
JP 4904051 B2 2012.3.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のセルおよび第２のセルに関連する１つまたは複数の共用無線チャネルおよび１つ
または複数の専用無線チャネル上の複数のユーザ間でトラフィック負荷を分散させる方法
であって、
　前記１つまたは複数の共用無線チャネル上の、前記第１のセルに関するトラフィック負
荷の第１の指示、および前記第２のセルに関するトラフィック負荷の第２の指示を算出す
るステップ、及び
　前記第１のセルに関するトラフィック負荷の前記第１の指示、および前記第２のセルに
関するトラフィック負荷の前記第２の指示に基づき、前記第１のセルから前記第２のセル
への前記１つまたは複数の共用無線チャネル上で前記トラフィック負荷を再分配するステ
ップであって、前記１つまたは複数の共用無線チャネルの前記トラフィック負荷の再分配
が前記１つまたは複数の専用無線チャネルのトラフィック負荷の再分配と独立に行われる
ステップ
からなる方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、前記１つまたは複数の共用無線チャネル上の前記トラフ
ィック負荷を再分配するステップが、
　前記第１のセルと前記第２のセルの間の境界を動かすための前記第１のセルに関するト
ラフィック負荷の前記第１の指示、および前記第２のセルに関するトラフィック負荷の前
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記第２の指示に基づき、前記１つまたは複数の共用無線チャネルの共用チャネル上の前記
トラフィック負荷の少なくとも一部分を前記第１のセルから前記第２のセルに向かわせる
ステップ、
　前記第１のセルに関するトラフィック負荷の前記第１の指示、および前記第２のセルに
関するトラフィック負荷の前記第２の指示に基づき、前記１つまたは複数の共用無線チャ
ネル上の前記多数のユーザの少なくとも１名のユーザに関連するトラフィックが、前記第
１のセルから前記第２のセルに切り替えられるようにするステップ、及び
　前記第１のセルに関するトラフィック負荷の前記第１の指示、および前記第２のセルに
関するトラフィック負荷の前記第２の指示に基づき、前記第１のセルにおける前記負荷、
および前記第２のセルにおける前記負荷にハンドオーバ・オフセットを適用するステップ
からなる方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法であって、さらに、
　前記少なくとも１名のユーザに関連する移動局において、前記第１のセルおよび前記第
２のセルに関する無線チャネル上の信号メトリックを測定するステップ、
　前記第１のセルと前記第２のセルにわたる前記無線チャネルの前記信号メトリックの差
に応答して、前記第１のセルから前記第２のセルへの前記少なくとも１名のユーザのハン
ドオーバ・イベントを決めるステップ、
　前記ハンドオーバ・イベントに基づき、前記第１のセルと前記第２のセルの間の境界を
移動するステップ、
　無線ネットワーク・コントローラが、前記ハンドオーバ・オフセットを前記移動局にシ
グナルするようにさせるステップ、及び
　前記ハンドオーバ・オフセットを前記第２のセルの前記無線チャネルに適用するステッ
プ
からなる方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法であって、さらに、
　前記１つまたは複数の共用無線チャネルの共用チャネル上の前記多数のユーザにスケジ
ューラが提供するサービス・レベルから前記トラフィック負荷を導き出すステップ、
　前記共用チャネル上で伝送される１つまたは複数の個々のサービスのスループットを測
定するステップ、
　前記１つまたは複数の個々のサービスのサービス当りの低いスループットに応答して、
前記共用チャネル上の高い負荷を示すステップ、
　前記１つまたは複数の個々のサービスのサービス当りの高いスループットに応答して、
前記共用チャネル上の低い負荷を示すステップ
からなる方法。
【請求項５】
　無線通信システムであって、
　第１のセルと第２のセルとを含むネットワーク、
　前記第１のセルと前記第２のセルの少なくともどちらかを介して前記ネットワークに関
連する、前記ネットワークを介して移動局が通信する通信ノード、
　前記通信ノードから１つまたは複数の共用無線チャネル上の多数のユーザへのデータの
伝送におけるトラフィック負荷を分散させるように、前記通信ノードに結合されたコント
ローラであって、前記コントローラが、前記１つまたは複数の共用無線チャネル上の、前
記第１のセルに関するトラフィック負荷の第１の指示、および前記第２のセルに関するト
ラフィック負荷の第２の指示を算出するように構成され、前記第１のセルに関するトラフ
ィック負荷の前記第１の指示、および前記第２のセルに関するトラフィック負荷の前記第
２の指示に基づき、前記第１のセルから前記第２のセルへの前記１つまたは複数の共用無
線チャネル上の前記トラフィック負荷を再分配するコントローラであり、前記１つまたは
複数の共用無線チャネルの前記トラフィック負荷の再分配が、前記１つまたは複数の専用
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無線チャネルのトラフィック負荷の再分配と独立に行われる再分配であること
からなる無線通信システム。
【請求項６】
　請求項５記載の無線通信システムにおいて、前記コントローラは、無線ネットワーク・
コントローラと基地局コントローラの少なくともどちらかである無線通信システムであっ
て、
　前記第１のセルに関するトラフィック負荷の前記第１の指示、および前記第２のセルに
関するトラフィック負荷の前記第２の指示に基づき、前記１つまたは複数の共用無線チャ
ネルの共用チャネル上の前記トラフィック負荷の少なくとも一部分を前記第１のセルから
前記第２のセルに向かわせる命令を格納するストレージを含む無線通信システム。
【請求項７】
　請求項５記載の無線通信システムにおいて、前記通信ノードは、さらに
　前記サービス・レベルから前記トラフィック負荷を導き出し、
　前記共用チャネル上で伝送される１つまたは複数の個々のサービスのスループットを測
定し、
　前記１つまたは複数の個々のサービスのサービス当たりの低いスループットに応答して
、前記共用チャネル上の高い負荷を示し、
　前記１つまたは複数の個々のサービスのサービス当たりの高いスループットに応答して
、前記共用チャネル上の低い負荷を示す
スケジューラからなる無線通信システム。
【請求項８】
　通信ノードから１つまたは複数の共用無線チャネル上の多数のユーザへのデータの伝送
におけるトラフィック負荷を分散させるコントローラであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリであって、前記１つまたは複数の共用無線チャネル
上の、前記第１のセルに関するトラフィック負荷の第１の指示、および前記第２のセルに
関するトラフィック負荷の第２の指示を算出し、前記第１のセルに関するトラフィック負
荷の前記第１の指示、および前記第２のセルに関するトラフィック負荷の前記第２の指示
に基づき、
前記第１のセルから前記第２のセルへの前記１つまたは複数の共用無線チャネル上の前記
トラフィック負荷を再分配する命令を格納しているメモリと、前記１つまたは複数の共用
無線チャネルの前記トラフィック負荷の再分配は、前記１つまたは複数の専用無線チャネ
ルのトラフィック負荷の再分配と独立に行われる再分配と
からなるコントローラ。
【請求項９】
　請求項８記載のコントローラにおいて、前記コントローラは、無線ネットワーク・コン
トローラと基地局コントローラの少なくともどちらかであり、前記ネットワークは、複数
のセルと基地局とを含むセルラー網であり、前記命令は、前記第１のセルに関するトラフ
ィック負荷の前記第１の指示、および前記第２のセルに関するトラフィック負荷の前記第
２の指示に基づき、前記１つまたは複数の共用無線チャネルの共用チャネル上の前記トラ
フィック負荷の少なくとも一部分を前記第１のセルから前記第２のセルに向かわせる判定
アルゴリズムを定義するコントローラ。
【請求項１０】
　命令を格納しているコンピュータ可読記憶媒体からなる製品であって、該命令は、実行
されると無線通信システムに、
　第１のセルおよび第２のセルに関連する１つまたは複数の共用無線チャネル上の複数の
ユーザ間でトラフィック負荷を分散させるために、該第１のセルに関するトラフィック負
荷の第１の指示、および該第２のセルに関するトラフィック負荷の第２の指示を算出させ
、
　前記第１のセルに関するトラフィック負荷の前記第１の指示、および前記第２のセルに
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関するトラフィック負荷の前記第２の指示に基づき、前記第１のセルから前記第２のセル
への前記１つまたは複数の共用無線チャネル上で、前記１つまたは複数の共用無線チャネ
ルの前記トラフィック負荷の再分配が前記１つまたは複数の専用無線チャネルのトラフィ
ック負荷の再分配と独立に行われるように前記トラフィック負荷を再分配する製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、遠隔通信に関し、より詳細には、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワークにおける通信デバイス間で、音声、テキスト、またはビデオなどのデータ
または情報を効率的に転送するのに、多種多様な無線移動通信システムが利用されている
。その目的で、多数の異なるサービスをユーザに提供する、ネットワーク技術および通信
プロトコルに関するいくつかの標準が、提案され、示唆されている。例えば、３ＧＰＰ（
第３世代パートナーシップ・プロジェクト）標準化が、ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの、無線アクセス・ネッ
トワークのためのＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）プロトコルを導入している。
【０００３】
　通常、無線移動通信システムは、セルのカバレッジ内またはサービスエリア内の移動局
にそれぞれが信号を送信し、そのような移動局からそれぞれが信号を受信する複数のセル
を含む。例えば、デジタル・セルラー網などの無線通信網のカバレッジまたはサービスエ
リアは、一般に、セル電話ユーザが、ＲＦ（無線周波数）リンクを介して、通信ノードと
、例えば、セルにサービスを提供する基地局と通信することができる、セルとして知られ
る、接続されたサービス・ドメインに分割される。セルは、通常、セルに対して３つの、
セグメントにさらに分割されることが可能である一方で、基地局は、有線ネットワークに
結合されることが可能である。
【０００４】
　基地局には、基地局が移動局と通信することができる周波数スペクトル内の複数のチャ
ネルが割り当てられることが可能である。基地局の範囲内の移動局は、それらのチャネル
を使用して基地局と通信することができる。一般に、基地局によって使用される複数のチ
ャネルは、いずれのチャネル上の信号も、その基地局、または他の隣接する基地局群によ
って使用される別のチャネル上の信号に大幅に干渉しないような何らかの形で、互いに分
離される。
【０００５】
　したがって、無線ネットワークによるサービスを受ける区域が、セルに分割される移動
通信システムに関して、サービスを要求する複数の移動局などの、複数の無線デバイスに
利用可能なシステム・チャネルを動的に割り当てるためのやり方が所望される。例えば、
ＵＭＴＳ標準は、異なる２つのチャネルにおける、すなわち、ＤＣＨ（専用チャネル）と
ＳＣＨ（共有チャネル）状態における、データ（ユーザまたは制御）の伝送を可能にする
。両方のチャネルともに、チャネルの用法で特徴付けることができ、異なるタイプのトラ
フィックを伝送するのにそれらのチャネルが適しているようにする、特定の挙動を有する
ことが可能である。
【０００６】
