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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アップリンク干渉を検出する方法であって、
　セル特有のトリガーが移動装置に発生したかどうか決定するステップと、
　少なくとも１つの同じ場所のセルが存在するかどうか決定するステップと、
　前記セル特有のトリガーが発生した場合に、前記同じ場所のセルの周波数間測定及び比
較を行なって、ソフトハンドオーバーエリアが１つの同じ場所のセルに存在するかどうか
決定するステップと、
　現在セルのダウンリンクキャリアから、同じ場所のセルのダウンリンクキャリアへの再
選択を開始するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記セル特有のトリガーは、現在セルのセルクオリティ指示子が希望のレベルより高い
か低いかを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記セルクオリティ指示子は、ＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏである、請求項２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記セル特有のトリガーは、現在セルの信号強度指示子が希望のレベルより高いか低い
かを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　前記信号強度指示子は、ＲＳＳＩである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記セル特有のトリガーは、移動速度指示子が希望のレベルより高いか低いかを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記セル特有のトリガーは、位置指示子が希望のレベルより高いか低いかを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記セル特有のトリガーは、現在セルのセルクオリティ指示子、現在セルの信号強度指
示子、現在セルの移動速度指示子、及び現在セルの位置指示子の少なくとも２つの組合せ
が希望のレベルより高いか低いかを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　現在セルのダウンリンクキャリアと同じ周波数帯域に同じ場所のセルが見つかった場合
に、拡張帯域における現在セルのダウンリンクキャリアから、拡張帯域における同じ場所
のセルのダウンリンクキャリアへの再選択を開始するステップを更に含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　アップリンク干渉の検出に応答して、拡張帯域における現在セルのダウンリンクキャリ
アから、コア帯域における同じ場所のセルのダウンリンクキャリアへの再選択を開始する
ステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　アップリンク干渉の検出に応答して、拡張帯域における現在セルのダウンリンクキャリ
アから、コア帯域における同じ場所でないセルのダウンリンクキャリアへの再選択を開始
するステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記セル特有のトリガーが発生した後にタイマーをスタートし、そして同じ場所のセル
が識別される前にタイマーが経過した場合に見つかった最良のコア帯域セルへのセル再選
択を開始するステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記見つかった最良のコア帯域セルは、コア帯域セルの周波数間測定及び比較を実行す
ることにより決定される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ネットワークノードにより移動装置において前記セル特有のトリガーを設定するステッ
プを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記移動装置がアイドルモード測定周期を使用するアイドルモードにある間に、同じ場
所のセルの周波数間測定及び比較を行なうステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記移動装置がＣｅｌｌ＿ＰＣＨ状態及びＵＲＡ＿ＰＣＨ状態の一方にある間に、同じ
場所のセルの周波数間測定及び比較を実行するステップを更に含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項１７】
　前記ソフトハンドオーバーエリアは、ダウンリンクキャリアのエリアにないが同じ場所
のダウンリンクキャリアのエリアにあるソフトハンドオーバーエリアを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項１８】
　アップリンク干渉を検出する方法であって、
　ダウンリンクキャリアを使用する移動装置に対するトリガー基準スレッシュホールドを
決定するステップと、
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　トリガー基準が前記トリガー基準スレッシュホールドより上昇したか下降したかを決定
するステップと、
　コア帯域の同じ場所のセルにおいて周波数間測定を実行し、それら測定を比較して、ソ
フトハンドオーバーエリアが前記コア帯域の同じ場所のセルが存在するかどうか決定する
ステップと、
　前記移動装置により使用可能なダウンリンクキャリアに対して前記コア帯域及び拡張帯
域において同じ場所のセルをサーチするステップと、
　前記移動装置により使用可能な同じ場所のセルのダウンリンクキャリアが見つかった場
合に、前記ダウンリンクキャリアからその同じ場所のセルのダウンリンクキャリアへの再
選択を開始するステップと、
　前記移動装置により使用可能な同じ場所のセルのダウンリンクキャリアが見つからない
場合に、前記ダウンリンクキャリアから同じ場所でないセルのダウンリンクキャリアへの
再選択を開始するステップと、
を含み、前記再選択は、アップリンクキャリアの干渉を回避するために開始されるように
した、ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　再選択から除外されるセルを決定し、そして除外されないセルからのダウンリンクキャ
リアのみへの再選択を開始するステップを更に含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記トリガー基準は、セルクオリティ指示子を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記セルクオリティ指示子は、ＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏである、請求項２０に記載の方
法。
【請求項２２】
　前記トリガー基準は、信号強度指示子を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記信号強度指示子は、ＲＳＳＩである、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記トリガー基準は、移動速度指示子を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２５】
　前記トリガー基準は、位置指示子を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２６】
　前記トリガー基準は、セルクオリティ指示子、信号強度指示子、移動速度指示子、及び
位置指示子の少なくとも２つの組合せを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２７】
　１つの同じ場所のセルが、現在のダウンリンクキャリアと同一の周波数帯域において見
つかった場合に、拡張帯域におけるダウンリンクキャリアから、拡張帯域における同じ場
