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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、ＵＥｎ）と
通信するように構成された、無線アクセスネットワークに含まれる基地局（１００）にお
ける方法であって、
　時刻ｔ＝１，…，ｎにおいてサンプリングされたＣＱＩ値の列を、前記少なくとも一つ
のユーザ装置（ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、ＵＥｎ）のうちの一つ以上か
ら受信するステップと、
　前記受信された特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれに対して、時刻ｔにおける特定のＣＱＩ値
ｋが与えられた場合の時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩ値の条件付き期待値を推定するステップ
と、
　前記特定のＣＱＩ値ｋに対する時刻ｔ＋ｄにおける前記ＣＱＩ値の前記推定された条件
付き期待値である、前記特定のＣＱＩ値ｋに対する予測ＣＱＩ値を取得するステップと
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記予測ＣＱＩ値は

で表され、
　前記予測ＣＱＩ値は、
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を時刻ｔにおける前記ＣＱＩ値とし、＃を受信されたＣＱＩ値のうちで時刻ｔにおける前
記ＣＱＩ値がｋに等しいものの個数とする場合に、

を用いて取得されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記無線アクセスネットワークにおいて用いられる特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれすべて
に対して予測ＣＱＩ値を取得するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１又は
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記無線アクセスネットワークにおいて用いられる特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれすべて
に対するすべての予測ＣＱＩ値を集約する参照ＣＱＩ予測テーブルを作成するステップを
さらに備えることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記使用される無線アクセスネットワークにおいて用いられるすべての特定のＣＱＩ値
は、０から３０の整数であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項６】
　前記基地局（１００）と個別ユーザ装置（ＵＥ４）との間に通信セッションが設立され
、
　前記方法は、
　　前記基地局（１００）と個別ユーザ装置（ＵＥ４）との間の前記通信セッションの間
に前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）から時刻ｔ＝１，…，ｎにおいてサンプリングされたＣ
ＱＩ値の列を受信するステップと、
　　前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）からの前記受信された特定のＣＱＩ値のそれぞれに対
して、時刻ｔにおける前記特定のＣＱＩ値が与えられた場合の時刻ｔ＋ｄにおけるサンプ
ルＣＱＩ予測値を推定するステップと、
　　時刻ｔ＋ｄにおける前記予測ＣＱＩ値と前記サンプルＣＱＩ予測値との間の加重平均
を形成することによって、前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）に対する時刻ｔ＋ｄにおける個
別予測ＣＱＩ値を取得するステップと
をさらに備え、
　前記加重平均は、前記個別サンプルＣＱＩ予測値に対して進行中の通信セッションの間
に受信されたＣＱＩ値の列の統計データに応じて更新され、前記通信セッションの開始時
点では予測ＣＱＩ値に完全に重みがおかれて始まり、前記進行中の通信セッションの間に
受信されたＣＱＩ値が増加すると該予測ＣＱＩ値への重みを減少する
ことを特徴とする請求項４又は５に記載の方法。
【請求項７】
　前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）に対する時刻ｔ＋ｄにおける前記予測ＣＱＩ値と前記サ
ンプルＣＱＩ予測値の間の前記加重平均は、

を前記個別予測ＣＱＩ値とし、

を前記参照テーブルからの前記予測ＣＱＩ値とし、

を前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）からの前記個別サンプルＣＱＩ予測値とする場合に、
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を用いて取得され、
　重みαは０≦α≦１を満たし、前記通信セッションの開始時点でαは最初は１であり、

