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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲットセルを決定するための方法であって、
　移動端末の候補セルに関する情報を取得するステップと、
　前記候補セルがセル統計情報に従って決定される好ましいセルである場合、前記候補セ
ルを前記移動端末のターゲットセルとして決定するステップと、
を含み、
　前記セル統計情報は、前記移動端末にサービスを提供したセルに関する特有の情報と、
前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末に関する特有の情報と
、を含み、
　前記セル統計情報の中の前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動
端末に関する前記特有の情報は、前記セルが規則的にアクセスされる時間である、アクセ
ス時間を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　移動端末の候補セルに関する情報を前記取得するステップの前に、前記方法は、前記移
動端末によって前記セル統計情報を獲得するステップをさらに含み、
　前記移動端末によって前記セル統計情報を獲得するステップは、前記移動端末によって
前記移動端末にサービスを提供した前記セルに関する前記特有の情報、および前記移動端
末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末に関する前記特有の情報を記録す
るステップを含むことを特徴とする請求項1に記載のターゲットセルを決定するための方
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法。
【請求項３】
　前記移動端末によって前記セル統計情報をネットワーク側の装置に送信するステップを
さらに含むことを特徴とする請求項2に記載のターゲットセルを決定するための方法。
【請求項４】
　先に、前記方法が、ネットワーク側の装置によって前記セル統計情報を獲得するステッ
プをさらに含み、
　前記ネットワーク側の装置によって前記セル統計情報を前記獲得するステップは、前記
ネットワーク側の装置によって、前記移動端末にサービスを提供した前記セルに関する前
記特有の情報、および前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末
に関する前記特有の情報を、コアネットワークもしくは運用保守システムから、および/
または前記移動端末の呼確立プロセスにおいて獲得するステップを含むことを特徴とする
請求項1に記載のターゲットセルを決定するための方法。
【請求項５】
　前記ネットワーク側の装置によって前記セル統計情報を前記移動端末に送信するステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載のターゲットセルを決定するための方法
。
【請求項６】
　前記セル統計情報は、少なくとも前記移動端末にサービスを提供した前記セルのセル識
別子と、前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末の滞在時間と
を含み、
　セル統計情報に従って好ましいセルを決定するための前記方法が、
　前記候補セルの前記セル識別子および前記セル統計情報を使用することによって、前記
候補セルにおける前記移動端末の前記滞在時間が、好ましいセルの閾値を満たすかどうか
を判断し、
　前記滞在時間が前記閾値を満たす場合、前記候補セルを前記好ましいセルと決定するス
テップを含むことを特徴とする請求項1に記載のターゲットセルと決定するための方法。
【請求項７】
　前記候補セルが前記セル統計情報に従って決定された除外セルである場合、前記候補セ
ルをターゲットセルとすることから除外するステップをさらに含むことを特徴とする請求
項1に記載のターゲットセルを決定するための方法。
【請求項８】
　前記セル統計情報は、少なくとも前記移動端末にサービスを提供した前記セルのセル識
別子と、前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末の滞在時間と
を含み、
　前記セル統計情報に従って除外セルを決定するための前記方法が、
　前記候補セルの前記セル識別子および前記セル統計情報を使用することによって、前記
候補セルにおける前記移動端末の前記滞在時間が、除外セルの閾値を満たすかどうかを判
断し、
　前記滞在時間が前記閾値を満たす場合、前記候補セルを前記除外セルと決定するステッ
プを含むことを特徴とする請求項7に記載のターゲットセルを決定するための方法。
【請求項９】
　前記候補セルを前記移動端末のターゲットセルとして前記決定するステップの後に、前
記方法が、
　前記移動端末がアイドル状態であるとき、前記移動端末を前記ターゲットセルに再選択
するステップと、
　前記移動端末がアクティブ状態であるとき、前記移動端末を前記ターゲットセルにハン
ドオーバするステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のターゲットセルを決定するための方法。
【請求項１０】
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　前記セル統計情報の中の前記移動端末にサービスを提供した前記セルに関する前記特有
の情報は、セルタイプ、無線アクセス情報、周波数情報、周波数優先情報、ネットワーク
計画関連パラメータ、セル送信電力、セル位置情報、および無線アクセスシステム情報の
うちの1つまたは複数をさらに含み、
　前記セル統計情報の中の前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動
端末に関する前記特有の情報は、ハンドオーバ結果情報、アクセスに望ましい前記セルに
関する情報、サービス体験、無線チャネルの品質、方向、速度、および前記移動端末に固
有の加入者プロファイル識別子情報のうちの1つまたは複数をさらに含むことを特徴とす
る請求項1から9のいずれか一項に記載のターゲットセルを決定するための方法。
【請求項１１】
　移動端末であって、
　候補セルに関する情報を取得するように構成された、取得モジュールと、
　前記取得モジュールによって取得された前記候補セルがセル統計情報に従って決定され
る好ましいセルである場合、前記候補セルをターゲットセルとして決定するように構成さ
れた、決定モジュールと、
を含み、
　前記セル統計情報が、前記移動端末にサービスを提供したセルに関する特有の情報と、
前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末に関する特有の情報と
を含み、
　前記セル統計情報の中の前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動
端末に関する前記特有の情報は、前記セルが規則的にアクセスされる時間である、アクセ
ス時間を含むことを特徴とする移動端末。
【請求項１２】
　前記セル統計情報を取得するように構成された獲得モジュールをさらに含み、
　前記獲得モジュールが、前記移動端末にサービスを提供した前記セルに関する前記特有
の情報と、前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末に関する前
記特有の情報とを記録するように構成されていることを特徴とする請求項11に記載の移動
端末。
【請求項１３】
　前記獲得モジュールによって獲得された前記セル統計情報をネットワーク側の装置に送
信するように構成された送信モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項12に記載の
移動端末。
【請求項１４】
　前記セル統計情報は、少なくとも、前記移動端末にサービスを提供した前記セルのセル
識別子と、前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末の滞在時間
とを含み、
　前記決定モジュールが、
　前記候補セルの前記セル識別子および前記セル統計情報を使用することによって、前記
候補セルにおける前記移動端末の前記滞在時間が、好ましいセルの閾値を満たすかどうか
を判断し、
　前記滞在時間が前記閾値を満たす場合、前記候補セルを前記好ましいセルと決定するよ
うに構成された、第1の決定ユニットを含むことを特徴とする請求項11に記載の移動端末
。
【請求項１５】
　前記セル統計情報は、
　少なくとも前記移動端末にサービスを提供した前記セルのセル識別子と、
　前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末の滞在時間と、
を含み、
　前記決定モジュールは、前記候補セルの前記セル識別子および前記セル統計情報を使用
することによって、前記候補セルにおける前記移動端末の前記滞在時間が、除外セルの閾
