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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサに、
　エボルブドパケットコア（ＥＰＣ）内のオペレーションアンドメインテナンスモジュー
ル（Ｏ＆Ｍモジュール）およびエボルブドＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）のうち一方におい
て、選択されたカバレッジエリア内の一連の複数の送信セルについて負荷情報を取得する
段階と、
　前記負荷情報に基づいて前記選択されたカバレッジエリアをカバーする無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ）において減数された一連の複数の送信セルを選択する段階と、
　より少ない送信セルを持つ前記選択されたカバレッジエリアをカバーすることを目的と
して、前記減数された一連の複数の送信セルのカバレッジエリアを拡張するべく、前記Ｒ
ＡＮ内の前記減数された一連の複数の送信セルを一の共通セル識別情報（Ｃｅｌｌ－ＩＤ
）を持つ単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）に再設定する段階と
　を実行させるためのプログラム。
【請求項２】
　前記プロセッサに、
　未設定の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤについてのチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を
前記選択されたカバレッジエリア内の複数のユーザイクイップメント（複数のＵＥ）に送
信する段階と、
　前記ＣＳＩ－ＲＳに基づき、前記複数のＵＥから一連の複数の測定を受信する段階と、
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　前記減数された一連の複数の送信セルを選択するべく、そして、前記減数された一連の
複数の送信セルが、前記一の共通セル識別情報（Ｃｅｌｌ－ＩＤ）で設定された後、前記
選択されたカバレッジエリアについてカバレッジを維持する旨を決定するべく、前記一連
の複数の測定を利用する段階と
　を実行させるための、請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記プロセッサに、トラフィック負荷が少ない複数の隣接する送信セルを前記一連の送
信セルに含めることによって、前記一連の複数の送信セルを最初に編集する段階をさらに
実行させるための、請求項１または２に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記負荷情報は、少なくとも１つのＳ１トランスポートネットワークレイヤ負荷および
少なくとも１つの相対狭帯域送信電力メッセージ（ＲＮＴＰメッセージ）のうち一方から
取得され、前記ＲＮＴＰメッセージは、Ｘ２接続を介して、複数の送信セル間で通信され
る請求項１から３の何れか１項に記載のプログラム。
【請求項５】
　前記減数された一連の複数の送信セルを、前記一の共通セル識別情報（Ｃｅｌｌ－ＩＤ
）を持つ前記ＳＦＮへと再設定した後に結果として発生するカバレッジのシナリオについ
てのカバレッジエリアを最適化するべく、アンテナ傾斜を調整する段階を
　さらに備える
　請求項１から４の何れか１項に記載のプログラム。
【請求項６】
　前記プロセッサに、
　前記負荷情報に基づき、少なくとも１つの追加の送信セルが、前記選択されたカバレッ
ジエリア内の増加したトラフィック負荷のためにスペクトル効率を上げることによって、
前記選択されたカバレッジエリア内の前記増加したトラフィック負荷の処理を改善すると
決定する段階と、
　少なくとも１つの新しいＣｅｌｌ－ＩＤで前記少なくとも１つの追加の送信セルを再設
定する段階と、
　前記少なくとも１つの追加の送信セルに対して少なくとも１つのＵＥについての再割り
当てを実行する段階と
　をさらに実行させるための、請求項１から５の何れか１項に記載のプログラム。
【請求項７】
　前記プロセッサに、
　前記少なくとも１つの追加の送信セルを決定するべく、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳ
を利用した測定を要求する段階であって、前記少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳを利用した
測定のためのＣＳＩ－ＲＳは、未設定のＣｅｌｌ－ＩＤに相関付けられる情報を搬送する
、段階と、
　前記少なくとも１つの追加の送信セルが少なくとも１つの新しいＣｅｌｌ－ＩＤで再設
定された後に、前記少なくとも１つの新しいＣｅｌｌ－ＩＤについてチャネル情報を提供
するべく、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳを利用した測定を要求する段階と
　をさらに実行させるための、請求項６に記載のプログラム。
【請求項８】
　請求項１から７の何れか一項に記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記録媒体
。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　複数の異なるパラメータについて性能を改善するべく、無線ネットワークは自己最適化
が可能である。無線ネットワークは、一の無線ネットワーク内の複数の送信セルにおいて
変更を行うことによって、最適化することができる。自己最適化ネットワークにおいて、
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これらの変更は、当該ネットワーク自身によって決定され実施され得る。
【０００２】
　自己最適化方法は現在、無線ネットワークにおいて適用されているが、適用対象のパラ
メータおよびその方法は限られている。自己最適化をネットワークに適用する方法が限ら
れているので、自己最適化によってさまざまな方法で無線ネットワークが改善される可能
性がある。このような改善を実現し得る方法はまだ発見に至っていない。しかし、適用方
法が見つかったとしても、自己最適化方法を実現する場合にはいくつかの問題が生じ得る
。
【０００３】
　無線ネットワークにおける自己最適化は、当該無線ネットワーク内での変更を含む。こ
れらの変更を実施した後もネットワークが機能を実施し続けるか否かは、サポートインフ
ラストラクチャ次第である。具体的には、無線ネットワークは依然として、当該ネットワ
ークに含まれる送信セルで行われる変更に関わらず、当該ネットワーク内でモバイル通信
デバイスにサービスを提供するためのインフラストラクチャが必要である。サポートイン
フラストラクチャの制限は、無線ネットワークの自己最適化の柔軟性を妨げる可能性があ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本発明の特徴および利点は、添付図面を参照しつつ以下に記載する詳細な説明から明ら
かになる。添付図面は、一例として、本発明の特徴を図示している。図面は以下の通りで
ある。
【図１Ａ】自己最適化が可能なアクティブ状態の容量ブースターに通信可能に結合されて
いるマクロエボルブドＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）を示すブロック図である。
【図１Ｂ】自己最適化が可能な非アクティブ状態の容量ブースターに通信可能に結合され
ているマクロｅＮｏｄｅＢ（ＭＣＮ）を示すブロック図である。
【図２】ｅＮｏｄｅＢ間の通信インフラストラクチャ、および、自己最適化のための変更
を決定するべくトラフィック負荷を報告するために用いられるエボルブドパケットコア（
ＥＰＣ）とｅＮｏｄｅＢとの間の通信インフラストラクチャを示すブロック図である。
【図３】エネルギーについてネットワークを最適化するべくオフに切り替えることが可能
な送信ノード／セルを示す低負荷リストの形成を説明するためのブロック図である。
【図４】無線ネットワークにおいて未設定の物理セル識別子（ＰＣＩ）／セル識別情報（
Ｃｅｌｌ　ＩＤ）について作成される新しいチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）
についてＣＳＩ－ＲＳ設定情報をブロードキャストするべく無線リソース制御（ＲＲＣ）
メッセージングを利用することを説明するためのブロック図である。
【図５】図４でブロードキャストされたＲＲＣメッセージに埋め込まれた未設定ＰＣＩ／
Ｃｅｌｌ＿ＩＤについてのリストＣＳＩ－ＲＳ設定情報を説明するためのブロック図であ
る。
【図６】未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ＿ＩＤについてＣＳＩ－ＲＳを生成するために用いら
れ得るアブストラクトシンタックスノーテーション１（ＡＳＮ１）ソースコードを示す図
である。
【図７】無線ネットワーク内の複数の個別送信ノード／セルから一の代表ユーザイクイッ
プメントへのＣＳＩ－ＲＳを示すブロック図である。
【図８】代表ＵＥから代表送信ノードへの測定結果メッセージのアップリンク（ＵＬ）送
信を示すブロック図であり、測定結果メッセージは、無線ネットワークを最適化するため
の決定に利用され得る未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ＿ＩＤについての受信電力（ＲＳＲＰ）
および／または基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）の測定結果を含む。
【図９】オフに切り替えられる予定の送信ノード／セルのカバレッジ（カバー対象範囲）
エリア内のＵＥからネットワークに提供された未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ＿ＩＤについて
の測定結果に基づき欠落カバレッジを防ぐことができるさまざまな送信ノード／セルとの
間の可能な通信リンクと共に、オフに切り替えられた送信ノード／セルを除外した候補リ
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ストの形成を説明するためのブロック図である。
【図１０】自己最適化のための変更において、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ＿ＩＤについてＵ
Ｅを再設定する方法の２つの例を示すブロック図である。
【図１１】グループハンドオーバーに基づいてオーバーヘッドを小さくする別のハンドオ
ーバー方式の例に関するハンドオーバーメッセージのブロードキャストを説明するための
ブロック図である。
【図１２】代表送信ノード／セルから代表ＵＥが受信するグループハンドオーバー用のハ
ンドオーバーメッセージの内容の候補を説明するためのブロック図である。
【図１３】共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを共有する、マクロｅＮｏｄｅＢを含む、さまざ
まな送信ノード／セルをオフに切り替えることによってエネルギーを小さくするべく自己
最適化されたネットワークの形成を説明するためのブロック図である。
【図１４】電力を小さくするべく既に自己最適化された、共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを
共有するネットワークにおけるトラフィックの再分配を説明するためのブロック図である
。
【図１５】負荷トラフィックの再分配を受け入れ可能な測定結果について未設定のＰＣＩ
／Ｃｅｌｌ－ＩＤについてＣＳＩ－ＲＳを生成するために用いられ得るＡＳＮ１ソースコ
ードを説明するためのブロック図である。
【図１６】容量を大きくし、負荷トラフィックの再分配を受け入れるべく、残りの共通Ｐ
ＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤから、そして、残りの共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに加えて、２つ
の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを形成する様子を説明するためのブロック図である。
【図１７】無線ネットワークの一例において自己最適化に関する決定を可能とする通信イ
ンフラストラクチャの詳細な内容を説明するためのブロック図である。
【図１８】無線ネットワーク内を移動する車の内部のＵＥの移動速度を測定するためにド
ップラー効果を利用することを説明するためのブロック図である。
【図１９】ハンドオーバーオーバーヘッドが低く移動度が高くなるようネットワークを自
己最適化するべく、混雑していない車道に沿った、トラフィック負荷が低く高速度の追加
のネットワークの一エリアにおける追加のネットワークの複数の部分にわたる共通ＰＣＩ
／Ｃｅｌｌ－ＩＤの割り当てを説明するためのブロック図である。
【図２０】スペクトル効率および搬送容量を高くするべくネットワークを自己最適化する
ことを目的として、混雑した車道に沿った、高いトラフィック負荷および低速度の追加の
ネットワークの一のエリアにおいて無線ネットワークの一例における複数の異なる送信ノ
ード／セルに対する複数の異なる周波数およびＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの割り当てを示す
ブロック図である。
【図２１】追加のネットワークのうち混雑した車道に沿ったエリアにおいてスペクトル効
率および搬送容量をさらに高めるべく空間多重化を利用して複数の異なる周波数およびＰ
ＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを複数の個別の送信ノード／セルに割り当てることを説明するため
のブロック図である。
【図２２】一例に応じた、エネルギーに対して無線ネットワークを自己最適化するプロセ
スを示すフローチャートである。
【図２３】一例に応じた、移動度オーバーヘッドおよび負荷要件のバランスを取るべく無
線ネットワークを自己最適化するデバイスを示すブロック図である。
【図２４】一例に応じた、未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤのＣＳＩ－ＲＳを生成するた
めのプロセスを示すフローチャートである。
【図２５】識別情報に関して再設定される予定の一連の送信ノード／セルについての、Ｕ
Ｅハンドオーバーのプロセスを示すフローチャートである。
【図２６】別の例に応じたＵＥを示すブロック図である。　以下では図示した実施例につ
いて説明する。本明細書では実施例を説明するために具体的な用語を利用する。しかし、
本発明の範囲を限定することは意図していないと理解されたい。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
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　本発明を開示および説明する前に、本発明は本明細書に開示した特定の構造、処理工程
または材料に限定されるものではなく、当業者が認めるその均等物にまで拡張されること
を理解されたい。また、本明細書で用いる用語は、具体例を説明することのみを目的とし
て用いられ、限定を意図したものではないことも理解されたい。
【０００６】
　＜定義＞
　本開示において記載する例が一般的であるという重要な意思表示として、第３世代パー
トナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）規格の
用語を本明細書全体で多用するが、限定を意図したものではなく、この点をさらに伝える
べく本明細書の一部ではより一般的な用語を利用するという例外もある。
【０００７】
　無線モバイルデバイスの用語は、明細書毎に異なる用語が用いられる。本明細書で用い
られる場合、無線モバイルデバイスは、他にもさまざまな呼称が考えられるが、ユーザイ
クイップメント（ＵＥ）または移動局（ＭＳ）である。本願において、無線モバイルデバ
イス、ＵＥおよびＭＳという用語は、同義語として用いてよい。
【０００８】
　本明細書で用いる場合、「送信ノード」という用語は、セルと呼ばれる地理的領域に配
置される複数の無線モバイルデバイスと通信するよう構成されているワイヤレスワイドエ
リアネットワーク（ＷＷＡＮ）内の無線通信デバイスと定義される。送信ノードの用語と
しては、明細書毎に異なる用語が用いられる。送信ノードのさまざまな変形例について用
いられる用語は、これらに限定されないが、基地局（ＢＳ）、エボルブドＮｏｄｅＢ（ｅ
ＮｏｄｅＢまたはｅＮＢ）、ＷＷＡＮ送信ノード、送信ノード、無線送信ノードおよびＷ
ＷＡＮノードを含むとしてよい。これらの用語は、特に明記しない限り、同義語として用
いられる。ＢＳまたはｅＮｏｄｅＢの実際の定義は、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０
２．１６および３ＧＰＰの仕様に定められている。
【０００９】
　本明細書で用いる場合、「送信セル」という用語は、物理セル識別子（ＰＣＩ）または
セル識別情報（Ｃｅｌｌ－ＩＤ）を割り当て可能なエンティティを意味する。本明細書に
おいて、Ｃｅｌｌ－ＩＤおよびＰＣＩという用語は、同義語として用いられ得る。例えば
、送信セルは、一の送信ノードを意味するとしてよい。複数のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを
、周波数スペクトルのうち複数の異なる領域に対応する複数の異なるコンポーネントキャ
リア（ＣＣ）に割り当てることができるので、一の送信ノードは複数の送信セルを持つこ
とができる。また、送信セルは、ＣＣが複数の異なる送信ノードに関連する場合も、一の
共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤが割り当てられている複数の送信ノードおよび／またはＣＣ
を意味するとしてもよい。本願で用いる場合、「送信ノード／セル」は、送信ノード、送
信セルまたはその両方を意味するとしてよい。
【００１０】
　本明細書で用いる場合、「実質的に」という用語は、動作、特徴、特性、状態、構造、
事項または結果の程度または度合いが完全であるか、または、完全に近いことを意味する
。例えば、「実質的に」包囲されている物体は、当該物体が完全に包囲されているか、ま
たは、略完全に包囲されていることを意味する。完全性からどの程度逸脱しているかにつ
いて正確に許容可能な程度は、場合によっては、具体的な文脈に応じて決まるとしてよい
。しかし、一般的に言って、完全性が得られる場合と全体的に同じ結果が得られる程度に
完全性に近いことと考えられる。「実質的に」という用語を用いることは、動作、特徴、
特性、状態、構造、事項または結果が完全に、または、略完全に欠落していることを意味
するべく否定的な意味で用いられる場合にも同様に利用され得る。
【００１１】
　他の用語については、本明細書本文の別の箇所で定義するとしてよい。
【００１２】
　＜実施形態例＞
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　最初に技術の例について概論を以下で述べた後、技術の具体的な例をさらに詳細に説明
する。最初に記載する要約は、技術をより簡単に理解していただくためのものであるが、
技術の重要な特徴または不可欠な特徴を特定することを意図したものではなく、請求対象
の主題の範囲を限定することを意図したものでもない。
【００１３】
　複数の実施形態例を、エボルブドパケットコア（ＥＰＣ）等のコアネットワーク（ＣＮ
）内に位置するエボルブドＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）および／またはオペレーションア
ンドメインテナンス（Ｏ＆Ｍ）モジュールで実現することができる。エネルギー効率の最
適化に関する特定の例では、選択されたカバレッジエリア内の一連の送信ノード／セルに
ついて負荷情報を取得することができる。これらの送信ノード／セルのうち減数された一
連の送信ノード／セルを、選択されたカバレッジエリアについてカバレッジとすることが
できるものとして選択することができる。減数された一連の送信ノード／セルは、選択さ
れたカバレッジエリア内の複数のＵＥに送信された未設定の物理セル識別子（ＰＣＩ）／
セル識別情報（Ｃｅｌｌ－ＩＤ）に対応付けられるチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－
ＲＳ）からの測定結果に基づいて選択され得る。
【００１４】
　未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応付けられるこれらのＣＳＩ－ＲＳには、識別情
報を埋め込むとしてよい。識別情報によって、ＣＳＩ－ＲＳのブロードキャスト先である
ＵＥによって実施されるＣＳＩ－ＲＳの測定が、未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応
付けられることが可能になり、ＣＳＩ－ＲＳを送信する個別の送信ノード／セルで識別可
能になる。この識別は、選択されたカバレッジエリアにおける複数の送信ノード／セルが
一の共通セル識別情報（Ｃｅｌｌ－ＩＤ）を共有するにもかかわらず、可能である。この
ような測定は、比較的負荷が低い送信ノード／セルのカバレッジエリア内でＵＥとの間で
十分な強度で送受信が可能な隣接する送信ノード／セルを指定することによって、減数さ
れた一連の送信ノード／セルを選択するために用いることができる。
【００１５】
　このような負荷の低い送信ノード／セルは、カバレッジエリアが隣接する送信ノード／
セルによってカバーされており、選択されたカバレッジエリアを継続してカバーする減数
された一連の送信ノード／セルから除外することが可能である。減数された一連の送信ノ
ードに含まれる送信ノード／セルは、一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ単一周波数ネットワ
ーク（ＳＦＮ）に再設定することができる。測定結果は未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ
に対応付けられ得るので、選択されたカバレッジエリアは、必ず、サービスを受信する送
信ノード／セルが少なくなる。
【００１６】
　選択されたカバレッジエリアにおいて、ＵＥをハンドオーバーする場合、および／また
は、ＵＥを新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤで再設定する場合には、幾つかの方法を利用す
ることができる。例えば、再設定メッセージを一連の送信ノード／セルに対応付けられて
