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(57)【要約】
本発明は、無線通信システムにおけるハンドオーバー方
法を提供する。本発明の一様相に係る、フェムトセルを
含む無線通信システムにおけるハンドオーバー方法にお
いて、端末は、初期スキャニングから発見された第１フ
ェムトセル基地局に関する情報または前記端末の位置情
報のうち少なくとも一つを含む制御メッセージを基地局
に伝送し、前記基地局から前記制御メッセージに基づい
て検索された前記端末の接続を許容する少なくとも一つ
の第２フェムトセル基地局に関する情報を受信し、前記
少なくとも一つの第２フェムトセル基地局のうちの一つ
へとハンドオーバーを行う。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェムトセルを含む無線通信システムにおける端末によるハンドオーバー方法であって
、
　初期スキャニングから発見された第１フェムトセル基地局に関する情報または前記端末
の位置情報のうちの少なくとも一つを含む制御メッセージを基地局に伝送する段階と、
　前記基地局から、前記制御メッセージに基づいて検索された前記端末の接続を許容する
少なくとも一つの第２フェムトセル基地局に関する情報を受信する段階と、
　前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局のうちの一つへとハンドオーバーする段
階と、
を含むハンドオーバー方法。
【請求項２】
　前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局は、ＯＳＧ（ｏｐｅｎ　ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　ｇｒｏｕｐ）フェムトセル基地局及びＣＳＧ（ｃｌｏｓｅｄ　ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　ｇｒｏｕｐ）フェムトセル基地局を含むことを特徴とする、請求項１に記載のハン
ドオーバー方法。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局に関する情報は、前記少なくとも一つの
第２フェムトセル基地局のそれぞれのセルＩＤ及び前記少なくとも一つの第２フェムトセ
ル基地局のそれぞれが使用する周波数情報のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする
、請求項１に記載のハンドオーバー方法。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局は、前記第１フェムトセル基地局の周辺
に存在するフェムトセル基地局のうち、前記端末の接続を許容するフェムトセル基地局で
あることを特徴とする、請求項１に記載のハンドオーバー方法。
【請求項５】
　前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局は、前記端末の周辺に存在するフェムト
セル基地局のうち、前記端末の接続を許容するフェムトセル基地局であることを特徴とす
る、請求項１に記載のハンドオーバー方法。
【請求項６】
　前記基地局から前記初期スキャニングを行うための初期スキャニング区間を受ける段階
と、
　前記初期スキャニング区間に周辺フェムトセルをスキャニングして、前記第１フェムト
セル基地局を発見する段階と、
をさらに含む、請求項１に記載のハンドオーバー方法。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局をスキャンして選択されたフェムトセル
基地局にハンドオーバーを行う段階をさらに含む、請求項１に記載のハンドオーバー方法
。
【請求項８】
　フェムトセルを含む無線通信システムにおける基地局によるフェムトセルハンドオーバ
ー方法であって、
　端末から、初期スキャニングにより発見された第１フェムトセル基地局に関する情報ま
たは前記端末の位置情報のうち少なくとも一つを含む制御メッセージを受信する段階と、
　前記端末に、前記制御メッセージに基づいて検索された前記端末の接続を許容する少な
くとも一つの第２フェムトセル基地局に関する情報を伝送する段階と、
を含むフェムトセル基地局情報伝送方法。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局は、ＯＳＧ（ｏｐｅｎ　ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　ｇｒｏｕｐ）フェムトセル基地局及びＣＳＧ（ｃｌｏｓｅｄ　ｓｕｂｓｃｒｉｂ
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ｅｒ　ｇｒｏｕｐ）フェムトセル基地局を含むことを特徴とする、請求項８に記載のハン
ドオーバー方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局は、前記第１フェムトセル基地局の周辺
に存在するフェムトセル基地局のうち、前記端末の接続を許容するフェムトセル基地局で