を推定するのに用いられるサンプルサイズが増加するにつれてαは０に近づく
ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）は、前記基地局（１００）がサービスを提供するソース
セル（１１０）から、宛先基地局（２１０）がサービスを提供する宛先セル（２００）へ
のハンドオーバを実行し、
　前記方法は、
　　前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）に対する前記無線アクセスネットワークにおいて用い
られる特定のＣＱＩ値のそれぞれすべてに対する前記個別サンプルＣＱＩ予測値を前記宛
先基地局（２１０）に送信するステップであって、前記宛先基地局（２１０）は、前記宛
先基地局（２１０）が作成した参照ＣＱＩ予測値と、前記ソースセル（１１０）内の前記
基地局（１００）が作成した前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）に対する前記個別サンプルＣ
ＱＩ予測値と、の両方を用いて、前記宛先セル（２００）内の前記個別ユーザ装置（ＵＥ
４）に対する時刻ｔ＋ｄにおける個別サンプルＣＱＩ予測値を作成するステップをさらに
備える
ことを特徴とする請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、ＵＥｎ）と
通信するように構成された、無線アクセスネットワークに含まれる基地局（１００）の装
置（５００）であって、
　時刻ｔ＝１，…，ｎにおいてサンプリングされたＣＱＩ値の列を、前記少なくとも一つ
のユーザ装置（ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、ＵＥｎ）のうちの一つ以上か
ら受信するように構成された受信器（５１０）と、
　前記受信された特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれに対して、時刻ｔにおける特定のＣＱＩ値
ｋが与えられた場合の時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩ値の条件付き期待値を推定するように構
成された推定ユニット（５２０）と、
　前記特定のＣＱＩ値ｋに対する時刻ｔ＋ｄにおける前記ＣＱＩ値の前記推定された条件
付き期待値である、前記特定のＣＱＩ値ｋに対する予測ＣＱＩ値を取得するように構成さ
れた予測ユニット（５３０）と
を備えることを特徴とする基地局の装置（５００）。
【請求項１０】
　前記予測ユニット（５３０）は、前記無線アクセスネットワークにおいて用いられる特
定のＣＱＩ値ｋのそれぞれすべてに対して予測ＣＱＩ値を取得し、前記無線アクセスネッ
トワークにおいて用いられる特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれすべてに対するすべての予測Ｃ
ＱＩ値を集約する参照ＣＱＩ予測テーブルを作成するようにさらに構成されたことを特徴
とする請求項９に記載の基地局の装置（５００）。
【請求項１１】
　前記基地局（１００）は、前記基地局（１００）と個別ユーザ装置（ＵＥ４）との間に
通信セッションを設立するように構成され、
　前記受信器（５１０）は、前記基地局（１００）と個別ユーザ装置（ＵＥ４）との間の
前記通信セッションの間に前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）から時刻ｔ＝１，…，ｎにおい
てサンプリングされたＣＱＩ値の列を受信するようにさらに構成され、
　前記推定ユニット（５２０）は、前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）からの前記受信された
特定のＣＱＩ値のそれぞれに対して、時刻ｔにおける前記特定のＣＱＩ値が与えられた場
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合の時刻ｔ＋ｄにおけるサンプルＣＱＩ予測値を推定するようにさらに構成され、
　前記予測ユニット（５３０）は、時刻ｔ＋ｄにおける前記予測ＣＱＩ値と前記サンプル
ＣＱＩ予測値との間の加重平均を形成することによって、前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）
に対する時刻ｔ＋ｄにおける個別予測ＣＱＩ値を取得するようにさらに構成され、
　前記加重平均は、前記個別サンプルＣＱＩ予測値に対して進行中の通信セッションの間
に受信されたＣＱＩ値の列の統計データに応じて更新され、前記通信セッションの開始時
点ではα＝１で始まり、前記進行中の通信セッションの間に受信されたＣＱＩ値が増加す
ると該予測ＣＱＩ値への重みを減少する
ことを特徴とする請求項１０に記載の基地局の装置（５００）。
【請求項１２】
　前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）は、前記基地局（１００）がサービスを提供するソース
セル（１１０）から、宛先基地局（２１０）がサービスを提供する宛先セル（２００）へ
のハンドオーバを実行するように構成され、
　前記基地局の装置（５００）は、
　　前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）に対する前記無線アクセスネットワークにおいて用い
られる特定のＣＱＩ値のそれぞれすべてに対する前記個別サンプルＣＱＩ予測値を前記宛
先基地局（２１０）に送信するように構成された送信器（５４０）であって、前記宛先基
地局（２１０）は、前記宛先基地局（２１０）が作成した参照ＣＱＩ予測値と、前記ソー
スセル（１１０）内の前記基地局（１００）が作成した前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）に
対する前記個別サンプルＣＱＩ予測値と、の両方を用いて、前記宛先セル（２００）内の
前記個別ユーザ装置（ＵＥ４）に対する時刻ｔ＋ｄにおける個別サンプルＣＱＩ予測値を
作成するように構成される送信器（５４０）をさらに備える
ことを特徴とする請求項１１に記載の基地局の装置（５００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線アクセスネットワークにおける基地局のための方法および装置に関
する。本発明は特に無線アクセスネットワークにおけるＣＱＩ予測値の作成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の無線通信システムでは、無線受信機でチャネル品質を推定するために種々の測定
技術が用いられる。
【０００３】
　これらの測定技術は例えば、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ、Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）およ
びマイクロ波アクセスのための全世界相互運用（ＷｉＭａｘ、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎ
ｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）などのア
クセス技術を用いるシステムにおいて採用される。ＷｉＭａｘはＩＥＥＥ８０２．１６標
準に基づく広帯域無線ネットワークに関連する。このような測定技術の一つはチャネル品
質指標（ＣＱＩ、Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）である。ＣＱ
Ｉはダウンリンクの品質報告に関する用語であり、ユーザ装置により測定され、基地局に
送信される。ＣＱＩは幾つかのアルゴリズムへの入力である。
【０００４】
　ＣＱＩの主な目的は、伝送フォーマット、すなわち電力、ブロックサイズ、変調、およ
び符号化を選択するためである。典型的には１０％のブロック誤り率（ＢＬＥＲ、Ｂｌｏ
ｃｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ）のような一定の確率でユーザ装置が受信し検出するＣＱＩ
