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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセル形式と、複数のサービス形式の少なくとも１つを有するユーザとを備えたワ
イヤレスネットワークにおいてユーザに対してセルの割り当てを決定する方法であって、
　サービス形式ごとに、各セル形式に対するプライオリティを含むプライオリティテーブ
ルを定義し、
　第１形式のプライオリティテーブルを定義し、
　第２形式のプライオリティテーブルを定義するという段階を含み、
　上記第１形式のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ネットワークによ
りサポートされる複数のサービス形式に対応し、
　上記第１形式のプライオリティテーブルは、ネットワークに接続されたユーザ装置に対
するセル割り当てを決定するのに使用され、
　上記第２形式のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ユーザ装置により
サポートされる少なくとも１つのサービス形式に対応し、
　上記第２形式のプライオリティテーブルは、アイドル状態であるユーザ装置に対するセ
ル割り当てを決定するのに使用される、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　複数のプライオリティテーブルを定義することを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　ネットワークにおける各セルに対するプライオリティテーブルを定義することを更に含
む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　ネットワークにおけるセルのグループに対するプライオリティテーブルを定義すること
を更に含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　上記セル割り当ては、ユーザ装置が接続されたセルに関連したプライオリティテーブル
を使用して決定される請求項１ないし４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　各サービス形式は、ユーザ装置のＳＩＭカードにより以前にアクセスされた少なくとも
１つのサービス形式に対応する請求項１ないし５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　ユーザに対する複数のセル形式の利用性に応答して、ユーザは、ユーザのサービス形式
に基づき最も高い関連プライオリティを有する複数のセルの１つに接続される請求項１な
いし６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　上記セル形式の利用性は、少なくとも１つのセルから受信した信号の信号強度を測定す
る測定段階において決定される請求項１ないし７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　複数のセル形式と、複数のサービス形式の少なくとも１つを有するユーザとを備えたワ
イヤレスネットワークにおいてユーザに対してセルの割り当てを決定する方法であって、
　少なくとも１つのセルから受信した信号の信号強度をユーザ装置において測定し、
　所定のスレッシュホールドより高い信号強度を有する受信信号を決定し、
　サービス形式ごとに、各セル形式に対するプライオリティより成るプライオリティテー
ブルを定義し、
　第１形式のプライオリティテーブルを定義し、
　第２形式のプライオリティテーブルを定義し、
　スレッシュホールドより高い信号強度を有するセルに対して割り当てられたプライオリ
ティに基づきユーザ装置を接続すべきセルを決定するという段階を備え、
　　上記第１形式のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ネットワークに
よりサポートされる複数のサービス形式に対応し、
　上記第１形式のプライオリティテーブルは、ネットワークに接続されたユーザ装置に対
するセル割り当てを決定するのに使用され、
　上記第２形式のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ユーザ装置により
サポートされる少なくとも１つのサービス形式に対応し、
　上記第２形式のプライオリティテーブルは、アイドル状態であるユーザ装置に対するセ
