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(57)【要約】
　ワイヤレス通信ネットワークの基地局を動作させるコ
ンピュータ実施方法であって、方法は、
　紛失したコンテキスト解放メッセージの数（１０８）
を第１の基準と比較するステップと、
　接続再確立メッセージの誤り率（１１２）を第２の基
準と比較するステップと、
　第１の基準および第２の基準の少なくとも一方が満た
された場合、セル・グローバル識別情報探索アルゴリズ
ム（１１０）を実行するステップであって、基準が満た
されたセルの物理セル識別情報を有する少なくとも１つ
のセルのセル・グローバル識別情報が、自動隣接関係測
定を介して要求され、物理セル識別情報について、少な
くとも２つのセル・グローバル識別情報が見出された場
合、物理セル識別情報の衝突が、検出され、情報アルゴ
リズム（１１６）に報告される、ステップと、
　物理セル識別情報の衝突が、情報アルゴリズムに報告
された場合、情報アルゴリズムが、中央ネットワーク要
素（１１８）および／またはモバイル通信ネットワーク
の少なくとも１つの基地局（１２０）に、物理セル識別
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワークの基地局を動作させるコンピュータ実施方法であって、
　紛失したコンテキスト解放メッセージの数（１０８）を第１の基準と比較するステップ
と、
　接続再確立メッセージの誤り率（１１２）を第２の基準と比較するステップと、
　前記第１の基準および前記第２の基準の少なくとも一方が満たされた場合、セル・グロ
ーバル識別情報探索アルゴリズム（１１０）を実行するステップであって、前記基準が満
たされたセルの物理セル識別情報を有する少なくとも１つのセルのセル・グローバル識別
情報が、自動隣接関係測定を介して要求され、前記物理セル識別情報について、少なくと
も２つのセル・グローバル識別情報が見出された場合、物理セル識別情報の衝突が、検出
され、情報アルゴリズム（１１６）に報告される、ステップと、
　物理セル識別情報の衝突が、前記情報アルゴリズムに報告された場合、情報アルゴリズ
ムが、中央ネットワーク要素（１１８）および／または前記ワイヤレス通信ネットワーク
の少なくとも１つの基地局（１２０）に、物理セル識別情報の衝突について通知するステ
ップと、
　少なくとも１つの物理セル識別情報の再割り当てを開始するステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　近隣基地局によってサービスされるセルの物理セル識別情報およびセル・グローバル識
別情報（１２２）を前記基地局によって受け取るステップと、
　前記基地局によってサービスされるセルの物理セル識別情報およびセル・グローバル識
別情報を、前記ワイヤレス通信ネットワークの少なくとも１つの近隣基地局に報告するス
テップと、
　２つの異なるセル・グローバル識別情報を有する２つの異なるセルが、同じ物理セル識
別情報を有する場合、詳細なセル情報（１２６）が必要とされるかどうかを判定するステ
ップと、
　詳細なセル情報が必要とされない場合、物理セル識別情報の衝突を前記情報アルゴリズ
ムに報告するステップと、
　詳細なセル情報が必要とされる場合、それについての詳細なセル情報が必要とされるセ
ルにサービスする基地局にメッセージを送信することによって、前記詳細なセル情報を求
めるステップと、
　前記詳細なセル情報に基づいて、前記セル・グローバル識別情報探索アルゴリズムを実
行するかどうかを判定するステップと、
　前記物理セル識別情報衝突が存在する場合、前記セル・グローバル識別情報探索アルゴ
リズムを実行するステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基地局と複数のモバイル・デバイス（１３０）の間の接続の喪失を検出するステッ
プであって、前記ワイヤレス通信ネットワークの近隣基地局へのハンドオーバが開始され
ていないのに、アップリンクデータが受信されない場合に、接続の喪失が検出され、喪失
した接続の数が第３の基準を満たす場合、物理セル識別情報衝突が、前記基地局によって
前記情報アルゴリズムに報告される、ステップをさらに含む、請求項１乃至２のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項４】
