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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムの通信ノードによって実行される方法であって、
前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルのハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメータ
ーの少なくとも一方を変更し、
　異なる無線アクセス技術（Radio Access Technology:ＲＡＴ）の近傍セルへのメッセー
ジとして、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルと他のＲＡＴの前記近傍セルに対する新たなハンドオ
ーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを決定するために使用される、ハ
ンドオーバー及び／又はセル再選択パラメーター情報を含むメッセージを生成すると共に
、
　当該メッセージを前記他のＲＡＴの前記近傍セルを動作させる基地局に送信することを
含むＥ－ＵＴＲＡＮ通信システムの通信ノードによって実行される方法。
【請求項２】
　前記生成ステップ及び前記送信ステップは前記変更ステップの前に実行される、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルによって実行される、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記変更ステップは、移動通信デバイスによってハンドオーバーとセル再選択の少なく
とも一方のプロセスの一部として実行される測定を制御するために、前記移動通信デバイ
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スによって使用されるセルを用いて送信される閾値を変更するステップである、請求項１
～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　変更される前記閾値は、前記移動通信デバイスがハンドオーバー先の他のセルを検討す
べきときを検出するのに用いられる閾値、及びサービングセルの低信号品質を規定するの
に用いられる閾値、のうちの１つ又は複数を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記メッセージに含まれる前記ハンドオーバー及び／又はセル再選択パラメーター情報
は、前記他のＲＡＴセルの前記新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル選択パ
ラメーターを有している、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記メッセージに含まれる前記ハンドオーバー及び／又はセル再選択パラメーター情報
は、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル選択パラ
メーターの少なくとも一方に対して行われた前記変更を識別するデータを含む、請求項１
～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局によって実行される方法であって、
　移動通信デバイスによって使用されるハンドオーバー及び／又はセル再選択プロセスパ
ラメータを送信して、前記移動通信デバイスでハンドオーバープロセス及び／又はセル再
選択プロセスの一部分として実行される信号測定を制御し、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ノードからメッセージとして、前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの新たな
ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを求める際に用いるハン
ドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーター情報を含むメッセージを受信
して、
　前記新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを前記非Ｅ
－ＵＴＲＡＮセルに送信し、前記ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラ
メーター情報から、前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルのための前記新たなハンドオーバーパラメ
ーター及び／又はセル再選択パラメーターを決定し、
　前記新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを前記移動
通信デバイスで使用されるために前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルに送信し、前記移動通信デバ
イスでハンドオーバー及び／又はセル再選択プロセスの一部として実行される信号測定を
制御する非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局によって実行される方法。
【請求項９】
　前記メッセージに含まれる前記ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラ
メーター情報は、前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記新たなハンドオーバーパラメーター及
び／又はセル再選択パラメーターを有している、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メッセージに含まれる前記ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラ
メーター情報は、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記ハンドオーバーパラメーター及び／又は
セル再選択パラメーターに対して行われた変更を識別するデータを有している、請求項８
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メッセージは前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ノードからコアネットワークを介して受信さ
れる、請求項８～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　通信システムの通信ノードであって、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルのハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーター
を変更する手段と、
　異なる無線アクセス技術（Radio Access Technology:ＲＡＴ）の近傍セルへのメッセー
ジとして、他のＲＡＴの前記近傍セルの新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセ
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ル再選択パラメーターを決定する際に使用されるハンドオーバーパラメーター及び／又は
セル再選択パラメーター情報を含むメッセージを生成する手段と、
　前記メッセージを前記他のＲＡＴの前記セルを動作させる基地局に送信する手段と、
を備える、通信システム。
【請求項１３】
　非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局であって、
　移動電気通信デバイスによって使用されるハンドオーバー及び／又はセル再選択パラメ
ーターを送信し、前記移動電気通信デバイスによって実行される信号測定を、ハンドオー
バープロセス及び／又はセル再選択プロセスの一部分として制御する送信回路部と、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ノードから、前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルで新たなハンドオーバーパ
ラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを決定するために使用されるハンドオーバ
ーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーター情報を含むメッセージを受信する受信
回路部を備え、
　前記基地局は、前記ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーター情
