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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークデバイスによって、第1のセルグローバルIDおよび第2のセルグローバルID
を受信するステップであって、前記第1のセルグローバルIDが、第1の基地局の基地局IDを
搬送し、前記第2のセルグローバルIDが、第2の基地局の基地局IDを搬送し、前記第1の基
地局の基地局タイプが、前記第2の基地局の前記基地局タイプとは異なり、前記第1のセル
グローバルIDにおいて前記第1の基地局の前記基地局IDによって占められるビット位置が
、前記第2のセルグローバルIDにおいて前記第2の基地局の前記基地局IDによって占められ
るビット位置と同じであり、前記第1の基地局または前記第2の基地局の前記基地局タイプ
がホーム基地局である場合には、対応するセルグローバルIDにおける前記ホーム基地局の
前記基地局IDによって占められるビット以外のビットが、プリセット値で満たされる、ス
テップと、
　前記ネットワークデバイスによって、前記第1のセルグローバルIDおよび前記第2のセル
グローバルIDそれぞれからの前記ビットを読み取り、前記第1のセルグローバルIDから読
み取られる前記ビットを、前記第1の基地局の前記基地局IDと判定し、前記第2のセルグロ
ーバルIDから読み取られる前記ビットを、前記第2の基地局の前記基地局IDと判定するス
テップと
を含む受信方法。
【請求項２】
　前記ネットワークデバイスによって、前記第1のセルグローバルIDを受信する前記ステ
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ップが、
　前記ネットワークデバイスによって、前記第1のセルグローバルIDを端末から受信する
ステップであって、第1のセルが、前記第1の基地局によってコントロールされ、前記端末
のサービングセルの近隣セルである、ステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネットワークデバイスによって、前記第2のセルグローバルIDを受信する前記ステ
ップが、
　前記ネットワークデバイスによって、前記第2のセルグローバルIDを前記端末または別
の端末から受信するステップであって、第2のセルが、前記第2の基地局によってコントロ
ールされ、前記端末の前記サービングセルの別の近隣セルである、ステップを含む、請求
項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記ビット位置が、最初の20ビットを指す、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５】
　端末によって、第1の基地局の基地局IDおよび前記第1の基地局の基地局タイプを判定す
るステップと、
　前記端末によって、前記第1の基地局の前記基地局IDをネットワークデバイスへ送信す
るステップであって、前記基地局IDが、セルグローバルID内に含めて搬送され、前記セル
グローバルIDにおいて前記第1の基地局の前記基地局IDによって占められるビット位置が
、別のセルグローバルIDにおいて第2の基地局の基地局IDによって占められるビット位置
と同じであり、前記第1の基地局の前記基地局タイプがホーム基地局である場合には、前
記セルグローバルIDにおける前記第1の基地局の前記基地局IDによって占められるビット
以外のビットが、プリセット値で満たされ、前記第1の基地局の前記基地局タイプが、前
記第2の基地局の前記基地局タイプとは異なり、前記第1の基地局によってコントロールさ
れる第1のセルが、前記端末のサービングセルの近隣セルである、ステップと
を含む送信方法。
【請求項６】
　前記端末の前記サービングセルの近隣セルが、第2のセルをさらに含み、前記第2のセル
が、前記第2の基地局によってコントロールされる、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1の基地局の前記基地局IDが、前記第1の基地局の前記基地局タイプに対応し、前
記第2の基地局の前記基地局IDが、前記第2の基地局の前記基地局タイプに対応する、請求
項5または請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記ビット位置が、最初の20ビットを指す、請求項5から7のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項９】
　前記第1の基地局の前記基地局タイプがホーム基地局である場合には、前記セルグロー
バルIDの最後の8ビットが、すべて1である、請求項5から8のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記端末によって、前記第2の基地局の前記基地局IDおよび前記第2の基地局の前記基地
局タイプを判定するステップと、
　前記端末によって、前記第2の基地局の前記基地局IDを前記ネットワークデバイスへ送
信するステップであって、前記第2の基地局の前記基地局IDが、別のセルグローバルID内
に含めて搬送される、ステップと
をさらに含む、請求項5から9のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　第1のセルグローバルIDおよび第2のセルグローバルIDを受信するように構成されている
受信機であって、前記第1のセルグローバルIDが、第1の基地局の基地局IDを搬送し、前記
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第2のセルグローバルIDが、第2の基地局の基地局IDを搬送し、前記第1の基地局の基地局
タイプが、前記第2の基地局の前記基地局タイプとは異なり、前記第1のセルグローバルID
において前記第1の基地局の前記基地局IDによって占められるビット位置が、前記第2のセ
ルグローバルIDにおいて前記第2の基地局の前記基地局IDによって占められるビット位置
と同じであり、前記第1の基地局または前記第2の基地局の前記基地局タイプがホーム基地
局である場合には、対応するセルグローバルIDにおける前記ホーム基地局の前記基地局ID
によって占められるビット以外のビットが、プリセット値で満たされる、受信機と、
　前記第1のセルグローバルIDおよび前記第2のセルグローバルIDそれぞれからの前記ビッ
トを読み取り、前記第1のセルグローバルIDから読み取られる前記ビットを、前記第1の基
地局の前記基地局IDと判定し、前記第2のセルグローバルIDから読み取られる前記ビット
を、前記第2の基地局の前記基地局IDと判定するように構成されているプロセッサと
を含む受信デバイス。
【請求項１２】
　前記受信機が、前記第1のセルグローバルIDを端末から受信するように特に構成されて
おり、第1のセルが、前記第1の基地局によってコントロールされ、かつ、前記端末のサー
ビングセルの近隣セルである、請求項11に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記受信機が、前記第2のセルグローバルIDを、前記第1のセルグローバルIDを送信する
端末または別の端末から受信するように特に構成されており、第2のセルが、前記第2の基
地局によってコントロールされ、かつ、前記第1のセルグローバルIDを送信する前記端末
のサービングセルの、第1のセルとは別の近隣セルである、請求項11または12に記載のデ
バイス。
【請求項１４】
　前記ビット位置が、最初の20ビットを指す、請求項11から13のいずれか一項に記載のデ
バイス。
【請求項１５】
　送信デバイスであって、
　第1の基地局の基地局IDおよび前記第1の基地局の基地局タイプを判定するように構成さ
れているプロセッサと、
　前記第1の基地局の前記基地局IDをネットワークデバイスへ送信するように構成されて
いる送信機であって、前記基地局IDが、セルグローバルID内に含めて搬送され、前記セル
グローバルIDにおいて前記第1の基地局の前記基地局IDによって占められるビット位置が
、別のセルグローバルIDにおいて第2の基地局の基地局IDによって占められるビット位置
と同じであり、前記第1の基地局の前記基地局タイプがホーム基地局である場合には、前
記セルグローバルIDにおける前記第1の基地局の前記基地局IDによって占められるビット
以外のビットが、プリセット値で満たされ、前記第1の基地局の前記基地局タイプが、前
記第2の基地局の前記基地局タイプとは異なり、前記第1の基地局によってコントロールさ
れる第1のセルが、前記送信デバイスのサービングセルの近隣セルである、送信機と
を含む送信デバイス。
【請求項１６】
　前記送信デバイスの前記サービングセルの近隣セルが、第2のセルをさらに含み、前記
第2のセル
が、前記第2の基地局によってコントロールされる、請求項15に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記第1の基地局の前記基地局IDが、前記第1の基地局の前記基地局タイプに対応し、前
記第2の基地局の前記基地局IDが、前記第2の基地局の前記基地局タイプに対応する、請求
項15または請求項16に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記ビット位置が、最初の20ビットを指す、請求項15から17のいずれか一項に記載のデ
バイス。
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【請求項１９】
　前記第1の基地局の前記基地局タイプがホーム基地局である場合には、前記セルグロー
バルIDの最後の8ビットが、すべて1である、請求項15から18のいずれか一項に記載のデバ
イス。
【請求項２０】
　前記プロセッサが、前記第2の基地局の前記基地局IDおよび前記第2の基地局の前記基地
局タイプを判定するようにさらに構成され、前記送信機が、前記第2の基地局の前記基地
局IDを前記ネットワークデバイスへ送信するようにさらに構成されており、前記第2の基