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値を満たすかどうかを判断し、前記滞在時間が前記閾値を満たす場合、前記候補セルを前
記除外セルと判断するように構成された、第2の決定ユニットをさらに含むことを特徴と
する請求項11に記載の移動端末。
【請求項１６】
　移動端末の候補セルに関する情報を取得するように構成された、取得モジュールと、
　前記取得モジュールによって取得された前記候補セルがセル統計情報に従って決定され
る好ましいセルである場合、前記候補セルを前記移動端末のターゲットセルとして決定す
るように構成された、決定モジュールと、
を含み、
　前記セル統計情報が、
　前記移動端末にサービスを提供したセルに関する特有の情報と、
　前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末に関する特有の情報
と、
を含み、
　前記セル統計情報の中の前記移動端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動
端末に関する前記特有の情報は、前記セルが規則的にアクセスされる時間である、アクセ
ス時間を含むことを特徴とするネットワーク側の装置。
【請求項１７】
　前記移動端末にサービスを提供した前記セルに関する前記特有の情報、および前記移動
端末にサービスを提供した前記セルにおける前記移動端末に関する前記特有の情報を、コ
アネットワークもしくは運用保守システムから、および/または前記移動端末の呼確立プ
ロセスにおいて獲得するように構成された獲得モジュールをさらに含むことを特徴とする
請求項16に記載のネットワーク側の装置。
【請求項１８】
　前記獲得モジュールによって獲得された前記セル統計情報を前記移動端末に送信するよ
うに構成された送信モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項17に記載のネットワ
ーク側の装置。
【請求項１９】
　前記決定モジュールは、前記候補セルが前記セル統計情報に従って決定された除外セル
である場合、前記候補セルをターゲットセルとすることから除外するようにさらに構成さ
れることを特徴とする請求項16に記載のネットワーク側の装置。
【請求項２０】
　前記移動端末がアイドル状態であるとき、前記移動端末を前記ターゲットセルに再選択
するように構成された再選択モジュールと、
　前記移動端末がアクティブ状態であるとき、前記移動端末を前記ターゲットセルにハン
ドオーバするように構成されたハンドオーバモジュールと、
をさらに含むことを特徴とする請求項16に記載のネットワーク側の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００２】
　本発明の諸実施形態は、通信技術の分野に関し、詳細にはターゲットセルを決定するた
めの方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来の技術では、ワイヤレス通信網の性能要件にさらに適応するために、様々な送信電
力を有する、または様々なアクセス型を使用する基地局が、同じ地理的領域に配備されて
、異種多層カバレッジ(heterogeneous multi-layer coverage)を形成している。例えば、
ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、以下LTEと略す)システムでは、ミ
クロ基地局および低電力基地局(または低電力ノードと呼ばれる)によって形成される異種
ネットワークを使用して、ホットスポットのカバレッジ、マクロ基地局のカバレッジ内の
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ブラインドスポットのカバレッジ、もしくは微弱信号スポットのカバレッジ、およびマク
ロ基地局のセルのエッジのカバレッジを強化し、同時に平均スループット、エッジスルー
プット、およびセルの上りリンク/下りリンクスペクトル利用を向上させ、通信事業者の
ネットワーク構築コストおよび資本支出(Capital Expenditure、以下CAPEXと略す)を低減
することができる。
【０００４】
　既存ネットワークでは、ユーザがマクロセルの境界においてあるセルにハンドオーバさ
れ、すぐに元のセルにハンドオーバされて戻る場合がある。このような頻繁なハンドオー
バは、ユーザ体験を損なう。しかしながら、利得を得るためにマクロ基地局のカバレッジ
内に多数の低電力ノードが配備されると、多数のセルが導入される。このために多数のセ
ル境界が生じる。また低電力ノードはカバレッジ半径が小さく、ユーザ機器がセルの境界
を越えて移動すると、ハンドオーバ、セルの選択、またはセルの再選択が行われる可能性
があり、迅速なハンドオーバの問題はより深刻になる。また低電力ノードが独立した基地
局として機能することがある。これは、低電力ノード間、または低電力ノードと別のノー
ドとの間のハンドオーバが、基地局間ハンドオーバであることを意味する。しかしながら
、基地局間ハンドオーバは、基地局内のハンドオーバよりも複雑であり、大量のシグナリ
ングおよび複数のネットワーク要素を含む。
【０００５】
　本発明の実施中、従来の技術では、低電力ノードの導入により多数の「ピコセル(pico 
cells)」が生じ、すなわちモビリティ境界が多くなり、したがってより多くのハンドオー
バおよびセルの再選択が行われることが分かった。これによりネットワークに大きな負荷
がかかり、より頻繁にサービスの中断も発生し、その結果ユーザ体験は損なわれる。別の
態様では、低電力ノードは一般にホットスポットに配備されて、トラフィックの負荷を軽
減し、ユーザにより良いユーザ体験を提供する。しかしながらネットワークは、例えばオ
フィスをカバーするセルなど、どのセルが携帯端末よって頻繁にアクセスされるかを判断
することができず、したがって携帯端末をそこに効果的にハンドオーバできない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の諸実施形態は、多数の低電力ノードが導入された後に複数のセルの中からター
ゲットセルを選択するという問題を解決するために、ターゲットセルを決定するための方
法および装置を提供する。
【０００７】
　1つの態様では、本発明の一実施形態が、
移動端末の候補セルに関する情報を取得するステップと、
候補セルがセル統計情報に従って決定される好ましいセルである場合、候補セルを移動端
末のターゲットセルとして決定するステップとを含み、
セル統計情報が、移動端末にサービスを提供したセルに関する特有の情報、および移動端
末にサービスを提供したセルにおける移動端末に関する特有の情報を含む、ターゲットセ
ルを決定するための方法を提供する。
【０００８】
　別の態様では、本発明の一実施形態は、
候補セルに関する情報を取得するように構成された、取得モジュールと、
取得モジュールによって取得された候補セルが、セル統計情報に従って決定される好まし
いセルである場合、候補セルをターゲットセルとして決定するように構成された、決定モ
ジュールとを含み、
セル統計情報が、移動端末にサービスを提供したセルに関する特有の情報、および移動端
末にサービスを提供したセルにおける移動端末に関する特有の情報を含む、移動端末を提
供する。
【０００９】
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　さらに別の態様では、本発明の一実施形態は、
移動端末の候補セルに関する情報を取得するように構成された、取得モジュールと、
取得モジュールによって取得された候補セルがセル統計情報に従って決定される好ましい
セルである場合、候補セルを移動端末のターゲットセルとして決定するように構成された
、決定モジュールとを含み、
セル統計情報が、移動端末にサービスを提供したセルに関する特有の情報、および移動端
末にサービスを提供したセルにおける移動端末に関する特有の情報を含む、ネットワーク
側の装置を提供する。
【００１０】
　本発明の諸実施形態によりターゲットセルを決定するための方法および装置は、移動端
末の候補セルに関する情報を取得することができ、候補セルが、セル統計情報に従って移
動端末によって決定される好ましいセルであるかどうかを判断し、そうである場合、候補
セルを移動端末のターゲットセルと決定し、セル統計情報は、移動端末にサービスを提供
したセルに関する特有の情報、および移動端末にサービスを提供したセルにおける移動端
末に関する特有の情報を含む。セル統計情報に従ってターゲットセルを効果的に決定する
ための方法は、移動端末が任意の候補セルにむやみにハンドオーバされる、または再選択
されるのを防ぎ、それによってネットワーク資源を節約し、さらにユーザにより安定した
信頼できるサービスを提供する。
【００１１】
　本発明の諸実施形態または先行技術の技術的解決法をより明瞭に説明するために、諸実
施形態または先行技術の説明に必要である添付の図面について以下に概説する。明らかな
がら、次の説明中の添付の図面は、本発明の単に一部の実施形態を示しており、当業者は