に基づいて、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒ
ｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）において用いられる高速物理ダウンリン
ク共有チャネル（ＨＳ－ＰＤＳＣＨ、Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　ＳｈａｒｅｄをＣｈａｎｎｅｌ）の送信電力が選択される。ＢＬＥＲはディ
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ジタル回線で受信されたブロック総数に対する誤りブロック数の比である。高負荷であり
電力制限のある場合に、希望よりも小さい伝送ブロックサイズ（ＴＢＳ、ｔｒａｎｓｐｏ
ｒｔ　ｂｌｏｃｋ　ｓｉｚｅ）が選択される。ＴＢＳが小さいことは、低電力で送信され
る場合にユーザ装置がブロックを受信できるように、符号化が多くなるか変調が低い次数
になることの少なくとも何れかを意味する。
【０００５】
　高速共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ、Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のチャネル電力制御にもＣＱＩが用いられる。また、高速
物理ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＰＤＳＣＨ）の共有されるチャネルにおけるパケ
ット／ユーザに関するメディアアクセス制御（ＭＡＣ、Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）スケジューリングもＣＱＩに基づくことができる。最良信号対干渉比（ＳＩ
Ｒ、Ｓｉｇｎａｌ－ｔｏ－Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）および比例公平（Ｐ
Ｆ、Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ　Ｆａｉｒ）スケジューリングはＣＱＩベースのスケジュ
ーリング・アルゴリズムの例である。
【０００６】
　進化したＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）も、ユーザ装置により
基地局に送信され、無線リソース管理（ＲＲＭ、Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ）アルゴリズムに用いられる類似のダウンリンク品質測定を含んでもよい
。また、サブキャリアのグループ毎に一つのＣＱＩの測定があってもよい。
【０００７】
　伝送フォーマット選択技術の主な欠点の一つは、この技術がブロックを送信する場合の
処理と伝送との遅延のせいで時間的に古くなるだろう閉ループで測定された品質に基づく
ことである。すなわち、時刻ｔ＋ｄにおいて送信される伝送ブロック（ＴＢ、ｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）のＴＢＳを選択するのに時刻ｔにおける報告されたＣＱＩが用い
られる。また、アップリンクがＴＴＩ毎にＣＱＩを報告するのは（無線リソースおよび電
力／バッテリ、…に）負担がかかる。典型的にはＣＱＩの報告間隔の頻度が少ないほど、
これによる測定の遅延が大きくなる。
【０００８】
　また、Ｅ－ＵＴＲＡのＣＱＩの測定はユーザ装置から基地局に対しても遅延されるだろ
う。サブキャリアの選択および電力制御の目的のためには、ユーザ装置による多くのＣＱ
Ｉの測定が期待される。報告間隔を短縮することは、遅延を短くするための方法としては
負担がかかるだろう。
【０００９】
　特許文献１はリンク適合技術を採用する通信システムのためのチャネル品質予測による
性能改良方法を開示する。このシステムは、ダウンリンクの送信を選択的に測定し、その
後に、１以上の測定値、または受信機において測定値から導出されたチャネル品質指標を
記憶する受信機を含む。その後、受信機は１以上の過去の測定値（または過去のチャネル
品質推定値そのもの）を取り出し、これを現在の測定値（または現在のチャネル品質推定
値）と組合せて将来のある時間におけるチャネル品質を予測し、予測ＣＱＩを導出する。
現在のチャネル測定値と少なくとも一つの過去のチャネル測定値との両方から導出された
この予測ＣＱＩは、その後に送信機に送信され、送信パラメータの更新に用いられる。こ
のシステムの問題はすべての予測をユーザ装置において行うことである。異なるユーザ装
置が異なる方法で予測を行うかもしれず、ユーザ装置間で振舞いが異なることになるので
、ユーザ装置において予測を行うことにはリスクを伴う。これは異なるユーザ装置におい
て使用される異なる予測技術に起因するであろう。報告されるＣＱＩをユーザ装置におい
て変更すると、ＣＱＩとして基地局に報告されているのが何であるかを基地局は知らない
ままになる。
【００１０】
　特許文献２は無線ネットワークにおけるチャネル予測の技術およびシステムを表現する
。このシステムでは、基地局は複数の移動体ユニットのそれぞれから一連のチャネル指標
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を受信し、各チャネル指標はタイムスロット毎に一度、各移動体ユニットから受信される
。チャネル予測機はチャネル指標を使用して各移動体ユニットのチャネル状態の予測値を
生成し、チャネル状態の予測値は直近のチャネル状態の指標と一連のチャネル指標の平均
値とを用いる平衡推定値に基づく。一連のチャネル指標値の変化度に基づいて重みが計算
され、緩慢に変化する状態にある間は直近の指標をより強く強調し、急速に変化する状態
にある間は平均指標をより強く強調するために、直近のチャネル状態の指標とチャネル状
態の平均指標とへの相対的な強調の割当てにこの重みが用いられる。この予測技術は一部
の場合には十分に動作するかもしれないが、代表的な場合に有効であるだろうかは明確で
ない。例えば緩慢に変化するチャネル状態では、極端なチャネル状態の後には典型的に平
均から大きく離れたチャネル状態が続くだろう。この解決策による予測は余りに粗い予測
になるかもしれない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第２００４／０４２９８２号パンフレット
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／０２２７６９７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って、本発明の目的は、強化された予測技術の機構を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の形態によれば、本目的は、無線アクセスネットワークに含まれる基地局
における方法により達成される。基地局は、少なくとも一つのユーザ装置と通信するよう
に構成され、該方法は、時刻ｔ＝１，…，ｎにおいてサンプリングされたＣＱＩ値の列を
、少なくとも一つのユーザ装置のうちの一つ以上から受信するステップと、受信された特
定のＣＱＩ値ｋのそれぞれに対して、時刻ｔにおける特定のＣＱＩ値ｋが与えられた場合
の時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩ値の条件付き期待値を推定するステップと、特定のＣＱＩ値
ｋに対する時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩ値の推定された条件付き期待値である、特定のＣＱ
Ｉ値ｋに対する予測ＣＱＩ値を取得するステップとを備える。
【００１４】
　本発明の第２の形態によれば、本目的は、基地局の装置により達成される。基地局は無
線アクセスネットワークに含まれ、少なくとも一つのユーザ装置と通信するように構成さ
れる。基地局の装置は、時刻ｔ＝１，…，ｎにおいてサンプリングされたＣＱＩ値の列を
、少なくとも一つのユーザ装置のうちの一つ以上から受信するように構成された受信器を