　自動隣接関係測定（１３２）を要求するステップであって、異なるセル・グローバル識
別情報を有する２つのセルに同じ物理セル識別情報が割り当てられている場合に、物理セ
ル識別情報衝突が、前記基地局によって前記情報アルゴリズムに報告される、ステップを
さらに含む、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
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　少なくとも１つの物理セル識別情報の前記再割り当てが、前記中央ネットワーク要素に
よって開始される、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つの物理セル識別情報の再割り当てが、前記基地局によって開始される、
請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記基地局が、少なくとも１つの異なる基地局に、詳細なセル情報を要求する、請求項
１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記基地局が、詳細なセル情報を要求した少なくとも１つの異なる基地局に、前記詳細
なセル情報を送信する、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の基準が、時間間隔当たりに紛失したコンテキスト解放メッセージについての
第１の閾値である、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２の基準が、接続再確立メッセージの前記誤り率についての第２の閾値である、
請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第３の基準が、前記基地局と前記複数のモバイル・デバイスの間の喪失した接続の
前記数についての第４の閾値である、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記中央ネットワーク要素が、運用保守ノードである、請求項１乃至１１のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記詳細なセル情報が、カバレージ面積およびメイン・アンテナ・ローブ方位という観
点での、セルの位置およびサイズについての情報である、請求項１乃至１２のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の方法を基地局において実行するための機械実
行可能命令を含むコンピュータ・プログラム製品。
【請求項１５】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に従って方法を実行するように動作可能な基地局装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤレス通信ネットワークにおいて物理セル識別情報（ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）の衝突を検出する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、３ＧＰＰのロング・ターム・エボリューション・ネットワークなど、ワイヤレ
ス通信ネットワークでは、どの通信セルも、物理セル識別情報（ＰＣＩ）とセル・グロー
バル識別情報（ＣＧＩ：ｃｅｌｌ　ｇｌｏｂａｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）とを有する。各Ｃ
ＧＩは単一のセルに専用であるが、ワイヤレス通信ネットワークのセルに割り当てられる
ＰＣＩの数には限りがあり、５０４個である。そのため、直に隣接した、または短い距離
しか置かずに配置された、ワイヤレス通信ネットワークの基地局に属する２つの異なるセ
ルに対して、２つの同じＰＣＩが選択されることを排除することはできない。
【０００３】
　直に隣接した、または短い距離しか置かずに配置された、ワイヤレス通信ネットワーク
の２つの異なるセルに、１つのＰＣＩが割り当てられた場合、同じＰＣＩを有する２つの