報から、前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記新たなハンドオーバーパラメーター及び／又は
セル再選択パラメーターを決定する動作を行い、
　前記送信回路部は新たなセル選択パラメーターを該非Ｅ－ＵＴＲＡＮセル内にブロード
キャストするように動作する、非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局。
【請求項１４】
　前記回路部はプログラム可能なプロセッサ上で実行されるソフトウェアモジュールによ
って形成される、請求項１３に記載の非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局。
【請求項１５】
　移動通信デバイスと、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムと、非Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システム
と、を備え、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムの通信ノードは、ｉ）Ｅ－ＵＴＲＡＮセルのハンドオ
ーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを変更し、ｉｉ）異なる無線アク
セス技術（Radio Access Technology:ＲＡＴ）の近傍セルへのメッセージとして、前記非
Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記近傍セルの新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル
再選択パラメーターを決定する際に用いるハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再
選択パラメーター情報を含むメッセージを生成し、ｉｉｉ）前記メッセージを前記非Ｅ－
ＵＴＲＡＮセルを動作させる基地局に送信し、
　前記移動通信デバイスはサービングセルによって送信されたハンドオーバーパラメータ
ー及び／又はセル再選択パラメーターに従って信号測定を行うように動作すると共に、　
前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを動作させる前記基地局は、
　　移動電気通信デバイスが、該移動電気通信デバイスによって実行される信号測定を、
ハンドオーバープロセス及び／又はセル再選択プロセスの一部分として制御するのに用い
るハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを送信する送信回路部
と、
　　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムの前記通信ノードからのメッセージとして、前記非
Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメー
ターを決定する際に用いる前記ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメ
ーター情報を含むメッセージを受信する受信回路部と、
を備え、
　前記送信回路部は、前記新たなハンドオーバー及び／又はセル再選択パラメーターを前
記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルに送信するように動作し、
　前記移動通信デバイスは、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記変更されたハンドオーバー及
び／又はセル再選択パラメーター及び前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記新たなハンドオー
バー及び／又はセル再選択パラメーターに従って、ハンドオーバー及び／又はセル再選択
のためのセルを選択するように動作する、通信システム。
【請求項１６】
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　請求項１５に記載された前記通信システムの移動通信デバイスであって、サービングセ
ルによって送信されたハンドオーバー及び／又はセル再選択パラメーターに従って信号測
定を行う手段と、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記変更されたハンドオーバー及び／又はセル再選択パラメ
ーター及び前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記新たなハンドオーバー及び／又はセル再選択
パラメーターに従って、ハンドオーバー及び／又はセル再選択のためのセルを選択する手
段を有する、移動通信デバイス。
【請求項１７】
　プログラム可能なコンピューターデバイスに請求項１～１１のいずれか１項に記載の方
法を実行させるコンピューター実施可能命令を含むコンピュータープログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動電気通信ネットワークに関し、特に、限定される訳ではないが、３ＧＰ
Ｐ標準規格又はその均等物若しくは派生物に従って動作するネットワークに関する。本発
明は、特に、ＵＴＲＡＮのロングタームエボリューション（ＬＴＥ）（発展型ユニバーサ
ル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）と呼ばれる）、並びに、当該Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮと他のネットワーク（例えば、ＵＴＲＲＡＮネットワーク、ＧＥＲＡＮネットワ
ーク（ＧＳＭ（登録商標）　ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク））のインタラクション
（相互接続関係）に関するが、これに限定されることはない。
【０００２】
　本出願は、２００９年８月１１日に出願された英国特許出願第０９１４０２４．５号に
基づくと共に該特許出願からの優先権の利益を主張する。該特許出願の開示は参照により
その全体が本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　セルラー通信ネットワークでは、移動デバイス又はユーザー機器（ＵＥ）は、ユーザー
がセルラーネットワークによってカバーされているエリア内で移動すると、セル間でロー
ミング動作を行なう。一般に、このローミングは２つのプロセス、すなわち移動デバイス
が別のデバイスと通話中であるとき等、該移動デバイスがアクティブ接続モードにあると
きの「ハンドオーバー」、及び移動デバイスがアイドルモードにある場合、或いは、専用
リソースを有しない接続モードにある場合の「再選択」によって管理される。ＵＥは、自
身が登録すべきセルを判断するために、所定の間隔で、様々なセルから受信した信号の種
々の測定を行う。セル再選択は、これらの測定値及びサービングセルによって提供された
セル再選択パラメーターに基づいて、移動デバイスによって実行される。一方、ハンドオ
ーバーは、移動デバイスによってサービングセルに提供された測定値に基づいて、該サー
ビングセルによって決定される。ハンドオーバープロセス及びセル再選択プロセスは、最
も強力な信号強度を有するセルに基づくだけでなく、セルによって提供されるサービス、
したがってセル優先度にも基づく。例えば、移動デバイスによって測定された最も強力な
信号は前のＧＳＭセルからのものである場合があるが、この場合でも、移動デバイスは、
より高い優先度のＥ－ＵＴＲＡＮセルを、該セルの信号強度が適切なサービスを提供する
のに十分であることを条件として選択することもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらのハンドオーバープロセス及びセル再選択プロセスに伴う問題は、それらのプロ
セスによって、いくつかのセルが十分利用されているのに対し、他のセルが十分利用され
ないことになる可能性があることである。この問題は、基地局セル間で、利用されていな
い無線リソース及び処理負荷を共有するように、負荷バランシングを実行することによっ
て対処されている。Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局セルにおいて、移動デバイスに提供されるハン
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ドオーバーパラメーター及びセル再選択パラメーターを動的に変更することによって負荷
バランシングを制御することが最近提案されている。このため、高優先度Ｅ－ＵＴＲＡＮ
セルが過度に多くの移動デバイスに自身がサービスを提供していると判断する場合、自身
が送信するハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを変更し、セ