地局の前記基地局IDが、別のセルグローバルID内に含めて搬送される、請求項15から19の
いずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２１】
　請求項11から14のいずれか一項に記載の受信デバイスと、請求項15から20のいずれか一
項に記載の送信デバイスとを含む通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル通信テクノロジーに関し、詳細には、送信および受信の方法および
デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自己組織化ネットワーク(Self-Organization Network、SON)の特徴は、自動近隣関係(A
utomatic Neighbor Relation、ANR)機能を含む。ANR機能によれば、未知のセルの自動発
見、および対立する物理セルID(Physical Cell Identity、PCI)を伴うセル同士の間にお
ける切り替えの問題が、主として、ユーザ機器(User Equipment、UE)によって近隣のセル
のシステムメッセージを読んだ後にセルグローバルID(Cell Global Identity、CGI)を報
告することを通じて実現される。UEによってeNB ID(eNB identity)を報告することは、AN
Rの切り替えおよびPCIの対立の解消の両方において必要とされる。
【０００３】
　ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムにおけるANRの切
り替えを例に取ると、セルグローバルIDは、エボルブドユニバーサルテレストリアルラジ
オアクセスネットワークセルグローバルID(Evolved Universal Terrestrial Radio Acces
s Network CGI、ECGI)である。このケースにおいては、UEはECGIをネットワーク側に報告
し、その場合、ECGIはeNB IDを含む。
【０００４】
　現在、LTEは、2つのタイプの基地局(eNodeB、eNB)、すなわち、マクロ(macro)基地局お
よびホーム(Home)基地局を定義しており、この場合、マクロ基地局のeNB IDは、ECGIの最
初の20ビット(bit)を占め、その一方でECGIの最後の8 bitは、セルID(Cell ID)として機
能し、ホーム基地局のeNB IDは、ECGIの28 bit全体を占める。
【０００５】
　現在の解決策においては、ANR中に新たに発見された近隣のセルをコントロールする基
地局は、デフォルトでマクロ基地局として取り扱われる。しかしながら、新たに発見され
た近隣のセルをコントロールする基地局がホーム基地局であることも可能である。このケ
ースにおいては、そのような基地局がマクロ基地局として取り扱われた場合、eNB IDの識
別に関するエラーは間違いなく発生する。したがって、この方法は、基地局タイプが正確
に識別されること、または基地局IDが正確に入手されることを保証することができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、基地局タイプまたは基地局IDが正確に識別されることが可能になる送信およ
び受信の方法およびデバイスを提供する。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第1の態様は、
　端末によって、サービングセルの近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプを
判定するステップと、
　端末によって、基地局タイプを示す情報をネットワークデバイスへ送信し、それによっ
て、ネットワークデバイスが、基地局タイプを示す情報に従って基地局タイプを判定する
ステップと
を含む送信方法を提供する。
　本発明の第1の態様の第1の実施態様においては、基地局タイプを示す情報は、PCIであ
り、端末によって、基地局タイプを示す情報をネットワークデバイスへ送信するステップ
は、
　端末によって、近隣セルのPCIをネットワークデバイスへ送信するステップであって、
そのPCIが、端末によって近隣セルに割り当てられ、近隣セルをコントロールする基地局
の基地局タイプに対応するPCIグループに属しており、近隣セルをコントロールする基地
局の基地局タイプに対応しない少なくとも1つのPCIグループには属していない、ステップ
を含む。
　本発明の第1の態様の第2の実施態様においては、端末によって、サービングセルの近隣
セルをコントロールする基地局の基地局タイプを判定するステップの後に、および端末に
よって、近隣セルのPCIをネットワークデバイスへ送信するステップの前に、この方法は
、
　端末によって、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応するPCIグル
ープから1つのPCIを選択して、そのPCIを近隣セルに割り当てるステップをさらに含む。
　本発明の第1の態様の第3の実施態様においては、近隣セルをコントロールする基地局の
基地局タイプは、マクロ基地局であり、近隣セルをコントロールする基地局に対応しない
少なくとも1つの基地局タイプは、ホーム基地局であり、または、近隣セルをコントロー
ルする基地局の基地局タイプは、ホーム基地局であり、近隣セルをコントロールする基地
局に対応しない少なくとも1つの基地局タイプは、マクロ基地局である。
　本発明の第1の態様の第4の実施態様においては、近隣セルをコントロールする基地局の
基地局タイプがマクロ基地局である場合には、PCIは、0から412までの任意の値であり、
近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地局である場合には、PCI
は、413から511までの任意の値である。
　本発明の第1の態様の第5の実施態様においては、基地局タイプを示す情報は、セルグロ
ーバルID内に含めて搬送される基地局タイプであり、端末によって、基地局タイプを示す
情報をネットワークデバイスへ送信するステップは、
　端末によって、近隣セルのセルグローバルIDをネットワークデバイスへ送信するステッ
プであって、そのセルグローバルIDが、近隣セルの基地局タイプを搬送する、ステップを
含む。
　本発明の第1の態様の第6の実施態様においては、セルグローバルIDは、32ビットを占め
、基地局タイプは、セルグローバルIDの最初の4ビットを占める。
　本発明の第1の態様の第7の実施態様においては、セルグローバルIDは、近隣セルの基地
局IDも搬送し、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局である
場合には、基地局IDは、セルグローバルIDの基地局タイプの後に続く最初の20ビットを占
め、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地局である場合には、
基地局IDは、セルグローバルIDの基地局タイプの後に続く最初の28ビットを占める。
　本発明の第1の態様の第8の実施態様においては、サービングセルの近隣セルは、自動近
隣関係検知中に発見されたサービングセルの近隣セルを含む。
【０００８】
　本発明の第2の態様は、
　ネットワークデバイスによって、端末によって送信される、第1のセルをコントロール
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する基地局の基地局タイプを示す情報を受信するステップであって、第1のセルが、端末
のサービングセルの近隣セルである、ステップと、
　ネットワークデバイスによって、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプ
を示す情報に従って第1のセルの基地局タイプを判定するステップと
を含む受信方法を提供する。
　本発明の第2の態様の第1の実施態様においては、第1のセルをコントロールする基地局
の基地局タイプを示す情報は、PCIであり、そのPCIは、第1のセルをコントロールする基
地局の基地局タイプに対応するPCIグループに属しており、ネットワークデバイスによっ
て、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを示す情報に従って第1のセルの
基地局タイプを判定するステップは、
　ネットワークデバイスによって、PCIが属しているPCIグループに従って、第1のセルを
コントロールする基地局の基地局タイプを判定するステップを含む。
　本発明の第2の態様の第2の実施態様においては、マクロ基地局に対応するPCIグループ
内のPCIは、0から412までの範囲にわたり、ネットワークデバイスによって、PCIが属して
いるPCIグループに従って、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを判定す
るステップは、PCIが0～412の範囲内にある場合には、ネットワークデバイスによって、
第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局であると判定するス
テップを含み、または、
　ホーム基地局に対応するPCIグループ内のPCIは、413から511までの範囲にわたり、ネッ
トワークデバイスによって、PCIが属しているPCIグループに従って、第1のセルをコント
ロールする基地局の基地局タイプを判定するステップは、PCIが413～511の範囲内にある
場合には、ネットワークデバイスによって、第1のセルをコントロールする基地局の基地
局タイプがホーム基地局であると判定するステップを含む。
　本発明の第2の態様の第3の実施態様においては、第1のセルをコントロールする基地局
の基地局タイプを示す情報は、セルグローバルID内に含めて搬送される基地局タイプであ
る。
　本発明の第2の態様の第4の実施態様においては、セルグローバルIDは、32ビットを占め
、基地局タイプは、セルグローバルIDの最初の4ビットを占める。
