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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラー無線通信ネットワークのアクセスネットワークインフラのリソースの管理方法
であって、該アクセスネットワークインフラは少なくとも１つの無線セルをサービスする
第１の無線アクセスポイントを含みそして複数の無線セルの少なくとも１つの無線カバレ
ッジ以内に位置する少なくとも１つのユーザ装置種目と無線インターフェース上で通信可
能であり、
　該方法は該第１の無線アクセスポイントの複数のセルの少なくとも１つの無線カバレッ
ジ以内に位置するユーザ装置に関係して、
　＊もし該ユーザ装置が該第１の無線アクセスポイントに関連するユーザ装置の所定のセ
ットに属するならば、ユーザ装置と無線アクセスポイントとの間の無線通信リンクを確立
するための第１の基準を、該第１の基準が満たされたときに該ユーザ装置と該第１の無線
アクセスポイントとの間の無線通信リンクを確立する意図で適用するステージと、
　＊もし該ユーザ装置が該第１の無線アクセスポイントに関連するユーザ装置の該所定の
セットに属していないならば、無線通信リンクを確立する該第１の基準とは異なる無線ア
クセスポイントとユーザ装置との間の無線通信リンクを確立するための第２の基準を、該
第２の基準が満たされたときに該ユーザ装置と該第１の無線アクセスポイントとの間の無
線通信リンクを確立する意図で適用するステージとを具備し、
　無線通信リンクを確立するための該第１及び第２の基準は、無線アクセスポイントとユ
ーザ装置との間の送信の品質に関係して予め規定され、該ユーザ装置と該第１の無線アク
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セスポイントとの間の無線送信の品質を表す次元が測定され、そして、測定された次元が
無線通信リンクを確立するための該第１又は第２の基準を満たすときに無線通信リンクを
確立するための該第１又は第２の基準を適用する、方法。
【請求項２】
　請求項１に従う方法において、無線通信リンクを確立するための該第１と第２の基準は
それぞれ、ユーザ装置による受信品質に関する第１と第２の閾値からなる、方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に従う方法において、アクセスネットワークインフラの無線アクセスポ
イントの無線セルの少なくとも幾つか又は全ては複数のカテゴリを形成するよう分布され
、該カテゴリ各々はその無線カバレッジのサイズに基いた１つ又は複数のセルを含み該第
１の基準を同一カテゴリのセルのすべてに関連させている、方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に従う方法において、該ユーザ装置と該第１の無線アク
セスポイントとの間の無線送信の品質を表わす次元は、該第１の無線アクセスポイントか
ら受信された信号のパワーレベルを示すものである、方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に従う方法において、該アクセスネットワークインフラ
はＣＤＭＡタイプであり、そして該ユーザ装置と該第１の無線アクセスポイントとの間の
無線送信品質を表す次元は該第１の無線アクセスポイントのパイロットチャネル上で受信
されたチップ当たりのエネルギーレベルを示すものである、方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に従う方法において、該アクセスネットワークインフラ
は無線通信リンクが確立される少なくとも１つの無線セルをサービスする第２の無線アク
セスポイントを含み、該ユーザ装置と該第２の無線アクセスポイントとの間の無線通信リ
ンクは、該ユーザ装置と該第１の無線アクセスポイントとの間の無線通信リンクがいった
ん確立されると除去される、方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に従う方法において、該第１の無線アクセスポイントは
宅内又は“フェムト”タイプ無線アクセスノードに含まれる、方法。
【請求項８】
　少なくとも１つの無線セルをサービスする第１の無線アクセスポイントを含むセルラー
無線通信ネットワークのアクセスネットワークインフラの少なくとも１つの無線アクセス
ポイントとのユーザ装置の無線通信リンクを管理する装置であって、
　該ユーザ装置が位置する無線カバレッジ以内のセルから識別情報を受信するよう構成さ
れたインターフェース手段（ＭＩ）と、該インターフェース手段（ＭＩ）上で受信された
セル識別情報と該第１の無線アクセスポイントの少なくとも１つの無線セル識別子とを比
較するよう構成された制御手段（ＭＣ）とを備え、
　該識別情報と該識別子とが整合するなら、無線通信リンクを確立するための第１の基準
を、該第１の基準が満足されるときに該ユーザ装置と該第１の無線アクセスポイントとの
間の無線通信リンクを確立する意図で適用し、そして
　該識別情報と該識別子とが整合しないなら、無線通信リンクを確立するための該第１の
基準から異なる無線通信リンクを確立するための第２の基準を、該第２の基準が満足され
るときに該ユーザ装置と該第１の無線アクセスポイントとの間の無線リンクを確立する意
図で適用し、
　該制御手段（ＭＣ）は、更に、該ユーザ装置と該アクセスネットワークインフラの無線
アクセスポイントとの間の送信品質に関係する予め規定された、無線通信リンクを確立す
るための該第１と第２の基準を適用するよう構成されている、装置。
【請求項９】
　請求項８に従う管理装置において、該インターフェース手段（ＭＩ）は更に、該ユーザ
装置と該第１の無線アクセスポイントとの間の送信の品質を表わす次元の測定値を受信す
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るよう構成されており、そして該制御手段（ＭＣ）は更に、該インターフェース手段（Ｍ
Ｉ）上で受信された次元測定値が無線通信リンクを確立するための該第１又は第２の基準
を満たすときに無線通信リンクを確立するための該第１又は第２の基準を適用するよう構
成されている、装置。
【請求項１０】
　請求項８又は９に従う管理装置において、該制御手段（ＭＣ）が、無線通信リンクを確
立するための、該ユーザ装置による受信品質に関する第１と第２の閾値をそれぞれが含む
該第１と第２の基準を適用するよう構成されている、装置。
【請求項１１】
　セルラー無線通信ネットワークのアクセスネットワークインフラの少なくとも１つの無
線アクセスポイントと無線インターフェースを介しての通信の手段（ＭＣＯＭ）と、
　請求項８乃至１０のいずれか１項に従う無線通信リンク管理装置とを備え、
　該無線アクセスポイントは少なくとも１つの無線セルをサービスする、ユーザ装置。
【請求項１２】
　セルラー無線通信ネットワークのアクセスネットワークインフラのための無線アクセス
ポイント制御装置であって、
　該アクセスネットワークインフラが、少なくとも１つの無線セルをサービスする第１の
無線アクセスポイントを含み、そして、複数の無線セルの少なくとも１つの無線カバレッ
ジ以内に位置する少なくとも１つのユーザ装置種目と無線インターフェースを介して通信
することができるものであり、
　前記制御装置は、
－該第１の無線アクセスポイントの無線セルの少なくとも１つのカバー範囲以内に位置す
るユ―ザ装置に関する識別情報を受信するよう構成された受信手段（ＭＲＣ）；
－該第１の無線アクセスポイントに関連するユーザ装置の所定のセットに属するユーザ装
置の識別子を維持するよう構成されたメモリー手段（ＭＭＣ）；
－該アクセスネットワークインフラの少なくとも１つの無線アクセスポイントと無線イン
ターフェースを介して通信可能なユーザ装置と該アクセスネットワークインフラの無線ア
