、前記第１の受渡し要求は、前記信号品
質レポートを備える、ステップと、
　前記所望の基地局装置から第１の受渡し要求応答（１０８、４１４、５０６、６０６、
８０４、９０６、１００６）を受信するステップであり、前記第１の受渡し要求応答は、
受渡し肯定応答メッセージ（４１４、６０６、８０４、１００６）または受渡し取消しメ
ッセージ（５０６、９０６）のいずれかを備え、前記受渡し肯定応答メッセージと前記受
渡し取消しメッセージの間の選択は、前記信号品質レポートを使用して行われる、ステッ
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プと、
　前記受渡し要求応答が前記受渡し肯定応答メッセージを備える場合、前記無線機器に第
１の接続再構成要求（１２４、４１６、６０８、８０６、１００８）を送信するステップ
であり、前記第１の接続再構成要求は、前記無線通信接続を前記第１の基地局装置から前
記所望の基地局装置に移すよう前記無線機器に命令する、ステップと、
　前記第１の接続再構成要求が送信された場合、前記所望の基地局装置から第１の解放コ
マンド（１２６、４２０、６１２、８１０、１０１２）を受信するステップと、
　前記第１の解放コマンドが受信された場合、前記無線機器との前記無線通信接続を終了
するステップ（１２８）と、
　前記第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合、前記代替の基地局
装置に第２の受渡し要求（１１０、５１０、９１０）を送信するステップと
を備える方法において、
　前記第２の受渡し要求が送信された場合、前記代替の基地局装置から第２の受渡し要求
応答（１１２、５１２、９１２）を受信するステップであり、前記第１の受渡し要求応答
は、受渡し肯定応答メッセージまたは受渡し取消しメッセージのいずれかを備える、ステ
ップと、
　前記第２の受渡し要求応答が前記受渡し肯定応答メッセージを備える場合、前記無線機
器に第２の接続再構成要求（１１４、５１４、９１４）を送信するステップであり、前記
第２の接続再構成要求は、前記無線通信接続を前記第１の基地局装置から前記代替の基地
局装置に移すよう前記無線機に命令する、ステップと、
　前記第２の接続再構成要求が送信された場合、前記代替の基地局機器から第２の解放コ
マンド（１１６、５１８、９１８）を受信するステップと、
　前記第２の解放コマンドが受信された、または第１の内部タイマが満了した場合、前記
無線機器との前記無線通信接続を終了するステップ（１１８）とを実行し、
　前記信号品質レポートは、前記無線機器と、前記第２の基地局装置のそれぞれとの間の
接続の品質評価を備え、前記第１の受渡し要求応答（５０６、９０６）は、前記第２の基
地局のいずれが前記代替の基地局であるかを指定することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記代替の基地局と前記無線機器の間の接続は、２番目に高い品質評価を有し、さらに
／または前記所望の基地局と前記無線機器の間の接続は、最高の品質評価を有する請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記所望の基地局装置および／または前記代替の基地局装置は、前記選択のために前記
品質信号レポートを使用する訓練される評価モジュールを使用して選択され、前記訓練さ
れる評価モジュールは、訓練データを使用して訓練されるように適合され、さらに前記訓
練データは、相次ぐ通信障害、または急速なハンドオーバ要求から、特定のセル境界位置
に基づいて自己学習機構によって生成された訓練データ、手作業で作成された訓練データ
、およびシミュレートされた訓練データのうちいずれか１つである請求項１または２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記信号品質レポートは、前記無線機器の位置をマップするための位置識別子を備え、
さらに前記訓練される評価モジュールは、前記所望の基地局装置および／または前記代替
の基地局装置を選択するために前記位置識別子を使用する請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージ（５０６、９０６）を備える場合
、前記第１の受渡し要求は、前記受渡し取消しメッセージの理由を示す原因値、および／
または前記代替の基地局装置を識別する基地局装置識別子を備える請求項３または４に記
載の方法。
【請求項６】
　前記信号品質レポートおよび前記第１の受渡し要求応答を使用して訓練データのセット
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を生成するステップと、
　訓練データのセットを使用して前記訓練される評価モジュールを更新するステップ（４
２６、５０８、８１６、９０８）とをさらに備える請求項３乃至５のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項７】
　基地局装置上で請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法を実行するためのマシン実
行可能命令を備えるコンピュータ・プログラム。
【請求項８】
　第１の基地局機器（３００、４０２、７０８、８２２）から無線機器（３１２、３１６
、３１８、４００、７００、７０２、７０４、８２０）との無線通信接続の受渡しを受け
取るために第２の基地局（４０６、４０８、７１２、７１４、８２６、８２８）装置を動
作させる方法であって、
　前記第１の基地局装置から第１の受渡し要求（２０２）を受信するステップであり、前
記第１の受渡し要求は、信号品質レポートを備え、前記信号品質レポートは、前記無線装
置と、前記無線機器の通信範囲内の各基地局装置との間の接続の品質評価を使用して生成
される、ステップと、
　前記第１の受渡し要求の前記信号品質レポートを使用する訓練される評価モジュールを
使用して第１の受渡し要求応答を生成するステップ（２０４）であり、前記第１の受渡し
要求応答は、受渡し肯定応答メッセージまたは受渡し取消しメッセージ（５０６、５０８
）のいずれかを備える、ステップと、
　前記第１の基地局に前記第１の受渡し要求応答を送信するステップ（２０６、２１０）
と、
　前記第１の受渡し要求応答が前記受渡し肯定応答メッセージを備える場合、前記無線機
器から第１の接続再構成完了（２１１）メッセージを受信するステップと、
　前記第１の接続再構成完了メッセージが受信された場合、前記無線機器を相手に前記無
線通信接続（２１２）を確立するステップと、
　前記第１の接続再構成完了メッセージが受信された場合、前記第１の基地局装置にコン
テキスト解放（２１４）を送信するステップと
を備える方法において、
　前記第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合、前記第１の受渡し
要求応答は、前記代替の基地局装置を識別する基地局装置識別子を備えることを特徴とす
る方法。
【請求項９】
　通信変化イベントがないか、所定の期間（４２２、８１２）にわたって前記無線通信接
続を監視するステップと、
　前記所定の期間内に前記通信変化イベントが生じた場合、前記信号品質レポートおよび
前記第１の受渡し要求応答を使用して訓練データのセットを生成するステップと、
　訓練データの前記セットを使用して前記訓練される評価モジュールを訓練するステップ
（４２６、８１６）とをさらに備え、
　前記通信変化イベントは、無線通信が失われること（４２４）、前記無線機器との前記
無線通信接続が異なる基地局装置に受け渡されるべきであることを示す前記無線機器から
の第２の信号品質レポート（８１４）の受信、前記無線通信接続が失われること、前記無
線通信接続の信号強度が失われること、および前記無線通信チャネルの前記信号の中のデ
ータの破損のいずれか１つである請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージ（５０６、９０６）を備える場合
、前記第１の受渡し要求は、前記受渡し取消しメッセージの理由を示す原因値を備える請
求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記信号品質レポートは、前記無線機器の位置を提供する全地球的航法衛星システム・
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データを備え、さらに／または前記信号品質レポートは、前記無線通信リンクを形成する
ために基地局装置によって使用される前記ビーム形成方法の測定データを備え、さらに／
または前記訓練される評価モジュールは、前記第１の受渡し要求応答を生成する目的で、