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セルの近くでは、モバイル・デバイスとワイヤレス通信ネットワークとの通信に、混乱を
きたすことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明の目的は、異なるモバイル通信セルの物理セル識別情報の衝突を回
避するための方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、請求項１の特徴によって解決される。本発明の好ましい実施形態は、従属
請求項の特徴によって説明される。
【０００６】
　本発明は、ワイヤレス通信ネットワークの基地局を動作させるコンピュータ実施方法を
提供する。異なるモバイル通信セルの物理セル識別情報の衝突を回避するため、複数のス
テップが以下のように実行される。
【０００７】
　ハンドオーバ手順中に紛失したコンテキスト解放メッセージ（ｃｏｎｔｅｘｔ　ｒｅｌ
ｅａｓｅ　ｍｅｓｓａｇｅ）の数が、第１の基準と比較される。通常、３ＧＰＰのロング
・ターム・エボリューション・ネットワークの規格では、コンテキスト解放メッセージは
、ＵＥ（ユーザ機器）コンテキスト解放メッセージであり、ＵＥは、好ましくはモバイル
・デバイスである。好ましくは、第１の基準は、時間間隔当たりに紛失したコンテキスト
解放メッセージについての第１の閾値である。このようにすると、２つの異なるセルが同
じＰＣＩを有するかどうかを検出するのに有利であるが、その理由は、異なるＰＣＩを有
するサービング・セルから、ハンドオーバの準備ができていない第２の隣接セル（ｎｅｉ
ｇｈｂｏｕｒ　ｃｅｌｌ）と同じＰＣＩを有する、ハンドオーバの準備ができている第１
の隣接セルへのハンドオーバ手順中、ＰＣＩ衝突のせいで、影響を受けたモバイル・デバ
イスが、第２の隣接セルへのハンドオーバを実行しようと試みることがあり、その結果、
第１の隣接セルからのコンテキスト解放メッセージが、サービング・セルにおいて紛失す
るからである。
【０００８】
　セル・グローバル識別情報（ＣＧＩ）は、３ＧＰＰのロング・ターム・エボリューショ
ン・ネットワークでは、ワイヤレス通信ネットワークの各無線セルのための一意的な識別
子である。物理セル識別情報（ＰＣＩ）は、３ＧＰＰのロング・ターム・エボリューショ
ン・ネットワークでは、ワイヤレス通信ネットワークの各無線セルのための非一意的な識
別子である。
【０００９】
　接続再確立メッセージ（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　
ｍｅｓｓａｇｅ）の誤り率が、第２の基準と比較される。好ましくは、第２の基準は、接
続再確立メッセージの誤り率についての第２の閾値である。このようにすると、有利であ
るが、その理由は、接続再確立メッセージの誤り率を分析することによって、２つの異な
るセルのＰＣＩ衝突を検出できるからである。接続再確立メッセージは、モバイル・デバ
イスのハンドオーバ手順が成功しなかった場合に、セルに送信される。例えば、ハンドオ
ーバの準備ができていない第２の隣接セルと同じＰＣＩを有する、ハンドオーバの準備が
できている第１の隣接セルへの、モバイル・デバイスのハンドオーバ手順は、異なるＰＣ
Ｉを有するサービング・セルによって開始される。ＰＣＩ衝突のせいで、第１のセルはモ
バイル・デバイスのハンドオーバの準備ができているのに、モバイル・デバイスは、第１
のセルと同じＰＣＩを有する、準備ができていない第２のセルへのハンドオーバを実行す
る。したがって、第２のセルはハンドオーバの準備ができていないので、モバイル・デバ
イスは、ハンドオーバ失敗を検出する。その場合、モバイル・デバイスは、第２のセルに
接続再確立メッセージを送信する。
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【００１０】
　第１の基準および第２の基準の少なくとも一方が満たされた場合、セル・グローバル識
別情報探索アルゴリズム（ｃｅｌｌ　ｇｌｏｂａｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｓｅａｒｃｈ　
ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）が実行される。アルゴリズムは、自動隣接関係測定（ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ｒｅｌａｔｉｏｎ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）を介して、基