備える。基地局の装置は、受信された特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれに対して、時刻ｔにお
ける特定のＣＱＩ値ｋが与えられた場合の時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩ値の条件付き期待値
を推定するように構成された推定ユニットをさらに備える。基地局の装置は、特定のＣＱ
Ｉ値ｋに対する時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩ値の推定された条件付き期待値である、特定の
ＣＱＩ値ｋに対する予測ＣＱＩ値を取得するように構成された予測ユニットをさらに備え
る。
【００１５】
　基地局が少なくとも一つのユーザ装置のうちの一つ以上から時刻ｔ＝１，…，ｎにおい
てサンプリングされたＣＱＩ値の列を受信するため、基地局は、特定のＣＱＩ値ｋの受信
された特定のＣＱＩ値のそれぞれに対して、時刻ｔにおける特定のＣＱＩ値が与えられた
場合の時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩの条件付き期待値を推定する。特定のＣＱＩ値ｋの予測
ＣＱＩ値が取得されるため、時刻ｔ＋ｄにおける調整されたＣＱＩを用いることができ、
調整されたＣＱＩは時刻ｔにおける報告されたＣＱＩ値を単に使用するよりも一層正確で
ある。これは、調整されたＣＱＩ値は依然未知であるが、時刻ｔにおける報告されたＣＱ
Ｉ値よりも、恐らく時刻ｔ＋ｄにおける真のＣＱＩ値により近いであろうからである。
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【発明の効果】
【００１６】
　ＴＢＳアルゴリズムに対する入力である時刻ｔにおける報告されたＣＱＩ値を単に使用
する代わりに、本発明に係る時刻ｔ＋ｄにおける調整されたＣＱＩを使用することの利点
は、より適するＴＢＳを選択できることである。この結果、その他の場合より目標ＢＬＥ
Ｒにより近いＢＬＥＲが得られるだろう。報告されたＣＱＩを使用すると、典型的に希望
より高いＢＬＥＲが得られるだろう。また、ＢＬＥＲはＴＢＳへの依存度がより少なくな
る（独立）だろう。
【００１７】
　本発明のさらなる利点は、スケジューリングとＨＳ－ＰＤＳＣＨ電力制御との性能を改
善するために、調整されたＣＱＩを用いることもできることである。
【００１８】
　本発明のさらなる利点は、本方法が、ＣＱＩに類似したユーザ装置が報告する品質測定
値に基づいて、基地局のＥ－ＵＴＲＡアルゴリズムをも改善するだろうことである。
【００１９】
　本発明のさらなる利点は、ハンドオーバ実行時間を低減することである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】無線アクセスネットワークに含まれるセルにおける通信を説明する概略ブロック
図の一例である。
【図２】無線アクセスネットワークにおけるハンドオーバを説明する概略ブロック図の一
例である。
【図３】測定されたＣＱＩを調整する条件付き分布を表現する図の一例である。
【図４】無線アクセスネットワーク内の基地局におけるＣＱＩ予測値の作成方法の一例を
説明するフローチャートである。
【図５】無線アクセスネットワーク内の基地局における装置の一例を説明する概略ブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に説明する実施形態において実現されてもよい方法および装置として、本発明は規
定される。
【００２２】
　図１は、例えばＵＭＴＳ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＷｉＭａｘ、無線ローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、および移
動通信全世界システム（ＧＳＭ、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）のような無線アクセスネットワークに含まれるセル１１０
において通信する基地局１００を表現する。無線アクセスネットワークは少なくとも一つ
の、一般には複数のセルを含み、その内の一つのセル１１０が図１に表現される。基地局
１００は、例えばＵＭＴＳまたはＥ－ＵＴＲＡのノードＢ、ＷｉＭａｘの基地局、ＧＳＭ
の基地送受信局（ＢＴＳ、Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＷＬ
ＡＮのアクセスポイント（ＡＰ、Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）などの任意の適当な基地局
であってもよい。基地局１００は複数のユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、Ｕ
Ｅ５、および図示されないＵＥｎまでのさらなる複数のユーザ装置と通信するように構成
される。基地局１００は無線通信を用いてユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、
ＵＥ５、ＵＥｎと通信するように構成され、この無線通信は破線１２０として参照される
。
【００２３】
　本方法の第１の部分では、初期のＣＱＩ予測値の作成方法およびさらには基地局１００
が参照ＣＱＩ予測値として用いるだろう参照予測テーブルの作成方法を説明する。基地局
と個別ユーザ装置と間の呼の開始フェーズにおいて、またはハンドオーバを実行する際に
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、個別ユーザ装置に関する付加的な情報が知られていない場合に、最初に参照テーブルが
用いられてもよく、基地局１００は時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩを予測するために参照テー
ブルを用いる。
【００２４】
　ユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、およびＵＥｎのそれぞれは基地
局１００にＣＱＩ値を頻繁に送信する。ＣＱＩ値が送信される頻度はセル１１０のすべて
のユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、およびＵＥｎへのブロードキャ
スト情報で基地局１００により制御され、ＣＱＩ値はベンダの実装またパラメータ設定に
依存して変化してもよく、ＣＱＩ値は例えば８ｍｓ毎に送信されてもよい。ＣＱＩ値はｋ
と表され、この例におけるように、例えばＵＴＲＡのように例えば整数０と３０との間で
変化してもよい。例えば、第１のユーザ装置ＵＥ１が第１の期間に、ＣＱＩ値：ｔ＝１に
おけるｋ＝２５、ｔ＝２におけるｋ＝２８、ｔ＝３におけるｋ＝２６、ｔ＝４におけるｋ
＝７、およびｔ＝５におけるｋ＝１６を報告し、第２のユーザ装置ＵＥ２が同じ第１の期
間に、ＣＱＩ値：ｔ＝１におけるｋ＝２６、ｔ＝２におけるｋ＝２３、ｔ＝３におけるｋ
＝２６、ｔ＝４におけるｋ＝２２、およびｔ＝５におけるｋ＝１９を報告し、第３のユー
ザ装置ＵＥ３が同じ第１の期間に、ＣＱＩ値：ｔ＝１におけるｋ＝２１、ｔ＝２における
ｋ＝２１、ｔ＝３におけるｋ＝２９、ｔ＝４におけるｋ＝２２、およびｔ＝５におけるｋ
＝２６を報告してもよい。
【００２５】
　基地局１００はユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、およびＵＥｎか
らＣＱＩ値の列を受信する。セル１１０に関連する参照ＣＱＩ予測テーブルを作成するた
めに、基地局１００は特定の期間にセル１１０のユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、Ｕ
Ｅ４、ＵＥ５、およびＵＥｎからＣＱＩ値を収集する。参照テーブルは、時刻ｔにおける
ＣＱＩ値のそれぞれに対する時刻ｔ＋ｄにおける予測ＣＱＩ値をも記載することにより作
成される。この例においてＣＱＩ値は０と３０との間の整数であり、ｄはＣＱＩが予測さ
れるだろう遅延時間である。すなわち、ある時間におけるＣＱＩが