前記無線機器の位置、および移動の方向をマップするのに前記信号品質レポートを使用す
るために適合される請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　基地局装置上で請求項８乃至１１のいずれか１項に記載の方法を実行するためのマシン
実行可能命令を備えるコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信ネットワークの自己最適化に関し、詳細には、セルラ電話ネットワ
ークの自己最適化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動端末などの無線機器が１つのセルから別のセルに移る際、セル間の境界において無
線カバレッジに問題がある可能性がある。特定の境界位置でターゲット・セルへのハンド
オーバが回避されるべき現実のネットワーク環境における状況が存在する。そのような状
況は、例えば、移動端末が、ハンドオーバ直後に、ターゲット・セルのカバレッジ・ホー
ルに入り、新たな隣接セルへの迅速なハンドオーバが実行され得ない場合に生じる。
【０００３】
　例えば、移動端末が新たなセルに移る際、この端末は、その新たなセルとの無線接続が
失われる地域に突然に入る可能性がある。別の例では、移動端末が、事前定義されたハン
ドオーバ条件が満たされる場合に新たな隣接セルに、すなわち、通常、報告された最も強
い信号を有するセルに受け渡されることに成功し、その後、その新たな接続が、以前のセ
ル、または別の隣接セルにその接続が再びハンドオーバされる必要があるのに十分なだけ
弱くなる地域にすぐに移動する可能性がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４１３
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４２３
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．００
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、独立請求項において、第１の基地局を動作させる方法、第１の基
地局を動作させるためのコンピュータ・プログラム製品、第２の基地局装置を動作させる
方法、および第２の基地局装置を動作させるためのコンピュータ・プログラム製品を提供
する。本発明の実施形態が、従属請求項に記載される。
【０００６】
　本発明の実施形態は、データベースまたは訓練可能なソフトウェア・モジュールを使用
して、無線機器がいずれの基地局装置に無線機器の接続を受け渡されるべきかを評価する
ことによって、前述した問題に対処する。一部の実施形態において、ネットワークは、相
次ぐ無線障害または急速なハンドオーバが、データベースのために、または訓練可能なソ
フトウェア・モジュールを訓練するために使用されるデータの量を増加させるにつれ、よ
り良好なパフォーマンスを示す。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　解決されるべき技術的問題は、無線ネットワークにおける、特に３ＧＰＰ（第３世代パ
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ートナーシップ・プロジェクト）ＬＴＥ（ロング・ターム・エボリューション）移動アク
セス・ネットワークのための、システム・パフォーマンスを向上させ、ハンドオーバ障害
を最小限に抑え、さらに適していないハンドオーバを回避さえする自己検出－自己最適化
機構の使用に基づく。本発明の実施形態は、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷＩＭＡＸ）または
３ＧＰＰ２（ＣＤＭＡ２０００）などの他の無線ネットワークに適用されることも可能で
ある。
【０００８】
　既存の最良のソリューションは、ソース基地局がターゲット基地局からハンドオーバ成
功確認を受信した直後に、ターゲット基地局において移動端末に関して突然のハンドオー
バ障害が生じるシナリオを考慮しない。基地局という用語とセルという用語は同義として
使用され得る。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、ソース基地局が複数の隣接セルを端末のハンドオー
バのための候補として準備することができる可能性を明記している。しかし、これらの準
備は、ターゲット基地局がハンドオーバ成功を確認すると、他のすべての隣接セルに関し
て取り消される。別の可能性は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４１３およびＴＳ３６．４２３に
おいて規定される「ＵＥ履歴情報」情報要素の評価である。この場合、基地局は、或る移
動端末の滞在時間のような最後の滞在先のセル情報をハンドオーバ要求メッセージの中で
送信する。しかし、この情報は、相次ぐハンドオーバの場合にだけ役に立ち、特に、特定
のセル境界位置で生じる予期しない突然のハンドオーバ障害に関しては役に立たない可能
性がある。
【０００９】
　本発明の実施形態は、移動端末が、ターゲット・セル内に短い時間だけしか留まらず、
その後、特に、特定のセル境界位置で問題が生じる場合に、新たな隣接セルへの相次ぐハ
ンドオーバをすぐに実行する環境において、無線通信接続の品質を向上させることが可能
である。
【００１０】
　２つ以上の隣接セルの重なり合う区域内の無線条件は、境界区域における異なる位置に
おいて異なる可能性がある。境界区域の１つの位置において移動端末を１つのセルから別
のセルにハンドオーバすることが適切である可能性がある一方で、同一の境界区域の別の
位置において適切でない可能性がある。隣接セルの境界区域における問題のあるハンドオ
ーバ位置を検出するために、移動端末のハンドオーバ手順にかかわる基地局は、境界位置
ベースの情報を交換しなければならない。例えば、「ハンドオーバ要求」メッセージの中
に含められるＬＴＥによって規定された「ＵＥ履歴情報」情報要素を使用する場合には、
この情報は、移動端末の位置、および／または利用可能な場合、ソース・セルによって使
用される、例えば、角度に関する、ビーム形成パラメータ、および／または関与する移動
端末の座標のような他の位置ベースの情報の上にマップされ得る、ソース・セル／基地局
に向けて移動端末によって報告される隣接セルのセル識別子および信号強度測定を含まな
ければならない。セル識別子、および対応する測定された信号強度の交換は、検出された
すべての隣接セルに基づく、または少なくとも、或るしきい値が達せられているような隣
接セルだけ、すなわち、強度が上位のセルに基づくことが可能である。また、報告された
信号強度値を、対応するセル識別子と一緒に、または強度が上位のセルの識別子の格付け
だけと一緒に交換することも可能である。
【００１１】
　ターゲット基地局が、セル境界の何らかの特定の位置でハンドオーバに問題を検出する
と、ターゲット基地局は、要求されたさらなるハンドオーバを拒否することができる。例
えば、ハンドオーバに関して好ましいセルの物理セル識別子またはセルグループ識別子の
ような特定のパラメータによって強化された、拒否の原因、例えば、「別の隣接セルへの
ハンドオーバが推奨される」を含むことも可能な、ＬＴＥによって規定された「ハンドオ
ーバ準備失敗」メッセージを使用することによって。拒否は、或る境界区域に入る移動端
末が常に、ターゲット・セルのカバレッジ・ホールの中に失われる、またはそのような移
動端末が、リストアップされた隣接セルの１つに向けて即時にハンドオーバされることを
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解析した後に、送信される。
【００１２】
　無線機器は、本明細書では無線通信接続を受信することができるデバイスを相手に少な
くとも双方向無線通信を確立している任意の通信デバイスと定義される。無線機器の例に
は、セル電話機、ハンドヘルド無線機、ならびに無線ネットワークに接続されることが可
能な任意のコンピューティング・デバイスが含まれる。無線ネットワークにおける無線機
器を表すのに使用される一般的な用語は、「移動端末」である。
【００１３】
　基地局装置は、本明細書では、無線機器を相手に無線通信接続を確立するために、さら
に通信ネットワークへの無線機器のアクセスを提供するために適合されたデバイスと定義
される。例えば、通信ネットワークは、地球規模の無線／有線通信ネットワーク、公共地
上移動／固定ネットワーク、またはワールドワイドウェブであることが可能である。
【００１４】