クセスポイントとの間の無線通信リンクを管理し、該第１の無線アクセスポイントとユー
ザ装置との間の無線通信リンクの確立を制御するよう構成された管理手段（ＭＧＣ）；
－該受信手段で受信されたユーザ装置の識別情報と複数のユーザ装置識別子の少なくとも
１つとを比較するよう構成された制御手段であって、該識別情報が該識別子の少なくとも
１つとに整合するならば無線通信リンクを確立するための第１の基準を、該第１の基準が
満たされるとき該ユーザ装置と該第１の無線アクセスポイントとの間の無線通信リンクを
確立する意図で適用し、そして該識別情報が該識別子のいずれとも整合しないならば無線
通信リンクを確立するための該第１の基準とは異なる無線通信リンクを確立するための第
２の基準を、該第２の基準が満たされるときに該ユーザ装置と該第１の無線アクセスポイ
ントとの間の無線通信リンクを確立する意図で適用する制御手段（ＭＣＣ）を備え、
　該無線通信リンクを管理する手段（ＭＧＣ）が、該ユーザ装置と該アクセスネットワー
クインフラの間の送信品質関係する予め規定された無線通信リンクを確立する該第１と第
２の基準を適用するよう構成されている、制御装置。
【請求項１３】
　請求項１２に従う無線アクセスポイント制御装置において、
－該受信手段（ＭＲＣ）が更に該ユーザ装置と該第１の無線アクセスポイントとの間の送
信品質を表わす次元の測定を受信するよう構成されており、
－該制御手段（ＭＣＣ）が更に該受信手段により受信された次元の測定値を該無線通信リ
ンクを管理する手段（ＭＧＣ）に送るよう構成されており、及び
－該無線通信リンクを管理する手段（ＭＧＣ）が更に該次元の測定値が無線通信リンクを
確立するための該第１又は第２の基準に適うときに該無線通信リンクを確立するための第
１又は第２の基準を適用するよう構成されている、制御装置。
【請求項１４】



(4) JP 5404813 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

　請求項１２又は１３に従う無線アクセスポイント制御装置において、無線通信リンクを
管理するための手段（ＭＧＣ）が該ユーザ装置による受信品質に関する該第１と第２の閾
値を含む無線通信リンクを確立するための該第１と第２の基準を適用するよう構成されて
いる、制御装置。
【請求項１５】
　プロセッサに関連するメモリーにロードされ得るコンピュータプログラムにおいて、該
プログラムが該プロセッサにより実行されているときに請求項１乃至７のいずれか１項に
従う方法を履行する命令からなるコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に従うプログラムが記録されているデータ処理媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動体装置を有する無線通信システム内における無線リンクの管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　宅内環境における広帯域アクセスの概念の最近の発展は、特に無線アクセスドメインに
おいてこの必要性に適うよう設計された新しいソリューションの出現を導いてきた。“フ
ェムト”又は“宅内ゲートウェイ”の下にグループ化された最近のソリューションのいく
つかは、特に高速無線伝送への宅内ユーザアクセスを提供している。フェムトソリューシ
ョンは、典型的には第３世代無線通信規格又はその等化なものとの無線インターフェース
の適合性を提供しており、対応するアクセスネットワークのインフラ（基盤設備）に導入
されている。この例はＵＭＴＳ（汎用移動体電話通信システム）第３世代規格と適合する
フェムトアクセスポイントによって提供され、このポイントはＵＭＴＳシステムのエア（
無線）インターフェースでの通信仕様に従った無線インターフェース上のユーザ装置との
通信が可能であり、そしてＵＭＴＳタイプのアクセスネットワークインフラとの通信イン
ターフェースを有している。
【０００３】
　フェムトアクセスポイントは、典型的には低パワーの基地局ルータからなり、関連する
例えばセルラーのような無線通信システムの無線インターフェース仕様に従って無線信号
を送受信することができる。従ってそれは無線通信システムの無線カバレッジを拡張する
ために用いられ、ビル内のカバー（宅内カバー）の手段を与え、住宅内の無線広帯域アク
セスに関する住宅内レベル上の無線カバーをも与える。名称“フェムト（ｆｅｍｔｏ）”
は一般に、セルラー無線通信システムの従来の普通の基地局により生成される無線セルの
サイズに比べて、セルラー無線ネットワークの一部を形成するときそれらのアクセスポイ
ントにより生成される無線セルの小さなサイズとして参照される。フェムトアクセスポイ
ントはセルラー無線通信システムのアクセスネットワークインフラと接続され、例えばＡ
ＤＳＬライン又は有線ネットワークインターフェースのような宅内環境に利用可能なイン
ターフェースと一般的に同じタイプの広帯域通信インターフェースを用いてそのインフラ
と関連しあう。
【０００４】
　セルラー無線通信システムにおいて、フェムトアクセスポイントは通常フェムトセルと
称される小さなセルにサービスする。オペレータはセルの異なるレベルの間で階層を形成
し得、各レベルはそれが含むセルのサイズにより特徴づけられる。そのようなクラス化（
等級分け）の例は図１に与えられており、それはセルグループの３つのレベル、フェムト
セルとして知られる典型的には数メータの非常に小さいセルを含む第１のレベル、ミクロ
セルとして知られるフェムトセルより大きいセルを含む次のレベル、最後にマクロセルと
して知られる最大のセルを含む第３の最終レベルを示している。フェムトセル、ミクロセ
ルそしてマクロセルのカバー範囲は、地理的エリアがフェムトセル、ミクロセル及びマク
ロセルを含む少なくとも３つのセルの無線カバレッジ内に在ることがあり得ることにより
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オーバーラップすることに注意されたい。それらのサイズに基くセルの階層的組織化のタ
イプは階層セル構造（ＨＣＳ）として知られる。
【０００５】
　無線リンク制御手順は、それぞれの無線カバレッジが交差する複数のセルレベルを含む
セルラー無線通信システムにおいて正常になされ得る。換言すると、図１に示すように、
ユーザ間の送信の品質を最適化しユーザ間の干渉を最小化するよう配置される。
　更に、セルラーシステム内の通信中の移動体端末の移動性の管理は、セル間の無線通信
リンクの移転（切替え）に関する手順を伴う。そのような移転はセル間ハンドオーバ又は
セル移転として知られている。第１のセルの基地局から第２のセルの基地局への通信の瞬
間的切換えを伴うハードハンドオーバ（又はＨＨＯ）と、あるシステムにサポートされ移
動体が同時に複数の基地局と通信している可変長の相があるソフトハンドオーバ（又はＳ
ＨＯ）との間で区別がなされる。
【０００６】
　第３世代ＵＭＴＳ（“汎用移動体電話通信システム”）システムは広帯域コード分割多
重アクセス技術（Ｗ―ＣＤＭＡ）使用しており、Ｗ－ＣＤＭＡはＨＨＯとＳＨＯをサポー
トできるようにしている。そのＬＴＥ（長期進化：Long Term Evolution）はＨＨＯのみ
をサポートしている。
　ハンドオーバ手順はセルラーシステムにおいて実行され、一般的には接続しているモー
ドで移動体装置に関し良好な状態を継続する通信を可能とするに十分な品質の無線リンク
を保証するような手法で、自動的になされる（換言すると進行中の通信のままで）。他の
ハンドオーバ基準は、伝播状態に直接リンクしない考慮に基づいて、例えばセルのタイプ
に基くトラヒックの分布によっている。
【０００７】
　ハンドオーバ手順は通常は測定ステージを伴う、そのステージにおいて少なくとも１つ
の移動体局と１つの基地局が伝播状態、ダウンストリーム（移動体受信器での測定）又は