創造的な努力なしにこれらの添付の図面から他の図面をさらに得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第1の実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチ
ャートである。
【図２】本発明の第2の実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチ
ャートである。
【図３】本発明の第3の実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチ
ャートである。
【図４】本発明の第4の実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチ
ャートである。
【図５】本発明の第5の実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチ
ャートである。
【図６】本発明の第6の実施形態による移動端末の概略構造図である。
【図７】本発明の第7の実施形態による移動端末の概略構造図である。
【図８】本発明の第8の実施形態による移動端末の概略構造図である。
【図９】本発明の第9の実施形態によるネットワーク側の装置の概略構造図である。
【図１０】本発明の第10の実施形態によるネットワーク側の装置の第2の概略構造図であ
る。
【図１１】本発明の第11の実施形態によるネットワーク側の装置の第3の概略構造図であ
る。
【図１２】本発明の第12の実施形態によるネットワーク側の装置の第4の概略構造図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の諸実施形態の目的、技術的解決法、および利点をより分かりやすくするために
、以下に、本発明の諸実施形態における添付の図面を参照して、本発明の諸実施形態にお
ける技術的解決法を明確に、かつ完全に説明する。当然ながら、記載する実施形態は、本
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発明の実施形態の全部ではなく一部にすぎない。創造的な努力なしに本発明の諸実施形態
に基づいて当業者によって取得される他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲内に含
まれるものとする。
【００１４】
　図1は、本発明の一実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチャ
ートである。図1に示すように、この方法は以下を含む。
【００１５】
　ステップ101:移動端末の候補セルに関する情報を取得する。
【００１６】
　移動端末は、ユーザ機器(User Equipment、以下UEと略す)、移動リレー(mobile relay)
などとすることができる。UEは、携帯電話、パーソナルコンピュータなどとすることがで
きる。この実施形態は、説明のために一例としてUEを使用するが、移動端末の保護範囲を
限定しようとするものではない。UEは、移動中に、少なくとも1つまたは複数のセルのカ
バレッジエリアに入る可能性があり、少なくとも1つのセルをターゲットセルの候補セル
として使用し、このセルに関する情報を取得することができる。
【００１７】
　候補セルに関する情報を取得することは、詳細には、候補セルを他のセルと区別するた
めの候補セルに関する情報、すなわち候補セルを一意に識別することができる情報、例え
ば候補セルのセル識別子を取得することを指す。
【００１８】
　さらに、取得された候補セルに関する情報に従って、候補セルを、様々なタイプに分類
することができる。様々なタイプの候補セルに関して、その後の処理は異なる可能性があ
る。ある環境では、候補セルは、セル統計情報に記録されたセルと、セル統計情報に記録
されていないセルとの2つのタイプに分類することができる。
【００１９】
　セル統計情報(Cell Statistic Information、以下CSIと略す)は、UEにサービスを提供
したセルに関する特有の情報(以下セル特有の情報と呼ぶ)と、UEにサービスを提供したセ
ルにおけるUEに関する特有の情報(以下UE特有の情報と呼ぶ)とを含むことができる。
【００２０】
　セル特有の情報は、セルのシステムブロードキャスト中のセルに関する情報を指す。LT
Eシステムに関しては、セル特有の情報は主にマスタ情報ブロック(Master Information B
lock、以下MIBと略す)、システム情報ブロック(System Information Block、以下SIBと略
す)などに由来する。UE特有の情報は、サービングセルに滞在中のUEに関する情報、すな
わちUEが特定のセルと関連付けられた後のUEに関する情報を指し、これは具体的にはアク
セス情報、サービス機能、挙動機能、接続品質などによって示すことができる。CSIは、U
Eが取得する、またはネットワーク側の装置が取得することができる。
【００２１】
　CSIに記録されたセルに関しては、セルが現在のターゲットセルであるかどうかを、本
発明の諸実施形態で提供される方法に従って決定することができる。CSIに記録されてい
ないセルに関しては、このセルを他の従来の方法または手順により処理し、関連する条件
が満たされる場合、UEのサービングセルとしてCSIに記録することができ、セルが現在の
ターゲットセルであるかどうかを、本発明の諸実施形態で提供される方法に従って決定す
る。
【００２２】
　ステップ102:候補セルがCSIに従って決定される好ましいセルである場合、候補セルをU
Eのターゲットセルと決定する。
【００２３】
　詳細には、UE特有の情報は、次の情報のうちの1つまたは複数部分を含むことがあるが
、これらに限定されない:サービングセルにおけるUEの滞在時間、ハンドオーバ結果情報
、アクセスに望ましいセルに関する情報、サービス体験、無線チャネルの品質、アクセス
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時間、方向、速度、UE特定の加入者プロファイル識別子(Subscriber Profile Identifier
、以下SPIDと略す)など。パラメータの詳細な説明については、この実施形態に続くTable
 1(表1)を参照することができる。UE特有の情報は、Table 1(表1)に列挙するパラメータ
に限定されないことに注意されたい。UEに関する情報が特定セルにおける規則性および反
復を示す限り、UEに関する情報は、UE特有の情報およびその後の処理の事前情報として役
立つことができる。
【００２４】
　セル特有の情報は、次の情報の1つまたは複数を含むことができるが、これらに限定さ
れない:セル識別子、セルタイプ、無線アクセス(Radio Access Technology、以下RATと略
す)情報、周波数情報、周波数優先情報、ネットワーク計画(例えば、公衆移動通信網(Pub
lic Land Mobile-communication Network、以下PLMNと略す))識別子、ロケーションエリ
ア識別子関連パラメータ、セル送信電力、セル位置情報、無線アクセスシステム情報など
。これらのパラメータは、セルのブロードキャスト情報から読み取ることができる。例え
ば、トラッキングエリアコード(Track Area Code、以下TACと略す)、セル識別子などは、
LTEシステムのSIB 1から取得することができる。例えば、基準信号電力(reference Signa
l Power)は、基地局送信電力として提供するためにLTEシステムのSIB 2から取得すること
ができ、したがってセルタイプなどを得ることができる。またセル特有の情報は、上記の
パラメータに限定されないことに注意されたい。セルに関する情報が規則性および反復を
示す限り、セルに関する情報は、セル特有の情報およびその後の処理の事前情報として機
能することができる。セル特有の情報はまた、各SIB中のパラメータであることも可能で
ある、または、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス制御チャネル(
以下MCCHと略す)におけるパラメータ(例えば、単一周波数ネットワークエリアでのマルチ
メディアブロードキャストマルチキャストサービス構成情報(MBSFNAreaConfiguration-r9
))であることが可能である。セル特有の情報はまた、UEによって検出された、または計算
されたセルに関する情報、例えばセル地理的位置情報、全地球測位システム(Global Posi
tion System、以下GPSと略す)を使用して取得することができるセルの地理的位置、セル
位置技術などであることが可能である。CSIはUEの規則的および反復の動作を反映するこ
とができるので、UEのターゲットセルの選択は、CSIにより最適化することができる。パ
ラメータの詳細な説明については、この実施形態に続くTable 2(表2)を参照することがで
きる。セル特有の情報は、Table 2(表2)に列挙するパラメータに限定されないことに注意
されたい。
【００２５】
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【表１Ａ】