　信号品質レポートは、本明細書では無線機器と、サービング基地局装置を含む基地局装
置の集まりとの間の接続の品質または強度を評価するのに使用され得る情報を含む、無線
機器からサービング基地局装置に送信されるレポートと定義される。無線通信接続の品質
評価は、特定の無線通信チャネルがどれだけ優れたパフォーマンスを示すと予期されるか
を格付けする値である。より高い品質評価は、本明細書では、その無線通信チャネルが、
より良好な接続を有することを意味するものと定義される。このことは、無線通信チャネ
ルが、より高いデータ転送速度におけるデータ伝送を可能にする、より強力な、より堅牢
な無線接続を有することを意味する。より良好な無線接続を使用している場合、より高い
データ損失または呼ドロップさえ回避され得る。信号品質レポートが、無線接続の絶対強
度の評価を与える場合、その評価は、いわゆる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）である。ま
た、基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）としても知られる送信元電力に対する受信電力の比が
使用されることも可能である。この評価は、データ・パケットまたは情報パケットの損失
を最小限に抑えるのにいずれの種類の変調スキームが使用され得るかを示す。また、基地
局装置のセットの各基地局装置に対する無線機器の位置を示す情報も、フィンガプリント
の種類を示す信号品質レポートに基づいて、ソース基地局装置によって使用され得る。別
の代替が、全地球的航法衛星システムのデータを使用することによる無線機器による絶対
座標の送信である。
【００１５】
　ｅＮＢは、「発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワークノードＢ」を表す頭字
語であり、基地局装置の実施形態である。ＵＥは、ユーザ機器を表す頭字語であり、無線
機器と均等である。ＲＬＦは、無線リンク障害を表す頭字語である。ＨＯは、ハンドオー
バを表す頭字語である。ＲＲＣは、無線リソース制御を表す頭字語である。ＲＣＣメッセ
ージは、とりわけ、無線通信接続の確立、接続、および解放のために使用される。
【００１６】
　訓練される評価モジュールは、訓練可能なソフトウェア・モジュールである。訓練され
る評価モジュールの一実施形態は、信号品質レポートおよび／または無線装置の位置を識
別する情報を使用して、無線機器が受け渡されるべき基地局装置を選択するために適合さ
れる。訓練される評価モジュールの別の実施形態は、信号品質レポートおよび／または無
線装置の位置を識別する情報を使用して、無線機器の受渡しを受け入れる、または拒否す
るために適合される。訓練される評価モジュールは、訓練可能なパターン認識モジュール
を使用して実施され得る。訓練可能なパターン認識モジュールは、様々な異なる方法を使
用して実施され得る。使用され得る異なる方法またはアルゴリズムの例が、主成分分析、
ニューラルネットワーク、ＣＮ２アルゴリズム、Ｃ４．５アルゴリズム、反復ダイコトマ
イザ（ＩＤ３）、最近傍探索アルゴリズム、単純ベイズ分類器アルゴリズム、ホログラフ
ィック連想メモリ、または知覚学習アルゴリズムである。訓練データは、相次ぐ通信障害
、または急速なハンドオーバ要求を考慮して、特定のセル境界位置に基づいて、自己学習
機構によって生成され得る。また、訓練データは、手作業で、またはシミュレーションを
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使用して生成されることも可能である。手作業で作成された訓練データおよび／またはシ
ミュレートされた訓練データは、ネットワークが最初に動作モードを開始する際に役立つ
可能性がある。訓練される評価モジュールは、データベースとして実施され、さらに／ま
たはデータベースを備えることも可能である。
【００１７】
　訓練される評価モジュールは、基地局装置のそれぞれが接続された単一のサイトにおい
て実施され得る。例えば、基地局装置は、連続した基地局装置への無線機器のハンドオー
バを制御する中央コンピュータにコンピュータ・ネットワークを介して接続され得る。ま
た、訓練される評価モジュールは、異なる基地局装置の間で分散されることも可能である
。訓練される評価モジュールが分散される場合、これらのモジュールは、協働しても、独
立して動作してもよい。これらのモジュールが協働する場合、これらのモジュールは、モ
ジュール間でメッセージをやりとりすることが可能であり、さらにデータベースまたは訓
練データを共有することが可能である。これらのモジュールが独立して動作する場合、各
基地局装置は、各基地局装置が認識している通信障害および／または急速なハンドオーバ
の情報を使用して訓練データを生成することが可能である。
【００１８】
　本発明は、無線機器との無線通信接続を第１の基地局機器から、第２の基地局装置の１
つに受け渡すために第１の基地局装置を動作させる方法を提供する。第２の基地局装置の
セットは、少なくとも、好ましい基地局装置と、代替の基地局装置とを備える。この方法
は、無線機器から信号品質レポートを受信することを備える。この信号品質レポートは、
様々な情報を備えることが可能である。信号品質レポートは、無線機器と報告される基地
局装置の間の接続の品質を評価するのに使用されることが可能であり、さらに移動端末の
位置の上にマップされるように使用されることも可能である任意の情報と定義される。信
号品質レポートは、無線機器と基地局装置の間の信号の強度の測定を含むことが可能であ
り、さらに信号品質レポートは、移動端末の位置と関係する情報を含むことも可能である
。例えば、基準信号受信電力であるＲＳＲＰ、すなわち基準信号受信品質であるＲＳＲＱ
が使用されることが可能である。基準信号の強度は、移動端末によって測定されて、報告
されることが可能である。位置は、ＧＮＳＳデータ、つまり、全地球的航法衛星システム
・データを使用して報告されることが可能である。ＧＮＳＳシステムの例が、いわゆるＧ
ＰＳまたは全地球測位システムである。また、信号品質レポートは、無線機器の位置およ
び速度に関する情報を含むことも可能である。また、信号品質レポートは、位置、および
移動の方向に関する情報を含むことも可能である。信号品質レポートは、無線機器と、第
２の基地局装置のそれぞれ、ならびに第１の基地局装置との間の接続の品質評価を備える
。信号品質レポートは、潜在的な接続がどれだけ良好であるかを評価するのに使用され、
さらにいずれの接続が行われるべきかを決定するのに使用される。この方法は、第１の基
地局装置の信号品質と比較された第２の基地局装置の各基地局装置の品質評価を使用して
、好ましい基地局を選択することをさらに備える。
【００１９】
　この方法は、その好ましい基地局装置に第１の受渡し要求を送信することをさらに備え
る。第１の受渡し要求は、信号品質レポートを備える。第１の受渡し要求内に含まれる信
号品質レポートは、第１の基地局によって受信された完全なデータを含むことが可能であ
り、あるいはそのデータは、縮約される、または要約されることも可能である。例えば、
第１の受渡し要求内の信号品質レポートは、いくつかの基地局装置に関する情報が、それ
らの装置の電力評価または品質評価が或るしきい値を下回る場合に、受渡しの候補ではな
い場合、取り除かれていることが可能である。また、第１の基地局は、信号品質レポート
に対する計算、またはセル・グローバル識別子による物理セル識別子の置換えを実行する
ことも可能である。これらの計算が、信号品質レポートからの生のデータの代わりに送信
されることも可能である。この方法は、好ましい基地局装置から第１の受渡し要求応答を
受信することをさらに備える。この時点で、第１の基地局から好ましい基地局装置にメッ
セージが送信されている。
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【００２０】
　次に、好ましい基地局が、受渡しが開始されるべきか、または取り消されるべきかを第
１の基地局に知らせる応答メッセージを送信する。第１の受渡し要求応答は、受渡し肯定
応答メッセージまたは受渡し取消しメッセージを備える。受渡し肯定応答メッセージは、
その無線通信接続を好ましい基地局に受け渡すことを進めるよう第１の基地局に知らせる
。受渡し取消しメッセージは、その無線通信接続を好ましい基地局に受け渡すことを進め
ないよう第１の基地局に知らせる。この事例では、その無線通信接続を代替の基地局装置
に受け渡すために、代替の基地局との通信が開始される。この方法は、受渡し要求応答が
受渡し肯定応答メッセージを備える場合、第１の接続再構成要求を無線機器に送信するこ