いる複数のＵＥに送信することができる。送信を停止させるための複数のＵＥに関する情
報、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの値、および／または、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－Ｉ
Ｄが動作可能となるタイミングを含む再設定メッセージは、一連の送信ノード／セルが新
しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤで再設定されると、ＵＥを一連の送信ノード／セルに接続さ
せるために送信することができる。再設定メッセージは、値タグおよび／またはページン
グメッセージに埋め込むことができる。別の例を挙げると、再設定メッセージは、マルチ
キャストシグナリングを利用して複数のＵＥに送信される共通ハンドオーバーコマンドメ
ッセージを含むとしてよい。共通ハンドオーバーコマンドは、１または複数のセル無線ネ
ットワーク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）、１または複数のターゲット送信ノード／セル
セキュリティアルゴリズム識別子、専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）の情報、
および／または、複数のＵＥについて新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ再設定された
一連の送信ノード／セルへとハンドオーバーを実行するために用いられ得るターゲットｅ
ＮｏｄｅＢシステム情報等のパラメータを提供するとしてよい。
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【００１７】
　幾つかの例を挙げると、共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮを形成した後、１または複数
の追加の送信ノード／セルが、選択されたカバレッジエリアにおいて、トラフィック負荷
の増加に対する処理を改善し得ると決定するとしてよい。未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－Ｉ
Ｄのための追加のＣＳＩ－ＲＳを、上述したように、生成して送信するとしてよい。対応
する測定結果を用いて、１または複数の追加の送信ノード／セルを１または複数の新しい
ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤで再設定するとしてよい。ＵＥを１または複数の新しいＰＣＩ／
Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ送信ノード／セルへとハンドオーバーおよび／または再設定するこ
とはさらに、前述した例について説明した箇所に沿ったＵＥ　ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ方
法のハンドオーバーおよび／または再設定によって、容易になるとしてよい。
【００１８】
　前述した未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤおよびＵＥハンドオーバーおよびＰＣＩ／Ｃ
ｅｌｌ－ＩＤ再設定についてＣＳＩ－ＲＳを生成する例はさらに、高い移動度および負荷
容量について変化する要求に適応するべく、ネットワークの自己最適化（ＳＯＮ）を容易
にするとしてよい。例えば、負荷容量は、比較的低速度で移動する複数のユーザでトラフ
ィックコンジェスチョンが深刻化し、その結果、データ量が多くなりセル間で発生するハ
ンドオーバーが少ない期間の幹線道路において最も大きな懸念事項になり得る。しかし、
トラフィックが少ない期間は、ユーザ数が大幅に少なくなり、ユーザは比較的高速度でエ
リアを移動する。トラフィックが少ない期間に移動速度が速くなると、トラフィックコン
ジェスチョンの例に比べると、各セルにおいてデータ量がかなり少なくなるが、ハンドオ
ーバーの数がはるかに多くなる。このようなエリアのトラフィック負荷の量および／また
はその内部に含まれるＵＥの速度に応じて、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定および高負荷容
量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定のいずれかが選択され得る。
【００１９】
　高移動度が優先事項の場合、エリア内の一連の送信ノード／セルは、上述した新しいハ
ンドオーバー手順を用いて、ＳＦＮおよび共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤにおいて設定され
得る。共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮは、高速度で移動するユーザについて、
ハンドオーバーの発生回数を大幅に減らし得る。ＳＦＮおよび共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－Ｉ
Ｄの場合、移動度オーバーヘッドは大幅に低減され高移動度が実現される。高容量が求め
られている場合、さまざまなＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ複数の送信ノード／セルを実
現することができる。異なるＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つこれらの複数の送信ノード／
セルは、より高いスペクトル効率で増加した負荷に適応することができる。より少ないＰ
ＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤからより多いＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤへの送信は、未設定のＰＣＩ
／Ｃｅｌｌ－ＩＤのためのＣＳＩ－ＲＳおよび上述したハンドオーバー方式によって、容
易になり得る。幾つかの実施形態例についての更なる詳細は、以下の図面を参照しつつ以
下で説明する。
【００２０】
　図１Ａは、複数のＵＥを示す図である。そのうち、ＵＥ１０１ａ、１０１ｂは、基本カ
バレッジのｅＮｏｄｅＢ１０４ａによってカバーされているＳＯＮの一部分１０２ａにお
けるさまざまな種類のＵＥの例である。特定の例によると、基本カバレッジのｅＮｏｄｅ
Ｂは、マクロノード（ＭＣＮ）ｅＮｏｄｅＢであってよい。一部分１０２ａ内にはさらに
、ブースターカバレッジエリア１０８ａを持つ容量ブースター１０６ａが配置されている
。図示しているように、ブースターカバレッジエリア１０８ａは、基本カバレッジのｅＮ
ｏｄｅＢ１０４ａがカバーしている一部分１０２ａの外側まで拡張し、自己最適化ネット
ワーク内の他の送信ノード／セルがカバーしているエリアまで拡張しているとしてよい。
一実施形態によると、容量ブースターは、セルトラフィックのレベルがＭＣＮのみで提供
し得るレベルまで低減した場合に基本カバレッジについて必要になることなく、カバレッ
ジのみを改善するか、または、容量を大きくすることができるので、基本カバレッジのｅ
ＮｏｄｅＢとは区別され得る。
【００２１】
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　容量ブースター１０６ａは、低電力ノード（ＬＰＮ）であってよい。ＬＰＮは、マイク
ロセル、ピコセル、フェムトセル、ホームｅＮｏｄｅＢセル（ＨｅＮＢ）、リモート無線
ヘッド（ＲＲＨ）、リモート無線イクイップメント（ＲＲＥ）、リピータ、または、ＭＣ
Ｎ　ｅＮｏｄｅＢで通常用いられている電力より低い電力を持つその他の種類の送信ノー
ドのうち１つを含むとしてよい。基本カバレッジのｅＮｏｄｅＢ１０４ａおよび容量ブー
スター１０６ａは、バックホールリンク１１０ａを介して通信可能に結合されているとし
てよい。バックホールリンクは通常、有線接続または光接続を用いて形成されている。バ
ックホールリンクを介した通信は、一例でありこれに限定されないが、Ｘ２インターフェ
ース等のインターフェースを用いて実現され得る。
【００２２】
　図１Ａに図示しているように、幾つかのＵＥがブースターカバレッジエリア１０８ａ内
に存在する。基本カバレッジのｅＮｏｄｅＢ１０４ａはこのため、図１Ａに示すように、
ブースターカバレッジエリアにおいて、容量を大きくし、ＵＥのためのサービス品質を維
持／改善するべく、容量ブースター１０６ａをオンに制御することができる。しかし、容
量ブースターからの送信は、エネルギーを大量に利用し、場合によっては不要になり得る
。
【００２３】
　図１Ｂは、同じバックホールリンク１１０ｂを介して、同じブースターカバレッジエリ
ア１０８ｂを持つ同じ容量ブースター１０６ｂと通信する同じ基本カバレッジのｅＮｏｄ
ｅＢ１０４ｂによってカバーされる自己最適化ネットワークのうち同じ一部分１０２ｂを
示す。しかし、図１Ｂに示す場合またはシナリオでは、２つのＵＥ１０１ａ、１０１ｂの
みがブースターカバレッジエリア１０８ｂ内に残っている。このため、エネルギー節約を
進め、それに関する動作コストを低減するべく、容量ブースターは、容量が必要なくなる
限りにおいて、休眠状態へとオフに切り替えることができる。図１Ｂにおいて斜めの網掛
けで示すブースターカバレッジエリアは、容量ブースターがオフに切り替えられているこ
とを示す。
【００２４】
　容量ブースター１０６ｂをオフに切り替えるという決定、または、容量ブースター１０
６ｂを再度起動させるという決断は、必要に応じて、基本カバレッジのｅＮｏｄｅＢ、ま
たは、ＥＰＣ等のＣＮ内に配置されているＯ＆Ｍモジュールによって自律的に行われると
してよい。この決定は、ＳＯＮ内のさまざまな送信ノード／セルについての負荷情報、お
よび、ＳＯＮについての一般的な設定情報に基づいて行われるとしてよい。基本カバレッ
ジのｅＮｏｄｅＢは、オフに切り替えられた容量ブースターの負荷を除去するべくハンド
オーバー動作を開始することができ、後続のハンドオーバーを容易にするべく、ハンドオ
ーバーの理由を示す原因値をターゲットｅＮｏｄｅＢに対して提供することができる。
【００２５】
　以下の記載内容の前提として、図１Ａから図１６の図示内容は単一の送信セルを持つ送
信ノードに重点を置いているが、図１７から図２１における図示内容は、複数のコンポー
ネントキャリア（ＣＣ）を持つ送信ノードから発生し得る、１または複数の送信セルを持
つ送信ノードに対応するものである。図１Ａから図１６の図示内容において送信ノードに
重点を置いているのは、説明を簡略化するためである。しかし、これらの図面に基づいて
説明する概念は、全ての種類の送信セルに等しく適用が可能である。この点についてはさ
らに、図１７から図２１の図示内容および送信ノード／セルという用語をランダムに用い
ることで示す。
【００２６】
　図２は、ｅＮｏｄｅＢ２０２ａ－２２２ａ同士の間の通信インフラストラクチャ、およ
び、第１の期間２００における選択されたカバレッジエリアにおける、ＥＰＣ等のＣＮ２
３０と、ｅＮｏｄｅＢとの間の通信インフラストラクチャを示す図である。（同じカバレ
ッジエリアを図１４において第２の期間１４００について図示している。）Ｏ＆Ｍモジュ
ール２３２は、ＣＮ内に位置するものとして図示されている。さまざまなｅＮｏｄｅＢを
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、基本カバレッジノード２０２ａ－２１４ａおよび非基本カバレッジノード２１６ａ－２
２２ａに分類するとしてよい。非基本カバレッジノードは、必ずしもそうである必要はな
いが、容量ブースター１０６ａ、１０６ｂであってよい。非基本カバレッジノードはさら
に、非基本カバレッジノード２２０ａがＲＲＨとして図示されているように、さまざまな
形態のＬＰＮであってもよい。一部の例では、非基本カバレッジノードはＭＣＮであるが
、これは３ＧＰＰが公表しているロングタームエボリューション（ＬＴＥ）規格のリリー
ス８－１０の技術仕様書（ＴＳ）３６．３００のセクション２．４．４に説明されている
ように、容量ブースターとして取り扱われる例には当てはまらない。また、非基本カバレ
ッジノードは、必ずしもそうではないがＸ２インターフェース等の容量拡張バックホール
リンク２１６ｃ－２２２ｃを介して、必ずしもそうである必要はないが、所与の基本カバ
レッジノード２０２ａ、２０６ａ、２１２ａおよび２１４ａに通信可能に結合されている
としてよい。
【００２７】
　選択されたカバレッジエリア２００は図２において１１個の送信ノードを含むが、想到
され得るように、本発明では選択されたカバレッジエリアをこれより大きくするとしても
よいし、これより小さくするとしてもよい。選択されたカバレッジエリアは、ＳＯＮを構
成するとしてもよいし、または、その一部のみを構成するとしてもよい。特定の例による
と、選択されたカバレッジエリアは、所与のエリア内のトラフィックパターンに基づいて
、Ｏ＆Ｍモジュール２３２および／またはネットワークオペレータによって決定されると
してよい。
【００２８】
　基本カバレッジノード２０２ａ－２１４ａは通常、図２に図示しているように、ＭＣＮ
　ｅＮｏｄｅＢであるが、関連する規格によってはＬＰＮであってもよい。ｅＮｏｄｅＢ
２０２ａ－２２２ａはそれぞれ、選択されたカバレッジエリア２００内に対応するカバレ
ッジエリア２０２ｂ－２２２ｂを持つ。選択されたカバレッジエリア内には、複数のＵＥ
１０１ａ、１０１ｂが配置されている。
【００２９】
　複数のバックホール通信リンク２２４で構成される格子を図２に図示している。当該格
子を介して、基本カバレッジノード２０２ａ、２０４ａ、２０８ａ、２１４ａは互いに通
信を行うことができる。図示の便宜上、複数のバックホールリンクで構成される格子は、
基本カバレッジノード２０２ａ－２１４ａのうち一部の２０２ａ、２０４ａ、２０８ａ、
２１４ａについてのみ図示している。しかし、同様のバックホール通信リンクは、残りの
基本カバレッジノード２０６ａ、２１０ａ、２１２ａおよび非基本カバレッジノード２１
６ａ－２２２ａまでも拡張され得る。バックホール通信リンク２２４は、必ずしも必要で
はないが、Ｘ２通信リンクを含み得る。バックホール通信リンク２２４は選択されたカバ
レッジエリア２００内の各ｅＮｏｄｅＢの間に延在しているか、または、直接的な通信リ
ンクが利用できない経路に沿ってｅＮｏｄｅＢ間で通信を中継するとしてもよい。
【００３０】
　さらにＣＮ通信リンク２２６が図示されている。これによって、ｅＮｏｄｅＢ２０２ａ
－２２２ａはＣＮ２３０と通信を行うことが可能になる。このようなＣＮ通信リンクは、
ｅＮｏｄｅＢとＣＮとの間において直接通信を実現することができる。このようなＣＮに
対する直接ＣＮ通信リンクは、基本カバレッジノード２０２ａ－２１４ａ、非基本カバレ
ッジノード２１６ａ／２２２ａ、ＭＣＮおよび／またはＬＰＮの間に確立されるとしてよ
い。図示の便宜上、一部のｅＮｏｄｅＢ２０６ａ、２１６ａ、２１０ａおよび２１２ａが
ＣＮ通信リンクを持つものとして図示されているが、どのｅＮｏｄｅＢがＣＮ通信リンク
を持つとしてもよい。これに代えて、直接ＣＮ通信リンクを持たないｅＮｏｄｅＢは、バ
ックホール通信リンク２２４および／または容量拡張バックホールリンク２１６ｃ－２２
２ｃを介して、ＣＮ通信リンクを持つ特定のｅＮｏｄｅＢ２０６ａ、２１６ａ、２１０ａ
、２１２ａを用いて、ＣＮと間接的に中継によって通信を行うことができる。ＣＮに伝達
された情報は、その内部に存在するＯ＆Ｍモジュール２３２に伝達されるとしてよい。
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【００３１】
　容量拡張バックホールリンク２１６ｃ－２２２ｃは、必ずしも必要ではないが、非基本
カバレッジのｅＮｏｄｅＢ２１６ａ－２２２ａをオンまたはオフに切り替えるための基本
カバレッジのｅＮｏｄｅＢ（２０２ａ、２０６ａ、２１２ａおよび２１４ａ）および／ま
たはＯ＆Ｍモジュール２３２からの自律的決定を伝達するべく、図１Ａおよび図１Ｂに図
示したバックホールリンク１１０ａとして利用され得る。また、ピアｅＮｏｄｅＢには、
基本カバレッジのｅＮｏｄｅＢ、例えば、ｅＮｏｄｅＢ２１２ａによる、非基本カバレッ
ジのｅＮｏｄｅＢ、例えば、２１８ａをオンまたはオフに切り替えるための決定が、バッ
クホールリンク２２４から構成される格子および／または容量拡張バックホールリンク２
１６ｃ－２２２ｃを介して、通知されるとしてよい。前述した例では、ピアｅＮｏｄｅＢ
は、直近で隣接しているｅＮｏｄｅＢ２０８ａ、２１０ａおよび２１４ａを含むとしてよ
いが、実施形態例によってはグループ分けをこれより大きくしてもよいし、または、小さ
くしてもよい。Ｏ＆Ｍモジュールは、１または複数のＣＮ通信リンクを介して同様に通知
されるとしてよい。
【００３２】
　３ＧＰＰ規格に対応している例では、ｅＮｏｄｅＢ設定更新手順およびセルアクティブ
化手順がそれぞれ、オフに切り替えるシナリオおよびオンに切り替えるシナリオで利用さ
れ得る。また、通知されたｅＮｏｄｅＢは関連設定データを維持するとしてよい。容量ブ
ースターのオンおよびオフの切り替えに限定されるこの省エネルギー機能の詳細な内容は
、３ＧＰＰが公表しているＬＴＥ規格のリリース１０のＴＳ３６．３００のセクション２
．４．４．においてさらに詳細に記載されている。
【００３３】
　しかし、説明したような容量ブースター１０６ａ、１０６ｂを利用した自己最適化機能
は、例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＴＳ　３６．３００において、大きく限定されている。
容量ブースターは、定義上は、ＳＯＮに対する要求がどれだけ低いかに関わらず、ＳＯＮ
の基本カバレッジに対して偶発的に存在する。しかし、１または複数の基本カバレッジノ
ード２０２ａ－２１４ａがカバレッジを提供するために必要でない場合が多くある。３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥ　ＴＳ　３６．３００のような規格は、このような場合を利用するためには
、柔軟性が不十分である。
【００３４】
　さらに、容量ブースター１０６ａ、１０６ｂは、ＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０２ａ－２１
４ａまたはその均等物を含んでおらず、定義上、既に電力且つ消費エネルギーが低いノー
ドであるピコセルおよびフェムトセル等のＬＰＮに限定される。ＭＣＮが消費する電力は
、例えば、１桁以上、ＬＰＮが消費する電力よりも大きいことが多い。このため、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ　ＴＳ　３６．３００等の方法は、柔軟性が低いだけでなく、環境およびコス
トの観点から重要な最適化パラメータであるエネルギー効率に関する大きなゲインも得ら
れない。
【００３５】
　トラフィックが少ない期間等、多くの場合、ＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０２ａ－２１４ａ
を含む多くのｅＮｏｄｅＢ２０２ａ－２２２ａは、オフに切り替えるとしてよい。データ
トラフィックは、さまざまに変化し得るが、その変化には、基本カバレッジノードおよび
非基本カバレッジノードに対応付けられているカバレッジエリア間の違いのような形式的
な違いが見られない。研究によると、多くの場合には、ｅＮｏｄｅＢのうち７５％がカバ
レッジに影響を与えることなくオフに切り替えられ得ることが分かっている。多くの場合
、特にトラフィックが少ない期間は、これらのｅＮｏｄｅＢのうち幾つかはＭＣＮ　ｅＮ
ｏｄｅＢを含み得る。しかし、不必要な容量ブースター１０６ａ、１０６ｂをオフに切り
替える場合とは異なり、対応付けられているカバレッジエリアに含まれるＵＥに対するサ
ービス需要に対処することなくカバレッジエリアが大きいＭＣＮ等の基本カバレッジノー
ドをオフにすると、欠落カバレッジが発生する可能性がある。
【００３６】
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　省エネルギー効果を最適化し、変化する容量に対する要求に動的に適応させるべくオン
／オフを切り替えるＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０２ａ－２１４ａを含む送信ノードの数を増
加可能な方法でＳＯＮの柔軟性を高めるための実施形態例を以下で説明する。また、この
ように柔軟性が高まると、移動度等、さらなるパラメータについてＳＯＮを最適化するこ
とが出来るようになる。さらに、これらの実施形態例は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＴＳ３６．
３００等、既存の規格に基づいて構築することができるか、既存の規格に代えて用いるこ
とができる。特定の実施形態例では、カバレッジは、ＳＦＮモードでも動作可能な共通Ｃ
ｅｌｌ－ＩＤを持つ選択されたカバレッジエリア内の送信ノードを再設定することによっ
て省エネルギー性能を最適化するべくｅＮｏｄｅＢをオフしている間は、選択されたカバ
レッジエリア２００について保証され得る。
【００３７】
　共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮの形成は、負荷情報の共有から開始されるとしてよい
。さまざまなｅＮｏｄｅＢ２０２ａ－２２２ａに割り当てられているＵＥ２０１ａ、２０
１ｂからの負荷は、バックホール通信リンク２２４から成る格子を介して測定およびやり
取りすることができる。本願の図面においては、送信ノードに係る負荷の大きさは大まか
に、当該送信ノードに対応付けられているカバレッジエリア内に存在するＵＥの数で示す
。ＵＥは、複数のカバレッジエリア内に存在する場合、複数の対応する送信ノードに割り
当てられている負荷を表すものと見なすとしてよい。カバレッジエリア内のＵＥの数は、
相対的なＵＥの数または相対的な帯域幅要件と解釈され得る。このような表し方は、図面
において一例である。実際の負荷は、システムの設計および利用方法に応じて異なるとし
てよい。
【００３８】
　負荷情報は、これに加えて、または、これに代えて、ＣＮ通信リンク２２６を介してＣ
Ｎ２３０内のＯ＆Ｍモジュール２３２との間で共有されるとしてもよい。負荷情報がＬＴ
Ｅ規格に準拠した例において１または複数のＸ２インターフェースを介して送信ノード２
０２ａ－２２２ａ間でやり取りされる場合、相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージ
を用いて送信ノード間で負荷情報を搬送するとしてよい。負荷情報をＬＴＥ規格に準拠し
ている例においてＳ１インターフェースを介してＯ＆Ｍモジュールとの間で共有する場合
、負荷情報はＳ１のトランスポートネットワークレイヤ（ＴＮＬ）負荷に含まれるとして