【００２６】
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【表１Ｂ】

【００２７】
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【表２Ａ】

【００２８】
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【表２Ｂ】

【００２９】
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【表２Ｃ】

【００３０】
　この実施形態によりターゲットセルを決定するための方法は、移動端末に対して候補セ
ルに関する情報を取得し、この候補セルがセルの統計情報に従って決定される好ましいセ
ルであるかどうかを判断し、そうである場合、この候補セルを携帯端末のターゲットセル
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と決定することができ、セルの統計情報は、移動端末にサービスを提供したセルに関する
特有の情報、および移動端末にサービスを提供したセルにおける移動端末に関する特有の
情報を含む。セルの統計情報に従ってターゲットセルを決定するための方法は、移動端末
が任意の候補セルにむやみにハンドオーバされるまたは再選択されるのを効果的に防ぎ、
それによってネットワーク資源を節約し、さらにユーザにより安定した信頼できるサービ
スを提供する。特に遅延の影響を受けやすい(delay-sensitive)サービスについては、所
望のセルへのUEの再選択またはUEのハンドオーバの速度が向上する。
【００３１】
　図2は、本発明の一実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチャ
ートである。図2に示すように、この実施形態は、CSIを獲得しているUEを一例として使用
して、ターゲットセルを決定するための方法を詳細に説明する。この方法は、次のステッ
プを含む。
【００３２】
　オプションステップ201:UEがCSI機能をサポートしているかどうかを示すレポートを基
地局に送信する。
【００３３】
　オプションステップ202:基地局は、UEにCSI機能を有効にするまたは無効にするよう指
示する。
【００３４】
　基地局は、RRC接続再構成メッセージを使用することによって、UEにCSI機能を有効にす
るまたは無効にするよう指示することができる。
【００３５】
　オプションステップ203:基地局は、UEに対するCSI測定制御メッセージを構成する。
【００３６】
　基地局は、RRC接続再構成メッセージを使用することによって、UEに対するCSI測定制御
メッセージを構成することができる。
【００３７】
　ステップ204:UEは、UEにサービスを提供したすべてのセルに関するセル特有の情報の統
計値を集め、またUEにサービスを提供したすべてのセルにおけるUEに関するUE特有の情報
の統計値を集める。
【００３８】
　UEがUEにサービスを提供したすべてのセルに関するセル特有の情報、およびUEにサービ
スを提供したすべてのセルにおけるUEに関するUE特有の情報を含むCSIの統計値を集める
とき、UEはアイドル状態(Idle状態)、またはアクティブ状態(Active状態)であることが可
能である。アイドル状態のUEはUEとネットワークとの間で確立されるRRC接続に依存しな
いので、UEはアイドル状態であって、それにより電力節約効果を実現するのが好ましい。
しかしながら、収集されて記録される情報が連続的で完全なものであることを保証するた
めに、UEがアクティブ状態のまま、通常のサービス処理のために複数のセルを横断する必
要がある場合、UEはアクティブ状態でCSI情報を集めることもできる。確かに、アクティ
ブ状態のUEがCSIの統計値を集めるとき、UEはアクティブ状態でパラメータの統計値を集
めることもできる。パラメータに関する詳細については、Tables 1(表1)および2(表2)の
パラメータの説明を参照することができる。
【００３９】
　ステップ205:統計値を集めることによって獲得されたCSIは、UEに格納される。
【００４０】
　CSIは、全部格納される、または一部格納されることが可能であり、あるいはUE特有の
情報およびセル特有の情報は、別々に格納されることが可能である。特定の格納モードに
ついて、次のように説明することができる。好ましくは、獲得されたCSIは、UEによって
アクセスされるセルの順序に従った順序で格納される。
【００４１】
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　(1)完全リンクリスト形式。すなわち、セルは、一方向および双方向のリンクリストを
使用することによって連続して配置される。リンクリスト中の各ユニットは、あるセルの
CSI情報を示す。リンクリスト中のセルの順序は、UEによってアクセスされるセルの順序
とすることが可能である。Table 3(表3)は、アクセスされたセルのリンクリストを示し、
Table 4(表4)はCSI情報を示している。
【００４２】
【表３】