とをさらに備える。第１の接続再構成要求は、その無線通信接続が好ましい基地局装置に
受け渡されることを無線機器に知らせる。この方法は、第１の接続再構成要求が送信され
た場合、好ましい基地局装置から第１の解放コマンドを受信することをさらに備える。こ
のコマンドは、好ましい基地局装置と無線機器の間で通信が確立されることに成功したこ
とを第１の基地局装置に告げる、好ましい基地局装置から第１の基地局装置へのメッセー
ジである。この方法は、第１の解放コマンドが受信された場合、無線機器に従って対応す
る通信接続を終了することをさらに備える。この時点で、無線通信接続は、第１の基地局
装置から、好ましい基地局装置に受け渡されることに成功している。好ましい基地局装置
は、いくつかの異なる仕方で特定されることが可能である。通常、報告されるＲＳＲＰ値
が、好ましい基地局装置を選択し、さらに代替の基地局装置のセットの各基地局装置を格
付けするのに使用される。
【００２１】
　この方法は、受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合、代替の基地局装
置に第２の受渡し要求を送信することをさらに備える。このステップで、第１の基地局装
置は、無線通信接続を第１の基地局装置から代替の基地局装置に受け渡そうとして、代替
の基地局装置を相手に接続を行っている。この方法は、第２の受渡し要求が送信された場
合、代替の基地局装置から第２の受渡し要求応答を受信することをさらに備える。第２の
受渡し要求応答は、受渡し肯定応答メッセージまたは受渡し取消しメッセージを備える。
この方法は、第２の受渡し要求応答が受渡し肯定応答メッセージを備える場合、無線機器
に第２の接続再構成要求を送信することをさらに備える。第２の接続再構成要求は、第１
の基地局装置から代替の基地局装置に無線通信接続を移すよう無線機器に命令する。この
方法は、第２の接続再構成要求が送信された場合、代替の基地局装置から第２の解放コマ
ンドを受信することをさらに備える。この方法は、第２の解放コマンドが受信された場合
、無線機器に従って対応する通信接続を終了することをさらに備える。
【００２２】
　別の実施形態において、第１の受渡し要求応答は、第２の基地局のうちいずれが代替の
基地局であるかを指定する。この実施形態は、好ましい基地局装置が、無線機器の無線通
信接続が受け渡されるべき最良の第２の基地局を特定することができるデータベースまた
は訓練される評価モジュールを有することが可能であるため、有利である。
【００２３】
　別の実施形態において、代替の基地局と無線装置の間の接続は、２番目に高い品質評価
を有する。この実施形態は、その品質評価が代替の基地局を直接に選択するのに使用され
得るため、有利である。
【００２４】
　別の実施形態において、好ましい基地局と無線装置の間の接続は、最高の品質評価を有
する。この実施形態は、その品質評価が好ましい基地局装置を特定するのに使用され得る
ため、有利である。
【００２５】
　別の実施形態において、好ましい基地局装置は、訓練される評価モジュールを使用して
選択される。訓練される評価モジュールは、訓練データを使用して訓練されるように適合
される。訓練データは、本明細書では、訓練可能なソフトウェア・モジュールを訓練する
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のに使用される任意のデータまたは例と定義される。
【００２６】
　別の実施形態において、第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合
、第１の受渡し要求応答は、訓練データも備える。この方法は、第１の受渡し要求応答の
中の訓練データで訓練される評価モジュールを更新するステップをさらに備える。このこ
とは、システムが、第１の基地局装置と好ましい基地局装置の間の接続を使用して、良好
な接続が見出される効率を向上させることができるため、有利である。
【００２７】
　別の実施形態において、第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合
、第１の受渡し要求は、受渡し取消しメッセージの理由を示す原因値を備える。
【００２８】
　別の実施形態において、第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合
、第１の受渡し要求は、代替の基地局装置を識別する基地局装置識別子を備える。
【００２９】
　別の実施形態において、この方法は、信号品質レポートおよび第１の受渡し要求応答を
使用して訓練データのセットを生成するステップをさらに備える。この方法は、訓練デー
タのセットを使用して訓練される評価モジュールを更新することをさらに備える。この実
施形態は、第１の受渡し応答要求が、好ましい基地局への無線機器の受渡しが拒否された
ことを示す場合、訓練される評価モジュールが、この受渡しを再び行わないように訓練さ
れ得るため、有利である。
【００３０】
　別の態様において、本発明は、基地局装置上で前述の主張のいずれか１つの主張の方法
を実行するためのマシン実行可能命令を備えるコンピュータ・プログラム製品を提供する
。基地局装置は、コンピュータ・システム、マイクロプロセッサ、および／またはマイク
ロコントローラを備える。このことは、マシン実行可能コードが受渡し手順を自動化する
ために使用され得るため、有利である。
【００３１】
　別の態様において、本発明は、第１の基地局機器から無線機器との無線通信接続の受渡
しを受け取るために第２の基地局装置を動作させる方法を提供する。この方法は、第１の
基地局装置から第１の受渡し要求を受信することを備える。第１の受渡し要求は、信号品
質レポートを備える。信号品質レポートは、セル識別子、および／または無線機器の通信
範囲内の無線機器と基地局装置のそれぞれの間の接続の品質評価を使用して生成される。
セル識別子、および／または無線機器と基地局のそれぞれの間の接続の品質評価について
は、前段で説明した。
【００３２】
　この方法は、第１の受渡し要求を使用して、訓練される評価モジュールを使用して第１
の受渡し要求応答を生成することをさらに備える。第１の受渡し要求応答は、受渡し肯定
応答メッセージまたは受渡し取消しメッセージを備える。訓練される評価モジュールにつ
いては、前段で説明した。第１の基地局と第２の基地局の両方に訓練される評価モジュー
ルが存在する実施形態において、それらの訓練される評価モジュールは、同一であるとと
もに、同一のコンピュータ・システム上にあることが可能であり、あるいはそれらのモジ
ュールは、個々の基地局装置にわたって分散されることが可能である。この方法は、第１
の受け渡し要求応答を大の基地局に送信することをさらに含む。この方法は、第１の受渡
し要求応答が受渡し肯定応答メッセージを備える場合、無線機器から第１の接続再構成完
了メッセージを受信することをさらに備える。第１の接続再構成完了メッセージは、無線
機器が自らを適切に再構成していることを第２の基地局に知らせる無線機器からのメッセ
ージである。この方法は、第１の接続再構成完了メッセージが受信された場合、無線機器
を相手に無線通信接続を確立することをさらに備える。この時点で、無線通信接続は、第
１の基地局装置から第２の基地局装置に受け渡されることに成功している。この方法は、
第１の接続再構成完了メッセージが受信された場合、第１の基地局装置にコンテキスト解
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放メッセージを送信することをさらに備える。
【００３３】
　また、第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを含むことも可能である。この
場合、無線機器の無線通信接続は、第２の基地局装置に受け渡されない。受渡し取消しメ
ッセージは、第１の基地局装置によって、第１の基地局装置が、代替の基地局装置に無線
機器を受け渡すように試みるべきものとして使用される。
【００３４】
　別の実施形態において、この方法は、通信変化イベントがないか所定の期間にわたって
無線通信接続を監視するステップをさらに備える。通信変化イベントは、本明細書では、
無線通信接続に望ましくない任意のイベントとして定義される。例は、接続が失われるこ
と、接続の品質の低下、例えば、信号強度が失われること、または信号の中のデータが壊
れていること、または別の基地局に急速に再び受け渡されることを求めるハンドセットか
らの要求である。この方法は、その所定の時間内に通信変化イベントが生じた場合、信号
品質レポートおよび第１の受渡し要求応答を使用して、訓練データのセットを生成するス
テップをさらに備える。このことは、その所定の時間内に通信変化イベントが生じた場合