よい。
【００３９】
　図３は、図２に示したものと同じ負荷の場合を説明する図である。同じ選択されたカバ
レッジエリア２００を、同じ送信ノード２０２ａ－２２２ａおよび対応するカバレッジエ
リア２０２ｂ－２２２ｂ、ならびに、同じＣＮ２３０およびＯ＆Ｍモジュール２３２と共
に、図示している。さらに、同じ数のＵＥ２０１ａ、２０１ｂが同じ位置に分散している
。想到するであろうが、一部の送信ノードに対応付けられているカバレッジエリアは、相
対的にトラフィック負荷が軽い。これらの送信ノードおよび／または選択されたカバレッ
ジエリア全体は、オフピーク時間における様子と見なすことができる。
【００４０】
　例えば、ＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０８ａは、カバレッジエリア２０８ｂ内にＵＥ１０１
ａ、１０１ｂを４つのみ持つものとして図示されている。これらのＵＥのうち２つはそれ
ぞれ、ＬＰＮ２１６ａのカバレッジエリア２１６ｂまたはＬＰＮ２１８ａ用のカバレッジ
エリア２１８ｂにも存在しているので、ＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０８ａは、少ない場合に
は２つまたは３つのＵＥに割り当てることができ、多い場合には４つに割り当てることが
できる。これは、対応するカバレッジエリア２０２ｂ－２０６ｂ、２１０ｂ－２１４ｂ内
に６つまたは７つのＵＥが存在する他のＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０２ａ－２０６ａ、２１
０ａ－２１４ａと比較すると比較的軽い負荷である。また、送信ノード２１６ａ、２１８
ａおよび２２２ａに関するカバレッジエリア２１６ｂ、２１８ｂおよび２２２ｂはそれぞ
れ、単一のＵＥのみである。さらに、これらの単一のＵＥは、送信ノード２１６ａおよび
２１８ａについてはＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０８ａにも、送信ノード２２２ａについては
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ＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０２ａにも割り当てられることが可能である。ＬＰＮ２１６ａ、
２１８ａおよび２２２ａの容量が限られているにもかかわらず、ＵＥ負荷が１から０に限
定されていることは、比較的負荷が小さいことを意味し得る。ＲＲＨ２２０ａもまた、カ
バレッジエリア２２０ｂにＵＥが存在しないので、負荷が少ない。
【００４１】
　低負荷リスト３０２、つまり、選択されたカバレッジエリア２００またはその一部内の
ｅＮｏｄｅＢのリストは、バックホール通信リンク２２４から成る格子、容量拡張バック
ホールリンク２１６ｃ－２２２ｃおよび／またはＣＮ通信リンク２２６を介して共有およ
び／またはやり取りされる負荷情報に基づいて生成されるとしてよい。図３に示すように
、低負荷リストはＯ＆Ｍモジュール２３２で生成するとしてもよい。しかし、低負荷リス
トは、Ｏ＆Ｍモジュールと組み合わせて、または、Ｏ＆Ｍモジュールとは別に、選択され
たカバレッジエリア内の１または複数の送信ノードで生成されるとしてもよい。
【００４２】
　上述した説明から想到されるであろうが、低負荷リスト３０２は、対応する矢印および
カバレッジエリア２０８ｂ、２１６ｂ、２１８ｂおよび２２２ｂの太字の境界で示すよう
に、ＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０８ａおよび送信ノード２１６ａ、２１８ａおよび２２２ａ
を含むとしてよい。さらに想到するであろうが、多くの準拠した実施形態例は、低負荷リ
ストを決定する際のＵＥの数について、図３を参照しつつ説明したものに限定されるもの
ではない。ＵＥの数は大幅に変更が可能であり、多くの追加または代替のパラメータを用
いて、送信ノードを低負荷リストに含めるか否かの１または複数の閾値を決定するとして
よい。このような閾値およびパラメータは、多数の変数、例えば、一例として挙げるので
あってこれに限定されないが、送信電力、隣接する送信ノードに対する近接性および／ま
たは隣接する送信ノードの性質等に応じて決まるとしてよい。
【００４３】
　低負荷リスト３０２は、オフに切り替えることを考慮する送信ノードの候補を含むもの
と見なされるとしてよいが、リストに含まれているからといって、送信ノードがオフに切
り替えられることを必ず意味するものではない。低負荷リスト３０２に含まれる送信ノー
ドに割り当てられているＵＥが存在しない場合を除き、送信ノードをオフに制御すること
で、欠落カバレッジが発生し、サービスが提供できなくなる可能性がある。しかし、この
ような送信ノードをオフに切り替える前に、低負荷リストに含まれる送信ノードのために
隣接する送信ノードが介入できるか否かについて最初に決定するとしてよい。低負荷リス
トに含まれる送信ノードからＵＥをハンドオーバーするとしてもよい。以降の図面に関す
る説明では、このような決定およびハンドオーバーが可能となる新型の方法について説明
する。
【００４４】
　図４は、以前は不可能であったが、高い柔軟性を持つ自己最適化に用いる決定手順を実
現可能な方法の一の側面について説明する図である。このような決定手順では、ＳＯＮに
含まれるＵＥおよび複数の個別の送信ノードの間でのチャネル状態情報の測定結果を利用
するとしてよい。このような測定結果に基づき、容量、カバレッジ、移動度、エネルギー
効率およびユーザ使用感に対する要求を満足させるべく動作を最適化する現在の機能以上
に、自己最適化を容易にするための決定手順を実行することができる。
【００４５】
　例えば、このような測定結果は、ＳＯＮの再設定中に他の送信ノードがオフに切り替え
られる可能性があるエリアをカバレッジとするためのＳＦＮの可能性を決定するために用
いられるとしてよい。このような予測的な測定結果が得られない場合、厳密に指定されて
いる容量ブースター以外であって、基本カバレッジに不必要であるｅＮｏｄｅＢをオフに
切り替えることによって電力を節約しようとする試みによって、欠落カバレッジが発生し
得る。また、このような測定結果は、無線ネットワークが、オフピーク時間に対して交通
が混雑している期間において容量および移動度管理要件が変化する幹線道路のトラフィッ
クについてサービスを提供するように設けられる場合にも利用され得る。このような測定
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結果に基づき、本願で後に説明するように、ＳＯＮは、オフピーク時間において一連のセ
ルを再設定して、同じＣｅｌｌ－ＩＤを用いて移動度オーバーヘッドを低減すると共に、
その後で、トラフィックコンジェスチョンの場合に対応する要求が高い期間において、異
なるセルを分割してスペクトル効率を上げることができる。
【００４６】
　どちらの種類の例においても、測定結果を利用することでＳＯＮは、再設定を適用する
前に、セル再設定を適用可能か否かを判断することができ、ＳＦＮモードにおける複数の
セルの動作を決定することができる。また、一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮモード
で動作している一連のセルが複数の異なるＣｅｌｌ－ＩＤを持つ複数のセルに再設定され
る場合、測定結果を用いて、どのＣｅｌｌ－ＩＤにさまざまなＵＥを割り当てるべきか決
定するべく移動度を制御することができる。このため、測定結果によって、（１）再設定
が実際に決定される前に、ＳＦＮにおいて、特定のセルがオフに切り替えられ、残りのセ
ルが再設定されて共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つセルになる場合、可能なカバレッジについて
フィードバックを提供すること、および、（２）一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤから複数の異な
るＣｅｌｌ－ＩＤへの移動度管理が容易になる。
【００４７】
　図４は、同じ位置に分散させた同じ数のＵＥ２０１ａ、２０１ｂと共に、同じ選択され
たカバレッジエリア２００を示す図である。しかし、図４は、さまざまな送信ノードから
の設定メッセージ４０２のブロードキャストによって識別され得る。送信ノードの全てが
図４において設定メッセージを送信するが、準拠している例では、一部の送信ノードが設
定メッセージを送信する。設定メッセージをブロードキャストする送信ノードは、選択さ
れたカバレッジエリアに含まれるＵＥが設定メッセージを受信するように選択されるとし
てよい。３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格に準拠した例では、設定メッセージは、無線リソース制御
（ＲＲＣ）メッセージであってよい。設定メッセージの役割および内容は、以降の図面に
基づき説明する。
【００４８】
　図５は、未設定のＣｅｌｌ－ＩＤに相関付けられ得る測定についてＵＥ５０２、５０４
によって利用され得るチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）等の未設定のＣｅｌｌ
－ＩＤに固有の送信についての情報のリストを含む設定メッセージ４０２を示す。説明を
目的として、選択されたカバレッジエリア２００の一部分のみを図５では図示している。
つまり、本明細書に記載の４つのＵＥのうち第１のＵＥ５０２および第２のＵＥ５０４を
含むＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０８ａに対応するカバレッジエリア２０８ｂを図示している
。
【００４９】
　設定メッセージ４０２は、３ＧＰＰに準拠した例ではＲＲＣメッセージであるが、ＭＣ
Ｎ　ｅＮｏｄｅＢ２０８ａから第１のＵＥ５０２および第２のＵＥ５０４へと送信されて
いる様子が図示されている。同じ情報が両方のＵＥにも送信されているが、説明を目的と
して、第２のＵＥに送信されているものとしてこの情報の一部を図示している。図示され
ているように、設定メッセージは、チャネル状態測定についてＵＥが利用し得る送信につ
いての１または複数の設定情報５０８ａ－５０８ｈから成るリスト５０６またはセットを
含むとしてよい。３ＧＰＰ　ＬＴＥに準拠している例において、送信はＣＳＩ－ＲＳ送信
であってよく、情報はＣＳＩ－ＲＳ送信に関する設定情報を提供するとしてよい。
【００５０】
　図５において、リスト５０６またはセットは、８個の設定情報５０８ａ－ｈを含む。し
かし、設定メッセージ４０２に含まれる設定の数は増減させ得るとしてよい。設定情報は
、複数の送信が属する未設定のＣｅｌｌ－ＩＤについてのこれらの送信の送信元である１
または複数の送信ノードおよび／またはセルについてのチャネル情報を測定するために用
いられるこれらの送信をリンクさせる情報を提供するとしてよい。これによって、これら
の未設定のＣｅｌｌ－ＩＤについて最適化に関する決定を行うことが可能になる。
【００５１】
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　３ＧＰＰのリリース１０およびそれ以降のＬＴＥ規格に準拠する例では、チャネル情報
を測定するために用いられる送信はＣＳＩ－ＲＳ送信を含むが、設定情報５０８ａ－ｈは
、ＣＳＩ－ＲＳの設定に関する情報を含むとしてよい。この設定情報は、ＣＳＩ－ＲＳに
埋め込まれているパラメータに関する情報を提供するとしてよい。埋め込まれているパラ
メータは、１または複数の未設定のＣｅｌｌ－ＩＤに対応付けることができ、ＣＳＩ－Ｒ
ＳをＵＥが測定する場合に、測定結果を未設定のＣｅｌｌ－ＩＤにリンクさせるべく利用
することができる。
【００５２】
　例えば、ＣＳＩ－ＲＳを利用する例では、送信ノード固有ＣＳＩ－ＲＳを、１または複
数の送信ノードで、および／または、Ｏ＆Ｍモジュール２３２で生成するとしてよい。送
信ノード固有ＣＳＩ－ＲＳを生成するべく、ＣＳＩ－ＲＳの従来の生成方法を変更すると
してよい。例えば、ＣＳＩ－ＲＳは、直交シーケンスおよび疑似ランダムシーケンスの積
として生成することができる。尚、３個の異なる直交シーケンスおよび１６８個の異なる
疑似ランダムシーケンスが存在するとしてよく、５０４個の固有のセル識別情報が得られ
る（例えば、０から５０３）。疑似ランダムシーケンスは、初期シーケンス要素Ｃｉｎｔ

で初期化されるとしてよい。Ｃｉｎｔは、以下の数１のように定義される。
【数１】

【００５３】
　数１は、リリース８から１１の３ＧＰＰのＬＴＥ規格についてのＴＳ３６．２１１のセ
クション６．１０．１．１に記載されている。この式では、ｎｓは、無線フレーム内のス
ロット番号であり、ｌは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルであり、ＮＣＰは、
サイクリックプレフィクス（ＣＰ）が通常であるかまたは拡張されているかに応じて１ま
たは０であり、ＮＣｅｌｌ

ＩＤは、ＣＳＩ－ＲＳを送信する各セルのＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－
ＩＤである。尚、ＮＣｅｌｌ

ＩＤは、式中では以下のように表されている。
【数２】

　ＮＣｅｌｌ
ＩＤは、ＣＳＩ－ＲＳを送信する各セルのＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤであるの

で、このようなＣＳＩ－ＲＳは、このようなＣＳＩ－ＲＳの測定結果を、新しいＣｅｌｌ
－ＩＤを持つ未設定のセルについての可能なカバレッジ特性にリンクさせるために用いる
情報が欠けている。
【００５４】
　しかし、ＮＣｅｌｌ

ＩＤの項を、選択されたカバレッジエリア２００における送信ノー
ド／セル２０２ａ－２２２ａのさまざまなセットに対応するように変化させることが可能
な設定可能パラメータ「Ｘ」に変更することによって、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果を、未設
定のＣｅｌｌ－ＩＤ、および、ＣＳＩ－ＲＳの送信元である対応する送信ノード／セルに
リンクさせることができる。ＣＳＩ－ＲＳを生成するために用いられ得る３個の異なる直
交シーケンスおよび１６８個の異なる疑似ランダムシーケンスが存在するので、パラメー
タＸは、例えば、０から５０３の間で変化し、Ｃｅｌｌ－ＩＤがまだ割り当てられていな
い送信ノードおよび／またはセルを含む５０４個の異なる送信ノードおよび／またはセル
に対応付けることができる。
【００５５】
　このような未設定のセルは、一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤが割り当てられる可能性がある複
数の送信ノードおよび／またはセルを含むとしてよい。特定の例を挙げると、共通Ｃｅｌ
ｌ－ＩＤは、可能なＳＦＮ内の送信ノードおよび／またはセルに以前に割り当てられた値
を取るとしてよい。例えば、１または複数のｅＮｏｄｅＢおよび／またはＯ＆Ｍモジュー
ル２３２は、一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮ動作のための候補として特定される複
数の異なるセルから送信されるべきＣＳＩ－ＲＳについて生成された疑似ランダムシーケ
ンスについて、同じ初期シーケンス要素Ｃｉｎｔを設定することができる。このような例
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では、１または複数のｅＮｏｄｅＢおよび／またはＯ＆Ｍモジュール２３２はこの後、候
補である送信ノードおよび／またはセルに対して、共通のＣＳＩ－ＲＳを、共通の一連の
ＣＳＩ－ＲＳアンテナポート、例えば、ポート１５から２２の一部の組み合わせで、同じ
時間－周波数リソースを介して、送信するように指示するとしてよい。候補となるセルの
選択は、より詳細に後述する。
【００５６】
　特定の例を挙げると、パラメータＸは、１または複数の送信ノード／セルと一の共通Ｐ
ＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを以前に共有したセルに基づいて、１または複数の送信ノード／セ
ルについて、個別の値に設定され得る。例には、１または複数の送信ノードおよび／また
はセルを一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮから除去することによって、スペクトル周
波数を増加させることが望ましい場合が含まれる。また、例には、ＬＰＮが、共通ＩＤを
持つ、カバレッジブースターとしてＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢに結合されている場合が含まれ
るとしてよい。この場合は、さらに柔軟性が高まり、測定はＳＯＮを最適化するために実
行され得る。
【００５７】
　パラメータＸの値は、１または複数の送信ノード／セルに対応付けられており、ＣＳＩ
＿ＲＳの導出元である疑似ランダムシーケンスに埋め込まれているので、パラメータＸを
リンクさせ得る１または複数の送信ノード／セルは、ＣＳＩ－ＲＳから導出することがで
きる。所与のＣＳＩ－ＲＳを送信する１または複数の送信ノード／セルをＵＥに導出させ
るべく、パラメータＸの値はこれらのＵＥに提供されるとしてよい。
【００５８】
　パラメータＸの選択は、所与のＣＳＩ－ＲＳを送信する１または複数の送信ノード／セ
ルをＵＥが導出できるように、図４および図５に示す設定メッセージ４０２（図６ではｃ
ｉｎｉｔＣｏｎｆｉｇ＿ｒ１２）に含まれているとしてよい。また、パラメータＸの複数
のインスタンスの選択は、設定リストまたは設定セット５０６に含まれる複数の設定情報
５０８ａ－５０８ｈにおいて通信することができる。所与のＣＳＩ－ＲＳの測定結果はこ
うして、未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを共有するべく１または複数の送信ノード／セ
ルにリンクさせるとしてよい。可能なカバレッジを決定することを目的として用いられ得
るこのような測定結果の例には、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定結果および／または
基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）測定結果が含まれるとしてよい。
【００５９】
　想到するであろうが、上述したように生成されるＣＳＩ－ＲＳの利用は、例えば、ＲＳ
ＲＰ／ＲＳＲＱ測定結果として、最適化され得る領域に存在するＵＥから、フィードバッ
クを提供するために用いられるとしてよい。測定結果によって、ＳＯＮは、カバレッジの
状態を評価して、トラフィック負荷が再設定を示す場合にＳＦＮモードで送信するべく、
オフに制御可能な一連の送信ノードおよび／またはセル、および、一の共通Ｃｅｌｌ－Ｉ
Ｄが設定され得る対応する一連のセルを特定することができる。ＣＳＩ－ＲＳに関して本
明細書で説明したものと同じ原理はさらに、セル固有基準信号（ＣＲＳ）に対して適用さ
れ得る。
【００６０】
　図６は、一例として、これに限定されるものではないが、ＣＳＩ－ＲＳを生成する場合
に当業者が利用し得るアブストラクトシンタックスノーテーション１（ＡＳＮ１）ソース
コードを示す。このようなＣＳＩ－ＲＳは、対応するＣｅｌｌ－ＩＤがまだ割り当てられ
ていないか否か、および／または、複数の異なるＣｅｌｌ－ＩＤが既に割り当てられてお
り送信元の送信ノード／セルを特定するために利用可能であるかに関わらず、１または複
数の送信ノード／セルからの送信に対して柔軟に割り当てられ得る。想到するであろうが
、当業者は、このようなＣＳＩ－ＲＳを別の方法で生成することができる。また、当業者
であれば、ＬＴＥおよび他の規格の両方に準拠する、未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤか
ら１または複数の送信ノード／セルについてチャネル情報を測定するために用いられる別
のＣＳＩ－ＲＳ送信または非ＣＳＩ－ＲＳ送信を生成することができる。
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【００６１】
　図７は、共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ可能なＳＦＮについて、候補となる一連の送信ノー
ドおよび／またはセルからの共通ＣＳＩ－ＲＳ７００の送信を示す。繰り返しになるが、
同じ選択されたカバレッジエリア２００、送信ノード２０２ａ－２２２ａ、対応するカバ
レッジエリア２０２ｂ－２２２ｂ、および、同じ位置に分散させている複数のＵＥ２０１
ａ、２０１ｂを図２に示す。また、カバレッジエリア２０８ｂに含まれる第１のＵＥ５０
２および第２のＵＥ５０４は、カバレッジエリア２０８ｂおよび２１６ｂにおいて新しく
番号が付与された第３のＵＥ７０２、および、カバレッジエリア２０８ｂおよび２１８ｂ
において新しく番号が付与された第４のＵＥ７０４と共に図示されている。第５のＵＥ７
０６は、カバレッジエリア２０２ｂおよび２２２ｂにおいて、同様に番号が付与されてい
る。
【００６２】
　第１のＵＥ５０２から第５のＵＥ７０６は、低負荷リスト３０２に含まれる送信ノード
に関する少なくとも１つのカバレッジエリアに存在している。これは、これらのＵＥのカ
バレッジは低負荷リストに含まれる送信ノードをオフに切り替えることによって障害が発
生する可能性があることを意味する。カバレッジの障害を回避するべく、一の共通ＣＳＩ
－ＲＳ７００が、共通ＣＳＩ－ＲＳに対応する共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ可能な
ＳＦＮについて、候補となる一連の送信ノードおよび／またはセル内のこれらの送信ノー
ド２０２ａ、２０４ａ、２０６ａ、２１０ａ、２１２ａ、２１４ａ、２１６ａおよび２１
８ａから送信される。
【００６３】
　斜線で消した円と送信の矢印が無いことから想到するであろうが、送信ノード２０８ａ
、２２０ａおよび２２２ａは、図７で示す場合には、共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ
可能なＳＦＮについての候補となる送信ノードおよび／またはセルのセットに含まれてい
ない。候補となる一連の送信ノードおよび／またはセルが１セットのみ図示されているが
、同様の共通ＣＳＩ－ＲＳは、複数の異なる送信ノードおよび／またはセルのセットの候
補に送信され得る。候補であるさまざまなセットに対応付けられる可能なカバレッジエリ
アの測定結果からの情報を比較するとしてよい。このような比較では、可能な省エネルギ
ー効果について検討するとしてよい。
【００６４】
　さまざまな方法を用いて、共通ＣＳＩ－ＲＳの送信元となるセットの候補を決定および