準が満たされたセルの物理セル識別情報を有する少なくとも１つのセルのセル・グローバ
ル識別情報を要求する。自動隣接関係測定は、少なくとも１つのモバイル・デバイスによ
って実行される。少なくとも１つのモバイル・デバイスは、アルゴリズムによって要求さ
れた物理セル識別情報を有する各セルのセル・グローバル識別情報を報告する。セル・グ
ローバル識別情報は異なるが、物理セル識別情報は同じである、少なくとも２つのセルが
検出された場合、物理セル識別情報の衝突が、情報アルゴリズム（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）に報告される。
【００１１】
　情報アルゴリズムは、中央ネットワーク要素（ｃｅｎｔｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）および／またはワイヤレス通信ネットワークの少なくとも１つの基地局に、
物理セル識別情報の衝突について通知する。
【００１２】
　少なくとも１つの物理セル識別情報の再割り当てが開始される。好ましくは、同じ物理
セル識別情報を有する少なくとも２つのセルにサービスする少なくとも２つの基地局の１
つが、サービスするセルの近くに所在するセルのものであると知れている物理セル識別情
報を含まない物理セル識別情報の範囲内から新しい物理セル識別情報を選択することによ
って、サービスするセルの物理セル識別情報を変更する。別の可能性は、中央ネットワー
ク要素が、セルに新しい物理セル識別情報を割り当て、その際、そのセルの近くに所在す
るセルの物理セル識別情報を避けるようにすることである。
【００１３】
　本発明の一実施形態によれば、方法は、近隣基地局（ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　ｂａｓ
ｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）によってサービスされるセルの物理セル識別情報およびセル・グロ
ーバル識別情報を基地局によって受け取るステップをさらに含む。加えて、基地局によっ
てサービスされるセルの物理セル識別情報およびセル・グローバル識別情報が、ワイヤレ
ス通信ネットワークの少なくとも１つの近隣基地局に報告される。好ましくは、これは、
３ＧＰＰのロング・ターム・エボリューション・ネットワークにおける標準インタフェー
スである、例えば、Ｘ２インタフェースまたはＳ１インタフェースなど、ワイヤレス通信
ネットワークの基地局どうしを接続するインタフェースを介して行うことができる。異な
るセル・グローバル識別情報を有する２つの異なるセルが、同じ物理セル識別情報を有す
る場合、詳細なセル情報が必要とされるかどうかが判定される。例えば、物理セル識別情
報は同じであるが、セル・グローバル識別情報は異なる、２つのセルは、セル間の距離が
物理セル識別情報の衝突を回避するのに十分なほど大きい場合、すなわち、これらのセル
の無線カバレージ・エリアが重なり合わない場合、ワイヤレス通信ネットワークの２つの
近隣基地局によってサービスすることができる。セルについての詳細情報は、物理セル識
別情報の衝突が存在するかどうかを判定する助けとすることができる。
【００１４】
　詳細なセル情報は、好ましくは、例えば、カバレージ面積およびメイン・アンテナ・ロ
ーブ方位という観点での、セルの位置およびサイズを含む。利用可能なＰＣＩの数が第３
の閾値を下回る場合、少なくとも１つのＰＣＩの不必要な再割り当てを回避することがで
きる。詳細なセル情報に基づいて、中央ネットワーク要素および／または同じＰＣＩを有
するセルの基地局は、ＰＣＩ衝突のせいで、少なくとも１つのＰＣＩの再割り当てが必要
であるかどうかを判定する。利用可能なＰＣＩの数が少ないと、ＰＣＩの新たな衝突が生
じる可能性があるので、利用可能なＰＣＩの数が第３の閾値を下回り、詳細なセル情報が
、対応するセル間の距離が十分に大きいことを示している場合、少なくとも１つのＰＣＩ
の不必要な再割り当てが回避される。
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【００１５】
