
JP 4952240 B2 2012.6.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末に無線基地局を通して接続する無線基地制御局であって、
　少なくとも前記無線基地局のセルの種別と当該セルの情報と前記移動端末の能力情報と
を使用して前記移動端末の能力に応じたセル選択を行うセル選択手段を有し、
　前記セル選択手段は、
　パケットサービス実施時に高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にて提供するＨＳ－
ＤＳＣＨ可能な第１の移動端末にＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、
　前記パケットサービス実施時に前記ＨＳＤＰＡサービス及び高速なアップリンクのＨＳ
ＵＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービス
をＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＤＣＨ）／ＨＳ－ＤＳＣＨにて提供するＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨ可能な第２の移動端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択
し、
　前記パケットサービス実施時に前記アップリンク及び前記ダウンリンクともに低い速度
でのサービスのみを提供するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可の第３の移動
端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、
　前記セル選択手段は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨセルにおいて、その時点での新規ＨＳＤＰＡ
サービスの提供が可能であるかどうかを示すＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグと、前記
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Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルにおいて新規ＨＳＵＰＡサービスの提供が可能であるか
どうかを示すＥ－ＤＣＨブロック状態フラグと、全てのセルの階層化優先度とに基づいて
前記セル選択を行うことを特徴とする無線基地制御局。
【請求項２】
　前記移動端末が、前記第１の移動端末と前記第２の移動端末と前記第３の移動端末との
いずれであるかを判定するために内部データとしてハイスピードサービス対象とする確立
理由を保持し、
　前記セル選択手段は、前記移動端末からの最初の無線接続要求メッセージに示される前
記移動端末の能力及び前記移動端末のサポートするバージョン、前記移動端末が開始しよ
うとするサービス種別、確立理由、プロトコルエラーの有無に基づいて前記セル選択を行
うことを特徴とする請求項１記載の無線基地制御局。
【請求項３】
　移動端末に無線基地局を通して接続する無線基地制御局であって、
　少なくとも前記無線基地局のセルの種別と当該セルの情報と前記移動端末の能力情報と
を使用して前記移動端末の能力に応じたセル選択を行うセル選択手段を有し、
　前記セル選択手段は、
　パケットサービス実施時に高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にて提供するＨＳ－
ＤＳＣＨ可能な第１の移動端末にＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、
　前記パケットサービス実施時に前記ＨＳＤＰＡサービス及び高速なアップリンクのＨＳ
ＵＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービス
をＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＤＣＨ）／ＨＳ－ＤＳＣＨにて提供するＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨ可能な第２の移動端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択
し、
　前記パケットサービス実施時に前記アップリンク及び前記ダウンリンクともに低い速度
でのサービスのみを提供するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可の第３の移動
端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、
　前記移動端末が、前記第１の移動端末と前記第２の移動端末と前記第３の移動端末との
いずれであるかを判定するために内部データとしてハイスピードサービス対象とする確立
理由を保持し、
　前記セル選択手段は、前記移動端末からの最初の無線接続要求メッセージに示される前
記移動端末の能力及び前記移動端末のサポートするバージョン、前記移動端末が開始しよ
うとするサービス種別、確立理由、プロトコルエラーの有無に基づいて前記セル選択を行
うことを特徴とする無線基地制御局。
【請求項４】
　制御する全てのセルの負荷情報を管理し、
　前記セル選択手段は、該当の移動端末に選択されたセルにおいて、その移動端末がその
セルで確立可能であるかどうか、移動端末の追加がもたらす負荷増と事前に設定された閾
値とを比較し、閾値よりもセル負荷が超過する場合に、別の候補セルを選択することを特
徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の無線基地制御局。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の無線基地制御局を有することを特徴とする移
動体通信システム。
【請求項６】
　移動端末に無線基地局を通して接続する無線基地制御局に用いる優先セル選択方法であ
って、
　少なくとも前記無線基地局のセルの種別と当該セルの情報と前記移動端末の能力情報と
を使用して前記移動端末の能力に応じたセル選択を行うセル選択処理を実行し、
　前記無線基地制御局が、前記セル選択処理において、
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　パケットサービス実施時に高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にて提供するＨＳ－
ＤＳＣＨ可能な第１の移動端末にＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、
　前記パケットサービス実施時に前記ＨＳＤＰＡサービス及び高速なアップリンクのＨＳ
ＵＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービス
をＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＤＣＨ）／ＨＳ－ＤＳＣＨにて提供するＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨ可能な第２の移動端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択
し、
　前記パケットサービス実施時に前記アップリンク及び前記ダウンリンクともに低い速度
でのサービスのみを提供するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可の第３の移動
端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、
　前記無線基地制御局が、前記セル選択処理において、前記ＨＳ－ＤＳＣＨセルに対して
、その時点での新規ＨＳＤＰＡサービスの提供が可能であるかどうかを示すＨＳ－ＤＳＣ
Ｈブロック状態フラグと、前記Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルに対して新規ＨＳＵＰＡ
サービスの提供が可能であるかどうかを示すＥ－ＤＣＨブロック状態フラグと、全てのセ
ルの階層化優先度とに基づいて前記セル選択を行うことを特徴とする優先セル選択方法。
【請求項７】
　前記無線基地制御局に、前記移動端末が、前記第１の移動端末と前記第２の移動端末と
前記第３の移動端末とのいずれであるかを判定するために内部データとしてハイスピード
サービス対象とする確立理由を保持し、
　前記無線基地制御局が、前記セル選択処理において、前記移動端末からの最初の無線接
続要求メッセージに示される前記移動端末の能力及び前記移動端末のサポートするバージ
ョン、前記移動端末が開始しようとするサービス種別、確立理由、プロトコルエラーの有
無に基づいて前記セル選択を行うことを特徴とする請求項６記載の優先セル選択方法。
【請求項８】
　移動端末に無線基地局を通して接続する無線基地制御局に用いる優先セル選択方法であ
って、
　少なくとも前記無線基地局のセルの種別と当該セルの情報と前記移動端末の能力情報と
を使用して前記移動端末の能力に応じたセル選択を行うセル選択処理を実行し、
　前記無線基地制御局が、前記セル選択処理において、
　パケットサービス実施時に高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にて提供するＨＳ－
ＤＳＣＨ可能な第１の移動端末にＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、
　前記パケットサービス実施時に前記ＨＳＤＰＡサービス及び高速なアップリンクのＨＳ
ＵＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービス
をＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＤＣＨ）／ＨＳ－ＤＳＣＨにて提供するＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨ可能な第２の移動端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択
し、
　前記パケットサービス実施時に前記アップリンク及び前記ダウンリンクともに低い速度
でのサービスのみを提供するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可の第３の移動
端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、
　前記無線基地制御局に、前記移動端末が、前記第１の移動端末と前記第２の移動端末と
前記第３の移動端末とのいずれであるかを判定するために内部データとしてハイスピード
サービス対象とする確立理由を保持し、
　前記無線基地制御局が、前記セル選択処理において、前記移動端末からの最初の無線接
続要求メッセージに示される前記移動端末の能力及び前記移動端末のサポートするバージ
ョン、前記移動端末が開始しようとするサービス種別、確立理由、プロトコルエラーの有
無に基づいて前記セル選択を行うことを特徴とする優先セル選択方法。
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【請求項９】
　前記無線基地制御局が、制御する全てのセルの負荷情報を管理し、
　前記セル選択処理において、該当の移動端末に選択されたセルにおいて、その移動端末
がそのセルで確立可能であるかどうか、移動端末の追加がもたらす負荷増と事前に設定さ
れた閾値とを比較し、閾値よりもセル負荷が超過する場合に、別の候補セルを選択するこ
とを特徴とする請求項６から請求項８のいずれかに記載の優先セル選択方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線基地制御局、移動体通信システム及びそれらに用いる優先セル選択方法に
関し、特にＩＭＴ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎｓ）２０００システムにおけるセル選択方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のセル選択アルゴリズムについて図１を参照して説明する。図１において、ＲＮＣ
（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：無線基地制御局）１は、同一ア
ンテナにおいて周波数の異なるＥ－ＤＣＨ［Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｕｐｌｉｎｋ　ＤＣＨ（
Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）］／ＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）サービス提供不可セルと、ＨＳ－ＤＳ
ＣＨセルと、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとを混在し、同一エリアにＥ－ＤＣＨ／Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）４とＨＳ－ＤＳＣ
Ｈ　Ｃａｐａｂｌｅ　ＵＥ５とＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｃａｐａｂｌｅ　ＵＥ６と
が混在している環境において（例えば、特許文献１参照）、下記の契機においてＬｏａｄ
　Ｃｏｎｔｒｏｌを実施して対象セルを選択している。
【０００３】
　この契機は、
１．最初の無線接続要求［ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ］メッセージ受信時
２．パケットサービスを共通チャネルで接続中に、ＵＥからのトラフィック増加報告受信
もしくはＲＮＣ内部の転送バッファ増加検出による、共通チャネルから個別チャネルへの
チャネルタイプ変更［ＣＴＳ　ＦＡＣＨ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）　ｔｏ　ＤＣＨ］時
３．ＵＥより現在のセルの周波数帯の品質劣化報告を受信し、同一アンテナの異周波数セ
ルへ異周波数間ＨＯ（ＨａｎｄＯｖｅｒ：ハンドオーバ）を実施時
４．ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎを共通チャネルで接続中に、コアネットワーク（ＣＮ
）よりサービス接続要求［ＲＡＢ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）　Ａｓｓ
ｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ］メッセージ受信時
である。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２２９３８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来のセル選択アルゴリズムでは、Ｌｏａｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
アルゴリズム（Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）において、ＵＥの能力を考慮したセル選択を実施し
ていないため、ＵＥが実施可能なサービスを提供できるセルを優先的に選択できないとい
う問題がある。
【０００６】
　また、従来のセル選択アルゴリズムでは、Ｌｏａｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌアルゴリズムにお
いて、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルとＨＳ－ＤＳＣＨセルとＥ－Ｄ
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ＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとを考慮したセル選択を実施していないため、ＵＥが実施可能
なサービスを提供できるセルを優先的に選択できないという問題がある。
【０００７】
　さらに、従来のセル選択アルゴリズムでは、高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇ
ｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスを提供可能
なＨＳ－ＤＳＣＨセルにおいて、その時点での新規ＨＳＤＰＡサービスの提供が可能であ
るかどうかを示すＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグと、高速なダウンリンクのＨＳＤＰ
Ａサービスだけでなく、高速なアップリンクのＨＳＵＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルに
おいて新規ＨＳＵＰＡサービスの提供が可能であるかどうかを示すＥ－ＤＣＨブロック状
態フラグとを考慮したセル選択を実施していないため、ＵＥが実施可能なサービスをその
時点で提供できるセルを優先的に選択できないという問題がある。
【０００８】
　すなわち、従来のセル選択アルゴリズムでは、異なる周波数のセルへ接続する際、ＵＥ
の能力やセルの種別を考慮したセル選択が行われていない。その結果、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ
－ＤＳＣＨセルにおいて、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥが低い速度
でのサービスを提供するパケットサービスを実施する、もしくはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳ
ＣＨセルにおいてＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｃａｐａｂｌｅ　ＵＥがダウンリンクのみ高速なパケ