ル割り当てを決定するのに使用される、
ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　上記プライオリティテーブルは、ネットワークオペレータにより定義される請求項１な
いし９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　複数のサービス形式の少なくとも１つを有するユーザをサポートするための複数のセル
形式を有するワイヤレス通信ネットワークにおいて、
　サービス形式ごとに、各セル形式に対するプライオリティが定義されたプライオリティ
テーブルが定義され、
　第１形式のプライオリティテーブルが定義され、
　第２形式のプライオリティテーブルが定義され、
　上記第１形式のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ネットワークによ
りサポートされる複数のサービス形式に対応し、
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　上記第１形式のプライオリティテーブルは、ネットワークに接続されたユーザ装置に対
するセル割り当てを決定するのに使用され、
　上記第２形式のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ユーザ装置により
サポートされる少なくとも１つのサービス形式に対応し、
　上記第２形式のプライオリティテーブルは、アイドル状態であるユーザ装置に対するセ
ル割り当てを決定するのに使用される、
ことを特徴とするワイヤレス通信ネットワーク。
【請求項１２】
　複数のプライオリティテーブルが定義される請求項１１に記載のワイヤレス通信ネット
ワーク。
【請求項１３】
　ネットワークにおいて各セルに対するプライオリティテーブルが定義される請求項１１
に記載のワイヤレス通信ネットワーク。
【請求項１４】
　各サービス形式は、ユーザ装置のＳＩＭカードにより以前にアクセスされた少なくとも
１つのサービス形式に対応する請求項１１ないし１３のいずれかに記載のワイヤレス通信
ネットワーク。
【請求項１５】
　ユーザは、ユーザのサービス形式又はユーザ装置形式に対して最も高いプライオリティ
を有する使用可能なセルに接続される請求項１１ないし１４のいずれかに記載のワイヤレ
ス通信ネットワーク。
【請求項１６】
　複数のサービス形式の少なくとも１つを有するユーザをサポートするための複数のセル
形式を有するワイヤレス通信システムにおけるネットワーク要素であって、
　サービス形式ごとに各セル形式に対するプライオリティより成るプライオリティテーブ
ルが、セルごとに記憶され、
　第１形式のプライオリティテーブルが定義され、
　第２形式のプライオリティテーブルが定義され、
　上記第１形式のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ネットワークによ
りサポートされる複数のサービス形式に対応し、
　上記第１形式のプライオリティテーブルは、ネットワークに接続されたユーザ装置に対
するセル割り当てを決定するのに使用され、
　上記第２形式のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ユーザ装置により
サポートされる少なくとも１つのサービス形式に対応し、
　上記第２形式のプライオリティテーブルは、アイドル状態であるユーザ装置に対するセ
ル割り当てを決定するのに使用される、
ことを特徴とするネットワーク要素。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、２つ以上の通信規格が使用されたワイヤレス通信ネットワークに係り、より詳
細には、第２及び第３世代の両機能をサポートするワイヤレス通信ネットワークに係るが
、これに限定されない。
【０００２】
【背景技術】
近い将来、第２世代（２Ｇ）の移動ネットワークが、第３世代（３Ｇ）の移動ネットワー
クで補足されそして一部分それに置き換えられる。これは、世界中の多数の部分において
、２Ｇ規格が唯一の主たる移動ネットワーク技術である状態から、２つの主たる移動ネッ
トワーク技術即ち２Ｇ及び３Ｇが存在する状態へと移行することを意味する。例えば、ヨ
ーロッパでは、ＧＳＭが唯一の主たる規格である状態から、ＧＳＭ及び３ＧＰＰ（第３世
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代パートナーシッププロジェクト）の両方が主たる規格である状態へと切り換わる。