【００４３】
【表４】

【００４４】
　(2)またCSIをカテゴリに基づく情報格納の形で格納することもできる。例えば、CSIを
、CSIパラメータに従って分類し、情報を格納する。例えば、CSIを滞在時間の長さに従っ
て分類することができ、すなわち滞在時間を長時間の滞在、標準的な滞在、短時間の滞在
に分類し、CSIの格納中、要求に従って、全部または一部のカテゴリをそれぞれ格納する
。こうすることの利点は、実際の要求に従って格納スペースが削減されることである。他
のカテゴリについてはここでは詳述しない。例えば、カテゴリに基づく格納を、セルタイ
プおよびセル電力情報に従って行うこともできる。
【００４５】
【表５】
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【００４６】
　(3)CSIは、ランキングに基づく情報格納の形で格納することもできる。例えば、寸法を
選択してCSIをランク付けし、このランキングに従ってCSIを格納する。例えば、最も長い
滞在時間を有する5つのセルの中のCSIが格納される。このようにして、やはり格納スペー
スが削減される。Table 6(表6)はランキング表であり、Table 7(表7)はCSIを一覧表示し
ている。
【００４７】
【表６】

【００４８】

【表７】

【００４９】
　(4)CSIを格納するための方法は、やはりUEによって自律的に決定されることが可能であ
る。例えば、UEは、隣接した(contiguous)または隣接していない(non-contiguous)いくつ
かのセルのCSIを選択的に格納することを自律的に決定することができる。例えばUEは、U
Eが頻繁にキャンプする低電力ノードのセルのCSIを格納することができる。
【００５０】
　ステップ206:UEが移動中にターゲットセルを決定する必要があるとき、UEは候補セルに
関する情報を取得する。
【００５１】
　候補セルは、セルのハンドオーバ/再選択の信号条件を満たすセルであり、候補セルに
関する情報は、セル識別子とすることができる。
【００５２】
　ステップ207:候補セルがCSIに従ってUEにより決定される好ましいセルである場合、候
補セルはUEのターゲットセルとして決定され、候補セルがCSIに従ってUEにより決定され
た除外セルである場合、候補セルはターゲットセルとすることから除外される。
【００５３】
　UEは、CSIの1つまたは複数のパラメータに従って、好ましいセルまたは除外セルを決定
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することができる。CSIが、UEにサービスを提供したセルのセル識別子、およびUEにサー
ビスを提供したセルにおけるUEの滞在時間を含むとき、好ましいセル/除外セルを決定す
ることは、以下のようにしてUEにより実行されることが可能である。すなわち、候補セル
のセル識別子およびCSIに従って、候補セルにおけるUEの滞在時間が、好ましいセル/除外
セルの閾値を満たすかどうかを判断する、候補セルが閾値を満たす場合、候補セルを好ま
しいセル/除外セルとして決定する。
【００５４】
　本明細書では閾値は、異なる意味を示している特定の時間値または識別子と理解するこ
とができる。例えば、CSIの中の滞在時間が特定の時間値を示すとき、特定の時間値を閾
値として設定することができる。例えば、好ましいセルの閾値が、動作中であれ停止状態
であれ、8時間である場合、会社にまたは自宅にいる時間は8時間を超えるべきである。特
定の時間値8時間を閾値として設定することは、好ましい方法である。除外セルの閾値は
、すぐに通過されて除外されるセルを示す5分である。CSIの中の滞在時間が滞在時間の長
さを表すとき、識別子を閾値として設定することができる。例えば、好ましいセルの閾値
は長時間の滞在であり、除外セルの閾値は短時間の滞在であるなどである。
【００５５】
　候補セルが除外セルである場合に関しては、ターゲットセルの再選択またはターゲット
セルへのハンドオーバは行われない。これにより不必要な再選択またはハンドオーバが効
果的に削減され、それによりネットワーク資源を節約する。
【００５６】
　確かにこの実施形態は、CSIの中のあらゆるタイプの情報に従って好ましいセル/除外セ
ルを決定できることを説明するために、一例として滞在時間を使用している。例えば、以
下のようである。
【００５７】
　(1)滞在時間:特定のセルに入り、このセルに長期間とどまるUEに関しては、UEがセルに
長期間とどまることを予測できる場合、セルがUEにサービスを提供するように、できる限
りこのセルに選択/再選択/ハンドオーバが行われる。これに対応して、その後のサービス
はこのセルから開始される。このように、低電力のセルは十分に使用されて、システム容
量を増やし、セルへの選択/再選択/ハンドオーバを事前に行う。特定のセルに入り、ただ
しこのセルに短期間とどまるUEに関しては、UEがセルに短期間とどまることを予測できる
場合、セルがUEにサービスを提供しないように、できる限りセルに選択/再選択/ハンドオ
ーバは行われない。これに対応して、その後のサービスはこのセルから開始されない。こ
のようにして、不必要なセルの選択/再選択/ハンドオーバプロセスが削減されて、デバイ
ス上のシグナリングの対話および処理が減少する。一方、セルの選択/再選択/ハンドオー
バの試みが減少するので、選択/再選択/ハンドオーバの失敗の可能性は減少する。
【００５８】
　(2)サービス体験:過去のサービス体験の統計結果が良好であるセルを、セルの選択/再
選択/ハンドオーバに高優先度のセルとして使用することができ、過去のサービス体験の
統計結果が不良であるセルを、セルの選択/再選択/ハンドオーバに低優先度のセルとして
使用することができる。これにより、セルの選択/再選択/ハンドオーバの質を向上させる
ことができる。
【００５９】
　(3)アクセス時間:UEがセルに入る/セルを出る時間を収集する。UEは、収集されたアク
セス時間を現在の時間と比較して、規則性が満たされているかどうかを判断することがで
き、これは他のCSIパラメータを適用するかどうかを判断するための入力基準として役立
つ。
【００６０】
　(4)速度:UEについて、UEがより低速度であったセルを、セルの選択/再選択/ハンドオー
バに高優先度のセルとして使用することができ、UEがより高速度であったセルを、セルの
選択/再選択/ハンドオーバに低優先度のセルとして使用することができる。高速度は、UE
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がすぐにセルを、特に低電力のセルを出る、すなわち、別の選択/再選択/ハンドオーバが
行われることを意味するからである。
【００６１】
　また次の動作を使用することによって、すなわち、ターゲットセルに対してプリセット
オフセットを追加することによって、候補セルをターゲットセルと決定することも可能で
あることに注意されたい。一例としてCSIの中の滞在時間を使用すると、UEは、信号条件
を満たすセルから長時間の滞在を見込むセルをターゲットセルとして選択することができ
る、または長時間の滞在を見込むセルに対してセルの再選択/ハンドオーバのオフセット
を追加することができる。CSIの中のセルタイプを一例として使用すると、UEは信号条件
を満たすセルからPicoセルをターゲットセルとして選択することができる、またはPicoセ
ルに対してセルの再選択/ハンドオーバのオフセットを追加することができる。CSIの中の
セル電力情報を一例として使用すると、UEは、現在のサービングセルがマクロセルである
とき、信号条件を満たすセルから低電力のセルをターゲットセルとして優先的に選択する
ことができる、または現在のサービングセルがマクロセルであるとき、低電力のセルに対
してセルの再選択/ハンドオーバのオフセットを追加することができる。例えば、滞在時
間およびセルの電力情報を参照して、ターゲットセルを選択することができる。すなわち
、UEは、信号条件を満たすセルから、長時間の滞在を見込む低電力のセルをターゲットセ
ルとして選択することができる、または、長時間の滞在を見込む低電力のセルに対してセ
ルの再選択/ハンドオーバのオフセットを追加することができる。これにより、不必要な
再選択/選択/ハンドオーバが回避され、長時間の滞在のためにセルを選択する速度が向上
する。
【００６２】
　ステップ208:UEがアイドル状態であるとき、UEはターゲットセルに再選択され、UEがア
クティブ状態であるとき、UEはターゲットセルにハンドオーバされる。
【００６３】
　特定の選択/再選択/ハンドオーバプロセスは、従来の技術により実行されることが可能
であり、ここでは詳細を省略する。
【００６４】
　UEがCSIの中の低電力セルに近づいていることをUEが検出するとき、UEは近接表示(prox
imity indication)をネットワーク側の装置に能動的に送信して、近づいた低電力のセル
にUEを再選択/ハンドオーバするようにネットワーク側の装置に指示することができるこ
とを捕捉しなければならない。「近接(proximity)」という用語は、次のように理解する
ことができる。すなわちUEがあるCSGセルに入るまたはCSGセルから出るとき、かつこのCS
G IDがUEのホワイトリストにあるとき、UEは近接表示メッセージをネットワーク側の装置
に送信する。近接の検出は、UEの自律的検索機能に基づく。UEの自律的検索機能はUEによ
って実行され、UEがアクセスを許可されたCSGセルをいつどこで検索するかを決定する。
【００６５】
　例えば、滞在時間および位置情報を例として使用すると、UEが長時間の滞在を見込むセ
ルに近づくとき、UEは、UEが長時間の滞在を見込むセルに近づくことを知らせるためにネ
ットワーク側の装置に表示(indication)を送信する。
【００６６】
　例えば、滞在時間、位置情報、およびセルタイプを例として使用すると、UEが長時間の
滞在を見込むPicoセルに近づくとき、UEは、UEが長時間の滞在を見込むPicoセルに近づく