　一例として、ＣＤＭＡ（符号分割多重アクセス）無線移動通信システムにおいて、ＵＥ
（ユーザ機器）などの複数の移動局が、１つまたは複数のセルに接続され、ＣＰＩＣＨ（
共通パイロット・チャネル）上で最良の受信信号品質を有することが可能である。この状
況で、伝送電力および受信干渉が、最小限のレベルにまで小さくされることが可能である
。このアプローチは、ＵＥが、複数のセルに対するソフト・ハンドオーバを行っている、
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ＤＣＨ（専用チャネル）に特に適用される。そのため、同一の周波数上で、他のセルへの
負荷ベースのＨＯ（ハンドオーバ）を実行することは、十分な品質を有するセルに対する
無線リンクが全く存在しない場合、伝送電力および干渉が大幅に増加するため、非効率で
ある可能性がある。
【０００７】
　しかし、複数の共用無線通信チャネルの場合、他のセルへの負荷ベースのハンドオーバ
の状況は、セルの共用リソースとしての性質のために、異なる。通常、ＳＣＨ（共用チャ
ネル）は、単一のセルに属する。同一の周波数においても、他のセルへのデータ伝送のハ
ンドオーバを行うことにより、異なるセル間で負荷分散を実行することができる。
【０００８】
　図４を参照すると、共用チャネルに関するトラフィック負荷を扱うことの通常のアプロ
ーチが示されている。この実施例では、複数のＵＥが、基地局、例えば、ノードＢなどの
、２つの通信ノードに、すなわち、ノードＢ＃１およびノードＢ＃２にそれぞれ接続され
ているのが示されている。図４に示すとおり、ノードＢ＃１とノードＢ＃２の中間のある
区域内で、ノードＢ＃１とノードＢ＃２の両方に対するＤＣＨ接続が存在することが可能
である。この区域は、ソフトＨＯ（ハンドオーバ）領域としても知られる。ソフトＨＯ領
域は、ソフトＨＯ追加マージンおよびソフトＨＯドロップ・マージンによって決まること
も可能である。
【０００９】
　さらに、ノードＢ＃１とノードＢ＃２の両方の中間に、仮想セル境界が存在する。この
仮想セル境界は、各ノードＢからのＣＰＩＣＨ上の最良受信信号品質で定義されることが
可能である。その結果、ソフトＨＯ追加マージンおよびソフトＨＯドロップ・マージン、
ならびに仮想セル境界により、ＵＥのステータスが以下のように決まることが可能である
。すなわち、（ｉ）ＵＥは、ノードＢ＃１だけに接続されている（ＤＣＨおよびＳＣＨ）
、（ｉｉ）ＵＥは、ノードＢ＃２だけに接続されている（ＤＣＨおよびＳＣＨ）、（ｉｉ
ｉ）ＵＥは、ノードＢ＃１およびノードＢ＃２へのソフトＨＯ中（ＤＣＨ）であるが、Ｓ
ＣＨは、ノードＢ＃１だけに接続されている、ならびに（ｉｖ）ＵＥは、ノードＢ＃１お
よびノードＢ＃２へのソフトＨＯ中（ＤＣＨ）であるが、ＳＣＨは、ノードＢ＃２だけに
接続されている。
【００１０】
　図４に示すとおり、負荷分散が全く適用されない場合の、通常のＨＯシナリオを例示す
る。見て取ることができるとおり、ＵＥ＃１～＃３およびＵＥ＃１０～＃１２が、ノード
Ｂ＃１およびノードＢ＃２にそれぞれ接続されている。ＤＣＨに関して、ＵＥ＃４～＃９
は、両方のノードＢへのソフトＨＯ中である。ＳＣＨに関して、ＵＥ＃４～＃８は、ノー
ドＢ＃１に接続されているが、ＵＥ＃９は、ノードＢ＃２に接続されている。この構成で
は、異なる数のＵＥが各ノードＢに割り当てられていることに起因して、ノードＢ＃１に
おけるＳＣＨとノードＢ＃２におけるＳＣＨ間で、相当な不均衡が存在する。スケジュー
リングの見地から、これは、ノードＢ＃１のＵＥ＃１～＃８が、ＵＥ＃９～＃１２がノー
ドＢ＃２から受けるものと比べて小さいスループットのために、比較的劣ったサービスを
受けることを意味する。
【００１１】
　トラフィック負荷分散を実行するための、多くの異なる方法が存在する。例えば、トラ
フィック負荷分散の第１の方法は、セル・エンジニアリング（設計および適合）と呼ばれ
る。このセル・エンジニアリング方法には、セルのカバレッジ区域を変更することが関わ
る。伝送電力、アンテナ・下方傾斜および／またはアンテナ方向などの、特定のセル・パ
ラメータを変更することにより、特定のセルのカバレッジ区域を変更することができる。
しかし、この方法は、両方のチャネルの、すなわち、ＤＣＨならびにＳＣＨのカバレッジ
に影響を与える。
【００１２】
　同様に、トラフィック負荷分散の第２の方法は、ビーム形成のためのアルゴリズムを使
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用して、特定のセルをいくつかのセル部分に分割して、それらのセル部分にわたってセル
負荷を分散させる。この場合も、負荷分散を実行する際に、ＳＣＨとＤＣＨの両方が影響
を受ける。前述した２つのトラフィック負荷分散方法では、ＳＣＨとＤＣＨの両方が、一
緒に分散させられなければならないので、したがって、これらの負荷分散方法は、複数の
セルのネットワークに関連する通信ノードから、１つまたは複数の共用無線チャネル上の
多数のユーザへのデータの伝送におけるトラフィック負荷を分散させるのに、所望の柔軟
性を可能にしない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、前述した諸問題の１つまたは複数の問題の影響を克服するか、少なくとも小
さくすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一実施形態では、第１のセルおよび第２のセルに関連する１つまたは複数の共
用無線チャネル上における複数のユーザの間で、トラフィック負荷を分散させるための方
法が提供される。方法は、１つまたは複数の共用無線チャネル上で、第１のセルに関する
トラフィック負荷の第１の指示、および第２のセルに関するトラフィック負荷の第２の指
示を算出すること、ならびに第１のセルに関するトラフィック負荷の第１の指示、および
第２のセルに関するトラフィック負荷の第２の指示に基づき、第１のセルおよび第２のセ
ルに関連する１つまたは複数の共用無線チャネル上でトラフィック負荷を再分配すること
を含む。
【００１５】
　別の実施形態では、無線通信システムが、複数のセルを含むネットワークを、前記複数
のセルの少なくとも１つを介してネットワークに関連する通信ノードとを含み、移動局が
、ネットワークを介して通信ノードと通信する。無線通信システムは、通信ノードから、
１つまたは複数の共用無線チャネル上の多数のユーザへのデータの伝送におけるトラフィ
ック負荷を分散させるように通信ノードに結合されたコントローラをさらに含む。コント
ローラは、１つまたは複数の共用無線チャネル上で、第１のセルに関するトラフィック負
荷の第１の指示、および第２のセルに関するトラフィック負荷の第２の指示を算出し、第
１のセルに関するトラフィック負荷の第１の指示、および第２のセルに関するトラフィッ
ク負荷の第２の指示に基づき、第１のセルおよび第２のセルに関連する１つまたは複数の
共用無線チャネル上でトラフィック負荷を再分配することができる。
【００１６】
　さらに別の実施形態では、コントローラは、通信ノードから、１つまたは複数の共用無
線チャネル上の多数のユーザへのデータの伝送におけるトラフィック負荷を分散させるこ
とができる。コントローラは、プロセッサと、そのプロセッサに結合されたメモリとを含
む。メモリは、共用無線チャネル上で、複数のセルの第１のセルに関するトラフィック負
荷の第１の指示、および複数のセルの第２のセルに関するトラフィック負荷の第２の指示
を算出し、第１のセルに関するトラフィック負荷の第１の指示、および第２のセルに関す
るトラフィック負荷の第２の指示に基づき、第１のセルと第２のセルの間で、共用無線チ
ャネル上のトラフィック負荷を再分配する命令を格納することができる。
【００１７】
　さらに別の実施形態では、実行されると、無線通信システムが、第１のセルおよび第２
のセルに関連する１つまたは複数の共用無線チャネル上の複数のユーザの間で、第１のセ
ルに関するトラフィック負荷の第１の指示、および第２のセルに関連するトラフィック負
荷の第２の指示を算出するようにさせ、第１のセルに関するトラフィック負荷の第１の指
示、および第２のセルに関するトラフィック負荷の第２の指示に基づき、第１のセルおよ
び第２のセルに関連する１つまたは複数の共用無線チャネル上でトラフィック負荷を再分
配して、１つまたは複数の共用無線チャネル上でトラフィック負荷を分散させるようにさ
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せる命令を格納しているコンピュータ可読記憶媒体を含む製品。
　本発明は、添付の図面と併せて解釈される、以下の説明を参照して理解することができ
る。図面では、同様の符号により、同様の要素が識別されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明は、様々な変更形態および代替形態が可能であるが、本発明の特定の諸実施形態
を、例として図面に示し、本明細書で詳細に説明する。しかし、特定の諸実施形態の本明
細書における説明は、開示する特定の形態に本発明を限定することを意図しておらず、そ
れどころか、本発明は、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の趣旨および範
囲に含まれる、すべての変更形態、均等形態、および代替形態を範囲に含むものとされる
ことを理解されたい。
【００１９】
　本発明の例示的な諸実施形態を以下に説明する。簡明にするため、実際のインプリメン
テーションのすべての特徴は、本明細書で説明しない。もちろん、いずれのそのような実
際の実施形態の開発においても、インプリメンテーションごとに異なる、システム関連の
制約、およびビジネス関連の制約に対する準拠などの、開発者の特定の目標を達する多数
のインプリメンテーション固有の決定が行われなければならないことが認識されよう。さ
らに、そのような開発の作業は、複雑で、時間がかかる可能性があるが、それでも、本開
示を利用する当業者には、日常業務的な取り組みであることも認識されよう。
【００２０】
　全般的に、複数のセルのネットワークに関連する通信ノードから、１つまたは複数の共
用無線チャネル上の多数のユーザへのデータの伝送におけるトラフィック負荷を分散させ
るための方法が提供される。例えば、ノードＢにおけるスケジューラ、およびコントロー
ラにおける判定アルゴリズムが、ＳＣＨ（共用チャネル）、ＦＡＣＨ（順方向アクセス・
チャネル）、ＲＡＣＨ（ランダム・アクセス・チャネル）、ならびにＤＣＨ（専用チャネ
ル）を含むＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）無線チャネルを使用する無線遠隔通信システムにおいて使用
されて、共用無線チャネル上の多数のユーザの少なくとも１名のユーザに関連するトラフ
ィックを、あるセルから別のセルに切り替えることが可能である。ＵＴＡＮ（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｅ
ｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のための判定アルゴ
リズムは、１つまたは複数の共用無線チャネル上で、複数のセルの第１のセルに関するト
ラフィック負荷の第１の指示、および複数のセルの第２のセルに関するトラフィック負荷
の第２の指示を算出し、第１のセルに関するトラフィック負荷の第１の指示、および第２
のセルに関するトラフィック負荷の第２の指示に基づき、第１のセルと第２のセルの間に
おける１つまたは複数の共用無線チャネルの少なくとも１つのチャネル上で、トラフィッ
ク負荷を再分配することができる。このようにして、ＵＥ（ユーザ機器）、例えば、ＵＭ
ＴＳ移動局に関して、判定アルゴリズムは、セル境界を動かすことにより、ＤＣＨ（専用
チャネル）上のトラフィック負荷に影響を与えることなく、ＳＣＨ（共用チャネル）上の
トラフィック負荷の少なくとも一部分をソース・セルから目標セルに向かわせることがで
きる。
【００２１】
　図１を参照すると、遠隔通信システム１００が、本発明の一実施形態により、第１の通