アップストリーム（移動体装置からの信号上で１つ又は複数の基地局の受信器での測定）
に関係する無線測定を規則的にする。もし移動体局と基地局との間で通信チャネルが確立
されると、測定がこのチャネルでされる。これらの測定は無線チャネル上でアップストリ
ームとダウンストリーム信号レベルに特に反映する。それらは、基地局から移動体局への
離間距離の指示子と同じく無線リンクの品質の指示子を考慮することができる。更に移動
体局はある数の隣接セルから受信する最も強いパワーの信号上で規則的に測定をする。ほ
かの方向において、これらの隣接セルの基地局はアップストリーム信号上の測定をし得る
。
【０００８】
　これらの測定値は、ハンドオーバ手順を管理しているシステムのユニットに規則的に送
られる。この手順は、それら測定値が１つ又は複数の所定のハンドオーバ基準に合うかど
うか、数学的アルゴリズムを介して平均をとりそして評価をすることで測定値を処理する
。
　使用されているセルがＨＣＳタイプ構造に基いて組織化されているセルラー無線通信シ
ステムにおいて、セル間ハンドオーバ制御手順は、通信の品質を維持しそして無線リソー
スの管理を最適化しながら実行されるハンドオーバの数を特に最適化することを意図して
いる。そのようなシステムの無線カバレッジ以内に位置する各ユーザの装置種目（アイテ
ム）は、ＨＣＳ層のレベルに対応するセルに割当てられ得る。この割当てはユーザ装置の
高速性に基いてなされる。それ故高速ユーザ装置はより高いレベル（“マクロセル”）の
セルに割当てられ、一方低速度の略固定（静止）の装置又は移動体であるユーザ装置は低
レベルの層からのセルに割当てられるだろう．優先度を無線リソースの管理に与えること
ができ、複数のレベルにわたってセルラー無線通信システムのユーザ装置により表わされ
る負荷を分配する。特に、レベルの一つが無線リソースの利用の観点からその最大容量に
なってしまうとこのような分配がなされる。
【０００９】
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　図１の破線は図に示されるユーザ装置の移動に対するレベルの変化を例示する。フェム
トセルである最低レベルのセルと無線通信リンクを初めに有していたユーザ装置がミクロ
セルの中間レベルにスイッチされそしてそれからマクロセルの上方レベルに更にスイッチ
された結果につれて、ユーザ装置の速度は序々に増加する。図１で例示のマクロセルにお
いて負荷が大きすぎる場合に、ユーザ装置は再び中間レベルにスイッチされる。そのとき
、もしこのレベルがそれ自身高く負荷されていると、ユーザ装置は低いレベルにスイッチ
される（図において、フェムトセルのレベルへ）。
【００１０】
　ＨＣＳタイプのセルラー無線通信システムのオペレータのための利点の１つは、より高
いレベルのセル（換言すると最大広域無線カバレッジを有するセル）がより低いレベルの
セルにアンロードされることを許容することにある。最低レベル（換言すると最小セル－
フェムトセルを含むもの）は、宅内状況における広帯域無線アクセスを与える利点をネッ
トワークユーザに提供する。
　しかし、干渉を最小化しそして異なるレベルのセル間でのセル間ハンドオーバ手順の数
を減少させるために、現市場で利用可能な又は将来に予測されるフェムトアクセスポイン
トは非常に低い送信パワー（約１ワット）を有し、それはセル間ハンドオーバを自動的に
起動（トリガ）するための無線カバレッジと容量をセルレベルへと著しく制限する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の１つの課題は、例えばフェムトアクセスポイントに関し、セル間ハンドオーバ
の自動的起動をするための無線カバレッジと容量の制限を改善することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、セルラー無線通信ネットワークのアクセスネットワークインフラのリソース
を管理する方法を提案する。該アクセスネットワークインフラは、少なくとも１つの無線
セルをサービスしそして無線セルの少なくとも１つの無線カバレッジ以内に位置する少な
くとも１つのユーザ装置と無線インターフェースを介して通信可能である第１の無線アク
セスポイントからなる。本方法に従うと、第１の無線アクセスポイントの少なくとも１つ
のセルの無線カバレッジ以内に位置するユーザ装置との関係で考えたとすると、もしユー
ザ装置が第１の無線アクセスポイントに関連するユーザ装置の所定のセットに属するなら
、ユーザ装置と無線アクセスポイントとの間で無線通信リンクを確立する第１の基準が、
該第１の基準が適うときにユーザ装置と第１の無線アクセスポイントとの間の無線通信リ
ンクを確立する意図で適用され、そしてもしユーザ装置が第１の無線アクセスポイントと
関連するユーザ装置の前記所定のセットに属していないなら、ユーザ装置と無線アクセス
ポイントとの間の無線通信リンクを確立する第２の基準であって無線通信リンクを確立す
る前記第１の基準とは異なる第２の基準が、該第２の基準が満たされるときにユーザ装置
と第１の無線アクセスポイントとの間の無線通信リンクを確立する意図で適用される。
【００１３】
　それ故、無線通信リンクを確立するに適用される基準は、ユーザ装置が関心の無線アク
セスポイントに関連のユーザ装置の所定のセットに属するかどうかに依存して変わる。
　１つの実施例において、所定の基準が無線リンクを確立するために予定され、例えば無
線アクセスポイントとユーザ装置との間の送信の品質に関係している。その場合、ユーザ
装置と第１の無線アクセスポイントとの間の無線送信の品質を表わす次元（物理数）を測
定し、そして測定次元が無線通信リンクを確立する基準を満たすときに無線通信リンクを
確立することが可能である。この特定の例の無線基準の適用は、ユーザ装置による受信の
品質に関する閾値との比較を含み得る。
【００１４】
　提案の方法はセルラー無線通信ネットワークにおいて実装され得、そこではアクセスネ
ットワークインフラの無線アクセスポイントの無線セルの少なくとも幾つか又は全てがそ
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れらのそれぞれの無線カバレッジのサイズに基いて１つ又は複数の無線セルをその各々が
含む複数のカテゴリを形成するよう分布される。このシナリオにおいて、第１に基準は同
じカテゴリの全てのセルに関連している。
　ユーザ装置と第１の無線アクセスポイントとの間の無線送信の品質を表す次元は、第１
の無線アクセスポイントから受信した信号のパワーレベルを表わすよう選択される。
【００１５】
　提案の方法は更に、ＣＤＭＡタイプのアクセスネットワークインフラに適用され得、そ
の場合ユーザ装置と第１の無線アクセスポイントとの間の無線送信の品質を表わす次元は
、第１の無線アクセスポイントのパイロットチャネル上で受信されたチップ当りのエネル
ギーレベルを示すものとして選択され得る。
　一方、少なくとも１つの無線セルをサービスする第２の無線アクセスポイントをアクセ
スネットワークインフラが含むとき、無線通信リンクがユーザ装置と第２の無線アクセス
ポイントとの間に確立され、一度ユーザ装置と第１の無線アクセスポイントとの間の無線
通信リンクが確立されてしまうと、ユーザ装置と第２の無線アクセスポイントとの間の無
線通信リンクを削除するようにも設計される。
【００１６】
　優先度はユーザ装置とそれが関連する無線アクセスポイントとの間の無線通信リンクを
確立することに与えられ、それはユーザ装置が関連しない又はユーザ装置との関連の予定
のない他の無線アクセスポイントとで確立された他の無線通信リンク達を損うのであるが
。これらの他のリンク達が維持され得、その場合関連ユーザ装置と無線アクセスポイント
との間に確立された無線通信リンクと共存するか又はユーザ装置とアクセスネットワーク
インフラとの間の単一無線通信リンクの存在を強制するためにそれらは除去され、この場