【０００３】
従って、ネットワークオペレータは、将来、ＧＳＭと３ＧＰＰ技術を含む移動ネットワー
クをしばしば有し、３ＧＰＰ技術は、多数の５ＭＨｚ３ＧＰＰ搬送波を使用して展開され
る。又、両規格におけるセルサイズは、屋内及び街路レベルのピコセル及びマイクロセル
から大きなマクロセルまで相違する。従って、オペレータは、異なるネットワーク技術及
びそれに対して使用可能なセル形式を使用して必要なトラフィックにいかにサービスすべ
きか判断しなければならない。
【０００４】
オペレータの目標は、サービスされるユーザの数を最大にしそしてカバレージエリアにお
いてある所定のカバレージ確率を与えることである。カバレージエリアにおける必要なト
ラフィックは、異なるサービスクオリティ（ＱＯＳ）要件が望まれる種々の接続より成る
。ＱＯＳは、例えば、ビットレート、最大許容遅延及びビットエラー率（ＢＥＲ）により
定義される。サービスされるユーザの数を最大にするために、最低限の努力しか必要とし
ない考えられるセル形式及び技術において異なる形式の接続にサービスしなければならな
い。
【０００５】
例えば、ビットレート３８４ｋビット／ｓでリアルタイム接続を要求しているユーザ装置
（ＵＥ）について考える。オペレータは、主としてこのユーザに３ＧＰＰセルでサービス
することを希望する。というのは、３ＧＰＰ規格は、３８４ｋビット／ｓのビットレート
を与えることができるからである。
現在提案されているシステムでは、オペレータは、売主により提供されるセル選択又はハ
ンドオーバーアルゴリズムに依存しなければならず、これは、オペレータの観点から使用
可能な技術及びセル形式において異なる形式の接続を満足に分配するものではない。
【０００６】
第２世代のシステム、例えば、ＧＳＭ及びＩＳ－９５では、必要なトラフィックをサービ
スの形式に基づいて異なる技術及び形式をもつセルに分割するという問題は、２つの理由
で重要でない。第１に、第２世代のシステムでは、必要なトラフィックがほとんどスピー
チサービスより成る。データサービスも可能であるが、スピーチより使用量が少ない。提
供されるトラフィックの、ビットレート、最大遅延及びＢＥＲ要求といった多様性は、３
ＧＰＰネットワークよりも著しく低い。第２に、３ＧＰＰネットワークが配備される前に
、オペレータが、システム間ハンドオーバーが可能である多数の規格からのシステムより
成るネットワークを動作することが一般的になっていない。そこで、本発明の目的は、２
つ以上の通信規格をサポートするワイヤレス通信システムにおいてターゲットセルを選択
するための改良された技術を提供することである。
【０００７】
【発明の開示】
本発明によれば、複数のセル形式と、複数のサービス形式の少なくとも１つを有するユー
ザとを備えたワイヤレスネットワークにおいてユーザに対してセルの割り当てを決定する
方法であって、サービス形式ごとに、各セル形式に対するプライオリティを含むプライオ
リティテーブルを定義することを含む方法が提供される。
セルの割り当ては、セルの選択又はハンドオーバーである。
上記方法は、更に、複数のプライオリティテーブルを定義することを含む。上記方法は、
更に、ネットワークの各セルに対してプライオリティテーブルを定義することを含む。上
記方法は、更に、ネットワークにおけるセルのグループに対してプライオリティテーブル
を定義することを含む。
【０００８】
上記方法は、更に、第１形式のプライオリティテーブルを定義することを含み、第１形式
のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ネットワークによりサポートされ
る複数のサービス形式に対応する。第１形式のプライオリティテーブルは、ネットワーク
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に接続されたユーザ装置に対するセル割り当てを決定するのに使用される。セルの割り当
ては、ユーザ装置が接続されたセルに関連したプライオリティテーブルを使用して決定さ
れる。
上記方法は、更に、第２形式のプライオリティテーブルを定義することを含み、第２形式
のプライオリティテーブルにおける各サービス形式は、ユーザ装置によりサポートされる
少なくとも１つのサービス形式に対応する。
【０００９】
各サービス形式は、ユーザ装置のＳＩＭカードにより以前にアクセスされた少なくとも１
つのサービス形式に対応する。
第２形式のプライオリティテーブルは、アイドル状態であるユーザ装置に対するセル割り