、そのことは、第２の基地局に無線装置の通信接続を受け渡すことが有利ではないことを
示すため、有利である。この場合、訓練データは、次に、評価モジュールを更新するのに
使用される。この方法は、訓練データのセットで訓練される評価モジュールを訓練するス
テップをさらに備える。
【００３５】
　別の実施形態において、通信変化イベントは、無線通信が失われることである。
【００３６】
　別の実施形態において、通信変化イベントは、無線機器との無線通信接続が異なる基地
局装置に受け渡されるべきことを示す、無線機器からの第２の信号品質レポートの受信で
ある。この実施形態は、それが、通信接続が異なる基地局装置に余りにもすぐに受け渡さ
れる必要があることを示すため、有利である。次に、訓練される評価モジュールが、その
ことが再び生じるのを防止する情報で更新されることが可能である。
【００３７】
　別の実施形態において、第１の受渡し要求応答は、受渡し取消しメッセージを備える。
【００３８】
　別の実施形態において、第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合
、第１の受渡し要求応答は、信号品質レポートを使用して生成された訓練データのセット
を備える。このことは、訓練データが、第１の基地局装置内の訓練される評価モジュール
に送信され得るため、有利である。
【００３９】
　別の実施形態において、第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合
、第１の受渡し要求は、受渡し取消しメッセージの理由を示す原因値を備える。
【００４０】
　別の実施形態において、第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合
、第１の受渡し要求は、代替の基地局装置を識別する基地局装置識別子を備える。
【００４１】
　別の実施形態において、第１の受渡し要求応答が受渡し取消しメッセージを備える場合
、第１の受渡し要求応答は、無線通信接続が受け渡されるべき代替の基地局装置を指定す
る。この実施形態は、無線通信接続が受け渡されるべき最適な基地局装置が、必ずしも、
２番目に高い品質または信号強度評価を有さない可能性があるため、有利である。
【００４２】
　別の実施形態において、信号品質レポートは、全地球的航法衛星システム・データを備
える。この実施形態は、無線装置の位置が、受渡しが行われるべき最良の基地局装置を評
価するのに使用され得るため、有利である。
【００４３】
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　別の実施形態において、信号品質レポートは、例えば、無線通信方法に関して第１の基
地局によって使用される角度に関して、ビーム形成方法の測定データを備える。この実施
形態は、ビーム形成方法が無線機器の位置を概算するのに使用され得るため、有利である
。
【００４４】
　別の実施形態において、訓練される評価モジュールは、第１の受渡し要求応答を生成す
る目的で、無線機器の位置、および移動の方向をマップするのに信号品質レポートを使用
するために適合される。このことは、接続の品質評価を使用することが、無線通信接続が
受け渡されるべき最良の基地局装置がいずれであるかについて誤認を生じる可能性がある
地域を識別するのに、位置、および移動の方向が使用され得るため、有利である。
【００４５】
　別の態様において、本発明は、第１の基地局装置から無線機器との無線通信接続の受渡
しを受け取るために第２の基地局装置を動作させる方法を実行するためのマシン実行可能
命令を備えるコンピュータ・プログラム製品を提供する。
【００４６】
　別の態様において、本発明は、本発明の方法の実施形態のいずれか１つを実行するため
に適合された基地局装置を提供する。
【００４７】
　以下に、本発明の好ましい実施形態を、単に例として、図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】第１の基地局を動作させるための方法の実施形態を示す流れ図である。
【図２】無線接続の受渡しのために第１の基地局によって選択されている第２の基地局を
動作させるための方法の実施形態を示す流れ図である。
【図３】或るセル境界位置における１つの基地局装置から別の基地局装置への無線機器の
ハンドオフの直後にリンク障害が生じる状況を示す図である。
【図４】無線機器と対応する基地局の間のハンドオーバ手順に関するメッセージのフロー
、および或るセル境界位置に関する無線リンク障害が、第２の基地局装置内のタイマを使
用して、どのように検出され得るかを示す図である。
【図５】無線通信接続の受け渡しが、或るセル境界位置における以前の無線リンク障害の
ために第２の基地局装置によって拒否されていることに関するメッセージのフローを示す
図である。
【図６】第１の基地局装置が、或るセル境界位置に関する以前の無線リンク障害によって
もたらされた第２の基地局から受信されたハンドオーバ拒否の助けを借りて、最高の信号
品質評価を有さない第２の基地局装置を選択する場合のメッセージのフローを示す図であ
る。
【図７】或るセル境界位置において２つの基地局装置の間で無線機器が受け渡された直後
に急速なハンドオーバが行われる状況を示す図である。
【図８】メッセージのフロー、ならびにタイマを使用して或るセル境界位置に関して、急
速なハンドオーバがどのように決定され得るかを示す図である。
【図９】無線通信接続が、或るセル境界位置における急速なハンドオーバのために第２の
基地局装置によって拒否されている場合のメッセージのフローを示す図である。
【図１０】第１の基地局装置が、或るセル境界位置における以前の急速なハンドオーバに
よってもたらされた第２の基地局から受信されたハンドオーバ拒否の助けを借りて、最高
の信号品質評価を有さない第２の基地局装置を選択する場合のメッセージのフローを示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　これらの図における同様の符号が付けられた要素は、同一の要素である、または同一の
機能を実行する。前の図で説明された要素は、機能が同一である場合、後の図において必
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ずしも説明されない。
【００５０】
　図１は、第２の基地局装置のセットの１つの基地局装置に無線機器との無線通信接続を
受け渡すために第１の基地局を動作させる方法の実施形態に関する流れ図を示す。ステッ
プ１００は、方法の開始である。ステップ１０２は、信号品質レポートを受信することで
ある。信号品質レポートは、無線機器と第２の基地局装置のそれぞれの間の接続の品質評
価または測定を含む。この品質評価または測定は、異なる第２の基地局装置に対する無線
装置の位置の測定であることが可能であり、あるいは信号強度の測定、または送信元電力
に対する電力の比であることが可能である。ステップ１０４で、好ましい基地局が選択さ
れる。好ましい基地局は、第２の基地局装置のそれぞれの品質評価を使用して選択される
ことが可能である。次のステップは、好ましい基地局装置に第１の受渡し要求を送信する
ステップ１０６である。第１の受渡し要求は、無線装置の位置をマップするための情報を
提供する位置識別子を指定することが可能である。位置識別子は、無線装置の位置を指定
することが可能であり、あるいはマッピングであることが可能である。例えば、範囲内の
様々な基地局装置の信号強度が、これらの信号強度の以前の知識と併せて、そのようなマ
ッピングを構築するのに使用され得る。
【００５１】
　ステップ１０６は、好ましい基地局装置に無線機器を受け渡すことを求める第１の基地
局による要求である。次のステップで、第１の受渡し要求応答が、好ましい基地局から受
信される。受渡し肯定応答メッセージまたは受渡し取消しメッセージのいずれかが、第１
の受渡し応答要求で受信される。受渡し肯定応答メッセージの場合、無線通信は、第１の
基地局から好ましい基地局に受け渡される。この場合、次のステップは、無線機器に第１
の接続再構成要求を送信することであるステップ１２４である。次のステップは、好まし
い基地局装置から第１の解放コマンドを受信することであるステップ１２６である。第１
の解放コマンドは、好ましい基地局が、無線機器を相手に無線通信接続を確立したという
通知である。次のステップで、第１の基地局が、無線機器との無線通信接続を終了する。
無線通信接続の終了は、基地局装置が無線機器に提供する通信ネットワークへの接続の終
了を含むことが可能である。ステップ１３０は、このステップの後であり、ステップ１３