／または生成するとしてよい。候補となるセットは、１または複数の送信ノード２０２ａ
－２２２ａおよび／またはＯ＆Ｍモジュール２３２において決定されるとしてよい。一部
の例では、低負荷リスト３０２を用いて複数の異なる候補となるセットを生成するとして
よい。しかし、低負荷リストは全ての例において必要なわけではない。低負荷リストを利
用しない例では、候補となるセットは低負荷リストのサブセットとして生成され得る。
【００６５】
　特定の例を挙げると、候補となるセットは、低負荷リストのうち可能なサブセット毎に
生成されるとしてよい。候補として生成が可能なセットの数は、所与の候補となるセット
に低負荷リスト上の各送信ノード／セルを含むか、除外するかの二値選択肢の積であるの
で、可能な候補となるセットの数は、ｎが低負荷リストに含まれる候補となる送信ノード
／セルの数を示す場合、２ｎに等しくなる。図３に示した低負荷リスト３０２について、
図示されているように、低負荷リストに含まれている送信ノードは５個であるので、例え
ば、２５個つまり３２個の候補となるセットが可能である。
【００６６】
　特定の例を挙げると、低負荷リストから生成され得る候補となるセットには、共通ＣＳ
Ｉ－ＲＳの送信を制限するべく、制約が課される場合がある。例としては、一例でありこ
れに限定されるものではないが、省エネルギー効果を有効なものとするべく、送信ノード
および／またはセルの最小数、および／または、候補となるセットから除外すべきＭＣＮ
　ｅＮｏｄｅＢ等の高電力送信ノードが含まれ得る。また、低負荷リストは、他の方法で
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も用いることができるとしてもよいし、および／または、候補となるセットを生成するた
めの他の考慮事項と共に組み合わせて利用するとしてもよい。例えば、特定の周波数帯域
に対応付けられているセルおよび／または特定の地理的領域に含まれる送信ノードは、候
補となるセットに含むよう、および／または、候補となるセットから除外するよう、優先
順位が与えられるとしてよい。このような例は、低負荷リストを考慮することなく実現さ
れ得る。
【００６７】
　図７に示す場合には、説明を目的として、共通ＣＳＩ－ＲＳ７００の送信は、候補とな
るセットに含まれる送信ノード２０２ａ、２０４ａ、２０６ａ、２１０ａ、２１２ａ、２
１４ａ、２１６ａおよび２１８ａから行われるものとして図示されている。この送信は、
第２のＵＥ５０４によって受信されるものとしてしか図示されていない。しかし、共通Ｃ
ＳＩ－ＲＳの送信は、選択されたカバレッジエリア２００にある他のＵＥによっても受信
されるとしてよい。実際、共通ＣＳＩ－ＲＳは、他にも理由は考えられるが特に、ＵＥの
機能を決定して、共通ＣＳＩ－ＲＳを検出および／または測定するべく、および／または
、選択されたカバレッジエリアにおけるさまざまなＵＥにおいて測定される共通ＣＳＩ－
ＲＳの強度を検出および／または測定するべく、送信されるとしてよい。
【００６８】
　図７に示すような特定の例を挙げると、共通ＣＳＩ－ＲＳ７００は、候補となるセット
に含まれる全ての送信ノード（２０２ａ、２０４ａ、２０６ａ、２１０ａ、２１２ａ、２
１４ａ、２１６ａおよび２１８ａ）および／またはセルによって送信されるとしてよい。
他の例では、候補となるセットに含まれる送信ノードおよび／またはセルのうちサブセッ
トのみが共通ＣＳＩ－ＲＳを送信するとしてよい。例えば、一部の例では、候補となるセ
ットに含まれていない送信ノード/セルに地理的および／またはスペクトル的に関連する
送信ノード／セルのみが共通ＣＳＩ－ＲＳを送信するとしてよい。このような例では、使
用中のリソースは、オフに切り替えられる、候補となるセットに含まれていない、送信ノ
ード／セルからのカバレッジに関する問題が発生する可能性が高くなったＵＥに対応付け
られている最小数まで低減されるとしてよい。図７に示すケースでは、第１のＵＥ５０２
から第５のＵＥ７０６（５０２、５０４、７０２、７０４および７０６）は、候補となる
送信ノード／セルのセットに含まれていない送信ノード／セルに対応付けられている少な
くとも１つのカバレッジエリアに配置されているので、カバレッジに関する問題が発生す
る可能性が高くなるとしてよい。
【００６９】
　第２のＵＥ５０４が受信する共通ＣＳＩ－ＲＳ７００は、第２のＵＥのエリアにおける
候補となるセットから可能なカバレッジを決定するために利用され得る測定結果を生成す
るべく、第２のＵＥによって利用されるとしてよい。別の例を挙げると、非ＣＳＩ－ＲＳ
送信は、同様の測定結果を生成するために利用されるとしてよい。選択されたカバレッジ
エリア２００における他のＵＥが共通ＣＳＩ－ＲＳを受信すると、同様の測定および／ま
たは決定手順を行うために利用されるとしてよい。
【００７０】
　図８は、上述したのと同様の測定結果を１または複数含む、第２のＵＥ５０４からの測
定結果メッセージ８０２のアップリンク（ＵＬ）送信を示す図である。説明を目的として
、選択されたカバレッジエリア２００のうち一部のみを図８では図示している。つまり、
本明細書で説明する４個のＵＥのうち第２のＵＥを含むＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０８ａに
対応するカバレッジエリア２０８ａを示す。測定結果メッセージ８０２は、チャネル測定
結果ユニット８０６ａ－ｄのセット８０４を含むとしてよい。
【００７１】
　４個のチャネル測定結果ユニット８０６ａ－ｄが図示されているが、想到するように、
チャネル測定結果ユニットの数は実施形態例に応じて増減させる。一部の実施形態例によ
ると、一例となるＵＥ５０４は、図７に示す共通ＣＳＩ－ＲＳ等のＣＳＩ－ＲＳ毎に測定
を行い、一のチャネル測定結果ユニットを含む測定結果メッセージを送信する。
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【００７２】
　他の例を挙げると、一例となるＵＥ５０４は、ＣＳＩ－ＲＳ等の複数の送信の測定を実
行し、複数のチャネル測定結果ユニットを生成し、この一例となるＵＥによって編集して
、同じ測定結果メッセージ８０２で送信する。例えば、図４に示すものと同様の設定メッ
セージ４０２において、対応付けられている候補となるセットおよび／またはＣＳＩ－Ｒ
Ｓの数を示す情報がＵＥに提供されるとしてよい。このような例では、ＵＥは、ＵＥが候
補となるセット毎にチャネル測定結果ユニットまたはその一部を用意するまで待機して、
その後に、対応するチャネル測定結果ユニットを含む測定結果メッセージを送信するとし
てよい。一例として挙げると、これに限定されるものではないが、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格
に準拠した例では、チャネル測定結果ユニット８０６は、１または複数のＲＳＲＰおよび
／またはＲＳＲＱ測定結果を含むとしてよい。
【００７３】
　説明を簡単にするべく、そして、直前の図面の続きを説明するべく、第２のＵＥ５０４
のみが図８には図示されているが、選択されたカバレッジエリア２００内の他のＵＥは同
様の測定を実行し、同様の測定結果メッセージ８０２を提供するとしてよい。一部の例で
は、選択されたカバレッジエリアに含まれる全てのＵＥは、測定結果メッセージを提供す
るように構成され得る。別の例では、選択されたカバレッジエリアに含まれる他のＵＥを
除外したＵＥのサブセットは、１または複数の測定結果メッセージを提供するように構成
されているとしてよい。この結果、オーバーヘッドが小さくなる。ＵＥは、ＳＯＮ内の１
または複数の送信ノードによってこのような測定結果を提供するように構成されていると
してよい。
【００７４】
　ＵＥのサブセットのみが１または複数の測定結果メッセージ８０２を提供する特定の例
では、このサブセットは、最適化のための再設定が実行されるとカバレッジに関して問題
が発生する可能性が高くなっているＵＥに限定されるとしてよい。例えば、このようなサ
ブセットは、再設定によって影響を受ける可能性がある特定の周波数における通信リンク
を持つ、または、カバレッジエリアの内部または近傍にあるＵＥを含むとしてよい。低負
荷リスト３０２に含まれていること、および／または、ＵＥの範囲内であるカバレッジエ
リアに対応付けられている送信ノード/セルのセットの候補から除外されていることは、
このようなサブセットに含まれる基準の例であるが、これに限定されるものではない。図
７に図示するケースでは、第１のＵＥ５０２から第５のＵＥ７０６（５０２、５０４、７
０２、７０４および７０６）は、これらの基準を両方満たしているとしてよい。
【００７５】
　図９は、送信ノードおよび／またはセルの許容可能な候補となるセット９０２の可能な
カバレッジソースを示す図である。繰り返しになるが、図２に図示したように、同じ選択
されたカバレッジエリア２００が、同じ送信ノード２０２ａ－２２２ａおよび対応するカ
バレッジエリア２０２ｂ－２２２ｂと共に、そして、同じＣＮ２３０およびＯ＆Ｍモジュ
ール２３２と共に、図示されている。候補となるセット９０２は、Ｏ＆Ｍモジュールに存
在するものとして図示されているが、候補となるセットを含むデータは、これに加えて、
または、これに代えて、送信ノード２０２ａ－２２２ａのうち１または複数の送信ノード
に存在するとしてもよい。
【００７６】
　図９に示す候補となるセット９０２は、図７において共通ＣＳＩ－ＲＳ７００の送信に
関係するものとして示したものと同じ送信ノード（２０２ａ、２０４ａ、２０６ａ、２１
０ａ、２１２ａ、２１４ａ、２１６ａおよび２１８ａ）を含み、同じ除外された送信ノー
ド（２０８ａ、２２０ａおよび２２２ａ）のセットを除外している。除外された送信ノー
ドのセットに含まれる送信ノードは、信号の送受信を行わない。この結果、これらの送信
ノード（２０８ａ、２２０ａおよび２２２ａ）に対応するカバレッジエリア（２０８ｂ、
２２０ｂおよび２２２ｂ）に対応するクロスハッチングで示す対応する欠落カバレッジ（
２０８ｂ、２２０ｂおよび２２２ｂ）が発生する。第１のＵＥ５０２から第５のＵＥ７０
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６（５０２、５０４、７０２、７０４および７０６）は、このような欠落カバレッジに影
響を受ける可能性がある。
【００７７】
　しかし、前図で説明したものと同様のチャネル測定結果ユニット８０６は、第１のＵＥ
から第５のＵＥ（５０２、５０４、７０２、７０４および７０６）のうち１または複数の
ＵＥからＳＯＮ内の送信ノード／セルによって受信され、候補となるセット９０２が許容
可能なレベルのカバレッジを提供するという決定を行うために用いられる情報を提供する
としてよい。この決定は、送信ノード２０２ｂ－２２２ｂのうち１または複数の送信ノー
ドおよび／またはＯ＆Ｍモジュール２３２において行われるとしてよく、この決定を行う
ために必要な情報は、バックホール通信リンク２２４の格子および／またはＣＮ通信リン
ク（図２）を介して提供されるとしてよい。
【００７８】
　候補となるセット９０２が許容可能であるという決定は、１または複数の要因に基づき
、チャネル測定結果ユニット８０６と１または複数の閾値とを比較することで、行われる
としてよい。このような閾値および／または要因の例には、これらは一例に過ぎず、これ
らに限定されないが、ＵＬおよび／またはダウンリンク（ＤＬ）の通信における１または
複数のＵＥの最低信号強度レベル、１または複数のＵＥについてのサービス品質（ＱｏＳ
）要件、帯域幅および／または品質に関する要求の増加についての統計的に決定される誤
りの許容範囲があるとしてよい。このような閾値および／または要因は、３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅ規格および／または他の規格に固有の留意事項に基づいて決まるとしてよい。
【００７９】
　図９に示す候補となるセット９０２が許容可能であるという決定は、部分的に、一例と
して、これに限定されるものではないが、欠落カバレッジ（２０８ｂ、２２０ｂおよび２
２２ｂ）におけるＵＥ（５０２、５０４、７０２、７０４および７０６）との間の送信に
関する代理通信経路９０４－９１２に基づいて行われるとしてよい。第１のＵＥ５０２に
関して、第１の代理通信経路９０４は、第１のＵＥと送信ノード２０４ａとの間に形成さ
れ得る。送信ノード２０４ａに対応するカバレッジエリア２０４ｂの境界に第１のＵＥが
近接しているので、第１の代理通信経路９０４が特に効果的になるとしてよい。
【００８０】
　暫時第２のＵＥ５０４を無視して、第３のＵＥ７０２および第４のＵＥ７０４は共に欠
落カバレッジ２０８ｂに位置しているが、同時に、共に候補となるセットに含まれている
ＬＰＮ２１６ａおよびＬＰＮ２１８ａに対応付けられているカバレッジエリア２１６ａお
よびカバレッジエリア２１８ｂにも位置している。このため、第３の代理通信経路９０６
は、第３のＵＥとＬＰＮ２１６ａとの間に形成されるとしてよく、第４の代理通信経路９
０８は、第４のＵＥとＬＰＮ２１８ａとの間に形成されるとしてよい。逆に、第５のＵＥ
７０６は、ＬＰＮ２２２ａに対応付けられている欠落カバレッジ２２２ｂ内に位置してい
る。しかし、第５のＵＥは同時に、ＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ２０２ａのカバレッジエリア２
０２ｂ内にも位置している。このため、第５の代理通信経路９１２は、第５のＵＥとＭＣ
Ｎ　ｅＮｏｄｅＢ２０２ａとの間に形成されるとしてよい。
【００８１】
　第２のＵＥ５０４に戻って、第２のＵＥの位置に基づき、興味深い例について説明する
としてよい。第２のＵＥは、高電力送信ノード２０８ａに対応付けられている欠落カバレ
ッジ２０８ａ内に位置している。これは、欠落カバレッジ２０８ａが大きなエリアにわた
っている可能性を意味する。第２のＵＥは、この欠落カバレッジの中心の近傍に位置して
いるので、候補となるリスト９０２に含まれる送信ノードから比較的離れているとしてよ
い。特定の例を挙げると、一の送信ノードは、高電力送信ノード２０８ａに対して十分な
代替効果を持つとしてよい。場合によっては、一の代理送信ノードでは十分ではないか、
または、複数の代理送信ノードの方がカバレッジが改善される場合もあるとしてよい。
【００８２】
　このような場合には、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格に準拠した例では協調マルチポイント（Ｃ
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ＯＭＰ）を、または、他の規格に準拠した例については同様の機能を用いるとしてよい。
このような例では、ＣＯＭＰは共通ＣＳＩ－ＲＳ７００の送信および再設定後の両方に適
用されるとしてよい。図９では、ＣＯＭＰは、第２のＵＥ５０２と送信ノード２１４ａと
の間の第１のサブ経路９１０ａを含む第２の代理通信経路９１０へと導き、第２のＵＥ５
０２と送信ノード２０２ａとの間の第２のサブ経路９１０ｂへと導くとしてよい。
【００８３】
　ＳＦＮが形成されると、ＳＦＮ内の全てのアクティブ状態の送信ノードからのＤＬ通信
に対して、追加で代理通信経路（９０４、９０６、９０８、９１０ａ、９１０ｂおよび９
１２）に関連するものからについても、貢献が為されるとしてよい。ＵＬ通信については
、欠落カバレッジ（２０８ｂ、２２０ｂおよび２２２ｂ）に含まれるＵＥ（５０２、５０
４、７０２、７０４および７０６）は、新しい送信ノード／セルとアソシエーションし直
す必要があるとしてよい。さらに、一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを適合させることには、共通
Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応付けられていないＳＦＮ内のＵＥのハンドオーバーおよび/または
再設定が含まれるとしてよい。さらに、一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮを分割して
複数のＣｅｌｌ－ＩＤを生成することが望ましい例では、さらなる複数回のＵＥのハンド
オーバーおよび／または再設定が追加で実行されるとしてよい。また、ＵＥのハンドオー
バーおよび／または再設定の新しい方法は、このような最適化に対応付けられる多数のＵ
Ｅに対処することを目的として、利用されるとしてよい。このような新しい方法は、柔軟
性が高い最適化を実現する例における特別な留意事項に応じて開発したものであるとして
よい。
【００８４】
　上記のシナリオは、基本的な原理を説明したものであるが、省電力効果の可能性につい
て完全に説明しているとは言えない。より大きな省電力効果が得られる別のシナリオが可
能である。例えば、複数の高電力送信ポイントをオフに切り替えるとしてよい。このよう
な一例では、複数のＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢが交互にオフに切り替えることを考慮すべき対
象となる候補となるセット９０２が考えられるとしてよい。図９に関して、このような例
では、送信ポイント２０２ａ、２０６ａおよび２１２ａをオフに切り替えることになると
してよい。送信ポイント２０４ａ、２１０ａおよび２１４ａはオンのままとしてよい。こ
のような例では、ＬＰＮをオン状態としてトラフィック負荷を処理するとしてもよいし、
または、送信ポイント２０８ａの場合と同様に、オフに切り替えるとしてもよい。
【００８５】
　図１０は、自己最適化のための変更において、完全ハンドオーバー手順を実行すること
なく、新しいＣｅｌｌ－ＩＤについてＵＥ再設定が実現される２つの新しい方法の例を示
すブロック図である。一例となるＵＥ１００４と通信している一例となるＳＯＮ１００２
を示す。物理セル識別子（ＰＣＩ）／Ｃｅｌｌ－ＩＤが変更される送信ノードおよび／ま
たはセルに対応付けられているＵＥの再設定を容易にするべく、幾つかの方法で、ＳＯＮ
はＵＥに対してこの変更を示し、ＵＥはこれに応じて自身の再設定を行う。
【００８６】
　第１の方法によると、ＳＯＮタイムライン１００６および第１のＵＥタイムライン（実
線の矢印）１００８に関して図示されているように、ＳＯＮ１００２に含まれる送信ノー
ド／セルから送信される値タグ１００８において情報が提供される。値タグは、ＵＥ１０
０４に対応付けられているＣｅｌｌ－ＩＤが次のシステム情報ブロック（ＳＩＢ）変更期
間に変更されることを示すとしてよい。
【００８７】
　ＵＥ１００４は、値タグ１００８を受信すると、システム情報ブロック（ＳＩＢ）変更
期間１０１２の終了まで待機するとしてよい。ＵＥはこの後、ＵＥが以前のＰＣＩ／Ｃｅ
ｌｌ－ＩＤに代えて用いる新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１０１６を受信するまで送信処
理１０１４を停止させるとしてよい。ＵＥは、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを受信する
と、測定結果レポートをトリガし、および／または、ＵＬ時間を測定するためのプリアン
ブル１０１８の送信を開始するとしてよい。１０２０においてプリアンブルが送信される
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と、ＵＥは、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤのために同期１０２２を実現するための測定
を実行するとしてよい。同期が実現されると、１０２４において、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌ
ｌ－ＩＤについて再設定されたＵＥとの間で送信処理および／または受信処理が再開され
るとしてよい。
【００８８】
　第２の方法によると、ＳＯＮタイムライン１００６および第２のＵＥタイムライン（点
線の矢印）１０３８で図示しているように、ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの変更を示すページ
ングメッセージ１０２６が、ＳＯＮ１００２内の送信ノード／セルから送信されるとして
よい。ページングメッセージは、情報要素（ＩＥ）１０２８を含むとしてよい。ＩＥは、
新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１０３０および新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの有効時間
１０３２、つまり、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応する時間で新しいＰＣＩ／Ｃｅ
ｌｌ－ＩＤが有効である期間を示す時間を含むとしてよい。特定の例を挙げると、有効時
間はシステムフレーム番号に基づいて提供されるとしてよい。
【００８９】
　前述した方法と同様に、ＵＥ１００４は有効時間１０３２が経過した後で送信１０１４
を停止させるとしてよい。ＳＯＮ１００２内の送信ノード／セルは、新しいＰＣＩ／Ｃｅ
ｌｌ－ＩＤ１０１６をＵＥに送信するとしてよい。ＵＥは、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－Ｉ
Ｄを受信すると、以前のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに代えて新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ
を利用するとしてよい。ＵＥはさらに、測定結果レポートをトリガして、および／または
、ＵＬ時間を測定するべくプリアンブルの送信を開始するとしてよい１０１８。プリアン
ブルが送信されると１０２０、ＵＥは、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤについて同期１０
２２を実現するべく測定を実行するとしてよい。同期が実現されると、送信処理および/
または受信処理は、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤについて再設定されたＵＥについて再
開される１０２４。
【００９０】
　図１１は、グループハンドオーバーに基づく移動度管理の別の方法を示す図である。繰
り返しになるが、同じ選択されたカバレッジエリア２００が、同時に、同じ位置に分散し
ている同じ数のＵＥ２０１ａ、２０１ｂを有するものとして図示されている。しかし、図
１１は、さまざまな送信ノードから同じハンドオーバーメッセージ１１０２が送信される
ことによって区別されるとしてよい。図１１では全ての送信ノードがハンドオーバーメッ
セージを送信するが、準拠した例では、一部の送信ノードがハンドオーバーメッセージを
送信するとしてもよい。ハンドオーバーメッセージを送信する送信ノードは、選択された