信ノード１１０ａに関連する複数のセル１０５ａ（１～Ｎ）と、第２の通信ノード１１０
ｂに関連する複数のセル１０５ｂ（１～Ｎ）とを含む。遠隔通信システム１００のサービ
スエリアは、無線デバイス・ユーザが、無線媒体を介する無線周波数リンクを介して、セ
ル群１０５ａ（１～Ｎ）またはセル群１０５ｂ（１～Ｎ）にサービスを提供する基地局（
例えば、ノードＢ）などの、通信ノード１１０ａおよび１１０ｂと通信する、セルとして
知られる、接続されたサービス・ドメインに分割されることが可能である。無線媒体は、
セルラー・モデムでセルラー信号を扱うことが可能である。例えば、無線媒体は、ＣＤＭ
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Ａ（符号分割多重アクセス）標準、または陸上移動体の汎欧州デジタル・セルラー無線通
信システムであるＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）標準に準拠して動作することが可能である。
【００２２】
　通信ノード１１０ａおよび１１０ｂは、無線移動通信網１１５などのネットワークを制
御するコントローラ１１２を介して、有線ネットワークに結合されることが可能である。
コントローラ１１２は、複数のセル１０５ａ（１～Ｎ）および１０５ｂ（１～Ｎ）を含む
ネットワーク１１５に関連する各通信ノードから、１つまたは複数の共用無線チャネル上
の多数のユーザへのデータの伝送におけるトラフィック負荷を分散させる。本発明の１つ
の例示的な実施形態によれば、コントローラ１１２は、１つまたは複数の共用ＲＦ（無線
周波数）スペクトル・チャネル上のトラフィック負荷を、デジタル・セルラー網のセル群
などの、異なるセル群１０５ａ（１～Ｎ）およびセル群１０５ｂ（１～Ｎ）に分散させる
ことができるＲＮＣ（無線ネットワーク・コントローラ）またはＢＳＣ（基地局コントロ
ーラ）であることが可能である。このトラフィック負荷分散は、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）および
３Ｇ－１Ｘ（ＣＤＭＡ（符号分割多重アクセス）２０００）、ならびにＩＳ－９５　ＣＤ
ＭＡ、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎｓ）、およびＴＤＭＡ（時間分割多重アクセス）を含む標準に基づくデジタル
・セルラー網を含め、異なる世代の無線ネットワークにおける音声、データ、または多く
の音声サービスおよびデータ・サービスに関して行われることが可能である。
【００２３】
　一実施形態では、各セル１０５は、通信ノード１１０ａまたは通信ノード１１０ｂに関
連するアンテナ・システムによって放射されることが可能であり、各通信ノードは、セル
・カバレッジ区域内などの、複数のセル１０５ａ（１～Ｎ）および１０５ｂ（１～Ｎ）の
関連するセル１０５内の移動局１２０にサービスを提供する無線トランシーバを含む。移
動デバイス１２０は、ネットワーク・カバレッジが提供される場合にはいつでも使用され
ることが可能な、セル電話などの、無線デバイスであることが可能である。しかし、移動
デバイス１２０は、ハンドヘルド電話およびハンズフリー電話に加え、ポータブル・セル
ラー電話およびデジタル電話のための、適切な形態の無線通信のいずれか１つで、セル群
１０５ａ（１～Ｎ）および／またはセル群１０５ｂ（１～Ｎ）と通信することができる、
任意の種類のデバイスであることが可能である。
【００２４】
　動作の際、コントローラ１１２は、１つまたは複数の共用無線チャネル上の、複数のセ
ル（１～Ｎ）の第１のセル１０５ａ（１）に関するトラフィック負荷の第１の指示、およ
び複数のセル（１～Ｎ）の第２のセル１０５ａ（Ｎ）に関するトラフィック負荷の第２の
指示に基づき、通信ノード１１０ａに関連する第１のセル１０５（ａ）および第２のセル
１０５ａ（Ｎ）からの、１つまたは複数の共用無線チャネルの共用チャネル上のトラフィ
ック負荷の少なくとも一部分を誘導することができる。つまり、コントローラ１１２は、
１つまたは複数の共用無線チャネル上の多数のユーザの少なくとも１名のユーザに関連す
るトラフィックが、コントローラ１１２によって算出された、第１のセル１０５ａ（１）
に関するトラフィック負荷の第１の指示、および第２のセル１０５ａ（Ｎ）に関するトラ
フィック負荷の第２の指示に基づき、第１のセル１０５ａ（１）から第２のセル１０５ａ
（Ｎ）に切り替わるようにさせることができる。この目的で、負荷の第１の指示および第
２の指示に基づき、コントローラ１１２は、第１のセル１０５ａ（１）および第２のセル
１０５ａ（Ｎ）における負荷に応じて、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ（ハンドオーバ・オフセット
）を適用することができる。
【００２５】
　コントローラ１１２は、共用無線チャネル上の多数のユーザの少なくとも１名のユーザ
に関連するトラフィックが、第１のセル１０５ａ（１）に関するトラフィック負荷の第１
の指示、および第２のセル１０５ａ（Ｎ）に関するトラフィック負荷の第２の指示に基づ
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き、第１のセル１０５ａから第２のセル１０５ａ（Ｎ）に切り替わるようにさせることが
できる。通信ノード１１０ａから、１つまたは複数の共用無線チャネル上の多数のユーザ
へのデータの伝送におけるトラフィック負荷を分散させるのに、コントローラ１１２は、
第１のセル１０５ａ（１）に関するトラフィック負荷の第１の指示、および第２のセル１
０５ａ（Ｎ）に関するトラフィック負荷の第２の指示に基づく、第１のセル１０５ａ（１
）および第２のセル１０５ａ（Ｎ）における負荷に応じて、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ（ハンド
オーバ・オフセット）を適用することができる。
【００２６】
　通信ノード１１０と通信するため、移動局１２０は、送信機および受信機を含むトラン
シーバを含むことが可能である。さらに、移動局１２０は、プロセッサと、通信論理を格
納するメモリとを含むことが可能である。トランシーバおよび通信論理を使用して、移動
局１２０は、一実施形態では、対応する地理的区域内、すなわち、セル１０５ａ（Ｎ）内
の無線移動通信網１１５における通信ノード１１０ａと通信ノード１１０ｂの少なくとも
どちらかに対して、無線通信リンクを確立することができる。例えば、通信ノード１１０
ａおよび通信ノード１１０ｂは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌ
ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）プロトコルに従って無線通信リンクを
確立することができる。しかし、本発明は、ＵＭＴＳプロトコルに限定されないことが、
当業者には認識されよう。様々な代替の実施形態では、無線通信リンクは、ＣＤＭＡプロ
トコル、ＧＰＲＳプロトコル、ＰＣＳ（個人通信サービス）プロトコル、および３ＧＰＰ
（第３世代パートナーシップ・プロジェクト）プロトコルを含むが、以上には限定されな
い、所望のセルラー無線電話プロトコルのいずれのプロトコルに従って確立されてもよい
。
【００２７】
　図２を参照すると、セルラー遠隔通信システム２００が、ソース・セル２０５（１）に
サービスを提供する第１のＲＮＣ（無線ネットワーク・コントローラ）１１２（１）と、
目標セル２０５（Ｎ）にサービスを提供する第２の無線ネットワーク・コントローラ１１
２（Ｎ）とを含む。第１のＲＮＣ１１２（１）は、本発明の一実施形態によれば、Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ標
準によって少なくとも部分的に定義された判定アルゴリズム２１５を格納するメモリ２１
２に結合された、プロセッサ２１０を含む。
【００２８】
　一実施形態によれば、ソース・セル２０５（１）は、第１のＢＳＴ（基地トランシーバ
局）２２０（１）に関連する第１のアンテナ・システム２１８（１）によって放射される
ことが可能である。第１の基地トランシーバ局２２０（１）は、第１のアンテナ・システ
ム２１８（１）を介して無線通信の送信／受信を行って、セル２０５（１）カバレッジ区
域内のセル電話などの、ユーザ機器２３５にサービスを提供することができる。同様に、
セル２０５（Ｎ）は、第２の基地トランシーバ局２２０（Ｎ）に関連する第２のアンテナ
・システム２１８（Ｎ）を含むことが可能であり、基地トランシーバ局２２０（Ｎ）は、
第２のＲＮＣ　１１２（Ｎ）に結合される。ユーザ機器２３５は、ＵＭＴＳプロトコルな
どのセルラー電話プロトコルに従って、第１のアンテナ・システムおよび第２のアンテナ
・システム２１８（１～Ｎ）、ならびに第１の基地トランシーバ局および第２の基地トラ
ンシーバ局２２０（１～Ｎ）と通信するように構成されることが可能である。例えば、基
地トランシーバ局２２０（１）は、ＵＭＴＳプロトコルに従って、ソース・セル２０５（
１）内の第１のアンテナ・システム２１８（１）を使用して、ユーザ機器２３５に対する
通信リンク２３０を確立することができる。
【００２９】
　一実施形態では、第１のＢＴＳ　２２０（１）は、第１のスケジューラ２３２（１）を
含むことが可能であるが、第２のＢＴＳ　２２０（Ｎ）は、第２のスケジューラ２３２（
Ｎ）を含むことが可能である。第１のスケジューラおよび第２のスケジューラ２３２（１
～Ｎ）は、ＳＣＨ（共用チャネル）にサービスを提供することが可能である。第１のスケ
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ジューラ２３２（１）は、ソース無線リンクを介して、ソース・ノードＢ　１に、すなわ
ち、第１のＢＴＳ　２２０（１）に位置するソース・セル２０５（１）に接続されること
が可能である。同様に、第２のスケジューラ２３２（Ｎ）は、目標無線リンクを介して、
目標ノードＢ　Ｎに、すなわち、第２のＢＴＳ　２２０（Ｎ）に位置する目標セル２０５
（Ｎ）に接続されることが可能である。
【００３０】
　第１のスケジューラ２３２（１）は、共用無線チャネルのＳＣＨ（共用チャネル）上の
多数のユーザに、あるレベル、またはある等級のサービスを提供して、そのサービス・レ
ベルまたはサービス等級からトラフィック負荷を導き出すことができる。第１のスケジュ
ーラ２３２（１）は、共用チャネル上で伝送される１つまたは複数の個々のサービスのス
ループットを測定し、個々のサービスのサービス当たりの低いスループットに応答して、
共用チャネル上の高い負荷を示すことが可能であり、代替として、個々のサービスのサー
ビス当たりの高いスループットに応答して、共用チャネル上の低い負荷を示すことが可能
である。
【００３１】
　第１のＲＮＣ　１１２（１）は、第１のＢＴＳ　２２０（１）に関連するソース・セル
および目標セル２０５（１～Ｎ）の各セルのＳＣＨ上における負荷測定のトリガを生じさ
せることができる。負荷測定に基づき、第１のＲＮＣ　１１２（１）は、第１のスケジュ
ーラ２３２（１）上のトラフィック負荷のレポートを受け取ることができる。第１のスケ
ジューラ２３２（１）は、ソース・セルおよび目標セル２０５（１～Ｎ）を制御すること
ができる。この目的で、第１のスケジューラ２３２（１）は、ソース・セル２０５（１）
を使用して、ＵＥ　２３５に、例えば、移動局に実質的にサービスを提供して、目標セル
２０５（Ｎ）を選択するためのシグナル・スキームを可能にすることができる。第１のス
ケジューラ２３２（１）は、単一の基地トランシーバ局における、すなわち、第１のＢＴ
Ｓ　２２０（１）におけるＵＥ　２３５からフィードバック情報を受け取り、目標セル２
０５（Ｎ）上の少なくとも１名のユーザに関連するトラフィックをスケジュールすること
ができる。
【００３２】
　動作の際、スケジューラ負荷は、ＳＣＨ上の１名または複数名の個々のユーザに第１の
スケジューラおよび第２のスケジューラ２３２（１～Ｎ）が提供することが可能なサービ