　利用可能なＰＣＩの数が第３の閾値を上回る場合、詳細なセル情報は必要とされず、こ
の場合は、物理セル識別情報の衝突が、情報アルゴリズムに報告される。
【００１６】
　詳細なセル情報が必要とされる場合、それについての詳細なセル情報が必要とされるセ
ルにサービスする基地局にメッセージが送信されて、詳細なセル情報が求められる。詳細
なセル情報に基づいて、物理セル識別情報衝突が存在し得るかどうかが判定される。物理
セル識別情報衝突が存在し得る場合、セル・グローバル識別情報探索アルゴリズムが実行
される。代替として、物理セル識別情報衝突を有し得るセルにサービスする基地局によっ
て、近隣基地局に、詳細なセル情報が求められずとも、詳細なセル情報が送信される。こ
の場合、近隣基地局は、物理セル識別情報衝突が存在し得るかどうかを判定することがで
きる。最後に、詳細なセル情報は、基地局によって、物理セル識別情報衝突を決定できる
中央ネットワーク要素に提供することもできる。
【００１７】
　本発明の実施形態によれば、方法は、サービング基地局と複数のモバイル・デバイスの
間の接続の喪失の検出をさらに含む。接続の喪失は、ワイヤレス通信ネットワークの近隣
基地局へのハンドオーバが開始されていないのに、アップリンクデータが受信されない場
合に検出される。喪失した接続の数が第３の基準を満たす場合、物理セル識別情報衝突が
、基地局によって情報アルゴリズムに報告される。好ましくは、第３の基準は、基地局と
複数のモバイル・デバイスの間の喪失した接続の数についての第４の閾値である。
【００１８】
　本発明の実施形態によれば、方法は、自動隣接関係測定を要求するステップをさらに含
む。自動隣接関係測定は、ワイヤレス通信ネットワークのモバイル・デバイスによって実
行される。モバイル・デバイスは、サービング・セルによって指定されたセルの少なくと
も物理セル識別情報およびセル・グローバル識別情報を報告する。自動隣接関係測定にお
いて、物理セル識別情報衝突が、第１の基地局によって検出された場合、物理セル識別情
報衝突が、その基地局によって情報アルゴリズムに報告される。
【００１９】
　本発明の実施形態によれば、少なくとも１つの物理セル識別情報の再割り当ては、中央
ネットワーク要素によって開始される。
【００２０】
　本発明の実施形態によれば、少なくとも１つの物理セル識別情報の再割り当ては、基地
局によって開始される。
【００２１】
　本発明の実施形態によれば、基地局は、詳細なセル情報を要求した異なる基地局に、詳
細なセル情報を送信する。
【００２２】
　本発明の実施形態によれば、基地局は、詳細なセル情報を送信した異なる基地局から、
詳細なセル情報を受信する。
【００２３】
　本発明の実施形態によれば、中央ネットワーク要素は、詳細なセル情報を送信した基地
局から、詳細なセル情報を受信する。
【００２４】
　本発明の実施形態によれば、中央ネットワーク要素は、運用保守ノードである。
【００２５】
　当業者であれば、プログラムされたコンピュータによって、上で説明した様々な方法の
ステップを実行できることが容易に理解されよう。本明細書では、いくつかの実施形態は
、例えば、デジタル・データ記憶媒体などの、プログラム記憶デバイスを含むことも意図
しており、プログラム記憶デバイスは、機械またはコンピュータ可読であり、命令からな
る機械実行可能またはコンピュータ実行可能プログラムを符号化し、前記命令は、前記上
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で説明した方法のステップのいくつかまたはすべてを実行する。プログラム記憶デバイス
は、例えば、デジタル・メモリ、磁気ディスクおよび磁気テープなどの磁気記憶媒体、ハ
ード・ドライブ、または光学的に可読なデジタル・データ記憶媒体とすることができる。
実施形態は、上で説明した方法の前記ステップを実行するようにプログラムされたコンピ
ュータを含むことも意図している。
【００２６】
　説明および図面は、本発明の原理を説明するにすぎない。したがって、本明細書では明
示的に説明または示されていないが、本発明の原理を具現し、その主旨および範囲内に含
まれる様々な構成を、当業者が考案できることが理解されよう。さらに、本明細書で説明
されるすべての例は、明らかに教示のみを目的としたものであり、本発明の原理および当