カバレッジエリアに含まれるＵＥがハンドオーバーメッセージを受信するように選択され
るとしてよい。
【００９１】
　図１１に図示したＵＥから想到するように、セルが再設定される場合、複数のＵＥが接
続モードにあるとしてもよい。ＵＥに新しいＣｅｌｌ－ＩＤ/ＰＣＩで正しく送受信させ
るための、これら全てのＵＥのハンドオーバーに対応付けられるオーバーヘッドは、非常
に大きくなり得る。トラフィック負荷の状況の変化、または、選択されたカバレッジエリ
ア２００内に配置されているＵＥの数に適応するべく再設定が比較的頻繁に実行される場
合、再設定の度に複数のＵＥにかかる多くの移動度処理についてのオーバーヘッド負荷は
大きくなり得る。
【００９２】
　しかし、このような再設定のハンドオーバーは、グループハンドオーバーがサポートさ
れていれば、より効率的に実行され得る。したがって、ハンドオーバーメッセージ１１０
２は、図１１に示すように、複数のＵＥに送信され得る同じハンドオーバーコマンドメッ
セージを含むとしてよい。特定の例を挙げると、同じハンドオーバーメッセージの送信は
、マルチキャストシグナリングを利用して実現されるとしてよい。
【００９３】
　図１２は、代表送信ノード２０８ａから代表ＵＥ５０４が受信する、グループハンドオ
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ーバーのためのハンドオーバーメッセージ１１０２の内容を示す図である。説明を目的と
して、選択されたカバレッジエリア２００のうち一部のみを図１２では図示する。つまり
、本明細書で示す４つのＵＥのうち第１のＵＥ５０２および第２のＵＥ５０４を含むＭＣ
Ｎ　ｅＮｏｄｅＢ２０８ａに対応するカバレッジエリア２０８ａを示す。同じハンドオー
バーメッセージ１１０２が第１のＵＥおよび第２のＵＥに送信されているものとして図示
されているが、含まれるハンドオーバー情報１２０２は、説明の便宜上、第２のＵＥに対
する送信についてのみ図示されている。
【００９４】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格に準拠する例では、ハンドオーバーメッセージ１１０２は、ｍｏ
ｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ１２０６を含むＲＲＣＣｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセ―ジ１２０４等のＲＲＣメッセージを含
むとしてよい。このＲＲＣメッセージは、一例として、これに限定されるものではないが
、他にも情報の候補はあるが特に、新しいセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ）、ターゲットｅＮｏｄｅＢセキュリティアルゴリズム識別子、任意の専用のランダム
アクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブル、および／または、ターゲットｅＮｏｄｅＢ
システム情報等のパラメータの値を提供するとしてよい。他の規格に準拠した例では、非
ＬＴＥ規格に準拠した同様の情報をハンドオーバーメッセージで提供するとしてもよい。
【００９５】
　１または複数のＳＩＢ等のターゲットｅＮｏｄｅＢシステム情報は、同じターゲットセ
ルに対するハンドオーバー用に指定されている全てのＵＥ、またはそれらのセットについ
て共通であるとしてよい。このため、１または複数のターゲットＳＩＢを含む一のＲＲＣ
シグナリングメッセージは、マルチキャストシグナリングを用いてこれらのＵＥに送信さ
れるとしてよい。一部の例では、ＲＲＣシグナリングメッセージは、ハンドオーバーにつ
いて指定された全てのＵＥについて、一般的なパラメータ値およびＵＥ固有パラメータ値
の両方を含むとしてよい。
【００９６】
　図１３は、結果として得られる、共通ＰＣＩおよび／またはＣｅｌｌ－ＩＤ１３０２を
含むＳＦＮを示す図である。想到するように、共通ＰＣＩおよび／またはＣｅｌｌ－ＩＤ
は、選択されたカバレッジエリア２００内の全ての送信ノードおよび／またはセルにわた
って適用される。繰り返しになるが、同じ選択されたカバレッジエリア２００は同時に、
同じ位置に分散している同じ数のＵＥ２０１ａ、２０１ｂと共に図示されている。また、
同じ送信ノード２０２ａ－２２２ａが図示されているが、対応するカバレッジエリア２０
２ｂ－２２２ｂが無い。送信ノードの全てが共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ同じＳＦ
Ｎに対応するので、カバレッジエリア間の区別はもはや無い。
【００９７】
　さらに、図９に関して説明される候補となるセット９０２に含まれる送信ノード（２０
２ａ、２０４ａ、２０６ａ、２１０ａ、２１２ａ、２１４ａ、２１６ａおよび２１８ａ）
は、稲妻および波状の印によって示されているように、アクティブ状態として図示される
。しかし、候補となるセットに含まれていない送信ノードは、斜線が引かれた太い実線の
円で示すように、そして、稲妻および波状の印が無いことから分かるように、オフに切り
替えられた状態で図示している（２０８ａ、２２０ａおよび２２２ａ）共通ＰＣＩおよび
／またはＣｅｌｌ－ＩＤ１３０２の境界を区切るために利用される太線で示すように、新
しい共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤは、選択されたカバレッジエリア２００全体にわたるＳ
ＦＮに対して適用される。
【００９８】
　選択されたカバレッジエリア２００では所定の送信ノード（２０８ａ、２２０ａおよび
２２２ａ）がオフに切り替えられた状態であるので、ＳＦＮでは大きな省エネルギー効果
が得られるとしてよい。このような省エネルギー効果は、ＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢである高
電力送信ノード２０８ａがオフに切り替えられた送信ノードに含まれるので、さらに大幅
に大きくなる。新しいＣＳＩ－ＲＳおよびその結果として得られる測定結果は、高電力送
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信ノードをオフに切り替える最適化を含む、実行可能な最適化における柔軟性を改善する
ための再設定の前に、ＳＦＮにおけるカバレッジを確認するとしてよい。さらに、上述し
たように、セル識別における変更のためにＵＥを再設定するための幾つかの新しい方法は
、このような最適化では重要となり得る移動度管理を高効率化する。共通Ｃｅｌｌ－ＩＤ
１３０２を持つＳＦＮが形成された後、カバレッジの最適化をアンテナ傾斜によって実現
するとしてよい。
【００９９】
　このような省エネルギー効果は、選択されたカバレッジエリア２００内の低トラフィッ
ク負荷によって可能となる。しかし、トラフィック負荷は動的であり、共通ＰＣＩ／Ｃｅ
ｌｌ－ＩＤを持つ以前には適切であったＳＦＮには適さないシナリオが発生する場合があ
るとしてよい。トラフィック負荷が増加して、特定の地理的領域において集中すると、図
１３に図示したようなＳＦＮを分割することが望ましいとしてもよい。
【０１００】
　図１４は、電力を低減するべく自己最適化した図１３に図示した共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ
－ＩＤ１３０２を共有するＳＦＮ内におけるトラフィック再分配１４００を含む選択され
たカバレッジエリアを示す。同じ送信ノード２０２ａ－２２２ａが図１４に図示されてい
るが、選択されたカバレッジエリアは第２の別のタイミング１４００において図示してい
る。時間の経過とともに、ＵＥの数および／または分散状態は大幅に変化するとしてよい
。例えば、１日の間に、多くのオフィスが存在する地理的エリアは、夜間においてトラフ
ィック負荷が低いとしてよい。一方で日中は、トラフィック負荷は比較的高くなるとして
よい。図１４に図示する第２の異なるタイミング１４００において、ＵＥ１４０１ａ、１
４０１ｂの数および分散は、大幅に変化する。
【０１０１】
　高電力送信ノード２０８ａに対応付けられていたカバレッジエリア２０８ｂに含まれる
ＵＥの数は、４個から１４個に増加している。同様に、ＬＰＮ２２２ａに対応付けられて
いたカバレッジエリア２２２ｂ内のＵＥの数は、１個から３個に増加している。分散状態
が変化したということは、図９を参照しつつ説明したように、隣接する送信ノード、例え
ば、送信ノード２０２ａ、２０４ａ、２１４ａ、２１６ａおよび２１８ａが、オフに切り
替えられたセルに対して、カバレッジを提供しなくなったことを意味するとしてよい。こ
のため、共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮを形成する際にオフに切り替えた送信ノード／
セルをオンに切り替えることが望ましくなるとしてよい。
【０１０２】
　また、選択されたカバレッジエリア内のＵＥの数は、第１のタイミング２００における
４４個から第２のタイミング１４００では５８個に増加している。ＵＥの数が増加するこ
とによって、容量に対する要求が高まった場合に、ＳＦＮのスペクトル効率が低いことが
問題となるとしてよい。このため、ＳＦＮを複数の新しいセルに分割することによって可
能になる周波数再利用に対応付けられる高容量化が望ましくなるとしてよい。
【０１０３】
　上述した理由により、１または複数の決定手順がＳＯＮ内で行われるとしてよく、その
結果として、１または複数の送信ノード／セルをオンに切り替え、および／または、共通
Ｃｅｌｌ－ＩＤ／ＰＣＩを持つ複数の送信ノード／セルがＳＦＮモードで動作するか否か
に関わらず、トラフィック負荷の変化に応じて異なるＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤで特定の送
信ノード／セルを再設定する。このような決定は、１または複数の送信ノード（２０２ａ
、２０４ａ、２０６ａ、２１０ａ、２１２ａ、２１４ａ、２１６ａおよび２１８ａ）およ
び／またはＯ＆Ｍモジュール２３２で為されるとしてよい。１または複数のＣｅｌｌ－Ｉ
Ｄでの再設定を実現するべく、１または複数のセットのＵＥを、複数の異なるＣｅｌｌ－
ＩＤ／ＰＣＩを持つ複数の異なる送信ノード／セルにハンドオーバーするとしてもよいし
、または、複数の異なるＣｅｌｌ－ＩＤ／ＰＣＩを持つ複数の異なる送信ノード／セルに
関して再設定するとしてよい。
【０１０４】
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　このような決定に応じた高効率のハンドオーバープロセスおよび／または再設定プロセ
スは、未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対するチャネル測定で実現するとしてよい。こ
のような移動度管理のための測定は、未設定のＣｅｌｌ－ＩＤについて送信ノード／セル
から発生するものとして対応付けられ得る送信に対して実行されるとしてよい。このよう
な送信は、上述したものと同様の方法で生成されるとしてよい。ＵＥにはさらに、上述し
たのと同様の方法で、このような送信の測定結果について対応付けるための情報が提供さ
れるとしてよい。
【０１０５】
　説明を目的としてものであってこれに限定されるものではないが、このような送信およ
び測定は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格に準拠した例に基づいて本明細書で説明している。しか
し、同様の実施例について、別の規格に準拠した例もまた可能である。ＬＴＥに準拠した
例では、ＵＥは、未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応付けられ得る１または複数のＲ
ＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定を含む移動度管理のための測定を実行するとしてよい。ＲＳＲＰ/
ＲＳＲＱに基づく移動度管理のための測定を未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応付け
るべく、上述したように対応付けるべく生成されるＣＳＩ－ＲＳに基づいて行うとしてよ
い。
【０１０６】
　図４および図５を参照しつつ上述したように、ＵＥには、ＲＲＣ送信を利用する移動度
管理のための測定を対応付けるための情報が提供されるとしてよい。例えば、さまざまな
ＣＳＩ－ＲＳを送信する送信ノード／セルを未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応付け
るためのＣＳＩ－ＲＳ設定情報は、１または複数のＲＲＣ送信を利用してＵＥに通信され
るとしてよい。ＲＲＣ送信は、シグナリングオーバーヘッドを最小限に抑えるとしてよい
。しかし、関連するＵＥの位置について適切な情報がＳＯＮ側で利用可能であれば、他の
例に応じた他のシグナリング方法もまた、専用のＲＲＣシグナリングを用いて、移動度管
理のための測定についての複数の異なるセットのＣＳＩ－ＲＳリソース/設定を示すため
に利用されるとしてよい。
【０１０７】
　ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ移動度管理測定について設定されるべきＣＳＩ－ＲＳリソースのセ
ットは、ＣｏＭＰリソース管理（ＣＲＭ）について生成される同様のＣＳＩ－ＲＳリソー
スのセットとは別個であるとしてよい。ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ移動度管理測定はさらに、Ｃ
ＲＭについての同様の測定とも別個であるとしてよい。さらに、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ移動
度管理測定をサポートしているＲＲＣシグナリングはさらに、ＲＣＭ用の任意のＲＲＣシ
グナリングとも別箇であるとしてよい。このため、ＣＳＩ－ＲＳ生成、ＲＲＣシグナリン
グに関して、および、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格のリリース１１および／またはリリース１１
以降のリリースについてのＣＲＭについて行われる同様のプロビジョンとは別個の未設定
のＣｅｌｌ－ＩＤについての移動度管理に関するＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定について、プロ
ビジョンが行われるとしてよい。
【０１０８】
　図１５は、未設定のＣｅｌｌ－ＩＤ／ＰＣＩに関してハンドオーバーおよび移動度管理
のための測定をサポートするべく、同じＣｅｌｌ－ＩＤを現在共有している送信ノード／
セルについて、未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応する複数の異なるＣＳＩ－ＲＳリ
ソースのセットを示すＲＲＣシグナリングのためのＩＥのＡＳＮ１ソースコードを示す図
である。想到するであろうが、当業者であれば別の方法でこのようなＣＳＩ－ＲＳを生成
するとしてもよい。さらに、当業者であれば、ＬＴＥおよび他の規格の両方に準拠した別
の非ＣＳＩ－ＲＳ型の関連する方法を実現するとしてよい。
【０１０９】
　移動度管理のための測定は多くの場合、再設定の対象ではない隣接するカバレッジエリ
アにおいてＵＥによって実行されるとしてよい。ＳＦＮにおいて新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ
－Ｉが複数の送信ノード／セルについて設定されるか否か、または、新しいＰＣＩ／Ｃｅ
ｌｌ－ＩＤが設定されて共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを分割するか否かに関わらず、ＰＣ
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Ｉ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの変更を含む。新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ再設定されたセ
ルに接続されているＵＥについて、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤは、ハンドオーバーコ
マンドメッセージにおいて提供されるとしてもよいし、または、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ
－ＩＤについてこれらのＵＥを再設定する際に提供するとしてもよい。しかし、隣接する
セルに接続されているＵＥはさらに、移動度管理を目的として、再設定されたＰＣＩ／Ｃ
ｅｌｌ－ＩＤについての情報を必要とするとしてもよい。
【０１１０】
　このようなＵＥは、セルに関して決定手順を実行するために利用され得る隣接する送信
ノード／セルに対してチャネル測定を実行するとしてよい。隣接する送信ノード／セルが
再設定される場合、ＵＥは、この新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つセルが開始される
のはいつか、および、前のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つセルが隣接測定について利用で
きなくなるのはいつかについての情報を必要とするとしてよい。
【０１１１】
　特定の例によると、送信ノード／セル、例えば、高電力送信ノード２０８ａは、他の隣
接する送信ノードに対して、もうすぐＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤが変更されることを通知す
るとしてよい。この通知は、一部の例によるとＸ２メッセージである再設定メッセージに
よって、図２に図示したものと同様のバックホール通信リンク２２４から成る格子を介し
て、実行されるとしてよい。再設定メッセージは、前のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ、新しい
ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ、および／または、再設定が有効となるタイミングを含むとして
よい。同様の情報は、Ｏ＆Ｍモジュール２３２に提供され、および／または、Ｏ＆Ｍモジ
ュールから図２に示したものと同様のＣＮ通信リンク２２６を介して提供されるとしても
よい。
【０１１２】
　隣接するセルは、再設定メッセージを受信すると、当該セルが保持している隣接セルリ
ストを再設定するとしてよい。一例としてであり、これに限定されるものではないが、３
ＧＰＰ　ＬＴＥ規格に準拠した例では、ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔＥＵＴＲＡ情報要素を用い
て、前のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを削除し、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを追加すると
してよい。隣接する送信ノード／セルのカバレッジエリア内のＵＥにこの情報を拡散させ
るべく、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格に準拠した例では、隣接する送信ノード／セルは、専用の
ＲＲＣシグナリングを用いて、カバレッジエリア内の接続モードのＵＥに対して、再設定
メッセージからの情報を送信するとしてよい。アイドルモードのＵＥについて、隣接する
送信ノード／セルは、再設定メッセージからの情報で、ＳＩＢ４および／またはＳＩＢ５
を更新するとしてよい。
【０１１３】
　想到するであろうが、再設定すべき送信ノード／セルに対して移動度についての測定を
実行する隣接するカバレッジエリアにおいて多くのＵＥが存在する場合、多くのＲＲＣシ
グナリングメッセージを利用すると、シグナリングオーバーヘッドが大きくなる可能性が
ある。オーバーヘッドを小さくすると共にシグナリングをより効率的に実行するべく、専
用のＲＲＣシグナリングに代えて、隣接する送信ノード／セルは、接続モードのＵＥにつ
いても、１または複数のＣｅｌｌ－ＩＤ／ＰＣＩの変更に関する情報をブロードキャスト
するとしてよい。このようなブロードキャスト情報によって、除去すべきＰＣＩ／Ｃｅｌ
ｌ－ＩＤのセットおよび追加すべき新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤのセットに関する情報
が、タイミング情報と共に提供されるとしてよい。前のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤと新しい
ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤとの間の関係はブロードキャスト情報に含まれているが、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ規格に準拠した例において、セルインデックスおよびセルオフセット等の他の
パラメータは新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤについても再利用されるとしてよい。移動度
管理に関する問題に対処することで、再設定を進めることができる。
【０１１４】
　図１６は、第２のタイミング１４００において選択されたカバレッジエリアにわたって
トラフィック負荷が変化したことに対応するべく、残存している共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－
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ＩＤ１３０２に加えて、２つの新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ（１６０２および１６０４
）を形成する様子を説明するための図である。図２に図示したものと同じ送信ノード２０
２ａ－２２２ａが図１６においても図示されている。しかし、選択されたカバレッジエリ
アは、図１３において図示したのと同様に、第２のタイミング１４００について図示され
ており、図２において図示した第１のタイミング２００とは異なる。このため、ＵＥ１４
０１ａ、１４０１ｂの数および分散は、図１３と同じであるが、図２、図３、図４および
図７とは異なる。
【０１１５】
　特定の例によると、ＬＰＮ２２２ａが単にオンに切り替えられ、対応付けられている高
電力送信ノードとＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを共有する。しかし、別の例によると、上述し
た方法によって柔軟性が高くなると、このようなＬＰＮは、自身のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－Ｉ