合関連ユーザ装置と無線アクセスポイントとの間に確立されるものは１つである。
【００１７】
　第１の無線アクセスポイントは、宅内又は“フェムト”タイプ無線アクセスノードの全
体又は一部を構成するものとして選ばれるのが好ましい。
　他の側面に従うと、本発明は少なくとも１つの無線セルをサービスする第１の無線アク
セスポイントを含むセルラー無線通信ネットワークのアクセスネットワークインフラの少
なくとも１つの無線アクセスポイントとのユーザ装置の無線通信リンク達の管理の装置を
提案する。該セルラー無線通信ネットワークは該管理の装置は、ユーザ装置が位置する無
線カバレッジ内のセルからの識別情報を受信するよう構成されたインターフェース手段（
ＭＩ）、及び該インターフェース手段（ＭＩ）で受信されたセル識別情報と該第１の無線
アクセスポイントの少なくとも１つの無線セル識別子とを比較するよう構成された制御手
段（ＭＣ）とからなり、そして識別情報と識別子とが整合するとき、無線通信リンクを確
立するための第１の基準を、該第１の基準が満たされたときにユーザ装置と第１の無線ア
クセスポイントとの間に無線通信リンクを確立する意図で適用し、そして識別情報と識別
子とが整合しないとき、無線通信リンクを確立するための該第１の基準と異なる無線通信
リンクを確立するための第２の基準を、該第２の基準が満たされたときにユーザ装置と第
１の無線アクセスポイントとの間に無線通信リンクを確立する意図で適用している。
【００１８】
　該管理の装置の１つの実施形態においては、制御装置（ＭＣ）は、例えばユーザ装置と
アクセスネットワークインフラの無線アクセスポイントとの間の送信の品質に関係して、
無線通信リンクを確立するため第１と第２の所定の基準を適用するよう構成される。更に
、インターフェース手段（ＭＩ）は、ユーザ装置と第１の無線アクセスポイントとの間の
送信の品質を表わす次元の測定を受信するよう構成され、そして制御装置（ＭＣ）は該イ
ンターフェース手段（ＭＩ）上で受信された次元の測定が無線通信リンクを確立するため
の第１又は第２の基準を満たすとき無線通信リンクを確立するよう構成されている。
【００１９】
　制御手段（ＭＣ）は更に、ユーザ装置による受信の品質に関する第１と第２の閾値をそ
れぞれ含む無線通信リンクを確立するための第１と第２の基準を適用するよう構成されて
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いる。
　無線通信リンクの管理の装置は、セルラー無線通信ネットワークのアクセスネットワー
クインフラの少なくとも１つの無線アクセスポイントとの無線インターフェースを介して
の通信の手段（ＭＣＯＭ）からなるユーザ装置内に実装されることが好ましい。
【００２０】
　他の側面に従うと、本発明はセルラー無線通信ネットワークのアクセスネットワークイ
ンフラに関する無線アクセスポイント制御器を提案する。該アクセスネットワークインフ
ラは、少なくとも１つの無線セルをサービスしそして複数の無線セルの少なくとも１つの
無線カバレッジ以内に位置する少なくとも１つのユーザ装置種目と無線インターフェース
を介して通信することができる第１の無線アクセスポイントからなる。制御器は、第１の
無線アクセスポイントの複数の無線セルの少なくとも１つのカバー範囲以内に位置し該第
１の無線アクセスポイントに関連のユーザ装置の所定のセットに属するユーザ装置からの
識別情報を受信するよう構成された受信手段（ＭＲＣ）、ユーザ装置識別子を維持するよ
う構成されたメモリー手段（ＭＭＣ）、アクセスネットワークインフラの少なくとも１つ
の無線アクセスポイントと無線インターフェースを介して通信できるユーザ装置とアクセ
スネットワークインフラの無線アクセスポイントとの間の無線通信リンクを管理し該第１
の無線アクセスポイントとユーザ装置との間の無線通信リンクの確立を制御するよう構成
された手段（ＭＧＣ）、及び該ユーザ装置識別子の少なくとも１つと該受信手段により受
信されたユーザ装置からの識別情報とを比較するよう構成された制御手段（ＭＣＣ）とか
らなり、
　該識別情報と該識別子の少なくとも１つが整合するとき、該ユーザ装置と第１の無線ア
クセスポイントとの間の無線通信リンクを第１の基準が満たされたときに確立する意図で
、無線通信リンクを確立するための第１の基準の適用を通信リンクを管理する手段から要
求し、該識別情報が該識別子のいずれとも整合しないとき、該ユーザ装置と第１の無線ア
クセスポイントとの間の無線通信リンクを第２の基準が満たされたときに確立する意図で
、無線通信リンクを確立するための第１の基準から異なる無線通信リンクを確立するため
の第２の基準の適用を通信リンクを管理する手段から要求している。
【００２１】
　制御器の１つの実施形態において、無線通信リンクを管理する手段（ＭＧＣ）は、例え
ばユーザ装置とアクセスネットワークインフラの無線アクセスポイントとの間の送信の品
質に関係して、無線通信リンクを確立するための第１と第２の所定の基準を適用するよう
構成されている。受信手段（ＭＲＣ）は更にユーザ装置と第１の無線アクセスポイントと
の間の送信の品質を表わす次元の測定を受信するよう構成されており、該制御手段（ＭＣ
Ｃ）は又該受信手段により受信された次元の測定値を無線通信リンクを管理する手段（Ｍ
ＧＣ）に送るよう構成されており、そして無線通信リンクを管理する手段（ＭＧＣ）は又
該次元の測定値が無線リンクを確立するための該第１または第２の基準を満たすときに無
線通信リンクを確立するよう構成されている。
【００２２】
　無線通信リンクを管理する手段（ＭＧＣ）は、又ユーザ装置の受信品質に関する第１と
第２の閾値のそれぞれに第１と第２の基準がなるよう構成され得る。
　最後に、本発明はプロセッサと関連したメモリー内にロードされ得るコンピュータプロ
グラムをそれが蓄積されるデータ処理媒体と同様に提案し、該プログラムはプロセッサに
よりプログラムが実行されるときに上述したような方法を履行する命令からなる。
　本発明の他の特徴と利点は添付図面を参照し、それに限定されているものでない実施例
の次の記載において明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】ＨＣＳタイプ階層に基いて組織化されたセルラー無線通信システムのセルのセッ
トを示す図である。
【図２】本発明が適用されるＵＭＴＳシステムの構成図である。
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【図３】本発明の１つの実施例に従う方法の複数のステージ（段階）を示す図である。
【図４】本発明の別な実施例に従う方法の複数のステージ（段階）を示す図である。
【図５】本発明に従うユーザ装置の例の構成部分図である。
【図６】本発明に従う制御器の例の構成部分図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の記述は、ＦＤＤ（周波数分割多重）におけるＵＭＴＳタイプセルラー無線ネッ
トワークのアクセスネットワークに含まれる、フェムトタイプアクセスポイントの非制限
的な説明シナリオでなされる。しかし、本発明はこのタイプのネットワークに限定されな
い。事実、全てのセルラー無線ネットワークに関係し、特にセル移転（又はハンドオーバ
）を行うもの、ＣＤＭＡとＣＤＭＡ－２００タイプネットワークのような回線モード分布
ネットワーク、そしてＷ－ＣＤＭＡタイプネットワーク（ＵＭＴＳ又はＦＯＭＡネットワ
ークのようなもの）又はＷｉＭＡＸタイプネットワークのようなパケット―モード分布ネ
ットワークに関係する。
　更に、次の説明は例示的なもので、非有線（又は無線）通信装置種目（ＵＥ）がセルラ
ー移動電話であるということにも限定されない。事実、セルラー無線通信ネットワークと
の通信を確立することのできる全ての装置（又は端末）、移動体又は携帯装置に関係する
。その結果として、可搬（携帯）コンピュータ、パーソナルデジタル補助装置（ＰＡＤ）