　本発明の第2の態様の第5の実施態様においては、第1のセルの基地局タイプを判定する
ステップの後に、この方法は、
　ネットワークデバイスによって、基地局タイプに従って、第1のセルの受信されたセル
グローバルIDから、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDを入手するステップ
をさらに含む。
　本発明の第2の態様の第6の実施態様においては、ネットワークデバイスによって、基地
局タイプに従って、第1のセルの受信されたセルグローバルIDから、第1のセルをコントロ
ールする基地局の基地局IDを入手するステップは、
　ネットワークデバイスによって、端末によって送信される、第1のセルのセルグローバ
ルIDを受信するステップであって、そのセルグローバルIDが、基地局IDを搬送する、ステ
ップと、
　第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局である場合には、
ネットワークデバイスによって、受信されたセルグローバルIDの最初の20ビットを読み取
るステップであって、その最初の20ビットが、第1のセルをコントロールする基地局の基
地局IDである、ステップ、または、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプ
がホーム基地局である場合には、ネットワークデバイスによって、セルの受信されたセル
グローバルIDの最初の28ビットを読み取るステップであって、その最初の28ビットが、第
1のセルをコントロールする基地局の基地局IDである、ステップを含む。
　本発明の第2の態様の第7の実施態様においては、第1のセルの基地局タイプを判定する
ステップの後に、この方法は、
　ネットワークデバイスによって、基地局タイプに従って、第1のセルの受信されたセル
グローバルIDから、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDを入手するステップ
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をさらに含む。
　本発明の第2の態様の第8の実施態様においては、ネットワークデバイスによって、端末
によって送信される、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを示す情報を
受信するステップは、ネットワークデバイスによって、端末によって送信される、第1の
セルのセルグローバルIDを受信するステップであって、そのセルグローバルIDが、基地局
タイプおよび基地局IDを搬送する、ステップを含み、
　ネットワークデバイスによって、基地局タイプに従って、第1のセルの受信されたセル
グローバルIDから、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDを入手するステップ
は、
　第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局である場合には、
ネットワークデバイスによって、受信されたセルグローバルIDの基地局タイプの後に続く
最初の20ビットを読み取るステップであって、基地局タイプの後に続く最初の20ビットが
、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDである、ステップ、または、
　第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地局である場合には、
ネットワークデバイスによって、受信されたセルグローバルIDの基地局タイプの後に続く
最初の28ビットを読み取るステップであって、基地局タイプの後に続く最初の28ビットが
、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDである、ステップを含む。
【０００９】
　本発明の第3の態様は、
　端末によって、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDを判定するステップと
、
　端末によって、基地局IDをネットワークデバイスへ送信するステップであって、基地局
IDが、セルグローバルID内に含めて搬送され、第1のセルをコントロールする基地局の基
地局タイプに対応する基地局IDによって占められるセルグローバルIDのビットが、第2の
セルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応する基地局IDによって占められるセ
ルグローバルIDのビットと同じであり、第2のセルをコントロールする基地局の基地局タ
イプが、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプとは異なり、第1のセルおよ
び第2のセルの両方が、端末のサービングセルの近隣セルである、ステップと
を含む送信方法を提供する。
　本発明の第3の態様の第1の実施態様においては、ビットは、最初の20ビットを指す。
　本発明の第3の態様の第2の実施態様においては、基地局タイプがホーム基地局である場
合には、セルグローバルIDの最後の8ビットは、すべて1である。
【００１０】
　本発明の第4の態様は、
　ネットワークデバイスによって、端末によって送信されるセルグローバルIDを受信する
ステップであって、そのセルグローバルIDが、第1のセルをコントロールする基地局の基
地局IDを搬送し、第1のセルが、端末のサービングセルの近隣セルである、ステップと、
　ネットワークデバイスによって、セルグローバルIDから所定の長さのビットを読み取り
、その読み取られたビットを、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDと判定す
るステップと
を含む受信方法を提供する。
　本発明の第4の態様の第1の実施態様においては、ネットワークデバイスによって、セル
グローバルIDから所定の長さのビットを読み取り、その読み取られたビットを、第1のセ
ルをコントロールする基地局の基地局IDと判定するステップは、
　第1のセルをコントロールする基地局がマクロ基地局またはホーム基地局である場合に
は、ネットワークデバイスによって、セルグローバルIDの最初の20ビットを読み取り、そ
の最初の20ビットを、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDと判定するステッ
プを含む。
【００１１】
　本発明の第5の態様は、
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　サービングセルの近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプを判定するように
構成されているプロセッサと、
　プロセッサによって判定された基地局タイプを示す情報をネットワークデバイスへ送信
し、それによって、ネットワークデバイスが、プロセッサによって判定された基地局タイ
プを示す情報に従って基地局タイプを判定するように構成されている送信機と
を含む送信デバイスを提供する。
　本発明の第5の態様の第1の実施態様においては、基地局タイプを示す情報は、PCIであ
り、送信機は、近隣セルのPCIをネットワークデバイスへ送信し、そのPCIが、端末によっ
て近隣セルに割り当てられ、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応す
るPCIグループに属しており、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応
しない少なくとも1つのPCIグループには属していない、ように特に構成されている。
　本発明の第5の態様の第2の実施態様においては、この送信デバイスは、
　近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応するPCIグループから1つのPC
Iを選択して、そのPCIを近隣セルに割り当てるように構成されているセレクタをさらに含
み、
　送信機は、セレクタによって割り当てられたPCIをネットワークデバイスへ送信するよ
うに特に構成されている。
　本発明の第5の態様の第3の実施態様においては、プロセッサによって判定された、近隣
セルをコントロールする基地局の基地局タイプは、マクロ基地局であり、近隣セルをコン
トロールする基地局に対応しない少なくとも1つの基地局タイプは、ホーム基地局であり
、または、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプは、ホーム基地局であり、
近隣セルをコントロールする基地局に対応しない少なくとも1つの基地局タイプは、マク
ロ基地局である。
　本発明の第5の態様の第4の実施態様においては、プロセッサによって判定された、近隣
セルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局である場合には、セレクタ
によって選択されるPCIは、0から412までの任意の値であり、プロセッサによって判定さ
れた、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地局である場合には
、セレクタによって選択されるPCIは、413から511までの任意の値である。
　本発明の第5の態様の第5の実施態様においては、基地局タイプを示す情報は、セルグロ
ーバルID内に含めて搬送される基地局タイプであり、送信機は、近隣セルのセルグローバ
ルIDをネットワークデバイスへ送信し、そのセルグローバルIDが、近隣セルの基地局タイ
プを搬送する、ように特に構成されている。
　本発明の第5の態様の第6の実施態様においては、送信機によって送信されるセルグロー
バルIDは、32ビットを占め、基地局タイプは、セルグローバルIDの最初の4ビットを占め
る。
　本発明の第5の態様の第7の実施態様においては、送信機によって送信されるセルグロー
バルIDは、近隣セルの基地局IDも搬送し、