技術分野を発展させるために発明者らによって提供された概念を読者が理解する助けとな
ることを主として意図しており、そのような具体的に説明された例および条件への限定を
伴うものではないと解釈されたい。さらに、本発明の原理、態様、および実施形態、なら
びにその具体例について説明する本明細書のすべての言明は、本発明の均等物を包含する
ことを意図している。
【００２７】
　本発明の実施形態による方法および装置のいくつかの実施形態が、添付の図面を参照し
ながら、単なる例として、今から説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】物理セル識別情報の衝突を伴うワイヤレス通信ネットワークの概略図である。
【図２】物理セル識別情報の衝突を有するワイヤレス通信ネットワークの概略図である。
【図３】ワイヤレス通信ネットワークにおける物理セル識別情報の衝突を回避するための
方法のブロック図である。
【図４】２つのセルが同じ物理セル識別情報を有する、ワイヤレス通信ネットワークの複
数のセルの概略図である。
【図５】セルのホットスポットが非近隣セルに所在する、ワイヤレス通信ネットワークの
複数のセルの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、ワイヤレス通信ネットワークの５つのセル１００の概略図を示しており、各セ
ル１００は、別のセル１００とは異なる物理セル識別情報を有する。さらに、図１は、同
じ物理セル識別情報を有する、ワイヤレス通信ネットワークの２つの近隣セル（ｎｅｉｇ
ｈｂｏｒｉｎｇ　ｃｅｌｌ）１０２、１０３を示している。２つのセル１０２、１０３が
互いに重なり合う領域内に、モバイル・デバイスが所在する場合、物理セル識別情報の衝
突が、２つのセル１０２、１０３の一方にサービスする基地局との間の接続の喪失をもた
らすことがあり、モバイル・デバイスは、その基地局から受信する情報を復号することが
できない。したがって、サービング基地局とモバイル・デバイスの間の接続が失われる。
【００３０】
　図２は、ワイヤレス通信ネットワークの５つのセル１００の概略図を示しており、各セ
ルは、互いに異なる物理セル識別情報を有する。２つのセル１０２、１０３は、同じワイ
ヤレス通信ネットワークに属し、同じ物理セル識別情報を有する。同じ物理セル識別情報
を有する２つのセル１０２、１０３の送信範囲は、互いに重なり合わない。セル１０２お
よび１０３は、異なるＰＣＩを有するセル１０４に隣接する。
【００３１】
　セル１０２、１０３の同じＰＣＩが衝突するせいで、セル１０４内に所在するモバイル
・デバイスのハンドオーバ手順は失敗することがある。例えば、隣接セル１０３に対して
ハンドオーバが実行されるべきであるのに、ハンドオーバ要求が、セル１０４にサービス
する基地局からセル１０２にサービスする基地局に送信される。ハンドオーバ要求を送出
するためのサービング基地局１０４の決定は、モバイル・デバイスから報告されたＰＣＩ
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に基づいている。物理セル識別情報の衝突のせいで、間違ったセル１０２に、ハンドオー
バ要求メッセージが送信される。したがって、ハンドオーバが実行されるべき隣接セル１
０３にサービスする基地局は、モバイル・デバイスと通信する準備ができていない。モバ
イル・デバイスはセル１０２の送信範囲内にいないのに、セル１０２にサービスする基地
局は、ハンドオーバ準備手順を了承する。このＰＣＩ衝突の結果として、コンテキスト解
放メッセージが、セル１０２にサービスする基地局によって、セル１０４にサービスする
基地局に送信されず、モバイル・デバイスは、接続再確立メッセージを、隣接セル１０３
にサービスする、準備ができていない基地局に送信する。
【００３２】
　図３は、本発明の一実施形態のブロック図を示している。ステップ１０６において、紛
失したコンテキスト解放メッセージの数１０８が、第１の閾値と比較される。閾値に達し
ている場合、サービング・セルにおいて、セル・グローバル識別情報探索アルゴリズム１
１０が実行される。ステップ１１４において、接続再確立メッセージの誤り率１１２が、
第２の閾値と比較される。第２の閾値に達している場合、隣接セルにおいて、セル・グロ
ーバル識別情報探索アルゴリズム１１０が実行される。代替として、隣接セルは、サービ