、又はコンテンツ受信機を含む。それは、そのようなものは非有線通信手段を装備してい
るからである。
【００２５】
　図２は、複数のフェムトタイプアクセスポイントを含むＵＭＴＳタイプアクセスネット
ワークインフラ（基盤設備）からなるセルラー無線通信ネットワークを示す。ＵＭＴＳは
、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク）と称されるアクセスネットワー
クが符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）を用いている無線通信システムである。ＣＤＭＡ
においてシンボルが”チップ”と称されるサンプルからなる符号を拡散することにより多
元化され、その速度はシンボルが送信される速度よりも大きい。拡散符号は、搬送周波数
により構成された同じ送信リソース上で重畳化されている異なる物理チャネル（ＰｈＣＨ
）の間で区別化されている。拡散符号の自己及び相互相関特性は、受信機がＰｈＣＨを分
離しそして意図されたシンボルを抽出することを可能にする。
【００２６】
　ＵＭＴＳタイプセルラー無線通信ネットワークは、回線交換サービスを提供しているも
のについてＭＳＣと称され、パケット交換サービスを提供しているものについてＳＧＳＮ
と称される相互接続された複数の交換機からなるコアネットワーク（ＣＣＮ）１を含む。
ＵＭＴＳの場合にあって一般的に称されるＵＴＲＡＮである無線アクセスネットワーク２
において、無線ネットワーク制御器（ＲＮＣ）３はコアネットワーク交換機に接続されて
いる。ＲＮＣ各々は、ＵＭＴＳ仕様において略語（頭字語）ｌｕＢの下に指定されたイン
ターフェースを用いてＮｏｄｅ－Ｂと称される１つ又は複数の基地局４を監視する。Ｎｏ
ｄｅ－Ｂは所望の無線カバレッジを提供するよう地理的に分布され、そしてＮｏｄｅ－Ｂ
各々は、セルラーサービスが公衆にアクセス可能であるゾーン（領域）をカバーする１つ
又は複数の無線セル７をサービスする。
【００２７】
　ダウンストリームリンク（ＵＴＲＡＮからＵＥへのリンク）上のＦＤＤモードにおける
ＵＭＴＳ（汎用移動体電話システム）に関し、主スクランブル符号が各基地局に割当てら
れており、この基地局により用いられる異なる物理チャネルが相互に直交する“チャネル
化”符号により区別される。ＰｈＣＨ各々について、全体の拡散符号は基地局の“チャネ
ル化”符号と“スクランブル化”符号の積である。共通チャネルと専用チャネルを含む異
なる物理チャネルは、１０ｍｓのフレームが基地局に使用の搬送周波数上で連続的に続い
ているフレーム構造に従っている。各フレームは６６６μＳの１５個のタイムスロット（
又はスロット）に分割されている。
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　ダウンストリーム方向における異なる共通物理チャネルの間で、共通パイロットチャネ
ル（ＣＰＩＣＨ）、主共通制御物理チャネル（Ｐ－ＣＣＰＣＨ）、２次共通制御物理チャ
ネル（Ｓ―ＣＣＰＣＨ）、及び同期化チャネル（ＳＣＨ）がある。
【００２８】
　フェムトアクセスポイント５は、小サイズ無線カバレッジ６を規定するＮｏｄｅ－Ｂ４
の無線カバーエリアにわたって分布しており、カバー範囲６はＮｏｄｅ－Ｂ４によりサー
ビスされる１つ又は複数の無線セル以内に全体が又はそのほとんど全体が含まれている。
フェムトアクセスポイント５の無線カバレッジはかなり小さく、典型的には約１０メータ
である。フェムトアクセスポイント５は例えば独立装置からなり得、好ましくは宅内環境
に設置されるべきより意図された小さな寸法であり、又は“ゲートウェイ”タイプ装置に
組込まれた無線アクセスモジュールであり得、テレビ信号復号器、ＷｉＦｉアクセス、エ
―サネットアクセス、ＡＤＳＬモデム等を含む。非限定的な例において、ＵＴＲＡＮ無線
アクセスネットワーク２のフェムトアクセスポイント５の無線カバレッジは寸法に関して
小さなサイズのセルであって、宅内の部屋をカバーすることを可能にしている。一般的に
“フェムトセル”と称されるフェムトアクセスポイントのセル６は、一般的に“マクロセ
ル”と称されるＮｏｄｅ－Ｂ４の１つ又は複数のセル７にその全体が又はそのほとんど全
体が典型的には含まれる。
【００２９】
　ＢＴＳ４とフェムトアクセスポイント５とはＵＭＴＳシステムの対応の仕様に従って、
ユーザ装置（ＵＥ）として知られている移動体局８，８ａと無線通信インターフェースを
介して通信することができる。これを行うために、フェムトアクセスポイント５が無線送
信モジュールと無線受信モジュールを含む。
　フェムトアクセスポイント５は、例えばＤＳＬタイプインターフェースを用い、ＩＰル
ータ９を介するインターネットネットワーク６への高速送信リンクを含む。これは、全て
のフェムトアクセスポイントネットワーク５がＵＴＲＡＮインフラ２の残りのものとコア
ネットワーク１に接続されることを可能にする。
　フェムトアクセスポイント５は異なるアーキテクチャ（構成）に基いて実装され得る。
それが基地局内に典型的に実装される全ての機能と容量又は基地局と基地局制御器のすべ
ての機能さえも統合化即ち一体化できるようにする。逆に、それは基地局により通常提供
される機能の幾つかのみを統合化し得、例えばその高速送信リンクを介して制御器に接続
される遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）からなる。
【００３０】
　各ＵＥ８，８ａはＵＴＲＡＮと幾つかのリンク状態にあり得、ＲＮＣにおいて及びＵＥ
において実装される無線リソース制御（ＲＲＣ）プロトコル（３ＧＰＰ（第３世代パート
ナシッププロジェクト）、セクション７により２００８年９月に発行された３Ｇ技術仕様
ＴＳ２５・３３１、“無線リソース制御（ＲＲＣ）；プロトコル仕様（リリース６）”、
第６版を参照）により管理される。これらの状態の幾つかにおいて、ＵＥは無線通信シス
テムとの活性通信にあり、換言すると特に進行中の通信に関係する無線信号を基地局にＵ
Ｅは送ることができる。
【００３１】
　ＵＥがパワーオンしそしてＵＴＲＡＮと進行中の通信を有していない選択セルにあると
き、ＵＥはスタンバイ（待機）状態にある。初期セル選択と再選択処理は、３ＧＰＰ，セ
クション５．２により２００８年３月に発行された３Ｇ技術仕様ＴＳ２５．３０４、第６
．１０．０版に記述されている。このスタンバイ状態において、セルの選択後、ＵＥは選
択セルの基地局により同報チャネル（ＢＣＨ）を介して送られたシステム情報を受信する
（前述の３Ｇ技術仕様ＴＳ２５．３３１を参照）。このシステム情報には、物理層上のラ
ンダムアクセス手順に関係する情報と同様に、アップストリーム方向において（ＵＥから
ＵＴＲＡＮへの）アクセス制御情報を含む。ＢＣＨ上で同報されるべき制御情報は物理チ
ャネルＰ－ＣＣＰＣＨにより搬送される。
　ＵＭＴＳシステムにおけるハンドオーバの筋書き（シナリオ）は、２００１年３月に発
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行された３ＧＰＰ技術仕様ＴＳ２５．８３２、“ハンドオーバとＳＲＮＳ再割当ての表面
（リリース４）”、第４．０．０版に記述されている。ＵＭＴＳ端末の測定能力は、２０
０５年９月に発行された３Ｇ技術仕様ＴＳ２５．２１５、“物理層―測定（ＦＤＤ）（リ
リース６）”、第６．４．０版に規定されている。
【００３２】
　ＵＭＴＳユーザ装置は、特に共通物理チャネルＣＰＩＣＨから、各隣接セルに関係する
異なる測定値を提供することができる。故に、ＵＥはそのＣＰＩＣＨチャネル上でセルに
おいて受信された信号のパワーレベルを測定することができる。この測定値はＣＰＩＣＨ
＿ＲＳＣＰ（“受信信号符号パワー”）と名付けられている。ＵＥは、雑音のパワーに関
係するセルにおいて受信されたチップ当りのエネルギーを測定することができる。個の測