　プロセッサによって判定された、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプが
マクロ基地局である場合には、送信機によって送信される基地局IDは、セルグローバルID
の基地局タイプの後に続く最初の20ビットを占め、
　プロセスによって判定された、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプがホ
ーム基地局である場合には、送信機によって送信される基地局IDは、セルグローバルIDの
基地局タイプの後に続く最初の28ビットを占める。
　本発明の第5の態様の第8の実施態様においては、プロセッサは、自動近隣関係検知中に
発見されたサービングセルの近隣セルを、そのサービングセルの近隣セルとみなすように
さらに構成されている。
【００１２】
　本発明の第6の態様は、
　端末によって送信される、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを示す
情報を受信し、第1のセルが、端末のサービングセルの近隣セルである、ように構成され
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ている受信機と、
　受信機によって受信される、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを示
す情報に従って第1のセルの基地局タイプを判定するように構成されているプロセッサと
を含む受信デバイスを提供する。
　本発明の第6の態様の第1の実施態様においては、第1のセルをコントロールする基地局
の基地局タイプを示す情報は、PCIであり、そのPCIは、第1のセルをコントロールする基
地局の基地局タイプに対応するPCIグループに属しており、プロセッサは、PCIが属してい
るPCIグループに従って、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを判定する
ように特に構成されている。
　本発明の第6の態様の第2の実施態様においては、マクロ基地局に対応するPCIグループ
内のPCIは、0から412までの範囲にわたり、プロセッサは、PCIが0～412の範囲内にある場
合には、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局であると判
定するように特に構成されており、または、
　ホーム基地局に対応するPCIグループ内のPCIは、413から511までの範囲にわたり、プロ
セッサは、PCIが413～511の範囲内にある場合には、第1のセルをコントロールする基地局
の基地局タイプがホーム基地局であると判定するように特に構成されている。
　本発明の第6の態様の第3の実施態様においては、受信機によって受信される、第1のセ
ルをコントロールする基地局の基地局タイプを示す情報は、セルグローバルID内に含めて
搬送される基地局タイプである。
　本発明の第6の態様の第4の実施態様においては、受信機によって受信されるセルグロー
バルIDは、32ビットを占め、基地局タイプは、セルグローバルIDの最初の4ビットを占め
る。
　本発明の第6の態様の第5の実施態様においては、この受信デバイスは、
　基地局タイプに従って、第1のセルの受信されたセルグローバルIDから、第1のセルをコ
ントロールする基地局の基地局IDを入手するように構成されている第1のレコグナイザを
さらに含む。
　本発明の第6の態様の第6の実施態様においては、第1のレコグナイザは、
　端末によって送信される、第1のセルのセルグローバルIDを受信し、そのセルグローバ
ルIDが、基地局IDを搬送し、
　第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局である場合には、
受信されたセルグローバルIDの最初の20ビットを読み取り、その最初の20ビットが、第1
のセルをコントロールする基地局の基地局IDである、または、第1のセルをコントロール
する基地局の基地局タイプがホーム基地局である場合には、セルの受信されたセルグロー
バルIDの最初の28ビットを読み取り、その最初の28ビットが、第1のセルをコントロール
する基地局の基地局IDである、ように特に構成されている。
　本発明の第6の態様の第7の実施態様においては、この受信デバイスは、
　基地局タイプに従って、第1のセルの受信されたセルグローバルIDから、第1のセルをコ
ントロールする基地局の基地局IDを入手するように構成されている第2のレコグナイザを
さらに含む。
　本発明の第6の態様の第8の実施態様においては、受信機は、端末によって送信される、
第1のセルのセルグローバルIDを受信し、そのセルグローバルIDが、基地局タイプおよび
基地局IDを搬送する、ように特に構成されており、
　第2のレコグナイザは、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基
地局である場合には、受信されたセルグローバルIDの基地局タイプの後に続く最初の20ビ
ットを読み取り、基地局タイプの後に続く最初の20ビットが、第1のセルをコントロール
する基地局の基地局IDである、または、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タ
イプがホーム基地局である場合には、受信されたセルグローバルIDの基地局タイプの後に
続く最初の28ビットを読み取り、基地局タイプの後に続く最初の28ビットが、第1のセル
をコントロールする基地局の基地局IDである、ように特に構成されている。
【００１３】
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　本発明の第7の態様は、
　第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDを判定するように構成されているプロ
セッサと、
　基地局IDをネットワークデバイスへ送信するように構成されている送信機であって、基
地局IDが、セルグローバルID内に含めて搬送され、第1のセルをコントロールする基地局
の基地局タイプに対応する基地局IDによって占められるセルグローバルIDのビットが、第
2のセルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応する基地局IDによって占められ
るセルグローバルIDのビットと同じであり、第2のセルをコントロールする基地局の基地
局タイプが、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプとは異なり、第1のセル
および第2のセルの両方が、端末のサービングセルの近隣セルである、送信機と
を含む送信デバイスを提供する。
　本発明の第7の態様の第1の実施態様においては、基地局IDは、送信機によって送信され
るセルグローバルIDの最初の20ビットを占める。
　本発明の第7の態様の第2の実施態様においては、基地局タイプがホーム基地局である場
合には、送信機によって送信されるセルグローバルIDの最後の8ビットは、すべて1である
。
【００１４】
　本発明の第8の態様は、
　端末によって送信されるセルグローバルIDを受信し、そのセルグローバルIDが、第1の
セルをコントロールする基地局の基地局IDを搬送し、第1のセルが、端末のサービングセ
ルの近隣セルである、ように構成されている受信機と、
　セルグローバルIDから所定の長さのビットを読み取り、その読み取られたビットを、第
1のセルをコントロールする基地局の基地局IDと判定するように構成されているプロセッ
サと
を含む受信デバイスを提供する。
　本発明の第8の態様の第1の実施態様においては、プロセッサは、第1のセルをコントロ
ールする基地局がマクロ基地局またはホーム基地局である場合には、セルグローバルIDの
最初の20ビットを読み取り、その最初の20ビットを、第1のセルをコントロールする基地
局の基地局IDと判定するように特に構成されている。
【００１５】
　本発明の実施形態によれば、端末が、基地局タイプを示す情報をネットワークデバイス
へ送信し、したがって、ネットワーク側が、基地局タイプを判定することが可能になり、
ひいては、基地局タイプの正確な認識が実現され、または端末が、基地局タイプをネット
ワークデバイスへ送信し、この場合、別々の基地局タイプが、基地局IDの同じビットを占
め、したがって、基地局タイプの正確な認識が実現される。
【００１６】
　本発明の実施形態の技術的な解決策をより明確にするために、本発明の実施形態の説明
において使用される添付の図面について、下記で簡単に説明する。記載されている図面は
、本発明のいくつかの実施形態にすぎないということは明らかである。当業者なら、これ
らの図面に基づいて、何ら創造的な作業を伴うことなく、その他の図面を得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態による送信方法の概略フローチャートである。
【図２】本発明の別の実施形態による送信方法の概略フローチャートである。
【図３】本発明の別の実施形態による送信方法の概略フローチャートである。
【図４】本発明の別の実施形態による送信方法の概略フローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態による受信方法の概略フローチャートである。
【図６】本発明の別の実施形態による受信方法の概略フローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態による送信デバイスの概略構造図である。
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【図８】本発明の別の実施形態による送信デバイスの概略構造図である。
【図９】本発明の一実施形態による受信デバイスの概略構造図である。
【図１０】本発明の別の実施形態による受信デバイスの概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施形態の目的、技術的な解決策、および利点をより明確にするために、本発