０が方法の終了である。ステップ１０８は、第１の受渡し要求応答を受信することであっ
た、受渡し取消しメッセージが受信された場合、次のステップは、第２の受渡し要求を送
信することである１１０である。第２の受渡し要求もやはり、無線装置の位置をマップす
るための情報を提供する位置識別子を指定することが可能である。第２の受渡し要求は、
代替の基地局装置に送信される。次のステップは、第２の受渡し要求応答を受信するステ
ップ１１２である。第１の受渡し要求応答１０８の場合と同様に、第２の受渡し要求応答
１１２も２つの可能性を有する。この場合も、その２つの可能性は、受渡し肯定応答メッ
セージ、または受渡し取消しメッセージのいずれかを受信することである。取消し受渡し
メッセージの場合、第１の基地局は、さらなる基地局装置１２２に受渡しを行おうと試み
る。肯定応答された受渡しメッセージの場合、次のステップは、第２の接続再構成要求を
送信することである１１４である。次のステップは、代替の基地局から第２の解放コマン
ドを受信することであるステップ１１６である。次のステップは、無線機器１１８との無
線接続を終了することであるステップ１１８である。この場合も、無線通信接続の終了は
、基地局装置が無線機器に提供する通信ネットワークの接続の終了を含むことが可能であ
る。この時点で、無線通信接続は、代替の基地局装置に受け渡されることに成功している
。
【００５２】
　図２は、第２の基地局装置を動作させる方法の或る実施形態を、流れ図の形態で示す。
無線機器との無線通信接続の第１の基地局機器からの受け渡しが、この流れ図に示される
。ステップ２００は、方法の開始である。ステップ２０２は、第１の基地局装置から第１
の受渡し要求を受信することである。第１の受渡し要求は、信号品質レポートを備えるこ
とが可能であり、信号品質レポートは、前述したとおり、無線機器と、無線機器の通信範
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囲内の基地局装置のそれぞれとの間の接続の品質評価を使用して生成される。また、第１
の受渡し要求は、無線装置の位置をマップするための情報を提供する位置識別子を備える
ことも可能である。次のステップは、第１の受渡し要求応答を生成することであるステッ
プ２０４である。第１の受渡し要求応答は、第１の受渡し要求を使用して、訓練された評
価モジュールを使用して生成される。第１の受渡し要求応答は、受渡し肯定応答メッセー
ジまたは受渡し取消しメッセージのいずれかを備える。受渡し肯定応答メッセージの場合
、次のステップは、受渡し肯定応答メッセージを有する第１の受渡し要求応答を第１の基
地局２１０に送信することである。次のステップは、無線機器を相手に無線通信接続を確
立することであるステップ２１２である。次のステップは、ステップ２１４であり、ステ
ップ２１４は、第１の基地局にコンテキスト解放メッセージを送信することである。ステ
ップ２１４の後、次のステップは、方法の終了である２１６である。しかし、第１の受渡
し要求応答が受渡し取消しメッセージを含んでいた場合、ステップ２０４後の次のステッ
プは、ステップ２０６である。ステップ２０６は、受渡し取消しメッセージを有する第１
の受渡し要求応答を送信することである。第１の受渡し要求応答は、受渡し取消しメッセ
ージの理由を示す原因値を備えることが可能である。また、第１の受渡し要求応答は、無
線機器が受け渡されるべき代替の基地局装置を識別するのに使用されることが可能な基地
局装置識別子を備えることも可能である。この時点で、第２の基地局は、無線機器の受渡
しを拒否している。次のステップは、方法の終了であるステップ２０８である。
【００５３】
　図３は、無線機器が、位置３１２、３１６、３１８を通って１つの基地局装置から第２
の基地局装置に移動する状況を示す。図３は、基地局装置Ａ３００、基地局装置Ｂ３０４
、および基地局装置Ｃ３０８を示す。線３０２は、基地局装置Ａ３００の無線カバレッジ
の範囲の境界である。線３０６は、基地局装置Ｂ３０４のカバレッジの範囲の境界である
。線３１０は、基地局装置Ｃのカバレッジの範囲の境界である。この例示において、これ
らの基地局装置は、ｅＮＢである。最初、無線機器は、位置３１２にある。その後、無線
機器は、基地局装置Ａのカバレッジの境界３０２に向かって移動する。地点３１６で、こ
の機器は、基地局装置Ｂ３０４の制御に受け渡される。無線機器が地域３２０に入ると、
無線機器は、３１８で、基地局装置Ｂ３０４との通信を失う。この図は、無線機器の相対
位置が知られている場合に、無線リンク障害を正確に予測することができる必要性を示す
。カバレッジ・ホール３２０が、基地局装置Ａ３００によってあらかじめ知られている場
合、無線機器３１２、３１６、３１８を、基地局装置Ｂ３０４ではなく基地局装置Ｃ３０
８に受け渡すことができた可能性がある。
【００５４】
　図３から図１０に示される実施形態において、無線機器は、移動端末またはＵＥである
。基地局装置は、ｅＮＢによるサービスを受けるセルである。
【００５５】
　図３で、ソース・セル（基地局装置Ａ３００）からターゲット・セル（基地局装置Ｂ３
０４）によって受信されるハンドオーバ準備要求が、接近しているＵＥ座標、ソース・セ
ルの使用されるビーム形成パラメータ、他の利用可能な候補セルの信号強度、または利用
可能な最高強度の隣接セル（２番目に高い強度のセルとしてのセルＣ３０８のような）の
格付けに関して、さらなる情報を含む場合、境界位置が差別化されることが可能である。
このため、位置ベースの情報は、境界における特定の位置についてのヒントをもたらす他
の任意の情報から成ることが可能である。その情報を使用することによって、問題のある
セル境界区域を有するターゲット・セルは、その境界位置においてだけ、ソース・セルか
ら来るハンドオーバを回避することができる。
【００５６】
　ソース・セルがターゲット・セルから定性的フィードバックを受信する場合に、すなわ
ち、ターゲット・セルが、ハンドオーバ準備失敗メッセージの中に、原因値、例えば、「
別の隣接セルへのハンドオーバが推奨される」を含め、さらに良いことには、例えば、セ
ル識別子、例えば、物理的セルＩＤまたはセル・グローバルＩＤを示すことによって、い
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ずれの候補セルがハンドオーバのために選択されるべきかの情報を含める場合、改良され
たソリューションが実現されることが可能である。すると、ソース・セルは、拒否するタ
ーゲット・セルによって推奨されるセルに向けてのハンドオーバを直接に要求することが
できる。後に、ターゲット・セルからの受信されたフィードバックを、ＵＥ測定レポート
／信号品質レポートと併せて解析する、さらなる自己学習アルゴリズムが、ソース・セル
において実施される場合、ソース・セルは、他の何らかの適切な隣接セルへの直接のハン
ドオーバを決定することができる。
【００５７】
　図３は、３つの基地局装置（セル）３００、３０４、３０８に基づく、想定されるネッ
トワーク・シナリオを示す。これらのセルのカバレッジ・エリアは、或る地域３１６内で
重なり合い、これらのセルのうち１つのセルのカバレッジ・ホール３２０は、地形学的環
境によって、例えば、山、または大きい建物の陰に入って、もたらされる可能性がある。
カバレッジ・ホールは、無線アクセス・ネットワークが無線条件の点で最適化される大規
模な計画段階の後でさえ、現実の展開において存在する可能性がある。
【００５８】
　図３に示されるとおり、セルＡ３００からセルＢ３０４に向かって移動し、セルＢ３０
４を相手にハンドオーバを実行することに成功する移動端末（ＵＥ＝ユーザ機器または無
線機器）３１２を考慮されたい。しかし、セルＢ３０４によってセルＡ３００に向けて示
されるハンドオーバ成功の直後に、ＵＥ３１８は、セルＢ３０４のカバレッジ・ホール３
２０の中に落ち、無線リンク障害（ＲＬＦ）に直面する。ＲＬＦの後、さらに標準の手順
を経た後、ＵＥ３１８は自らをセルＣ３０８に接続する。セルＢ３０４が、セルＢ３０４
がセルＡ３００の境界近くにカバレッジ・ホールを有し、さらにそこから来るＵＥ３１２
が、常に、またはほとんどの場合にＲＬＦに直面することを知った場合、セルＢ３０４は
、セルＡ３００から生じるハンドオーバ要求を取り消さなければならない。しかし、セル
Ａ３００からセルＢ３０４に向かって移動しているＵＥ３１２、３１４に従って利用可能
な境界位置情報は、全く存在しない。したがって、図３に示されるように、セルＡ３００
から生じるハンドオーバ要求を取り消すことは、カバレッジ・ホールがセルＡ３００との
セルＢ３０４の共通の境界区域全体に影響を与えるわけではないので、完璧なソリューシ