定値はＣＰＩＣＨ＿ＥＣ／ＮＯと名付けられている。
　これらの測定値は、特にハンドオーバ及びセル選択処理において使用される。ＳＨＯに
おいてセル又はセルのセット（活性セット）と通信中のユーザ装置は、それからインフラ
により指定されている隣接するセルのある数（監視されているセット）に関しＣＰＩＣＨ
＿Ｅｃ／Ｎｏ及び／又はＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰとの間の比を測定する。その測定は、アク
セスネットワークにおいて実行されているリンク制御に関する手順が、所与の時間で各セ
ルに関する品質レベルを推定しそしてユーザ装置をサービスする最も適切なセルを選択す
ることを可能にする。
【００３３】
　ＵＭＴＳシステムにおいて、ハンドオーバ手順を管理し実行するシステムの装置はＲＲ
Ｃプロトコルを用いて端末によって得られた測定値、及びＮＢＡＰを用いて基地局によっ
て得られた測定値を検索する無線ネットワーク制御器（ＲＮＣ）である。ＲＲＣプロトコ
ルは前述の技術仕様ＴＳ２５．３３１に記述され、ＮＢＡＰは“ノードＢ応用プロトコル
”であって３ＧＰＰにより２００８年６月に発行された３Ｇ技術仕様ＴＳ２５．４３３，
、第６．１７．０版、“ＵＴＲＡＮ　ｌｕｂインターフェースノードＢ応用部（ＮＢＡＰ
）信号化”に記述されている。
【００３４】
　図２に戻るに、ＦＤＤタイプＵＭＴＳネットワークに関し規定されているハンドオーバ
手順に従って、アクセスネットワークインフラ２の基地局４ａ、５ａ、からのパイロット
信号を受信すると、ＵＥ８ａはターゲット基地局４ａ、５ａとそれ自体との間の無線送信
の品質を表わす次元の測定値Ｐを得る。この次元の測定値は、ウェーブチャネルによりア
クセスネットワークインフラ２へＵＥにより送られる。この次元は、ターゲット基地局４
ａ、５ａからＵＥ８ａが受信した信号のパワーを表わし得、ＣＰＩＣＨ－ＲＳＣＰに対応
している。別な実施例において、それは例えばＴＤＤタイプＵＭＴＳシステムにより適合
し、前述の受信チップ当りのエネルギーＣＰＩＣＨ＿Ｅｃ／Ｎｏの測定値に対応する。Ｕ
ＭＴＳアクセスネットワークインフラ内において、この送信は測定値を受信した基地局か
ら接続されている無線ネットワーク制御器ＲＮＣへと生ずる。
【００３５】
　ＵＥ８ａと基地局４ａ、５ａとの間の無線送信の品質の測定は、基地局へ送られる（こ
の場合、Ｎｏｄｅ－Ｂ４ａに関し、ＵＴＲＡＮ２のＲＮＣ３）。ここで、その測定値は所
定のセル移転基準の適用に関し使用される。この基準はメモリーに記録され、該メモリー
はその適用について無線アクセスネットワークのノードによる読出しに関しアクセスされ
、このメモリーは該ノード上に共にある必要はない。１つの実施例に従えば、この基準は
ユーザ装置により得られそして無線アクセスネットワークに送信される測定タイプに対応
する閾値からなる。例えば、測定された次元がターゲット基地局４ａ、５ａからユーザ装
置８ａにより受信される信号のパワーレベルを表わす場合、基準は次元測定値が比較され
る閾値からなり得る。従って、ＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＯＰ測定値は、ターゲットセルへのハ
ンドオーバを実行するかどうかを決定するためにＲＳＣＰ＿閾値と比較される。測定され
た次元がターゲット基地局４ａ、５ａからユーザ装置８ａにより受信されたチップ当りの
エネルギーを表わす場合、基準は次元測定値が比較される閾値から又なり得る。従って、
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ＣＰＩＣＨ，＿Ｅｃ／Ｎｏ測定値は、ターゲットセルへのハンドオーバを実行するかどう
かを決定するためにＥｃ／Ｎｏ＿閾値と比較される。
【００３６】
　ＵＥ８ａは更に、装置ＵＥ８ａのユーザとフェムトアクセスポイント５ａとの間で予め
確立された関係のおかげでフェムトアクセスポイント５ａと関連している。このシナリオ
（筋書き）は、フェムトタイプアクセスポイントが宅内環境での使用に意図されているも
のなので、実際にはしばしば遭遇する。フェムトアクセスポイント装置は装置と所有者又
は借用ユーザ（“主”ユーザ）との間の関連性を有効化しているユーザによって購入でき
又はオペレータに対し貸される。この関連性は、例えば主ユーザの家族のメンバーのよう
な限られた数のユーザに拡張され得る。これらのユーザは各々が１つ又は複数の装置種目
を有し、フェムトアクセスポイント５ａと関連性あるユーザ装置のセット｛ＵＥｉ｝の考
慮を必要とする。
【００３７】
　１つの実施例に従うと、１つ又は複数のユーザ装置種目とフェムトアクセスポイントと
の間の関連性は、アクセスネットワークインフラにおいて記録される。図２に示されるＵ
ＭＴＳタイプ無線アクセスネットワークインフラに関し、この関連性は例えばデータがア
クセス可能なメモリーに記録されそしてセル移転手順（又はハンドオーバ）を履行する責
を荷う基地局制御器により使用され得る。
　この関連性は、予め規定されたセットのユーザ装置｛ＵＥｉ｝に関するセル移転手順の
履行の際にフェムトアクセスポイント５ａに適用可能な第２のセル移転基準を介して展開
される。この第２の基準は、問題の無線アクセスネットワークの特別なフェムトアクセス
ポイントに個有である必要はない。対照的に、アクセスポイントのセルへのセル又はある
タイプの基地局の移転に関し適用する目的で、この第２の基準を規定することが好ましい
。その“あるタイプ”とは、例えば展開されるセルがＨＣＳタイプ構造に従って組織され
ているセルラー無線通信システムの状況におけるフェムトタイプである。
【００３８】
　それ故、図２に例示のものにおいて、フェムトアクセスポイント５ａに適用可能な第２
のセル移転基準が規定される。ユーザ装置８ａがフェムトアクセスポイント５ａのセル６
のカバー範囲に入ると、ＵＥ８ａはタイプＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰのアクセスポイント５ａ
から受信された信号のパワーを測定し、そしてこれらの測定値を例えばＮｏｄｅ－Ｂ４ａ
のような無線通信リンクが確立されている基地局へ送る。これらの測定値は、フェムトア
クセスポイント５ａのセルへのセル移転手順を履行する責のある無線ネットワーク制御器
ＲＮＣ３へ送られる。個の無線ネットワーク制御器は、ユーザ装置識別子をフェムトアク
セスポイント５ａに関連のユーザ装置の識別情報と比較する。この識別情報は、予め規定
されたユーザ装置のセット｛ＵＥｉ｝とフェムトアクセスポイント５ａとの間の関連性に
関係するメモリーに記録された情報の一部を形成する。もし無線ネットワーク制御器は、
ユーザ装置８ａがフェムトアクセスポイント５ａに関連のユーザ装置種目｛ＵＥｉ｝の１
つであることを決定し、第１の基準でなく第２のセル移転基準を適用する。そうでない場
合、第１の基準又は適用可能なセル移転手順に従っている任意の他の基準を適用する。
【００３９】
　第１の基準と同様、第２のセル移転基準はユーザ装置により得られ無線アクセスネット
ワークに送られる測定値のタイプに対応する閾値からなり得る。例えば、測定される次元
がターゲットフェムトアクセスポイント５ａからユーザ装置８ａにより受信された信号の
パワーレべルを表わす場合に、次元測定値が比較される閾値からその基準はなる。ＣＰＩ
ＣＨ＿ＲＳＣＰ測定値は、ターゲットフェムトセルへのハンドオーバを実行するかどうか
を決定するために、ＣＦＣ＿ＲＳＣＰ＿閾値（顧客フェムトセルを指定する頭字語―ＣＦ
Ｃ）と比較される。測定される次元がターゲットフェムトアクセスポイント５ａからユー
ザ装置８ａにより受信されたチップ当りのエネルギーを表わす場合に、基準は次元測定値
が比較される閾値からなり得る。ＯＰＩＣＨ＿Ｅｃ／Ｎｏ測定値は、ターゲットフェムト
セルへのハンドオーバを実行するかどうかを決定するために、ＣＦＣ＿Ｅｃ／Ｎｏと比較