Ｄを受信することができるようになるか、または、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを受信
する新しい送信ノード／セルに対応付けられるようになるとしてよい。第１および第２の
新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤはそれぞれ１つの送信ノードを含むのみであるが、幾つか
の準拠した例では、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤは複数の送信ノード／セルを含むよう
に形成されるとしてよい。第１の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１６０２および第２の新
しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１６０４は選択されたカバレッジエリア１４００において明
確に識別されるので、これらのうち１または複数は、選択されたカバレッジエリアにおい
て利用される他の周波数とは異なる周波数で動作することによって、スペクトル効率を高
めることができる。想到するであろうが、ＲＲＨ２２０ａはオフのままである。
【０１１６】
　ＵＥのうち大半は依然として省エネルギー効果を実現するべく設定されている共通ＰＣ
Ｉ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１３０２に対応付けられているままであるが、多くのＵＥは、つまり
、第１および第２の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤのそれぞれのカバレッジエリア（２０
８ｂおよび２２２ｂ）に含まれるＵＥは、第１の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１６０２
または第２の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１６０４に対応付けられている。
【０１１７】
　第１の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１６０２および第２の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－
ＩＤ１６０４は選択されたカバレッジエリア１４００において明確に識別されるので、こ
れらのうち１または複数は、選択されたカバレッジエリア１４００において容量を高める
べく、選択されたカバレッジエリアにおいて用いられるスペクトル部分とは異なるスペク
トル部分において動作することによって、スペクトル効率を高めるとしてよい。第１の新
しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応付けられている高電力送信ノード２０８ａおよび第２
の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応付けられているＬＰＮをオンに切り替えることに
よって、それぞれのカバレッジエリア（２０８ｂおよび２２２ｂ）内において密度が高く
なることに対応するとしてよい。想到するであろうが、ＲＲＨ２２０ａはエネルギーを節
約するべくオフのままであるとしてよい。第１の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤおよび第
２の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを再設定した後、アンテナ傾斜によってさらに最適化
を行うとしてもよい。
【０１１８】
　省エネルギー効果および負荷容量だけが、チャネル測定および移動度管理のサポート方
法が最適化の柔軟性を高める上で改善できるパラメータではない。移動度も最適化のため
のパラメータであってよい。例えば、移動度は、送信ノード／セル間で負荷のバランスが
取れた所望の状態を実現する上で有用になるとしてよい。負荷のバランスが取れることで
、システム容量が改善されるとしてよい。負荷のバランスを取ることは、送信ノード／セ
ル間で等しく負荷を分配することを含むとしてよい。つまり、トラフィック負荷の一部を
混雑しているセルから移動させることを含むとしてよい。これらの分配処理および移動処
理は、移動度に応じて行われる。このため、移動度パラメータおよび／またはハンドオー
バー動作を最適化することで、ロードバランシングを実現し易くなるとしてよい。また、
移動度の最適化によってオーバーヘッドは大幅に低減されるとしてよく、ＵＥは頻繁に新
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しい送信ノード／セルにアソシエーションし直される。さらに、移動度に関する自己最適
化に起因する一般的な改善点として、ネットワークの管理および最適化のタスクにおいて
人の介入を最小限に抑える点が挙げられるとしてよい。
【０１１９】
　移動度に基づくロードバランシングをサポートするために、前述したような負荷レポー
ト、ハンドオーバーの利用等のロードバランシング動作、および／または、適応化ハンド
オーバーおよび／または再選択設定等の機能を持つとしてよい。適応化ハンドオーバーお
よび／または再選択設定の一例を新しく挙げると、上述した方法によって柔軟性を高める
ことによる動的なＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの設定があるとしてよい。高電力または低電力
の複数の異なる送信ノード／セルについて動的なＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定を可能とす
ることによって、ロードバランシングおよび移動度はさらに改善されるとしてよい。
【０１２０】
　図１７は、動的なＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ再設定が、移動度およびロードバランシング
をさらに改善するべく、上述したように、柔軟性が高まったことを利用する環境を示す図
である。ＳＯＮ１７０８の一部に含まれる一連の送信ノード１７０２ａ、１７０４ａおよ
び１７０６ａを図示している。各送信ノードには、３つの六角形状のカバレッジ領域が対
応付けられている。より具体的に説明すると、六角形状のカバレッジ領域１７０２ｂ、１
７０２ｃおよび１７０２ｄは、送信ノード１７０２ａの回りに時計回りに配置されており
、当該送信ノードに対応付けられている。また、六角形状のカバレッジ領域１７０４ｂ、
１７０４ｃおよび１７０４ｄは、送信ノード１７０４ａの周囲に時計回りに配置されてお
り、当該送信ノードに対応付けられている。さらに、六角形状のカバレッジ領域１７０６
ｂ、１７０６ｃおよび１７０６ｄは、送信ノード１７０６ａの周囲に反時計回りに配置さ
れており、当該送信ノードに対応付けられている。
【０１２１】
　一連の送信ノード１７０２ａ、１７０４ａおよび１７０６ａの間に設けられている複数
のバックホール通信リンク１７１０から成る格子も図示している。図２と同様に、複数の
バックホール通信リンクから成る格子は、Ｘ２インターフェースを含むとしてよいが、他
のバックホールリンクも可能である。また、ＣＮ通信リンク１７１２を図示している。図
２と同様に、これらのＣＮ通信リンクは、Ｓ１インターフェースを含むとしてよいが、他
の種類の通信リンクも可能である。ＣＮ通信リンクによって、１または複数の送信ノード
がＣＮ１７１６、例えば、ＥＰＣ内のＯ＆Ｍモジュール１７１４と通信できるようになる
としてよい。
【０１２２】
　図１８は、ドップラー効果に基づいてＵＥの速度を測定する様子と共に、ＳＯＮ１７０
８の一部分を横断する主要経路１８０２を示す図である。ＳＯＮ１７０８の同じ部分を、
同じ一連の送信ノード１７０２ａ、１７０４ａおよび１７０６ａ、ならびに、対応する六
角形状のカバレッジ領域１７０２ｂ－１７０２ｄ、１７０４ｂ－１７０４ｄおよび１７０
６ｂ－１７０６ｄと共に図示している。ＳＯＮの一部分を横断している主要経路１８０２
は、道路、幹線道路、高速道路、鉄道等であってよい。
【０１２３】
　さらに、主要経路１８０２を移動する車両について、第１のタイミング１８０４ａおよ
び第２のタイミング１８０４ｂにおける様子が図示されている。車両内のＵＥ（不図示）
は、送信ノード１７０４ａとの間で接続モードであるとしてよい。想到するであろうが、
第１のタイミングにおける車両内のＵＥと、送信ノード１７０４ａとの間で送信される公
知の信号は、ドップラー効果のために、ＵＥの速度に応じて周波数が上方シフトする。逆
に、第２のタイミングにおける車両内のＵＥと、送信ノード１７０４ａとの間で送信され
る公知の信号は、周波数が下方シフトする。この周波数シフトは、ＵＥ、送信ノードおよ
び／またはＯ＆Ｍモジュール１７１４において、ＵＥの速度を決定するために利用するこ
とができる。ＵＥ速度の測定結果は、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定または高負荷容量設定
への動的なＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ再設定についての決定を行うために利用されるとして
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よい。
【０１２４】
　図１９は、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定のために、共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤをＳＯ
Ｎ１７０８の一部の複数の六角形状のカバレッジ領域（１７０２ｂ、１７０２ｄ、１７０
４ｂ、１７０４ｄ、１７０６ｂおよび１７０６ｄ）に割り当てる決定が為された一例を示
す。繰り返しになるが、ＳＯＮ１７０８の同じ部分を、同じ一連の送信ノード１７０２ａ
、１７０４ａおよび１７０６ａ、ならびに、対応する六角形状のカバレッジ領域１７０２
ｂ－１７０２ｄ、１７０４ｂ－１７０４ｄおよび１７０６ｂ－１７０６ｄと共に、図示し
ている。主要経路１８０２は、３台の車両がかなりの距離で互いから離れている様子が描
かれていることから分かるように、トラフィックが混雑していない２車線幹線道路として
図示されている。
【０１２５】
　トラフィックが少ないので、２車線幹線道路１８０２に沿って移動している車両内のＵ
Ｅは、頻繁にハンドオーバーが発生し、および／または、ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定が
頻繁に変更されるような速度で移動する場合がある。さらに、トラフィックが少ないこと
により、ＵＥの数が少なくなり、対応付けられる負荷も少なくなる。２車線幹線道路が混
雑していない時間は、オフピークと見なされ得る。オフピーク時には、スループット要件
は低くなる。しかし、ハンドオーバー要求は、車両が高速で移動するので、高くなるとし
てよい。
【０１２６】
　１または複数の送信ノード（１７０２ａ、１７０４ａおよび１７０６ａ）および／また
はＯ＆Ｍモジュール１７１４において、オフピーク条件および／または非混雑トラフィッ
ク条件が満たされた旨の決定を行うとしてよい。この決定は、幾つかの留意事項のうち１
または複数に基づいて行われるとしてよい。このような留意事項の例としては、一例であ
りこれに限定されないが、図１８を参照しつつ説明したような測定等の速度測定、時刻、
曜日、主要経路１８０２におけるトラフィック状況に影響を及ぼす可能性があるイベント
、および／または、トラフィック負荷測定があるとしてよい。負荷情報および前述した留
意事項に関する他の情報、例えば、送信ノードにおいて推定される平均ユーザ速度は、複
数の送信ノード間で共有されるとしてよい。この情報は、複数のバックホール通信リンク
１７１０から成る格子および／またはＣＮ通信リンク１７１２を介して共有されるとして
よい。
【０１２７】
　オフピーク条件および／または非混雑トラフィック条件が満たされた旨の決定が為され
ると、１または複数の送信ノード（１７０２ａ、１７０４ａおよび１７０６ａ）および／
またはＯ＆Ｍモジュール２３２においても、共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１９０２を共有
するべく複数の送信ノード／セルを組み合わせることによって、送信ノード／セル間での
ＵＥによる移行に対応付けられるオーバーヘッドを低減する旨の決定が為されるとしてよ
い。同様に、上述したような留意事項に基づいて共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１９０２に
どの送信ノード／セルを含めるかについて、１または複数の決定が為されるとしてよい。
図１９において、共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを共有する送信ノード／セルは、太線の境
界線および斜めハッチングによって示すカバレッジエリア（１７０２ｂ、１７０２ｄ、１
７０４ｂ、１７０４ｄ、１７０６ｂ、１７０６ｃ）を含む。例によっては、共通ＰＣＩ／
Ｃｅｌｌ－ＩＤは、ＳＦＮとして設定され得るが、ＳＦＮとして設定されない例もまた許
容される。
【０１２８】
　共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１９０２を実施する決定が為されると、１または複数の送
信ノード１７０２ａ、１７０４ａおよび１７０６ａおよび／またはＯ＆Ｍモジュール１７
１４は、前のセルに対応付けられているＵＥについてハンドオーバー遅延を特定するハン
ドオーバーコマンドおよび／またはトリガを送信するとしてよい。１または複数の送信ノ
ードおよび／またはＯ＆Ｍモジュールは、共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを再設定すること
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ができる。また、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤへのＵＥハンドオーバーにも対処すると
してよい。
【０１２９】
　主要経路１８０２が通過する送信ノード／セルを再設定する決定は、上述したように、
適切なカバレッジを保証するよう設定される前の共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１９０２の
測定によって進められるとしてよい。さらに、ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの再設定および／
またはＵＥのハンドオーバーは、上述したような方法で対処されるとしてよい。共通ＰＣ
Ｉ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの再設定中および／または再設定後の移動度管理に用いられる測定も
また、上述している。図１９に図示している３個の送信ノード１７０２ａ、１７０４ａお
よび１７０６ａは、ＭＣＮ　ｅＮｏｄｅＢ等の高電力送信ノードとして図示されているが
、例には、ＬＰＮ等の低電力ノードも含まれるとしてよく、さまざまな数の送信ノードが
関連するとしてよい。高電力送信ノードは、本明細書で開示している更なるサポート方法
によって高い柔軟性が得られるので、容量ブースターをオンまたはオフに切り替えること
に基づいた従来の方法に実施形態例が限定されない旨を説明している。
【０１３０】
　図１９に図示しているような一部の例を挙げると、ビームフォーミング等の空間多重化
方法は、送信ノード１７０２ａ等の共通送信ノードに対応付けられており、そして、主要
経路１８０２が通過する１７０２ｂおよび１７０２ｄ等のカバレッジエリアの特定のセル
を含む一方、当該送信ノードに同様に対応付けられている１７０２ｃ等のカバレッジエリ
アの他のセルを含まないように、利用されるとしてよい。複数の異なるＰＣＩ／Ｃｅｌｌ
－ＩＤは、この目的のために、送信ノードにおいて複数の異なるＣＣに割り当てられると
してよい。他の例では、一の送信ノードに対応付けられている全てのセルおよびそれらに
対応するカバレッジは、共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１９０２に含まれるとしてよい。そ
れぞれ対応するカバレッジエリアを持つ複数の送信ノード／セルを、一の共通ＰＣＩ／Ｃ
ｅｌｌ－ＩＤを持つように設定することによって、移動度オーバーヘッドが大幅に低減さ
れるとしてよい。
【０１３１】
　共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１９０２を設定することで移動度は改善されるが、スルー
プットが低くなるという代償を払うことによってこの改善は実現され得る。例えば、幹線
道路のトラフィックは本質的に動的であることから、ネットワークのうち主要経路１８０
２に沿った部分は状況に応じ適宜設定することが有益であるとしてよい。例えば、トラフ
ィックが多い期間は、多数の車両で幹線道路は混雑する。このような期間は、これらの車
両内のＵＥの数が増加するのでスループットを高くする必要があるとしてよい。また、車
両の速度が遅くなるので、ハンドオーバー性能等の移動度に関する事項は、重要度が低く
なるとしてよい。さらに、このような期間においては、スペクトル再利用を改善して、合
計スループットを改善するべく、複数の異なるＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤが設定されている
複数の異なる送信ノード／セルを存在させることが望ましいとしてよい。
【０１３２】
　図２０は、高負荷容量設定を実現するべく、混雑した道路１８０２に沿ったトラフィッ
ク負荷が高く速度が遅い追加のネットワークの一のエリアにおける追加のネットワークに
含まれる複数の異なる送信ノードに複数の異なるＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを割り当てる様
子を示す図である。繰り返しになるが、ＳＯＮ１７０８の同じ部分が、同じ一連の送信ノ
ード１７０２ａ、１７０４ａおよび１７０６ａ、ならびに、対応する六角形状のカバレッ
ジ領域１７０２ｂ－１７０２ｄ、１７０４ｂ－１７０４ｄおよび１７０６ｂ－１７０６ｄ
と共に図示されている。しかし、主要経路１８０２はここでは、バンパー同士が触れそう
な距離で多数の車両が配置されていることから分かるように、非常に混雑したトラフィッ
ク２００２の２車線幹線道路として図示されている。
【０１３３】
　また、共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ１９０２を共有する送信ノード／セルはそれぞれ、
独自のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤが与えられている。送信ノード１７０２ａには、六角形状
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のカバレッジ領域１７０２ｂ－１７０２ｄにわたる第１のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ２００
４が割り当てられている。送信ノード１７０４ａには、六角形状のカバレッジ領域１７０
４ｂ－１７０４ｄにわたる第２のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ２００６が割り当てられている
。同様に、送信ノード１７０６ａには、六角形状のカバレッジ領域１７０６ｂ－１７０６
ｄにわたる第３のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ２００８が割り当てられている。さまざまなＰ
ＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応する地理的エリアは、太線の境界ラインで囲んだものとして
図示している。複数の異なるＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを用いて、複数の異なるＰＣＩ／Ｃ
ｅｌｌ－ＩＤではスペクトルのうち複数の異なる部分で動作することで、スループット、
容量および／またはサービス品質を高めるとしてよい。図２０において各送信ノードは異
なるＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを受信するが、複数の送信ノードは、さまざまな例において
、一の新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤを共有するとしてよい。
【０１３４】
　繰り返しになるが、１または複数の共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤをより多数のＰＣＩ／
Ｃｅｌｌ－ＩＤへと再設定する旨の決定は、上述したように、多数の共通ＰＣＩ／Ｃｅｌ
ｌ－ＩＤ、例えば、第１のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ２００４、第２のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－
ＩＤおよび第３のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤ２００８が設定される前の測定によって進める
としてよい。例えば、これに限定されるものではないが、１または複数の送信ノード１７
０２ａ、１７０４ａおよび１７０６ａ、ならびに／または、Ｏ＆Ｍモジュール１７１４は
、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定を、未設定のＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに対応付けられているＣ
ＳＩ－ＲＳについて実施するよう１または複数のＵＥに対して指示するとしてよい。この
ような測定は、例えば、カバレッジを保証するべく、そして、ハンドオーバーを準備する
ために用いられるとしてよい。
【０１３５】
　また、ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの再設定および／またはＵＥのハンドオーバーは、上述
したように対処するとしてよい。例えば、これに限定されるものではないが、１または複
数の送信ノードおよび／またはＯ＆Ｍモジュールは、ハンドオーバーコマンドおよび／ま
たはトリガを送信し、前のセルに対応付けられているＵＥのハンドオーバー遅延を特定す