で示されるとすると、その場合にＣＱＩ予測テーブルはすべてのＣＱＩに対する推定され
た条件付き期待値、例えばセルおよびＵＥタイプに対する

、ｋ＝０，…，３０の推定値である。ｋはＣＱＩ値であり、Ｅは時刻ｔにおけるＸの値が
ｋであったことを条件とする時刻ｔ＋ｄにおけるＸの期待値である。
【００２６】
　このような参照ＣＱＩ予測テーブルの例が表１である。

【００２７】
　従って、基地局１００はこの例では第１の期間と表される特定の期間の間にセル１１０
のユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、およびＵＥｎから時刻ｔにおけ
るＣＱＩ値を収集する。この期間は、好適には信頼できる参照ＣＱＩ予測テーブルを提供
する多数のＣＱＩ値を収集することができるような長さであり、典型的には１時間から３
６時間の間で、好適には昼夜間のすべてのトラフィックピークが含まれるような２４時間
である。しかしながら、この例では、第１の期間はｔ＝１、ｔ＝２、ｔ＝３、ｔ＝４、お
よびｔ＝５を含む。この第１の期間の間に、基地局１００は第１のユーザ装置ＵＥ１から
ＣＱＩの列ｔ＝１におけるｋ＝２５、ｔ＝２におけるｋ＝２８、ｔ＝３におけるｋ＝２６
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、ｔ＝４におけるｋ＝７、およびｔ＝５におけるｋ＝１６を受信し、第２のユーザ装置Ｕ
Ｅ２からＣＱＩの列ｔ＝１におけるｋ＝２６、ｔ＝２におけるｋ＝２１、ｔ＝３における
ｋ＝２６、ｔ＝４におけるｋ＝２２、およびｔ＝５におけるｋ＝１９を受信し、第３のユ
ーザ装置ＵＥ３からＣＱＩの列ｔ＝１におけるｋ＝２１、ｔ＝２におけるｋ＝２３、ｔ＝
３におけるｋ＝２９、ｔ＝４におけるｋ＝２２、およびｔ＝５におけるｋ＝２６を受信し
、セル１１０の残りのユーザ装置から多くの他のＣＱＩ値を受信する。これは、基地局１
００が、第１のユーザ装置ＵＥ１、第２のユーザ装置ＵＥ２、および第３のユーザ装置Ｅ
３から、ｋ＝７、ｋ＝１６、ｋ＝１９、ｋ＝２３、ｋ＝２５、ｋ＝２８、およびｋ＝２９
のそれぞれに対して一つのＣＱＩ値を収集し、ｋ＝２１およびｋ＝２２に対して二つのＣ
ＱＩ値を収集し、ｋ＝２６に対して四つのＣＱＩ値を収集したことを意味する。基地局１
００はセル１１０の残りのユーザ装置からさらに多くの付加的なＣＱＩ値を受信するが、
この例ではより容易な理解のためにこれらのＣＱＩ値は廃棄される。これらのＣＱＩ値が
収集される場合に、基地局１００は、時刻ｔにおける種々のＣＱＩ値のそれぞれに対して
、時刻ｔ＋ｄに関連する予測ＣＱＩ値を取得する。この例ではＣＱＩ値は０と３０との間
の整数であり、ｄ＝２である。予測ＣＱＩ値は、

と表され、

を用いて取得される。ここで、＃は「の個数」、すなわちこの例では、受信されたＣＱＩ
値のうちの時刻ｔにおけるＣＱＩがｋに等しいものの個数である。この例では、ｋ＝２１
に対して二つのＣＱＩ値が受信された。時刻ｔ＋ｄ（すなわちｔ＋２）における第１のＣ
ＱＩ値は、（ｔ＝２において第２のユーザ装置ＵＥ２が受信した）第１のｋ＝２１に対し
て取得され、この結果は、この例では第２のユーザ装置ＵＥ２からｔ＝４において受信さ
れたＣＱＩ値、この場合は２２となる。時刻ｔ＋ｄにおける第２のＣＱＩ値は、（ｔ＝１
において第３のユーザ装置ＵＥ３が受信した）第２のｋ＝２１に対して取得され、この結
果は、この例では第３のユーザ装置ＵＥ３からｔ＝３において受信されたＣＱＩ値、この
場合は２９となる。参照テーブルは、ある時刻において測定されたＣＱＩを条件とする時
刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩの平均に基づく。これは、参照テーブルのｋ＝２１に対して時刻
ｔ＋ｄにおける予測可能なＣＱＩ値が２２と２９との平均であり、２５．５となることを
意味する。すなわち、ｋ＝２１に対して時刻ｔ＋ｄにおける予測可能なＣＱＩ値は２５．
５である。残りのｋ＝０，ｋ＝１，…，ｋ＝２０まで、ｋ＝２２，…，ｋ＝３０までのそ
れぞれに対する時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩの平均値が同様に取得され、結果が参照ＣＱＩ
予測テーブルに編集される。
【００２８】
　それぞれのセルの無線環境と典型的な可動性とを反映する報告されたＣＱＩに基づいて
、無線アクセスネットワーク内の各セルに対してこのような参照テーブルが推定されても
よい。種々のユーザ装置のブランドおよびモデル（例えば、エリクソンＷ８００）などの
特にユーザ装置タイプの種々のタイプに対して各セルの個別参照テーブルも推定されても
よい。例えば新しい隣接セルが追加されたり、または新しい建物または道のようなセル内
のユーザ可動性が変化したりするような、無線ネットワークが変化するまでの例えば数ヶ
月の間などような長期間に亘って、参照テーブルが固定されたままであってもよい。参照
として有用であるためには、好適には、種々のおよび代表的な、例えばシステム負荷の状
態下の多量のデータを用いて、参照テーブルが推定される。これを行うのは大部分の状態
において十分に適合する参照予測テーブルを与えるためである。トラフィック負荷に従っ
て種々の時刻に観測を拡げることにより、代表的な状態が取得される。条件付き期待がシ
ステム負荷に依存する場合に、例えば繁忙時や夜間などの異なる時間帯に異なる参照テー
ブルを有することも可能であろう。ユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５
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、およびＵＥｎがＣＱＩを報告する場合に、基地局１００はこのテーブルに従って時刻ｔ
＋ｄにおける推定されたＣＱＩにこのＣＱＩを対応付ける。時刻ｔ＋ｄのこの推定された
ＣＱＩ値は、例えば伝送フォーマットの選択などの、ユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３
、ＵＥ４、ＵＥ５、およびＵＥｎにおける測定から遅延ｄを伴って実行されるＣＱＩに基
づくアルゴリズムに用いられる。
【００２９】
　本方法は、例えばＵＥの可動性、室内での使用などを考慮するために、ユーザ装置ＵＥ
１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、およびＵＥｎの内の一つの個別ユーザ装置に対す
るＣＱＩ予測値とＣＱＩ予測テーブル（個別ＣＱＩ予測テーブル）とを連続的に計算する
ことをさらに含んでもよい。同一のユーザ装置特性を有する同一のセル内の２人のユーザ
が異なる無線特性を経験するかもしれない。この例では個別ユーザ装置はユーザ装置ＵＥ
１である。個別ユーザ装置ＵＥ１と基地局１００との間の通信セッションが始まる場合に
、個別ＣＱＩ予測値とテーブルとを計算することが開始されてもよい。計算は、例えばす
べてのセッションの間または最初の瞬間などのような任意の長さの時間継続してもよい。
最新の１００個のような、直近に受信された所定の個数のＣＱＩ値を使用して取得するこ
とが好ましい。
【００３０】
　基地局１００は個別ユーザ装置ＵＥ１からＣＱＩ値の列を受信する。個別ＣＱＩ予測値
を作成するために、基地局１００は個別ユーザ装置ＵＥ１と基地局１００との間の通信セ
ッションの開始フェーズの間に個別ユーザ装置ＵＥ１からのＣＱＩ値の収集を開始する。
【００３１】
　報告されたＣＱＩ値は、時刻ｔにおけるＣＱＩが与えられた場合の時刻ｔ＋ｄにおける
ＣＱＩを推定するのに用いられる。個別ユーザ装置ＵＥ１から報告されたＣＱＩは、個別
ユーザ装置ＵＥ１の時刻ｔにおけるＣＱＩサンプル値が与えられた場合の時刻ｔ＋ｄにお
けるＣＱＩの条件付き期待値、例えば