ットサービスを実施する等、リソースの利用効率が低くなってしまう可能性が高い。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、ＵＥが実施可能なサービスに応じて、
そのＵＥをサービスの提供が可能なセルに確立させるようにすることができる無線基地制
御局、移動体通信システム及びそれらに用いる優先セル選択方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による無線基地制御局は、移動端末に無線基地局を通して接続する無線基地制御
局であって、
　少なくとも前記無線基地局のセルの種別と当該セルの情報と前記移動端末の能力情報と
を使用して前記移動端末の能力に応じたセル選択を行うセル選択手段を備え、
　前記セル選択手段は、
　パケットサービス実施時に高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にて提供するＨＳ－
ＤＳＣＨ可能な第１の移動端末にＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、
　前記パケットサービス実施時に前記ＨＳＤＰＡサービス及び高速なアップリンクのＨＳ
ＵＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービス
をＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＤＣＨ）／ＨＳ－ＤＳＣＨにて提供するＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨ可能な第２の移動端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択
し、
　前記パケットサービス実施時に前記アップリンク及び前記ダウンリンクともに低い速度
でのサービスのみを提供するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可の第３の移動
端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、
　前記セル選択手段は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨセルにおいて、その時点での新規ＨＳＤＰＡ
サービスの提供が可能であるかどうかを示すＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグと、前記
Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルにおいて新規ＨＳＵＰＡサービスの提供が可能であるか
どうかを示すＥ－ＤＣＨブロック状態フラグと、全てのセルの階層化優先度とに基づいて
前記セル選択を行っている。
【００１１】
　本発明による移動体通信システムは、上記の無線基地制御局を備えている。
【００１２】
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　本発明による優先セル選択方法は、移動端末に無線基地局を通して接続する無線基地制
御局に用いる優先セル選択方法であって、
　少なくとも前記無線基地局のセルの種別と当該セルの情報と前記移動端末の能力情報と
を使用して前記移動端末の能力に応じたセル選択を行うセル選択処理を実行し、
　前記無線基地制御局が、前記セル選択処理において、
　パケットサービス実施時に高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にて提供するＨＳ－
ＤＳＣＨ可能な第１の移動端末にＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、
　前記パケットサービス実施時に前記ＨＳＤＰＡサービス及び高速なアップリンクのＨＳ
ＵＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービス
をＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＤＣＨ）／ＨＳ－ＤＳＣＨにて提供するＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨ可能な第２の移動端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択
し、
　前記パケットサービス実施時に前記アップリンク及び前記ダウンリンクともに低い速度
でのサービスのみを提供するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可の第３の移動
端末にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、
　前記無線基地制御局が、前記セル選択処理において、前記ＨＳ－ＤＳＣＨセルに対して
、その時点での新規ＨＳＤＰＡサービスの提供が可能であるかどうかを示すＨＳ－ＤＳＣ
Ｈブロック状態フラグと、前記Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルに対して新規ＨＳＵＰＡ
サービスの提供が可能であるかどうかを示すＥ－ＤＣＨブロック状態フラグと、全てのセ
ルの階層化優先度とに基づいて前記セル選択を行っている。
【００１３】
　すなわち、本発明の移動体通信システムは、第３世代移動通信システムであるＩＭＴ（
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）
２０００システムにおいて、端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：　ＵＥ）として、パ
ケットサービス実施時、高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓ
ｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にて提供するＨＳ－ＤＳ
ＣＨ可能ＵＥ（ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｃａｐａｂｌｅ　ＵＥ）と、高速なダウンリンクのＨＳ
ＤＰＡサービスだけでなく、高速なアップリンクのＨＳＵＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ
　ＤＣＨ）／ＨＳ－ＤＳＣＨにて提供するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ（Ｅ－Ｄ
ＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｃａｐａｂｌｅ　ＵＥ）と、アップリンク及びダウンリンクとも
に低い速度でのサービスのみを提供し、ＨＳＤＰＡやＨＳＵＰＡのサービスをサポートし
ていないＨＳ非許容可能ＵＥ（Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ）とが
混在している。
【００１４】
　また、本発明の移動体通信システムでは、ＨＳＤＰＡサービスやＨＳＵＰＡサービスを
提供し始めた過渡期において、高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡサービスを提供可能なＨ
Ｓ－ＤＳＣＨセルと、高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡサービスだけでなく高速なアップ
リンクのＨＳＵＰＡサービスをも提供可能なＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルと、アップ
リンク及びダウンリンクともに低い速度でのサービスのみを提供可能とし、ＨＳＤＰＡも
ＨＳＵＰＡもサポートできていないＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルと
が混在する。
【００１５】
　本発明の移動体通信システムでは、ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｒ：無線基地制御局）が、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥに
Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、ＨＳ－ＤＳＣＨ可
能ＵＥにＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥに
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Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択するセル選択アルゴリズムを用いている
。
【００１６】
　また、本発明の移動体通信システムでは、高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡサービスを
提供可能なＨＳ－ＤＳＣＨセルにおいて、その時点での新規ＨＳＤＰＡサービスの提供が
可能であるかどうかを示すＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグと、高速なダウンリンクの
ＨＳＤＰＡサービスだけでなく高速なアップリンクのＨＳＵＰＡサービスをＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨセルにおいて新規ＨＳＵＰＡサービスの提供が可能であるかどうかを示す
Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグ、そして全てのセルの階層化優先度（Ｈｉｅｒａｒｃｈｉ
ｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ：ＨＣＳ＿ＰＲＩＯ）を評価
するセル選択アルゴリズムを用いている。
【００１７】
　さらに、本発明の移動体通信システムでは、ＲＮＣにおいて、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳ
ＣＨサービス実施不可ＵＥ、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能
ＵＥのいずれであるかを判定するために、ＲＮＣ内部データにおいてハイスピードサービ
ス対象とする確立理由を保持し、ＵＥからの最初の無線接続要求［ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ］メッセ
ージに示されるＵＥの能力やＵＥのサポートするバージョン、ＵＥが開始しようとするサ
ービス種別や、確立理由、プロトコルエラー有無を評価するセル選択アルゴリズムを用い
ている。
【００１８】
　さらにまた、本発明の移動体通信システムでは、ＲＮＣが制御する全てのセルの負荷情
報を管理しており、このセル選択アルゴリズムによって該当ＵＥに選択されたセルにおい
て、そのＵＥがそのセルで確立可能であるかどうか、ＵＥの追加がもたらす負荷増と事前
に設定された閾値とを比較し、閾値よりもセル負荷が超過する場合に、別の候補セルを選
択するセル選択アルゴリズムを用いている。
【００１９】
　本発明の移動体通信システムでは、図１に示すＩＭＴ２０００システムアーキテクチャ
において、ＲＮＣが、同一アンテナにおいて周波数の異なるＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ
サービス提供不可セルと、ＨＳ－ＤＳＣＨセルと、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとを
混在し、同一エリアに混在するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥと、Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ可能ＵＥと、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥとに対し、それぞれのＵ
Ｅの能力に応じたチャネルを割り当て、周波数利用効率のよいパケットサービスを提供す
ることを可能としている。
【００２０】
　このようにして、本発明のセル選択アルゴリズムでは、ＲＮＣが基地局の同一アンテナ
において制御する、周波数の異なるＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セル、
Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセル、ＨＳＤＰＡ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルといったセル種別情
報と、高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡサービスを提供可能なＨＳ－ＤＳＣＨセルにおい
てその時点での新規ＨＳＤＰＡサービスの提供が可能であるかどうかを示すＨＳ－ＤＳＣ
Ｈブロック状態フラグと、高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡサービスだけでなく高速なア
ップリンクのＨＳＵＰＡサービスを提供可能なＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルにおいて
新規ＨＳＵＰＡサービスの提供が可能であるかどうかを示すＥ－ＤＣＨブロック状態フラ
グ、そして各セルの階層化優先度（ＨＣＳ＿ＰＲＩＯ）といったセル情報と、ＲＮＣが制
御する全てのセルの負荷情報と、ＲＮＣとしてハイスピードサービス対象とする確立理由
の内部データ、ＵＥからの最初の無線接続要求（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）メッセージに示されるＵＥの能力やＵＥのサポートするバージョン、ＵＥが開
始しようとするサービス種別や、確立理由、プロトコルエラー有無、ＵＥがサポートする
全ての周波数帯情報といったＵＥ情報とを評価している。
【００２１】
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　これによって、本発明のセル選択アルゴリズムでは、
１．最初の無線接続要求（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージ
受信時
２．パケットサービスを共通チャネルで接続中に、ＵＥからのトラフィック増加報告受信
もしくはＲＮＣ内部の転送バッファ増加検出による、共通チャネルから個別チャネルへの
チャネルタイプ変更［ＣＴＳ　ＦＡＣＨ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）　ｔｏ　ＤＣＨ］時
３．ＵＥより現在のセルの周波数帯の品質劣化報告を受信し、同一アンテナの異周波数セ
ルへ異周波数間ＨＯ（ＨａｎｄＯｖｅｒ：ハンドオーバ）を実施時
４．ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎを共通チャネルで接続中に、コアネットワーク（ＣＮ
）よりサービス接続要求［ＲＡＢ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）　Ａｓｓ
ｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ］メッセージ受信時
という契機で、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥにはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ
－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥにはＨＳ－
ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥにはＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択することが可能となる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、上記のような構成及び動作とすることで、ＵＥが実施可能なサービスに応じ
て、そのＵＥをサービスの提供が可能なセルに確立させるようにすることができるという
効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の実施の形
態による移動体通信システムの構成を示すブロック図である。図１において、本発明の実
施の形態による移動体通信システムは、ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌｌｅｒ：無線基地制御局）１と、基地局２，３と、Ｅ－ＤＣＨ［Ｅｎｈａｎｃｅｄ
　ｕｐｌｉｎｋ　ＤＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）］／ＨＳ－ＤＳＣＨ（
Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）サービス実
施不可ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：移動端末）４と、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能（Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ　Ｃａｐａｂｌｅ）ＵＥ５とＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能（Ｅ－ＤＣＨ
／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｃａｐａｂｌｅ）ＵＥ６とから構成されている。
【００２４】
　ＲＮＣ１は、同一アンテナにおいて周波数の異なるＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービ
ス提供不可セルと、ＨＳ－ＤＳＣＨセルと、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとを混在し