所のセルのダウンリンクキャリアへの再選択を開始するステップを更に含む、請求項１８
に記載の方法。
【請求項２８】
　アップリンク干渉の検出に応答して、拡張帯域におけるダウンリンクキャリアから、コ
ア帯域における同じ場所のセルのダウンリンクキャリアへの再選択を開始するステップを
更に含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２９】
　拡張帯域におけるダウンリンクキャリアから、コア帯域における同じ場所でないセルの
ダウンリンクキャリアへの再選択を、前記コア帯域における同じ場所でないセルのダウン
リンクキャリアが、前記拡張帯域におけるダウンキャリアよりも強い信号強度又は高い信
号クオリティを有する場合に、開始するステップを更に含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記トリガー基準が前記トリガー基準スレッシュホールドより上昇するか又は下降した
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後にタイマーをスタートし、そして同じ場所のセルが識別される前にタイマーが経過した
場合に見つかった最良のコア帯域セルへのセル再選択を開始するステップを更に含む、請
求項１８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記見つかった最良のコア帯域セルは、コア帯域セルの周波数間測定及び比較を行なう
ことにより決定される、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　ネットワークノードにより前記移動装置において前記トリガー基準スレッシュホールド
を設定するステップを更に含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項３３】
　前記移動装置がアイドルモード測定周期を使用するアイドルモードにある間に、同じ場
所のセルにおけるトリガー基準の周波数間測定を行うステップを更に含む、請求項１８に
記載の方法。
【請求項３４】
　前記移動装置がＣｅｌｌ＿ＰＣＨ状態及びＵＲＡ＿ＰＣＨ状態の一方にある間に、同じ
場所のセルにおけるトリガー基準の周波数間測定を行ないそして比較を行なって、ソフト
ハンドオーバーエリアが存在するかどうか決定するステップを更に含む、請求項１８に記
載の方法。
【請求項３５】
　前記ソフトハンドオーバーエリアは、現在使用されているダウンリンクキャリアのエリ
アになく同じ場所のダウンリンクキャリアのエリアにあるソフトハンドオーバーエリアを
含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項３６】
　アップリンク干渉回避のためにソフトハンドオーバーを検出するシステムであって、
　通信ネットワークにある少なくとも２つのネットワーク装置と、
　前記通信ネットワーク作動的に接続され、そしてダウンリンクキャリアを使用する移動
装置と、
を備え、セル特有のトリガーが移動装置の周波数間測定において発生し、そして同じ場所
のセルの比較を行なって、ソフトハンドオーバーエリアが存在するかどうか決定する場合
に、同じ場所のセルが見つかれば、現在セルのダウンリンクキャリアから、同じ場所のセ
ルのダウンリンクキャリアへ、そして同じ場所のセルが見つからなければ、現在セルのダ
ウンリンクキャリアから、同じ場所でないセルのダウンリンクキャリアへ再選択を開始し
、アップリンクキャリアの干渉を回避しながら再選択を実行するようにした、ことを特徴
とするシステム。
【請求項３７】
　前記ネットワーク装置は、無線ネットワークコントローラ(RNC)及びベースステーショ
ンコントローラ(BSC)の一方を含む、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記セル特有のトリガーは、指示子が希望レベルより上昇するか又は下降する場合に発
生する、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記指示子は、セルクオリティ指示子を含む、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記セルクオリティ指示子は、ＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏを含む、請求項３９に記載のシ
ステム。
【請求項４１】
　前記指示子は、信号強度指示子を含む、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記信号強度指示子は、ＲＳＳＩを含む、請求項４１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】



(5) JP 4199187 B2 2008.12.17

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＤＭＡシステムに係り、より詳細には、ＣＤＭＡシステムにおけるハンド
オーバーエリア検出に係る。
【背景技術】
【０００２】
　コード分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システムにおいて、ソフトハンドオーバー（ＳＨ
Ｏ）エリアは、同様に強いパイロット電力信号（ワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）に
おけるＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏ）によって特徴付けられる。パイロット電力は、アイドル
モード及び接続モードにおいて移動装置により測定される。接続モードでは、移動装置が
常に最強のセル（１つ又は複数）に接続されることが非常に重要である。さもなければ、
アップリンクに著しい干渉を引き起こすと共に、ネットワーク容量を浪費する。アイドル
モードでは、迅速なコール開始を許すと共に、コール開始に干渉を引き起こさないために
最強のセルにキャンピングすることが重要である。
【０００３】
　移動装置が、現在作用している以外の帯域でＳＨＯエリアを検出しなければならない場
合に新たな状況が生じる。新たなダウンリンク（ＤＬ）キャリアがＦＤＤ－ＷＣＤＭＡに
割り当てられたときには、ＤＬ２キャリア（例えば、拡張帯域キャリア）において接続さ
れて、アップリンク（ＵＬ）干渉を引き起こし、ＤＬ２キャリアにおける干渉状態を検出
できないことが考えられる。現在の３ＧＰＰ手順では、ＵＬ干渉を回避するために別の帯
域ではＳＨＯエリア検出を予測していない。圧縮モードにおける接続モード周波数間測定
は、ハンドオーバーの目的で、事象によりトリガーされる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　多数のＤＬキャリアが１つのＵＬキャリアに指定されたときには、移動装置（例えば、
ユーザ装置（ＵＥ）、移動ステーション（ＭＳ）、セルラー電話、等）が、ＵＬにおいて
、ＤＬでは聴取できない近隣のベースステーションに対して干渉を引き起こす。このソフ
トハンドオーバー（ＳＨＯ）エリアにおける干渉は、コール設定でも生じ得る。コール開
始時に干渉を回避するために、他の帯域におけるＳＨＯエリアを、アイドルモード及びＣ
ｅｌｌ＿ＰＣＨ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態において予め検出しなければならない。アイドルモ
ード、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ及びＵＲＡ＿ＰＣＨ状態における効率的な測定は、圧縮モードを
使用する帯域間測定や、正にコール設定後の帯域間ハンドオーバーを不必要に回避するこ
とにもなる。しかしながら、他の帯域の連続的なアイドルモード測定は、これらの状態に
おいて移動装置のバッテリ電力を消費する。それ故、他の帯域においてＳＨＯエリア（即
ち重畳するエリア）を検出するためのサーチ基準及びＵＬ干渉状態を回避するためのコー