ルのエッジに配置された移動デバイスが異なる登録先セルを選択する可能性を高くするこ
とができる。
【０００５】
　しかしながら、本発明者らは、移動デバイスが異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ：Radi
o Access Technology）のセルに移動する場合、新たなセルのハンドオーバーパラメータ
ー及びセル再選択パラメーターによって移動デバイスがＥ－ＵＴＲＡＮセルを再び選択す
ることになり、それによって移動デバイスがＥ－ＵＴＲＡＮセルと他のセルとの間で「ピ
ンポン」することになる場合があることを見出した。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施の形態は、異なるＲＡＴのセルによって用いられるハンドオーバーパラメ
ーター及び／又はセル再選択パラメーターを制御して、効率的な負荷バランシングが実行
されることを可能にする技法を提供することを目的とする。
【０００７】
　一態様によれば、本発明は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムによって実行される方法であ
って、
　異なる無線アクセス技術（すなわち、他のＲＡＴ）の近傍セルへのメッセージとして、
前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルと前記他のＲＡＴの前記近傍セルとの間で繰り返される移動通信
デバイスのハンドオーバー及び／又はセル再選択を低減するために、前記他のＲＡＴの前
記セルの新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを求める
際に用いる情報を含むメッセージを生成し、
　前記メッセージを前記他のＲＡＴの前記セルに送信すること、
を含む、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムによって実行される方法が得られる。このメッセー
ジは、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルに対する負荷を制御するために求められたＥ－ＵＴＲＡＮセル
の新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターの生成に応じて
生成することができる。
【０００８】
　メッセージは、Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムが自身のハンドオーバーパラメーター及び／又
はセル再選択パラメーターを変更する前又は変更した後に生成することができる。
【０００９】
　本方法は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局又は電気通信管理ネットワーク（ＴＳ３２．１０２　
Ｖ８．２．０を参照されたい）によって実行することができる。
【００１０】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルに対する負荷を制御するために、該セルは自身が該セル内にブロー
ドキャストする（broadcast into）閾値を変更することができる。閾値を変動させるとと
もに、又はそれに代えて、ヒステリシスパラメーターを変動させることができる。変更さ
れる閾値は、移動デバイスがハンドオーバー先の他のセルを検討すべきときを検出するの
に用いられる閾値、及びサービングセルからの低信号品質を規定するのに用いられる閾値
、のうちの１つ又は複数を含むことができる。
【００１１】
　他のＲＡＴに送信されるメッセージは、該他のＲＡＴが用いるべき新たなハンドオーバ
ーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを含むことができる。代替的に、メッ
セージは、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルが自身のハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選
択パラメーターに対して行ったか又は行うことになる変更を特定することができる。
【００１２】
　本発明はまた、非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルによって実行される方法であって、
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　移動電気通信デバイスが、該移動電気通信デバイスによって実行される信号測定を、ハ
ンドオーバープロセス及び／又はセル再選択プロセスの一部分として制御するのに用いる
ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを送信すると共に、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ノードからメッセージとして、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルと前記非Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮセルとの間で繰り返される移動通信デバイスのハンドオーバー及び／又はセル再
選択を低減するために、前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの新たなハンドオーバーパラメーター
及び／又はセル再選択パラメーターを求める際に用いる情報を含むメッセージを受信し、
前記新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを前記非Ｅ－
ＵＴＲＡＮセルに送信すること、
を含む、非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルによって実行される方法が得られる。
【００１３】
　別の態様によれば、本発明は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムであって、
　異なる無線アクセス技術、すなわちＲＡＴの近傍セルへのメッセージとして、前記Ｅ－
ＵＴＲＡＮセルと前記他のＲＡＴの前記近傍セルとの間で繰り返される移動通信デバイス
のハンドオーバー及び／又はセル再選択を低減するために、前記他のＲＡＴの前記セルの
新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを求める際に用い
る情報を含むメッセージを生成する手段と、
　前記メッセージを前記他のＲＡＴの前記セルに送信する手段と、
を備える、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムが得られる。
【００１４】
　別の態様によれば、本発明は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ノードであって、
　負荷バランシングモジュールであって、ｉ）Ｅ－ＵＴＲＡＮセルのハンドオーバーパラ
メーター及び／又はセル再選択パラメーターを変更し、ｉｉ）異なる無線アクセス技術、
すなわちＲＡＴの近傍セルへのメッセージとして、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルと他のＲＡＴ
の前記近傍セルとの間で繰り返される移動通信デバイスのハンドオーバー及び／又はセル
再選択を低減するために、前記他のＲＡＴの前記セルの新たなハンドオーバーパラメータ
ー及び／又はセル再選択パラメーターを求める際に用いる情報を含むメッセージを与え、
ｉｉｉ）前記メッセージを前記他のＲＡＴの前記セルに送信する、ように動作可能な、負
荷バランシングモジュール、
を備える、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ノードが得られる。
【００１５】
　別の態様によれば、本発明は、非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルであって、
　移動電気通信デバイスが、該移動電気通信デバイスによって実行される信号測定を、ハ
ンドオーバープロセス及び／又はセル再選択プロセスの一部分として制御するのに用いる
ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを送信する送信回路部と
、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ノードからメッセージとして、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルと該非Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮセルとの間で繰り返される移動通信デバイスのハンドオーバー及び／又はセル再選