明の実施形態における技術的な解決策について、本発明の実施形態における添付の図面を
参照しながら、以降で明確にかつ完全に説明する。記載されている実施形態は、本発明の
すべての実施形態ではなく、本発明の実施形態のうちの一部にすぎないということは明ら
かである。当技術分野における標準的な技術者によって、何ら創造的な作業を伴うことな
く、本発明の実施形態に基づいて得られるその他のすべての実施形態は、本発明の保護範
囲内に収まるものとする。
【００１９】
　図1は、本発明の一実施形態による送信方法の概略フローチャートである。この送信方
法は、下記のステップを含む。
【００２０】
　ステップ11:　端末によって、サービングセル（serving cell）の近隣セルをコントロ
ールする基地局の基地局タイプを判定するステップ。
【００２１】
　この場合、サービングセルの近隣セルは、自動近隣関係検知中に発見されたサービング
セルの近隣セルであることが可能である。たとえば、SONネットワークにおいては、UEは
、ANRプロセス、すなわち、自動的に発見された近隣セルが検知されるプロセスを通じて
、近隣セルリストから除外されているその他の近隣セルを検知することができる。UEは、
自動的に発見された近隣セルの基地局IDをネットワーク側に報告することができる。この
時点で、サービングセルの上述の近隣セルは、特に自動的に発見された近隣セルとなるこ
とができる。
【００２２】
　サービングセルの近隣セルに対応する基地局タイプは、マクロ基地局であることが可能
であり、またはホーム基地局であることも可能である。自動近隣関係検知を通じて、サー
ビングセルの近隣セルがマクロ基地局であるか、またはホーム基地局であるかを判定する
ことができる。
【００２３】
　ステップ12:　端末によって、基地局タイプを示す情報をネットワークデバイスへ送信
し、それによって、ネットワークデバイスが、基地局タイプを示す情報に従って基地局タ
イプを判定するステップ。
【００２４】
　たとえば、基地局タイプを示す情報は、PCIであり、端末は、近隣セルのPCIをネットワ
ークデバイスへ送信し、PCIは、端末によって近隣セルに割り当てられ、近隣セルをコン
トロールする基地局の基地局タイプに対応するPCIグループに属しており、近隣セルをコ
ントロールする基地局の基地局タイプに対応しない少なくとも1つのPCIグループには属し
ていない。
【００２５】
　別の例に関しては、基地局タイプを示す情報は、セルグローバルID内に含めて搬送され
る基地局タイプであり、端末は、近隣セルのセルグローバルIDをネットワークデバイスへ
送信し、セルグローバルIDは、近隣セルの基地局タイプを搬送する。
【００２６】
　本発明のこの実施形態によれば、端末が、基地局タイプを示す情報をネットワークデバ
イスへ送信し、したがって、ネットワーク側が、基地局タイプを判定することが可能にな
り、ひいては、基地局タイプの正確な認識が実現される。
【００２７】
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　図2は、本発明の別の実施形態による送信方法の概略フローチャートである。この方法
は、下記のステップを含む。
【００２８】
　ステップ21:　端末によって、サービングセルの近隣セルをコントロールする基地局の
基地局タイプを判定するステップ。
【００２９】
　たとえば、ステップ11に関する説明を参照することができる。
【００３０】
　ステップ22:　端末によって、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプに対
応するPCIグループから1つのPCIを選択して、そのPCIを近隣セルに割り当てるステップで
あって、近隣セルに対応するPCIが、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプ
に対応するPCIグループに属しており、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイ
プに対応しない少なくとも1つのPCIグループには属していない、ステップ。
【００３１】
　たとえば、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプは、マクロ基地局であり
、近隣セルをコントロールする基地局に対応しない少なくとも1つの基地局タイプは、ホ
ーム基地局であり、または、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプは、ホー
ム基地局であり、近隣セルをコントロールする基地局に対応しない少なくとも1つの基地
局タイプは、マクロ基地局である。
【００３２】
　特に、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局である場合に
は、PCIは、0から412までの任意の値であり、近隣セルをコントロールする基地局の基地
局タイプがホーム基地局である場合には、PCIは、413から511までの任意の値である。
【００３３】
　特に、この実施形態においては、割り当てのために利用可能であるすべてのPCIは、少
なくとも2つのグループへと分割されることが可能であり、それぞれのグループは、別々
の基地局タイプに対応し、そして、サービングセルの近隣セルをコントロールする基地局
の基地局タイプに対応するPCIグループ内の1つのPCIが、サービングセルの近隣セルに割
り当てられる。
【００３４】
　たとえば、割り当てるために利用可能であるPCIの数は512であり、PCIグループの数は2
であり、この場合、一方のPCIグループは、マクロ基地局に対応し、他方のPCIグループは
、ホーム基地局に対応し、この場合、マクロ基地局に対応するPCIグループ内のPCIは、0
から412までの範囲にわたり、ホーム基地局に対応するPCIグループ内のPCIは、413から51
1までの範囲にわたる。それによって、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイ
プがマクロ基地局である場合には、近隣セルに割り当てられるPCIは、0～412の範囲内で
あり、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地局である場合には
、近隣セルに割り当てられるPCIは、413～511の範囲内である。
【００３５】
　UEは、ANRプロセスを通じて、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプを得
ることができるということを理解されたい。
【００３６】
　加えて、UEは、別々のPCIを別々の近隣セルに割り当てることができる。たとえば、第1
の近隣セルおよび第2の近隣セルの両方の基地局タイプがマクロ基地局である場合には、
それぞれのセルのPCIどうしが対立することがないようにするために、第1の近隣セルに割
り当てられるPCIを0とすることができ、第2の近隣セルに割り当てられるPCIを1とするこ
とができる。
【００３７】
　さらに、割り当てられるPCIは、プライマリー同期シーケンスおよびセカンダリー同期
シーケンスによって表されることが可能である。たとえば、セカンダリー同期シーケンス
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は、168個のグループを有し、この場合、それぞれのグループは、3個のセルを含み、それ
ぞれのセルは、プライマリー同期シーケンスによって表される。たしかに、この例は、16
8×3=504個のPCIを表すことができるが、そのほかにも、プライマリー同期シーケンスお
よび/またはセカンダリー同期シーケンスは、前述の512個のPCIを表すように拡張される
ことも可能であり、たとえば、セカンダリー同期シーケンスは、512個のPCIを表すために
171個のグループへと分割される。表されるPCIの数が変わる場合には、その他の拡張解決
策を採用することもできるということを理解されたい。
【００３８】
　ステップ23:　端末によって、近隣セルのPCIをネットワークデバイスへ送信し、それに
よって、ネットワークデバイスが、基地局タイプを示す情報に従って基地局タイプを判定
するステップ。
【００３９】
　たとえば、ネットワーク側は、エボルブド基地局(eNodeB、eNB)であることが可能であ
る。
【００４０】
　UE側に対応して、eNBは、PCIグループと基地局タイプとの間における対応する関係を構
成することができ、次いで、受信されたPCIが属しているPCIグループに従って基地局タイ
プを判定することができる。たとえば、eNBによって受信されるPCIが1である(これは、0
から412までの範囲にわたるPCIグループに属している)場合には、0から412までの範囲に
わたるPCIグループに対応する基地局タイプはマクロ基地局であるため、この基地局タイ
プはマクロ基地局であると判定することができる。
【００４１】
　さらに、基地局は、基地局タイプに従って基地局IDを判定することができる。たとえば
、UEが、28ビットのECGI内に含めて搬送される基地局IDをeNBへ送信し、eNBは、そのECGI
を受信した後に、基地局タイプが判定されているため、その基地局タイプに従って、ECGI
から基地局IDを入手する。たとえば、基地局タイプがマクロ基地局である場合には、セル
グローバルIDの最初の20ビットが基地局IDであり、基地局タイプがホーム基地局である場
合には、セルグローバルIDの28ビットが基地局IDである。
【００４２】
　本発明のこの実施形態によれば、別々の基地局タイプが、別々のPCIグループに対応し
、したがって、ネットワーク側は、PCIに従って基地局タイプを判定することができ、ひ
いては、基地局タイプを正確に認識することができる。
【００４３】
　図3は、本発明の別の実施形態による送信方法の概略フローチャートである。この方法
は、下記のステップを含む。
【００４４】
　ステップ31:　端末によって、サービングセルの近隣セルをコントロールする基地局の