あることを特徴とする、請求項８に記載のハンドオーバー方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局は、前記端末の周辺に存在するフェムト
セル基地局のうち、前記端末の接続を許容するフェムトセル基地局であることを特徴とす
る、請求項８に記載のハンドオーバー方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに係り、特に、無線通信システムでハンドオーバーを行う
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術によるハンドオーバー方法には、ハードハンドオーバー（ｈａｒｄ　ｈａｎｄ
ｏｖｅｒ：ＨＨＯ）及びソフトハンドオーバー（ｓｏｆｔ　ｈａｎｄｏｖｅｒ）手法があ
る。さらに、ソフトハンドオーバー手法には、マクロダイバーシティーハンドオーバー（
Ｍａｃｒｏ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ：ＭＤＨＯ）と高速基地局スイッチ
ング（Ｆａｓｔ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ：ＦＢＳＳ）の手法が
あるが、ソフトハンドオーバー手法はオーバーヘッドが大きいという問題点があり、ハー
ドハンドオーバー手法に関する技術が多く研究されている。
【０００３】
　図１は、従来技術によるハードハンドオーバー過程を示す図である。同図で、サービン
グ基地局（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ：ＳＢＳ）は、端末が現在サービ
スを受けている基地局であり、ターゲット基地局（ｔａｒｇｅｔ　ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉ
ｏｎ：ＴＢＳ）は、端末がハンドオーバーしようとする基地局である。
【０００４】
　従来技術によるハードハンドオーバーは、ハンドオーバー時に通信断絶時間を減らす目
的で、あらかじめターゲット基地局と同期を合わせて迅速なハンドオーバーを行う。
【０００５】
　図１に示すように、端末は、ハンドオーバーをするために、端末ハンドオーバー要請メ
ッセージＭＯＢ＿ＭＳＨＯ－ＲＥＱをサービング基地局に伝送する（Ｓ１１０）。すると
、サービング基地局は、ターゲット基地局にハンドオーバー要請メッセージＨＯ＿ＲＥＱ
を伝送し（Ｓ１２０）、ターゲット基地局からハンドオーバー応答メッセージＨＯ＿ＲＳ
Ｐを受けると（Ｓ１３０）、端末に、端末のハンドオーバー要請メッセージに対する応答
として端末ハンドオーバー応答メッセージＭＯＢ＿ＢＳＨＯ＿ＲＳＰを送る（Ｓ１４０）
。端末は、端末ハンドオーバー応答メッセージからターゲット基地局に関する情報を確認
し、ハンドオーバーをするための事前過程を準備し、端末ハンドオーバー指示メッセージ
ＭＯＢ＿ＨＯ＿ＩＮＤをサービング基地局に伝送する。
【０００６】
　そして、端末は、ターゲット基地局に合わせて通信設定を変え、ターゲット基地局から
高速レンジング情報メッセージＦａｓｔ＿Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥを受けるために、アクシ
ョンタイム（Ａｃｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ）まで待つ。高速レンジング情報メッセージは、端
末がターゲット基地局とレンジング過程を行う上で必要な情報を含むメッセージであり、
アクションタイムは、ハンドオーバーする候補ターゲット基地局が端末（Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｓｔａｔｉｏｎ：ＭＳ）に高速レンジング情報メッセージの伝送を約束した時間である。
【０００７】
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　ＭＳは、ターゲット基地局から高速レンジング情報メッセージを受信した後（Ｓ１６０
）、レンジング過程によって端末の認証を終え、通信を再開する。
【０００８】
　通信断絶中に発生するデータの損失を防止するために、端末、サービング基地局及びタ
ーゲット基地局はデータをバッファリング（ｂｕｆｆｅｒｉｎｇ）し、ハンドオーバーに
成功すると、バッファリングしている情報を送受信した後、正常の通信を続ける。端末は
、端末ハンドオーバー指示メッセージを伝送した時点からバッファリングを始め、サービ
ング基地局は、端末ハンドオーバー指示メッセージを受けた時点からバッファリングを始
める。
【０００９】
　最近では、マクロセルが支援できない室内または陰影地域を支援するためのフェムトセ
ル（Ｆｅｍｔｏ　ｃｅｌｌ）基地局に関する技術が定義されている。フェムトセル基地局
とは、超小型、低電力の屋内基地局のことを意味する。フェムトセルは、フェムトセル基
地局によりカバーされる領域で、ピコセル（ｐｉｃｏ　ｃｅｌｌ）に類似した概念である
。ただし、フェムトセル基地局はピコセル基地局に比べて機能がさらに進化した基地局で
ある。フェムトセル基地局は、ブロードバンドルータに接続する小型セルラー基地局で、