、同一エリアに混在するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４とＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ可能ＵＥ５とＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６とに対し、それぞれのＵＥの
能力に応じたチャネルを割り当て、周波数利用効率のよいパケットサービスを提供するこ
とを可能としている。
【００２５】
　このように、本発明の実施の形態による移動体通信システムでは、セル選択アルゴリズ
ムにおいて、ＲＮＣ１が基地局２，３の同一アンテナにおいて制御する、周波数の異なる
Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セル、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセル、
ＨＳＤＰＡ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルといったセル種別情報と、高速なダウンリンクのＨＳＤ
ＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービ
スを提供可能なＨＳ－ＤＳＣＨセルにおいてその時点での新規ＨＳＤＰＡサービスの提供
が可能であるかどうかを示すＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグと、高速なダウンリンク
のＨＳＤＰＡサービスだけでなく高速なアップリンクのＨＳＵＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅ
ｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）サービスをＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈセルにおいて新規ＨＳＵＰＡサービスの提供が可能であるかどうかを示すＥ－ＤＣＨブ
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ロック状態フラグと、そして各セルの階層化優先度（ＨＣＳ＿ＰＲＩＯ：Ｈｉｅｒａｒｃ
ｈｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ）といったセル情報と、
ＲＮＣ１が制御する全てのセルの負荷情報と、ＲＮＣ１としてハイスピードサービス対象
とする確立理由の内部データと、ＵＥからの最初の無線接続要求［ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ］メッセ
ージに示されるＵＥの能力やＵＥのサポートするバージョンと、ＵＥが開始しようとする
サービス種別や確立理由と、プロトコルエラー有無と、ＵＥがサポートする全ての周波数
帯情報といったＵＥ情報とを評価している。
【００２６】
　これによって、本発明の実施の形態による移動体通信システムでは、セル選択アルゴリ
ズムにおいて、
１．最初の無線接続要求（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージ
受信時
２．パケットサービスを共通チャネルで接続中に、ＵＥからのトラフィック増加報告受信
もしくはＲＮＣ１内部の転送バッファ増加検出による、共通チャネルから個別チャネルへ
のチャネルタイプ変更［ＣＴＳ　ＦＡＣＨ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）　ｔｏ　ＤＣＨ］時
３．ＵＥより現在のセルの周波数帯の品質劣化報告を受信し、同一アンテナの異周波数セ
ルへ異周波数間ＨＯを実施時
４．ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎを共通チャネルで接続中に、コアネットワーク（ＣＮ
）よりサービス接続要求［ＲＡＢ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）　Ａｓｓ
ｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ］メッセージ受信時
という契機で、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ
－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５にＨＳ－
ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６にＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択することができる。
【実施例１】
【００２７】
　図２は本発明の第１の実施例によるＲＮＣの内部構成を示すブロック図である。本発明
の第１の実施例による移動体通信システムは、上述した図１に示す本発明の実施の形態に
よる移動体通信システムと同様の構成となっており、図２は図１に示すＲＮＣ１の内部構
成を示している。
【００２８】
　図２において、ＲＮＣ１は、セル選択処理部１１とＵＥ情報処理部１２とを備え、セル
情報１３と、ＵＥ情報１４と、ＲＮＣ１としてハイスピードサービス対象とする確立理由
の内部データ（以下、内部データとする）１５と、ＲＮＣ１としてＨＳＤＰＡを可能とす
るかどうかを示すフラグ（Ｆｌａｇ）（以下、フラグとする）１６とを保持している。
【００２９】
　セル選択処理部１１は、ＵＥ情報処理部１２から取得する情報と、セル情報１３、ＵＥ
情報１４、内部データ１５から取得する情報とを基に、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサー
ビス実施不可ＵＥ４にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択
し、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５にＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、Ｅ－ＤＣＨ／Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択することとな
る。
【００３０】
　図３は図２に示すセル情報１３の詳細な構成を示す図である。図３において、ＲＮＣ１
は全てのセルに対し、異周波数隣接セル情報と同一アンテナであるかどうかの情報、それ
らのセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯ、セルが提供可能なサービス種別情報、その時点においてＨ
ＳＤＰＡサービスが提供可能であるかどうかを示すＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグ、
ＨＳＵＰＡサービスが提供可能であるかどうかを示すＥ－ＤＣＨブロック状態フラグ、セ
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ル負荷情報をセル情報１３として保持する。
【００３１】
　ＨＣＳ＿ＰＲＩＯは、該当する基地局から報知情報として送信されるシステム情報とし
て含められる値である。ＵＥはＨＣＳ＿ＰＲＩＯの高い順序にしたがって、ＵＥ主導で利
用可能なセルを選択して無線接続要求をＲＮＣ１に送信するため、ＲＮＣ１はセル構成時
に、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯを高い値に設
定し、ＨＳ－ＤＳＣＨセルやＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯを低い
値に設定する。
【００３２】
　提供可能なサービス種別としては、低レートサービスのみ可能なＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨサービス提供不可セルと、ダウンリンクにＨＳＤＰＡサービスが可能なＨＳ－ＤＳ
ＣＨセルと、アップリンク／ダウンリンクそれぞれにＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービスが
可能なＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとが存在する。
【００３３】
　ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグは、ＨＳＤＰＡに提供可能なリソースやダウンリン
クにＨＳＤＰＡサービスを使用するユーザ数に応じて、ＲＮＣ１内部のリソース管理部（
図示せず）がＴＲＵＥ／ＦＡＬＳＥを決定する。ＨＳ－ＤＳＣＨセルのＨＳ－ＤＳＣＨブ
ロック状態フラグがＴＲＵＥの場合には、ＨＳ－ＤＳＣＨセルにおけるＨＳＤＰＡサービ
スを提供できず、ダウンリンクには、低レートサービスのみＵＥに確立可能である。ＨＳ
－ＤＳＣＨセルのＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥの場合には、そのＨＳ
－ＤＳＣＨセルにおけるＨＳＤＰＡサービスが提供可能である。
【００３４】
　Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグは、ＨＳＵＰＡに提供可能なリソースやアップリンクに
ＨＳＵＰＡサービスを使用するユーザ数に応じて、ＲＮＣ１内部のリソース管理部がＴＲ
ＵＥ／ＦＡＬＳＥを決定する。Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルのＥ－ＤＣＨブロック状
態フラグがＴＲＵＥの場合には、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルにおけるＨＳＵＰＡサ
ービスを提供できず、アップリンクには、低レートサービスのみＵＥに確立可能である。
Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルのＥ－ＤＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥの場合に
は、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルにおけるＨＳＵＰＡサービスが提供可能である。
【００３５】
　図４は図２に示すＵＥ情報１４の詳細な構成を示す図である。図４において、ＲＮＣ１
はＵＥの現存するセルの情報をＵＥ情報１４として保持する。ＵＥの現存するセル情報と
は、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージの送信に使用された共通
チャネルを含むセルを指している。
【００３６】
　図５は図２に示すＵＥ情報処理部１２において処理される最初の無線接続要求（ＲＲＣ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージの詳細な構成を示す図である。図
５において、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージには、確立要求
（Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　Ｃａｕｓｅ）、プロトコルエラー有無（Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ　Ｅｒｒｏｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＵＥの能力（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ＵＥのバージョン（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ　Ｒｅｌｅ
ａｓｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が含まれている。
【００３７】
　Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　Ｃａｕｓｅについては、音声通信呼発信（Ｏｒｉｇｉｎ
ａｔｉｎｇ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ　Ｃａｌｌ）や、Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ呼
着信（Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ）等、３ＧＰＰ（３
ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）　ＴＳ２５．
３３１に定義された確立理由が設定される。
【００３８】
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｅｒｒｏｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒについては、ＴＲＵＥ／ＦＡＬＳ



(11) JP 4952240 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

Ｅが存在する。このパラメータが設定されていない場合には、Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｅｒｒ
ｏｒが発生していないこととみなされる。
【００３９】
　ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎについては、ＨＳ－ＤＳＣＨ＋
Ｅ－ＤＣＨ、ＨＳ－ＤＳＣＨが存在する。このパラメータが設定されていない場合には、
Ｅ／ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４としてみなされる。
【００４０】
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒについては、Ｒ
ＥＬ（Ｒｅｌｅａｃｅ）－４，ＲＥＬ－５，ＲＥＬ－６等が存在する。このパラメータが
設定されていない場合には、Ｒ（Ｒｅｌｅａｃｅ）９９であることを指す。一般的に、Ｈ
ＳＤＰＡサービスはＡｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒが“ＲＥＬ－５”以降のＵＥが対応可能であり、ＨＳＵＰＡサービスは、Ａｃｃｅｓｓ
　Ｓｔｒａｔｕｍ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒが“ＲＥＬ－６”以降のＵＥが
対応可能である。
【００４１】
　図６は図２に示す内部データ１５の詳細な構成を示す図である。図６において、内部デ
ータ１５には３ＧＰＰ　ＴＳ２５．３３１に定義されているＥｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ
　ＣａｕｓｅのそれぞれにＴＲＵＥ／ＦＡＬＳＥ（“１”／“０”）の設定が、オペレー
タによって可能である。
【００４２】
　図６に示す例では、Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｓｉｇｎ
ａｌｌｉｎｇ、Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｃａｌｌ、Ｔｅｒｍｉ
ｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃａｌｌ、Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｄ　ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃａｌｌ、Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｂａｃｋｇｒｏｕ
ｎｄ　Ｃａｌｌ、Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　ＣａｌｌのＥｓｔ
ａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ＣａｕｓｅがＨＳＤＰＡもしくはＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービ
スの対象とする確立理由として、ＴＲＵＥ（“１”）に設定される。
【００４３】
　図７は図２に示すセル選択処理部１１の詳細な構成を示すブロック図である。図７にお
いて、セル選択処理部１１は、セル負荷情報のみからＵＥにセルを選択するＬｏａｄ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ部１１１と、ＨＳＵＰＡサービスやＨＳＤＰＡサービスの提供を考慮するＵ
Ｅの差別化を考慮するＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ処理部１１２とを備え、Ｕ
Ｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムを有効とするかどうかを示すフラグ（
Ｆｌａｇ）１１３を内部データとして保持する。
【００４４】
　以上、本実施例の構成について詳細に述べたが、図３の異周波数隣接セル情報の管理や
、同一アンテナであることの情報、ＨＣＳ＿ＰＲＩＯの用途、セル負荷情報、セルが提供
可能なサービス種別情報をＲＮＣ１の内部データ１５に保持すること自体は、当業者にと
ってよく知られており、また本発明とは直接関係しないが、本発明にてこれらの情報を使
用している。
【００４５】
　また、図４のＵＥの現存するセルの情報をＲＮＣ１の内部データ１５に保持すること自
体は、当業者にとってよく知られており、また本発明とは直接関係しないが、本発明にて
これらの情報を使用している。
【００４６】
　さらに、図５の最初の無線接続要求（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
）メッセージの内容全ては、当業者にとってよく知られており、また本発明とは直接関係
しないが、本発明にてこれらの情報を使用している。
【００４７】
　さらにまた、図７のセル負荷情報のみからＵＥにセルを選択するＬｏａｄ　Ｃｏｎｔｒ
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ｏｌアルゴリズムは、当業者にとってよく知られており、また本発明とは直接関係しない