択を低減するために、該非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの新たなハンドオーバーパラメーター及び
／又はセル再選択パラメーターを求める際に用いる情報を含むメッセージを受信する、受
信回路部と、
を備え、前記送信回路部は前記新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択
パラメーターを該非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルに送信するように動作可能である、非Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮセルが得られる。
【００１６】
　別の態様によれば、本発明は、通信システムであって、
　移動通信デバイスと、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムと、非Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システム
とを備え、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムは、ｉ）異なる無線アクセス技術、すなわちＲＡＴの
近傍セルへのメッセージとして、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルと前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルと



(7) JP 5618102 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

の間で繰り返される移動通信デバイスのハンドオーバー及び／又はセル再選択を低減する
ために、該非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記近傍セルの新たなハンドオーバーパラメーター及
び／又はセル再選択パラメーターを求める際に用いる情報を含むメッセージを送信し、ｉ
ｉ）前記メッセージを前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記セルに送信する、ように動作可能
であり、
　前記移動通信デバイスはサービングセルによってブロードキャストされたハンドオーバ
ーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターに従って信号測定を行うように動作可
能であり、
　前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルは、
　　移動電気通信デバイスが、該移動電気通信デバイスによって実行される信号測定を、
ハンドオーバープロセス及び／又はセル再選択プロセスの一部分として制御するのに用い
るセル選択パラメーターを送信する送信回路部と、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信システムからメッセージとして、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルと該非Ｅ
－ＵＴＲＡＮセルとの間で繰り返される移動通信デバイスのハンドオーバー及び／又はセ
ル再選択を低減するために、該非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの新たなハンドオーバーパラメータ
ー及び／又はセル再選択パラメーターを求める際に用いる情報を含むメッセージを受信す
る、受信回路部と、
を備え、
　前記送信回路部は、前記新たなセル選択パラメーターを前記非Ｅ－ＵＴＲＡＮセルに送
信するように動作可能である、通信システムが得られる。
【００１７】
　本発明のこれらの特徴及び態様並びに他の特徴及び態様は、添付の図面を参照して説明
される例示的な実施形態の以下の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態が適用可能なタイプの移動電気通信システムを概略的に示す図である。
【図２】図１に示すシステムの一部分を成すＥ－ＵＴＲＡＮ基地局を概略的に示す図であ
る。
【図３】図１に示すシステムの一部分を成すＵＴＲＡＮ基地局を概略的に示す図である。
【図４】図１に示すシステムの一部分を成す移動電話を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
概説
　図１は、移動電話３－０、３－１、３－２、３－３、及び３－４を持つユーザーが基地
局５－１、５－２、又は５－３のうちの１つ及び電話コアネットワーク７を介して他のユ
ーザー（図示せず）と通信することができる移動（セルラー）電気通信システム１を概略
的に示している。図１に示すシステムでは、基地局５－１はＵＴＲＡＮ基地局であり、現
在移動電話（移動通信デバイス）３－０をサービングしており、基地局５－２はＥ－ＵＴ
ＲＡＮ基地局であり、現在移動電話３－１、３－２、及び３－３をサービングしており、
基地局５－３はＧＥＲＡＮ基地局であり、現在移動電話３－４をサービングしている。各
基地局５は複数の基地局セルを操作し、該基地局セルはそれぞれ、移動電話３と対応する
基地局５との間の無線通信に利用可能な複数のアップリンク通信リソース及びダウンリン
ク通信リソース（サブキャリア、タイムスロット等）を有する。この実施形態では、説明
を簡単にするために各基地局５は単一のセルを操作すると仮定する。基地局５は、移動電
話３に送信されるデータ量に依拠して、各移動電話３にダウンリンクリソースを割り当て
る。同様に、基地局５は、移動電話３が該基地局５に送信しなくてはならないデータ量及
びデータタイプに依拠して各移動電話３にアップリンクリソースを割り当てる。
【００２０】
　移動電話３が近傍セルの信号測定を行う場合、及び登録先の利用可能な基地局セルを再
選択するためのセル再選択の場合、各基地局５は、移動電話３によって使用されるハンド
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オーバーパラメーター及びセル再選択パラメーター並びに規則を送信する。Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎ基地局５－２は自己組織化ネットワーク（ＳＯＮ）の一部分であり、ＳＯＮは、中でも
、自身の現在の状態及び負荷状況に依拠して送信するハンドオーバーパラメーター及び／
又はセル再選択パラメーターを適合（変更）させることができる。通常、Ｅ－ＵＴＲＡＮ
基地局５－２は、自身の近傍基地局との通信も行い、自身のハンドオーバーパラメーター
及び／又はセル再選択パラメーターを変更すべきか否かを判定する前に近傍基地局に対す
る負荷も認識しておくようにする。ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パ
ラメーターがＥ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２によって変更された場合、該Ｅ－ＵＴＲＡＮ基
地局５－２によってサービングされている移動電話３は、ＵＴＲＡＮ基地局５－１若しく
はＧＥＲＡＮ基地局５－３を再選択するか、又はＵＴＲＡＮ基地局５－１若しくはＧＥＲ
ＡＮ基地局５－３にハンドオーバーすることができる。しかしながら、ＵＴＲＡＮ基地局
５－１又はＧＥＲＡＮ基地局５－３へのこの移行が完了すると、新たな基地局のハンドオ
ーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーター並びに規則は、即座にＥ－ＵＴＲ
ＡＮ基地局５－２に戻る移動電話３に与えられる場合がある。
【００２１】
　したがって、この実施形態では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２は、ハンドオーバーパラ
メーター及び／又はセル再選択パラメーターの変更を決定すると、異なるＲＡＴの近傍基
地局（例えばＵＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥＲＡＮ基地局５－３）にその変更を知らせ
、それらの近傍基地局も、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２とＵＴＲＡＮ基地局５－１又はＧ
ＥＲＡＮ基地局５－３との間の移動電話ピンポンの尤度を低減するために、それらの近傍
基地局におけるハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターのうちの
いくつかを変更することができるようにする。１つの実施形態では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地
局５－２は、修正されたハンドオーバーパラメーター値及び／又はセル再選択パラメータ
ー値をＵＴＲＡＮ基地局５－１及び／又はＧＥＲＡＮ基地局５－３に送信し、別の実施形