基地局タイプを判定するステップ。
【００４５】
　たとえば、ステップ11に関する説明を参照することができる。
【００４６】
　ステップ32:　端末によって、近隣セルのセルグローバルIDをネットワークデバイスへ
送信するステップであって、そのセルグローバルIDが、近隣セルの基地局タイプを搬送し
、それによって、ネットワークデバイスが、セルグローバルID内に含めて搬送される基地
局タイプに従って近隣セルの基地局タイプを判定する、ステップ。
【００４７】
　たとえば、セルグローバルIDは、32ビットを占め、基地局タイプは、セルグローバルID
の最初の4ビットを占める。
【００４８】
　さらに、セルグローバルIDは、基地局IDを搬送することもできる。たとえば、セルグロ
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ーバルIDは、ECGIである。既存のECGIと比較すると、この実施形態によるECGIにおいては
、基地局タイプを識別するために使用されるビットを追加することが必要とされる。eNB
タイプを識別するために使用されるビットの数が4であると想定すると、この実施形態に
よるECGIは、32ビットを占める。近隣のセルをコントロールする基地局の基地局タイプが
マクロ基地局である場合には、基地局IDは、セルグローバルIDの基地局タイプの後に続く
最初の20ビットを占め、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地
局である場合には、基地局IDは、セルグローバルIDの基地局タイプの後に続く最初の28ビ
ットを占める。
【００４９】
　ECGIを受信した後に、eNBは、最初に基地局タイプを識別するために使用されたビット
に従って基地局タイプを判定することができる。
【００５０】
　特に、既存の解決策においては、マクロ基地局のEGCIは、28ビットを占め、これは、基
地局ID(eNB Id)およびセルID(Cell Id)を含み、すなわち、マクロ基地局に関しては、EGC
Iは、28ビット=eNB Id(20ビット)+Cell Id(8ビット)を占める。ホーム基地局に関しては
、EGCIは、28ビットを占め、これは、セルID(Cell Id)を含まずに基地局ID(eNB Id)だけ
を含み、すなわち、ホーム基地局に関しては、EGCIは、28ビット=eNB Id(28ビット)を占
める。
【００５１】
　この実施形態においては、EGCIは、32ビットを占めることができ、既存の解決策と比較
すると、基地局タイプ(eNB Type)を識別するために使用される4ビットが追加されている
。詳細には、マクロ基地局に関しては、EGCIは、32ビット=eNB Type(4ビット)+eNB Id(20
ビット)+Cell Id(8ビット)を占め、ホーム基地局に関しては、EGCIは、32ビット=eNB Typ
e(4ビット)+eNB Id(28ビット)を占める。
【００５２】
　eNBタイプ(eNB Type)は、次のように表されることが可能である。たとえば、マクロ基
地局を表すために「0」が使用され、ホーム基地局を表すために「1」が使用され、残りの
3ビットは留保されることが可能である。eNBは、EGCIから最初の4ビットを抽出すること
ができ、その最初の4ビットが0である場合には、基地局タイプはマクロ基地局であると判
定され、最初の4ビットが1である場合には、基地局タイプはホーム基地局であると判定さ
れる。
【００５３】
　さらに、ネットワークデバイスは、基地局タイプに従ってECGIから基地局IDを入手する
ことができ、たとえば、基地局タイプがマクロ基地局である場合には、ネットワークデバ
イスは、EGCIの4ビットの基地局タイプの後に続く最初の20ビットから基地局IDを読み取
り、eNBタイプがホーム基地局である場合には、ネットワークデバイスは、EGCIの4ビット
の基地局タイプの後に続く最初の28ビットから基地局IDを読み取る。
【００５４】
　この実施形態においては、セルグローバルIDの拡張を通じて、基地局タイプが、セルグ
ローバルID内に含めて搬送されることが可能であり、したがって、ネットワーク側が、基
地局タイプを判定することが可能になり、ひいては、基地局タイプの正確な認識が実現さ
れる。
【００５５】
　図4は、本発明の別の実施形態による送信方法の概略フローチャートである。この方法
は、下記のステップを含む。
【００５６】
　ステップ41:　端末によって、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを判
定するステップ。
【００５７】
　たとえば、ステップ11についての関連した説明を参照することができる。
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【００５８】
　ステップ42:　端末によって、基地局IDをネットワークデバイスへ送信するステップで
あって、基地局IDが、セルグローバルID内に含めて搬送され、第1のセルをコントロール
する基地局の基地局タイプに対応する基地局IDによって占められるセルグローバルIDのビ
ットが、第2のセルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応する基地局IDによっ
て占められるセルグローバルIDのビットと同じであり、第2のセルをコントロールする基
地局の基地局タイプが、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプとは異なり
、第1のセルおよび第2のセルの両方が、端末のサービングセルの近隣セルである、ステッ
プ。
【００５９】
　たとえば、ビットは、最初の20ビットを指す。
【００６０】
　さらに、基地局タイプがホーム基地局である場合には、セルグローバルIDの最後の8ビ
ットは、すべて1である。
【００６１】
　特に、セルグローバルIDは、EGCIであることが可能である。従来技術においては、マク
ロ基地局の基地局IDは、EGCIの最初の20ビットを占め、ホーム基地局の基地局IDは、ECGI
の28ビット全体を占める。
【００６２】
　この実施形態においては、基地局IDが、マクロ基地局の基地局IDであるか、またはホー
ム基地局の基地局IDであるかにかかわらず、1つのEGCIの同じビットが占められ、たとえ
ば、そのEGCIの最初の20ビットが占められる。この時点で、どの基地局タイプであるかに
かかわらず、ネットワークデバイスは、EGCIから最初の20ビットを基地局IDとして抽出す
る。
【００６３】
　さらに、ホーム基地局の基地局IDは、EGCIの最初の20ビットを占めるだけであるため、
既存の解決策と比較すると、EGCIの8ビットが残され、それらの残された8ビットは、プリ
セット値で満たされることが可能であり、たとえば、残された8ビットのうちのすべてが
、1で満たされる。
【００６４】
　本発明のこの実施形態によれば、端末が、基地局タイプをネットワークデバイスへ送信
し、この場合、別々の基地局タイプが、基地局IDの同じビットを占め、したがって、基地
局タイプの正確な認識が実現される。
【００６５】
　上述の3つの実施形態は、端末側に基づいて説明されたプロセスであり、ネットワーク
側に関しては、以降のプロセスを提供することができる。本発明の実施形態、たとえば、
図3および図4に示されている実施形態においては、EGCI(evolved universal terrestrial
 radio access network global cell identity)に言及しており、このEGCIは、本発明の
実施形態におけるECGIと同じ定義を伴って理解されることが可能であるということに留意
されたい。
【００６６】
　図5は、本発明の一実施形態による受信方法の概略フローチャートである。この方法は
、下記のステップを含む。
【００６７】
　ステップ51:　ネットワークデバイスによって、端末によって送信される、第1のセルを
コントロールする基地局の基地局タイプを示す情報を受信するステップであって、第1の
セルが、端末のサービングセルの近隣セルである、ステップ。
【００６８】
　ステップ52:　ネットワークデバイスによって、第1のセルをコントロールする基地局の
基地局タイプを示す情報に従って第1のセルの基地局タイプを判定するステップ。
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【００６９】
　たとえば、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを示す情報は、PCIであ
り、そのPCIは、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応するPCIグル
ープに属しており、それによって、ネットワークデバイスは、PCIが属しているPCIグルー
プに従って、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを判定する。
【００７０】
　特に、マクロ基地局に対応するPCIグループ内のPCIが、0から412までの範囲にあり、ネ
ットワークデバイスによって、PCIが属しているPCIグループに従って、第1のセルをコン
トロールする基地局の基地局タイプを判定するステップは、PCIが0～412の範囲内にある
場合には、ネットワークデバイスによって、第1のセルをコントロールする基地局の基地
局タイプがマクロ基地局であると判定するステップを含み、または、ホーム基地局に対応
するPCIグループ内のPCIが、413から511までの範囲にあり、ネットワークデバイスによっ
て、PCIが属しているPCIグループに従って、第1のセルをコントロールする基地局の基地
局タイプを判定するステップは、PCIが413～511の範囲内にある場合には、ネットワーク
デバイスによって、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地局
であると判定するステップを含む。
【００７１】
　この時点で、この方法は、ネットワークデバイスによって、基地局タイプに従って、第