ス・レベルまたはサービス等級から、導き出されることが可能である。判定アルゴリズム
２１５が開始される前に、各セルのＳＣＨ上の負荷測定が、トリガされることが可能であ
る。それらの負荷測定は、スケジューラ負荷を判定アルゴリズム２１５に報告することが
可能である。このようにして、図２に示した、共用チャネル上のトラフィック負荷の負荷
分散が、第１のスケジューラおよび第２のスケジューラ２３２（１～Ｎ）における負荷測
定の使用に基づき、１つまたは複数の特定のセルに関する新たなＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔをシ
グナリングして、行われることが可能である。
【００３３】
　再構成が成功した後、サービスを提供するＳＣＨ無線リンクが、目標セル２０５（Ｎ）
の方に移動されて、目標ノードＢ、すなわち、第２のＢＴＳ　２００（Ｎ）における目標
セル２０５（Ｎ）の第２のスケジューラ２３２（Ｎ）が、その時点で、ＵＥ　２３５にサ
ービスを提供できるようになる。ノードＢ　１におけるソース・セル２０５（１）の第１
のスケジューラ２３２（１）は、ＵＥ　２３５のＳＣＨにもはやサービスを提供しないこ
とが可能であるため、第１のスケジューラ２３２（１）のスケジューリング負荷は、小さ
くなる。
【００３４】
　ＦＡＣＨ（順方向アクセス・チャネル）を介する伝送は、第１のＲＮＣ　１１２（１）
に位置するスケジューラによって制御されることが可能である。再構成が成功した後、Ｕ
Ｅ　２３５は、その時点で、目標セル２０５（Ｎ）のＦＡＣＨスケジューラによるサービ
スを受けることができる。ソース・セル２０５（１）のＦＡＣＨスケジューラは、ＵＥ　
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２３５にもはやサービスを提供しないことが可能であるため、ＦＡＣＨスケジューラのス
ケジューリング負荷は、小さくなる。ソースＦＡＣＨスケジューラと目標ＦＡＣＨスケジ
ューラは、同一のＲＮＣに、すなわち、第１のＲＮＣ　１１２（１）に位置していてもよ
く、ＵＥ　２３５の損失のない受け渡しが達せられることが可能である。
【００３５】
　一実施形態では、ソース・セル２０５（１）および目標セル２０５（Ｎ）は、単一のノ
ードＢに位置する同一のスケジューラ２３２によって制御されることが可能である。同一
のスケジューリング・エンティティが、ソース・セル２０５（１）内のユーザと目標セル
２０５（Ｎ）内のユーザにサービスを提供するので、スケジューラ・リセットは、望まし
くない可能性があり、このため、ＦＣＳ（高速セル選択）中、データ損失を回避すること
ができる。つまり、本発明の一実施形態によれば、第１のスケジューラ２３２（１）の一
部分が、第１のＲＮＣ　１１２（１）内に位置して、ソース・セル２０５（１）および目
標セル２０５（Ｎ）を制御することが可能である。第１のスケジューラ２３２（１）のこ
の部分は、ＵＥ　２３５をソース・セル２０５（１）に接続して、ＦＡＣＨ（順方向アク
セス・チャネル）上でソース・セル２０５（１）からメッセージを受信し、ＲＡＣＨ（ラ
ンダム・アクセス・チャネル）上でソース・セル２０５（１）に別のメッセージを送信す
ることができる。
【００３６】
　閾値を超える、ソース・セル２０５（１）におけるトラフィック負荷に応答して、ソー
ス・セル２０５（１）に関連するセル選択オフセットが、増加される一方で、目標セルに
関連するセル選択オフセットは、依然、維持されることが可能である。その結果、第１の
ＲＮＣ　１１２（１）内に位置する第１のスケジューラ２３１（１）の部分は、一対の近
隣セル間のＦＡＣＨ上におけるチャネル・トラフィックを制御することができる。例えば
、第１のＲＮＣ　１１２（１）内に位置する第１のスケジューラの部分は、共用無線チャ
ネルのＤＣＨ（専用チャネル）またはＳＣＨ（共用チャネル）上のトラフィック負荷を分
散させることとは独立に、ＦＡＣＨ上のチャネル・トラフィックを分散させることができ
る。
【００３７】
　セルラー遠隔通信システム２００は、ユーザ機器２３５と、ＰＳＴＮ（公衆交換電話網
）およびＩＳＤＮ（デジタル総合サービス網）、インターネット、イントラネット、およ
びＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）などの、１つまたは複数のネットワ
ーク２２５の間で通信を確立するための、ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　
Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）２０４を含むＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ網を含むことが可能であ
る。ネットワーク２２５は、ＵＭＴＳ網２０２を介して、ユーザ機器２３５にマルチメデ
ィア・サービスを提供することができる。しかし、前述したタイプのネットワークは、例
示的な性質のものであり、本発明の範囲を限定することを意図するものではないことを当
事者は諒解すべきである。
【００３８】
　ＵＭＴＳネットワーク２０２内で、基地トランシーバ局群２２０（１～Ｎ）、第１のＲ
ＮＣ（無線ネットワーク・コントローラ）および第２のＲＮＣ（無線ネットワーク・コン
トローラ）１１２（１～Ｎ）は、ＣＮ（コア・ネットワーク）２３８と通信することが可
能であり、ＣＮ　２３８は、電話線、または適切な設備を介してネットワーク群２２５に
接続されることが可能である。各無線ネットワーク・コントローラ１１２は、対応する基
地トランシーバ局２２０からのトラフィックを管理することができる。第１のＲＮＣ　１
１２（１）は、ＩＵＲインタフェースを介して第２のＲＮＣ　１１２（Ｎ）と接続される
。コア・ネットワーク２３８は、ＣＳＮ（回線交換網）２４０（１）およびＰＳＮ（パケ
ット交換網）２４０（Ｎ）を含むことが可能である。インタフェースＩＵ－ＣＳを使用し
て、第１のＲＮＣ１１２（１）は、回線交換網２４０（１）と通信することができる。同
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様に、第２のＲＮＣ　１１２（Ｎ）は、ＩＵ－ＰＳインタフェースを使用して、パケット
交換網２４０（Ｎ）と通信することができる。同様に、ＩＵＢインタフェースは、それぞ
れ、第１のＲＮＣ　１１２（１）と第１のＢＴＳ　２２０（１）の間、及び第２のＲＮＣ
　１１２（Ｎ）と第２のＢＴＳ　２２０（Ｎ）の間のインタフェースである。
【００３９】
　ユーザ機器２３５が、広い地理的区域にわたって移動しながら、セルラー通信の送信お
よび受信を行うのを可能にするように、各セル２０５は、セルのサービスまたはカバレッ
ジの区域が、いくつかの他のセル２０５のカバレッジの区域に隣接し、重なり合うように
、物理的に位置付けられることが可能である。ユーザ機器２３５が、第１のＢＴＳ　２２
０（１）によってカバーされる区域から、第２のＢＴＳ　２２０（Ｎ）によってカバーさ
れる区域に移動すると、ユーザ機器２３５との通信が、１つの基地局から、隣接するセル
群２５０（１～Ｎ）からのカバレッジが重なる区域内の別の基地局に受け渡される（ハン
ドオフが行われる）ことが可能である。
【００４０】
　しかし、個別のセル２０５（１）に割り当てられたチャネルは、隣接するセル群２０５
（２～Ｎ）が、同一のチャネル上で送信または受信を行わないように選択されることが可
能である。この分離は、通常、大きく分離した干渉しないチャネルのグループを何らかの
中央セルに割り当て、次に、大きく分離した干渉しないチャネルの別のグループを、その
中央セルを囲むセル群に、中央セルを囲むセル群に関して同一のチャネル群を再使用しな
いパターンを使用して、割り当てることによって達せられる。このチャネル割り当てパタ
ーンは、第１のグループのセルに隣接する他のセル群に対しても同様に続く。
【００４１】
　したがって、一実施形態では、ＵＴＲＡＮ　２０４は、セルラー遠隔通信システム２０
０によるコール・セットアップ時に構成されることが可能な、トランスポート・チャネル
のセットを物理レイヤにおいて提供することができる。トランスポート・チャネルは、無
線媒体を介して、所与のＱｏＳ（サービス品質）で１つのデータ・フローを伝送するのに
使用される。ＦＡＣＨ（順方向アクセス・チャネル）、ＲＡＣＨ（ランダム・アクセス・
チャネル）、およびＰＣＨ（ページング・チャネル）のような、ＵＭＴＳ共通チャネルは
、ＩＵＢインタフェースのような、所与のＵＭＴＳ物理インタフェース上で使用されるこ
とが可能である。このようにして、ユーザ機器２３５は、アップリンク周波数およびダウ
ンリンク周波数から成る割り当てられたチャネル・ペアを介して、セル２０５（１）内の
第１の基地トランシーバ局２２０（１）と通信することが可能である。
【００４２】
　次に、図３を参照すると、本発明の一実施形態による、図１に示した複数のセル１０５
ａ（１～Ｎ）および１０５ｂ（１～Ｎ）のネットワーク１１５に関連する通信ノード１１
０ａおよび１１０ｂから、または図２に示したセル群２０５（１～Ｎ）に関連する第１の
ＢＴＳ　２２０（１）から、１つまたは複数のＳＣＨ（共用無線チャネル）上の多数のユ
ーザへのデータの伝送におけるトラフィック負荷を分散させるための方法を実施する様式
図が示されている。ブロック３００で、第１のＲＮＣ　１１２（１）における判定アルゴ
リズム２１５が、第１のＢＴＳ　２２０（１）における第１のスケジューラ２３２（１）
と協働して、第１のセル１０５ａ（１）またはソース・セル２０５（１）に関する（ＳＣ
Ｈ）上のトラフィック負荷の第１の指示、および第２のセル１０５ａ（Ｎ）または目標セ
ル２０５（Ｎ）関する（ＳＣＨ）上のトラフィック負荷の第２の指示をそれぞれ、算出す
ることができる。
【００４３】
　負荷の第１の指示および第２の指示に基づき、判定アルゴリズム２１５は、ブロック３
０５で示すとおり、第１のセル１０５ａ（１）またはソース・セル２０５（１）と、第２
のセル１０５ａ（Ｎ）または目標セル２０５（Ｎ）の間で、（ＳＣＨ）上のトラフィック
負荷を再分配することができる。このようにして、ブロック３１０で、第１のＲＮＣ　１
１２（１）は、判定アルゴリズム２１５および第１のスケジューラ２３２（１）を使用し
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て、通信ノード１１０ａまたは１１０ｂから、または第１のＢＴＳ　２２０（１）から、
（ＳＣＨ）上の多数のユーザへのデータの伝送におけるトラフィック負荷を分散させるこ
とができる。
【００４４】
　図示するとおり、図５は、本発明の１つの例示的な実施形態による、図２に示した、判
定アルゴリズム２１５からの判定を、第１のスケジューラ２３２（１）に提供することに
応答して、セル境界５００を動かすことにより、ユーザ機器ＵＥ　＃１～＃１２の間のＳ
ＣＨに関するトラフィック負荷を分散させることの様式図を示す。図５に示すとおり、セ
ル境界５００をノードＢ　＃１、５０５（１）の方に動かすことにより、ノードＢ　＃２
、５０５（Ｎ）が、ユーザ機器（図２に示したＵＥ　２３５のようなＵＥ）＃７および＃
８にサービスを提供するようになり、ＳＣＨ上の負荷分散を提供する。トラフィック負荷
は、ソース・セル２０５（１）と目標セル２０５（Ｎ）の両方の間で、より均等に分散さ
れることが可能であり、このため、ＳＣＨに関して、負荷分散が達せられることが可能で
ある。もちろん、ＣＤＭＡプロトコルを使用する場合、ノードＢ　＃１、５０５（１）、
およびノードＢ　＃２、５０５（Ｎ）におけるすべてのＵＥに関して、適切な伝送電力が
提供されることが可能である。しかし、ＨＯ（ソフト・ハンドオーバ）区域５１０は、一
実施形態では、動かされないことが可能である。このようにして、影響を受けるＵＥ群に
関する所望のパフォーマンスが、ＳＣＨに関連するＤＣＨ（専用チャネル）に関して獲得
されることが可能である。
【００４５】
　より具体的には、第１のＲＮＣ　１１２（１）は、図５に示したＵＥ　＃１～１２の中
の、ユーザに関連する、影響を受けるＵＥにおいて（図２に示したＵＥ　２３５などにお