ため、その詳細な説明は省略する。
【００４８】
　図８～図１０は本発明の第１の実施例におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔメッセージ受信時のセル選択のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリ
ズムの動作を示すフローチャートである。これら図８～図１０を参照して図５のＲＲＣ　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ受信時のセル選択のＵＥ　Ｄｉｆｆｅ
ｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作について説明する。
【００４９】
　ＲＮＣ１がＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを受信すると、
まず、図３及び図４よりＵＥの現在のセル現在のセルと同一アンテナの同一周波数帯のセ
ルとを取得し、ＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムを開始する（図８ス
テップＳ１）。
【００５０】
　ＲＮＣ１はＨＳＤＰＡを可能とするかどうかを示すフラグをチェックし（図８ステップ
Ｓ２）、無効（ＦＡＬＳＥ）である場合、図７に示すＬｏａｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌアルゴリ
ズムにてセルを選択する（図８ステップＳ６）。
【００５１】
　ＲＮＣ１は有効（ＴＲＵＥ）である場合、ＵＥの現存するセルと同一アンテナである異
周波隣接セルが少なくとも一つあるかどうかをチェックし（図８ステップＳ３）、ない場
合は図７に示すＬｏａｄ　ＣｏｎｔｒｏｌアルゴリズムにてＵＥの現存するセルを選択す
る（図８ステップＳ６）。
【００５２】
　ＲＮＣ１は異周波隣接セルが少なくとも一つある場合、ＵＥの現存するセルとその同一
アンテナの異周波数隣接セルの中に少なくとも一つＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＥ－ＤＣ
Ｈ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルが存在するかどうかをチェックし（図８ステップＳ４）、存在し
なければ、図７に示すＬｏａｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌアルゴリズムよりセルを選択する（図８
ステップＳ６）。
【００５３】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルが存在する場
合、ＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの有効フラグをチェックし（図
８ステップＳ５）、無効（ＦＡＬＳＥ）である場合、図７に示すＬｏａｄ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌアルゴリズムにてセルを選択する（図８ステップＳ６）。
【００５４】
　ＲＮＣ１は有効（ＴＲＵＥ）である場合、図５よりＡｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ　Ｒ
ｅｌｅａｓｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒをチェックする（図９ステップＳ７）。ＲＮＣ１はＲ
ＥＬ－５　ｏｒ　ＲＥＬ－６以外（ＥＬＳＥ）の場合、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサー
ビス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜Ａ＞を実施する（図９ステップＳ１２）。
【００５５】
　ＲＮＣ１はＲＥＬ－５　ｏｒ　ＲＥＬ－６の場合、図５のＥｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ
　Ｃａｕｓｅと、図６の内部データ１５とを比較し（図９ステップＳ８）、図５のＥｓｔ
ａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　Ｃａｕｓｅに該当する内部データ１５の値がＦＡＬＳＥ（“０”
）の場合、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム
＜Ａ＞を実施する（図９ステップＳ１２）。
【００５６】
　ＲＮＣ１は図５のＥｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　Ｃａｕｓｅに該当する内部データ１５
の値がＴＲＵＥ（“１”）の場合、図５のＰｒｏｔｏｃｏｌ　Ｅｒｒｏｒ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒをチェックする（図９ステップＳ１０）。ＲＮＣ１はＴＲＵＥが設定されている場
合、現在のセル以外のセルへのＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ確立ができないＵＥとみな
し、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜Ａ＞



(13) JP 4952240 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

を実施する（図９ステップＳ１２）。
【００５７】
　ＲＮＣ１はＦＡＬＳＥ　Ｎｏｔ　Ｅｘｉｓｔが設定されている場合、図５のＡｃｃｅｓ
ｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒを再度チェックする（図９ス
テップＳ１０）。ＲＮＣ１はＲＥＬ－５の場合、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択ア
ルゴリズム＜Ｂ＞を実施する（図９ステップＳ１１）。
【００５８】
　ＲＮＣ１はＲＥＬ－６の場合、図５のＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎをチェックする（図１０ステップＳ１３）。ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨ＋Ｅ－ＤＣ
Ｈの場合、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜Ｃ＞を実施
する（図１０ステップＳ１４）。ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨの場合、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能
ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜Ｂ＞を実施する（図９ステップＳ１１）。
【００５９】
　ＲＮＣ１はＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎが設定されていない
（Ｎｏｔ　Ｅｘｉｓｔ）場合、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセ
ル選択アルゴリズム＜Ａ＞を実施する（図９ステップＳ１２）。
【００６０】
　次に、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜
Ａ＞、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜Ｂ＞、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜Ｃ＞のセルリストについて、図３からＵＥが
ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信に使用した現在のセル情報と、図
３からＵＥの現存するセル及びその同一アンテナかつ同一周波数帯の異周波数隣接セルの
セル情報とを用いて説明する。
【００６１】
　Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜Ａ＞用
のセルリスト［Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔ］では、ＵＥの現存するセルと同一アンテナの異周波数隣接
セルを次の３つのソートキーにて並べる。
【００６２】
　第一ソートキーは、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セル、ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈセル、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルの順序であり、第二ソートキーは、ＨＣＳ＿Ｐ
ＲＩＯの降順（大きい値が優先）であり、第三ソートキーは、ダウンリンク周波数もしく
はＤＬ　ＵＡＲＦＣＮ（ＵＴＲＡ　Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｎｕｍｂｅｒ）の降順（大きい値が優先）である。
【００６３】
　ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜Ｂ＞用のセルリスト［ＨＳ－ＤＳ
ＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔ］で
は、ＵＥの現存するセルと同一アンテナの異周波数隣接セルを次の３つのソートキーにて
並べる。
【００６４】
　第一ソートキーは、ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨ
セル、ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセ
ル、ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＨＳ－ＤＳＣＨセル、ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセル、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ
－ＤＳＣＨサービス提供不可セルの順序であり、第二ソートキーは、ＨＣＳ＿ＰＲＩＯの
降順であり、第三ソートキーは、ダウンリンク周波数もしくはＤＬ　ＵＡＲＦＣＮの降順
である。
【００６５】
　Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜Ｃ＞用のセルリスト
［Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
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　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔ］では、ＵＥの現存するセルと同一アンテナの異周波数隣接セルを
次の３つのソートキーにて並べる。
【００６６】
　第一ソートキーは、ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグとＥ－ＤＣＨブロック状態フラ
グとの両方がＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセル、ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状
態フラグがＦＡＬＳＥでＥ－ＤＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－
ＤＳＣＨセル、ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳ
ＣＨセル、ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセル、ＨＳ
－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＨＳ－ＤＳＣＨセル、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨサービス提供不可セルの順序であり、第二ソートキーは、ＨＣＳ＿ＰＲＩＯの降順
であり、第三ソートキーは、ダウンリンク周波数もしくはＤＬ　ＵＡＲＦＣＮの降順であ
る。
【００６７】
　図１１は本発明の第１の実施例におけるＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可
ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜Ａ＞の動作を示すフローチャートであり、図１２は本発
明の第１の実施例におけるＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜Ｂ＞の動
作を示すフローチャートであり、図１３は本発明の第１の実施例におけるＥ－ＤＣＨ／Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜Ｃ＞の動作を示すフローチャートであ
る。これら図１１～図１３を参照してＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ
４のセル選択アルゴリズム＜Ａ＞、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜
Ｂ＞、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜Ｃ＞の最初のチ
ェック対象セルの選択手順について説明する。
【００６８】
　ＲＮＣ１は図１１に示すＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選
択アルゴリズム＜Ａ＞において、ＵＥの現存するセルがＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサー
ビス提供不可セルではない場合（図１１ステップＳ２１）、そのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳ
ＣＨサービス実施不可ＵＥ４について、Ｌｏａｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌアルゴリズムを適用す
る（図１１ステップＳ２４）。
【００６９】
　ＲＮＣ１はＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルの場合、最初のチェック
セルをＵＥの現存するセルとして（図１１ステップＳ２２）、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリ
ズム＜Ｄ＞を実施する（図１１ステップＳ２３）。
【００７０】
　ＲＮＣ１は図１２に示すＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜Ｂ＞にお
いて、ＵＥの現存するセルのＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－Ｄ
ＳＣＨセルの場合（図１２ステップＳ３１）、最初のチェックセルをＵＥの現存するセル
として（図１２ステップＳ３２）、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信
時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図
１２ステップＳ４０）。
【００７１】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセル以外
のセルの場合（図１２ステップＳ３１）、ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔ
ｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔにおいて少なくとも一つＨＳ－ＤＳＣＨ
ブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルがある場合（図１２ステップＳ３
３）、最初のチェックセルを、ＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと同じもしくは以
下の最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルと
し、なければＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロッ
ク状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルとして（図１２ステップＳ３４）、ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉ
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ｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図１２ステップＳ４０）。
【００７２】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルが一
つもなければ（図１２ステップＳ３３）、ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔ
ｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔにおいて少なくとも一つＨＳ－ＤＳＣＨ
ブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルがある場合（図１２
ステップＳ３５）、最初のチェックセルを、ＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと同
じもしくは以下の最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣ
Ｈ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとし、なければＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの最も大
きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセル
として（図１２ステップＳ３６）、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信
時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図
１２ステップＳ４０）。
【００７３】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳ
ＣＨセルが一つもなければ（図１２ステップＳ３５）、ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒ
ｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔにおいて少なくとも一つＨ
Ｓ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルがある場合（図１２ス
テップＳ３７）、最初のチェックセルを、ＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと同じ
もしくは以下の最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＨＳ－ＤＳＣ
Ｈセルとし、なければ、ＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの最も大きいＨＳ－ＤＳ
ＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルとして（図１２ステップＳ３８
）、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ
ｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図１２ステップＳ４０）。
【００７４】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルが一つ
もなければ（図１２ステップＳ３７）、ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔｅ
ｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔにおいて、最初のチェックセルを、ＵＥの
現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと同じもしくは以下の最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロッ
ク状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとし、なければＵＥの現存す
るセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥの
Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとして（図１２ステップＳ３９）、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択ア
ルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図１２ステップＳ４０）。
【００７５】
　ＲＮＣ１は図１３に示すＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズ
ム＜Ｃ＞において、ＵＥの現存するセルがＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳ
Ｅで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルの
場合（図１３ステップＳ４１）、最初のチェックセルをＵＥの現存するセルとして（図１
３ステップＳ４２）、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄ
ｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図１３ステップ
Ｓ５２）。
【００７６】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状
態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセル以外のセルの場合（図１３ステ
ップＳ４１）、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔにおいて少なくとも一つＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態
フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ
－ＤＳＣＨセルがある場合（図１３ステップＳ４３）、最初のチェックセルを、ＵＥの現
存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと同じもしくは以下の最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック
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状態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨセルとし、なければＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの最も大きい
ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＦ
ＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとして（図１３ステップＳ４４）、ＲＲＣ　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ
セル選択アルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図１３ステップＳ５２）。
【００７７】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状
態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルが一つもなければ（図１３ステ
ップＳ４３）、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔにおいて少なくとも一つＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態
フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－
ＤＳＣＨセルがある場合（図１３ステップＳ４５）、最初のチェックセルを、ＵＥの現存
するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと同じもしくは以下の最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック状
態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ
－ＤＳＣＨセルとし、なければＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの最も大きいＨＳ
－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＴＲＵ
ＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとして（図１３ステップＳ４６）、ＲＲＣ　Ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選
択アルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図１３ステップＳ５２）。
【００７８】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状
態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルが一つもなければ（図１３ステッ
プＳ４５）、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔにおいて少なくとも一つＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フ
ラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルがある場合（図１３ステップＳ４７）
、最初のチェックセルを、ＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと同じもしくは以下の
最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ
セルとし、なければＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨ
ブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとして（図１３ステッ
プＳ４８）、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅ
ｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図１３ステップＳ５２）
。
【００７９】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈセルが一つもなければ（図１３ステップＳ４７）、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒ
ｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔにおいて少なく
とも一つＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルがある場
合（図１３ステップＳ４９）、最初のチェックセルを、ＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿Ｐ
ＲＩＯと同じもしくは以下の最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥ
のＨＳ－ＤＳＣＨセルとし、なければＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの最も大き
いＨＳ－ＤＳＣＨ　ブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルとして（図１
３ステップＳ５０）、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄ
ｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞を実施する（図１３ステップ
Ｓ５２）。
【００８０】
　ＲＮＣ１はＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルが一
つもなければ（図１３ステップＳ４９）、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒ
ｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔにおいて、最初のチェック
セルを、ＵＥの現存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと同じもしくは以下の最も大きいＨＳ－
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ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルとし、なければＵＥの現存
するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯの最も大きいＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥ
のＨＳ－ＤＳＣＨセルとして（図１３ステップＳ５１）、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム
＜Ｄ＞を実施する（図１３ステップＳ５２）。
【００８１】
　図１４は本発明の第１の実施例におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞の動作を
示すフローチャートである。この図１４を参照して本発明の第１の実施例におけるＲＲＣ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏ
ｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞について説明する。
【００８２】
　ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉ
ａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞の入力パラメータは図１１～図１３の動作によっ
て得られるチェックセルと、ＵＥ種別に応じたセルリスト、図４からＵＥがＲＲＣ　Ｃｏ
ｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信に使用した現在のセル情報と、図３からＵＥの
現存するセルとその同一アンテナかつ同一周波数帯の異周波数隣接セルのセル情報とを用
いて開始される（図１４ステップＳ６１）。
【００８３】
　ＲＮＣ１はチェックセルがＣｏｎｇｅｓｔｉｏｎ状態ではない（ＦＡＬＳＥ）場合（図
１４ステップＳ６２）、チェックセルの負荷がＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ確立できな
いほど高くない場合（図１４ステップＳ６３）、チェックセルをセル選択アルゴリズムに
よって選択し、アルゴリズム結果を成功とする（図１４ステップＳ６４）。
【００８４】
　ＲＮＣ１はチェックセルがＣｏｎｇｅｓｔｉｏｎ状態の場合（図１４ステップＳ６２）
、あるいはチェックセルの負荷がＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ確立できないほど高い場
合（図１４ステップＳ６３）、ＵＥ種別に応じたセルリストのうち、まだ一度もセル選択
アルゴリズム＜Ｄ＞においてチェックされていない先頭のセルをセルｋとする（図１４ス
テップＳ６５）。
【００８５】
　ＲＮＣ１はセル‘ｋ’が存在する場合（図１４ステップＳ６６）、チェックセルをセル
‘ｋ’とし（図１４ステップＳ６７）、ステップＳ６２の動作に戻る。　ＲＮＣ１はセル
‘ｋ’が存在しない場合（図１４ステップＳ６６）、選択可能なセルは存在せず、アルゴ
リズム結果を失敗とする（図１４ステップＳ６８）。
【００８６】
　上記のようにして、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時のＵＥ　Ｄ
ｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞は、アルゴリズム結果と、選
択セルとを出力する。
【００８７】
　このように、本実施例では、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ受信時、
ＲＮＣ１によるセル選択アルゴリズムが、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可
ＵＥ４にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可セルを優先的に選択し、ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ可能ＵＥ５にＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択し、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ
可能ＵＥ６にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択しているので、ＵＥが実施
可能なサービスに応じて、そのＵＥをサービスの提供が可能なセルに確立させるようにす
ることができる。
【００８８】
　また、本実施例では、高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡサービスを提供可能なＨＳ－Ｄ
ＳＣＨセルにおいて、その時点での新規ＨＳＤＰＡサービスの提供が可能であるかどうか
を示すＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグと、高速なダウンリンクのＨＳＤＰＡサービス
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だけでなく高速なアップリンクのＨＳＵＰＡサービスを提供可能なＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨセルにおいて新規ＨＳＵＰＡサービスの提供が可能であるかどうかを示すＥ－ＤＣ
Ｈブロック状態フラグとの値に応じてセルを選択しているので、ＵＥが実施可能なサービ
スに応じて、そのＵＥを確立要求があった時点でサービスの提供が可能なセルに確立させ
るようにすることができる。
【００８９】