1のセルの受信されたセルグローバルIDから、第1のセルをコントロールする基地局の基地
局IDを入手するステップをさらに含むことができる。特に、この方法は、ネットワークデ
バイスによって、端末によって送信される、第1のセルのセルグローバルIDを受信するス
テップであって、そのセルグローバルIDが、基地局IDを搬送する、ステップと、第1のセ
ルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局である場合には、ネットワー
クデバイスによって、受信されたセルグローバルIDの最初の20ビットを読み取るステップ
であって、その最初の20ビットが、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDであ
るステップ、または、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地
局である場合には、ネットワークデバイスによって、セルの受信されたセルグローバルID
の最初の28ビットを読み取るステップであって、その最初の28ビットが、第1のセルをコ
ントロールする基地局の基地局IDである、ステップを含むことができる。
【００７２】
　別の例に関しては、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを示す情報は
、セルグローバルID内に含めて搬送される基地局タイプであり、それによって、ネットワ
ークデバイスは、セルグローバルIDから近隣セルの基地局タイプを判定する。たとえば、
セルグローバルIDは、32ビットを占め、基地局タイプは、セルグローバルIDの最初の4ビ
ットを占める。
【００７３】
　このケースにおいては、上述のステップ51は、ネットワークデバイスによって、端末に
よって送信される、第1のセルのセルグローバルIDを受信するステップであって、そのセ
ルグローバルIDが、基地局タイプおよび基地局IDを搬送する、ステップを特に含むことが
でき、この実施形態の方法は、ネットワークデバイスによって、基地局タイプに従って、
第1のセルの受信されたセルグローバルIDから、第1のセルをコントロールする基地局の基
地局IDを入手するステップをさらに含むことができる。特に、第1のセルをコントロール
する基地局の基地局タイプがマクロ基地局である場合には、ネットワークデバイスによっ
て、受信されたセルグローバルIDの基地局タイプの後に続く最初の20ビットを読み取るス
テップであって、基地局タイプの後に続く最初の20ビットが、第1のセルをコントロール
する基地局の基地局IDである、ステップ、または、第1のセルをコントロールする基地局
の基地局タイプがホーム基地局である場合には、ネットワークデバイスによって、受信さ
れたセルグローバルIDの基地局タイプの後に続く最初の28ビットを読み取るステップであ
って、基地局タイプの後に続く最初の28ビットが、第1のセルをコントロールする基地局
の基地局IDである、ステップである。
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【００７４】
　本発明のこの実施形態によれば、端末が、基地局タイプを示す情報をネットワークデバ
イスへ送信し、したがって、ネットワーク側が、基地局タイプを判定することが可能にな
り、ひいては、基地局タイプの正確な認識が実現される。
【００７５】
　図6は、本発明の別の実施形態による受信方法の概略フローチャートである。この方法
は、下記のステップを含む。
【００７６】
　ステップ61:　ネットワークデバイスによって、端末によって送信されるセルグローバ
ルIDを受信するステップであって、そのセルグローバルIDが、第1のセルをコントロール
する基地局の基地局IDを搬送し、第1のセルが、端末のサービングセルの近隣セルである
、ステップ。
【００７７】
　ステップ62:　ネットワークデバイスによって、セルグローバルIDから所定の長さのビ
ットを読み取り、その読み取られたビットを、第1のセルをコントロールする基地局の基
地局IDと判定するステップ。
【００７８】
　たとえば、第1のセルをコントロールする基地局がマクロ基地局またはホーム基地局で
ある場合には、ネットワークデバイスによって、セルグローバルIDの最初の20ビットを読
み取り、その最初の20ビットを、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDと判定
する。
【００７９】
　本発明のこの実施形態によれば、端末が、基地局タイプをネットワークデバイスへ送信
し、この場合、別々の基地局タイプが、基地局IDの同じビットを占め、したがって、基地
局タイプの正確な認識が実現される。
【００８０】
　図7は、本発明の一実施形態による送信デバイスの概略構造図であり、この場合、この
デバイスは、上述の図1から図3による送信方法のうちのいずれか1つを実行するデバイス
であることが可能であり、この送信デバイスは、プロセッサ71および送信機72を含み、プ
ロセッサ71は、サービングセルの近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプを判
定するステップを行うように構成されており、送信機72は、プロセッサによって判定され
た基地局タイプを示す情報をネットワークデバイスへ送信し、それによって、ネットワー
クデバイスが、プロセッサによって判定された基地局タイプを示す情報に従って基地局タ
イプを判定するステップを行うように構成されている。
【００８１】
　たとえば、基地局タイプを示す情報は、PCIであり、送信機は、近隣セルのPCIをネット
ワークデバイスへ送信するステップであって、PCIが、端末によって近隣セルに割り当て
られ、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応するPCIグループに属し
ており、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応しない少なくとも1つ
のPCIグループには属していない、ステップを行うように特に構成されている。
【００８２】
　このデバイスは、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応するPCIグ
ループから1つのPCIを選択して、そのPCIを近隣セルに割り当てるステップを行うように
構成されているセレクタをさらに含むことができ、送信機72は、セレクタによって割り当
てられたPCIをネットワークデバイスへ送信するステップを行うように特に構成されてい
る。
【００８３】
　特に、プロセッサによって判定された、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タ
イプは、マクロ基地局であり、近隣セルをコントロールする基地局に対応しない少なくと
も1つの基地局タイプは、ホーム基地局であり、または、近隣セルをコントロールする基
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地局の基地局タイプは、ホーム基地局であり、近隣セルをコントロールする基地局に対応
しない少なくとも1つの基地局タイプは、マクロ基地局である。
【００８４】
　さらに、プロセッサによって判定された、近隣セルをコントロールする基地局の基地局
タイプがマクロ基地局である場合には、セレクタによって選択されるPCIは、0から412ま
での任意の値であり、プロセッサによって判定された、近隣セルをコントロールする基地
局の基地局タイプがホーム基地局である場合には、セレクタによって選択されるPCIは、4
13から511までの任意の値である。
【００８５】
　別の例に関しては、基地局タイプを示す情報は、セルグローバルID内に含めて搬送され
る基地局タイプであり、送信機72は、近隣セルのセルグローバルIDをネットワークデバイ
スへ送信するステップであって、そのセルグローバルIDが、近隣セルの基地局タイプを搬
送する、ステップを行うように特に構成されている。
【００８６】
　特に、送信機72によって送信されるセルグローバルIDは、32ビットを占め、基地局タイ
プは、セルグローバルIDの最初の4ビットを占める。
【００８７】
　さらに、送信機によって送信されるセルグローバルIDは、近隣セルの基地局IDも搬送し
、プロセッサによって判定された、近隣セルをコントロールする基地局の基地局タイプが
マクロ基地局である場合には、送信機によって送信される基地局IDは、セルグローバルID
の基地局タイプの後に続く最初の20ビットを占め、プロセスによって判定された、近隣セ
ルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地局である場合には、送信機によ
って送信される基地局IDは、セルグローバルIDの基地局タイプの後に続く最初の28ビット
を占める。
【００８８】
　上述のプロセッサ71は、自動近隣関係検知中に発見されたサービングセルの近隣セルを
、そのサービングセルの近隣セルとみなすようにさらに構成されることが可能である。
【００８９】
　本発明のこの実施形態によれば、端末が、基地局タイプを示す情報をネットワークデバ
イスへ送信し、したがって、ネットワーク側が、基地局タイプを判定することが可能にな
り、ひいては、基地局タイプの正確な認識が実現される。
【００９０】
　図8は、本発明の別の実施形態による送信デバイスの概略構造図であり、このデバイス
は、上述の図4による送信方法を実行するデバイスであることが可能であり、この送信デ
バイスは、プロセッサ81および送信機82を含み、プロセッサ81は、第1のセルをコントロ
ールする基地局の基地局IDを判定するステップを行うように構成されており、送信機82は
、基地局IDをネットワークデバイスへ送信するステップであって、基地局IDが、セルグロ
ーバルID内に含めて搬送され、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプに対
応する基地局IDによって占められるセルグローバルIDのビットが、第2のセルをコントロ