当てを決定するのに使用される。
ユーザに対する複数のセル形式の利用性に応答して、ユーザは、ユーザのサービス形式に
基づき最も高い関連プライオリティを有する複数のセルの１つに接続される。
セル形式の利用性は、測定段階において決定される。
【００１０】
本発明は、更に、複数のセル形式と、複数のサービス形式の少なくとも１つを有するユー
ザとを備えたワイヤレスネットワークにおいてユーザに対してセルの割り当てを決定する
方法であって、ユーザ装置において少なくとも１つのセルから受信した信号の信号強度を
測定し、所定のスレッシュホールドより高い信号強度を有する受信信号を決定し、サービ
ス形式ごとに、各セル形式に対するプライオリティより成るプライオリティテーブルを定
義し、そしてスレッシュホールドより高い信号強度を有するセルに対して割り当てられた
プライオリティに基づきユーザ装置を接続すべきセルを決定するという段階を備えた方法
を提供する。プライオリティテーブルは、ネットワークオペレータにより定義される。
【００１１】
本発明は、更に、複数のサービス形式の少なくとも１つを有するユーザをサポートするた
めの複数のセル形式を有するワイヤレス通信ネットワークにおいて、サービス形式ごとに
、各セル形式に対するプライオリティが定義されたプライオリティテーブルが定義される
ワイヤレス通信ネットワークを提供する。
好ましくは、複数のプライオリティテーブルが定義される。
好ましくは、ネットワークにおいて各セルに対するプライオリティテーブルが定義される
。
【００１２】
第１形式のプライオリティテーブルが定義され、第１形式のプライオリティテーブルにお
ける各サービス形式は、ネットワークによりサポートされる複数のサービス形式に対応す
る。
第１形式のプライオリティテーブルは、ネットワークに接続されたユーザ装置に対するセ
ル割り当てを決定するのに使用される。
第２形式のプライオリティテーブルが定義され、第２形式のプライオリティテーブルにお
ける各サービス形式は、ユーザ装置によりサポートされる少なくとも１つのサービス形式
に対応する。
【００１３】
各サービス形式は、ユーザ装置のＳＩＭカードにより以前にアクセスされた少なくとも１
つのサービス形式に対応する。
第２形式のプライオリティテーブルは、アイドル状態であるユーザ装置に対するセル割り
当てを決定するのに使用される。
ユーザは、ユーザのサービス形式又は装置形式に対して最も高いプライオリティを有する
使用可能なセルに接続される。
又、本発明は、複数のサービス形式の少なくとも１つを有するユーザをサポートするため
の複数のセル形式を有するワイヤレス通信システムにおけるネットワーク要素であって、
サービス形式ごとに各セル形式に対するプライオリティより成るプライオリティテーブル
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が、セルごとに記憶されたネットワーク要素も提供する。
【００１４】
それ故、本発明は、ネットワークオペレータが、異なる形式の要求された接続を、プライ
オリティ決めされた技術及びセル形式に容易に関連付けできるようにするプライオリティ
テーブルを提案する。このプライオリティテーブルは、ユーザ装置がセル選択又はハンド
オーバーを実行するときにアイドルモード又は接続モードで使用されるのが好ましい。
オペレータの目標は、サービスを受けるユーザの数を最大にし、そしてカバレージエリア
においてある所定のカバレージ確率を与えることである。カバレージエリアで要求される
トラフィックは、異なるサービスクオリティ（ＱＯＳ）要求が望まれる接続より成る。サ
ービスを受けるユーザの数を最大にするためには、最低限の努力しか必要としない考えら
れるセル形式及び技術において異なる形式の接続にサービスしなければならない。本発明
は、オペレータが、異なる形式の要求された接続を、プライオリティ決めされた技術及び
セル形式に容易に関連付けできるようにするプライオリティテーブルを提案する。このプ
ライオリティテーブルは、ＵＥがセル選択又はハンドオーバーを実行するときにアイドル
モード又は接続モードで使用される。
【００１５】
本発明は、ネットワークオペレータが、異なる接続形式に、所望のセル形式において所望
の技術でサービスするように容易に指令できるようにする。
本発明がないと、オペレータは、売主により提供されるセル割り当てアルゴリズムに依存
しなければならず、これは、オペレータの観点から使用可能な技術及びセル形式において
異なる形式の接続を満足に分配するものではない。
【００１６】