に基づいて、新たな予測ＣＱＩ値を推定するのに用いられる。ここでｋ＝０，１，…，３
０は、この例では個別ユーザ装置ＵＥ１の時刻ｔにおけるＣＱＩ値である。参照予測テー
ブルと同様にして、この遷移の平均として予測ＣＱＩ値が推定される。すなわち、

　…（１）により

が推定される。ここで＃は「の個数」、すなわちこの例では時刻ｔにおける観測のうちの
ＣＱＩが２に等しい観測数である。相違はこの個別ユーザに対するＣＱＩ値のみが式（１
）において用いられることである。
【００３２】
　式（１）に基づくサンプルＣＱＩ予測値を

で表す。
【００３３】
　第２のシナリオでは、基地局１００と個別ユーザ装置ＵＥ４との間の通信セッションが
設定される。ここで、基地局は、受信されたＣＱＩ値に関して、個別ユーザ装置ＵＥ４か
らの受信されたＣＱＩ値に焦点を当てる。個別ユーザ装置ＵＥ４から報告されたＣＱＩ値
の個数がなおも少ない場合に、時刻ｔ＋ｄにおける個別ＣＱＩ予測値すなわちサンプルＣ
ＱＩ予測値
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が十分な観測を用いて推定されるまでは、基地局１００は参照ＣＱＩ予測値の情報を用い
て参照ＣＱＩ予測値と個別ユーザ装置ＵＥ４の時刻ｔ＋ｄにおけるサンプルＣＱＩ予測値
との間の加重平均を形成して、時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩを予測してもよい。加重平均は
、個別ユーザ装置ＵＥ４のＣＱＩ値を予測するのに用いられてもよい。個別サンプルＣＱ
Ｉ予測値のため進行中の通信セッションの間に収集される統計データに応じて、推定に関
する加重平均（α）が更新される。通信セッションの開始時にα＝１で始まり、進行中の
通信セッションの間に収集されたＣＱＩ値の統計データの増加に伴ってαを減少させる。
重み１－αを有する個別ユーザ装置の推定されたＣＱＩと重みαを有する参照ＣＱＩとを
結合することによって、アルゴリズムにおいて用いられる推定されたＣＱＩが形成される
。
【００３４】

を用いて、個別ユーザ装置ＵＥ４に対する時刻ｔ＋ｄにおける参照ＣＱＩ予測値とサンプ
ルＣＱＩ予測値との間の加重平均が取得される。ここで、

は、参照値

からの予測と個別ユーザ装置ＵＥ４からのサンプルＣＱＩ予測に基づく予測とを結合する
ことにより形成される予測ＣＱＩであり、重みαは０≦α≦１を満たす。最初は開始時に
αは１であり、

の推定に用いられるサンプルサイズが増加するにつれてαは０に近づき、典型的には３０
個のサンプルが収集された場合にα＝０となる。
【００３５】
　個別ユーザ装置ＵＥ４のためのＴＢＳ選択アルゴリズムのような、ＣＱＩに基づいたア
ルゴリズムへの入力として、個別ユーザ装置ＵＥ４に対する測定されたＣＱＩが、調整さ
れたＣＱＩ＝

により置換される。
【００３６】
　この例では０と３０との間の整数である時刻ｔにおけるＣＱＩ値のそれぞれに対して、
時刻ｔ＋ｄにおける予測可能値も記載することによって、基地局１００により、個別ユー
ザ装置ＵＥ４に対する個別ＣＱＩ予測テーブルが作成される。ここで、ｄはＣＱＩを予測
する遅延時間である。その後、基地局１００は、個別ユーザ装置ＵＥ４のすべてのＣＱＩ
値（ｋ）に対するサンプルＣＱＩ予測値

を継続して更新する。セル１１０内のすべての個別ユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、
ＵＥ４、ＵＥ５、およびＵＥｎに対して同じ手順が実行されてもよい。
【００３７】
　図２は、ソースセルから、宛先基地局２１０がサービスを提供する宛先セル２００への
個別ユーザ装置のハンドオーバのためのハンドオーバ・シナリオを表現する。この例では
、ソースセルは基地局１００がサービスを提供するセル１１０であり、個別ユーザ装置は
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個別ユーザ装置ＵＥ４である。個別ユーザ装置ＵＥ４は矢印２２０により指示される方向
の宛先セル２００に向けて移動する。宛先基地局２１０は上述の方法に従って参照ＣＱＩ
予測値を作成している。
【００３８】
　ハンドオーバにおいて、ユーザ装置ＵＥ４が宛先セル２１０に入る場合に、個別ユーザ
装置ＵＥ４の時刻ｔ＋ｄにおける推定されたＣＱＩ、すなわち個別サンプルＣＱＩ予測値
などが宛先基地局２１０に送信される。これにより、宛先セルに入る際の開始フェーズを
回避することが可能となる。なぜならば、宛先基地局２１０により作成される参照ＣＱＩ
予測値と、ソースセルすなわちセル１１０により作成される個別ユーザ装置ＵＥ４の個別
サンプルＣＱＩ予測値との両方を用いて、宛先セル２００で時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩの
予測を行うことができるからである。代替の解決策として、このような参照ＣＱＩ予測値
が作成される場合に、宛先セルの参照ＣＱＩ予測値とユーザ装置タイプとを最初に用いて
もよい。
【００３９】
　ソース基地局すなわち基地局１００は、個別ＵＥ４に対する推定されたサンプルＣＱＩ
予測値