態では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２は、ＵＴＲＡＮ基地局５－１及び／又はＧＥＲＡＮ
基地局５－３に、単に該Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２が行った変更を知らせ、次いでＵＴ
ＲＡＮ基地局５－１及び／又はＧＥＲＡＮ基地局５－３自身で該ＵＴＲＡＮ基地局５－１
及び／又はＧＥＲＡＮ基地局５－３のハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択
パラメーターに変更を行うように任せる。
【００２２】
Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局
　図２は、この実施形態において用いられるＥ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２の主要構成要素
を示すブロック図である。図示されるように、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２は、移動電話
３に対し１つ又は複数のアンテナ２３を介して信号を送受信するように、かつ電話コアネ
ットワーク７に対しインターフェース２４を介して信号を送受信するように動作可能な送
受信機回路２１を備える。コントローラー２７はメモリ２９内に格納されたソフトウェア
及びデータに従って送受信機回路２１の動作を制御する。ソフトウェア及びデータは、中
でも、オペレーティングシステム３１、負荷バランシングモジュール３２、ハンドオーバ
ーモジュール３３、並びにハンドオーバーパラメーター及びセル再選択パラメーター３４
を含む。負荷バランシングモジュール３２は、（当該基地局自身の負荷及び近傍基地局の
負荷に基づいて）負荷バランシングが必要であるか否かを判定し、必要である場合、基地
局５－２がアンテナ２３を介して当該基地局のセル内で送信するハンドオーバーパラメー
ター及びセル再選択パラメーター３４を変更するように動作する。この実施形態では、負
荷バランシングモジュール３２は、また、近傍ＵＴＲＡＮ基地局５－１及び／若しくはＧ
ＥＲＡＮ基地局５－３に（コアネットワーク７を介して）、当該基地局で行なう（若しく
は行なった）ハンドオーバーパラメーター及びセル再選択パラメーター３４の変更を知ら
せるか、又は近傍ＵＴＲＡＮ基地局５－１及び／若しくはＧＥＲＡＮ基地局５－３に、行
なうべきハンドオーバーパラメーター及びセル再選択パラメーターの変更を知らせるよう
に動作する。ハンドオーバーモジュール３３は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２への又はＥ
－ＵＴＲＡＮ基地局５－２からの移動電話３のハンドオーバーを制御する役割を担う。
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【００２３】
ＵＴＲＡＮ基地局
　図３は、この実施形態において用いられるＵＴＲＡＮ基地局５－１の主要構成要素を示
すブロック図である。ＧＥＲＡＮ基地局５－３は、同様の構成を有する。図示されている
ように、ＵＴＲＡＮ基地局５－１は、移動電話３に対し１つ又は複数のアンテナ５３を介
して信号を送受信するように、かつ電話コアネットワーク７に対しインターフェース５４
を介して信号を送受信するように動作可能な送受信機回路５１を備える。コントローラー
５７はメモリ５９内に格納されたソフトウェア及びデータに従って送受信機回路５１の動
作を制御する。ソフトウェア及びデータは、中でも、オペレーティングシステム６１、ハ
ンドオーバーモジュール６３、並びにハンドオーバーパラメーター及びセル再選択パラメ
ーター６４を含む。ハンドオーバーモジュール６３は、ハンドオーバーパラメーター及び
セル再選択パラメーターを送信し、ＵＴＲＡＮ基地局５－１への又はＵＴＲＡＮ基地局５
－１からの移動電話３のハンドオーバーを制御する役割を担う。この実施形態では、ハン
ドオーバーモジュール６３は、近傍のＥ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２から（コアネットワー
ク７を介して）ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーター６４に対
し行うべき変更の通知を受信し、それに従ってこれらの変更を行う。代替的な実施形態で
は、ハンドオーバーモジュール６３は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２が該Ｅ－ＵＴＲＡＮ
基地局５－２のハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーター３４に行
ったか又は行うことになる変更の通知を受信することができ、それに応じて、ハンドオー
バーモジュール６３が上述した「ピンポン」問題を低減するために自身のハンドオーバー
パラメーター及び／又はセル再選択パラメーター６４に行うべき適切な変更を計算するこ
とができる。
【００２４】
　上記の説明において、基地局５は、理解しやすくするために、複数の別々のモジュール
（負荷バランシングモジュール及びハンドオーバーモジュール等）を有するものとして説
明される。或る特定の応用例、例えば、本発明を実施するために既存のシステムが変更さ
れた場合には、これらのモジュールはこのようにして設けられてもよいが、他の応用例、
例えば、最初から本発明の機構を念頭において設計されるシステムでは、これらのモジュ
ールはオペレーティングシステム又はコード全体の中に組み込むことができるので、これ
らのモジュールは別々の実体として区別可能でない場合もある。
【００２５】
移動電話
　図４は、図１に示す各移動電話３の主要構成要素を概略的に示している。図示されるよ
うに、移動電話３は、１つ又は複数のアンテナ７３を介して基地局５に対し信号を送受信
するように動作可能な送受信機回路部７１備える。図示されるように、移動電話３は、該
移動電話３の動作を制御するコントローラー７５も備え、該コントローラー７５は、送受
信機回路７１、並びにラウドスピーカー７７、マイクロフォン７９、ディスプレイ８１、
及びキーパッド８３に接続される。コントローラー７５はメモリ８５内に記憶されている
ソフトウェア命令に従って動作する。図示されるように、これらのソフトウェア命令には
、中でも、オペレーティングシステム８７、報告モジュール８９、信号測定モジュール９
０、ハンドオーバーモジュール９１、及びセル再選択モジュール９３が含まれる。
【００２６】
　この実施形態では、信号測定モジュール９０は、移動電話３の範囲内のセルから受信し
た信号に対し、移動電話３が現在登録している基地局５から受信したハンドオーバーパラ
メーター又はセル再選択パラメーターに従って測定を行うように動作する。報告モジュー
ルは、特定のイベントの発生の報告をサービング基地局５に返すように動作する。ハンド
オーバーモジュール９１は、１つのセルから別のセルへの移動電話３のハンドオーバーを
制御するように動作し、セル再選択モジュール９３はセル再選択を制御するように動作す
る。
【００２７】
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ハンドオーバーパラメーター及びセル再選択パラメーター
Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局
　移動電話３が別のＲＡＴのセルにハンドオーバーするか又は別のＲＡＴのセルを再選択
する時間を遅らせるか又は早めることによって負荷バランシングを実行するために、Ｅ－
ＵＴＲＡＮ基地局５－２によって変更することができる複数の異なるハンドオーバーパラ
メーター及びセル再選択パラメーターが存在する。以下は例として与えられる。
【００２８】
　移動電話３が接続モードにあるとき、ＲＡＴ間モビリティの通常のイベントシーケンス
は以下である。
　１．Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２が、サービングセルの測定値が第１の閾値よりも悪化
したときに報告するように、移動電話３を構成する（ＴＳ３６．３３１　Ｖ８．６．０に
おいてイベントＡ２として規定される）。
　２．Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２が、移動電話３からイベントＡ２測定報告を受信する
と、移動電話３を、サービングセルの測定値が第２の閾値（第１の閾値よりも低い）より
も悪化し（低く）、かつ（異なるＲＡＴの）近傍セルの測定値が第３の閾値よりも良好で
あるときに報告するように構成する（ＴＳ３６．３３１　Ｖ８．６．０においてイベント
Ｂ２として規定される）。
　３．Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２が、移動電話３からイベントＢ２測定報告を受信する
と、近傍セルへのＲＡＴ間ハンドオーバーを開始する。