るとしてよい。共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの再設定中および／または再設定後の移動度
管理について利用される測定についても上述している。１または複数の送信ノードおよび
／またはＯ＆Ｍモジュールは、１または複数の共通ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤをより多数の
ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤに再設定するとしてよい。
【０１３６】
　図２１もまた、より多数のＰＣＩおよび／またはＣｅｌｌ－ＩＤへの再設定を示す図で
ある。繰り返しになるが、ＳＯＮ１７０８の同じ部分を、同じ一連の送信ノード１７０２
ａ、１７０４ａおよび１７０６ａ、ならびに、対応する六角形状のカバレッジ領域１７０
２ｂ－１７０２ｄ、１７０４ｂ－１７０４ｄおよび１７０６ｂ－１７０６ｄと共に図示し
ている。また、主要経路１８０２は同様に、バンパー同士が触れそうな距離で多数の車両
２００２が配置されていることから分かるように、非常に混雑したトラフィック２００２
の２車線幹線道路として図示されている。
【０１３７】
　しかし、新しいＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの数は、３個から６個に増加している（２２０
２、２２０４、２２０６、２２０８、２２１０および２２１２）。ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－Ｉ
Ｄの数が増加したのは、ビームフォーミング等の空間多重化方法によるものであるとして
よい。さらに、ＰＣＩ／Ｃｅｌｌ－ＩＤの数が増加したことによって、交互に変化させた
網掛けパターンから分かるように、図２１に示すように、スペクトルのうち利用する複数
の異なる部分が増加したので、スペクトル周波数および容量が増加するとしてよい。一部
の実施形態例では、ＣＯＭＰ等のその他の高度な技術を利用するとしてよい。
【０１３８】
　実施形態例はさらに、方法としても図示されるとしてよい。このような方法は、機能ブ
ロックを用いて図示するとしてよい。これらの機能ブロックは、これらの方法の実施形態
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例に応じたステップまたは処理を示すものであるとしてよい。実施形態例によっては、こ
のようなステップまたは処理を実施し得るが、必ずしも実施する必要はなく、非一時的な
コンピュータ利用可能媒体に格納されているコンピュータ可読プログラムコードとして実
現するとしてもよい。機能ブロックは所定の順序で図示するが、図示順序は、多くの場合
において、変更され得る。実際のところ、特定の機能ブロックは同時に実行するとしてよ
い。このため、本願においては、機能ブロックの図示順序は、必ずしもその順序で対応す
るステップまたは処理を実行する必要がある時系列順序を示すものではない。図示してい
ない幾つかの追加の方法もまた、追加の実施例に応じたものであるとしてよい。
【０１３９】
　図２２は、単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）を形成する方法２２００を示す機能ブロ
ックを示すとしてよい。当該方法は、ｅＮｏｄｅＢ、および／または、エボルブドパケッ
トコア（ＥＰＣ）内に配置されているＯ＆Ｍモジュールで実施されるとしてよい。当該方
法２２００は、選択されたカバレッジエリア内の一連の送信セルについて負荷情報を取得
すること２２１０を含むとしてよい。選択されたカバレッジエリアをカバーすることが可
能な、これらの送信セルのうち減数された一連の送信セルは、負荷情報に基づいて選択さ
れる２２２０としてよい。減数された一連の送信セルは、共通セル識別情報（Ｃｅｌｌ－
ＩＤ）を持つＳＦＮへと再設定される２２３０としてよい。減数された一連の送信セルは
、減数された一連の送信セルのカバレッジエリアを拡張して、選択されたカバレッジエリ
アをより少ない送信セルでカバーするべく、共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮに再設定さ
れるとしてよい。一連の送信セルを再設定する２２３０ステップは、再設定を実行するべ
く一連の再設定ノードにコマンドを送信することを含むとしてよい。
【０１４０】
　方法２２００はさらに、未設定の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤについて、選択されたカバレッジ
エリア内の複数のユーザイクイップメント（ＵＥ）にＣＳＩ－ＲＳを送信することを含む
としてよい。ＣＳＩ－ＲＳに基づく複数のＵＥからの一連の測定結果をこの後受信すると
してよい。一連の測定結果は、減数された一連の送信セルを選択して、減数された一連の
送信セルが共通Ｃｅｌｌ－ＩＤで設定された後も選択されたカバレッジエリアについてカ
バーし続けるものと決定するために用いるとしてよい。
【０１４１】
　特定の実施形態例によると、当該方法は最初に、トラフィック負荷が低い隣接する送信
セルを一連の送信セルに含めることによって、一連の送信セルを編集することを含むとし
てよい。実施形態例によっては、負荷情報は、少なくとも１つのＳ１トランスポートネッ
トワークレイヤ負荷および少なくとも１つの相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージ
のうち一方から取得される。ＲＮＴＰメッセージは、送信セル間のＸ２接続を介して通信
されるとしてよい。一部の実施形態例は、残存する一連の送信セルを共通Ｃｅｌｌ－ＩＤ
を持つＳＦＮへと再設定した後で発生するカバレッジのシナリオについてカバレッジを最
適化するべくアンテナ傾斜を調整することを含むとしてよい。
【０１４２】
　実施形態例はさらに、１または複数の追加の送信セルによって、選択されたカバレッジ
エリア内のトラフィック負荷の増加への対処を改善するものと決定することを含むとして
よい。この決定は、負荷情報に基づいて為されるとしてよい。トラフィック負荷の増加へ
の対処の改善は、トラフィック負荷の増加に対してスペクトル効率を高めることで実現す
るとしてよい。このような実施形態例はさらに、１または複数の追加の送信セルを少なく
とも１つの新しいＣｅｌｌ－ＩＤで再設定することを含むとしてよい。ハンドオーバーは
、１または複数のＵＥについて実行され、少なくとも１つの追加の送信セルに対して行わ
れるとしてよい。
【０１４３】
　１または複数の追加の送信セルによって対処が改善される旨の決定が為される実施形態
例はさらに、１または複数の追加の送信セルを決定するべく、少なくとも１つのＣＳＩ－
ＲＳに基づく測定を要求することを含むとしてよい。尚、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳ
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に基づく測定のためのＣＳＩ－ＲＳは、未設定のＣｅｌｌ－ＩＤに相関付けられる情報を
搬送する。このような実施形態例はさらに、少なくとも１つの追加の送信セルが１または
複数の新しいＣｅｌｌ－ＩＤで再設定された後に、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳに基づ
く測定を要求することを含むとしてよい。この追加の要求は、１または複数のＣｅｌｌ－
ＩＤについてチャネル情報を提供するべく発行されるとしてよい。
【０１４４】
　図２３は、ｅＮｏｄｅＢ２３２０および／またはＥＰＣ２３４０内に位置しているＯ＆
Ｍモジュール２３３０に存在するデバイス２３００を示す図である。デバイス２３００は
、無線通信システムにおける移動度オーバーヘッドおよび負荷要件のバランスを取るよう
に構成されているとしてよい。デバイス２３００はさらに、選択モジュール２３５０およ
び設定モジュール２３６０を含むとしてよい。
【０１４５】
　選択モジュール２３５０は、一連の送信セルについて、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定お
よび高負荷容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定の一方を選択するように構成されているとしてよい。
設定モジュール２３６０は、選択モジュールと通信しているとしてよい。設定モジュール
は、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定で動作するよう、一連の送信セルを設定するように構成
されているとしてよい。高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定は、移動度オーバーヘッドを低減す
るべく、一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮを含むとしてよい。また、設定モジュール
は、高負荷容量設定で動作するように一連の送信セルを設定するとしてよい。高負荷容量
設定は、複数の異なるＣｅｌｌ－ＩＤを持つ複数の送信セルを含み、負荷の増加に対して
スペクトル効率を上昇させるとしてよい。
【０１４６】
　特定の実施形態例はさらに、選択モジュール２３５０と通信する速度測定モジュール２
３７０を含むとしてよい。速度測定モジュールは、一連の送信セルについて、選択された
カバレッジエリア内の一連のＵＥに対して少なくとも一回の速度測定を実行するように構
成されているとしてよい。速度測定モジュールはさらに、少なくとも１つの速度測定結果
を選択モジュールに通信するように構成されているとしてよい。一部の実施形態例による
と、選択モジュールは、１または複数の速度測定結果および／または負荷情報を利用して
、一連の送信セルについて、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定および高負荷容量Ｃｅｌｌ－Ｉ
Ｄ設定のうち一方を選択するとしてよい。
【０１４７】
　このような実施形態例の一部によると、選択モジュール２３５０は、一連の送信セルに
ついて、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定および高負荷容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定のうち一方を
選択するとしてよい。この選択は、設定閾値と合計値とを相対的に比べることに基づいて
行うとしてよい。合計値は、重み付け速度値および重み付け負荷値を含むとしてよい。こ
のような実施形態例によると、重み付け速度値が大きくなると、合計値が、設定閾値に対
して、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定を示す値に近くなるとしてよい。また、重み付け負荷
値が大きくなると、合計値は、設定閾値に対して、高負荷容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定を示す
値に近くなるとしてよい。
【０１４８】
　特定の実施形態例によると、一連の送信セルの選択されたカバレッジエリアは、主要経
路の全長にわたって延在するとしてよい。主要経路は、車両の交通および／または鉄道の
運行のために設計されているとしてよい。一部の例では、選択モジュール２３５０は、時
刻情報、曜日情報、休日情報および／またはイベント情報を用いて、高移動度Ｃｅｌｌ－
ＩＤ設定および高負荷容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定の一方を選択するとしてよい。
【０１４９】
　一部の実施形態例はさらに、形成モジュール２３８０を含むとしてよい。形成モジュー
ル２３８０は、負荷情報および／または１または複数の速度測定結果を複数の送信セルか
ら受信するように構成されているとしてよい。また、形成モジュールは、所与の送信セル
を一連の送信セルに含めることによって、一連の送信セルを編集するように構成されてい
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るとしてよい。尚、所与の送信セルは、一連の送信セルに既に含まれている送信セルに隣
接しているとしてよい。このような送信セルは、負荷情報および／または１または複数の
速度測定結果が、一連の送信セルについて予め定義された範囲内の対応する一連の値を持
つ場合に、含められるとしてよい。
【０１５０】
　特定の実施形態例はさらに、測定モジュール２３９０を含むとしてよい。測定モジュー
ルは、一連の送信セルの選択されたカバレッジエリア内の複数のＵＥに対して、未設定の
Ｃｅｌｌ－ＩＤについての一連のＣＳＩ－ＲＳを送信するように構成されているとしてよ
い。さらに、測定モジュールは、一連のＣＳＩ－ＲＳに基づいた一連の測定結果を複数の
ＵＥから受信するとしてよい。一連の測定結果は、複数のＵＥのハンドオーバーのために
用いられるとしてよい。尚、選択モジュール２３５０は、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定か
ら高負荷容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定へと選択を変更する。
【０１５１】
　図２４は、未設定のＣｅｌｌ－ＩＤについてＣＳＩ－ＲＳを実施する方法２４００を示
す機能ブロックを示す図である。当該方法は、ｅＮｏｄｅＢおよび／またはＥＰＣ内に配
置されているＯ＆Ｍモジュールで実施されるとしてよい。当該方法は、一連の送信セルが
共有すべき未設定のＣｅｌｌ－ＩＤのＣＳＩ－ＲＳの識別情報を一連のＵＥに提供するこ
と２４１０を含むとしてよい。ＣＳＩ－ＲＳには、一連のＵＥのうち少なくとも１つのＵ
ＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定を、未設定のＣｅｌｌ－ＩＤおよび一連の送信セルで識別で
きるように、識別情報が埋め込まれている２４２０としてよい。再設定処理は、測定結果
に基づき、一連の送信セルに対して実行される２４３０としてよい。
【０１５２】
　一部の実施形態例によると、再設定処理を実行すること２４３０はさらに、一連のＵＥ
から測定結果を受信することを含むとしてよい。また、このような実施形態例は、共通Ｃ
ｅｌｌ－ＩＤを持つ新しいＳＦＮについて、一連の測定結果に基づき、潜在的なカバレッ
ジエリアを推定することを含むとしてよい。このような実施形態例によると、一連の送信
セルのうち少なくとも一部は、新しいＳＦＮについて指定されるとしてよい。
【０１５３】
　特定の実施形態例について、再設定処理を実行すること２４３０はさらに、一連のＵＥ
から測定結果を受信することを含むとしてよい。また、このステップは、測定結果に基づ
き、少なくとも１つの新しいＣｅｌｌ－ＩＤについて、一連の送信セルにおいて少なくと
も１つのターゲット送信セルを決定することを含むとしてよい。一部の実施形態例による
と、ＣＳＩ－ＲＳに識別情報を埋め込むこと２４２０はさらに、識別値を未設定のＣｅｌ
ｌ－ＩＤに割り当てることを含むとしてよい。
【０１５４】
　ＣＳＩ－ＲＳに識別情報を埋め込むことはさらに、Ｃｅｌｌ－ＩＤ値に代えて識別値を
利用し、未設定のＣｅｌｌ－ＩＤを特定するＣＳＩ－ＲＳについて疑似ランダムシーケン
スを生成することを含むとしてよい。このような実施形態例によると、識別情報は、ＣＳ
Ｉ－ＲＳの初期化部分に埋め込まれるとしてよい。また、一連のＵＥに識別情報を提供す
ること２４１０はさらに、未設定のＣｅｌｌ－ＩＤによってカバーされている地理的エリ
アにＲＲＣブロードキャスティングを利用して識別情報をブロードキャストすることを含
むとしてよい。
【０１５５】
　図２５は、新しいＣｅｌｌ－ＩＤで再設定すべき一連の送信セルにＵＥを接続する方法
２５００を示す機能ブロックを示す図である。当該方法は、ｅＮｏｄｅＢおよび／または
ＥＰＣ内に配置されているＯ＆Ｍモジュールにおいて実施されるとしてよい。当該方法は
、新しいＣｅｌｌ－ＩＤを共有する一連の送信セルを再設定する旨を決定すること２５１
０を含むとしてよい。また、当該方法は、一連の送信セルに対応付けられている複数のＵ
Ｅに対して再設定メッセージを送信すること２５２０を含むとしてよい。再設定メッセー
ジは、一連の送信ノードが新しいＣｅｌｌ－ＩＤで再設定されて一のＳＦＮを形成すると
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、一連の送信セルにＵＥを接続するべく送信されるとしてよい。
【０１５６】
　特定の実施形態例によると、再設定メッセージは、複数のＵＥに対して送信を停止する
よう求める指示、新しいＣｅｌｌ－ＩＤの値、および／または、新しいＣｅｌｌ－ＩＤが
有効となる対応するタイミングを含むとしてよい。再設定メッセージは、再設定メッセー
ジを受信する複数のＵＥにおいて、データの送受信を停止させることが出来るように構成
されているとしてよい。データの送受信は、新しいＣｅｌｌ－ＩＤが有効となり、複数の
ＵＥが新しいＣｅｌｌ－ＩＤを持つ一連の送信セルと再接続できるようになるタイミング
まで、再設定メッセージによって停止させるとしてよい。
【０１５７】
　一部の実施形態例によると、再設定メッセージは、マルチキャストシグナリングを用い
て、複数のＵＥに送信される一の共通ハンドオーバーコマンドメッセージを含むとしてよ
い。共通ハンドオーバーコマンドは、複数のＵＥについて新しいＣｅｌｌ－ＩＤを持つ再
設定された一連の送信セルへのハンドオーバーを実行するために用いられるパラメータを
提供するとしてよい。一部の実施形態例によると、共通ハンドオーバーコマンドメッセー
ジは、１または複数のＣ－ＲＮＴＩおよび１または複数のターゲット送信セルセキュリテ
ィアルゴリズム識別子を含むとしてよい。共通ハンドオーバーコマンドメッセージはさら
に、専用ＲＡＣＨおよび／またはターゲットｅＮｏｄｅＢシステム情報を含むとしてよい
。特定の実施形態例によると、方法２５００はさらに、一連の送信セルに対応付けられて
いる複数のＵＥについてハンドオーバー遅延を特定するべく異なるハンドオーバーコマン
ドを送信することを含むとしてよい。
【０１５８】
　特定の実施形態例はさらに、一連の送信セルにおいて再設定された送信セルに隣接する
少なくとも１つの隣接する送信セルに通知メッセージを提供することを含むとしてよい。
通知メッセージは、元のＣｅｌｌ－ＩＤ、再設定後のＣｅｌｌ－ＩＤおよび／または再設
定されたＣｅｌｌ－ＩＤが再設定された送信セルについて有効となるタイミングに関する
情報を含むとしてよい。また、一部の例において、再設定メッセージは、共通Ｃｅｌｌ－
ＩＤが有効になるタイミングが次のシステム情報ブロック（ＳＩＢ）変更期間中である旨
を示すとしてよい。
【０１５９】
　図２６は、モバイルデバイス、例えば、ＵＥ、ＭＳ、モバイル無線モバイルデバイス、
モバイル通信デバイス、タブレット、ハンドセットまたは他の種類のモバイル無線モバイ
ルデバイスの例を図示している。モバイルデバイスは、ＷＷＡＮ送信セルと通信するよう
に構成されている１または複数のアンテナを含むとしてよい。図示されているアンテナは
２個であるが、当該デバイスが持つアンテナの個数は１個と４個以上との間であってよい
。モバイルデバイスは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ワールドワイドインターオペラビリティフォ
ーマイクロウェーブアクセス（ＷｉＭＸ）、ハイスピードパケットアクセス（ＨＳＰＡ）
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＷｉＦｉまたは他の無線規格を含む少なくとも１つ
の無線通信規格を用いて通信を実行するように構成されているとしてよい。モバイルデバ
イスは、無線通信規格毎に異なるアンテナを利用して通信を行うとしてもよいし、または
、複数の無線通信規格についてアンテナを共有するとしてもよい。モバイルデバイスは、
ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ワイヤレスパーソナルエリアネッ
トワーク（ＷＰＡＮ）および／またはＷＷＡＮにおいて通信を行うとしてよい。
【０１６０】
　図２６はさらに、モバイルデバイスからのオーディオ入出力に用いられるマイクロフォ
ンおよび１または複数のスピーカを示す。表示画面は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）スク
リーン、または、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ等の他の種類の表示画面
であってよい。表示画面は、タッチスクリーンとして構成されるとしてよい。タッチスク
リーンは、静電容量方式、抵抗膜方式または他の種類のタッチスクリーン技術を利用する
としてよい。アプリケーションプロセッサおよびグラフィクスプロセッサは、内部メモリ
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に結合されて、処理機能および表示機能を実現するとしてよい。さらに、不揮発性メモリ
ポートを用いて、ユーザに対してデータ入出力を実現するとしてよい。不揮発性メモリポ
ートはさらに、モバイルデバイスのメモリ機能を拡張するべく利用されるとしてよい。不
揮発性メモリは、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）、フラッシュランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）等を含むとしてよい。キーボードは、モバイルデバイスと一体化されると
してもよいし、または、さらにユーザ入力を追加するべくモバイルデバイスに無線接続さ
れるとしてもよい。さらに、タッチスクリーンを用いて仮想キーボードが提供されるとし
てもよい。
【０１６１】
　本明細書で説明した機能ユニットの多くをモジュールという名称で呼んだが、これは別
箇に実施することを特に強調するためと理解されたい。例えば、モジュールは、カスタム
ＶＬＳＩ回路またはゲートアレイと、ロジックチップ、トランジスタまたはその他のディ
スクリートコンポーネント等の市販の半導体とを含むハードウェア回路として実施される
としてよい。モジュールは、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルア
レイロジック、プログラマブルロジックデバイス等のプログラミング可能なハードウェア
において実施されるとしてもよい。
【０１６２】
　モジュールはさらに、さまざまな種類のプロセッサによって実行されるべくソフトウェ
アにおいて実施されるとしてもよい。例えば、実行コードについて特定されたモジュール
は、例えば、オブジェクト、プロシージャまたは関数として組織化されているコンピュー