【発明を実施するための最良の形態】
以下、特定例を参照して本発明を説明するが、本発明は、これに限定されるものではない
。選択された例は、２Ｇ及び３Ｇの両サービスを有するネットワークに関するものである
。２Ｇサービスは、ＧＳＭサービスであり、そして３Ｇサービスは、３ＧＰＰである。こ
の例では、ネットワークが、改善型２Ｇサービス、特にＥＤＧＥをサポートすると仮定す
る。更に、各サービスに対し、ネットワークがマイクロセル及びマクロセルの両方を備え
ていると仮定する。
【００１７】
図１は、このようなネットワークにおけるセルのカバレージを示す。図１は、３つのＧＳ
Ｍセル３２ａないし３２ｃを示す。各セルは、ＧＳＭベースステーション２２ａないし２
２ｃによってサポートされる。更に、各ＧＳＭセル内には、３ＧＰＰセル３４ａないし３
４ｃを画成する点線で示されたように３ＧＰＰセルカバレージが設けられる。図示された
例では、３ＧＰＰカバレージの方がＧＳＭカバレージよりも制限されると仮定する。３Ｇ
ＰＰセルの各々は、ベースステーション２０ａないし２０ｃによりサポートされる。３Ｇ
ＰＰベースステーションは、必ずしも、ＧＳＭベースステーションと同じ位置になくても
よいことに注意されたい。ＧＳＭベースステーション２２ａないし２２ｃは、ＥＤＧＥの
ような改善型ＧＳＭオペレーションもサポートできる。図１には示されていないが、この
ような改善型オペレーションは、ＥＤＧＥセルを効果的に形成し、ＧＳＭカバレージ及び
３ＧＰＰカバレージとは異なる第３のセルカバレージが与えられる。又、各形式の規格に
対して、実際のセル構造が異なることにも注意されたい。例えば、セルは、マイクロセル
とマクロセルを混合したものでよい。
【００１８】
図１には、ＵＥ３６が示されている。ＵＥの特定の形式又は構造は、本発明にとって重要
でないことを理解されたい。ＵＥは、例えば、移動電話でよい。しかしながら、ＵＥは、
本発明によるセル割り当て技術を使用するものであれば、いかなる装置でもよい。
このＵＥ３６は、ＧＳＭ及び３ＧＰＰセルカバレージエリア３４ｃ内にあり、それ故、潜
在的に、いずれの規格を使用するネットワークにも接続できることが明らかである。本発
明の目的は、以下に述べるように、ネットワークの一般的な利用性を最大にするのに最も
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適したネットワーク規格の１つを使用してネットワークにＵＥ３６を接続するよう確保す
ることである。更に図１を参照すれば、更に別のＵＥ３８がＧＳＭセルのカバレージエリ
ア３２ｃ内のみにあり、それ故、ＧＳＭ規格によりネットワークに接続されるだけである
。
【００１９】
図２には、図１に示すセル構造をサポートするためのネットワークインフラストラクチャ
ーの基本的な要素が示されている。図１に示したものに対応する図２のネットワーク要素
は、同じ参照番号で示されている。
ＧＳＭベースステーション２２ａないし２２ｃの各々は、各通信リンク３０ａないし３０
ｃによりベースステーションコントローラ（ＢＳＣ）１８に接続される。このベースステ
ーションコントローラ１８及びベースステーション２２は、ベースステーションサブシス
テム（ＢＳＳ）を形成する。このベースステーションサブシステムは、２つ以上のベース
ステーションコントローラを含んでもよいことが当業者に明らかであろう。
【００２０】
３ＧＰＰベースステーション２０ａないし２０ｃの各々は、各通信リンク２８ａないし２
８ｃにより無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）１６に接続される。この無線ネット
ワークコントローラ１６及びベースステーション２０は、無線アクセスネットワーク（Ｒ
ＡＮ）を形成する。無線アクセスネットワークは、２つ以上の無線ネットワークコントロ
ーラを含んでもよいことが当業者に明らかであろう。
無線ネットワークコントローラ１６及びベースステーションコントローラ１８は、各通信
リンク２４及び２６によりコアネットワークブロック１０に各々接続される。
【００２１】
図２のネットワーク構造は、図１に明確に例示された種々のベースステーションの地理的
配置を示すものではないことが明らかであろう。図２は、一方のベースステーション２０
又は２２を経てコアネットワーク１０に接続されるＵＥ４０を示す。コアネットワークは
、ネットワークマネージメントシステム４２から通信ライン４４を経てネットワークパラ
メータのような制御情報を受信する。