【００２９】
　イベントＡ２はＴＳ３６．３３１　Ｖ８．６．０において以下数１のように規定される
。
【数１】

ここで、
　　Ｍｓはオフセットを一切考慮に入れないサービングセルの測定結果である。
　　Ｈｙｓはこのイベントのヒステリシスパラメーター（すなわちこのイベントのｒｅｐ
ｏｒｔＣｏｎｆｉｇＥＵＴＲＡ内で規定されたヒステリシス）である。
　　Ｔｈｒｅｓｈはこのイベントの閾値パラメーター（すなわちこのイベントのｒｅｐｏ
ｒｔＣｏｎｆｉｇＥＵＴＲＡ内で規定されたａ２－Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）である。
【００３０】
　イベントＢ２はＴＳ３６．３３１　Ｖ８．６．０において以下数２、数３のように規定
される。
　　不等式Ｂ２－１（条件１）
【数２】

　　不等式Ｂ２－２（条件２）
【数３】

【００３１】
　式内の変数は以下のように規定される。
　　Ｍｓはオフセットを一切考慮に入れないサービングセルの測定結果である。
　　Ｍｎはオフセットを一切考慮に入れないＲＡＴ間近傍セルの測定結果である。
　　ＯｆｎはＲＡＴ間近傍セルの周波数の周波数固有オフセット（すなわちＲＡＴ間近傍
セルの周波数に対応するｍｅａｓＯｂｊｅｃｔ内で規定されたｏｆｆｓｅｔＦｒｅｑ）で
ある。
　　Ｈｙｓはこのイベントのヒステリシスパラメーター（すなわちこのイベントのｒｅｐ
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ｏｒｔＣｏｎｆｉｇＩｎｔｅｒＲＡＴ内で規定されたヒステリシス）である。
　　Ｔｈｒｅｓｈ１はこのイベントの閾値パラメーター（すなわちこのイベントのｒｅｐ
ｏｒｔＣｏｎｆｉｇＩｎｔｅｒＲＡＴ内で規定されたｂ２－Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ１）であ
る。
　　Ｔｈｒｅｓｈ２はこのイベントの閾値パラメーター（すなわちこのイベントのｒｅｐ
ｏｒｔＣｏｎｆｉｇＩｎｔｅｒＲＡＴ内で規定されたｂ２－Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ２）であ
る。
【００３２】
　これらの閾値は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２によって送信されるハンドオーバーパラ
メーター及びセル再選択パラメーター３４の一部である。Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２は
、これらの測定を行うときに移動電話３が用いる閾値を変動させることによって、閾値が
どのように変更されるかに依拠して、イベントＡ２及びＢ２の報告が報告されるのを早め
るか又は遅らせることができる。したがって、負荷バランシングモジュール３２は、Ｅ－
ＵＴＲＡＮ基地局５－２が十分利用されていないと判断する場合、イベントＡ２を検出す
るのに用いられる閾値Ｔｈｒｅｓｈを低くすることができ、かつ／又はイベントＢ２を検
出するのに用いられる閾値Ｔｈｒｅｓｈ１を低くすることができる。これによって、移動
電話３は閾値を低くしなかった場合よりもイベントを遅れて検出し、したがってＥ－ＵＴ
ＲＡＮ基地局５－２により長く留まる。同様に、負荷バランシングモジュール３２は、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ基地局５－２が過度に利用されていると判断する場合、イベントＡ２を検出
するのに用いられる閾値Ｔｈｒｅｓｈを増大させることができ、かつ／又はイベントＢ２
を検出するのに用いられる閾値Ｔｈｒｅｓｈ１を増大させることができる。これによって
、移動電話３は閾値を増大させなかった場合よりもイベントを早く検出し、したがって移
動電話３のハンドオーバーがより迅速に発生し、ひいてはＥ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２に
対する負荷が低減する。
【００３３】
　移動電話３がアイドルモードにあるとき、該移動電話は自身が登録することになるセル
に関して自身で判定を行う。通常、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの絶対優先度が他のＲＡＴセル（
例えばＵＴＲＡＮセル及びＧＥＲＡＮセル）の絶対優先度よりも高くなると仮定される場
合、Ｅ－ＵＴＲＡＮから別のＲＡＴへのセル再選択基準は、上記で検討した接続モードに
おけるイベントＢ２と非常に類似する。
【００３４】
　特に、ＴＳ３６．３０４　Ｖ８．６．０は、移動電話３がより高い優先度周波数にキャ
ンプオンしている場合、セル再選択は、以下のようにターゲットセルの品質が或る特定の
閾値より高く、かつサービングセルの品質が別の閾値より低いときに実行されることを規
定している。
　・時間間隔ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＲＡＴ中、ＳＳｅｒｖｉｎｇＣｅｌｌ＜Ｔｈｒｅ
ｓｈｓｅｒｖｉｎｇ，ｌｏｗ、かつ、より低い優先度周波数のセルのＳｎｏｎＳｅｒｖｉ

ｎｇＣｅｌｌ，ｘがＴｈｒｅｓｈｘ，ｌｏｗより大きい、かつ
　・移動電話は現在のサービングセルに１秒以上キャンプオンしている。
【００３５】
　ここで、ＳＳｅｒｖｉｎｇＣｅｌｌはサービングセルの品質（サービングセルから受信
した信号の強度に依拠する）であり、ＳｎｏｎＳｅｒｖｉｎｇＣｅｌｌ，ｘはターゲット
セルの品質である。
【００３６】
　したがって、ここでも、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２に対する負荷は上記で検討した方
式で閾値Ｔｈｒｅｓｈｓｅｒｖｉｎｇ，ｌｏｗを変動させることによって制御することが
できる。当業者であれば理解するように、閾値Ｔｈｒｅｓｈｓｅｒｖｉｎｇ，ｌｏｗは、
Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局が自身のセル内にブロードキャストするセル再選択パラメーター３
４のうちの１つである。
【００３７】
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ＵＴＲＡＮ基地局
　３ＧＰＰ標準規格文書ＴＳ２５．３３１　Ｖ８．７．０は、接続モード及びアイドルモ
ードにおいて移動電話３にＵＴＲＡＮセルから別のセルに移行させるトリガーを規定して
いる。本発明者らは、接続モードにおけるＵＴＲＡＮセルからＥ－ＵＴＲＡＮセルへの（
例えばＵＴＲＡＮ基地局５－１からＥ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２への）移動電話３のハン
ドオーバーのトリガーとしてイベント３Ｃを用いると仮定する。移動電話３は、イベント
３Ｃの下で、以下数４の条件を満たしている場合、別のＲＡＴのより高い優先度のセルに
ハンドオーバーする。
【数４】

ここで、
　　ＭＯｔｈｅｒ　ＲＡＴは他のシステムのセルの測定量である。Ｍｏｔｈｅｒ　ＲＡＴ

はｄＢｍ単位で表される。
　　ＣＩＯＯｔｈｅｒ　ＲＡＴは他のシステムのセルのセル個別オフセットである。
　　ＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴは、測定における他のシステムの絶対閾値である。
　　Ｈ３ｃはイベント３ｃのヒステリシスパラメーターである。
（現在のところ、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルについてパラメーターＣＩＯＯｔｈｅｒ　ＲＡＴは
規定されていない）。
【００３８】
　本実施形態は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２によって実行されるハンドオーバーパラメ
ーター及び／又はセル再選択パラメーターの動的変更の結果として移動電話３がＵＴＲＡ
ＮセルとＥ－ＵＴＲＡＮセルとの間で繰り返し移行される機会を低減するために、ＵＴＲ
ＡＮセルによって用いられる閾値ＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴの値が、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルにお
いて閾値が変更される方法を補完する形で変更されることを提案する。このため、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ基地局５－２において用いられる閾値が、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２に対する
負荷を低減するように変更される場合、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－１において、閾値ＴＯ

ｔｈｅｒ　ＲＡＴを、移動電話３がＥ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２にハンドオーバーする前