ング・セルでも同様にセル・グローバル識別情報探索アルゴリズム１１０が開始されるよ
うに、サービング・セルに失敗通知メッセージ（ｆａｉｌｕｒｅ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する。
【００３３】
　セル・グローバル識別情報探索アルゴリズム１１０は、ステップ１０６および／または
１１４によってセル・グローバル識別情報探索アルゴリズム１１０に報告された物理セル
識別情報を有する少なくとも１つのセルのセル・グローバル識別情報を、この物理セル識
別情報のための自動隣接関係測定を介して、モバイル・デバイスに要求する。セル・グロ
ーバル識別情報探索アルゴリズム１１０が、同じ物理セル識別情報を有する２つの異なる
セルの２つの異なるセル・グローバル識別情報を見出した場合、物理セル識別情報の衝突
が、情報アルゴリズム１１６に報告される。情報アルゴリズム１１６は、中央ネットワー
ク要素１１８、および／または物理セル識別情報衝突を引き起こしたセルにサービスする
隣接基地局（ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）１２０に通知する。
【００３４】
　ステップ１２４において、近隣基地局によってサービスされるセルの物理セル識別情報
およびセル・グローバル識別情報１２２が、基地局によって受け取られる。ステップ１２
４において、さらに、隣接基地局がサービスするセルの近隣セルの物理セル識別情報およ
びセル・グローバル識別情報が、ワイヤレス通信ネットワークの基地局に報告される。
【００３５】
　ステップ１２６において、少なくとも２つのセルが同じ物理セル識別情報を有する場合
、詳細なセル情報が必要とされるかどうかが判定される。物理セル識別情報衝突を引き起
こしたセルの１つに割り当てるのに十分な数の物理セル識別情報が利用可能であるネット
ワーク構成では、さらなるセル情報は必要とされない。詳細なセル情報が必要とされない
場合、物理セル識別情報衝突が、情報アルゴリズム１１６に報告される。
【００３６】
　利用可能な物理セル識別情報の数が第３の閾値を下回り、その結果、物理セル識別情報
の再割り当てが新たな物理セル識別情報衝突を引き起こし得る場合、詳細なセル情報が必
要とされる。物理セル識別情報衝突が存在しないのに物理セル識別情報の再割り当てを行
うのを回避するため、物理セル識別情報衝突を引き起こしたセルについての詳細なセル情
報が要求される。詳細なセル情報は、例えば、セル・タイプまたはカバレージ面積、座標
、およびメイン・アンテナ・ローブ方位という観点から提供できる、セルのサイズおよび
位置を含むことができる。詳細なセル情報は、Ｘ２またはＳ１インタフェースを介して、
基地局間で交換される。詳細なセル情報に基づいて、セル・グローバル識別情報探査アル
ゴリズム１１０を実行するかどうかが判定される。
【００３７】
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　ステップ１２８において、基地局とモバイル・デバイスの間の喪失した接続１３０が検
出される。喪失した接続は、物理セル識別情報衝突を原因とすることができる。例えば、
２つの近隣セルが同じ物理セル識別情報を有する場合であり、図１を参照されたい。失わ
れた接続１３０の数が第４の閾値に達している場合、情報アルゴリズム１１６が実行され
る。
【００３８】
　ステップ１３４において、自動隣接関係測定１３２が要求される。自動隣接関係測定は
、モバイル・デバイスの送信範囲内のすべての物理セル識別情報およびセル・グローバル
識別情報を基地局に報告したモバイル・デバイスによって実行される。異なるセル・グロ
ーバル識別情報を有する２つのセルに同じ物理セル識別情報が割り当てられている場合、
物理セル識別情報が、情報アルゴリズム１１６に報告される。
【００３９】
　情報アルゴリズム１１６が実行されるたびに、中央ネットワーク要素１１８および同じ
物理セル識別情報を有するセルにサービスする基地局は、物理セル識別情報の衝突につい
て通知を受ける。中央ネットワーク要素および基地局が、物理セル識別情報の衝突につい
て通知を受けた場合、中央ネットワーク要素は、物理セル識別情報衝突を引き起こしたセ
ルの物理セル識別情報の再割り当てが、中央ネットワーク要素１１８から実行されるか、