を宛先セル２００にサービスを提供する宛先基地局２１０に送信する。

は、要素数すなわちこの例では３０個の要素（ｋ＝０，…，３０）を有するベクトルであ
る。
【００４０】
　以上の実施形態では、時刻ｔにおけるＣＱＩ値を条件とする時刻ｔ＋ｄにおける条件付
き期待値は十分な精度を与えると想定される。また、より多くの観測、例えばｔ、ｔ－１
、ｔ－２におけるＣＱＩ値を考慮に入れ、それにより予測値の精度を高めることも可能で
ある。
【００４１】
　比例公平スケジューリングおよびＨＰ－ＰＤＳＣＨ電力制御のようなＣＱＩ測定に基づ
く基地局１００の他のアルゴリズムに同じ推定技術が適用されてもよい。基地局１００に
おける処理時間に依存して種々の遅延ｄが適用されてもよい。
【００４２】
　上述のように本方法はＥ－ＵＴＲＡなどのアクセスにおいても同様に適用可能でありう
る。基地局に送信すべきユーザ装置によるダウンリンクの品質測定値はＥ－ＵＴＲＡにお
いても標準化されてもよい。そのような測定はダウンリンクにおけるアルゴリズムの実行
前に常に遅延するであろう。また、ＷｉＭａｘ標準も同じタイプの遅延誤りを伴う類似の
ＣＱＩ報告を含む。
【００４３】
　図３はｘ軸が時刻ｔにおけるＣＱＩ値を表し、ｙ軸が時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩ値を表
す図である。この図は、特に大きいＣＱＩ値および小さいＣＱＩ値に対して、条件付き分
布が測定ＣＱＩ値を大幅に調整することを示す。
【００４４】
　ＣＱＩ予測値を作成する基地局１００における本方法のステップを図４に示すフローチ
ャートを参照して以下に説明する。本方法は以下のステップを含む。
【００４５】
　４０１。基地局１００は、少なくとも一つのユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ
４、ＵＥ５、ＵＥｎのうちの一つ以上から時刻ｔ＝１，…，ｎにおいてサンプリングされ
たＣＱＩ値の列を受信する。
【００４６】
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　４０２。基地局１００は、受信した特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれに対して、時刻ｔにお
ける特定のＣＱＩ値ｋが与えられた場合の時刻ｔ＋ｄにおける条件付きＣＱＩ期待値を推
定する。
【００４７】
　４０３。基地局１００は、特定のＣＱＩ値ｋに対して予測ＣＱＩ値を取得する。ここで
、予測ＣＱＩ値は、特定ＣＱＩ値ｋの時刻ｔ＋ｄにおける推定された条件付きＣＱＩの期
待値である。予測ＣＱＩ値は

で表され、予測ＣＱＩ値は

を用いて取得されてもよい。ここで、

は時刻ｔにおけるＣＱＩであり、＃は受信されたＣＱＩ値のうちの時刻ｔにおけるＣＱＩ
がｋに等しいものの個数である。基地局１００は、無線アクセスネットワークにおいて用
いられる特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれすべてに対する予測ＣＱＩ値をさらに取得してもよ
い。用いられる無線アクセスネットワークにおける特定のＣＱＩ値ｋは０から３０の整数
であってもよい。
【００４８】
　４０４。基地局１００は、無線アクセスネットワークにおいて用いられる特定のＣＱＩ
値ｋのそれぞれすべてに対するすべての予測ＣＱＩ値を集約して参照ＣＱＩ予測テーブル
を作成してもよい。
【００４９】
　４０５。このステップにおいて、基地局１００と個別ユーザ装置ＵＥ４との間の通信セ
ッションが設定されてもよく、基地局１００は基地局１００と個別ユーザ装置ＵＥ４との
間の通信セッションの間に個別ユーザ装置ＵＥ４から時刻ｔ＝１，…，ｎにおいてサンプ
リングされたＣＱＩ値の列を受信する。
【００５０】
　４０６。時刻ｔにおける特定のＣＱＩ値が与えられると、基地局１００は個別ユーザ装
置ＵＥ４から受信した特定のＣＱＩ値のそれぞれに対して時刻ｔ＋ｄにおけるサンプルＣ
ＱＩ予測値を推定してもよい。
【００５１】
　４０７。時刻ｔ＋ｄにおける予測ＣＱＩ値とサンプルＣＱＩ予測値との間の加重平均を
形成することによって、基地局１００は個別ユーザ装置ＵＥ４に対する時刻ｔ＋ｄにおけ
る個別予測ＣＱＩ値を取得してもよい。通信セッション開始時にα＝１で開始し、進行中
の通信セッションの間に受信されたＣＱＩ値の統計データが増加するにつれてαを減少さ
せるように、進行中の通信セッションの間に受信される個別サンプルＣＱＩ予測値に対す
るＣＱＩ値の列の統計データに応じて、加重平均が更新される。

を用いることによって、個別ユーザ装置（ＵＥ４）に対する時刻ｔ＋ｄにおける予測ＣＱ
Ｉ値とサンプルＣＱＩ予測値との間の加重平均を取得してもよい。ここで、

は個別予測ＣＱＩ値であり、

は参照テーブルからの予測ＣＱＩ値であり、
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は個別ユーザ装置ＵＥ４からの個別サンプルＣＱＩ予測値である。重みαは０≦α≦１を
満たし、αは最初は通信セッション開始時に１であり、