いて）、ソース・セル２０５（１）および目標セル２０５（Ｎ）に関する無線チャネル上
の信号メトリックを測定することができる。ソース・セル２０５（１）および目標セル２
０５（Ｎ）にわたる無線チャネルの信号メトリックの差に応答して、ソース・セル２０５
（１）から目標セル２０５（Ｎ）へのユーザのＨＯ（ハンドオーバ）イベントが決められ
ることが可能である。その結果、ソース・セル２０５（１）と目標セル２０５（Ｎ）の間
のセル境界５００は、そのハンドオーバ・イベントに基づいて移動されることが可能であ
る。セル境界５００のこの移動により、ソース・セル２０５（１）と目標セル２０５（Ｎ
）の間で、１つまたは複数の共用無線チャネル上のトラフィック負荷が分散されることが
可能である。このようにして、第１のＲＮＣ　１１２（１）は、負荷の第１の指示および
第２の指示に基づき、ソース・セル２０５（１）と目標セル２０５（Ｎ）の間で、単一の
共用無線チャネル上、または複数の共用無線チャネル上のトラフィック負荷を再分配する
ことができる。
【００４６】
　第１のＲＮＣ　１１２（１）は、ソース・セル２０５（１）および目標セル２０５（Ｎ
）の各セルの単一の共用無線チャネル上で、負荷測定をトリガすることができる。負荷測
定に基づき、第１のスケジューラ２３２（１）のトラフィック負荷が、判定アルゴリズム
２１５に報告されることが可能である。判定アルゴリズム２１５は、第１のスケジューラ
２３２（１）のトラフィック負荷を閾値と比較することができる。第１のスケジューラ２
３２（１）のトラフィック負荷が、閾値を超えて高くなり、所定の時間にわたって、その
閾値を超えたままであった場合、その負荷測定値が、判定アルゴリズム２１５に報告され
ることが可能であり、判定アルゴリズム２１５は、ソース・セル２０５（１）と目標セル
２０５（Ｎ）の間でセル境界５００を移動させるか否かを判定する。しかし、第１のスケ
ジューラ２３２（１）のトラフィック負荷が、閾値を下回って低下し、所定の時間にわた
って、その閾値より低いままであった場合、その負荷測定値が、判定アルゴリズム２１５
に報告されることが可能であり、判定アルゴリズム２１５は、ソース・セル２０５（１）
と目標セル２０５（Ｎ）の間でセル境界５００を移動させるか否かを判定する。
【００４７】
　判定アルゴリズム２１５は、複数のセルの特定のセルに関するトラフィック負荷につい
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ての負荷測定値レポートの着信を検出し、その負荷測定値レポートに応答して、ＨＯ＿ｏ
ｆｆｓｅｔ（ハンドオーバ・オフセット）の変更を決めることができる。第１のスケジュ
ーラ２３２（１）を使用して、判定アルゴリズム２１５は、第１のＲＮＣ　１１２（１）
が、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ（ハンドオーバ・オフセット）をＵＥ　２３５にシグナルするよ
うにさせることができる。ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔは、目標セル２０５（Ｎ）の単一のＳＣＨ
に適用されることが可能である。目標セル２０５（Ｎ）の単一のＳＣＨ上で単一のメトリ
ックを測定した後、ハンドオーバ・イベントが生成されることが可能である。
【００４８】
　ソース・セル２０５（１）と目標セル２０５（Ｎ）の間でセル境界５００を移動するの
に、ハンドオーバ・イベントの時点および位置を、ソース・セル２０５（１）から目標セ
ル２０５（Ｎ）の方に動かすことができる。このようにして、第１のＲＮＣ　１１２（１
）は、ハード・ハンドオーバにおいて、ダウンリンク伝送上のトラフィック負荷を分散さ
せることができる。このダウンリンク伝送は、共用無線チャネルのＤＳＣＨ（ダウンリン
ク共用チャネル）またはＨＳ－ＤＳＣＨ（高速ダウンリンク共用チャネル）上で行われる
ことが可能である。
【００４９】
　図６を参照すると、本発明の１つの例示的な実施形態による、測定イベント（例えば、
ＨＯ測定値報告イベント１Ｄ）中の図２に示した判定アルゴリズム２１５の様式図が示さ
れている。つまり、図６に示したＨＯ測定値報告イベント１Ｄを使用して、セル境界５０
０を動かすことが示されている。ＣＰＩＣＨ（共通パイロット・チャネル）Ｅｃ／Ｉ０測
定値が、ソース・セル２０５（１）と目標セル２０５（Ｎ）の間でセル境界５００を動か
すか否かを判定する目的で、使用されることが可能である。Ｅｃ／Ｉ０測定値は、全信号
電力に対する、チャネルの、通常、パイロット・チャネルの平均電力の無次元比であるこ
とが可能である。ＵＥ　２３５は、この測定を、例えば、アクティブなセットの中のすべ
てのセルの、すなわち、ＵＥ　２３５がソフトＨＯ（ハンドオーバ）を行っている相手の
セル群のＣＰＩＣＨ上におけるＥｃ／Ｉ０比測定値に関して実施することができる。
【００５０】
　Ｅｃ／Ｉ０測定値の時系列の例が、１つのセル、すなわち、ソース・セル２０５（１）
から、別のセル、すなわち、目標セル２０５（Ｎ）に向かって移動しているＵＥ　２３５
に関して、図６に示されている。判定アルゴリズム２１５が、ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｅｒ
ｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）ソース・セル２０５（
１）から、ＵＴＲＡＮ目標セル２０５（Ｎ）への切り替えにおいて使用されることが可能
である。このようにして、判定アルゴリズム２１５は、ＵＭＴ　Ｓ２０２カバレッジのパ
フォーマンスを調整し、ＳＣＨに関する負荷分散を提供することができる。
【００５１】
　ある時点で、ＣＰＩＣＨ　Ｎ上のＥｃ／Ｉ０測定値は、ＣＰＩＣＨ　１上においてより
も大きくなる。ＣＤＭＡプロトコルによれば、ＳＣＨをソース・セル２０５（１）から目
標セル２０５（Ｎ）に向けて切り替えることが有益である可能性がある。というのは、よ
り良好なＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉ０測定値は、セルからのより良好な信号品質を示すからで
ある。目標セル２０５（Ｎ）に向けてのハンドオーバのために、ヒステリシス、およびト
リガまでの時間のパラメータが、使用されることが可能である。ＣＰＩＣＨ　１のＥｃ／
Ｉ０測定値とＣＰＩＣＨ　ＮのＥｃ／Ｉ０測定値の間の差が、ある時間（いわゆる、トリ
ガまでの時間）にわたるヒステリシスより大きくなった場合、測定イベント、すなわち、
ＨＯ測定値報告イベント１Ｄが、ＵＥ　２３５から第１のＲＮＣ　１１２（１）に向けて
報告されることが可能であり、第１のＲＮＣ　１１２（１）が、次に、ソース・セル２０
５（１）から目標セル２０５（Ｎ）に向けてのＳＣＨ　ＨＯをトリガする。ＨＯ測定値報
告イベント１Ｄをトリガする時点は、ＵＥ　２３５の特定の位置に依存することが可能で
ある。ＨＯ測定値報告イベント１Ｄをトリガするその時点は、関連するＳＣＨに関するセ
ル境界５００を表すことが可能である。
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【００５２】
　セル境界５００を動かすため、特定のＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが、ＣＰＩＣＨ　Ｎに適用さ
れることが可能である。その特定のＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔは、第１のＲＮＣ　１１２（１）
からＵＥ　２３５に向けてシグナルされることが可能である。ＵＥ　２３５は、ＨＯ測定
値報告イベント１Ｄを評価する際にそのオフセットを適用して、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔによ
って小さくされたＣＰＩＣＨ　Ｎ’のＥｃ／Ｉ０測定値を与えることが可能である。同一
のヒステリシスおよびトリガまでの時間を使用して、ＨＯ測定値報告イベント１Ｄは、Ｃ
ＰＩＣＨ　Ｎの最初のＥｃ／Ｉ０測定値よりも後に生成されることが可能である。ＨＯ測
定値報告イベント１Ｄの時点は、ソース・セル２０５（１）から目標セル２０５（Ｎ）に
向けて移動されており、したがって、ＨＯ測定値報告イベント１Ｄの位置も、移動されて
いる。したがって、関連するＳＣＨに関するセル境界５００は、目標セル２０５（Ｎ）に
向かって移動する。
【００５３】
　ＤＣＨと対比される、ＳＣＨ上の負荷測定に関して、ＳＣＨ上のトラフィック負荷は、
ＳＣＨ上の使用される伝送電力と直接に相互に関係しない可能性があり、ＳＣＨに関する
第１のスケジューラ２３２（１）は、トランスポート・チャネルに割り当てられたすべて
の電力をいっぱいに満たそうと試みる。ＳＣＨに関して、第１のスケジューラ２３２（１
）は、そのＳＣＨ上の個々のユーザに対して第１のスケジューラ２３２（１）が提供する
ことができるサービスのレベルまたは等級から、トラフィック負荷を導き出すことができ
る。例えば、ＳＣＨ上で伝送される個々のサービスのスループット測定値を使用すること
ができ、ただし、サービス当たりの低いスループットは高い負荷を、サービス当たりの高
いスループットはＳＣＨ上の低い負荷を、それぞれ意味する。このため、ＳＣＨ上のその
ような負荷測定値が、一実施形態では、判定アルゴリズム２１５によって使用されて、ト
ラフィック負荷を分散させることが可能である。
【００５４】
　本発明の実施形態によるＵＴＲＡＮ　２０４に関する判定アルゴリズム２１５の様式図
が、図７に示されている。判定アルゴリズム２１５が開始される前に、各セルのＳＣＨ上
の負荷測定が、トリガされることが可能である。それらの負荷測定は、例えば、第１のス
ケジューラ２３２（１）のスケジューラ負荷を、判定アルゴリズム２１５に報告すること
が可能である。単純な定期的測定値報告に加えて、イベントによってトリガされる報告を
展開して、測定エンティティ、すなわち、第１のスケジューラ２３２（１）と、判定エン
ティティ、すなわち、判定アルゴリズム２１５の間におけるシグナルの量を減らすことが
できる。一実施形態では、以下の２つの報告イベントが利用されることが可能である。第
１の報告イベントにおいて、負荷測定値は、第１のスケジューラ２３２（１）負荷が、ｔ
ｈｒ＿ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｈｉｇｈ（上限閾値）を超えて高くなり、ｌｏａｄ＿ｍｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ＿ｈｙｓｔｅｒｅｓｉｓ＿ｔｉｍｅにわたって、そのままであった場合に、
報告されることが可能である。同様に、第２の報告イベントにおいて、負荷測定値は、第
１のスケジューラ２３２（１）負荷が、ｔｈｒ＿ｔｒｉｇｅｅｒ＿ｌｏｗ（下限閾値）を
下回って低下し、ｌｏａｄ＿ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ＿ｈｙｓｔｅｒｅｓｉｓ＿ｔｉｍｅ
にわたって、そのままであった場合に、報告されることが可能である。
【００５５】
　判定アルゴリズム２１５は、ブロック７００に示すとおり、特定のセルに関して、新た
な負荷測定値レポートが受信された場合に、トリガされることが可能である。判定ブロッ
ク７０５で、新たな負荷測定値レポートが調べられて、報告された負荷が、上限閾値、す
なわち、ｔｈｒ＿ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｈｉｇｈを超えているかどうかが確かめられる。負荷
＞ｔｈｒ＿ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｈｉｇｈであった場合、ＳＣＨユーザの数名は、ＨＯ＿ｏｆ
ｆｓｅｔを増加させることにより、他のセル群に移される。ブロック７１０で示すとおり
、さらなるユーザを近隣セル群に押し込むのに、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが、ＨＯ＿ｏｆｆｓ