それとも再割り当てが、物理セル識別情報衝突を引き起こしたセルにサービスする基地局
１２０の１つによって実行されるかを決定することができる。
【００４０】
　図４は、同じ物理セル識別情報を有する２つのセル１０２および１０３を含む、ワイヤ
レス通信ネットワークの複数のセル１３４の概略図を示している。２つのセル１０２およ
び１０３は、２つの近隣基地局１３６および１３８によってサービスされる。２つの近隣
基地局１３６および１３８が、同じ物理セル識別情報を有する２つのセル１０２および１
０３にサービスしても、セル１０２とセル１０３の間の距離は物理セル識別情報衝突を回
避するのに十分なほど大きくすることができるので、必ずしも物理セル識別情報の衝突が
存在するわけではない。セル１０２または１０３の物理セル識別情報の再割り当てに利用
可能な物理セル識別情報の数が、閾値を下回る場合、物理セル識別情報の衝突が存在する
かどうかを判定するために、セル１０２および１０３の詳細なセル情報が必要とされる。
利用可能な物理セル識別情報の数が、閾値を上回る場合、詳細なセル情報を要求すること
なく、セル１０２または１０３に新しい物理セル識別情報を割り当てることができる。
【００４１】
　詳細なセル情報は、セル・タイプまたはカバレージ面積、座標、およびメイン・アンテ
ナ・ローブ方位という観点で提供できる、セルのサイズおよび位置についての情報を含む
。この詳細なセル情報に基づいて、物理セル識別情報衝突を回避するために、セル１０２
または１０３の物理セル識別情報の再割り当てが必要であるかどうかが判定される。通常
、これは、セルが小さい場合であり、または重なり合う大きなセルからなる環境において
多くの小さなセルが配備される場合である。
【００４２】
　図５は、同じ物理セル識別情報を有する２つのセル１０２および１０３を含む、ワイヤ
レス通信ネットワーク１３４の概略図を示している。セル１０３のホットスポット１４０
が、セル１０２の近隣セル１４２内に所在している。ホットスポットは、特別なトポロジ
環境において、実際の無線状態によって生じさせることができる。例えば、セル１０３の
基地局を丘の中腹に配置することができ、そのセルのホットスポットを、セル１４２内の
別の丘の中腹の、谷の反対側斜面に生み出すようにすることができる。
【００４３】
　このホットスポットは、セル１０２とセル１０３の間の距離が物理セル識別情報の衝突
を回避するのに十分なほど大きいと思える場合であっても、物理セル識別情報の衝突を引
き起こすことがある。
【００４４】
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　物理セル識別情報の衝突は、ハンドオーバ手順を分析することによって、またはモバイ
ル・デバイスとの接続が喪失したことを検出することによって、検出することができるが
、これについては、図３を参照されたい。
【符号の説明】
【００４５】
　１００　ワイヤレス通信ネットワークのセル
　１０２　１０３と同じＰＣＩを有するセル
　１０３　１０２と同じＰＣＩを有するセル
　１０４　１０２と１０３の間に所在するセル
　１０６　１０８を第１の閾値と比較する
　１０８　紛失したコンテキスト解放メッセージの数
　１１０　セル・グローバル識別情報探査アルゴリズム
　１１２　接続再確立メッセージの誤り率
　１１４　１１２を第２の閾値と比較する
　１１６　情報アルゴリズム
　１１８　中央ネットワーク要素
　１２０　１０２および１０３にサービスする基地局
　１２２　近隣基地局の物理セル識別情報およびセル・グローバル識別情報
　１２４　１２２を受け取る
　１２６　詳細なセル情報
　１２８　１３０を検出する
　１３０　モバイル・デバイスとワイヤレス通信ネットワークの基地局の間の喪失した接
続
　１３２　自動隣接関係測定
　１３４　ワイヤレス通信ネットワークの複数のセル
　１３６　セル１０２にサービスする基地局
　１３８　セル１０３にサービスする基地局
　１４０　セル１０３のホットスポット
　１４２　セル１０２の近隣セル
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【要約の続き】
情報の衝突について通知するステップと、
　少なくとも１つの物理セル識別情報の再割り当てを開始するステップと
　を含む。
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