ル再選択基準が必要となる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　アップリンク干渉回避のためのソフトハンドオーバーエリア検出方法及びシステムは、
通信ネットワークにネットワーク装置及び移動装置を含む。移動装置に対してトリガー基
準スレッシュホールドが決定される。移動装置は、ダウンリンクキャリアを使用する。ト
リガー基準がトリガー基準スレッシュホールドより高くなるか又は低くなると、同じ場所
のセルの周波数間測定が実行されて比較され、ソフトハンドオーバーエリアが存在するか
どうか決定される。同じ場所のセルは、ダウンリンクキャリアに対してサーチされ、そし
て同じ場所のセルのダウンリンクキャリアが移動装置により使用できる場合には、ダウン
リンクキャリアから同じ場所のセルのダウンリンクキャリアへの再選択が開始される。移
動装置により使用できる同じ場所のセルのダウンリンクキャリアが見つからない場合には
、ダウンリンクキャリアから同じ場所のセル以外のダウンリンクキャリアへの再選択が開
始される。システムは、アップリンクキャリア干渉を回避しながら、再選択を実行する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、多数の図面にわたって同様の部分が同じ参照番号で示された添付図面を参照して
本発明を詳細に説明する。
　以下の詳細な説明は、本発明の実施形態を例示するものである。この説明及び添付図面
から、当業者であれば、本発明をいかに実施するかが容易に明らかとなろう。
【０００７】
　更に、構成はブロック図で示すが、これは、本発明を不明瞭にしないためと、このよう
なブロック図構成の実施に関する詳細事項が、本発明を実施すべき基盤に大きく依存し、
即ちこれら詳細事項が当業者の視野内に充分入らねばならないことからである。本発明の
実施形態を説明するために特定の細部（例えば、回路やフローチャート）を示すが、これ
ら特定の細部なしでも本発明を実施できることが当業者に明らかであろう。更に、ハード
布線回路とソフトウェア命令の組合せを使用して本発明を実施することができ、即ち本発
明は、ハードウェア回路及びソフトウェア命令の特定の組合せに限定されないことが明ら
かであろう。
【０００８】
　本発明の実施形態は、例示的なホストユニット環境において例示的なシステムブロック
図を使用して説明するが、本発明の実施は、これに限定されるものではなく、即ち本発明
は、他の形式のシステム及び他の形式の環境でも実施することができる。
【０００９】
　本明細書において「一実施形態」又は「実施形態」を指すときは、その実施形態に関連
して説明する特定の特徴、構造又は特性が本発明の少なくとも１つの実施形態に包含され
ることを意味する。本明細書の種々の場所で「一実施形態において」という句が出てきた
ときには、必ずしも全てが同じ実施形態を指しているのではない。
【００１０】
　本発明は、帯域間測定を使用したソフトハンドオーバー検出方法及び装置を提供する。
アップリンク干渉は、第２のダウンリンクキャリア周波数帯域において全てのダウンリン
ク隣接部が同じ場所にあるのではないときに生じる。本発明の実施形態によれば、ソフト
ハンドオーバーエリアの検出は、移動装置が、例えば、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態、アイドル
モード、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態等を含む
いかなるモード又は状態にある間にも行って、アップリンクキャリア干渉を防止すること
ができる。
【００１１】
　本発明の実施形態によれば、サーチ基準は、アイドルモードにおいて他の帯域での実際
のＳＨＯエリア測定に対するセル特有のトリガーでよい。これは、既存のサーチ基準とは
異なる。というのは、本発明によれば、その後の測定が、ＳＨＯエリア検出に対する帯域
間測定であり、即ち移動装置がキャンピングしている現在ＤＬ２帯域に関連した１つのそ
して１つのみのコアＤＬ帯域（ＤＬ１）の測定だからである。更に、ＳＨＯエリア検出の
測定は、今日の３ＧＰＰ標準周波数間測定とも異なる。というのは、本発明によれば、コ
ア帯域における関連セルが同じ場所にあり、ひいては、同期され得るからである。又、Ｓ
ＨＯエリア検出は、基準が満足である限り連続的であるが、おそらく繰り返し率は低い。
【００１２】
　サーチ基準トリガーは、移動装置並びにＵＬ及びＤＬキャリアに関連した多数のパラメ
ータのいずれでもよい。好ましくは、このパラメータは、現在サービスしているセルのセ
ルクオリティ指示子、例えば、ＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏである。しかしながら、基準は、
信号強度指示子、移動速度指示子、ポジショニング指示子、又はそれらの組合せでもよい
。更に、ＤＬ１及びＤＬ２帯域上で同じ場所にあるセルに関する情報は、ＤＬ２帯域から
ＤＬ１帯域へのセル再選択基準として使用されてもよい。
【００１３】
　移動装置のためのトリガーパラメータ／サーチ基準として設定又は決定されたスレッシ
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ュホールドがある。このスレッシュホールドは、移動装置において予めプログラムされて
もよいし、移動装置により設定されてもよいし、又はネットワークノードにより状況に基
づいて設定されてもよい。サーチトリガーが満足される（例えば、トリガーが測定される
信号クオリティである場合には、サービスしているセルの測定されたクオリティＣＰＩＣ
Ｈ　Ｅｃ／Ｉｏがスレッシュホールドより低い）場合には、移動装置は、周波数ＤＬ１に
対するコア帯域セルのサーチをスタートすることができる。ネットワークが、ＤＬ２のセ
ルがＤＬ１のセルと同じ場所にあることを通知する場合には、この情報がセル再選択基準
に使用されると共に、更に、セル再選択評価にも使用されて、正しい時間に帯域間セル再
選択を開始することができる。ＤＬ２における全ての対応セル又は幾つかの対応セルがコ
ア帯域ＤＬ１において検出できることを移動装置が検出しない場合には、移動装置は、コ
ア帯域ＤＬ１における最良のセルへのセル再選択をトリガーする。
【００１４】
　ネットワークは、移動装置がＤＬ１帯域からのものと全て同じセルをＤＬ２帯域から見
出さねばならないか又はそのサブセットだけを見出せばよいかを移動装置に通知すること
ができる。ネットワークは、移動装置が帯域ＤＬ２のカバレージエリアの縁エリアに接近
しているが依然２つ以上のセルがそこにある場合に、不必要な帯域間セル再選択を回避す
るために、幾つかのセルを比較から除外することができる。又、ネットワークは、ＤＬ１
帯域へのセル再選択を行う前に周波数ＤＬ２及びＤＬ１におけるセルの評価及び比較を行
わねばならない時間をタイマーに通知することができる。例えば、移動装置が、ＤＬ２か
ら、全ての指示された同じ位置のセル（ＤＬ１において検出できる）を見出して測定する
ことができなかった場合に、ＤＬ１へのセル再選択を実行することができる。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態によるソフトハンドオーバー検出システムを示す図である。
このシステムは、テレコミュニケーションネットワーク１０を備え、該ネットワークは、
ネットワーク装置即ちノード１２－２２と、移動装置（例えば、ユーザ装置（ＵＥ）、移
動ノード（ＭＮ）、移動ステーション（ＭＳ）、等）３０－４８とを含む。移動装置、移
動ノード及びユーザ装置という語は、本発明の実施形態の説明全体を通じて交換可能に使
用され、同じ形式の装置を指す。
【００１６】
　ネットワーク装置１２－２２は、テレコミュニケーションネットワークに接続されたワ
イヤレス装置をサポートするいかなる形式のネットワークノード又は装置、例えば、無線
ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、ベースステーションコントローラ（ＢＳＣ）、等
でもよい。ネットワーク装置１２及び移動装置３６は、アップリンクチャンネル３５及び
ダウンリンクチャンネル３７を経て互いにデータ及び制御情報を転送し合う。ベースステ
ーション又はセル（図示せず）は、移動装置３６が選択してダウンリンクキャリア及びア