ｅｔ＝ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ＋Δ＿ｏｆｆｓｅｔによって増加されることが可能である。し
かし、報告された負荷＜＝ｔｈｒ＿ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｈｉｇｈであった場合、ＨＯ＿ｏｆ
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ｆｓｅｔは、増加されなくてもよい。判定ブロック７１５で、報告された負荷が、下限閾
値、すなわち、ｔｈｒ＿ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｌｏｗを下回っているかどうかの検査が行われ
ることが可能である。報告された負荷＞ｔｈｒ＿ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｌｏｗであると判定さ
れた場合、負荷は、目指すところのトラフィック分散が存在する、ある範囲内にあり、Ｈ
Ｏ＿ｏｆｆｓｅｔの変更が望ましくないことが示される。判定アルゴリズム２１５は、ブ
ロック７２０で示すとおり、次の負荷測定値が着信するまで待つことができる。反対に、
負荷＜＝ｔｈｒ＿ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｌｏｗであった場合、セルは、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔを
低減することにより、おそらく重なり合う他の過負荷になった近隣セル群から、ＳＣＨの
数名のユーザを引き継ぐことができる。
【００５６】
　ブロック７２５で、さらなる共用チャネル・ユーザが、セルにハンドオーバすることを
可能にするように、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ：＝ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ
－Δ＿ｏｆｆｓｅｔによって低減されることが可能である。ブロック７３０で、ＨＯ＿ｏ
ｆｆｓｅｔは、図５に示すとおり、ＵＥ群が、そのセルのソフトＨＯ区域５１０の外にあ
る、別のセルにハンドオーバを行うのを防止するように、最大値および最小値までに制限
されることが可能である。ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔを制限することにより、望ましくない低い
レベルへの減少、または望ましくない非常に高いレベルへの増加が防止されることが可能
である。例えば、望ましくない低いレベルへの減少の状況は、セルラー遠隔通信システム
２００全体が、アンロードされたケースで生じる可能性がある。そのケースでは、ユーザ
は、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが低減された場合でさえ、セルに入ることができない。すべての
セルが完全にロードされる可能性がある、望ましくない非常に高いレベルへの増加の状況
では、閾値を高くし、ハンドオーバを開始することは、近隣セル群におけるより高い負荷
をもたらす可能性があり、それにより、それらのセルの閾値が高められて、一部のユーザ
が、セルから押し出される可能性がある。一実施形態では、そのような挙動を回避するた
め、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔは、次の形で設定されることが可能である。すなわち、ＨＯ＿ｏ
ｆｆｓｅｔ＝ｍｉｎ（ｍａｘ（ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ，ｍｉｎ＿ｏｆｆｓｅｔ），ｍａｘ＿
ｏｆｆｓｅｔ）である。
【００５７】
　判定ブロック７３５で、判定アルゴリズム２１５は、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが、前回の反
復で変更されているかどうかを調べることができる。ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが変更されてい
ないと判定された場合、判定アルゴリズム２１５は、ブロック７２０に進み、次の負荷測
定値が受け取られるまで、待つことができる。反対に、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが変更されて
いることを検査が示す場合、新たな回のＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ変更が、所望される可能性が
ある。新たな回のＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ変更が所望される場合、判定アルゴリズム２１５は
、ブロック７４０で示すとおり、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｗａｉｔｉｎｇ＿ｔｉｍｅにわた
って待ち、負荷測定が行われるのを可能にすることができる。判定アルゴリズム２１５は
、負荷が望ましい方向に変化している場合、新たな負荷測定をトリガすることができる。
【００５８】
　本発明の別の実施形態では、特定の閾値が超えられると、すなわち、負荷が、ｔｈｒ＿
ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｈｉｇｈを上回る、またはｔｈｒ＿ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｌｏｗを下回ると
、負荷測定が、負荷測定値の定期的な報告を可能にする場合、前述した判定アルゴリズム
２１５を変更することができる。この変更で、判定アルゴリズム２１５のブロック７３５
および７４０が、省かれることが可能である。というのは、トリガは、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅ
ｔの変更が所望される可能性がある場合に、行われることが可能であるからである。この
シナリオでは、負荷測定の周期性は、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ＿ｗａｉｔｉｎｇ＿ｔｉｍｅに
設定することができる。
【００５９】
　図８を参照すると、図７に示した判定アルゴリズム２１５が、本発明の例示的な実施形
態に従って、ＳＣＨ（共用チャネル）ＨＯ（ハンドオーバ）に関して図６に示したＨＯ測
定値報告イベント１Ｄを使用することが可能である。図８に示した、ＳＣＨに関するハー
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ド・ハンドオーバのシナリオでは、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが、ＨＯ測定イベント１Ｄに適用
されることが可能である。判定アルゴリズム２１５を使用して、トラフィック負荷は、従
来のＤＳＣＨ上だけでなく、ＨＳ－ＤＳＣＨ上においても分散が行われることが可能であ
る。この例示的なシナリオでは、ＵＥ　２３５のＤＣＨは、２つの別個のノードＢ、例え
ば、図５に示すノードＢ　＃１、５０５（１）およびノードＢ　＃２、５０５（Ｎ）に位
置する２つのセルに接続されることが可能である。ＳＣＨは、第１のスケジューラ２３２
（１）によるサービスを受けることが可能であり、ソース無線リンクを介して、ノードＢ
　＃１、５０５（１）に位置するソース・セル２０５（１）に接続されることが可能であ
る。
【００６０】
　図８の第１のスケジューラ２３２（１）は、ノードＢ　＃１、５０５（１）に配置され
るが、スケジューラ、またはスケジューラの一部分は、特定の用途に依存して、セルラー
遠隔通信システム２００内に位置することも可能であるものと理解されたい。例えば、Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨのケース、およびＤＳＣＨのケースでは、そのような割り当てが、特定のセ
ルに割り当てられることが可能なスケジューラ群に関して導き出されることが可能である
。このケースでは、ソース・セル、ｓ、２０５（１）内のトラフィック負荷は、十分に高
く、したがって、判定アルゴリズム２１５が、ソース・セル、ｓ、２０５（１）のＨＯ＿
ｏｆｆｓｅｔを増加させ、他方、目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）のＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔは、
そのまま変わらない。本発明の１つの例示的な実施形態によれば、ＳＣＨハンドオーバは
、以下のとおり実行されることが可能である。すなわち、
１．ＣＲＮＣ（制御無線ネットワーク・コントローラ）、すなわち、第１のＲＮＣ　１１
２（１）が、ＲＲＣ（無線リソース制御）測定制御メッセージを介して、ソース・セル、
ｓ、２０５（１）に接続された１つのＤＣＨ無線リンクを有するＵＥ　２３５などの、各
ＵＥに新たなＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔをシグナルし、ＨＯ測定値報告イベント１Ｄが、ソース
・セル、ｓ、２０５（１）に関する新たなＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔを変更し、設定する。
２．新たなＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔで、特定のＵＥに関して、目標無線リンクが、ソース無線
リンクと比べて比較的良好となる。その場合、ＨＯ測定値報告イベント１Ｄが、第１のＲ
ＮＣ　１１２（１）に報告される。
３．その特定のＵＥからＨＯ測定値報告イベント１Ｄを受信すると、第１のＲＮＣ　１１
２（１）は、ＳＣＨサービス提供無線リンクをソース・セル、ｓ、２０５（１）から目標
セル、ｔ、２０５（Ｎ）の方に移すことを決める。第１のＲＮＣ　１１２（１）は、ＳＣ
Ｈサービス提供無線リンクを、ソース・セル、ｓ、２０５（１）から目標セル、ｔ、２０
５（Ｎ）に向けて切り替える。例えば、この切り替えは、３ＧＰＰ（第３世代パートナー
シップ・プロジェクト）ＵＭＴＳ標準において説明される、同期されたＳＣＨ切り替え手
続きによって達することができる。この目的で、ソース・ノードＢ　１、５０５（１）お
よび目標ノードＢ　Ｎ、５０５（Ｎ）が、ＮＢＡＰ（ノードＢアプリケーション部）無線
リンク変更手続きによって、存在するＩＥ（情報要素）を削除するＳＣＨ、またはＩＥ（
情報要素）プレゼントを追加するＳＣＨとともに再構成されることが可能である。ＵＥ　
２３５は、ＳＣＨに対して、ＲＲＣ物理チャネル再構成メッセージによって再構成されて
、ＩＥプレゼントを変更することが可能である。一実施形態では、この文脈内で、ＳＣＨ
　ＩＥを使用して、ＤＳＣＨまたはＨＳ－ＤＳＣＨを構成することができる。
４．再構成が成功した後、サービス提供ＳＣＨ無線リンクは、目標セル、ｔ、２０５（Ｎ
）の方に移されることが可能であり、その時点で、ＵＥ　２３５は、目標ノードＢ　Ｎ、
５０５（Ｎ）における目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）の第２のスケジューラ１１２（Ｎ）に
よるサービスを受けることが可能である。ノードＢ　１、５０５（１）におけるソース・
セル、ｓ、２０５（１）の第１のスケジューラ１１２（１）は、ＵＥ　２３５のＳＣＨに
サービスを提供しないことが可能であるため、このスケジューラのスケジューリング負荷
が、大幅に軽減されることが可能である。
【００６１】
　ハンドオーバのためのレイヤ３メッセージングの使用に起因して、ＵＭＴＳリリース５
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向けの現在の３ＧＰＰ標準におけるハンドオーバ手続きには、いくらかの待ち時間が存在
する。特に、スケジューラが、ノードＢ内に物理的に位置するＨＳ－ＤＳＣＨの場合、ス