ョンではない。セルＡ３００とセルＢ３０４の間のセル境界のその他の部分から来るＵＥ
は、そのような問題に直面しない。このため、ハンドオーバ中にセルＡ３００とセルＢ３
０４の間で位置ベースの境界情報が交換される場合、セルＢ３０４は、自己学習アルゴリ
ズムに基づいて、セルＡ３００から来る専用のハンドオーバ要求を拒否することを決定す
ることができる。
【００５９】
　図３に示される例示的なシナリオにおいて、境界位置は、セルＢ３０４によってセルＡ
３００から受信されたハンドオーバ準備要求が、２番目に高い強度のセルとしてセルＣ３
０８についての情報を含む場合、差別化されることが可能である。セルＢ３０４における
自己学習アルゴリズムの助けを借りて、セルＢ３０４は、セルＣ３０８を２番目に高い強
度のセルとして有するセルＡ３００から来るハンドオーバが、大抵、ＲＬＦに直面すると
解析することができる。このため、セルＡ３００が、セルＣ３０８を二番目に高い強度の
セルとして含むＵＥに関して、セルＢ３０４にハンドオーバ準備要求を送信した場合、セ
ルＢ３０４は、それらのハンドオーバを拒否する。セルＡ３００が、セルＣ３０８を二番
目に高い強度のセルとして含まないＵＥに関してハンドオーバを準備する場合、セルＢ３
０４は、それらのハンドオーバを受け入れる。
【００６０】
　図４は、検出タイマ４２２を使用する無線リンク障害４２４の検出を示す。図４は、メ
ッセージのフローの助けを借りた、無線機器４００、基地局装置Ａ４０２、基地局装置Ｂ
４０６、および基地局装置Ｃ４０８の間の通信を示す。第１の通信は、無線機器４００か
ら基地局装置Ａ４０２に対してである。測定レポート４１０は、基地局装置Ｂが最高強度
の信号であり、基地局装置Ｃ４０８が２番目に高い強度の信号を有することを示す。次に
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、ハンドオーバ要求４１２が、基地局装置Ａ４２０から基地局装置Ｂ４０６に送信される
。ステップ４１４で、基地局装置Ｂから基地局装置Ａ４０２にハンドオーバ要求肯定応答
が送信される。次に、基地局装置Ａ４０２が、ＲＲＣ接続再構成メッセージ４１６を無線
機器４００に送信する。次に、無線機器４００が、基地局装置Ｂ４０６にＲＲＣ接続再構
成完了メッセージ４１８を送信する。次に、基地局Ｂ４０６が、基地局装置Ａ４０２に無
線機器コンテキスト解放メッセージ４２０を送信する。この時点で、無線リンク障害検出
タイマ４２２が開始される。検出タイマ４２２が活性である時間中、無線リンク障害４２
４イベントが生じる。４２６は、このタイマが満了し、無線機器４００からの接触が全く
なかったことを示す。この時点で、基地局装置Ｂ４０６において統計が更新され、無線機
器４００が、基地局装置Ｂ４０６ではなく、基地局装置Ｃ４０８に受け渡されるべきであ
ったことを示す訓練データが生成される。その障害に対して統計試験が実行されて、訓練
データが生成されるべきかどうかが判定されてもよい。例えば、単一回の障害だけが生じ
た場合、その障害は、事業者、および／または無線機器の測位に起因する可能性がある。
複数回の障害が生じ、障害の回数が統計的に有意である場合、訓練データは、生成される
。
【００６１】
　図４は、図３によって表される状況に直面しているＵＥ４００、セルＡ４０２のｅＮＢ
（３ＧＰＰ　ＬＴＥによって規定される基地局の名称）、およびセルＢ４０６のｅＮＢの
間のハンドオーバ・プロセス中の可能なメッセージ交換を示す。このメッセージ・フロー
は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．００における規定されるハンドオーバ手順に基づく（関係のあ
るメッセージだけが図２に示される）。セルＢ４０６は、例えば、特別なタイマを設定す
ることによって、セルＡ４０２との問題のある境界位置について知ることができる。
【００６２】
　図５は、基地局装置Ｂ４０６による、基地局装置Ａ４０２から基地局装置Ｂ４０６への
無線機器４００の受渡しの拒否を示す。この図では、基地局装置Ａ４０２、基地局装置Ｂ
４０６、および基地局装置Ｃ４０８、ならびに無線機器４００が存在する。第１のステッ
プで、無線機器４００が、基地局装置Ｂが最高強度の信号を有すること、および基地局装
置Ｃが２番目に高い強度の信号を有することを示す測定レポート５００を、基地局装置Ａ
４０２に送信する（５００）。次に、基地局装置Ａ４０２が、基地局装置Ｂ４０６にハン
ドオーバ要求５０２を送信する。ハンドオーバ要求５０２は、次に高い強度の基地局装置
信号が基地局装置Ｃ４０８からであることも示す。統計が、ステップ５０４で訓練される
評価モジュールを使用して評価される。訓練される評価モジュールは、無線機器４００が
、代わりに基地局装置Ｃ４０８に受け渡されるべきであると決定する。次に、基地局装置
Ｂが、基地局装置Ａ４０２にハンドオーバ準備失敗メッセージ５０６を送信する。基地局
装置Ａ４０２が、このメッセージを受信し、このハンドオーバ取消しに関する統計を更新
する（５０８）。次に、この情報を使用して、訓練される評価モジュールを訓練するのに
使用される訓練データが生成される。次に、基地局装置Ａ４０２が、基地局装置Ｃ４０８
にハンドオーバ要求を送信する。次に基地局装置Ｃ４０８が、基地局装置Ａ４０２にハン
ドオーバ要求肯定応答メッセージ５１２を送信する。次に、基地局装置Ａが、無線機器４
００にＲＲＣ接続再構成メッセージ５１４を送信する。次に、無線機器４００が、基地局
装置Ｃ４０８にＲＲＣ再構成完了５１６メッセージを送信する。次に、基地局装置Ｃ４０
８が、基地局装置Ａ４０２に無線機器コンテキスト解放メッセージ５１８を送信する。
【００６３】
　図５で、セルＢ４０６が、問題を検出し、セルＣ４０８にハンドオーバを実行すること
の推奨を含むハンドオーバ準備失敗メッセージをセルＡ４０２に送信することによって、
それらのハンドオーバを拒否することが示される。次に、セルＡ４０２が、この推奨を受
け入れ、セルＣ４０８に向けてハンドオーバ準備を試みる。
【００６４】
　図６は、無線装置４００と基地局装置Ａ４０２の間の無線通信接続の受渡しのために、
基地局装置Ｂ４０６の代わりに（Ｂが最高強度のセルであるものの）、基地局装置Ｃ４０
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８を選択することを示す。第１のステップで、基地局装置４００から基地局Ａ４０２に測
定レポートが送信される。ステップ６０２で、ハンドオーバ要求が、訓練される評価モジ
ュールによって評価される。訓練される評価モジュールが、基地局Ｂ４０６への受渡しを
拒否し、代わりに、基地局装置Ｃ４０８に無線機器４００を受け渡す手順を開始する。次
のステップで、基地局装置Ａ４０２が、基地局装置Ｃ４０８にハンドオーバ要求メッセー
ジ６０４を送信する。次に、基地局装置Ｃ４０８が、基地局装置Ａ４０２にハンドオーバ
要求肯定応答６０６を送信する。次に基地局装置Ａが、無線機器４００にＲＲＣ接続再構
成メッセージ６０８を送信する。次に、無線機器が、基地局装置Ｃ４０８にＲＲＣ接続再
構成完了メッセージ６１０を送信する。次に、基地局装置Ｃが、基地局装置Ａ４０２に無
線機器コンテキスト解放メッセージ６１２を送信する。
【００６５】
　さらに、セルＡ４０２が、セルＢ４０６のフィードバックから学習もする。図６で、Ｕ
Ｅ４００が、セルＢ４０６をハンドオーバ候補として有し、さらにセルＣ４０８を２番目
に高い強度のセルとして有するハンドオーバ要求６０４をセルＡ４０２に送信すると、セ
ルＡ４０２が、問題を検出し、セルＢ４０６の代わりにセルＣ４０８に直接にハンドオー
バ準備要求を送信することが示される。
【００６６】
　ハンドオーバ準備中の位置ベースの情報、および２つのセル間で伝送される対応するフ
ィードバックは、他のアプローチのために、例えば、ＵＥ４００がホット・スポットを通
って移動することによって、またはＵＥ４００が、図７に示されるとおり、小さい遷移セ
ルを通って移動することによって生じる短い滞在時間を回避するのに使用されることも可
能である。これらの状況もやはり、通常の都市部の展開において非常に一般的である。
【００６７】
　図７は、無線機器７００、７０２、７０４が、どのように基地局装置の無線範囲に短い
間、入り、その後、その範囲を再びすぐに離れることが可能であるかを示す図である。基
地局装置Ａ７０８が、基地局装置Ａ７０８の無線カバレッジの境界７１０とともに示され
る。基地局装置Ｂ７１４が、基地局装置Ｂ７１４の無線カバレッジの境界７１６とともに
示される。基地局装置Ｃ７１２が、基地局装置Ｃ７１２の無線カバレッジの境界７１８と
ともに示される。無線機器７００、７０２、７０４は、いくつかの異なる位置に示される
。最初、無線機器７００は、基地局装置Ａ７０８の無線範囲だけに入っている。無線機器