ップリンクキャリアとして使用できるところの特定の周波数帯域から周波数を供給するこ
とができる。アップリンクキャリア周波数及びダウンリンクキャリア周波数は、同じ周波
数帯域からでもよいし、又は異なる周波数帯域からでもよい。
【００１７】
　移動装置がある位置から別の位置へ移動すると、移動装置の最も近くのベースステーシ
ョン又はセルがおそらくその特定の移動装置に対してアップリンク及びダウンリンクキャ
リアを供給する。一般に、同じ周波数帯域が隣接ベースステーションに使用できる場合に
は、ネットワーク装置は、元々のベースステーションから供給されるダウンリンク及びア
ップリンクキャリアと、隣接ベースステーションから供給されるダウンリンク及びアップ
リンクキャリアとの間でソフトハンドオーバーを行なうように指令してもよい。
【００１８】
　本発明によれば、現在使用されているネットワーク装置１２及び／又は隣接ネットワー
ク装置１４は、おそらく移動装置３６とで、ソフトハンドオーバーエリアを検出し、その
後、アップリンクチャンネル干渉を生じないようにハンドオーバーが行われる。上述した
ように、アップリンク干渉は、ダウンリンクキャリアとして移動装置により現在使用され
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ている同じ周波数帯域を供給しない位置へ移動装置が移動したときに生じ得る。
【００１９】
　各移動装置３０－４８及び／又はネットワーク装置１２－２２は、周期的又は連続的ベ
ースで種々の測定を行なって、アップリンク干渉回避のためにソフトハンドオーバーエリ
アを検出してもよい。例えば、信号強度、信号クオリティ等の測定を行なって、隣接又は
同じ場所の帯域からのキャリアの同様の測定と比較し、ソフトハンドオーバーエリアが存
在するかどうか及びアップリンク干渉を回避するためにハンドオーバーを行うべきかどう
か決定してもよい。ネットワーク装置及び／又は移動装置が、行なわれる測定の形式及び
いつ測定を行なうか決定してもよい。更に、ネットワーク装置及び／又は移動装置が測定
を行ってもよく、後者のケースでは、ネットワークノードが、測定を行なうように移動装
置に指令してもよいし、或いは移動装置が、ネットワーク装置からの命令なしに測定を行
ってもよい。更に、移動装置が測定を行なってその結果をネットワーク装置へ報告し、こ
れにより、ネットワーク装置が、ソフトハンドオーバーエリアが存在するかどうか及びア
ップリンク干渉を回避するためにソフトハンドオーバーを行うべきかどうか判断してもよ
い。
【００２０】
　キャリア（ダウンリンク又はアップリンク）の信号クオリティは、他のセルからの干渉
を含むこともあり、特定の移動装置における信号クオリティに関連している。対照的に、
信号強度は、全ての信号の和を含み、特定の周波数における全強度を指示する。信号強度
測定では、特定の移動装置の信号と他の信号との間に差はない。同じ場所のダウンリンク
キャリアとは、移動装置により現在使用されているダウンリンクキャリアと同じアンテナ
或いは同じベースステーション又はセルからのダウンリンクキャリアである。
【００２１】
　又、相対的信号クオリティの測定が実行されてもよい。この方法では、信号クオリティ
を測定し、そして別のベースステーションからのダウンリンクキャリアの信号クオリティ
と比較してもよい。両者の差を使用して、ソフトハンドオーバーエリアが存在するかどう
か決定することができる。更に、現在セルからの現在ダウンリンクキャリアを現在使用し
ていて、その隣接セルの近くへ移動しつつある移動ステーションは、現在ダウンリンクキ
ャリアと同じ周波数帯域においてその隣接セルからのダウンリンクキャリアを探索するこ
とができる。この帯域においてダウンリンクキャリアが欠落している場合には、ネットワ
ーク装置及び移動装置は、ソフトハンドオーバーエリアが存在することを知り、ハンドオ
ーバーを早く行なわないと、アップリンク干渉が生じ得る。
【００２２】
　ソフトハンドオーバーエリアの検出は、移動装置が任意のモード又は状態にある間に行
われてもよく、例えば、移動装置がアイドルモードにあるか、或いはデータを待機するか
又は実際にデータを送信する接続モードのある間に行われてもよい。移動装置のモード又
は状態に基づいて、どんな形式の測定（例えば、周波数間測定）が行なわれるか決定する
ことができる。
【００２３】
　ハンドオーバーの１つの理由は、移動装置が、拡張（例えば、２．５ＧＨｚ）帯域にお
いて周波数キャリアのカバレージの末端に到達したためである。拡張帯域カバレージの末
端は、帯域間、周波数間又はシステム間ハンドオーバーを呼び出すことができる。トリガ
ー基準は、常に同じでよい。帯域間ハンドオーバーは、おそらく、より迅速に行うことが
できるので、個別のトリガースレッシュホールドが実施されてもよい。本発明により実施
される幾つかの例示的なカバレージトリガーは、例えば、アップリンクＤＣＨクオリティ
によるハンドオーバー、ＵＥ　Ｔｘ電力によるハンドオーバー、ダウンリンクＤＰＣＨ電
力によるハンドオーバー、共通パイロットチャンネル（ＣＰＩＣＨ）受信信号チップ電力
（ＲＳＣＰ）によるハンドオーバー、及びＣＰＩＣＨチップエネルギー／合計ノイズ（Ｅ
ｃ／Ｎｏ）によるハンドオーバーを含むが、これらに限定されない。
【００２４】
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　カバレージは、ハンドオーバーの別の理由である。カバレージハンドオーバーは、（１
）拡張帯域セルが、コア帯域より小さなカバレージエリア（＝低いＣＰＩＣＨ電力又は異
なるカバレージトリガー）を有する場合、（２）現在使用されているコア帯域カバレージ
が終了する（次いで、拡張帯域も）場合、又は（３）ＵＥがデッドゾーンに入る場合に、
発生し得る。
【００２５】
　周波数内測定は、ソフトハンドオーバーの別の理由である。拡張帯域におけるソフトハ
ンドオーバー手順は、ブランチ追加、交換及び削除手順と共に、コア帯域の場合と原理的
に同様に機能することができる。ＳＨＯ手順は、ＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／ＩＯ測定に基づく。
拡張帯域において強い減衰があるが、比としてのＥｃ／ＩＯは、両帯域に対してほぼ同じ
である。それ故、原理的に、同じＳＨＯパラメータ設定を拡張帯域において使用すること
ができる。しかしながら、拡張帯域における強い減衰が付加的な電力割り当てにより補償
されない場合には、ＳＨＯ測定（Ｅｃ／Ｉｏ）の信頼性が影響を受ける。更に、拡張帯域
セルは、拡張帯域周波数及びコア帯域周波数に同時に隣接部をもつことがある。従って、
ＵＥは、周波数内及び帯域間隣接部の両方を測定しなければならない。
【００２６】
　コア帯域では、拡張帯域カバレージの縁におけるソフトＨＯの遅延によりＵＬ干渉が発
生し得る。拡張帯域セルは、拡張帯域隣接部とコア帯域隣接部の両方を同時にもつことが
ある。拡張帯域隣接部については、通常のＳＨＯ手順で充分であるが、コア帯域隣接部に
ついては、充分に早期の帯域間ハンドオーバーを実行しなければならない。さもなければ
、コア帯域隣接セルに重大なＵＬ干渉が生じることになる。ＳＨＯエリアは、ベースステ
ーションに比較的接近して位置し、従って、高いＵＥ　Ｔｘ（送信）電力（又はベースト
ランシーバステーション（ＢＴＳ）Ｔｘ電力）に必ずしも関連していない。カバレージハ
ンドオーバートリガーは、充分ではない。
【００２７】
　図２は、本発明の一実施形態によるアップリンクチャンネルにおける潜在的なインター
フェイスの筋書きを示す図である。３つのセル即ちベースステーション５１、５３、５５
が、近隣（隣接）カバレージエリア間で若干交差して示されている。最も左のセル５１は
、２つの同じ場所の周波数帯域、即ち拡張周波数帯域６０及びコア周波数帯域５４を供給
する。中央のセル５３も、２つの同じ場所の周波数帯域、即ち拡張周波数帯域５２及びコ
ア周波数帯域５６を供給する。最も右のセル５５は、コア周波数帯域５８だけを供給する
。
【００２８】
　この実施形態では、移動装置（ＵＥ）５０は、該移動装置５０に最も近いベースステー
ション５３からの拡張周波数帯域５２からダウンリンクキャリアを使用する。移動装置５