ケジューリング・エンティティは、スケジューリング・エンティティが、１つのノードＢ
から別のノードＢに移される場合、理想的には、リセットされる。ＲＬＣ（無線リンク・
コントロール）が、ソース・ノードＢ　１、５０５（１）から目標ノードＢ　Ｎ、５０５
（Ｎ）にそれまで伝送されていないデータのいくらかの損失を扱うことができる。
【００６２】
　ＳＣＨ、および関連するＤＣＨに関する異なるオフセットを実現するのに、一実施形態
では、異なる測定をセットアップすることができる。ＤＣＨ上の従来のソフトＨＯ測定、
すなわち、イベント１Ａ、１Ｂ、および１Ｃを含むイベントが関与する測定に関して、１
つの固定のＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが適用されることが可能であり、このＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ
は、カバレッジなどのＲＦ（無線周波数）条件だけ、または事業者固有の問題、例えば、
セル阻止によって決められることが可能である。ＳＣＨハンドオーバ、すなわち、ＨＯ測
定値報告イベント１Ｄに関して、ＤＣＨに関して使用されるのとは異なることが可能な、
変数、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが適用されることが可能である。判定アルゴリズム２１５は、
この変数、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔを、例えば、３ＧＰＰ標準によってサポートされる２つの
異なるセットの周波数内測定値を使用して算出することができる。
【００６３】
　図９を参照すると、図７に示した判定アルゴリズム２１５が、本発明の実施形態に従っ
て、ＨＯ（高速ハンドオーバ）のためにＳＣＨ（共用チャネル）上で（ＦＣＳ）高速セル
選択を使用することが可能である。ソース・セル、ｓ、２０５（１）および目標セル、ｔ
、２０５（Ｎ）は、単一のノードＢ　５０５内に位置する１つのスケジューラ２３２によ
って制御されることが可能であり、例えば、高速セル選択が、ＨＳ－ＤＳＣＨに関してサ
ポートされることが可能である。その場合、３ＧＰＰ標準に準拠して、スケジューラ２３
２は、いずれのセル上にスケジュールを行うかを自動的に判定することができる。このス
ケジューリング判定は、ＵＥ　２３５によってノードＢ、５０５に送り返されるフィード
バック情報に基づくことが可能である。レイヤ３シグナルの使用を回避することにより、
従来のハンドオーバよりも比較的高速なＳＣＨハンドオーバを得ることができ、ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨのケースに関して、さらなるスケーリング利得さえもたらされる。
【００６４】
　図９に示す例示的なシナリオでは、ＵＥ　２３５は、ソース・セル、ｓ、２０５（１）
によるサービスを主に受けることが可能である。このサービス提供セルにおけるトラフィ
ック負荷は、上限閾値、ｔｈｒ＿ｔｒｉｇｇｅｒ＿ｈｉｇｈより大きくなる可能性がある
ため、判定アルゴリズム２１５は、より大きいＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔをソース・セル、ｓ、
２０５（１）に割り当てることが可能である。一実施形態によれば、共用チャネル・ハン
ドオーバのための高速セル選択は、以下のとおり行われることが可能である。すなわち、
１．新たなＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔが、ＵＥ　２３５にシグナルされることが可能である。Ｕ
Ｅ　２３５が、その新たなＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔを決定すべき関連するＦＣＳエンティティ
に適用することが可能であり、そのセルから、新たなスケジュールされたデータが要求さ
れることが可能である。
２．この実施例では、目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）が、ＦＣＳエンティティに比較的より
魅力的になることが可能であり、ＵＥ　２３５は、追加のフィードバックをノードＢ　５
０５に送り、目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）からデータを要求することが可能である。
３．ＵＥ　２３５は、この時点で、目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）によるサービスを主に受
けることが可能であるため、そのユーザからのトラフィック負荷は、ソース・セル、ｓ、
２０５（１）から目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）に向けて効率的に移すことができる。
【００６５】
　したがって、ＦＳＣエンティティ・ベースの共用チャネル・ハンドオーバは、完全なハ
ンドオーバによって使用されるよりも相当に少ないシグナルを使用することが可能であり
、比較的より高速であることが可能である。さらに、同一のスケジューリング・エンティ
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ティが、ソース・セル、ｓ、２０５（１）内のユーザ、および目標セル、ｔ、２０５（Ｎ
）内のユーザにサービスを提供するため、スケジューラ・リセットは、望ましくない可能
性がある。このため、判定アルゴリズム２１５は、ＦＣＳ中、データ損失を回避すること
ができる。そのようなシグナルは、ＦＣＳに関するＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔをＨＳ－ＤＳＣＨ
上でＵＥ　２３５に提供することができる。例えば、ＰＨＹ（物理的）レイヤ・シグナル
は、ノードＢ　５０５とＵＥ　２３５の間でデータを交換することができる。代替として
、判定アルゴリズム２１５は、第１のＲＮＣ　１１２（１）からのＲＲＣシグナルをＵＥ
　２３５に適用することができる。
【００６６】
　図１０を参照すると、図７に示した判定アルゴリズム２１５が、本発明の１つの例示的
な実施形態に従って、ＨＯ（ハンドオーバ）のためにＦＡＣＨ（順方向アクセス・チャネ
ル）上でセル選択を使用することができる。ＦＡＣＨは、ソース・セル、ｓ、２０５（１
）や目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）などの、セルの周辺部における所望のカバレッジによっ
て決まることが可能な一定の電力を有するトランスポート・チャネルである。ＦＡＣＨは
、例えば、背景トラフィックをサポートするために、短いパケットを伝送することが可能
であり、短いパケットは、ＤＣＨまたはＳＣＨなどの他のチャネル上では効率的に伝送さ
れない可能性がある。
【００６７】
　ＦＡＣＨスケジューラ２３２は、ＦＡＣＨを介する伝送を制御することができる。ＦＡ
ＣＨスケジューラ２３２は、第１のＲＮＣ　１１２（１）内に位置することが可能である
。近隣セル間のＦＡＣＨ上でトラフィック負荷を制御するのに、図８に示したＳＣＨのＨ
Ｏに対するのと同様のアプローチを、いくつかの変更を加えて適用することができる。Ｆ
ＡＣＨは、低い帯域幅を有するチャネルであるため、ＦＡＣＨ上のスケジューリング負荷
は、パケット遅延によって測定されることが可能である。つまり、より低い遅延は、低い
負荷を意味し、より高い遅延は、高い負荷と等価である。判定アルゴリズム２１５は、セ
ル選択およびセル再選択のために、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔの代わりに、ＣＳ＿ｏｆｆｓｅｔ
（セル選択オフセット）を使用してもよい。
【００６８】
　図１０に示した実施例では、判定アルゴリズム２１５が実行される前に、ＵＥ　２３５
が、ソース・セル、ｓ、２０５（１）に接続されることが可能である。ＵＥ　２３５は、
ソース・セル、ｓ、２０５（１）から、ＦＡＣＨ上で１つまたは複数のメッセージを受信
することができ、ＲＡＣＨ上でこのセルに１つまたは複数のメッセージを送信することが
できる。前述したＳＣＨシナリオとは異なり、ＵＥ　２３５からソース・セル、ｓ、２０
５（１）へのＤＣＨ上の接続は、全く存在しないことが可能である。ソース・セル、ｓ、
２０５（１）におけるトラフィック負荷が十分に高い場合、判定アルゴリズム２１５は、
ソース・セル、ｓ、２０５（１）のＣＳ＿ｏｆｆｓｅｔを増加させることができ、他方、
目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）のＣＳ＿ｏｆｆｓｅｔは、そのままであることが可能である
。本発明の一実施形態によれば、ハンドオーバのためのＦＡＣＨ上のセル選択は、以下の
とおり行われることが可能である。
１．制御無線ネットワーク・コントローラ（ＣＲＮＣ）、すなわち、第１のＲＮＣ　１１
２（１）が、ソース・セル、ｓ、２０５（１）に接続されたＵＥ　２３５のような各ＵＥ
に、ＳＩＢ（システム情報ブロック）番号４上のブロードキャストを介して、新たなＣＳ
＿ｏｆｆｓｅｔをシグナルする。
２．新たなＣＳ＿ｏｆｆｓｅｔで、特定のＵＥに関して、目標無線リンクは、ソース無線
リンクと比べて比較的良好になる。その場合、ＵＥ　２３５は、目標セル、ｔ、２０５（
Ｎ）を選択し、セル変更を示すＣＥＬＬ＿ｕｐｄａｔｅメッセージを、ソース・セル、ｓ
、２０５（１）のＲＡＣＨ上で第１のＲＮＣ　１１２（１）に送信する。
３．ＵＥ　２３５からＣＥＬＬ＿ｕｐｄａｔｅを受信すると、第１のＲＮＣ　１１２（１
）は、このＵＥに関するＦＡＣＨ上の送信、およびＲＡＣＨ上の受信をソース・セル、ｓ
、２０５（１）から目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）に向けて切り替える。また、この切り替
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えは、目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）に関するＦＡＣＨスケジューラ２３２ａへの遷移も暗
示することが可能である。ＵＥ　２３５は、目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）のＦＡＣＨ上で
ＣＥＬＬ＿ｕｐｄａｔｅ確認メッセージを送信することにより、この遷移について知らさ
れることが可能である。
４．再構成が成功した後、目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）のＦＡＣＨスケジューラ２３２ａ
は、ＵＥ　２３５にサービスを提供することができる。ソース・セル、ｓ、２０５（１）
のＦＡＣＨスケジューラ２３２ａは、このＵＥにサービスを提供しないことが可能である
ため、このスケジューラのスケジューリング負荷は、大幅に軽減されることが可能である
。一実施形態では、ソースＦＡＣＨスケジューラと目標ＦＡＣＨスケジューラの両方が、
同一のＲＮＣ内に位置している、すなわち、第１のスケジューラ１１２（１）であること
が可能である。その結果、ＵＥ　２３５の基本的に損失のない受け渡しを得ることができ
る。
【００６９】
　本発明の実施形態によれば、ＦＡＣＨ上のトラフィック負荷は、以下のとおり制御され
ることが可能である。ＵＥ、すなわち、ＵＥ　２３５を目標セル、ｔ、２０５（Ｎ）に移
すため、このＵＥの区域に入り込む目標ＦＡＣＨのカバレッジを確実にするように、目標
セル、ｔ、２０５（Ｎ）において、関連するＦＡＣＨの定伝送電力の増加が所望される可
能性がある。セル選択の性質に起因して、特定のセルに対するＲＡＣＨの割り当ても、変
わる可能性がある。ＵＥ　２３５は、最小のパス損失でノードＢに接続されない可能性が
あり、アップリンク干渉が増加する可能性があり、アップリンクにおけるトラフィック負
荷が増加する。この効果を抑えるため、ｍａｘ＿ｏｆｆｓｅｔおよびｍｉｎ＿ｏｆｆｓｅ