本発明によれば、ネットワークへの所与のＵＥの接続は、ＵＥにより要求されるサービス
形式、及び接続のためにＵＥに使用可能なセルに基づいて、決定される。本発明の好まし
い実施形態では、ＵＥの接続は、ＵＥが既に接続されそしてハンドオーバーを行うべきか
どうか、或いはＵＥが現在アイドル状態でありそして新たな接続を行うべきであるかどう
かに基づく。アイドルモードにおいて、ＵＥはセルを変更してもよく、これをセル選択と
称する。
【００２２】
本発明によれば、ＵＥを接続すべきセルを決定する上で助けとなるようにプライオリティ
テーブルのセットが定義される。以下に詳細に述べるように、本発明の好ましい実施形態
では、プライオリティテーブルは、ネットワークの各セルに対して定義される。プライオ
リティテーブルは、ＲＮＣ１６及びＢＳＣ１８に記憶されるのが好ましい。各ＲＮＣ又は
ＢＳＣは、好ましい実施形態では、各ＲＮＣ又はＢＳＣが制御する各ベースステーション
に対してプライオリティテーブルを記憶する。以下、特定例を参照して、本発明を詳細に
述べる。
【００２３】
あるセルに特有の各プライオリティテーブルは、ネットワークにおいて利用できるサービ
スの全形式を、ネットワークにおいて使用できるセルの全形式に対してリストし、そして
これら所与の形式のサービスの各々に対しこれら所与のセルの各々にプライオリティを割
り当てる。プライオリティテーブルは、セルに対して独特のものとして定義される。
あるサービス形式を要求しているＵＥが現在特定のセルに接続されており、そしてハンド
オーバーにおいて２つ以上の形式のセルに接続できる場合には、ＵＥが現在接続されてい
るセルに対して定義されたプライオリティテーブルに基づいてセルが選択される。以下の
例は、これを更に例示する。
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以下の例では、２つの筋書きを説明する。第１の筋書きでは、ＵＥが「接続」モードにあ
る。第２の筋書きでは、ＵＥが「アイドル」モードにある。
アイドルモードでは、ＵＥがターンオンされるが、ユーザ情報を転送するチャンネル、例
えば、スピーチチャンネルは、確立されない。コアネットワーク、特に移動交換センター
は、アイドルＵＥの位置エリアを知り、このエリアは、セルのグループより成る。コアネ
ットワークが、アイドルモードにあるＵＥへ新たなコールを向ける必要がある場合には、
ＵＥが位置しているセルを最初に位置決めしなければならない。これは、チャンネルが確
立される前に行われねばならず、ページングとして知られている。アイドルモードにおい
ては、ＵＥが特定のセルにキャンプされ、そしてアイドルＵＥがネットワーク内を移動す
る場合に、ＲＮＣ又はＢＳＣは、ＵＥがキャンプインするための新たなセルを選択する。
このプロセスは、セル選択と称される。又、アイドルモードにおいて、ＵＥは、ネットワ
ークからのページングメッセージを聴取しなければならない。アイドルのＵＥは、それが
異なる位置エリアに属するセルへと移動する場合には、コアネットワークへ位置エリア更
新を送信しなければならない。
【００２５】
「接続」モードでは、ユーザ情報を転送するためのチャンネルが確立される。コアネット
ワークは、特に、ＵＥセルの位置を知る。接続モードでは、ＵＥがセルを変更するときに
ハンドオーバーが行われる。
接続モード及びアイドルモードの両方において、ＵＥは、ハンドオーバー及びセル選択測
定を実行し、そしてそれらをＲＮＣ又はＢＳＣへ送信する。次いで、ＲＮＣ又はＢＳＣは
、どのセルにＵＥが所属すべきか判断する。
従って、接続モード及びアイドルモードの両方において、アイドルモードのセル選択又は
接続モードのハンドオーバーのいずれかに対しセルの割り当てを実行する必要がある。
【００２６】
テーブルＩには、図１及び２のネットワーク筋書きにおいて接続されるユーザ装置に対し
て定義されたプライオリティテーブルの一例が示されている。この例では、ＵＥが既にネ
ットワーク内の特定セルに接続されていると仮定する。
【００２７】
【表１】
テーブル１
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【００２８】
上記テーブルＩは、図１及び２のネットワーク例で使用できる全ての異なるセル形式及び
全ての異なるサービス形式（技術）を含む。他のネットワーク筋書きでは、他のセル形式
及び他のサービス形式が与えられ、本発明は、テーブルＩに示した形式に限定されないこ
とに注意されたい。テーブルＩは、ここに述べる例に対してオペレータのカバレージエリ