　さらに、本実施例では、全てのセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯをＲＮＣ１が把握し、ＵＥが現
存するセルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯと同一アンテナの異周波数セルのＨＣＳ＿ＰＲＩＯとに応
じて、ＵＥが現存するセルよりも高いＨＣＳ＿ＰＲＩＯの異周波数セルを低い優先度に選
択しているので、ＵＥが確立要求を出す時に品質が悪いとみなした異周波数セルを極力選
択させず、ＵＥにとって品質が良いと想定されるセルを優先的に選択することができる。
【００９０】
　一方、本実施例では、ＵＥからの最初の無線接続要求（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージに示されるＵＥの能力やＵＥのサポートするバージョン、
ＵＥが開始しようとするサービス種別や、確立理由、プロトコルエラー有無、内部データ
１５を使用しているので、ＲＮＣ１が事前にＵＥの提供可能なサービスを決定することが
できる。
【００９１】
　また、本実施例では、ＲＮＣ１が制御する全てのセルの負荷情報を管理しており、この
セル選択アルゴリズムによって該当ＵＥに選択されたセルにおいてそのＵＥがそのセルで
確立可能であるかどうか、ＵＥの追加がもたらす負荷増と事前に設定された閾値と比較し
、閾値よりもセル負荷が超過する場合、そのＵＥの能力に応じたセルリストにおいて、次
の候補セルを選択するので、他のセルにおいてそのＵＥに対するＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎの確立を保証することができる。
【実施例２】
【００９２】
　本発明の第２の実施例は、その基本的構成が上記の本発明の第１の実施例と同様である
が、パケットサービスを共通チャネルで接続中のＵＥが、ＵＥからのトラフィック増加報
告受信もしくはＲＮＣ内部の転送バッファ増加検出による、共通チャネルから個別チャネ
ルへのチャネルタイプ変更（ＣＴＳ　ＦＡＣＨ　ｔｏ　ＤＣＨ）時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒ
ｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムについてさらに工夫している。
【００９３】
　図１５は本発明の第２の実施例によるＲＮＣの内部構成を示すブロック図である。図１
５において、ＲＮＣ１ａはセル選択処理部１１を備え、セル情報１３と、ＵＥ情報１４と
、ＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可能とするかどうかを示すフラグ（Ｆｌａｇ）１６とを保持
している。これらセル情報１３と、セル選択処理部１１と、ＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可
能とするかどうかを示すフラグ１６とについては、上記の本発明の第１の実施例と同じ内
容である。
【００９４】
　図１６は図１５に示すＵＥ情報１４の詳細な構成を示す図である。図１６において、Ｒ
ＮＣ１ａはＵＥの現存するセルの情報と、ＵＥ能力情報とをＵＥ情報１４として保持する
。
【００９５】
　ＵＥの現存するセルの情報は、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎが接続されている共通チ
ャネルを含むセルを示す。ＵＥ能力情報は、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不
可ＵＥ４、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６といった
対応可能なパケットサービスを示しており、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不
可ＵＥ４が低レートサービスのみ可能、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５が低レートサービスと
ＨＳＤＰＡサービスとを可能、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６が低レートサービ
スとＨＳＤＰＡサービスとＨＳＵＰＡ／ＨＳＤＰＡサービスとを可能とする。また、ＵＥ
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能力情報には、ＵＥが対応可能な全ての周波数帯情報も含まれる。これらは、ＲＲＣ　Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ接続時に、ＵＥからのＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ接続完了応答よ
り決定される。
【００９６】
　以上、本実施例によるＲＮＣ１ａの構成について述べたが、図１６に示すＵＥ能力の決
定方法については、当業者にとってよく知られており、また本発明とは直接関係しないが
、本発明にてこれらの情報を使用している。
【００９７】
　図１７は本発明の第２の実施例におけるＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作を示すフローチャートである。この図１７を参照して
本発明の第２の実施例におけるＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉ
ｏｎアルゴリズムの動作について説明する。
【００９８】
　ＲＮＣ１ａはパケットサービスを共通チャネルで接続中のＵＥが、ＵＥからのトラフィ
ック増加報告受信もしくはＲＮＣ１ａ内部の転送バッファ増加検出による、共通チャネル
から個別チャネルへのチャネルタイプ変更（ＣＴＳ　ＦＡＣＨ　ｔｏ　ＤＣＨ）時、ＵＥ
　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムを開始する（図１７ステップＳ７１）。
【００９９】
　ＲＮＣ１ａはＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可能とするかどうかを示すフラグ１６をチェッ
クし（図１７ステップＳ７２）、無効（ＦＡＬＳＥ）である場合、図７に示すＬｏａｄ　
Ｃｏｎｔｒｏｌアルゴリズムよりセルを選択する（図１７ステップＳ７６）。
【０１００】
　ＲＮＣ１ａは有効（ＴＲＵＥ）である場合、ＵＥの現存するセルと、同一アンテナの異
周波数セルの情報を図３より取得し、図１６のＵＥが対応可能な全ての周波数帯情報に含
まれない周波数帯のセルを省く（図１７ステップＳ７３）。ＲＮＣ１ａは残ったセルのう
ち、少なくとも一つＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルが存在
するかどうかをチェックし（図１７ステップＳ７４）、存在しなければ、図７に示すＬｏ
ａｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌアルゴリズムよりセルを選択する（図１７ステップＳ７６）。
【０１０１】
　ＲＮＣ１ａはＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルが存在する
場合、ＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの有効フラグをチェックし（
図１７ステップＳ７５）、無効（ＦＡＬＳＥ）である場合、図７に示すＬｏａｄ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌアルゴリズムよりセルを選択する（図１７ステップＳ７６）。
【０１０２】
　ＲＮＣ１ａは図１４に示すＵＥ能力情報を確認し（図１７ステップＳ７７）、Ｅ－ＤＣ
Ｈ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４であれば、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサー
ビス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜ＡＡ＞を実施する（図１７ステップＳ７９
）。
【０１０３】
　ＲＮＣ１ａはＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５であれば、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選
択アルゴリズム＜ＢＢ＞を実施する（図１７ステップＳ８０）。ＲＮＣ１ａはＥ－ＤＣＨ
／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６であれば、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６のセル選
択アルゴリズム＜ＣＣ＞を実施する（図１７ステップＳ７８）。
【０１０４】
　Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜ＡＡ＞
、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜ＢＢ＞、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳ
ＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜ＣＣ＞のセルリストは、上述した本発明の第１
の実施例において使用したソートキーを上記のステップＳ７３の動作にて残ったセルリス
トに対して使用して並び替えたものとする。
【０１０５】
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　次に、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜
ＡＡ＞、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜ＢＢ＞、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ
－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜ＣＣ＞の最初のチェック対象セルの選択
手順は、図１１～図１３に示すフローチャートと等しく、最初のチェック対象セル時のＵ
Ｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズムは、ＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵ
Ｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｅ＞を実施する。
【０１０６】
　図１１においては、最初のチェック対象セルを選択後、ＤＣＨの初期レートとしてセル
に追加となる負荷を計算する。
【０１０７】
　図１２においては、最初のチェック対象セルを選択後、そのセルが、ＨＳ－ＤＳＣＨブ
ロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＨＳ－ＤＳＣＨブロック状
態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルであれば、ＨＳ－ＤＳＣＨの初
期レートとしてセルに追加となる負荷を計算し、そうでなければ、ＤＣＨの初期レートと
してセルに追加となる負荷を計算する。
【０１０８】
　図１３においては、最初のチェック対象セルを選択後、そのセルが、ＨＳ－ＤＳＣＨブ
ロック状態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－Ｄ
ＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルであれば、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨとしてセルに追加とな
る負荷を計算する。そのセルが、ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ
－ＤＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＨＳ
－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルであれば、ＨＳ－ＤＳ
ＣＨの初期レートとしてセルに追加となる負荷を計算し、そうでなければ、ＤＣＨの初期
レートとしてセルに追加となる負荷を計算する。
【０１０９】
　図１８は本発明の第２の実施例におけるＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｅ＞の動作を示すフローチャートである。この図
１８を参照して本発明の第２の実施例におけるＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒ
ｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｅ＞の動作について説明する。
【０１１０】
　ＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜
Ｅ＞の入力パラメータは図１１～図１３の動作によって得られるチェックセルと、ＵＥ種
別に応じたセルリスト、図３から現在のセル情報、図３からＵＥの現存するセルとその同
一アンテナかつ同一周波数帯の異周波数隣接セルのセル情報とを用いて開始される（図１
８ステップＳ８１）。
【０１１１】
　ＲＮＣ１ａはチェックセルがＣｏｎｇｅｓｔｉｏｎ状態ではない（ＦＡＬＳＥ）場合（
図１８ステップＳ８２）、ＵＥ種別に応じたセルリストのうち、まだ一度もセル選択アル
ゴリズム＜Ｄ＞においてチェックされていない先頭のセルをセルｋとする（図１８ステッ
プＳ８５）。
【０１１２】
　ＲＮＣ１ａはＣｏｎｇｅｓｔｉｏｎ状態であれば（ＴＲＵＥ）（図１８ステップＳ８２
）、チェックセルの負荷に対し、そのＵＥのための追加となる負荷が許容できないほど高
くない場合（図１８ステップＳ８３）、チェックセルをセル選択アルゴリズムによって選
択し、アルゴリズム結果を成功とする（図１８ステップＳ８４）。
【０１１３】
　ＲＮＣ１ａは、負荷が許容できないほど高い場合（図１８ステップＳ８３）、ＵＥ種別
に応じたセルリストのうち、まだ一度もセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞においてチェックさ
れていない先頭のセルをセルｋとする（図１８ステップＳ８５）。
【０１１４】
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　ＲＮＣ１ａはセル‘ｋ’が存在しない場合（図１８ステップＳ８６）、選択可能なセル
が存在せず、アルゴリズム結果を失敗とする（図１８ステップＳ８７）。
【０１１５】
　ＲＮＣ１ａはセル‘ｋ’が存在し（図１８ステップＳ８６）、チェックセルにおいて提
供しようとしていたサービス（ＤＣＨ　ｏｒ　ＨＳ－ＤＳＣＨ　ｏｒ　Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ
－ＤＳＣＨ）と、セルｋで提供可能なサービス（ＤＣＨ　ｏｒ　ＨＳ－ＤＳＣＨ　ｏｒ　
Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ）とが異なる場合（図１８ステップＳ８８）、セルｋで提供
可能なサービスとしてセルに追加となる負荷を計算し（図１８ステップＳ８９）、チェッ
クセルをセル‘ｋ’とし（図１８ステップＳ９０）、ステップＳ８２の動作に戻る。
【０１１６】
　また、ＲＮＣ１ａはチェックセルにおいて提供しようとしていたサービスと、セルｋで
提供可能なサービスとが異ならない場合（図１８ステップＳ８８）、チェックセルをセル
‘ｋ’とし（図１８ステップＳ９０）、ステップＳ８２の動作に戻る。
【０１１７】
　上記のようにして、ＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル
選択アルゴリズム＜Ｅ＞は、アルゴリズム結果と、選択セルとを出力する。
【０１１８】
　このように、本実施例では、ＲＮＣ１ａによるセル選択アルゴリズムが、Ｅ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可
セルを優先的に選択し、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５にＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選択
し、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的
に選択しているので、ＵＥが実施可能なサービスに応じて、そのＵＥをサービスの提供が
可能なセルに確立させるようにすることができる。
【実施例３】
【０１１９】
　本発明の第３の実施例は、その基本的構成が上記の本発明の第１の実施例と同様である
が、ＵＥより現在のセルの周波数帯の品質劣化報告を受信し、同一アンテナの異周波数セ
ルへ異周波数間ＨＯ（ＨａｎｄＯｖｅｒ：ハンドオーバ）を実施時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒ
ｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムについてさらに工夫している。
【０１２０】
　図１９は本発明の第３の実施例によるＲＮＣの内部構成を示すブロック図である。図１
９において、ＲＮＣ１ｂはセル選択処理部１１と、ＵＥからの無線品質測定報告処理部１
７とを備え、セル情報１３と、ＵＥ情報１４と、ＲＮＣとしてハイスピードサービス（Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ　ｏｒ　Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ）が提供可能なセルに移動させること
を優先とするサービス種別の内部データ（以下、サービス種別の内部データとする）１８
と、ＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可能とするかどうかを示すフラグ（Ｆｌａｇ）１６とを保