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される。もしセル移転を実行することが決められると、ＵＥ８ａはフェムトアクセスポイ
ント５ａのセル６上の無線通信リンクの生成を要求するセル移転コマンドを基地局４ａを
介して受信する。
【００４０】
　無線アクセスネットワークインフラのオペレータは、フェムトアクセスポイントセルへ
のセル移転を可能にするため、ＲＳＣＰ＿閾値とＣＦＣ＿ＲＳＣＰ＿閾値（又はＥｃ／Ｎ
ｏ＿閾値とＣＦＣ＿Ｅｃ／Ｎｏ＿閾値）の閾値を決定することができる。もしＵＥとター
ゲットとの間の無線送信品質測定値が適用可能閾値をいったん越えるとセル移転が決定さ
れるという方法で閾値が規定されるとすると、フェムトタイプセルに適用可能な閾値は他
方の閾値より低く選択され得る。図２の例では、ＲＳＣＰ＿閾値より必ず低いＣＦＣ＿Ｒ
ＳＣＰ＿閾値を選ぶことが可能であり、それにより、ＵＥ８ａがフェムトアクセスポイン
ト５ａに関連のユーザ装置種目の１つであることがいったん知られると、例えＵＥ８ａが
フェムトアクセスポイント５ａから受信された信号のパワーより大きいパワーを有する基
地局４ａからの信号を受信したとしても、ＵＥ装置８ａとの無線通信リンクからフェムト
アクセスポイント５ａのセル６へのセル移転をできるようにする。
【００４１】
　図３は上述の方法を例示するステージフロー図である。ステージ３０において、ＵＥは
ターゲット基地局からのパイロット信号（又はビーコン信号）の受信テストを実行する。
もしパイロット信号を受信しないなら、この基地局のセルへのハンドオーバは予定できな
いのであり、方法が停止されることを意味する（ステージ３１）。それ故、ループは基地
局セルからのパイロット信号の受信をテストすることをする。もしＵＥがＮｏｄｅ－Ｂの
セル上のパイロット信号を受信すると、パイロット信号の受信品質について１つまたは複
数の測定値を得ることができ、その測定値はＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰと称される（ステージ
３２）。この測定値は、最終セル移転を決定することができるネットワークの装置へ、前
述の例ではソースＮｏｄｅ－Ｂ（換言すると無線通信リンクが確立されているＮｏｄｅ－
Ｂ）を介して無線アクセスネットワークインフラの１つ又は複数の装置へ送られる（ステ
ージ３３）。ターゲットＮｏｄｅ－Ｂのセルへの最終的セル移転を決定できるネットワー
クの装置は、ターゲットＮｏｄｅ－ＢにＵＥが関連しているかどうかをステージ３４にお
いて決定する。もしイエスならば、ＣＰＩＣＨ－ＲＳＣＰ受信品質の測定値を第１のＣＦ
Ｃ＿ＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ＿閾値と比較することによりターゲットＮｏｄｅ－Ｂセルの移
転がされるかどうかを、ステージ３５において決定するために第１の基準が適用される。
もしＣＰＩＣＨ－ＲＳＣＰ測定値がＣＦＣ＿ＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ＿Ｔｈｒ閾値より大き
いならば、ターゲットＮｏｄｅ－Ｂのセルへのセル移転（少なくともターゲットＮｏｄｅ
－Ｂセルとの無線リンクの確立を含む）が実行される（ステージ３７）。もしＵＥがター
ゲットＮｏｄｅ－Ｂと関連していないならば、第２の基準がステージ３６において適用さ
れ、ＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ受信品質の測定値を第２のＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ＿Ｔｈｒ閾値
を比較することによりターゲットＮｏｄｅ－Ｂへのセルの移転がされるかどうかが決定さ
れる。もしＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ測定値がＣＰＩＣＨ＿ＲＳＣＰ＿Ｔｈｒ閾値より大きい
ならば、ターゲットＮｏｄｅ－Ｂのセルへのセル移転（少なくともターゲットＮｏｄｅ－
Ｂセルとの無線リンクの確立を含む）が実行される（ステージ３７）。そうでない場合、
ターゲットＮｏｄｅ－Ｂのセルとの無線リンクは確立されない（ステージ３８）。
【００４２】
　本発明はハンドオーバの１つのタイプをサポートするセルラー無線通信システムに限定
されず、ハンドオーバ処理が関心のセルラー無線通信システムにおいて規定されている方
法に限定されない。
　ユーザ装置がターゲット基地局のセルにセル移転を要求するイニシアティブをとるＷｉ
ＭＡＸシステム（換言するとＩＥＥＥ８０２．１６ｅ規則に順応しているもの）から、例
がとられている．１つ又は複数のユーザ装置種目｛ＵＥｉ｝とアクセスポイントとの間の
上述した関連情報がユーザ装置に記録されることを可能にするタイプのシステムにおいて
、好都合である。ユーザ装置｛ＵＥｉ｝はそれが関連しているアクセスポイントの識別子
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を有している。関連のユーザ装置種目｛ＵＥｉ｝が、それが関連するアクセスポイントか
らパイロット信号又はビーコン信号を受信したときにこのアクセスポイントからのパイロ
ット信号受信品質を測定し、関連するアクセスポイントの無線カバレッジ内にあったこと
をいったん認識してしまうと異なるハンドオーバ基準を通常の基準に適用する。
【００４３】
　実質的に一体的組合わせと考えられる無線カバレッジが関連するアクセスポイントのセ
ル又は複数のセルの無線カバレッジを含む１つ又は複数のマクロセルＭＣｉの識別子を、
関連のユーザ装置｛ＵＥｉ｝は知ることができる。無線通信リンクがこれらのマクロセル
ＭＣｉの１つと確立されているとき、ユーザ装置はそのイニシアティブで関連のアクセス
ポイントからのパイロット信号の受信品質をテストし得る。
【００４４】
　この手順は図４のステージフロー図に例示されているステージ４０において、ユーザ装
置はパイロット信号が受信されたかどうかをテストする。それは、もし向の信号を受信し
ていないならば、このテストを続ける。パイロット信号を受信していると、ステージ４１
において、受信パイロット信号が、実質的に一体的な組み合わせと考えられる無線カバレ
ッジが関連する無線アクセスポイントのセル又は複数のセルの無線カバレッジを含むマク
ロセルＭＣｉの１のそれであるかどうかをチェックする。もしノーであると、その手順は
停止する（ステージ４２）。そうでないと（即ちイエス）、ユーザ装置は関連する無線ア
クセスポイントから受信され得る信号の受信品質を測定する（ステージ４３）。それから
、信号受信品質の測定値は、関連する無線アクセスポイントについてのハンドオーバ基準
と突き合わされる（ステージ４４）。その突き合せは、この基準が関連するもの以外のユ
ーザ装置に適用されるハンドオーバ基準と異なっているとの理解の上になされる。もしそ
の基準が満たされると、ユーザ装置は無線通信リンクがそれの関連の無線アクセスポイン
トのセルと確立されることを要求する（ステージ４５）。ステージ４１は、適用される基
準が満たされない場合に繰り返される。
【００４５】
　関心のユーザ装置が関連する無線アクセスポイントのセルとの無線通信リンクを確立す
るステージは、“ハード”ハンドオーバの手法及び“ソフト”ハンドオーバの手法の双方
で予定され得る。ソフトハンドオーバの手法は本発明の特別な実施例に対応し、関心のユ
ーザ装置が関連する無線アクセスポイントのセルと確立された無線通信リンクが、関心の
無線アクセスネットワークインフラの無線アクセスポイントの１つまたは複数のセルと予
め確立された１つ又は複数の無線通信リンクと共に存在することができる。ユーザに関す
る多数の無線通信リンクの確立を回避する意図をする無線リソース管理戦略に従うために
、これらのリンクの１つが関連する無線アクセスポイントのセルと確立されると、予め確