ことを知らせるためにネットワーク側の装置に表示を送信する。
【００６７】
　例えば、滞在時間、位置情報、およびセル電力情報を例として使用すると、UEが長時間
の滞在を見込む低電力のセルに近づくとき、UEは、UEが長時間の滞在を見込む低電力のセ
ルに近づくことを知らせるためにネットワーク側の装置に表示を送信する。
【００６８】
　図3は、本発明の一実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチャ
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ートである。図3に示すように、この実施形態は、UEがCSIを獲得し、このCSIをネットワ
ーク側の装置に送信し、ネットワーク側の装置はセルの選択/再選択/ハンドオーバを行う
プロセスを一例として使用して、ターゲットセルを決定するための方法について詳細に説
明する。この方法は、以下のステップを含む。
【００６９】
　ステップ301から305に関する詳細については、上述の実施形態のステップ201から205を
参照することができ、ここでは繰り返して説明しない。
【００７０】
　ステップ306:UEは、集められたCSIをネットワーク側の装置に送信する。
【００７１】
　ネットワーク側の装置は、基地局、コアネットワーク装置などとすることができる。
【００７２】
　送信されるCSIは、UEによって獲得された一部のCSIまたはすべてのCSIとすることがで
きる。一部のCSIは、送信するためにUEによって選択されたCSIの部分を指し、一部のCSI
に対応するサービングセルが、進行中または今後の選択/再選択/ハンドオーバの参照にこ
のようなCSIを使用することができる。すべてのCSIは、UEによって獲得されたすべてのCS
Iを指し、情報の一部をすぐに使用することができないが、その後の方法の参照に使用す
ることができる。一部またはすべてのCSIを送信するかどうかは、ネットワークの制御に
よって決まる、またはUEによって自律的に決定されることが可能である。一部またはすべ
てのCSIを送信するかどうかがネットワークの制御によって決まるとき、ネットワーク側
の装置は、UEに表示を送信する必要がある。
【００７３】
　CSIは、次の方法で送信することができる。
【００７４】
　イベントトリガ:UEの測定イベントがUEをトリガして、CSIをネットワーク側の装置に送
信させる。CSIは、測定レポートメッセージで送信される。
【００７５】
　定期的レポート:UEに期間が設定される。例えばCSIは1日おきに送信される。CSIは比較
的安定しているので、設定期間を使用することによって、通信事業者はCSIを送信するこ
とにより引き起こされるトラフィックの増加を制御することができる。
【００７６】
　専用シグナリング通知:新しい専用シグナリングが導入され、UEはネットワーク側の装
置によって要求されるようにCSIを直ちに送信するよう要求される。
【００７７】
　CSI更新:CSIの更新が検出されると、UEはCSIの更新または更新されたCSIをネットワー
ク側の装置に送信する。
【００７８】
　ステップ307:ネットワーク側の装置は、受信したCSIを格納する。
【００７９】
　格納方法に関する詳細については、第2の実施形態のステップ205を参照することができ
、ここでは繰り返して説明しない。
【００８０】
　ステップ308:UEが移動中にターゲットセルを決定する必要があるとき、ネットワーク側
の装置は、UEの候補セルに関する情報を取得する。
【００８１】
　候補セルは、セルのハンドオーバ/再選択の信号条件を満たすセルであり、候補セルに
関する情報は、セル識別子とすることができる。
【００８２】
　ステップ309:候補セルがCSIに従って決定される好ましいセルである場合、候補セルがU
Eのターゲットセルとして決定され、候補セルがCSIに従って決定された除外セルである場
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合、候補セルはターゲットセルとすることから除外される。
【００８３】
　次の動作を使用することにより候補セルをターゲットセルとして決定することもできる
ことに注意すべきである。すなわち、
CSI情報に従って特定のセルに対してプリセットオフセットを追加する。CSIの中の滞在時
間を例として使用すると、ネットワーク側の装置が、信号条件を満たすセルから長時間の
滞在を見込むセルをターゲットセルとして選択することができる、または、長時間の滞在
を見込むセルに対してオフセットを追加することができる。例えば、滞在時間およびセル
の電力情報を参照して、ターゲットセルを選択することができる。すなわち、ネットワー
ク側の装置は、信号条件を満たすセルから長時間の滞在を見込む低電力のセルをターゲッ
トセルとして選択することができる、または、長時間の滞在を見込む低電力のセルに対し
てオフセットを追加することができる。これにより不必要な選択/再選択/ハンドオーバが
回避され、長時間の滞在を見込むセルに事前に選択/再選択/ハンドオーバが行われる。
【００８４】
　この実施形態では、CSIの中のあらゆるタイプの情報に従って好ましいセル/除外セルを
判断することができる。例えば、以下のようである。
【００８５】
　(1)滞在時間:特定のセルに入り、このセルに長期間滞在したUEに関しては、UEがこのセ
ルに長い期間滞在することになると予測できる場合、このセルがUEにサービスを提供する
ようにできる限りこのセルにハンドオーバを行う。これに対応して、その後のサービスは
このセルから開始される。このようにして、低電力のセルは十分に使用されてシステム容
量が増え、セルへのハンドオーバを事前に実行する。特定のセルに入ったが、このセルに
短期間だけ滞在したUEに関しては、UEがこのセルに短期間滞在することになると予測でき
る場合、このセルがUEにサービスを提供しないようにできる限りこのセルにハンドオーバ
を行わない。これに対応して、その後のサービスはこのセルから開始されない。このよう
にして、不必要なセルのハンドオーバプロセスが削減されて、デバイス上のハンドオーバ
のシグナリングおよび処理が削減される。一方、セルのハンドオーバの試みが減少するの
で、ハンドオーバの失敗の可能性は減少する。
【００８６】
　(2)サービス体験:過去のサービス体験の統計結果が良好であるセルを、ハンドオーバに
高優先度のターゲットセルとして使用することができ、過去のサービス体験の統計結果が
不良であるセルを、ハンドオーバに低優先度のターゲットセルとして使用することができ
る。これにより、ターゲットセルへのハンドオーバの質を向上させることができる。
【００８７】
　(3)アクセス時間:UEがセルに入る/セルを出る時間を収集する。基地局について、アク
セス時間に従ってハンドオーバを最適化することができる。例えば、多数のUEのアクセス
時間を収集した後に、セルにアクセスするピーク期間を計算することができる。具体的に
は、すべてのアクセス時間が得られた後、特定のアクセス時間(例えば、1分または10分の
精度)におけるUEの数がプリセット値を超える場合、基地局はこのアクセス時間に重負荷
が発生すると判断し、したがって基地局下の最初のUEは、ピーク期間が訪れる前に別のセ
ルにハンドオーバされて、やがて来る重負荷に対応するためにより多くの資源を開放する
。さらに、原因値(cause value)を使用して来たるべき重負荷をハンドオーバのターゲッ
トセルに示し、ハンドオーバされるUEをターゲットセルが優先的に受け入れるようにする
。
【００８８】
　(4)速度:UEについて、UEが低速度であったセルは、セルのハンドオーバに高優先度のセ
ルとして使用することができ、UEがより高速度であったセルは、セルのハンドオーバに低
優先度のセルとして使用することができる。高速度は、UEがセル、特に低電力のセルをす
ぐに出ること、すなわち別のハンドオーバが行われることを示すからである。
【００８９】
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　(5)ハンドオーバの結果または成功率情報:過去のハンドオーバの統計結果が良好である
セルを、ハンドオーバに高優先度のセルとして使用することができ、過去のハンドオーバ
の統計結果が不良であるセルを、ハンドオーバに低優先度のセルとして使用することがで
きる。これにより、ハンドオーバの信頼性を向上させることができる。例えば、プリセッ
ト値よりも高いハンドオーバの成功率を有するセルが、良好なハンドオーバの結果または
高い成功率を有するセルとみなされ、そうでない場合、セルは不良なハンドオーバの結果
または低い成功率を有するセルとみなされる。優先的なハンドオーバは、具体的には、測
定結果を満たすセルから良好なハンドオーバの結果を有するセルを選択すること、または
測定結果に基づいて良好なハンドオーバの結果または高い成功率を有するセルに対してプ
リセットオフセットを追加することによって実行されることが可能である。
【００９０】
　(6)方向:方向は、セルに入るおよびセルを出る時間および方向と比較することができる
、またはこの情報に従ってネットワークを最適化することができる。例えば、多数のUEの
アクセス時間が収集された後に、動作後のピーク時間を特定することができ、それによっ
て多数のUEのハンドオーバ先またはハンドオーバ元のセルが検出される。
【００９１】
　ステップ310:UEがアイドル状態であるとき、UEはターゲットセルに再選択される。
【００９２】
　UEがアクティブ状態であるとき、UEはターゲットセルにハンドオーバされる。
【００９３】
　特定の選択/再選択/ハンドオーバプロセスは、従来の技術により実行されることが可能
であり、ここでは詳細を省略する。
【００９４】
　図4は、本発明の一実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチャ
ートである。図4に示すように、この実施形態は、ターゲットセルを決定するための方法
を詳細に説明するために、一例としてCSIを獲得するネットワーク側の装置を使用する。