データをＤＳＬ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）リンクなどを介し
て移動通信社のバックボーンネットワークに接続させる役割を果たす。
【００１０】
　かかるフェムトセル基地局の登場から、フェムトセル基地局へのハンドオーバー方法が
必要となってきた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　以上説明したように、従来技術によるハンドオーバー方法によれば、サービング基地局
が、ハンドオーバー可能性のある周辺基地局に関する情報を、端末に知らせる。しかし、
フェムトセル基地局はマクロ基地局より多すぎるので、サービング基地局が数多くの周辺
フェムトセル基地局に関する情報を端末に提供すると、オーバーヘッドが増加する問題に
つながる。そして、フェムトセル基地局の接続タイプ（ａｃｃｅｓｓ　ｔｙｐｅ）によっ
て端末はハンドオーバーを拒否される可能性がある。したがって、従来技術によるハンド
オーバー方法をフェムトセル基地局に適用する場合、サービング基地局が端末に、端末が
ハンドオーバーする候補フェムトセル基地局を效率的に知らせ難いという問題点がある。
【００１２】
　本発明の目的は、効果的なハンドオーバー方法を提供することにある。
【００１３】
　本発明の目的は、オーバーヘッドを減少させるハンドオーバー方法を提供することにあ
る。
【００１４】
　本発明の目的は、サービング基地局が端末に、端末がハンドオーバーする候補フェムト
セル基地局を效率的に知らせることができるハンドオーバー方法を提供することにある。
【００１５】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言
及していない他の技術的課題は、下の記載から、本発明の属する技術分野における通常の
知識を有する者には明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を達成するための、本発明の一様相に係るフェムトセルを含む無線通信システ
ムにおけるハンドオーバー方法は、端末は、初期スキャニングから発見された第１フェム
トセル基地局に関する情報または前記端末の位置情報のうち少なくとも一つを含む制御メ
ッセージを基地局に伝送し、前記基地局から、前記制御メッセージに基づいて検索された



(5) JP 2012-504363 A 2012.2.16

10

20

30

40

50

前記端末の接続を許容する少なくとも一つの第２フェムトセル基地局に関する情報を受信
し、前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局のうちの一つにハンドオーバーを行う
。
【００１７】
　前記課題を達成するための、本発明の他の様相に係るフェムトセルを含む無線通信シス
テムにおけるフェムトセル基地局情報伝送方法は、基地局が、端末から初期スキャニング
から発見された第１フェムトセル基地局に関する情報または前記端末の位置情報のうちの
少なくとも一つを含む制御メッセージを受信し、前記端末に前記制御メッセージに基づい
て検索された前記端末の接続を許容する少なくとも一つの第２フェムトセル基地局に関す
る情報を伝送する。
【００１８】
　ここで、前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局は、ＯＳＧ（ｏｐｅｎ　ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　ｇｒｏｕｐ）フェムトセル基地局及びＣＳＧ（ｃｌｏｓｅｄ　ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　ｇｒｏｕｐ）フェムトセル基地局を含むことができる。
【００１９】
　さらに、前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局を、前記第１フェムトセル基地
局の周辺に存在するフェムトセル基地局のうち、前記端末の接続を許容するフェムトセル
基地局とすることができる。
【００２０】
　また、前記少なくとも一つの第２フェムトセル基地局を、前記端末の周辺に存在するフ
ェムトセル基地局のうち、前記端末の接続を許容するフェムトセル基地局とすることもで
きる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の実施例によれば、下記のような効果がある。
【００２２】
　第一に、基地局が端末に、周辺基地局のうち、端末の接続を許容するフェムトセル基地
局に関する情報のみを知らせることによってオーバーヘッドを減らすことができる。
【００２３】
　第二に、基地局が端末に、端末がハンドオーバーする候補フェムトセル基地局を效率的
に知らせることによってハンドオーバー遅延を減らすことができる。
【００２４】
　本発明から得られる効果は以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果
は、下の記載から、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者には明確にな