７００が経路７０６上の移動するにつれ、無線機器７００は、基地局装置Ｃ７１２の無線
範囲内に無線機器７００が位置する地域に短い間、入る。しかし、無線機器７００は、こ
の地域をすぐに出て、無線機器７００が基地局装置Ｃ７１２の範囲外にある位置７０４に
進む。この事例において、無線機器７００、７０２、７０４が基地局装置Ｃ７１２に受け
渡される場合、そのことは、無線機器７００、７０２、７０４が基地局装置Ｂ７１４に急
速に受け渡されなければならないことをもたらす。この状況において、無線機器７００、
７０２、７０４が、基地局装置Ｂ７１４に代わりに直接に受け渡される場合、ネットワー
ク・シグナリング過負荷を防止することが最良である。
【００６８】
　図７に示される実施形態において、無線機器７００、７０２、７０４は、セル電話機ま
たはＵＥである。基地局装置７０８、７１４、７１２は、セルラ電話セルである。
【００６９】
　３つのセルを含む想定されるネットワーク・シナリオに基づく、そのような別のアプロ
ーチが、図７に示される。セルＡ７１０、セルＢ７１６、およびセルＣ７１２のカバレッ
ジ・エリアの一部分は、セルＣ７１２が、重なり合いの中の非常に小さい地域に関して最
高強度であるように見えるように重なり合う。図７に示されるとおり、セルＡ７０８から
セルＢ７１４の方向に移動し、この重なり合いの区域７０２を通過するＵＥ７００、７０
２、７０４を考慮されたい。ＵＥ７００、７０２、７０４は、セルＡ７０８からセルＣ７
１２にハンドオーバを実行し、次に、セルＣ７１２からセルＢ７１４にハンドオーバを実
行する。しかし、セルＣ７１２内のＵＥ７００、７０２、７０４の滞在時間は、非常に短
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い。セルＣ７１２に来た直後に、ＵＥ７００、７０２、７０４は、セルＢ７１４への連続
したハンドオーバを行う。セルＡ７０８が、２番目に高い強度のセルとしてセルＢ７１４
のさらなる情報を用いてセルＣ７１２へのハンドオーバを準備する場合、セルＣ７１２は
、この状況を知ることができ、それらのハンドオーバを拒否することができる。後に、セ
ルＡ７０８は、その地域内で移動しているＵＥ７００、７０２、７０４に関して、セルＢ
７１４へのハンドオーバを直接に実行することができる。
【００７０】
　セルＣおよびセルＡによるこの問題の検出および修正のためのＵＥ、セルＡのｅＮＢ、
セルＣのｅＮＢ、およびセルＢのｅＮＢの間の可能なハンドオーバ・メッセージ・フロー
チャートが、図８、図９、および図１０に示される。
【００７１】
　図８は、検出タイマ８１２を使用して、急速なハンドオーバ失敗が生じると、そのこと
を検出することの例を示す。ステップ８００で、無線機器８２０が、基地局装置Ａ８２２
に測定レポート８００を送信する。測定レポート８００は、基地局装置Ｃが最高強度の信
号を有すること、および次に高い強度の信号が基地局装置Ｂからであることを示す。次に
、基地局装置Ａ８２２が、基地局装置Ｃ８２８にハンドオーバ要求８０２を送信する。ハ
ンドオーバ要求８０２は、次に高い強度の基地局装置信号が基地局装置Ｂ８２６からであ
るという情報を含む。次に、基地局装置Ｃ８２８が、基地局装置Ａ８２２にハンドオーバ
要求肯定応答メッセージ８０４を送信する。次に、基地局装置Ａ８２２が、無線機器８２
０にＲＲＣ接続再構成メッセージ８０６を送信する。次に、無線機器８２０が、基地局装
置Ｃ８２８にＲＲＣ接続再構成完了メッセージ８０８を送信する。次に、基地局装置Ｃが
、基地局装置Ａに無線機器コンテキスト解放メッセージ８１０を送信する。同時に、急速
ハンドオーバ検出タイマ８１２が開始される。このタイマ８１２の持続時間中、測定レポ
ート８１４が無線機器８２０から基地局装置Ｃ８２８に送信される。この測定レポート８
１４は、最高強度の信号が基地局装置Ｂからであることを示す。この急速なハンドオーバ
が検出されると、訓練される評価モジュールが、この情報を使用して訓練される。
【００７２】
　図９は、基地局装置Ｃ８２８の訓練される評価モジュールによって拒否される、基地局
装置Ａから基地局装置Ｃ８２８へのハンドオーバの拒否を示す。第１のステップは、無線
機器８２０から基地局装置Ａ８２２に測定レポートが送信されるステップ９００である。
測定レポート９００は、基地局装置からの最高強度の信号が基地局装置Ｃ８２８からであ
り、次に高い強度の信号が基地局装置Ｂ８２６からであるという情報を含む。次に、基地
局装置Ａ８２２が、基地局装置Ｃ８２８にハンドオーバ要求９０２を送信する。ハンドオ
ーバ要求９０２は、次に高い強度の信号が基地局装置Ｂ８２６からであるという情報を含
む。基地局装置Ｃ８２８の訓練される評価モジュールが、ステップ９０４で急速なハンド
オーバを評価する。次に、訓練される評価モジュールが、無線機器８２０を基地局装置Ｂ
４０６に受け渡す方がよいと決定する。ステップ９０６で、基地局装置Ｃ８２８が、基地
局装置Ａ８２２にハンドオーバ準備取消しメッセージ９０６を送信する。ハンドオーバ準
備取消しメッセージ９０６内には、無線機器８２０が基地局装置Ｂ８２６に受け渡される
べきであるという推奨が存在する。次に、基地局装置Ａ８２２が、ステップ９０８で基地
局装置Ａ８２２自らの訓練される評価モジュールを更新する。次に、基地局装置Ａ８２２
が、基地局装置Ｂ８２６にハンドオーバ準備メッセージ９１０を送信する。次に、基地局
装置Ｂ８２６が、基地局装置Ａ８２２にハンドオーバ要求肯定応答メッセージ９１２を送
信する。次に、基地局装置Ａ８２２が、無線機器８２０にＲＲＣ接続再構成メッセージ９
１４を送信する。次に、無線機器８２０が、基地局装置Ｂ８２６にＲＲＣ接続再構成完了
メッセージ９１６を送信する。次に、基地局装置Ｂ８２６が、基地局装置Ａ８２２に無線
機器コンテキスト解放メッセージ９１８を送信する。
【００７３】
　図１０は、無線装置８２０と基地局Ａ８２２の間の無線通信接続の受渡しのために、基
地局装置Ｃ８２８の代わりに（Ｃが最高強度のセルであるものの）、基地局装置Ｂ８２６
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を選択することを示す。ステップ１０００で、無線機器８２０が、基地局装置Ａ８２２に
測定レポート１０００メッセージを送信する。測定レポート１０００は、基地局装置Ｃ８
２８が最高強度の信号を有すること、および基地局装置Ｂ８２６が２番目に高い強度の信
号を有するという情報を含む。次に、基地局装置Ａ８２２の訓練される評価モジュールが
、ステップ１００２で測定レポートを評価する。次に、訓練される評価モジュールが、急
速なハンドオーバのため、無線機器８２０が代わりに、基地局装置Ｂ８２６に受け渡され
るべきであると決定する。次のステップで、基地局装置Ａ８２２が、ハンドオーバ要求準
備信号１００４を基地局装置Ｂ８２６に送信する。次に、基地局装置Ｂ８２６が、基地局
装置Ａ８２２にハンドオーバ要求肯定応答メッセージ１００６を送信する。次に、基地局
装置Ａ８２２が、無線機器８２０にＲＲＣ接続再構成メッセージ１００８を送信する。次
に、無線機器８２０が、基地局装置Ｂ８２６にＲＲＣ接続再構成完了メッセージ１０１０
を送信する。次に、基地局装置Ｂ８２６が、基地局装置Ａ８２０に無線機器コンテキスト
解放メッセージ１０１２を送信する。
【符号の説明】
【００７４】
　３００　基地局装置Ａ
　３０２　基地局装置Ａの無線カバレッジの境界
　３０４　基地局装置Ｂ
　３０６　基地局装置Ｂの無線カバレッジの境界
　３０８　基地局装置Ｃ
　３１０　基地局装置Ｃの無線カバレッジの境界
　３１２　基地局装置Ａの範囲内だけの無線機器の位置
　３１４　無線機器の経路
　３１６　基地局装置Ｂに受け渡される際の無線機器の位置
　３１８　基地局装置Ｂのカバレッジ・ホールの中の無線機器の位置
　３２０　基地局装置Ｂの無線通信カバレッジ・ホール
　４００　無線機器
　４０２　基地局装置Ａ
　４０６　基地局装置Ｂ
　４０８　基地局装置Ｃ
　４２４　無線リンク障害イベント
　７００　基地局装置Ａの範囲内だけの無線機器の位置
　７０２　基地局装置Ｃの範囲に短い間、入っている際の無線機器の位置
　７０４　基地局装置Ｃの範囲から出た際の無線機器の位置
　７０６　無線機器がたどる経路
　７０８　基地局装置Ａ
　７１０　基地局装置Ａの無線カバレッジの境界
　７１２　基地局装置Ｃ
　７１４　基地局装置Ｂ
　７１６　基地局装置Ｂの無線カバレッジの境界
　７１８　基地局装置Ｃの無線カバレッジの境界
　８２０　無線機器
　８２２　基地局装置Ａ
　８２６　基地局装置Ｂ
　８２８　基地局装置Ｃ
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