この方法は、次のステップを含む。
【００９５】
　ステップ401:ネットワーク側の装置が、UEのCSIを取得し、このCSIを格納する。
【００９６】
　ネットワーク側の装置は、基地局、運用保守システム(Operations And Maintenance、
以下OAMと略す)、またはコアネットワークノード(例えば、サービングGPRSサポートノー
ド(Serving GPRS Support Node、以下SGSNと略す)、モビリティ管理要素(Mobility Manag
ement Entity、以下MMEと略す)、ホームロケーションレジスタ(Home Location Register
、以下HLRと略す)、もしくは加入者データベース(Home Subscriber Server、以下HSSと略
す))とすることができる。ネットワーク側の装置は、好ましくはコアネットワークノード
である。MMEを例として使用すると、UEのCSIを取得するための特定の方法は、以下を含む
ことができる。
【００９７】
　方法1:ハンドオーバプロセスの完了段階の間、無線アクセスネットワーク(Radio Acces
s Network、以下RANと略す)およびコアネットワークのハンドオーバ関連のメッセージを
使用して、CSI情報をMMEに搬送する。例えば、LTE X2ハンドオーバでは、CSIはeNBによっ
てMMEに報告される経路切替(Path Switch)メッセージの中で報告され、LTE S1ハンドオー
バでは、CSIはeNBによってMMEに報告されるハンドオーバ通知(Handover Notify)メッセー
ジの中で報告される。
【００９８】
　方法2:UEがサービスを完了し、ネットワークがUEの接続を開放すると、CSI情報はRANお
よびコアネットワークのメッセージの中で搬送される。例えば、LTEシステムでは、CSIは
コンテキスト開放完了(CONTEXT RELEASE COMPLETE)またはUEのコンテキスト開放要求(CON
TEXT RELEASE REQUEST)メッセージの中でMMEに搬送されることが可能である。CSI情報を
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獲得後、コアネットワークノードは、さらに格納のためにCSI情報を他のコアネットワー
クノードに転送し、CSI情報が集中管理されるようにする。例えば、CSI情報は、ホーム加
入者サーバ、ホームロケーションレジスタ、またはOAMサーバに格納され、シグナリング
を使用したリクエストによって獲得される。
【００９９】
　方法3:CSIが更新されるとき、CSIの更新またはすべての更新されたCSIが取得される。
ネットワーク側の装置でCSIを格納する利点は、CSIを事前に取得でき、エアインターフェ
ースの処理を削減し、遅延を短縮することにあることに注意すべきである。
【０１００】
　ステップ402:ネットワーク側のハンドオーバ決定エンティティが、格納されたCSI情報
を獲得する。
【０１０１】
　例えば、LTEシステムでは、ハンドオーバ決定エンティティは基地局にあり、CSI情報が
MMEに格納されている場合、基地局とMMEとの間でシグナリングを使用することによってCS
I情報を獲得することができる。またネットワーク側のハンドオーバ決定エンティティは
、UEが現在の基地局にハンドオーバされるとき、リソース基地局によって現在の基地局に
搬送されることも可能である。
【０１０２】
　ステップ403:UEが移動中にターゲットセルを決定する必要があるとき、ネットワーク側
の装置は、UEの候補セルに関する情報を取得する。
【０１０３】
　候補セルは、セルのハンドオーバ/再選択の信号条件を満たすセルであり、候補セルに
関する情報は、セル識別子とすることができる。
【０１０４】
　ステップ404:候補セルがCSIに従って決定される好ましいセルである場合、候補セルがU
Eのターゲットセルとして決定され、候補セルがCSIに従って決定された除外セルである場
合、候補セルはターゲットセルとすることから除外される。
【０１０５】
　ネットワーク側の装置は、受信したCSIの中の1つまたは複数のパラメータに従って、ハ
ンドオーバのターゲットセルを選択することができる。ハンドオーバターゲットセルを選
択するための方法は、具体的にはCSI情報に従って、信号条件を満たすセルからハンドオ
ーバのターゲットセルを選択すること、またはCSI情報に従って特定のセルに対してプリ
セットオフセットを追加することである。CSIの中の滞在時間を例として使用すると、UE
が、信号条件を満たすセルから長時間の滞在を見込むセルをハンドオーバのターゲットセ
ルとして選択することができ、ネットワーク側の装置が、長時間の滞在を見込むセルに対
してセルのオフセットを追加することができる。例えば、滞在時間およびセルの電力情報
を参照して、ハンドオーバのターゲットセルを選択することができる。すなわち、ネット
ワーク側の装置は、信号条件を満たすセルから長時間の滞在を見込む低電力のセルをハン
ドオーバのターゲットセルとして選択することができる、または、長時間の滞在を見込む
低電力のセルに対してオフセットを追加することができる。これにより、不必要なハンド
オーバを回避し、長時間の滞在のセルへのハンドオーバを事前に実行する。
【０１０６】
　この実施形態では、CSIの中のあらゆるタイプの情報に従って好ましいセル/除外セルを
判断することができる。例えば、以下のようである。
【０１０７】
　(1)滞在時間:特定のセルに入り、このセルに長期間滞在したUEに関しては、UEがこのセ
ルに長い期間滞在することを予測できる場合、このセルがUEにサービスを提供するように
できる限りこのセルにハンドオーバを行う。これに対応して、その後のサービスはこのセ
ルから開始される。このように、低電力のセルは十分に使用されて、システム容量が増え
、セルへのハンドオーバを事前に実行する。特定のセルに入り、このセルに短期間滞在し
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たUEに関しては、UEがこのセルに短期間滞在することになると予測できる場合、このセル
がUEにサービスを提供しないようにできる限りこのセルにハンドオーバを行わない。これ
に対応して、その後のサービスはこのセルから開始されない。このように、不必要なセル
のハンドオーバのプロセスが削減されて、ハンドオーバのシグナリング対話および装置上
の処理を削減する。一方、セルのハンドオーバの試みが減少するので、ハンドオーバの失
敗の可能性は減少する。
【０１０８】
　(2)サービス体験:過去のサービス体験の統計結果が良好であるセルを、ハンドオーバに
高優先度のターゲットセルとして使用することができ、過去のサービス体験の統計結果が
不良であるセルを、ハンドオーバに低優先度のターゲットセルとして使用することができ
る。これにより、ターゲットセルへのハンドオーバの質を向上させることができる。
【０１０９】
　(3)アクセス時間:UEがセルに入る/セルを出る時間を収集する。UEは、収集したアクセ
ス時間を現在の時間と比較して、規則性が満たされるかどうかを判断することができ、こ
れは他のCSIパラメータを適用すべきかどうかを判断するための入力基準として役立つ可
能性がある。基地局が、情報に従ってハンドオーバを最適化することができる。例えば、
多数のUEのアクセス時間を収集した後、セルにアクセスするピーク期間を計算することが
できる。具体的には、すべてのアクセス時間が獲得された後、特定のアクセス時間(例え
ば1分または10分の精度)におけるUEの数がプリセット値を超える場合、基地局はこのアク
セス時間に重負荷が発生すると判断し、したがって基地局下の最初のUEは、ピーク期間が
訪れる前に別のセルにハンドオーバされて、やがて来る重負荷に対応するためにより多く
のリソースを開放する。さらに、原因値を使用してやがて来る重負荷をハンドオーバのタ
ーゲットセルに示し、ターゲットセルがハンドオーバされるUEを優先的に受け入れるよう
にする。
【０１１０】
　(4)速度:UEについて、UEがより低速度であったセルは、セルのハンドオーバに高優先度
のセルとして使用することができ、UEがより高速度であったセルは、セルのハンドオーバ
に低優先度のセルとして使用することができる。高速度は、UEがセル、特に低電力のセル
をすぐに出ること、すなわち別のハンドオーバが行われることを示すからである。
【０１１１】
　(5)ハンドオーバの結果または成功率情報:過去のハンドオーバの統計結果が良好である
セルを、ハンドオーバに高優先度のセルとして使用することができ、過去のハンドオーバ
の統計結果が不良であるセルを、ハンドオーバに低優先度のセルとして使用することがで
きる。これにより、ハンドオーバの信頼性を向上させることができる。例えば、プリセッ
ト値よりも高いハンドオーバの成功率を有するセルが、良好なハンドオーバの結果または
高い成功率を有するセルとみなされ、そうでない場合、セルは不良なハンドオーバの結果
または低い成功率を有するセルとみなされる。優先的ハンドオーバは、具体的には測定結
果を満たすセルから良好なハンドオーバの結果を有するセルを選択すること、または測定
結果に基づいて良好なハンドオーバの結果もしくは高成功率を有するセルに対してプリセ
ットオフセットを追加することによって実行されることが可能である。
【０１１２】
　(6)方向:方向は、セルに入るおよびセルを出る時間および方向と比較されることが可能
であり、ネットワークは、この情報に従って最適化されることが可能である。例えば、多
数のUEのアクセス時間が収集された後に、動作および動作後のピーク時間を特定すること
ができ、それによって多数のUEのハンドオーバ先またはハンドオーバ元のセルが検出され
る。
【０１１３】
　CSIの中の滞在時間を例として使用すると、ネットワーク側の装置は、複数の候補サー
ビングセルからCSIの中の最も長い滞在時間を有するセルをターゲットセルとして選択し
て、不必要なハンドオーバによって引き起こされる無駄およびサービスの中断を防ぐこと