タ命令から構成される物理的または論理的なブロックを１または複数含むとしてよい。し
かし、特定されたモジュールの実行ファイルは、物理的に同じ場所に配置されている必要
はなく、別の箇所に格納されている異なる命令を含むとしてよい。このような異なる命令
は、論理的に組み合わせられると、モジュールを構成し、当該モジュールについて規定さ
れている目的を実現するとしてよい。
【０１６３】
　実際、実行コードのモジュールは、一の命令または多数の命令であってよく、さらに、
複数の異なるコードセグメント、複数の異なるプログラム、および、複数のメモリデバイ
スにわたって分散しているとしてもよい。同様に、演算データは、本明細書においてモジ
ュール内に存在するものとして特定され図示されているとしてよく、任意の適切な形態で
具現化され、任意の適切な種類のデータ構造内で組織化されるとしてよい。演算データは
、一のデータセットとしてまとめられるとしてもよいし、または、複数の異なるストレー
ジデバイスを含む複数の異なる位置に分散しているとしてもよく、少なくとも一部分が、
システムまたはネットワーク上で単に電子信号として存在するとしてもよい。モジュール
は、受動型または能動型であってよく、所望の機能を実行するエージェントを含むとして
よい。
【０１６４】
　さまざまな技術、または、その特定の側面または一部分は、フロッピー（登録商標）デ
ィスケット、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードドライブ、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）、フ
ラッシュＲＡＭまたは任意のその他の機械可読記憶媒体等の有形媒体において具現化され
るプログラムコード（つまり、命令）として存在するとしてよい。尚、コンピュータ等の
機械にプログラムコードをロードして実行すると、当該機械は、さまざまな技術を実施す
る装置となる。プログラムコードをプログラミング可能コンピュータで実行する場合、コ
ンピューティングデバイスは、プロセッサ、格納媒体（揮発性および不揮発性のメモリお
よび／またはストレージ素子を含む）、少なくとも１つの入力デバイスおよび少なくとも
１つの出力デバイスを含むとしてよい。本明細書で説明したさまざまな技術を実施／利用
する１または複数のプログラムは、アプリケーションプログラミングインターフェース（
ＡＰＩ）、リユーザブルコントロール等を利用するとしてよい。このようなプログラムは
、コンピュータシステムと通信するべく高級プロシージャ言語またはオブジェクト指向型
プログラミング言語で実装されるとしてよい。しかし、プログラムは、所望される場合、
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アセンブリ言語または機械言語で実装するとしてもよい。いずれの場合も、言語は、コン
パイラ型またはインタプリタ型の言語であってよく、ハードウェア実装と組み合わせられ
るとしてよい。
【０１６５】
　本明細書において「一実施形態例」または「一例」という場合、当該例に関連付けて説
明する特定の特徴、構造または特性は本発明の少なくとも１つの例に含まれることを意味
する。このため、「一実施形態例」または「一例」といった表現が本明細書において何度
も用いられているが、必ずしも全てが同じ例を意味するものではない。
【０１６６】
　本明細書で用いる場合、複数の事項、構造要素、構成要素および／または材料は、便宜
上、一の共通リストを構成するものとして説明する場合がある。しかし、これらのリスト
は、リストに記載している各要素が個別に、別箇および一意の要素として特定されるもの
と解釈されるべきである。このため、このようなリストのそれぞれの要素は、特段の言及
がない限り、共通グループに含まれることに基づいて任意のその他の要素の事実上の均等
物として解釈されるべきではない。また、本発明のさまざまな例は、本明細書において、
そのさまざまな構成要素について代替例を挙げて説明している場合がある。このような例
および代替例は、互いの事実上の均等物として解釈されず、本発明の別箇および自立した
例と見なされるものと理解されたい。
【０１６７】
　さらに、説明した特徴、構造または特性は、１または複数の例において適宜組み合わせ
るとしてよい。以下の説明では、本発明の例を深く理解していただくべく、材料、固定部
、サイズ、長さ、幅、形状の例等、数多くの具体的且つ詳細な内容を記載している。しか
し、当業者であれば、本発明は記載する具体的且つ詳細な内容のうち１または複数を採用
せず、他の方法、コンポーネント、材料等を利用して実施し得るものであると認めるであ
ろう。また、公知の構造、材料または処理は、本発明の側面をあいまいにすることを避け
るべく、詳細な図示／説明を省略している。
【０１６８】
　上述した例は本発明の原理を説明するためのものであるが、当業者には、発明能力を発
揮することなく、そして、本発明の原理／概念から逸脱することなく、実施形態の形態、
利用および詳細な内容を多くの点で変更し得ることが明らかである。したがって、本発明
は特許請求の範囲以外によって限定されることは意図していない。
［項目１］
　エボルブドＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）およびエボルブドパケットコア（ＥＰＣ）内に
位置するオペレーションアンドメインテナンスモジュール（Ｏ＆Ｍモジュール）のうち少
なくとも一方に存在する、無線通信システムにおいて移動度オーバーヘッドと複数の負荷
要件との間のバランスを取るためのデバイスであって、
　一連の複数の送信セルについて、高移動度セル識別情報（Ｃｅｌｌ－ＩＤ）設定（高移
動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定）および高負荷容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定のうち一方を選択する選
択モジュールと、
　前記選択モジュールと通信している設定モジュールであって、移動度オーバーヘッドを
低減するべく、一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）を持つ
前記高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定において動作するように前記一連の複数の送信セルを設
定し、負荷が増加したためにスペクトル効率を改善するべく、複数の異なるＣｅｌｌ－Ｉ
Ｄを持つ複数の送信セルを持つ前記高負荷容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定において動作するよう
に前記一連の複数の送信セルを設定する設定モジュールと
　を備えるデバイス。
［項目２］
　前記選択モジュールと通信する速度測定モジュール
　をさらに備え、
　前記速度測定モジュールは、
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　前記一連の複数の送信セルについての選択されたカバレッジエリア内の一連の複数のユ
ーザイクイップメント（複数のＵＥ）について少なくとも１回の速度測定を実行し、
　前記少なくとも１回の速度測定を前記選択モジュールに通信する
　項目１に記載のデバイス。
［項目３］
　前記選択モジュールは、前記一連の複数の送信セルについて、前記高移動度Ｃｅｌｌ－
ＩＤ設定および前記高負荷容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定のうち一方を選択するべく、負荷情報
および前記少なくとも１回の速度測定のうち少なくとも１つを利用する項目２に記載のデ
バイス。
［項目４］
　前記選択モジュールは、前記一連の複数の送信セルについて、設定閾値に対して相対的
な合計値に基づいて、前記高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定および前記高負荷容量Ｃｅｌｌ－
ＩＤ設定のうち一方を選択し、
　前記合計値は、複数の重み付け速度値および複数の重み付け負荷値を含み、
　前記複数の重み付け速度値が高くなると、前記設定閾値に対して相対的に、前記高移動
度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定を示す複数の値に前記合計値が近くなり、
　前記複数の重み付け負荷値が高くなると、前記設定閾値に対して相対的に、前記高負荷
容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定を示す複数の値に前記合計値が近くなる項目３に記載のデバイス
。
［項目５］
　前記一連の複数の送信セルの選択されたカバレッジエリアは、車両の交通および鉄道の
運行のうち少なくとも一方について設計された主要経路の長さにわたって広がる項目１か
ら４の何れか１項に記載のデバイス。
［項目６］
　前記選択モジュールは、前記高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定および前記高負荷容量Ｃｅｌ
ｌ－ＩＤ設定のうち一方を選択するべく、時刻情報、曜日情報、休日情報およびイベント
情報のうち少なくとも１つを利用する項目１から５の何れか１項に記載のデバイス。
［項目７］
　複数の送信セルから少なくとも１回の速度測定および負荷情報のうち少なくとも一方を
受信し、
　一の所与の送信セルを前記一連の複数の送信セルに含めることによって前記一連の複数
の送信セルを編集する
　形成モジュールをさらに備え、
　前記一の所与の送信セルは、前記一連の複数の送信セルに既に含まれている送信セルに
隣接しており、前記少なくとも１回の速度測定および前記負荷情報のうち少なくとも一方
は、前記一連の複数の送信セルについて予め定められている範囲内の対応する一連の複数
の値を持つ項目１から６の何れか１項に記載のデバイス。
［項目８］
　複数の未設定のＣｅｌｌ－ＩＤについての一連の複数のチャネル状態情報基準信号（Ｃ
ＳＩ－ＲＳ）を前記一連の複数の送信セルの選択されたカバレッジエリア内の複数のユー
ザイクイップメント（複数のＵＥ）に送信し、
　前記一連の複数のＣＳＩ－ＲＳに基づいて前記複数のＵＥから一連の複数の測定を受信
し、前記一連の複数の測定は、前記複数のＵＥのハンドオーバーを支援するべく利用され
、前記選択モジュールは、高移動度Ｃｅｌｌ－ＩＤ設定から高負荷容量Ｃｅｌｌ－ＩＤ設
定へと選択を変化させる
　測定モジュールをさらに備える
　項目１から７の何れか１項に記載のデバイス。
［項目９］
　一の共通セル識別情報（Ｃｅｌｌ＿ＩＤ）を持つ単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）を
形成するための方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
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　前記方法は、
　エボルブドパケットコア（ＥＰＣ）内のオペレーションアンドメインテナンスモジュー
ル（Ｏ＆Ｍモジュール）およびエボルブドＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）のうち一方におい
て、選択されたカバレッジエリア内の一連の複数の送信セルについて負荷情報を取得する
段階と、
　前記負荷情報に基づいて前記選択されたカバレッジエリアをカバーする無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ）において減数された一連の複数の送信セルを選択する段階と、
　より少ない送信セルを持つ前記選択されたカバレッジエリアをカバーすることを目的と
して、前記減数された一連の複数の送信セルのカバレッジエリアを拡張するべく、前記Ｒ
ＡＮ内の前記減数された一連の複数の送信セルを一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つＳＦＮに
再設定する段階と
　備えるプログラム。
［項目１０］
　前記方法はさらに、
　未設定の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤについてのチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を
前記選択されたカバレッジエリア内の複数のユーザイクイップメント（複数のＵＥ）に送
信する段階と、
　前記ＣＳＩ－ＲＳに基づき、前記複数のＵＥから一連の複数の測定を受信する段階と、
　前記減数された一連の複数の送信セルを選択するべく、そして、前記減数された一連の
複数の送信セルが、前記一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤで設定された後、前記選択されたカバレ
ッジエリアについてカバレッジを維持する旨を決定するべく、前記一連の複数の測定を利
用する段階と
　を備える項目９に記載のプログラム。
［項目１１］
　前記方法は、トラフィック負荷が少ない複数の隣接する送信セルを前記一連の送信セル
に含めることによって、前記一連の複数の送信セルを最初に編集する段階をさらに備える
項目９または１０に記載のプログラム。
［項目１２］
　前記負荷情報は、少なくとも１つのＳ１トランスポートネットワークレイヤ負荷および
少なくとも１つの相対狭帯域送信電力メッセージ（ＲＮＴＰメッセージ）のうち一方から
取得され、前記ＲＮＴＰメッセージは、Ｘ２接続を介して、複数の送信セル間で通信され
る項目９から１１の何れか１項に記載のプログラム。
［項目１３］
　前記減数された一連の複数の送信セルを、前記一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ前記ＳＦ
Ｎへと再設定した後に結果として発生するカバレッジのシナリオについてのカバレッジエ
リアを最適化するべく、アンテナ傾斜を調整する段階を
　さらに備える
　項目９から１２の何れか１項に記載のプログラム。
［項目１４］
　前記方法は、
　前記負荷情報に基づき、少なくとも１つの追加の送信セルが、前記選択されたカバレッ
ジエリア内の増加したトラフィック負荷のためにスペクトル効率を上げることによって、
前記選択されたカバレッジエリア内の前記増加したトラフィック負荷の処理を改善すると
決定する段階と、
　少なくとも１つの新しいＣｅｌｌ－ＩＤで前記少なくとも１つの追加の送信セルを再設
定する段階と、
　前記少なくとも１つの追加の送信セルに対して少なくとも１つのＵＥについての再割り
当てを実行する段階と
　をさらに備える項目９から１３の何れか１項に記載のプログラム。
［項目１５］
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　前記方法は、
　前記少なくとも１つの追加の送信セルを決定するべく、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳ
を利用した測定を要求する段階と、
　前記少なくとも１つの追加の送信セルが少なくとも１つの新しいＣｅｌｌ－ＩＤで再設
定された後に、前記少なくとも１つの新しいＣｅｌｌ－ＩＤについてチャネル情報を提供
するべく、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳを利用した測定を要求する段階と
　さらに備え、
　前記少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳを利用した測定のためのＣＳＩ－ＲＳは、未設定の
Ｃｅｌｌ－ＩＤに相関付けられる情報を搬送する
　項目１４に記載のプログラム。
［項目１６］
　複数の未設定のセル識別情報（Ｃｅｌｌ－ＩＤ）について複数のチャネル状態情報基準
信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を実現するための方法であって、
　エボルブドパケットコア（ＥＰＣ）内に配置されているオペレーションアンドメインテ
ナンスモジュール（Ｏ＆Ｍモジュール）およびｅＮｏｄｅＢのうち少なくとも一方によっ
て、一連の複数の送信セルによって共有されるべき未設定のＣｅｌｌ－ＩＤについてのＣ
ＳＩ－ＲＳの識別情報を一連の複数のユーザイクイップメント（ＵＥ）に提供する段階と
、
　前記一連の複数のＵＥのうち少なくとも１つのＵＥによる前記ＣＳＩ－ＲＳの測定を、
前記未設定のＣｅｌｌ－ＩＤおよび前記一連の複数の送信セルで特定させるべく、前記Ｃ
ＳＩ－ＲＳを前記識別情報に埋め込む段階と、
　前記測定に基づき前記一連の複数の送信セルに対して再設定処理を実行する段階と
　を備える
　方法。
［項目１７］
　前記再設定処理を実行する段階はさらに、
　前記一連の複数のＵＥから複数の測定を受信する段階と、
　前記複数の測定に基づき、一の共通Ｃｅｌｌ－ＩＤを持つ潜在的な新しい単一周波数ネ
ットワーク（ＳＦＮ）について潜在的なカバレッジエリアを推定する段階と
　を有し、
　前記一連の複数の送信セルの少なくとも一部は、前記潜在的な新しいＳＦＮについて指
定されている項目１６に記載の方法。
［項目１８］
　前記再設定処理を実行する段階はさらに、
　前記一連の複数のＵＥから複数の測定を受信する段階と、
　前記複数の測定に基づき、少なくとも１つの新しいＣｅｌｌ－ＩＤについて、前記一連
の複数の送信セルのうち少なくとも１つのターゲット送信セルを決定する段階と
　を有する項目１６または１７に記載の方法。
［項目１９］
　前記ＣＳＩ－ＲＳを前記識別情報に埋め込む段階はさらに、
　識別値を前記未設定のＣｅｌｌ－ＩＤに割り当てる段階と、
　前記未設定のＣｅｌｌ－ＩＤを特定する前記ＣＳＩ－ＲＳのための疑似ランダムシーケ
ンスを生成するべく、Ｃｅｌｌ－ＩＤ値に代えて前記識別値を利用する段階と、
　を有する項目１６から１８の何れか１項に記載の方法。
［項目２０］
　前記識別情報は、前記ＣＳＩ－ＲＳの初期化部分に埋め込まれる
　項目１６から１９の何れか１項に記載の方法。
［項目２１］
　前記識別情報を前記一連の複数のＵＥに提供する段階はさらに、
　リモート無線制御（ＲＲＣ）ブロードキャスティングを用いて、前記未設定のＣｅｌｌ
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－ＩＤがカバーする地理的エリアに前記識別情報をブロードキャストする段階を
　を有する
　項目１６から２０の何れか１項に記載の方法。
［項目２２］
　複数のユーザイクイップメント（複数のＵＥ）を、新しいセル識別情報（Ｃｅｌｌ＿Ｉ
Ｄ）で再設定する予定の一連の複数の送信セルに接続するエボルブドＮｏｄｅＢ（ｅＮｏ
ｄｅＢ）であって、
　新しいＣｅｌｌ－ＩＤを共有するように再設定する一連の複数の送信セルを選択し、
　前記一連の複数の送信セルが前記新しいＣｅｌｌ－ＩＤで再設定される場合、前記一連
の複数の送信セルに接続するべく前記複数のＵＥが利用するオーバーヘッドを低減するこ
とを目的として、前記一連の複数の送信セルに対応付けられている複数のＵＥに再設定メ
ッセージを送信する
　コンピュータ回路を備え、
　前記再設定メッセージは、ハンドオーバー手順を含まないプロセスおよびグループハン
ドオーバー手順のプロセスのうち一方によって、前記新しいＣｅｌｌ－ＩＤを持つ前記一
連の複数の送信セルに前記複数のＵＥを接続させるための情報を搬送する
　ｅＮｏｄｅＢ。
［項目２３］
　前記再設定メッセージは、
　前記新しいＣｅｌｌ－ＩＤが有効になり、前記複数のＵＥが前記新しいＣｅｌｌ－ＩＤ
を持つ前記一連の複数の送信セルに再接続されるタイミングまで、前記再設定メッセージ
を受信する前記複数のＵＥによるデータの送受信を停止させるべく、
　送信を停止させるための前記複数のＵＥに対する指示と、
　前記新しいＣｅｌｌ－ＩＤの値と、
　前記新しいＣｅｌｌ－ＩＤが有効になる対応するタイミングと
　を含む項目２２に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目２４］
　前記再設定メッセージは、マルチキャストシグナリングを用いて前記複数のＵＥに送信
された共通ハンドオーバーコマンドメッセージを含み、
　前記共通ハンドオーバーコマンドは、前記新しいＣｅｌｌ－ＩＤを持つ再設定後の前記
一連の複数の送信セルへのハンドオーバーを、前記複数のＵＥについて実行するために用
いられる複数のパラメータを提供する項目２２または２３に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目２５］
　前記コンピュータ回路はさらに、前記一連の複数の送信セルに対応付けられている前記
複数のＵＥについてハンドオーバー遅延を特定する異なるハンドオーバーコマンドを送信
する項目２４に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目２６］
　前記共通ハンドオーバーコマンドメッセージは、少なくとも１つのセル無線ネットワー
ク一時的識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）および少なくとも１つのターゲット送信セルセキュリテ
ィアルゴリズム識別子を含む項目２４または２５に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目２７］
　前記共通ハンドオーバーコマンドメッセージは、専用無線アクセスチャネル（ＲＡＣＨ
）およびターゲットｅＮｏｄｅＢシステム情報のうち少なくとも一方を含む項目２４から
２６の何れか１項に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目２８］
　前記コンピュータ回路はさらに、前記一連の複数の送信セルのうち一の再設定された送
信セルに隣接する少なくとも１つの隣接送信セルに通知メッセージを提供し、
　前記通知メッセージは、
　元のＣｅｌｌ－ＩＤと、
　再設定後のＣｅｌｌ－ＩＤと、
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　前記再設定されたＣｅｌｌ－ＩＤが前記再設定された送信セルについて有効になるタイ
ミングに関する情報と
　を含む項目２２から２７の何れか１項に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目２９］
　前記再設定メッセージは、前記新しいＣｅｌｌ－ＩＤが有効になるタイミングが、次の
システム情報ブロック（ＳＩＢ）変更期間内である旨を示す項目２２から２８の何れか１
項に記載のｅＮｏｄｅＢ。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】
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【図２６】
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