ｔという異なる値を使用することができる。しかし、ＦＡＣＨのケースに関して、これら
のｍａｘ＿ｏｆｆｓｅｔ値およびｍｉｎ＿ｏｆｆｓｅｔ値は、ＳＣＨのケースで選択され
るパラメータよりも狭く選択されることが可能である。
【００７０】
　ＩＤＬＥ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への従来のコール・セットアップ段階に関して
、シグナル遅延を可能な限り短く留めるため、ＩＤＬＥ状態のＵＥ　２３５は、環境条件
に基づいてノードＢに接続すること、すなわち、最低のパス損失を有するノードＢに接続
することができる。したがって、ＣＳ＿ｏｆｆｓｅｔは、接続された状態のＵＥ群に適用
可能なＳＩＢ番号４でだけブロードキャストされることが可能である。オフセット・パラ
メータは、ＳＩＢ番号３でブロードキャストされることが可能である。それらのオフセッ
ト・パラメータは、ＩＤＬＥ状態のＵＥ群だけに関して使用されることが可能であり、そ
のまま変わらないことが可能である。一実施形態では、ＣＳ＿ｏｆｆｓｅｔは、ＤＣＨ上
、およびＳＣＨ上で使用されるオフセットとは独立に調整されることが可能であるため、
ＦＡＣＨに関する負荷分散は、ＤＣＨ上の負荷、またはＳＣＨ上の負荷とは独立に使用さ
れることが可能である。
【００７１】
　このようにして、一部の実施形態に関して、大幅に改善されたＳＣＨ負荷分散が提供さ
れることが可能である。例えば、異なるセルに関して特定のＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔを適用す
ることにより、負荷分散が実行される。さらに、これらのオフセットは、ＳＣＨとＤＣＨ
に関して異なることが可能である。ＨＯ測定値報告イベント１Ｄを使用することにより、
判定アルゴリズム２１５は、ＳＣＨハードＨＯに負荷分散を適用することができる。同様
に、特定のシグナル・スキームの使用により、高速セル選択に判定アルゴリズム２１５を
適用することが可能になる。セル選択に判定アルゴリズム２１５を適用することにより、
本発明の他の諸実施形態において、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨにおけるトラフィック負荷が、Ｄ
ＣＨおよびコール確立とは異なることが可能なパラメータで移されることが可能である。
【００７２】
　判定アルゴリズム２１５の使用により、無線チャネル上のトラフィック負荷のセル・エ
ンジニアリング方法ベースの扱いに勝る多くの利点が提供される。一例として、判定アル
ゴリズム２１５をＵＭＴＳ　ＤＳＣＨ、ならびにＵＭＴＳ　ＨＳ－ＤＳＣＨに適用するこ
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とができる。さらに、他の標準に対する判定アルゴリズム２１５の使用も可能であり、例
えば、ＣＤＭＡ－２０００　１ｘＲＴＴは、３Ｇ１Ｘ　ＩＸＥＶ（１ｘ　Ｅｖｏｌｕｔｉ
ｏｎ）ＥＶＤＯ（データ専用）システムとも呼ばれる。ＥＶＤＯシステムは、１．２５Ｍ
ＨｚのＩＳ９５無線チャネル構造を変更（最適化）して、無線顧客に高速データ・サービ
ス（最高で２．４Ｍｂｐｓ）を提供する。ＥＶＤＯシステムは、セルラー・サービス・プ
ロバイダ通信事業者が、さらなるＩＳ－９５　ＣＤＭＡ無線チャネル（変更が加えられた
）の１つを使用して、広帯域の高速データ・サービスを顧客に提供することができるよう
にする。ＣＤＭＡ－２０００　１ｘＲＴＴは、ＣＤＭＡプラットフォームに基づく３Ｇ無
線技術である。１ｘＲＴＴにおける１ｘは、１．２５ＭＨｚチャネルの数である１ｘを指
す。１ｘＲＴＴにおけるＲＴＴは、無線伝送技術を表す。
【００７３】
　有利には、トラフィック負荷は、不均質なシナリオにおいてセル間で分散されて、負荷
の高いセルからのユーザに、以前に未使用であった、負荷の軽いセルのリソースを提供す
ることが可能である。判定アルゴリズム２１５は、他のセル群からの知識なしに、特定の
セルに関する負荷制御を実行することができる。近隣セル群が、ＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔを同
時に変更している可能性が高い場合、影響を受けるセル間の負荷分散が、自動的に提供さ
れることが可能である。この自動的負荷分散は、１つの負荷の高いセルから、同時に高い
負荷がかかるようになる別のセルにＵＥを移すことを防止することができる。判定アルゴ
リズム２１５は、１つの特定の実施形態では、他のシグナルを利用することなしに、３Ｇ
ＰＰ標準によって指定されたＨＯ測定値報告イベント１Ｄを再使用することができる。
【００７４】
　無線チャネル上のトラフィック負荷のセル・エンジニアリング・ベース、および／また
はビーム形成ベースの扱いとは異なり、判定アルゴリズム２１５は、ＤＣＨが、依然、Ｃ
ＤＭＡソフトＨＯプロトコルに従って受信を実行しながら、ＳＣＨに関するトラフィック
負荷を独立に分散させることができる。判定アルゴリズム２１５は、それでも、セル・エ
ンジニアリングおよび／またはビーム形成と組み合わせてもよい。それらのアプローチを
組み合わせるのに、一実施形態によれば、ＤＣＨの受信および負荷を最適化し、ＳＣＨ負
荷分散を適用することができる区域を調整するように、カバレッジおよび負荷が、設計さ
れることが可能である。その後、設計されたセル間で負荷分散、設計された区域内のビー
ムを実行する。そのような変更を加えて、判定アルゴリズム２１５は、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣ
Ｈにおけるトラフィックを移すのにも適用することができる。セル選択に関するＣＳ＿ｏ
ｆｆｓｅｔは、ＳＣＨに関するＨＯ＿ｏｆｆｓｅｔ、ＤＣＨに関するオフセット、および
従来のコール・セットアップ・シナリオに関するセル選択パラメータとは独立に選択され
ることが可能である。この独立の選択により、ＦＡＣＨ上のトラフィック負荷に基づく負
荷分散に関する個々の判定ができるようになることが可能である。
【００７５】
　本発明を、本明細書では、遠隔通信ネットワーク環境において役立つものとして説明し
てきたが、本発明は、他の接続された環境においても応用される。例えば、以上に説明し
たデバイスの２つ以上を、ハード・ケーブル布線、無線周波数信号（例えば、８０２．１
１（ａ）、８０２、１１（ｂ）、８０２．１１（ｇ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなど）、赤外
線結合、電話線とモデムなどの、デバイス－デバイス接続を介して一緒に結合してもよい
。本発明は、２名以上のユーザが、互いに接続され、互いに通信することができる任意の
環境において応用されることが可能である。
【００７６】
　本明細書の様々な実施形態で示した様々なシステム・レイヤ、ルーチン、またはモジュ
ールは、実行可能な制御ユニットであることが可能であることが、当業者には認められよ
う。制御ユニットには、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロ
セッサ、プロセッサ・カード（１つまたは複数のマイクロプロセッサまたはコントローラ
を含む）、あるいは他の制御デバイスまたはコンピューティング・デバイス、ならびに１
つまたは複数の記憶デバイス内に含まれる実行可能命令が含まれることが可能である。記
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憶デバイスには、データおよび命令を格納するための１つまたは複数のマシン可読記憶媒
体が含まれることが可能である。記憶媒体には、ＤＲＡＭまたはＳＲＡＭ（ダイナミック
・ランダム・アクセス・メモリまたはスタティック・ランダム・アクセス・メモリ）、Ｅ
ＰＲＯＭ（消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ）、ＥＥＰＲＯＭ（電気的に消
去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ）、およびフラッシュメモリなどの半導体メ
モリ・デバイス、固定ディスク、フロッピー（登録商標）・ディスク、リムーバブル・デ
ィスクなどの磁気ディスク、テープを含む他の磁気媒体、ならびにＣＤ（コンパクト・デ
ィスク）またはＤＶＤ（デジタル・ビデオ・ディスク）などの光媒体を含む、異なる形態
のメモリが含まれることが可能である。様々なシステムにおける様々なソフトウェア・レ
イヤ、ルーチン、またはモジュールを構成する命令は、それぞれの記憶デバイスの中に格
納されることが可能である。命令は、それぞれの制御ユニットによって実行されると、対
応するシステムが、プログラミングされた動作を実行するようにさせる。
【００７７】
　以上に開示した特定の諸実施形態は、単に例示的である。というのは、本発明は、本明
細書の教示を利用する当業者には明白な、異なるが、均等の形で変更し、実施することも
できるからである。さらに、添付の特許請求の範囲に記載する以外、本明細書で示す構成
または設計の詳細への限定は、全く意図していない。したがって、以上に開示した特定の
諸実施形態は、改変、または変更することができ、すべてのそのような変形形態が、本発
明の範囲および趣旨に含まれるものと考えられる。したがって、本明細書で求められる保
護は、添付の特許請求の範囲に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の１つの例示的な実施形態による、複数のセルのネットワークに関連する
通信ノードから、１つまたは複数の共用無線チャネル上の多数のユーザへのデータの伝送
におけるトラフィック負荷を分散させる無線通信網のためのコントローラを含む、遠隔通
信システムを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による、判定アルゴリズムを有する無線ネットワーク・コン
トローラと、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ標準によって少なくともある程度、定義されたスケジューラを有する基
地トランシーバ局とを含むセルラー遠隔通信システムを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態による、図２に示した、複数のセルのネットワークに関連す
る通信ノードから、１つまたは複数の共用無線チャネル上の多数のユーザへのデータの伝
送におけるトラフィック負荷を分散させるための方法を実施することを示す様式図である
。
【図４】負荷分散が適用されない場合の通常のハンドオーバ・シナリオで、共用チャネル
に関する通常の負荷処理を行うことの原理を示す様式図である。
【図５】本発明の１つの例示的な実施形態による、図２に示した、判定アルゴリズムから
の判定が第１のスケジューラに提供されることに応答してセルラー境界を動かすことによ
る、負荷分散を示す様式図である。
【図６】本発明の１つの例示的な実施形態による、測定イベント中の、図２に示した判定
アルゴリズムを示す様式図である。
【図７】本発明の１つの例示的な実施形態による、ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒ
ｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に関する、図２に示した判定アル
ゴリズムを示す様式図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態による、図６に示した測定イベントを使用する共用チ
ャネル・ハンドオーバに対する、図７に示した判定アルゴリズムの適用を示す図である。
【図９】本発明の実施形態による、共用チャネル上で高速セル選択戦略を使用する共用チ
ャネル・ハンドオーバに対する、図７に示した判定アルゴリズムの適用を示す図である。
【図１０】本発明の１つの例示的な実施形態による、ＦＡＣＨ（順方向アクセス・チャネ
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