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】従来技術によるハードハンドオーバー過程を示す図である。
【図２】フェムトセル基地局が追加された無線通信システムの構成図である。
【図３】本発明の第１実施例によるハンドオーバー方法を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第１実施例によるハンドオーバー方法において無線通信システムの各個
体が行う手順を示す図である。
【図５】端末が、発見されたフェムトセル基地局情報を含む制御メッセージをサービング
基地局に伝送する場合におけるハンドオーバー過程を示す図である。
【図６】端末がサービング基地局に端末の位置情報を含む制御メッセージを伝送する場合
におけるハンドオーバー過程を示す図である。
【図７】端末が初期スキャニングを行う時、サービング基地局との通信のために使用して
いる周波数帯域と異なる周波数帯域をスキャンする場合を示す図である。
【図８】サービング基地局が端末に初期フェムトセルスキャニングを要請しない場合、本
発明の第２実施例によるハンドオーバー方法を示す図である。
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【図９】サービング基地局が端末に初期フェムトセルスキャニングを要請する場合、本発
明の第２実施例によるハンドオーバー方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の実施例について、本発明の属する技術分野に
おける通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。ただし、本発明
は様々な形態に具現することができ、ここで説明される実施例に限定されない。図面中、
本発明を明確に説明するために、説明と無関係な部分は省略し、明細書全体を通じて類似
の部分には類似の図面符号を付ける。
【００２７】
　明細書全体において、ある部分がある構成要素を“含む”とする場合、これは、特に反
対する記載がない限り、ある構成要素を除外するということを意味するのではなく、ある
構成要素をさらに含むことができるという意味である。また、明細書に記載された“…部
”、“…機”、“モジュール”などの用語は、少なくとも一つの機能や動作を処理する単
位を意味し、これは、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェア及びソフトウェ
アの結合で具現することができる。
【００２８】
　まず、フェムトセル基地局が追加された無線通信システムについて図２を参照して説明
する。図２は、フェムトセル基地局が追加された無線通信システムの構成図である。
【００２９】
　図２に示すように、フェムトセル基地局が追加された無線通信システムは、フェムトセ
ル基地局２１０、マクロ基地局２２０、フェムトネットワークゲートウェイ（ｆｅｍｔｏ
　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｇａｔｅｗａｙ：以下、“ＦＮＧ”という。）２３０、接続サービス
網（ａｃｃｅｓｓ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ：以下、“ＡＳＮ”という。）２４
０、及び連結サービス網（ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ
：以下、“ＣＳＮ”という。）２５０を含む。マクロ基地局２２０は、従来の無線通信シ
ステムの一般的な基地局を意味する。
【００３０】
　フェムトセル基地局２１０は、マクロ基地局２２０の小型バージョンで、マクロ基地局
の機能を大部分行う。フェムトセル基地局２１０は、ＴＣＰ／ＩＰ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ／ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ネ
ットワークに直接接続してマクロ基地局２２０のように独立して作動し、カバレッジは０
．１～３０ｍ程度であり、一つのフェムトセル基地局２１０が収容可能な端末は１０～２
０個程度である。フェムトセル基地局２１０は、マクロ基地局２２０と同一の周波数を使
用することもでき、異なる周波数を使用することもできる。
【００３１】
　フェムトセル基地局２１０は、マクロ基地局２２０とＲ１インターフェースを介して連
結されて、マクロ基地局２２０のダウンリンクチャネルを受信することができ、フェムト
セル基地局２１０は、マクロ基地局２２０に制御信号（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｉｇｎａｌ）
を伝送することができる。
【００３２】
　フェムトセル基地局２１０は、マクロ基地局２２０がカバーできない室内または陰影地
域をカバーでき、高いデータ伝送を支援することができる。フェムトセル基地局２１０は
、マクロセル内にオーバレイ（ｏｖｅｒｌａｙ）形態で設置されることもでき、マクロ基