の推定に用いられるサンプルサイズが増加するとαは０に近づく。
【００５２】
　４０８。次のステップで、個別ユーザ装置ＵＥ４は、基地局１００がサービスを提供す
るソースセル１１０から、宛先基地局２１０がサービスを提供する宛先セル２００へのハ
ンドオーバを実行してもよい。基地局１００は無線アクセスネットワークにおいて使用さ
れる個別ユーザ装置ＵＥ４の特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれすべてに対する個別サンプルＣ
ＱＩ予測値を宛先基地局２１０に送信してもよい。宛先基地局２１０により作成された参
照ＣＱＩ予測値とソースセル１１０の基地局１００により作成された個別ユーザ装置ＵＥ
４の個別サンプルＣＱＩ予測値との両方を用いて、宛先基地局２１０は、宛先セル２００
における個別ユーザ装置ＵＥ４の時刻ｔ＋ｄにおける個別サンプルＣＱＩ予測値を作成し
てもよい。
【００５３】
　ＣＱＩ予測値を作成する本方法のステップを実行するために、基地局１００は図５に表
現される装置５００を含む。
【００５４】
　基地局の装置５００は、時刻ｔ＝１，…，ｎにおいてサンプリングされたＣＱＩ値の列
を、少なくとも一つのユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５、ＵＥｎのう
ちの一つ以上から受信するように構成された受信器５１０を備える。
【００５５】
　基地局の装置５００は、受信された特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれに対して、時刻ｔにお
ける特定のＣＱＩ値ｋが与えられた場合の時刻ｔ＋ｄにおけるＣＱＩ値の条件付き期待値
を推定するように構成された推定ユニット５２０をさらに備える。
【００５６】
　基地局の装置５００は、特定のＣＱＩ値ｋに対する予測ＣＱＩ値を取得するように構成
された予測ユニット５３０をさらに備える。予測ＣＱＩ値は、前記特定のＣＱＩ値ｋに対
する時刻ｔ＋ｄにおける前記ＣＱＩ値の前記推定された条件付き期待値である。予測ユニ
ット５３０は、無線アクセスネットワークにおいて用いられる特定のＣＱＩ値ｋのそれぞ
れすべてに対して予測ＣＱＩ値を取得し、無線アクセスネットワークにおいて用いられる
特定のＣＱＩ値ｋのそれぞれすべてに対するすべての予測ＣＱＩ値を集約する参照ＣＱＩ
予測テーブルを作成するようにさらに構成されてもよい。
【００５７】
　ある実施形態では、基地局１００は、基地局１００と個別ユーザ装置ＵＥ４との間に通
信セッションを設立するようにさらに構成される。この実施形態では、受信器５１０は、
基地局１００と個別ユーザ装置ＵＥ４との間の通信セッションの間に個別ユーザ装置ＵＥ
４から時刻ｔ＝１，…，ｎにおいてサンプリングされたＣＱＩ値の列を受信するようにさ
らに構成される。この実施形態では、推定ユニット５２０は、個別ユーザ装置ＵＥ４から
の受信された特定のＣＱＩ値のそれぞれに対して、時刻ｔにおける特定のＣＱＩ値が与え
られた場合の時刻ｔ＋ｄにおけるサンプルＣＱＩ予測値を推定するようにさらに構成され
る。この実施形態では、予測ユニット５３０は、時刻ｔ＋ｄにおける予測ＣＱＩ値と前記
サンプルＣＱＩ予測値との間の加重平均を形成することによって、個別ユーザ装置ＵＥ４
に対する時刻ｔ＋ｄにおける個別予測ＣＱＩ値を取得するようにさらに構成される。加重
平均は、個別サンプルＣＱＩ予測値に対して進行中の通信セッションの間に受信されたＣ
ＱＩ値の列の統計データに応じて更新され、通信セッションの開始時点ではα＝１で始ま
り、進行中の通信セッションの間に受信されたＣＱＩ値が増加すると予測ＣＱＩ値への重
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みを減少するように構成される。
【００５８】
　別の実施形態では、個別ユーザ装置ＵＥ４は、基地局１００がサービスを提供するソー
スセル１１０から、宛先基地局２１０がサービスを提供する宛先セル２００へのハンドオ
ーバを実行するように構成される。この実施形態では、基地局の装置５００は、個別ユー
ザ装置ＵＥ４に対する無線アクセスネットワークにおいて用いられる特定のＣＱＩ値のそ
れぞれすべてに対する個別サンプルＣＱＩ予測値を宛先基地局２１０に送信するように構
成された送信器５４０をさらに備える。宛先基地局２１０は、宛先基地局２１０が作成し
た参照ＣＱＩ予測値と、ソースセル１１０内の基地局１００が作成した個別ユーザ装置Ｕ
Ｅ４に対する個別サンプルＣＱＩ予測値と、の両方を用いて、宛先セル２００内の個別ユ
ーザ装置ＵＥ４に対する時刻ｔ＋ｄにおける個別サンプルＣＱＩ予測値を作成するように
構成される。
【００５９】
　本発明の機能を実行するコンピュータプログラム・コードと共に、図５に表される基地
局装置５００内のプロセッサ５５０のような１以上のプロセッサを介して、ＣＱＩ予測値
を作成する本機構が実装されてもよい。上述のプログラム・コードは、例えば基地局１０
０にロードされた場合に本方法を実行するコンピュータプログラム・コードを有するデー
タ媒体の形式であるコンピュータプログラム製品として提供されてもよい。このような媒
体の一つはＣＤＲＯＭディスクの形式であってもよい。しかしながら、本方法の実行はメ
モリスティックのような他のデータ媒体によっても実行可能である。コンピュータプログ
ラム・コードはさらに、サーバ上の純粋なプログラムとして提供され、遠隔から基地局１
００にダウンロードされ得る。
【００６０】
　本発明は上述の好適な実施形態に限定されない。様々な代替、修正、および均等物が用
いられてもよい。従って、上記の実施形態は本発明の範囲を限定するものと受け取られる
べきではなく、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲により規定される。
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