持している。
【０１２１】
　セル情報１３、ＵＥ情報１４、セル選択処理部１１、ＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可能と
するかどうかを示すフラグ１６については、上述した本発明の第１の実施例と同じ内容で
ある。
【０１２２】
　図２０は図１９に示すＵＥ情報１４の詳細な構成を示す図である。図２０において、Ｒ
ＮＣ１ｂはＵＥの現存するセルの情報と、ＵＥの現在のチャネル状態と、ＵＥがＨＳ－Ｄ
ＳＣＨもしくはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービスを提供する場合のサービングセルの
情報と、ＵＥが実施するサービス、ＵＥ能力情報をＵＥ情報１４として保持している。
【０１２３】
　ＵＥの現存するセル情報は、ＵＥが個別チャネルで接続する複数のＡｃｔｉｖｅ　Ｓｅ
ｔ　Ｃｅｌｌを示す。ＵＥのチャネル状態は、個別チャネルで低レートサービスを提供す
るＤＣＨ　Ｓｔａｔｅと、ダウンリンクにＨＳＤＰＡサービスを提供するＨＳ－ＤＳＣＨ
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　Ｓｔａｔｅと、アップリンク／ダウンリンクそれぞれにＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡサービ
スを提供するＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｓｔａｔｅとが存在する。
【０１２４】
　ＵＥが実施するサービスは、一例として、音声電話やテレビ電話サービスを提供するＣ
Ｓ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）サービス
を提供するＰＳ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ、即時データ転送サービスを提供するＣ
Ｓ　ＳｔｒｅａｍｉｎｇもしくはＰＳ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ、ウェブブラウジングやチャ
ットサービスを提供するＰＳ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ、メール転送サービスを提供する
ＰＳ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ等が含まれる。
【０１２５】
　ＵＥ能力情報は、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４、ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈ可能ＵＥ５、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６といった対応可能なパケットサー
ビスを示しており、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４が低レートサー
ビスのみ可能、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５が低レートサービスとＨＳＤＰＡサービスとを
可能、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６が低レートサービスとＨＳＤＰＡサービス
とＨＳＵＰＡ／ＨＳＤＰＡサービスとを可能とし、またＵＥが対応可能な全ての周波数帯
情報も含まれる。これらは、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ接続時に、ＵＥからのＲＲＣ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ接続完了応答より決定される。
【０１２６】
　図２１は図１９に示すＵＥからの無線品質測定報告処理部１７で受信するＵＥからの無
線品質測定報告の構成を示す図である。図２１において、ＵＥからの無線品質測定報告で
は、ＵＥが現在接続するＡｃｔｉｖｅ　Ｓｅｔ　Ｃｅｌｌのリストが含められ、最も品質
の良いセルが先頭セルとして含められる。
【０１２７】
　図２２は図１９に示すサービス種別の内部データ１８の構成を示す図である。図２２に
おいて、サービス種別の内部データ１８は、ＲＮＣ１ｂがＵＥに提供するサービスである
、ＣＳ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ、ＣＳ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ、ＰＳ　Ｃｏｎｖｅ
ｒｓａｔｉｏｎａｌ、ＰＳ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ、ＰＳ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ、ＰＳ
　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄサービスのそれぞれにフラグ（ＴＲＵＥ／ＦＡＬＳＥ）が設定さ
れており、ＴＲＵＥはハイスピードサービスが提供可能なセルに優先的に移動させること
を示し、ＦＡＬＳＥはハイスピードサービスが提供不可能なセルに優先的に移動させるこ
とを示す。
【０１２８】
　図２０に示すＵＥ情報１４をＲＮＣ１ｂの内部データに保持すること自体は当業者にと
ってよく知られており、また本発明とは直接関係しないが、本発明にてこれらの情報を使
用している。
【０１２９】
　また、図２１に示すＵＥからの無線品質測定報告の内容自体は、当業者にとってよく知
られており、また本発明とは直接関係しないが、本発明にてこれらの情報を使用している
。
【０１３０】
　図２３及び図２４は本発明の第３の実施例によるＵＥより現在のセルの周波数帯の品質
劣化報告を受信して同一アンテナの異周波数セルへ異周波数間ＨＯを実施した時のＵＥ　
Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作を示すフローチャートである。これ
ら図２３及び図２４を参照して本発明の第３の実施例によるＵＥより現在のセルの周波数
帯の品質劣化報告を受信して同一アンテナの異周波数セルへ異周波数間ＨＯを実施した時
のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作について説明する。
【０１３１】
　ＲＮＣ１ｂはＵＥより現在のセルの周波数帯の品質劣化報告を受信すると、同一アンテ
ナの異周波数セルへ異周波数間ＨＯの対象セル選択としてＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａ
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ｔｉｏｎアルゴリズムを開始する（図２３ステップＳ９１）。
【０１３２】
　ＲＮＣ１ｂはＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの有効フラグをチェ
ックし、無効（ＦＡＬＳＥ）である場合（図２３ステップＳ９２）、図２０に示すＵＥの
現存するセルとの同一アンテナである異周波数セルを図３より取得し、ランダムに対象と
なるセルを選択する（図２３ステップＳ９３）。
【０１３３】
　ＲＮＣ１ｂは有効（ＴＲＵＥ）である場合（図２３ステップＳ９２）、図２０に示すＵ
Ｅの現在のチャネル状態がＤＣＨ　Ｓｔａｔｅの場合（図２３ステップＳ９４）、図２１
に示すＵＥからの無線品質測定報告より最も品質の良いセルである先頭セルとの同一アン
テナである異周波数セルを図３より取得し、図２０のＵＥが対応可能な全ての周波数帯情
報に含まれない周波数帯のセルを省く（図２３ステップＳ９５）。
【０１３４】
　また、ＲＮＣ１ｂはＤＣＨ　Ｓｔａｔｅ以外の場合（図２３ステップＳ９４）、図２０
に示すサービングセルと同一アンテナである異周波数セルを図３より取得し、図２０に示
すＵＥが対応可能な全ての周波数帯情報に含まれない周波数帯のセルを省く（図２３ステ
ップＳ９６）。
【０１３５】
　ＲＮＣ１ｂは対象となる異周波数セルがない（ＦＡＬＳＥ）場合（図２３ステップＳ９
７）、選択可能なセルは存在せず、アルゴリズム結果を失敗とする（図２３ステップＳ９
８）。
【０１３６】
　ＲＮＣ１ｂは少なくとも一つ対象となる異周波数セルがあれば（図２３ステップＳ９７
）、ＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可能とするかどうかを示すフラグ１６をチェックし（図２
３ステップＳ９９）、無効（ＦＡＬＳＥ）である場合、残った異周波数セルのうち、最も
高いＨＣＳ＿ＰＲＩＯのセルでもっとも大きなダウンリンク周波数を持つセルをＨＯ対象
セルとして選択し、アルゴリズム結果を成功とする（図２３ステップＳ１０１）。
【０１３７】
　ＲＮＣ１ｂは有効（ＴＲＵＥ）である場合、残った異周波数セルの中に、少なくとも一
つＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルが存在するかどうかをチ
ェックし（図２３ステップＳ１００）、存在しなければ、最も高いＨＣＳ＿ＰＲＩＯのセ
ルでもっとも大きなダウンリンク周波数を持つセルをＨＯ対象セルとして選択し、アルゴ
リズム結果を成功とする（図２３ステップＳ１０１）。
【０１３８】
　ＲＮＣ１ｂはＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルが存在する
場合、図２０に示すＵＥが実施するサービスに該当する、図２２のハイスピード優先サー
ビスの内部データのフラグが無効（ＦＡＬＳＥ）の場合（図２４ステップＳ１０２）、Ｕ
Ｅの現存するセルを除くＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔの先頭セルを選択し、アルゴリズム結果を成功とす
る（図２４ステップＳ１０４）。
【０１３９】
　ＲＮＣ１ｂは有効（ＴＲＵＥ）であれば（図２４ステップＳ１０２）、図２０に示すＵ
Ｅ能力情報を確認し、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４の場合（図２
４ステップＳ１０３）、ＵＥの現存するセルを除くＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス
実施不可Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔの先頭セルを選択し、ア
ルゴリズム結果を成功とする（図２４ステップＳ１０４）。
【０１４０】
　ＲＮＣ１ｂはＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５の場合（図２４ステップＳ１０３）、ＵＥの現
存するセルを除くＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔの先頭セルを選択し、アルゴリズム結果を成功とする（図２４ス
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テップＳ１０５）。
【０１４１】
　ＲＮＣ１ｂはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６の場合（図２４ステップＳ１０３
）、ＵＥの現存するセルを除くＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｉｎ
ｔｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔの先頭セルを選択し、アルゴリズム結
果を成功とする（図２４ステップＳ１０６）。
【０１４２】
　上記のようにして、ＵＥより現在のセルの周波数帯の品質劣化報告を受信し、同一アン
テナの異周波数セルへ異周波数間ＨＯを実施時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ
アルゴリズムは選択セルを出力する。尚、選択したセルに対する異周波数間ＨＯが失敗し
た場合、それぞれのセルリストにおいての次の候補セルを選択して異周波数間ＨＯを試み
ても良い。
【実施例４】
【０１４３】
　本発明の第４の実施例は、その基本的構成が上記の本発明の第１の実施例と同様である
が、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎを共通チャネルで接続中に、コアネットワーク（ＣＮ
）よりサービス接続要求メッセージ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアル
ゴリズムについてさらに工夫している。
【０１４４】
　図２５は本発明の第４の実施例によるＲＮＣの内部構成を示すブロック図である。図２
５において、ＲＮＣ１ｃはセル選択処理部１１と、ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔメッセージ受信処理部１９とを備え、セル情報１３と、ＵＥ情報１４と、サー
ビス種別の内部データ１８と、ＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可能とするかどうかを示すフラ
グ１６とを保持している。
【０１４５】
　セル情報１３、セル選択処理部１１、ＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可能とするかどうかを
示すフラグ１６については、上記の本発明の第１の実施例と同じ内容である。サービス種
別の内部データ１８については、上記の本発明の第３の実施例と同じ内容である。
【０１４６】
　図２６は図２５に示すＵＥ情報１４の詳細な構成を示す図である。図２６において、Ｒ
ＮＣ１ｃはＵＥの現存するセルの情報と、ＵＥ能力情報とをＵＥ情報１４として保持する
。
【０１４７】
　ＵＥの現存するセルの情報は、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎが接続されている共通チ
ャネルを含むセルを示す。ＵＥ能力情報は、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不
可ＵＥ４、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６といった
対応可能なパケットサービスを示しており、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不
可ＵＥ４が低レートサービスのみ可能、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５が低レートサービスと
ＨＳＤＰＡサービスとを可能、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６が低レートサービ
スとＨＳＤＰＡサービスとＨＳＵＰＡ／ＨＳＤＰＡサービスとを可能とし、またＵＥが対
応可能な全ての周波数帯情報も含まれる。これらは、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ接続
時に、ＵＥからのＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ接続完了応答より決定される。
【０１４８】
　ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ受信処理部１９では、ＲＡ
Ｂ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージにおいて、どのようなサービスの
確立要求があるかをチェックしており、一例として、音声電話やテレビ電話サービスを提
供するＣＳ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ、ＶｏＩＰサービスを提供するＰＳ　Ｃｏｎ
ｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ、即時データ転送サービスを提供するＣＳ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ
もしくはＰＳ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ、ウェブブラウジングやチャットサービスを提供する
ＰＳ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ、メール転送サービスを提供するＰＳ　Ｂａｃｋｇｒｏｕ
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ｎｄ等が含まれる。
【０１４９】
　以上、本実施例の構成について述べたが、図２６に示すＵＥ情報１４をＲＮＣ１ｃ内部
データに保持すること自体は当業者にとってよく知られており、また本発明とは直接関係
しないが、本発明にてこれらの情報を使用している。
　また、ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ受信処理部１９は当
業者にとってよく知られており、また本発明とは直接関係しないため、その詳細な説明を
省略する。
【０１５０】
　図２７は本発明の第３の実施例におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎを共通チャネル
で接続中に、コアネットワーク（ＣＮ）よりサービス接続要求メッセージ受信時のＵＥ　
Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作を示すフローチャートである。この
図２７を参照して本発明の第３の実施例におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎを共通チ
ャネルで接続中に、コアネットワーク（ＣＮ）よりサービス接続要求メッセージ受信時の
ＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作について説明する。
【０１５１】
　ＲＮＣ１ｃはＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可能とするかどうかを示すフラグ１６をチェッ
クし（図２７ステップＳ１１１）、無効（ＦＡＬＳＥ）である場合、図７に示すＬｏａｄ