０がベースステーション５３の左側から移動してセルカバレージ重畳エリアに接近すると
きに、移動装置は、隣接セル（即ち中央セル５３及び最も右のセル５５）からのＵＬ及び
ＤＬキャリアを使用する。一般に、移動装置５０が拡張帯域（例えば、約２．５ＧＨｚで
スタートする周波数帯域）セルにおいてＵＬ及びＤＬキャリアを使用する場合には、移動
装置５０が隣接拡張帯域セルのカバレージに向って移動すると、隣接セルのＤＬキャリア
とＵＬキャリアとの間にソフトハンドオーバーが発生する。しかしながら、ここに示すよ
うに隣接拡張帯域セルがない状態では、ソフトハンドオーバーを行うことができない。と
いうのは、移動装置５０が、ここでは、コア帯域（例えば、約２ＧＨｚでスタートする周
波数帯域）セルからＤＬ及びＵＬキャリアを得なければならないからである。これは、隣
接セルのＵＬキャリア（図示せず）に干渉を引き起こすことがある。しかしながら、本発
明によれば、ネットワーク装置がこの状態を監視し、そして既存の帯域において異なるＤ
Ｌキャリアを早期に選択して、中央セル５３における拡張帯域５２（例えば、２．５ＧＨ
ｚ）から、隣接セル５５におけるコア帯域５８（例えば、２．０ＧＨｚ）へのソフトハン
ドオーバーを許し、これにより、隣接セル５５のＵＬキャリアにおける潜在的干渉を回避
する。
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【００２９】
　図３は、本発明の一実施形態によるアップリンクチャンネルにおける別の潜在的なイン
ターフェイスの筋書きを示す図である。この実施形態では、移動装置（ＵＥ）５０は、ベ
ースステーション５５からのコア周波数帯域５８からダウンリンクキャリアを使用する。
移動装置５０は、潜在的な干渉エリアへジャンプするので、ベースステーション５３から
の拡張帯域５２へソフトハンドオーバーを行なわず、ＵＬチャンネル干渉を引き起こすこ
とがある。本発明によれば、この状態が検出され、ＵＬチャンネル干渉を回避するために
ハンドオーバーについて早期判断が行われる。
【００３０】
　干渉エリアへの指令された設定を防止するために、ＵＥ（移動装置）は、コア帯域にお
ける測定された隣接部をＲＡＣＨメッセージで報告する必要がある。メッセージの取り付
けは、標準的なものでよいが、アクチベートされねばならない。従って、ネットワークノ
ード（例えば、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ））は、全ての測定されたセルが
拡張帯域に同じ場所の隣接部を有することをチェックする必要がある。
【００３１】
　指令された設定の前の隣接セル干渉（ＡＣＩ）検出は、コア帯域におけるＦＡＣＨデコ
ード動作が首尾良く行われた場合には自動的に与えられる。負荷を理由とするハンドオー
バーは、移動による混雑に対する指令ＲＲＣ接続設定に加えて必要とされる。この実施形
態における負荷を理由とするハンドオーバーは、ＵＬ及びＤＬ特有のトリガーにより開始
される。トリガースレッシュホールドを設定することにより、オペレータは、負荷のバラ
ンスを操作することができる。
　－ＲＴユーザに対する負荷スレッシュホールドの場合、ＵＬにおいては、ターゲット受
信電力（ＰｒｘＴａｒｇｅｔ）に対するＢＴＳによる全受信電力、及びＤＬにおいては、
ターゲット送信電力（ＰｔｘＴａｒｇｅｔ）に対するＢＴＳによる全送信電力；
　－ＮＲＴユーザの場合、ＵＬ及びＤＬにおける拒絶された容量要求の比；
　－直交コード不足。
【００３２】
　２．５ＧＨｚ動作では、ＵＬの負荷は、周波数間及びシステム間ハンドオーバーでなけ
ればバランスできず、一方、ＤＬの負荷は、それに加えて帯域間ハンドオーバーによりバ
ランスすることができる。従って、帯域間ハンドオーバー（ＵＬは同じままである）を考
慮するときには、ＤＬトリガーだけが重要である。
【００３３】
　それ故、図２及び３は、拡張帯域（例えば、約２．５ＧＨｚでスタートする周波数の帯
域）の縁セルにおいて、ソフトハンドオーバーのための周波数内測定と、連続的な周波数
間測定（ＣＭ）との両方が必要となる。コア帯域（例えば、約２．０ＧＨｚでスタートす
る周波数の帯域）のＳＨＯエリアにおいてＵＬ干渉の回避を保証する１つのやり方は、必
要のあるセル（即ちカバレージの縁セル）においてコア帯域ＤＬ　ＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉ
ｏを連続的に監視し、そしてコア帯域におけるＳＨＯエリアが検出された場合に、帯域間
ハンドオーバーを開始することである。
【００３４】
　対照的に、帯域間ハンドオーバーのコア帯域－拡張帯域は、ＵＥがＳＨＯエリアにある
場合には、拡張帯域カバレージの縁セルの下のセルでは行なわれない。より詳細には、コ
ア帯域におけるＳＨＯの間の負荷／サービスを理由とする帯域間ハンドオーバーは許され
ない。又、不首尾なソフトハンドオーバー（ブランチ追加）手順による帯域間ハンドオー
バーのコア帯域－拡張帯域は、ディスエイブルされるが、周波数間については許される。
【００３５】
　又、隣接チャンネル保護（ＡＣＰ）で生じるＵＬ干渉を回避するために圧縮モードが使
用されてもよい。ＡＣＰで生じるＵＬ干渉は、ＵＬの位置が隣接帯域ベースステーション
に接近している場合に、あるＵＥ　Ｔｘ電力レベルで発生し得る。これは、ほぼマクロ－
マイクロベースステーション筋書きである。干渉を受けるベースステーションは、ＤＬに
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おいて、隣接拡張帯域キャリアで動作する場合には保護されるが、さもなければ、保護さ
れない。
【００３６】
　隣接チャンネル干渉（ＡＣＩ）は、おそらく、移動装置の送信電力に直接関連する。あ
る電力より低いと、移動装置は、マイクロベースステーションを干渉することがなく、干
渉検出は必要とされない。干渉検出をいつスタートすべきか決定する電力スレッシュホー
ルドの合理的な値は、ＭＣＬ（最小結合ロス）状態の統計学的確率、隣接チャンネル漏洩
比（ＡＣＬＲ）、マイクロＢＴＳノイズレベル及び減感を考慮に入れる必要がある。電力
がほぼ平均ＵＥ　Ｔｘ電力（＝－１０、・・・１０ｄＢｍ）以上である場合には、ＡＣＩ
干渉を連続的にチェックするための移動装置の数を著しく減少することができる。
【００３７】
　干渉を受けるベースステーションは、ＡＣＩ干渉からそれ自体を保護できないことがあ
る。干渉を生じる移動装置は、その現在帯域における送信を自発的に停止しなければなら
ない。拡張帯域で動作することでのみ、干渉を受けるベースステーションは自己保護され
る。
【００３８】
　拡張帯域（Ｃｅｌｌ＿ＤＣＨ）における圧縮モード動作に関して、ＵＥが拡張モードで
動作していて、コアＤＬ帯域を測定する必要があるときには、コア帯域におけるＣＭ使用
を通常に適用することができ、そしてＵＬ負荷のバランスが周波数間測定を別々にトリガ
ーし得る。上述したように、ＵＥが拡張帯域にあるときには帯域間ＣＭ測定について多数
の理由が生じる。
【００３９】
　他の帯域のＤＬ負荷は既知であるので、ネットワーク装置（例えば、ＲＮＣ）は、帯域
間ハンドオーバーを直接開始するのではなく、高い負荷の場合には周波数間又はシステム
間ハンドオーバーを開始することができる。次いで、個別の周波数間／システム間測定を
実行することができる。ネットワーク性能への影響を最小にするために、ＣＭは非常に効
率的に使用される必要があり、１つの一貫したＣＭ使用戦略は、全ての帯域間測定をカバ
ーする必要がある。最も過度のＣＭ使用は、「ＡＣＩ検出」及び「ＳＨＯエリア検出」か
らのものである。これらは、両方とも、それらが必要とされる場合に連続的である。拡張
帯域におけるインテリジェントなキャリア割り当て又はネットワークプランニングのいず
れかによりその両方をほぼ回避することができる。
【００４０】
　ほとんどのキャリアは、キャリアの割り当てにより保護することができる。現存のオペ
レータが拡張帯域（例えば、２．５ＧＨｚ）展開に関心がない場合だけは、ＵＬ隣接キャ
リアは、別のキャリアをＵＬ干渉から保護するためにＡＣＩ検出を必要とする。又、オペ
レータが、ある点に、異なる数の拡張帯域キャリアを有することを希望する場合には、拡