立された他の無線通信リンクの全て又は幾つかを削除することは好ましい。
【００４６】
　関心のユーザ装置が関連する無線アクセスポイントのセルとの無線通信リンクを確立す
るステージは、更にハンドオーバ手法とは独立していることが予定され、本発明はこの手
法に限定はされない。事実、この確立ステージとその履行を決定するために適用できる基
準の決定とは、ユーザ装置をパワーオンする時に例えば予定され得る。関心のユーザ装置
が関連する無線アクセスポイントの無線カバレッジ以内にある時、別なものというより１
つの無線アクセスポイントとの初期無線通信リンクの確立のためにする又はそれを“強要
”するためにこれは使用されるだろう。異なる実施例において提案された方法の履行のた
め、ユーザ装置と無線アクセスポイントとの間の無線通信リンクが予め存在する必要はな
い。
【００４７】
　図５に例示のユーザ装置（５４）は無線通信リンク管理装置（５３）、及び無線インタ
ーフェース（５０）を介する通信モジュール（ＭＣＯＭ）からなる。通信モジュール（５
０）は、セルラー無線通信ネットワークのアクセスネットワークインフラの１つ又は複数
の無線アクセスポイントと無線インターフェースを介して通信するよう構成され、そして
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無線信号を受信する手段と無線信号を送信する手段（不図示）を含む。受信手段により受
信信号により搬送された情報は、無線処理の後にインターフェースモジュール（５１）を
介して制御器（５２）へ送られる。モジュール（５１）は制御器（５２）と通信モジュー
ル（５０）と通信が可能となっている。無線通信リンク管理装置は制御器（５２）とイン
ターフェースモジュール（５１）とを含む。制御器（５２）は、無線インターフェース上
で受信した信号から、ユーザ装置が位置する無線カバレッジ以内のインフラのアクセスポ
イントからのパイロット信号の受信をテストするよう構成されている。それは、受信した
パイロット信号により搬送された他の情報の間で、ユーザ装置が位置する無線カバレッジ
以内のセルの識別情報を特に受信する。制御器（５２）は更に、ユーザ装置（５４）が関
連する無線アクセスポイントのセル又は複数のセルの１つ又は複数の識別子、メモリー手
段（５５）に記録されている識別子を得るよう構成されている。これらのメモリー手段（
５５）は制御器（５２）内に組込まれるか制御器（５２）の外部にあることができ、又は
ユーザ装置（５４）自体の外部にすることもできる。例えば、ユーザ装置が移動体端末で
あるとき、メモリー手段（５５）はＳＩＭ（“加入者身元モジュール”）タイプモジュー
ルに含まれ得、ＳＩＭタイプモジュールは移動体端末が関連する１つ又は複数の無線アク
セスポイントの身元を同定（識別）するために用いられる情報を収容している。制御器（
５２）は、メモリー手段（５５）に記録されている識別子とインターフェースモジュール
（５１）を介して受信されたセル識別情報とを比較する。もし整合すれば、無線通信リン
クを確立するための第１の基準を適用し、もし整合していないならば、無線通信リンクを
確立するための第２の基準を適用する。それ故、もしユーザ装置（５４）がそれが関連す
る無線アクセスポイントのセルの無線カバレッジ以内に位置するならば、この第１の基準
が満たされているかどうかに依存してセルと確立すべき無線アクセスリンクを要求したり
しなかったりする。
【００４８】
　例えば、ユーザ装置は、宅内タイプ無線アクセスポイント又は“フェムト”とシステム
環境設定（configration）によって関連づけられ得る。ユーザ装置がそのフェムトアクセ
スポイントのセルの無線カバレッジ以内に位置しそして検出されたパイロット信号がその
フェムトアクセスポイントによりセル上に送られたものであるとき、フェムトアクセスポ
イントとの無線リンクを確立する基準を適用し得、それはフェムトアクセスポイントと確
立される無線リンクに与えられる優先度をもたらし、それが位置する無線カバレッジ以内
の“マクロ”アクセスポイントと確立されるようにはならないようにしている。
【００４９】
　図６に示された制御器（６４）は、無線通信リンク管理モジュール（６３）、受信モジ
ュール（６０）、メモリーモジュール（６１）及び制御モジュール（６２）とを含む。制
御モジュールは、無線通信リンク管理モジュール（６３）、受信モジュール（６０）及び
メモリーモジュール（６１）と通信する。受信モジュール（６０）は、制御器が無線アク
セスポイント又は基地局と一体化されていないとすると必要なら無線アクセスポイント又
は基地局を介して、セルラー無線通信ネットワークのアクセスネットワークインフラの１
つ又は複数の無線アクセスポイントとの無線インターフェース上でユーザ装置により送ら
れてきた無線信号の搬送している情報を受信する。制御器（６４）は、アクセスネットワ
ークインフラの一部を形成し、そしてインフラから独立したノードにおいて実装されるか
又はアクセスネットワークの他の機能と組合され得る。例えばそれは基地局ノード内に実
装され、又はＵＭＴＳタイプアクセスネットワークの場合に、ＲＮＣタイプノード内に実
装される。受信モジュール（６０）は、動作が制御器（６４）により制御されるインフラ
の無線アクセスポイントの無線セルの無線カバレッジ以内に位置するユーザ装置に関係す
る身元（ＩＤ）情報を受信するよう構成されている。受信モジュール（６０）は処理のた
めに制御モジュール（６２）へ受信された身元（ＩＤ）情報を送る。メモリーモジュール
（６１）は、動作が制御器（６４）により制御されるインフラの無線アクセスポイント又
は複数の無線アクセスポイントの１つに関連するユーザ装置に対応した１つ又は複数のユ
ーザ装置身元（ＩＤ）子を維持するよう構成されている。制御モジュール（６２）は、メ
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別子を受信モジュール（６０）から受信されたユーザ装置識別情報とを比較する。制御モ
ジュールは更に次の動作をするよう構成されている。識別子と識別情報との間で整合があ
るとき、無線リンクを確立する第１の基準の適用を、もしこの第１の基準が満たされるな
らば、ユーザ装置と関心の無線アクセスポイントとの間に無線リンクを確立させる観点で
、無線通信リンク管理モジュール（６３）から要求させる。
　識別子と識別情報との間に整合がないとき、制御モジュール（６２）は無線リンクを確
立する第２の基準の適用を、もしこの第２の基準が満たされるならば、ユーザ装置と関心
の無線アクセスポイントの間の無線リンクを確立する観点で、無線通信リンク管理モジュ
ール（６３）から要求させる。無線通信リンク管理モジュール（６３）は制御モジュール
（６２）へ選ばれた基準を適用したことの結果を送る。もしその結果がポジティブ、即ち
選ばれた基準が満たされているならば、制御モジュール（６２）は無線リンクを確立する
手順を引き受けることができる。
【符号の説明】
【００５０】
　　１　　　　コアネットワークＣＮ
　　２　　　　アクセスネットワークインフラ
　　３　　　　無線ネットワーク制御器（ＲＮＣ）
　　４ａ．５ａ　　ターゲット基地局
　　４　　　　Ｎｏｄｅ―Ｂ基地局
　　５　　　　フェムトアクセスポイント
　　６　　　　フェムトアクセスポイントのセル
　　７　　　　マクロセル
　　８．８ａ　　ユーザ装置
　　９　　　　ＩＰルータ
　　１０　　　インターネット
　　５０　　　通信モジュール
　　５１　　　インターフェースモジュール
　　５２　　　制御器
　　５３　　　無線通信リンク管理装置
　　５４　　　ユーザ装置
　　５５　　　メモリー手段
　　６０　　　受信モジュール
　　６１　　　メモリーモジュール
　　６２　　　制御モジュール
　　６３　　　無線通信リンク管理モジュール
　　６４　　　制御器
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