　Ｃｏｎｔｒｏｌアルゴリズムよりセルを選択する（図２７ステップＳ１１５）。
【０１５２】
　ＲＮＣ１ｃは有効（ＴＲＵＥ）である場合、ＵＥの現存するセルと、同一アンテナの異
周波数セルの情報を図３より取得し、図２６に示すＵＥが対応可能な全ての周波数帯情報
に含まれない周波数帯のセルを省く（図２７ステップＳ１１２）。ＲＮＣ１ｃは残ったセ
ルのうち、少なくとも一つＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセル
が存在するかどうかをチェックし（図２７ステップＳ１１３）、存在しなければ、図７に
示すＬｏａｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌアルゴリズムよりセルを選択する（図２７ステップＳ１１
５）。
【０１５３】
　ＲＮＣ１ｃはＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルが存在する
場合、ＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの有効フラグをチェックし（
図２７ステップＳ１１４）、無効（ＦＡＬＳＥ）である場合、図７に示すＬｏａｄ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌアルゴリズムよりセルを選択する（図２７ステップＳ１１５）。
【０１５４】
　ＲＮＣ１ｃは有効（ＴＲＵＥ）である場合、ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔメッセージ受信処理部１９において要求されているサービスに該当する、図２２に
示すハイスピード優先サービスの内部データのフラグがＦＡＬＳＥであれば（図２７ステ
ップＳ１１６）、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴ
リズム＜ＡＡ＞を実施する（図２７ステップＳ１１８）。
【０１５５】
　ＲＮＣ１ｃはＴＲＵＥであれば（図２７ステップＳ１１６）、図２６に示すＵＥ能力情
報を確認し、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４であれば（図２７ステ
ップＳ１１７）、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴ
リズム＜ＡＡ＞を実施する（図２７ステップＳ１１８）。
【０１５６】
　ＲＮＣ１ｃはＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５であれば（図２７ステップＳ１１７）、ＨＳ－
ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜ＢＢ＞を実施する（図２７ステップＳ１１
９）。ＲＮＣ１ｃはＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６であれば（図２７ステップＳ
１１７）、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜ＣＣ＞を実
施する（図２７ステップＳ１２０）。
【０１５７】
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　Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜ＡＡ＞
、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜ＢＢ＞、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳ
ＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜ＣＣ＞のセルリストは、本発明の第１の実施例
において使用したソートキーを上記のステップＳ１１２の動作にて残ったセルリストに対
して使用して並び替えたものとする。
【０１５８】
　Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４のセル選択アルゴリズム＜ＡＡ＞
、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５のセル選択アルゴリズム＜ＢＢ＞、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳ
ＣＨ可能ＵＥ６のセル選択アルゴリズム＜ＣＣ＞の最初のチェック対象セルの選択手順を
図１１～図１３に示す処理動作と等しく、最初のチェック対象セル時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅ
ｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズムは、図１８に示すＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵＥ
　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｅ＞と等しい。
【０１５９】
　図１１においては、最初のチェック対象セルを選択後、ＤＣＨの初期レートとしてセル
に追加となる負荷を計算する。
【０１６０】
　図１２においては、最初のチェック対象セルを選択後、そのセルが、ＨＳ－ＤＳＣＨブ
ロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルもしくはＨＳ－ＤＳＣＨブロック状
態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルであれば、ＨＳ－ＤＳＣＨの初
期レートとしてセルに追加となる負荷を計算し、そうでなければ、ＤＣＨの初期レートと
してセルに追加となる負荷を計算する。
【０１６１】
　図１３においては、最初のチェック対象セルを選択後、そのセルが、ＨＳ－ＤＳＣＨブ
ロック状態フラグがＦＡＬＳＥで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＥ－Ｄ
ＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルであれば、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨとしてセルに追加とな
る負荷を計算する。
【０１６２】
　また、図１３においては、そのセルが、ＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳ
Ｅで、Ｅ－ＤＣＨブロック状態フラグがＴＲＵＥのＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルもし
くはＨＳ－ＤＳＣＨブロック状態フラグがＦＡＬＳＥのＨＳ－ＤＳＣＨセルであれば、Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨの初期レートとしてセルに追加となる負荷を計算し、そうでなければ、ＤＣ
Ｈの初期レートとしてセルに追加となる負荷を計算する。
【０１６３】
　このように、本実施例では、ＲＮＣ１ｃによるセル選択アルゴリズムが、Ｅ－ＤＣＨ／
ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ４にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス提供不可
セルを優先的に選択し、ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ５にはＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先的に選
択し、Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ６にＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルを優先
的に選択しているので、ＵＥが実施可能なサービスと、コアネットワークより接続要求さ
れたサービスに応じて、そのＵＥをサービスの提供が可能なセルに確立させるようにする
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６４】
　本発明は、同一アンテナにおいて周波数の異なるＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス
提供不可セルとＨＳ－ＤＳＣＨセルとＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨセルとが混在し、同一
エリアにＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥとＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥと
Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥとが混在するＩＭＴ２０００システムアーキテクチ
ャに適用可能である。
【０１６５】
　上記のＩＭＴ２０００システムアーキテクチャにおいては、最初の無線接続要求（ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージ受信時にＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
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ｔｉｏｎ確立対象のセル選択、もしくはパケットサービスを共通チャネルで接続中にＵＥ
からのトラフィック増加報告受信もしくはＲＮＣ内部の転送バッファ増加検出による共通
チャネルから個別チャネルへのチャネルタイプ変更（ＣＴＳ　ＦＡＣＨ　ｔｏ　ＤＣＨ）
時に個別チャネル確立対象のセル選択、あるいはＵＥより現在のセルの周波数帯の品質劣
化報告を受信して同一アンテナの異周波数セルへの異周波数間ＨＯの実施時に異周波数間
ＨＯ対象のセル選択、またはＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎを共通チャネルで接続中にコ
アネットワーク（ＣＮ）よりサービス接続要求（ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）メッセージ受信時に個別チャネル確立対象のセル選択をそれぞれ行う場合に適
用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１６６】
【図１】本発明の実施の形態による移動体通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施例によるＲＮＣの内部構成を示すブロック図である。
【図３】図２に示すセル情報の詳細な構成を示す図である。
【図４】図２に示すＵＥ情報の詳細な構成を示す図である。
【図５】図２に示すＵＥ情報処理部において処理される最初の無線接続要求（ＲＲＣ　Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージの詳細な構成を示す図である。
【図６】図２に示す内部データの詳細な構成を示す図である。
【図７】図２に示すセル選択処理部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の第１の実施例におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
メッセージ受信時のセル選択のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動
作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第１の実施例におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
メッセージ受信時のセル選択のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動
作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第１の実施例におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔメッセージ受信時のセル選択のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの
動作を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第１の実施例におけるＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可
ＵＥのセル選択アルゴリズム＜Ａ＞の動作を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第１の実施例におけるＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥのセル選択アルゴリズ
ム＜Ｂ＞の動作を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第１の実施例におけるＥ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥのセル選
択アルゴリズム＜Ｃ＞の動作を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第１の実施例におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ受信時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｄ＞の動作を
示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第２の実施例によるＲＮＣの内部構成を示すブロック図である。
【図１６】図１５に示すＵＥ情報の詳細な構成を示す図である。
【図１７】本発明の第２の実施例におけるＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作を示すフローチャートである。
【図１８】本発明の第２の実施例におけるＣＴＳ　ＣｔｏＤ時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｔｉａｔｉｏｎセル選択アルゴリズム＜Ｅ＞の動作を示すフローチャートである。
【図１９】本発明の第３の実施例によるＲＮＣの内部構成を示すブロック図である。
【図２０】図１９に示すＵＥ情報の詳細な構成を示す図である。
【図２１】図１９に示すＵＥからの無線品質測定報告処理部で受信するＵＥからの無線品
質測定報告の構成を示す図である。
【図２２】図１９に示すサービス種別の内部データの構成を示す図である。
【図２３】本発明の第３の実施例によるＵＥより現在のセルの周波数帯の品質劣化報告を
受信して同一アンテナの異周波数セルへ異周波数間ＨＯを実施した時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅ
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ｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作を示すフローチャートである。
【図２４】本発明の第３の実施例によるＵＥより現在のセルの周波数帯の品質劣化報告を
受信して同一アンテナの異周波数セルへ異周波数間ＨＯを実施した時のＵＥ　Ｄｉｆｆｅ
ｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作を示すフローチャートである。
【図２５】本発明の第４の実施例によるＲＮＣの内部構成を示すブロック図である。
【図２６】図２５に示すＵＥ情報の詳細な構成を示す図である。
【図２７】本発明の第３の実施例におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎを共通チャネル
で接続中に、コアネットワーク（ＣＮ）よりサービス接続要求メッセージ受信時のＵＥ　
Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムの動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１６７】
　１，１ａ，
　１ｂ，１ｃ　ＲＮＣ
　　　２，３　基地局
　　　　　４　Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨサービス実施不可ＵＥ
　　　　　５　ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ
　　　　　６　Ｅ－ＤＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ可能ＵＥ
　　　　１１　セル選択処理部
　　　　１２　ＵＥ情報処理部
　　　　１３　セル情報
　　　　１４　ＵＥ情報
　　　　１５　ＲＮＣとしてハイスピードサービス対象とする確立理由の内部データ
　　　　１６　ＲＮＣとしてＨＳＤＰＡを可能とするかどうかを示すフラグ
　　　　１７　ＵＥからの無線品質測定報告処理部
　　　　１８　ＲＮＣとしてハイスピードサービスが提供可能なセルに移動させることを
優先とするサービス種別の内部データ
　　　　１９　ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ受信処理部
　　　１１１　Ｌｏａｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ部
　　　１１２　ＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ処理部
　　　１１３　ＵＥ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎアルゴリズムを有効とするかどう
かを示すフラグ
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