張帯域においてＵＬキャリアパターンをそれ以上繰り返せない。更に、第１オペレータは
、第２オペレータと正に同じ時間にスタートして同じ地域においてその付加的なキャリア
を使用することはないので、拡張帯域隣接キャリアからの保護が与えられないときにＡＣ
Ｉ検出が必要とされる。
【００４１】
　ＴＤＤ帯域におけるＵＬキャリアは、自動的に保護することができる。というのは、こ
こでは、ＵＬキャリアは、拡張帯域も展開される場合しか存在しないからである。しかし
ながら、ＴＤＤ帯域とＵＬ帯域との間の隣接度は、この場合も、拡張帯域で（まだ）動作
していない場合に、第１のＵＬキャリアが第２のキャリアにより干渉を受けることになる
ので、特別な注意を必要とする。
【００４２】
　ＳＨＯエリア検出に関して、ネットワークプランニングは、拡張カバレージ縁セルの数
を制限しそしてＲＮＰパラメータを経て縁セルを指示することにより、ＣＭの必要性を緩
和することができる。コア帯域におけるセクター化されたセルが上位帯域において完全に
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繰り返され、即ち拡張帯域におけるソフターハンドオーバーエリアではないソフターハン
ドオーバーエリアがＵＬにない場合には、ＳＨＯエリアの検出は、ＵＥ送信電力又はＣＰ
ＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏに基づいて行うことができる。しかしながら、ここでは、ベースステ
ーションが互いにどれほど接近しているかの一般的な限界がないので、スレッシュホール
ドを決定することが困難である。ほぼ完全な拡張帯域カバレージが必要とされる場合には
、単一の場所にセーブせず、むしろ、カバレージをできるだけ完全にするのが良い。更に
、希薄な容量拡張が必要とされる場合には、ＣＰＩＣＨパイロット電力を下げるか又は異
なるカバレージハンドオーバースレッシュホールドを適用することにより拡張帯域セルに
あまりカバレージエリアをもたせないことが考えられる。これは、希薄なセルにおいて平
均ＵＥ送信電力を低下させ、従って、ＡＣＩの確率又はＵＬ　ＳＨＯエリアに不所望に入
る確率を低下させる。
【００４３】
　ネットワークプランニングに関わりなく、ＣＭに対する全ての理由が与えられる幾つか
のセルがまだ存在する。ここでは、ＣＭの使用は、効率的でなければならない。
【００４４】
　ＣＭに対するほとんど全ての理由は、それ自身のセル又は隣接セルについて関連ＤＬコ
ア帯域の測定を必要とする。又、ＡＣＩ検出は、コアにおける隣接キャリアの受信信号強
度指示子（ＲＳＳＩ）を測定することにより得ることができる。ＳＨＯエリア検出及びＡ
ＣＩ検出の両方が必要な場合には、Ｅｃ／Ｉｏ測定が充分迅速に実行できるならば、Ｅｃ
／Ｉｏ測定においてその両方を中継するのがより効率的である。これは、次の２つの理由
で可能である。（１）拡張帯域オペレーションにおけるＣＭは、拡張帯域ＤＬ及びコア帯
域ＤＬがチップ同期される（それらが同じベースステーションキャビネットにあり、即ち
同じ場所にあると仮定して）ことを利用でき、そして（２）両ＤＬ帯域は、拡張帯域につ
いて減衰度が強いことが異なるだけで同じ又は少なくとも非常に良く似た伝播経路を有し
ている。
【００４５】
　チップエネルギー／システムノイズ（Ｅｃ／Ｉｏ）測定に対する２つのオプションは、
次のものを含む。（１）コア帯域Ｅｃ／Ｉｏ（チップ同期のために高速）をより正確に測
定するには、４－５個のタイムスロットの測定ギャップを必要とし、そして（２）コア帯
域ＲＳＳＩを測定して帯域間のＣＰＩＣＨ　Ｅｃ関係＝＞Ｅｃ／Ｉｏを使用するには１－
２個のタイムスロットの測定ギャップを必要とする。
【００４６】
　第２のオプションは、短いギャップによるのが好ましい。基本的に、両ＤＬ　ＲＳＳＩ
間の相対的な差を考慮する場合には、均一レベル測定（Ｅｃ／Ｉｏ）でないものが必要と
される。ネットワーク側の不確実性（アンテナパターン／利得、ケーブルロス、負荷、Ｐ
Ａ定格、伝播ロス／回折）並びにＵＥ側の不確実性（測定精度）が比較を妨げ、もし可能
であれば、考慮に入れる必要がある。
【００４７】
　ＲＳＳＩの大きな差（又はコア帯域の低いＥｃ／Ｉｏ）が検出された場合には、その理
由が、次のことにより確認される。
　－関連コアセルの隣接物を測定する－＞ＳＨＯエリア（小さなｉ）が帯域間ハンドオー
バーを行う場合；
　－隣接チャンネルＲＳＳＩを測定する－＞ＡＣＩが周波数間ＨＯを行う場合；
　－上記のいずれも真でない－＞どのアクションも不要（関連するコアセルの負荷が高く
なる）。
【００４８】
　ケース（ａ）の場合には、ハンドオーバーがＳＨＯエリアへ直接行なわれる。これは、
帯域間ハードハンドオーバーの後に充分高速なブランチ追加を必要とする。
【００４９】
　更に、ＣＭ使用は、ある種のＵＥ速度推定でこれをトリガーすることにより最小にする
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ことができる。ＵＥが移動しない場合には、ＣＭを停止することができ、それが再び移動
するときにＣＭが連続する。
【００５０】
　拡張帯域が使用されるときのセル再選択の測定に関しては、Ｅｃ／Ｉｏ信号が充分良好
である限り、アイドルモードにあるＵＥが拡張帯域にキャンピングする。接続モードでは
、ＰＳサービスが、Ｃｅｌｌ＿ＦＡＣＨ、ＵＴＲＡＮ登録エリアルーティングエリアペー
ジングチャンネル（ＵＲＡ＿ＰＣＨ）、又はあるインアクティビティ時間（ＮＲＴ）の後
のＣｅｌｌ＿ＰＣＨへ移動する。次いで、アイドルモードパラメータがセルの再選択を制
御することができる。従って、セルの再選択は、カバレージの理由で発生し、即ち延長カ
バレージが終了すると発生する。
【００５１】
　又、アイドルモードパラメータにより制御される状態でも、ＲＡＣＨ送信によるＵＬ干
渉を防止するために、干渉検出を行なうことが必要となる。ここで、ＡＣＩ及びＳＨＯエ
リア検出に対して、異なるメカニズムが適用されてもよい。
【００５２】
　アイドルモード（及びＣｅｌｌ＿ＰＣＨ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ）におけるＳＨＯエリア検出
は、２段階測定により行なわれ、そしてカバレージ縁セルに適用されてもよい。即ち、（
１）セル特有の絶対的Ｅｃ／Ｉｏスレッシュホールドが段階をトリガーし、そして（２）
拡張帯域において帯域間隣接部をもたないセルがあるかどうかについてコア帯域を測定す
る。比較を行なうために、ＵＥは、同じ場所のコア隣接部を知る必要がある。これは、拡
張帯域ブロードキャストチャンネルシステム情報（ＢＣＣＨ　ＳＩ）に追加されねばなら
ない。Ｃｅｌｌ＿ＦＡＣＨ状態では、ＩＦ測定事項を使用し、そしてコア帯域に見つかっ
た隣接部が拡張帯域に同じ場所の隣接部を有するかどうかチェックすることによりＳＨＯ
エリアを検出することができる。この場合も、付加的なＢＣＣＨ情報が必要とされる。
【００５３】
　図４は、本発明の一実施形態による異なる移動ノード状態間の移動ノード測定アクティ
ビティを示す図である。移動装置の異なる状態は、図面の最上部の矢印の内側に示されて
いる。移動装置は、アイドル状態、セルＦＡＣＨ状態又はセルＤＣＨ状態にある。図４に
示す時間線は、半分に分割されて、上半分は、ソフトハンドオーバー（ＳＨＯ）エリアを
検出するための測定を表し、そして下半分は、隣接チャンネル干渉（ＡＣＩ）を検出する
ための測定を表す。各エリアに対して、移動装置の各状態中に時間線に沿って行なわれる
種々の測定は、吹き出しの中に示されている。
【００５４】
　ＡＣＩは、アイドルモードでは検出されず、ＲＡＣＨ送信の直前に、コア帯域における
２つの近傍（隣接）キャリアを直接測定することで検出される。ＲＡＣＨ送信の遅延は、
高速ＲＳＳＩ測定により無視できるものである。Ｃｅｌｌ＿ＦＡＣＨ状態では、ＲＳＳＩ
測定に対して隣接コアキャリア（スチールスロット）を連続的に測定することにより、Ａ
ＣＩ検出を行うことができる。
【００５５】
　ＳＨＯエリアの場合には、ＵＥは、コア帯域への帯域間ハンドオーバーを開始すること
ができる。ＡＣＩが検出される場合には、ＵＥは、従来のカバレージを理由とするセル再
選択と同様の周波数間ハンドオーバー（ＵＬ変化）を開始することができる。