に遅延が存在するように増大させるべきであり、それがひいては、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局
５－２に対する負荷を低減するのに役立つ。同様に、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２に対す
る負荷を増大させることが所望される場合、閾値ＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴは、ＵＴＲＡＮ基
地局５－１からＥ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２への移動電話３のハンドオーバーが上記より
も迅速に発生するように減少させるべきである。
【００３９】
　同様に、アイドルモードにある移動電話３の場合、本発明者らは、移動電話３が、ＵＴ
ＲＡＮセル又はＧＥＲＡＮセルにキャンプオンしているとき、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルによっ
てブロードキャストされる信号（移動電話３によって受信される）の品質が、閾値（閾値
Ｔｈｒｅｓｈｘ，ｈｉｇｈ等）よりも高い場合にＥ－ＵＴＲＡＮセルを再選択することを
仮定する。高い場合、移動電話３はＥ－ＵＴＲＡＮセルにキャンプオン（在圏）する。し
たがって、この閾値を、閾値Ｔｈｒｅｓｈｘ，ｌｏｗがＥ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２によ
って変更される方法を補完する形で変動させることによって、移動電話３がＥ－ＵＴＲＡ
ＮセルとＵＴＲＡＮセルとの間で繰り返し移行される問題が少なくとも低減される。
【００４０】
　現在のところ、ＵＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥＲＡＮ基地局５－３において用いられ
るハンドオーバーパラメーター及びセル再選択パラメーターは固定されており、それらの
基地局において、該基地局が負荷測定値に基づいて新たな値を計算することを可能にする
メカニズムは提供されていない。したがって、本発明者らは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－
２が近傍のＵＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥＲＡＮ基地局５－３にメッセージを送信し、
Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２によって行われた変更に合わせて、ＵＴＲＡＮ基地局５－１
及びＧＥＲＡＮ基地局５－３が自身のセル選択／再選択パラメーターを変更することを可
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能にすることを提案する。
【００４１】
　１つの実施形態では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２はＵＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥ
ＲＡＮ基地局５－３によって用いられる新たな閾値（ＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴ等）を計算し
、これらを近傍のＵＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥＲＡＮ基地局５－３に送信する。メッ
セージは、直接情報転送（DIRECT INFORMATION TRANSFER）メッセージ等の適切なＳ１Ａ
Ｐメッセージ及びＲＡＮＡＰメッセージを用いてコアネットワーク７を介して送信される
。ＵＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥＲＡＮ基地局５－３は、そのようなメッセージの受信
に応じて、メッセージから新たな閾値（複数の場合もあり）を抽出し、該閾値に従って自
身のハンドオーバーパラメーター及びセル再選択パラメーターを更新し、これらの基地局
がサービングしている移動電話３に新たな値が送信されるようにする。
【００４２】
　別の実施形態では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２は、該Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２が
自身の閾値に行う変更をＵＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥＲＡＮ基地局５－３に報告し、
そして該ＵＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥＲＡＮ基地局５－３は自身のセル選択／再選択
パラメーターに行う対応する変更を算出する。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局は、イベン
トＡ２及びＢ２を検出するのに用いられる閾値に行ったか又は行うことになる変更の詳細
、並びにＴｈｒｅｓｈｘ，ｌｏｗに対する変更の詳細を、自身の近傍基地局の全てに送信
することができる。それに応じて、ＵＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥＲＡＮ基地局５－３
は、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮセルからＥ－ＵＴＲＡＮセルへの移動電話３の移行の制御に
用いる閾値に対し適切な変更を加え、上述した「ピンポン」問題を回避するように試みる
ことができる。例えば、ＵＴＲＡＮ基地局５－１は、ＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴの値を、Ｅ－
ＵＴＲＡＮ基地局５－２によってサービングされている移動電話３によってイベントＢ２
を検出するのに用いられる閾値Ｔｈｒｅｓｈ１と同じ値に単に設定することができる。
【００４３】
変更形態及び代替形態
　上記で詳細な実施形態が説明された。当業者であれば理解するように、上記の実施形態
に対し、該実施形態において具現化される本発明から依然として利益を受けながら、複数
の変更及び代替を行うことができる。
【００４４】
　上記の実施形態では、移動電話ベースの電気通信システムが説明された。当業者であれ
ば理解するように、本出願において記載されるシグナリング技法及びハンドオーバー技法
を他の通信システムに用いることができる。他の通信ノード又は通信デバイスは、例えば
、個人用携帯情報端末、ラップトップコンピューター、ウェブブラウザー等のようなユー
ザーデバイスを含むことができる。
【００４５】
　上記の実施形態では、複数のソフトウェアモジュールが説明された。当業者であれば理
解するように、それらのソフトウェアモジュールは、コンパイルされた形式でもコンパイ
ルされていない形式でも提供することができ、コンピューターネットワークを介した信号
として又は記録媒体上で、基地局又は移動電話に供給することができる。さらに、このソ
フトウェアの一部又は全てによって実行される機能は、１つ又は複数の専用ハードウェア
回路を用いて実行することができる。しかしながら、ソフトウェアモジュールの使用によ
って、基地局５及び移動電話３の機能を更新するために該基地局及び該移動電話を更新す
るのが容易になるため、ソフトウェアモジュールの使用が好ましい。
【００４６】
　上記の実施形態では、閾値はＥ－ＵＴＲＡＮ基地局に対する負荷を制御するように変更
された。移動電話によって実行された測定の一部分であるヒステリシスパラメーターを変
動させることによって同じ結果を達成することができる。これは閾値を変動させる代わり
に又は閾値を変動させることに加えて行うことができる。
【００４７】
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　上記の実施形態では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２は自身のハンドオーバーパラメータ
ー及びセル再選択パラメーターの双方を変更して自身の負荷を制御した。代替的な実施形
態では、ハンドオーバーパラメーターのみ又はセル再選択パラメーターのみを変更してＥ
－ＵＴＲＡＮ基地局５－２の負荷を制御することができる。
【００４８】
　上記の実施形態では、ハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーター
はＥ－ＵＴＲＡＮセルに対する負荷を制御するために変更された。しかしながら、ハンド
オーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターはＥ－ＵＴＲＡＮセルによって
他の理由で変更することができ、この場合、メッセージを依然として近傍のＵＴＲＡＮ基