アに存在する全てのネットワーク可能性であると仮定する。全てのセル形式が、セルカバ
レージエリアのどこででも使用できるのではない。ここでは、特定のトラフィック形式に
対して最も高いプライオリティを有するセル形式が、選択のために常に使用できるのでは
ない。以下に詳細に述べるように、最もプライオリティの高いセルの選択は、ＵＥの測定
レポートに含まれた使用可能なセル形式から行われるのが好ましい。
【００２９】
本発明及びプライオリティテーブルの使用を更に説明するために、テーブルＩに示された
プライオリティテーブルで例示されたように本発明を使用するセル割り当ての一例を以下
に述べる。特定のＵＥが、ＧＳＭマイクロセルにおいて対話３２ｋビット／秒コールで現
在接続されていると仮定する。以前のセル割り当ては、重要ではないが、例えば、以前の
セル割り当てにおいてＧＳＭマイクロセルしか接続に使用できないと仮定する。既知のハ



(10) JP 4382348 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

ンドオーバー技術に基づき、ＵＥは、コールが現在の接続で通るＢＳＣ１８にセル測定情
報を返送する。これらのハンドオーバー測定情報を返送する際に、ＢＳＣは、３つのセル
が、ハンドオーバーに対して充分良好な測定値を返送していると決定する。この例の説明
上、これらのセルは、ＧＳＭマイクロセル、ＥＤＧＥマイクロセル及び３ＧＰＰマイクロ
セルとして識別されると仮定する。ＵＥは、現在特定のＧＳＭマイクロセルに接続されて
いるので、ＢＳＣは、使用できるセルの形式を、そのセルに対するプライオリティテーブ
ル（上記テーブルＩのプライオリティテーブルであると仮定する）に対して比較する。上
記テーブルＩを参照すれば、ＢＳＣは、コールの現在形式（対話３２ｋビット／秒）の列
である列５をルックアップする。上記テーブルＩのこの列を参照すれば、ハンドオーバー
に使用できる３つのセルは、プライオリティ１（ＥＤＧＥマイクロセル）、３（３ＧＰＰ
マイクロセル）及び５（ＧＳＭマイクロセル）を有するセルに対応することが明らかであ
る。これに基づき、ハンドオーバーに対して最もプライオリティの高いセルは、ＥＤＧＥ
マイクロセルであり、それ故、このセルがハンドオーバーに対して選択され、そしてＢＳ
Ｃを経てハンドオーバーが行われる。
【００３０】
本発明によるセル間のハンドオーバーのメカニズムは、既知の技術に基づくことに注意さ
れたい。本発明は、セル割り当て段階に使用される。
又、上述した例は、ＵＥハンドオーバーが、コール形式を変更せずに行われる場合を参照
したことも注意されたい。ＵＥによって要求されるサービスの形式がコール中に変化する
場合には、既存のセルに対するプライオリティテーブル及びハンドオーバーに対する他の
セルの利用性に基づいて同様のハンドオーバーを行うことができる。
【００３１】
テーブルＩＩを参照して、図１及び２のネットワーク筋書きで接続されるユーザ装置に対
して定義されるプライオリティテーブルの更に別の例を説明する。この例では、ＵＥがア
イドルモードにあると仮定する。
【表２】
テーブルＩＩ

【００３２】
アイドルモードでは、移動ステーションが次に要求する接続形式が分からない。従って、
この好ましい実施形態では、セル形式及び技術の選択は、ＵＥに使用される特定のＳＩＭ
（加入者認識モジュール）カードのサービス経歴或いはＵＥクラスマークに基づいて行わ
れる。ＵＥクラスマークは、ＵＥがサポートできる規格、即ちＵＥの能力を定義する。従
って、アイドルモードでは、サービス形式は、ユーザが使用を希望するサービス形式では
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なく、ＵＥがサポートすることのできるサービス形式であると理解できる。同様に、サー
ビス形式は、ＵＥに設けられたＳＩＭカードを使用して以前にアクセスされたサービス形
式であると考えてもよい。
【００３３】
更に、添付図面を参照して、本発明の実施形態を以下に詳細に述べる。
従来のワイヤレスネットワーク技術によれば、ネットワークマネージメントシステム（Ｎ
ＭＳ）４２は、ハンドオーバートリガースレッシュホールドをセットし、そしてこの情報
を無線ネットワークコントローラ１６及びベースステーションコントローラ１８へ供給す
る。再び、従来の技術により、ハンドオーバートリガーがＲＮＣ１６又はＢＳＣ１８にお
いて検出される。ハンドオーバートリガーは、例えば、負荷の変化、サービスの変更又は
カバレージの変化の結果として起きる。
【００３４】