ールする基地局の基地局タイプに対応する基地局IDによって占められるセルグローバルID
のビットと同じであり、第2のセルをコントロールする基地局の基地局タイプが、第1のセ
ルをコントロールする基地局の基地局タイプとは異なり、第1のセルおよび第2のセルの両
方が、端末のサービングセルの近隣セルである、ステップを行うように構成されている。
【００９１】
　送信機82によって送信されるセルグローバルIDにおいて、基地局IDによって占められる
ビットは、最初の20ビットであることが可能である。
【００９２】
　さらに、基地局タイプがホーム基地局である場合には、送信機82によって送信されるセ
ルグローバルIDの最後の8ビットは、すべて1である。
【００９３】
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　本発明のこの実施形態によれば、端末が、基地局タイプをネットワークデバイスへ送信
し、この場合、別々の基地局タイプが、基地局IDの同じビットを占め、したがって、基地
局タイプの正確な認識が実現される。
【００９４】
　図9は、本発明の一実施形態による受信デバイスの概略構造図であり、このデバイスは
、上述の図5を実行するデバイスであることが可能であり、この受信デバイスは、受信機9
1およびプロセッサ92を含み、受信機91は、端末によって送信される、第1のセルをコント
ロールする基地局の基地局タイプを示す情報を受信するステップであって、第1のセルが
、端末のサービングセルの近隣セルである、ステップを行うように構成されており、プロ
セッサ92は、受信機によって受信される、第1のセルをコントロールする基地局の基地局
タイプを示す情報に従って第1のセルの基地局タイプを判定するステップを行うように構
成されている。
【００９５】
　第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを示す情報は、PCIであり、そのPC
Iは、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプに対応するPCIグループに属し
ており、プロセッサ92は、PCIが属しているPCIグループに従って、第1のセルをコントロ
ールする基地局の基地局タイプを判定するステップを行うように特に構成されることが可
能である。
【００９６】
　特に、マクロ基地局に対応するPCIグループ内のPCIは、0から412までの範囲にわたり、
プロセッサは、PCIが0～412の範囲内にある場合には、第1のセルをコントロールする基地
局の基地局タイプがマクロ基地局であると判定するように特に構成されており、または、
ホーム基地局に対応するPCIグループ内のPCIは、413から511までの範囲にわたり、プロセ
ッサは、PCIが413～511の範囲内にある場合には、第1のセルをコントロールする基地局の
基地局タイプがホーム基地局であると判定するように特に構成されている。
【００９７】
　このケースにおいては、さらに、このデバイスは、基地局タイプに従って、第1のセル
の受信されたセルグローバルIDから、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDを
入手するステップを行うように構成されている第1のレコグナイザを含むこともできる。
【００９８】
　特に、第1のレコグナイザは、端末によって送信される、第1のセルのセルグローバルID
を受信するステップであって、そのセルグローバルIDが、基地局IDを搬送する、ステップ
と、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局である場合には
、受信されたセルグローバルIDの最初の20ビットを読み取るステップであって、その最初
の20ビットが、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDである、ステップ、また
は、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム基地局である場合には
、セルの受信されたセルグローバルIDの最初の28ビットを読み取るステップであって、そ
の最初の28ビットが、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDである、ステップ
を行うように特に構成されている。
【００９９】
　受信機91によって受信される、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプを
示す情報は、セルグローバルID内に含めて搬送される基地局タイプであることも可能であ
る。
【０１００】
　たとえば、受信機91によって受信されるセルグローバルIDは、32ビットを占め、基地局
タイプは、セルグローバルIDの最初の4ビットを占める。
【０１０１】
　このケースにおいては、さらに、このデバイスは、基地局タイプに従って、第1のセル
の受信されたセルグローバルIDから、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDを
入手するステップを行うように構成されている第2のレコグナイザを含むこともできる。
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【０１０２】
　特に、この受信機は、端末によって送信される、第1のセルのセルグローバルIDを受信
するステップであって、そのセルグローバルIDが、基地局タイプおよび基地局IDを搬送す
る、ステップを行うように特に構成されており、第2のレコグナイザは、第1のセルをコン
トロールする基地局の基地局タイプがマクロ基地局である場合には、受信されたセルグロ
ーバルIDの基地局タイプの後に続く最初の20ビットを読み取るステップであって、基地局
タイプの後に続く最初の20ビットが、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDで
ある、ステップ、または、第1のセルをコントロールする基地局の基地局タイプがホーム
基地局である場合には、受信されたセルグローバルIDの基地局タイプの後に続く最初の28
ビットを読み取るステップであって、基地局タイプの後に続く最初の28ビットが、第1の
セルをコントロールする基地局の基地局IDである、ステップを行うように特に構成されて
いる。
【０１０３】
　本発明のこの実施形態によれば、端末が、基地局タイプを示す情報をネットワークデバ
イスへ送信し、したがって、ネットワーク側が、基地局タイプを判定することが可能にな
り、ひいては、基地局タイプの正確な認識が実現される。
【０１０４】
　図10は、本発明の別の実施形態による受信デバイスの概略構造図であり、このデバイス
は、上述の図6の方法を実行するデバイスであることが可能であり、この受信デバイスは
、受信機101およびプロセッサ102を含み、受信機101は、端末によって送信されるセルグ
ローバルIDを受信するステップであって、そのセルグローバルIDが、第1のセルをコント
ロールする基地局の基地局IDを搬送し、第1のセルが、端末のサービングセルの近隣セル
である、ステップを行うように構成されており、プロセッサ102は、セルグローバルIDか
ら所定の長さのビットを読み取り、その読み取られたビットを、第1のセルをコントロー
ルする基地局の基地局IDと判定するステップを行うように構成されている。
【０１０５】
　プロセッサ102は、第1のセルをコントロールする基地局がマクロ基地局またはホーム基
地局である場合には、セルグローバルIDの最初の20ビットを読み取り、その最初の20ビッ
トを、第1のセルをコントロールする基地局の基地局IDと判定するステップを行うように
特に構成されることが可能である。
【０１０６】
　本発明のこの実施形態によれば、端末が、基地局タイプをネットワークデバイスへ送信
し、この場合、別々の基地局タイプが、基地局IDの同じビットを占め、したがって、基地
局タイプの正確な認識が実現される。
【０１０７】
　本発明の実施形態による方法のステップのうちのすべてまたは一部は、関連するハード
ウェアに命令するプログラムによって実施されることが可能であり、この場合、そのプロ
グラムは、コンピュータ可読ストレージメディア内に格納されることが可能であるという
ことを当業者なら理解することができる。そのプログラムが動作した場合には、前述の実
施形態による方法のステップが実行され、上述のストレージメディアは、読み取り専用メ
モリ(Read-Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、
ディスク、またはCDなどのメディアを含み、それらは、プログラムコードを格納すること
ができる。
【０１０８】
　最後に、留意されたいこととして、前述の実施形態は、本発明の技術的な解決策を例示
するために使用されているにすぎず、本発明の限定とみなされるべきではなく、本発明に
対しては、前述の実施形態を参照しながら詳細な説明が提供されているが、それでもなお
、上述のそれぞれの個々の実施形態において挙げられている技術的な解決策に対する修正
形態を作成すること、またはそれらの技術的な特徴の部分に対する均等な代替形態を作成
することが可能であり、その一方で、これらの修正形態または代替形態は、対応する技術
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的な解決策の性質を本発明の実施形態の範囲から逸脱させるものではないということを、
当技術分野における標準的な技術者なら理解するはずである。
【符号の説明】
【０１０９】
　　71　プロセッサ
　　72　送信機
　　81　プロセッサ
　　82　送信機
　　91　受信機
　　92　プロセッサ
　　101　受信機
　　102　プロセッサ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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