地局及びＧＥＲＡＮ基地局に送信し、該近傍のＵＴＲＡＮ基地局及びＧＥＲＡＮ基地局が
自身のハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを変更して上記の
ピンポン問題を回避できるようにすることができる。
【００４９】
　上記の実施形態では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局は自身の負荷を監視し、それに従って自身
のセル選択／再選択パラメーターを適合させた。別の実施形態では、電気通信管理ネット
ワーク内のノードは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２に対する負荷、及びおそらく近傍のＵ
ＴＲＡＮ基地局５－１及びＧＥＲＡＮ基地局５－３に対する負荷も監視することができる
。次に、この管理ネットワークノードは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２に新たなセル選択
／再選択パラメーター（又は少なくとも負荷を増減させる必要性、これはＥ－ＵＴＲＡＮ
基地局が自身の新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラメーターを
算出するのに用いる）を知らせることができる。同様に、管理ネットワークノードは、Ｕ
ＴＲＡＮセル及びＧＥＲＡＮセルに、該ＵＴＲＡＮセル及びＧＥＲＡＮセルが用いるべき
新たなハンドオーバーパラメーター及び／若しくはセル再選択パラメーターを知らせるか
、又はＥ－ＵＴＲＡＮ基地局の新たなハンドオーバーパラメーター及び／若しくはセル再
選択パラメーターを知らせてそれらのＵＴＲＡＮセル及びＧＥＲＡＮセルがそれに従って
自身の新たなパラメーターを計算できるようにすることができる。更なる代替形態として
、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局は自身の負荷を求めて、次いでこれを管理ネットワークノードに
報告することができる。次に、この管理ネットワークノードは、報告された負荷情報を用
いて、複数の近傍基地局の新たなハンドオーバーパラメーター及び／又はセル再選択パラ
メーターを決め、次に該パラメーターをこれらの基地局に配信することができる。
【００５０】
　種々の他の変更は当業者には明らかであり、ここでは、これ以上詳しくは説明しない。
【００５１】
３ＧＰＰ用語の用語解説
　　ＬＴＥ － （ＵＴＲＡＮの）ロングタームエボリューション
　　ＵＥ － ユーザー機器 － 移動通信デバイス
　　ＤＬ － ダウンリンク － 基地局から移動局へのリンク
　　ＵＬ － アップリンク － 移動局から基地局へのリンク
　　ＭＭＥ － 移動管理エンティティ
　　ＵＰＥ － ユーザープレーンエンティティ
　　ＨＯ － ハンドオーバー
　　ＲＬＣ － 無線リンク制御
　　ＲＲＣ － 無線リソース制御
　　ＵＴＲＡＮ － ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
　　ＧＥＲＡＮ －ＧＳＭエッジ無線アクセスネットワーク
【００５２】
　以下は、現在提案されている３ＧＰＰ標準規格において本発明を実施することができる
方法の詳細な説明である。種々の機構が不可欠であるか、又は必要であるように記述され
るが、これは、例えば、その標準規格によって課せられる他の要件に起因して、提案され
た３ＧＰＰ標準規格の場合のみ当てはまる場合がある。それゆえ、ここで述べられること
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は、本発明を多少なりとも制限するものと解釈されるべきではない。
【００５３】
序論
　現在、［１］が、周波数固有オフセットパラメーターを、ＲＡＴ間負荷バランシング使
用事例における最適化の候補パラメーターとしてリストする。異なるＥ－ＵＴＲＡＮパラ
メーターを最適化する提案を参考文献［２］において見つけることができる。
【００５４】
　この寄稿は、ＵＴＲＡＮパラメーターを最適化するメカニズムを提案している。
【００５５】
考察
　［２］において、ＳＯＮ　ＲＡＴ間負荷バランシングのために以下のＲＡＴ間測定パラ
メーターを最適化することが提案されている。
　－イベントＡ２のＴｈｒｅｓｈ
　－イベントＢ２のＴｈｒｅｓｈ１
　－Ｔｈｒｅｓｈｓｅｒｖｉｎｇ，ｌｏｗ

【００５６】
　これらのパラメーターを変更する効果は、ＬＴＥから他のＲＡＴへのハンドオーバーを
早めるか又は遅らせることである。ピンポン効果を回避するために、他のＲＡＴにおいて
ハンドオーバーパラメーターの等価な変更を行って、該他のＲＡＴからＬＴＥへのハンド
オーバーを遅らせるか又は早めるべきである。
【００５７】
ＵＴＲＡＮ－ＬＴＥ間ＨＯ
　イベント３Ｃ（［３］において規定されている）はＵＴＲＡＮからＬＴＥへのハンドオ
ーバーのトリガーとして用いられることが仮定される。ＬＴＥセルの品質が閾値を超えて
上昇するとき、ハンドオーバーがトリガーされる。
【００５８】
　イベント３Ｃは［３］において以下数５のように規定される。
【数５】

【００５９】
　式内の変数は以下のように規定される。
　　ＭＯｔｈｅｒ　ＲＡＴは他のシステムのセルの測定量である。ＭＯｔｈｅｒ　ＲＡＴ

はｄＢｍ単位で表される。
　　ＣＩＯＯｔｈｅｒ　ＲＡＴは他のシステムのセルのセル個別オフセットである。
　　ＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴはその測定における他のシステムの絶対閾値である。
　　Ｈ３ｃはイベント３ｃのヒステリシスパラメーターである。
【００６０】
　ＬＴＥセルについてパラメーターＣＩＯＯｔｈｅｒ　ＲＡＴは規定されていないことに
留意すべきである。
【００６１】
　［２］における提案に合わせるために、最適化のための適切なパラメーターはＴＯｔｈ

ｅｒ　ＲＡＴである。
【００６２】
ＵＴＲＡＮ対ＬＴＥのセル再選択
　［２］において提案されているようなＴｈｒｅｓｈｓｅｒｖｉｎｇ，ｌｏｗの提案され
た最適化を補うために、ＵＴＲＡＮ対ＬＴＥのセル再選択の場合にＴｈｒｅｓｈｘ，ｈｉ

ｇｈを最適化することが更に提案されている。［２］におけるのと同様に、これは、ＬＴ
Ｅ周波数がＵＴＲＡＮ周波数よりも高い絶対優先度を与えられていると仮定する。
【００６３】
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　セル再選択アルゴリズムの詳細については［４］を参照されたい。
【００６４】
パラメーター交渉
　他のＲＡＴの測定パラメーターがＥ－ＵＴＲＡＮによって最適化されるメカニズムを規
定することが必要である。
【００６５】
　２つのオプションが存在する。
　１．Ｅ－ＵＴＲＡＮノードが、ＵＴＲＡＮが適用すべきＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴ及びＴｈ
ｒｅｓｈｘ，ｈｉｇｈの値を求める。
　２．Ｅ－ＵＴＲＡＮノードがＵＴＲＡＮに、Ｅ－ＵＴＲＡＮが適用することを意図して
いる（イベントＡ２の）Ｔｈｒｅｓｈ、（イベントＢ２の）Ｔｈｒｅｓｈ１、及びＴｈｒ
ｅｓｈｓｅｒｖｉｎｇ，ｌｏｗの値を知らせる。結果として、ＵＴＲＡＮはピンポンを回
避するために適切な値をＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴ及びＴｈｒｅｓｈｘ，ｈｉｇｈに適用する
ことができる。
【００６６】
　ＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴの新たな値を交渉する新たな手順を導入すべきである。シグナリ
ングは以下のＳ１ＡＰメッセージ及びＲＡＮＡＰメッセージを再利用することができる。
　－Ｓ１ＡＰ：ｅＮＢ直接情報転送
　－Ｓ１ＡＰ：ＭＭＥ直接情報転送
　－ＲＡＮＡＰ：直接情報転送
【００６７】
　上記のオプション２が選ばれる場合、ＵＴＲＡＮは、Ｅ－ＵＴＲＡＮに適用された閾値
を受信した後、ＴＯｔｈｅｒ　ＲＡＴがイベントＢ２のＴｈｒｅｓｈ１と同じに設定され
るべきであることを検討することができる。ピンポンは、イベント３ｃ及びイベントＢ２
の双方においてヒステリシスパラメーターを設定することによって回避される。
【００６８】
提案
　未定（ＴＢＤ）
【００６９】
結論
　未定（ＴＢＤ）
【００７０】
参考
　［１］TR 36.902 Self-configuring and self-optimizing network use cases and sol
utions (Release 9)
　［２]R3-091962 IRAT MLB Parameter Optimization (NEC)
　［３]TS 25.331 Radio Resource Control (RRC)
　［４]TS 25.304 User Equipment (UE) procedures in idle mode
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