【００５６】
　図５Ａ及び５Ｂは、本発明の実施形態によるアップリンク及びダウンリンクキャリア対
構成を示す図である。既存の帯域からのアップリンク及びダウンリンクキャリアは、一般
に、同じセルにより供給される周波数であるが、異なるセルから供給されてもよい。同様
に、新たな帯域からのアップリンク及びダウンリンクキャリアは、同じセル（既存の帯域
周波数を供給するセルとは異なる）から供給される周波数でよい。Ａ１、Ａ２、Ａ３・・
・は、異なるアップリンク／ダウンリンク周波数対構成を示す。「Ａ」でスタートする各
帯域に対するボックス内の周波数は、そのセルにおける１つのオペレータにより制御され



(14) JP 4199187 B2 2008.12.17

10

20

30

40

50

、ブランクボックス内の周波数は、そのセルにおける第２オペレータにより制御され、そ
して薄暗いボックス内の周波数は、そのセルにおける第３オペレータにより制御される。
【００５７】
　これらの実施形態では、既存のアップリンク周波数帯域は、約１９２０ＭＨｚでスター
トする周波数を含み、既存のダウンリンク帯域は、約２１１０ＭＨｚでスタートする周波
数を含み、そして新たなアップリンク及びダウンリンク帯域は、約２５００ＭＨｚでスタ
ートする周波数を含むように示されている。しかしながら、本発明は、これら周波数の値
により限定されず、考えられる周波数のいかなる帯域に適用してもよい。図５Ａ及び５Ｂ
に示された周波数は、例示のためのものに過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない
。
【００５８】
　図５Ａは、移動ノード（ＵＥ）が既存のアップリンク帯域６０からのアップリンクキャ
リア周波数及び既存のダウンリンク帯域６２からのダウンリンクキャリア周波数に接続さ
れる実施形態を示す。既存のダウンリンクキャリア帯域６２は、移動ノードの位置に最も
接近したセルからのコア帯域でよい。ネットワークノードは、移動ノードが第２のダウン
リンクキャリアを選択すべきことを決定し、そして新たな又は異なるダウンリンク帯域６
４の周波数からの（即ち異なるセルからの）ダウンリンクキャリアを使用してスタートす
るように移動ノードに指令することができる。次いで、移動ノードは、既存の帯域６０か
らのアップリンクキャリア及び新たな又は異なるダウンリンク帯域６４からのダウンリン
クキャリアを使用してもよい。
【００５９】
　図５Ｂは、移動ノードが新たなアップリンク帯域６６からのアップリンクキャリア及び
新たなダウンリンク帯域６８からのダウンリンクキャリアを最初に使用する実施形態を示
す。新たなアップリンク帯域及び新たなダウンリンク帯域は、同じ周波数帯域からのもの
でよい（例えば、約２５００ＭＨｚでスタートして、ある周波数がアップリンクキャリア
に使用されそしてある周波数がダウンリンクキャリアに使用される）。この実施形態では
、ネットワークノードは、切り換えを行って、元のダウンリンクキャリアと同じ周波数帯
域からであるが異なるダウンリンクキャリアを使用するように移動装置に指令することが
できる。新たなアップリンク帯域６６及び新たなダウンリンク帯域６８における周波数は
、同じセルにより供給されてもよいし、異なるセルから供給されてもよい。
【００６０】
　図６は、本発明の実施形態によるソフトハンドオーバーエリア検出の例示的プロセスを
示すフローチャートである。最初に、セル特有のトリガーが生じたかどうか決定され（Ｓ
１）、もしそうであれば、タイマーがスタートされる（Ｓ２）。周波数間（例えば、帯域
間）測定が実行されて、セルに対して比較され、ソフトハンドオーバーエリアが検出され
たかどうか決定される（Ｓ３）。時間が経過したかどうかの決定がなされ（Ｓ４）、もし
そうであれば、見つかった最良の、同じ場所でないセルへのセル再選択トリガーが実行さ
れる（Ｓ５）。タイマーが経過していない場合には、同じ場所のセルが識別されたかどう
か決定され（Ｓ６）、もしそうであれば、アップリンクキャリア干渉を回避しながら、同
じ場所のセルのダウンリンクキャリアへの再選択が開始される。同じ場所のセルが識別さ
れなかった場合には、全てのセルの周波数間測定及びその比較が、同じ場所のセルが識別
されるか又はタイマーが経過するまで、実行される。ソフトハンドオーバーエリアとは、
移動装置により現在使用されているダウンリンクキャリアのエリアではなく、同じ場所の
ダウンリンクキャリアエリアにおけるソフトハンドオーバーエリアである。
【００６１】
　本発明の実施形態によるセルクオリティ指示子を使用したソフトハンドオーバーエリア
検出のプロセスを示すフローチャートである。セルクオリティスレッシュホールドが移動
装置に対して決定される（Ｓ１０）。このスレッシュホールドパラメータは、予めプログ
ラムされてもよいし、動的に設定されてもよい。更に、パラメータは、移動装置によるか
、又はネットワーク装置、例えば、ベースステーションコントローラ（ＢＳＣ）により状
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況に応じて設定されてもよい。サービングセルクオリティ、例えば、ＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／
Ｉｏを測定して、ソフトハンドオーバーエリアが検出されたかどうか決定してもよい（Ｓ
１１）。測定されたセルクオリティが、（希望のトリガーに基づき）移動装置に対するセ
ルクオリティスレッシュホールドより高いか低いかの決定がなされる（Ｓ１２）。セルク
オリティがスレッシュホールドより高いか又は低い場合には、例えば、ネットワークによ
り再選択から除外されるセルが決定される（Ｓ１３）。コア帯域セル周波数が、除外され
ない同じ場所のセルにおいてサーチされる（Ｓ１４）。同じ場所のセルが見つかると（Ｓ
１５）、アップリンクキャリア干渉を回避するに充分なほど早くに、同じ場所のセルのダ
ウンリンクキャリアへの再選択が開始される（Ｓ１６）。同じ場所のセルが見つからない
場合には（Ｓ１５）、同じ場所でない全てのセルに対するセルクオリティが測定される（
Ｓ１７）。次いで、アップリンクキャリア干渉を回避するに充分なほど早くに、測定に基
づき、見つかった最良の、同じ場所にないセルへのセル再選択がトリガーされる（Ｓ１８
）。ソフトハンドオーバーエリアとは、移動装置により現在使用されているダウンリンク
キャリアのエリアではなく、同じ場所のダウンリンクキャリアエリアにおけるソフトハン
ドオーバーエリアである。
【００６２】
　図８は、本発明の実施形態によるセル信号強度指示子を使用したソフトハンドオーバー
エリア検出のプロセスを示すフローチャートである。セル信号強度スレッシュホールドが
移動装置に対して決定される（Ｓ２０）。このスレッシュホールドパラメータは、予めプ
ログラムされてもよいし、動的に設定されてもよい。更に、パラメータは、移動装置によ
るか又はネットワーク装置により状況に応じて設定されてもよい。サービングセル信号強
度、例えば、受信信号強度指示子（ＲＳＳＩ）を測定して、ソフトハンドオーバーエリア
が検出されたかどうか決定してもよい（Ｓ２１）。測定されたセル信号強度が、（希望の
トリガーに基づき）移動装置に対するセル信号強度スレッシュホールドより高いか低いか
の決定がなされる（Ｓ２２）。セル信号強度がスレッシュホールドより高いか又は低い場
合には、例えば、ネットワークにより再選択から除外されるセルが決定される（Ｓ２３）
。コア帯域セル周波数が、除外されない同じ場所のセルにおいてサーチされる（Ｓ２４）
。同じ場所のセルが見つかると（Ｓ２５）、アップリンクキャリア干渉を回避するに充分
なほど早くに、同じ場所のセルのダウンリンクキャリアへの再選択が開始される（Ｓ２６
）。同じ場所のセルが見つからない場合には（Ｓ２５）、同じ場所でない全てのセルに対
するセル信号強度が測定される（Ｓ２７）。次いで、アップリンクキャリア干渉を回避す
るに充分なほど早くに、測定に基づき、見つかった最良の、同じ場所にないセルへのセル
再選択がトリガーされる（Ｓ２８）。ソフトハンドオーバーエリアとは、移動装置により
現在使用されているダウンリンクキャリアのエリアではなく、同じ場所のダウンリンクキ
ャリアエリアにおけるソフトハンドオーバーエリアである。