(24) JP 5828527 B2 2015.12.9

10

20

30

40

50

ができる。
【０１１４】
　ステップ405:UEがアイドル状態であるとき、UEはターゲットセルに再選択され、UEがア
クティブ状態であるとき、UEはターゲットセルにハンドオーバされる。
【０１１５】
　特定の再選択/ハンドオーバプロセスは、従来の技術により実行されることが可能であ
り、ここでは詳細を省略する。
【０１１６】
　図5は、本発明の一実施形態によりターゲットセルを決定するための方法のフローチャ
ートである。図5に示すように、この実施形態は、ターゲットセルを決定するための方法
を詳細に説明するために例として、CSIを獲得し、このCSIをUEに送信するネットワーク側
の装置を使用する。この方法は、以下のステップを含む。
【０１１７】
　ステップ501から502に関する詳細については、上記の実施形態のステップ401から402を
参照することができ、ここでは繰り返して説明しない。
【０１１８】
　ステップ503:ネットワーク側の決定エンティティは、UEの獲得したCSIをUEに送信する
。
【０１１９】
　ネットワーク側の装置は、このCSIをRRC接続セットアップメッセージ(RRC connection 
setup message)、RRC接続再構成メッセージ(RRC connection reconfiguration message)
、またはNASメッセージで送信することができる。
【０１２０】
　ステップ504から506に関する詳細については、上記の実施形態のステップ206から208を
参照することができ、ここでは繰り返して説明しない。
【０１２１】
　結論として、候補セルの情報を獲得すること、およびCSI情報に従ってターゲットセル
を決定することにより、ネットワーク側の装置およびUEは共にCSI情報に従って適切な再
選択/ハンドオーバを行い、それにより不必要なハンドオーバまたは再選択を防ぐことが
できる。例えば、UEが特定のセルをすぐに通り抜けると予測されるとき、UEはこうしたセ
ルにハンドオーバされない、または再選択されないことが可能であり、マイクロ網に維持
される。ハンドオーバ/再選択の数を効果的に削減すると、特に遅延の影響を受けやすい
サービスについて、サービスの中断の数を減少させ、ユーザ体験を向上させる。一方、ハ
ンドオーバの数を削減すると、ハンドオーバの成功率は確定値であるので、潜在的なハン
ドオーバの失敗の数は相対的に削減される。移動端末に関しては、セルの選択/再選択中
に、CSIを十分に考慮することにより、移動端末は、短時間の滞在を見込むセルにアクセ
スすることを防止され、それによって頻繁な選択/再選択などによって引き起こされる資
源の無駄を省く。このようにして、セルの資源は、長期間セルにキャンプオンする移動端
末のために確保される。さらに、低電力のノードがキャンピング(camping)に選択され、
それによってノード資源を十分に使用し、ネットワークのシステム容量を増大させる。CS
Iが移動端末の移動軌跡に従って格納される場合、移動端末が移動する次のセルを、CSIに
より事前に取得することができ、次のセルにおける移動端末に関する挙動および情報を事
前に取得することもできる。このように、ハンドオーバ/再選択/選択は、情報により最適
化される。
【０１２２】
　本発明の一実施形態はさらに、図6に示すように、移動端末を提供する。図6は、本発明
の第6の実施形態による移動端末の概略構造図である。移動端末は、上記の方法の実施形
態の特定の実行者である。したがって、方法の実施形態の内容は、この実施形態に参照に
より組み込まれる。移動端末は、取得モジュール601と、決定モジュール602とを含んでい
る。取得モジュール601は、候補セルに関する情報を取得するように構成されている。決
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定モジュール602は、取得モジュール601によって取得された候補セルがセル統計情報に従
って決定される好ましいセルである場合、候補セルをターゲットセルとして決定するよう
に構成されており、セル統計情報は、移動端末にサービスを提供したセルに関する特有の
情報と、移動端末にサービスを提供したセルにおける移動端末に関する特有の情報とを含
む。
【０１２３】
　上述の実施形態では、実行モードにおいて移動端末は、図7に示す第2の概略構造図に示
すように、獲得モジュール603をさらに含むことができる。獲得モジュール603は、セル統
計情報を獲得するように構成される。獲得モジュール603は、記録ユニットを含む。記録
ユニットは、移動端末にサービスを提供したセルに関する特有の情報と、移動端末にサー
ビスを提供したセルにおける移動端末に関する特有の情報とを記録するように構成される
。
【０１２４】
　上述の実施形態では、実行モードにおいて移動端末は、図8に示す第3の概略構造図に示
すように、送信モジュール604をさらに含むことができる。送信モジュール604は、獲得モ
ジュール603によって獲得されたセル統計情報をネットワーク側の装置に送信するように
構成される。
【０１２５】
　上述の実施形態では、セル統計情報は少なくとも、移動端末にサービスを提供したセル
のセル識別子と、移動端末にサービスを提供したセルにおける移動端末の滞在時間とを含
み、決定モジュール602は、第1の決定ユニットを含む。第1の決定ユニットは、候補セル
のセル識別子およびセル統計情報を使用することによって、候補セルにおける移動端末の
滞在時間が、好ましいセルの閾値を満たすかどうかを判断し、滞在時間が閾値を満たす場
合、候補セルを好ましいセルと判断するように構成される。
【０１２６】
　上述の実施形態では、セル統計情報は少なくとも、移動端末にサービスを提供したセル
のセル識別子と、移動端末にサービスを提供したセルにおける移動端末の滞在時間とを含
み、決定モジュール602は、第2の決定ユニットを含む。第2の決定ユニットは、候補セル
のセル識別子およびセル統計情報を使用することによって、候補セルにおける移動端末の
滞在時間が、除外セルの閾値を満たすかどうかを判断し、滞在時間が閾値を満たす場合、
候補セルを除外セルと判断するように構成される。
【０１２７】
　本発明の一実施形態はさらに、ネットワーク側の装置を含む。ネットワーク側の装置は
、上記の方法の実施形態の特定の実行者である。したがって、方法の実施形態の内容は、
この実施形態に参照により組み込まれる。図9は、本発明の一実施形態によるネットワー
ク側の装置の概略構造図である。図9に示すように、この装置は、取得モジュール901と、
決定モジュール902とを含む。取得モジュール901は、移動端末の候補セルに関する情報を
取得するように構成され、決定モジュール902は、取得モジュール901によって取得された
候補セルがセル統計情報により判断される好ましいセルである場合、候補セルを移動端末
のターゲットセルとして決定するように構成される。セル統計情報は、移動端末にサービ
スを提供したセルに関する特有の情報と、移動端末にサービスを提供したセルにおける移
動端末に関する特有の情報とを含む。
【０１２８】
　上述の実施形態では、実行モードにおいて、ネットワーク側の装置はさらに、獲得モジ
ュール903を含む。図10は、本発明の一実施形態によるネットワーク側の装置の概略構造
図である。獲得モジュール903は、移動端末にサービスを提供したセルに関する特有の情
報と、移動端末にサービスを提供したセルにおける移動端末に関する特有の情報とを、コ
アネットワークまたは運用保守システムから、および/または移動端末の呼確立プロセス
で、取得するように構成される。
【０１２９】
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　上述の実施形態では、実行モードにおいて、ネットワーク側の装置はさらに、送信モジ
ュール904を含む。図11は、本発明の一実施形態によるネットワーク側の装置の第3の概略
構造図である。送信モジュール904は、獲得モジュール903によって取得されたセル統計情
報を移動端末に送信するように構成される。
【０１３０】
　上述の実施形態では、実行モードにおいて、決定モジュール902はさらに、候補セルが
セル統計情報により判断された除外セルである場合、候補セルをターゲットセルとするこ
とから除外するように構成されることが可能である。
【０１３１】
　上述の実施形態では、実行モードにおいて、ネットワーク側の装置はさらに、再選択モ
ジュール905および/またはハンドオーバモジュール906を含む。図12は、本発明の一実施
形態によるネットワーク側の装置の第4の概略構造図である。再選択モジュール905は、移
動端末がアイドル状態であるとき、決定モジュール902によって決定されたターゲットセ
ルに移動端末を再選択するように構成される。ハンドオーバモジュール906は、移動端末
がアクティブ状態であるとき、決定モジュール902によって決定されたターゲットセルに
移動端末をハンドオーバするように構成される。
【０１３２】
　本発明の諸実施形態で提供される装置は、移動端末の候補セルに関する情報を取得し、
候補セルがセル統計情報により判断された好ましいセルであるかどうかを判断し、そうで
ある場合は、候補セルを移動端末のターゲットセルとして決定し、セル統計情報は、移動
端末にサービスを提供したセルに関する特有の情報と、移動端末にサービスを提供したセ
ルにおける移動端末に関する特有の情報とを含む。セル統計情報によりターゲットセルを
決定するための方法は、移動端末が任意の候補セルにむやみにハンドオーバされる、また
は再選択されることを効果的に防ぎ、それによってネットワーク資源を節約し、さらによ
り安定した信頼できるサービスをユーザに提供する。
【０１３３】
　諸実施形態の方法のステップの全部または一部は、関連ハードウェアに命令するプログ
ラムによって実行可能であることを、当業者は理解できる。プログラムは、コンピュータ
可読記憶媒体に格納することができる。プログラムが実行されるとき、諸実施形態の方法
の前述のステップが行われる。記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク、または光ディスク
のような、プログラムコードを格納することができる任意の媒体とすることができる。
【０１３４】
　最後に、上記の実施形態は、本発明を限定することではなく、本発明の技術的解決法を
説明することを目的としているにすぎないことに注意されたい。本発明は、前述の諸実施
形態を参照して詳細に説明したが、本発明の諸実施形態の技術的解決法の趣旨および範囲
を逸脱することなく、前述の諸実施形態で説明した技術的解決法をさらに変更できること
、またはその一部の技術的特徴に等価な置き換えを行うことができることを当業者は理解
するであろう。
【符号の説明】
【０１３５】
　　601　取得モジュール
　　602　決定モジュール
　　603　獲得モジュール
　　604　送信モジュール
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