再び、従来の技術に基づき、ハンドオーバートリガーに応答して、ＲＮＣ１６又はＢＳＣ
１８は、識別されたＵＥ（１つ又は複数）がセル選択又はハンドオーバー測定を行うよう
に指令する。次いで、ＵＥは、セル選択又はハンドオーバー測定情報をＲＮＣ１６又はＢ
ＳＣ１８へ返送する。
次いで、ＲＮＣ１６又はＢＳＣ１８は、ＲＮＣ又はＢＳＣにより得られた（ＵＥにより供
給された）測定値、サービスプライオリティ及び負荷情報に基づいてＵＥに対するターゲ
ットセルを選択する。測定レポートにリストされたセルの負荷に関する情報は、常に使用
できなくてもよい。ＲＮＣ１６又はＢＳＣ１８は、無線リンクのクオリティに関して測定
レポートにおいて受け入れられるセルを探す。
【００３５】
本発明によれば、上述したように、上記プライオリティテーブルは、ＵＥのアイドルモー
ド又は接続モードのいずれかにおいて、セルの割り当て即ちターゲットセルの選択に使用
される。次いで、ＲＮＣ１６又はＢＳＣ１８は、最も高いプライオリティのセル形式及び
適当な所望の技術でスタートして、現在セルに対して定義されたプライオリティリストを
チェックし、ＲＮＣ又はＢＳＣは、セルが移動ステーションの測定レポートにおいて受け
入れられるものの中にあったかどうかチェックする。もしそうであれば、ＵＥは、当該セ
ルに接続される。最も高い優先順位のセルがＵＥの測定レポートに存在しなかった場合に
は、次に最も高い優先順位のセルがプライオリティリストから選択される。測定レポート
にリストされたセルがどれもプライオリティリストにない場合には、サービスに基づくセ
ルの割り当てが省略され、そして最良のセルを選択するための他の基準が採用される。
【００３６】
ＲＮＣ又はＢＳＣにおいて定義された特定セルに対するプライオリティテーブルは、ネッ
トワークマネージメントシステム４２においてネットワークオペレータにより変更されて
もよい。
上記の例において、プライオリティテーブルは、セルに特有又は独特のものとして説明さ
れた。しかしながら、本発明は、このような構成に限定されない。或いは又、プライオリ
ティテーブルは、大きなエンティティとして定義されてもよい。例えば、プライオリティ
テーブルは、セルのグループに対して特有であってもよい。更に別の実施形態では、プラ
イオリティテーブルは、特定のＵＥ、ＳＩＭカード又は他のものに対して特有であるとし
て定義されてもよい。当業者であれば、本発明によりプライオリティテーブルを割り当て
る概念を広く応用して、ネットワークリソースをより効率的に割り当てるよう改善する上
で助けとすることが明らかであろう。
【００３７】
上述したように、プライオリティテーブルは、ＵＥがアイドルモード又は接続モードにお
いてセルの割り当てを実行するときに使用される。ここに述べる好ましい実施形態では、
プライオリティテーブルは、ＲＮＣ又はＢＳＣに記憶される。というのは、ターゲットセ
ルの選択を実行するのがＲＮＣ又はＢＳＣだからである。しかしながら、本発明は、プラ
イオリティテーブルがＲＮＣ又はＢＳＣに記憶されることに限定されるものではなく、他
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の位置を使用することもできる。プライオリティテーブルは、ネットワークマネージメン
トシステムにより定義されそして変更されるのが好ましい。
【００３８】
上述した好ましい実施形態を具現化するために、好ましい具現化のモードは、オペレータ
ネットワークにおける各セルに対するプライオリティテーブルを定義するためのセル特有
の可能性をＮＭＳ４２に追加することであると提案される。プライオリティリストは、ア
イドルモード及び接続モードにおいてＵＥに対して別々に定義されるのが好ましい。プラ
イオリティテーブルは、ＲＮＣ又はＢＳＣが移動ステーションから測定レポートを受信す
るときに実施される。ＵＥの現在セルに対するプライオリティテーブルが使用される。
【００３９】
以上、種々の特定例を参照して本発明を説明した。当業者であれば、これらの例を越えた
本発明の広い応用が明らかであろう。従って、本発明の範囲は、特許請求の範囲により規
定されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ＧＳＭ及び３ＧＰＰ結合ネットワークのセル構造を示す図である。
【図２】　ＧＳＭ及び３ＧＰＰ結合ワイヤレスネットワークの基本的ネットワークアーキ
テクチャーを示す図である。

【図１】 【図２】
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