【００６３】
　図９は、本発明の実施形態によるセル速度指示子を使用したソフトハンドオーバーエリ
ア検出のプロセスを示すフローチャートである。セル速度スレッシュホールドが移動装置
に対して決定される（Ｓ３０）。このスレッシュホールドパラメータは、予めプログラム
されてもよいし、動的に設定されてもよい。更に、パラメータは、移動装置によるか又は
ネットワーク装置により状況に応じて設定されてもよい。サービングセル速度を測定して
、ソフトハンドオーバーエリアが検出されたかどうか決定してもよい（Ｓ３１）。測定さ
れたセル速度が、（希望のトリガーに基づき）移動装置に対するセル速度スレッシュホー
ルドより高いか低いかの決定がなされる（Ｓ３２）。セル速度がスレッシュホールドより
高いか又は低い場合には、例えば、ネットワークにより再選択から除外されるセルが決定
される（Ｓ３３）。コア帯域セル周波数が、除外されない同じ場所のセルにおいてサーチ
される（Ｓ３４）。同じ場所のセルが見つかると（Ｓ３５）、アップリンクキャリア干渉
を回避するに充分なほど早くに、同じ場所のセルのダウンリンクキャリアへの再選択が開
始される（Ｓ３６）。同じ場所のセルが見つからない場合には（Ｓ３５）、同じ場所でな
い全てのセルに対するセル速度が測定される（Ｓ３７）。次いで、アップリンクキャリア
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干渉を回避するに充分なほど早くに、測定に基づき、見つかった最良の、同じ場所にない
セルへのセル再選択がトリガーされる（Ｓ３８）。ソフトハンドオーバーエリアとは、移
動装置により現在使用されているダウンリンクキャリアのエリアではなく、同じ場所のダ
ウンリンクキャリアエリアにおけるソフトハンドオーバーエリアである。
【００６４】
　図１０は、本発明の実施形態によるセル位置指示子を使用したソフトハンドオーバーエ
リア検出のプロセスを示すフローチャートである。セル位置スレッシュホールドが移動装
置に対して決定される（Ｓ４０）。このスレッシュホールドパラメータは、予めプログラ
ムされてもよいし、動的に設定されてもよい。更に、パラメータは、移動装置によるか又
はネットワーク装置により状況に応じて設定されてもよい。サービングセル位置を測定し
て、ソフトハンドオーバーエリアが検出されたかどうか決定してもよい（Ｓ４１）。測定
されたセル位置が、（希望のトリガーに基づき）移動装置に対するセル位置スレッシュホ
ールドより高いか低いかの決定がなされる（Ｓ４２）。セル位置がスレッシュホールドよ
り高いか又は低い場合には、例えば、ネットワークにより再選択から除外されるセルが決
定される（Ｓ４３）。コア帯域セル周波数が、除外されない同じ場所のセルにおいてサー
チされる（Ｓ４４）。同じ場所のセルが見つかると（Ｓ４５）、アップリンクキャリア干
渉を回避するに充分なほど早くに、同じ場所のセルのダウンリンクキャリアへの再選択が
開始される（Ｓ４６）。同じ場所のセルが見つからない場合には（Ｓ４５）、同じ場所で
ない全てのセルに対するセル位置が測定される（Ｓ４７）。次いで、アップリンクキャリ
ア干渉を回避するに充分なほど早くに、測定に基づき、見つかった最良の、同じ場所にな
いセルへのセル再選択がトリガーされる（Ｓ４８）。ソフトハンドオーバーエリアとは、
移動装置により現在使用されているダウンリンクキャリアのエリアではなく、同じ場所の
ダウンリンクキャリアエリアにおけるソフトハンドオーバーエリアである。
【００６５】
　図６－１０に示す実施形態は、アップリンクチャンネル干渉を回避するためにソフトハ
ンドオーバーエリアを検出する異なるプロセスを示している。しかしながら、本発明は、
これらプロセスに限定されるものではなく、例えば、本発明の範囲内で、図６－１０に示
す動作の組み合わせを包含するプロセス又は技術を使用して、ソフトウェアハンドオーバ
ーエリアを検出し、アップリンクチャンネル干渉を回避することもできる。
【００６６】
　図７に示すプロセス及びその組合せに対して絶対的又は相対的信号クオリティレベルを
適用してＳＨＯエリアを指示することができる。相対的レベルの場合には、ＳＨＯパラメ
ータ「Ｗｉｎｄｏｗ＿Ａｄｄ」を使用するのが好ましい。ＵＬ干渉ＳＨＯエリアを他のＳ
ＨＯエリアから区別するために、同じ場所の情報ＤＬ１－ＤＬ２を使用することができる
。アイドルモード、Ｃｅｌｌ＿ＦＡＣＨ、Ｃｅｌｌ＿ＰＣＨ及びＵＲＡ＿ＰＣＨ状態では
、同じ場所の情報が、ＤＣＨを経てのＣｅｌｌ＿ＤＣＨ状態においてＢＣＣＨシステム情
報を介してネットワークにより移動装置へ指示されるのが好ましい。ＵＥは、キャリアＤ
Ｌ１及びＤＬ２における隣接セル測定を比較して、同じセルが両キャリアにおいて検出で
きるかどうか見出すことができる。
【００６７】
　本発明は、甚だしい干渉状態を回避できるという点で効果的である。更に、本発明によ
るソフトハンドオーバー検出は、新たな帯域からの新たな周波数をアップリンク及びダウ
ンリンクキャリアに使用できるようにする。
【００６８】
　以上の例は、本発明を単に説明するためのもので、本発明をこれに限定するものではな
いことに注意されたい。本発明は、好ましい実施形態を参照して説明したが、ここに使用
したワードは、説明及び例示のためのワードで、限定のためのワードではないことを理解
されたい。本発明の範囲及び精神から逸脱せずに、変更をなすことができる。本発明は、
特定の方法、材料及び実施形態について説明したが、それらに限定されるものではなく、
むしろ、本発明は、特許請求の範囲内で全ての機能的に同等の構造、方法及び使い方へと
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拡張することができる。特に、本発明は、ＷＣＤＭＡシステム以外の全てのＣＤＭＡシス
テムへと拡張することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の一実施形態によるソフトハンドオーバー検出システムを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態によるアップリンクチャンネルにおける潜在的なインターフ
ェイスの筋書きを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態によるアップリンクチャンネルにおける別の潜在的なインタ
ーフェイスの筋書きを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による異なる移動ノード状態間の移動ノード測定アクティビ
ティを示す図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態によるアップリンク及びダウンリンクキャリア対構成を示す
図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態によるアップリンク及びダウンリンクキャリア対構成を示す
図である。
【図６】本発明の実施形態によるソフトハンドオーバーエリア検出の例示的プロセスを示
すフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態によるセルクオリティ指示子を使用したソフトハンドオーバー
エリア検出のプロセスを示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態によるセル信号強度指示子を使用したソフトハンドオーバーエ
リア検出のプロセスを示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態によるセル速度指示子を使用したソフトハンドオーバーエリア
検出のプロセスを示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施形態によるセル位置指示子を使用したソフトハンドオーバーエリ
ア検出のプロセスを示すフローチャートである。
【図１】 【図２】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図８】 【図９】
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