地局２２０がカバーしない地域にノンオーバレイ（ｎｏｎ－ｏｖｅｒｌａｙ）形態で設置
されることもできる。
【００３３】
　フェムトセル基地局２１０は、２タイプに分類される。その一つのタイプは、ＣＳＧ（
ｃｌｏｓｅｄ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｇｒｏｕｐ）フェムトセル基地局であり、もう一
つのタイプはＯＳＧ（ｏｐｅｎ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｇｒｏｕｐ）フェムトセル基地
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局である。ＣＳＧフェムトセル基地局は、自身に接近可能な端末をグルーピングしてＣＳ
Ｇ　ＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を付与し、ＣＳＧ　ＩＤの与えられた端末の
みがＣＳＧフェムトセル基地局に接続することができる。ＯＳＧフェムトセル基地局は、
いかなる端末も接続できる基地局である。
【００３４】
　ＦＮＧ　２３０は、フェムトセル基地局２１０を制御するゲートウェイで、ＡＳＮ　２
４０及びＣＳＮ　２５０とＲｘインターフェース及びＲｙインターフェースを介してそれ
ぞれ連結されている。フェムトセル基地局２１０は、ＦＮＧ　２３０を介してＣＳＮ　２
５０からサービスを受けることができ、フェムトセル基地局２１０に連結されている端末
は、認証、ＩＭＳ等の機能に対して、ＦＮＧ　２３０またはＣＳＮ　２５０からサービス
を受けることができる。
【００３５】
　ＣＳＮ　２５０は端末にインターネット、ＶｏＩＰなどのような応用サービスの連結を
提供し、認証及び課金機能を提供し、ＡＳＮ　２４０はマクロ基地局２２０を制御し、マ
クロ基地局２２０とＣＳＮ　２５０との連結を管理する。
【００３６】
　次に、本発明の実施例によるハンドオーバー方法について図面を参照して説明する。本
発明の第１実施例では、ハンドオーバーが端末により開始される場合について説明し、本
発明の第２実施例ではハンドオーバーがサービング基地局により開始される場合について
説明する。
【００３７】
　本発明の第１実施例によるハンドオーバー方法について、図３乃至図６を参照して説明
する。
【００３８】
　図３は、本発明の第１実施例によるハンドオーバー方法を示すフローチャートであり、
図４は、本発明の第１実施例によるハンドオーバー方法において無線通信システムの各個
体が行う手順を示す図である。
【００３９】
　図３に示すように、端末はフェムトセルへのハンドオーバーが予測されると、発見され
たフェムトセル基地局に関する情報または端末の位置情報のうちの少なくとも一つを含む
制御メッセージ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｍｅｓｓａｇｅ）をサービング基地局に伝送する（Ｓ
３１０）。
【００４０】
　端末は様々な基準によってフェムトセルへのハンドオーバーを予測することができる。
【００４１】
　フェムトセル基地局の信号強度やフェムトセルへの近接を、端末がハンドオーバーを予
測する基準とすることができる。例えば、フェムトセルの周辺へと移動する時、フェムト
セル基地局のダウンリンク信号を受信し、受信した信号の強度が臨界値以上であるとハン
ドオーバーを予測することができる。この場合、フェムトセル基地局のタイプのようなト
リガー条件を与えることができる。例えば、フェムトセル基地局がＣＳＧフェムトセル基
地局であればハンドオーバーを予測せず、ＯＳＧフェムトセル基地局であればハンドオー
バーを予測することができる。
【００４２】
　端末は、フェムトセルへのハンドオーバーが予測されると、発見されたフェムトセル基
地局に関する情報を含む、端末の位置情報を含む、または、発見されたフェムトセル基地
局に関する情報及び端末の位置情報の両方を含む制御メッセージをサービング基地局に伝
送する。
【００４３】
　図４で、端末は、周辺フェムトセル基地局であるＦＭ７を発見して、ＦＭ７に関する情
報を含む制御メッセージをサービング基地局に伝送する。すると、マクロ基地局であるサ
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ービング基地局は、サービング基地局の領域内に存在するフェムトセルのトポロジー情報
を知っているので、伝送したＦＭ７の位置を推定することができる。したがってサービン
グ基地局は、端末の周辺に存在するフェムトセル基地局のうち、端末の接続を許容するフ
ェムトセル基地局であるＦＭ７、ＦＭ２、ＦＭ１のシステム情報、周波数情報を含むスキ
ャニングに必要な情報を伝達することができる。すると、端末は、サービング基地局から
伝達された情報に基づいて該当のフェムトセルのみをスキャニングする。
【００４４】
　図５は、端末が、発見されたフェムトセル基地局に関する情報を含む制御メッセージを
サービング基地局に伝送する場合におけるハンドオーバー過程を示す図であり、図６は、
端末が、端末の位置情報を含む制御メッセージをサービング基地局に伝送する場合におけ
るハンドオーバー過程を示す図である。
【００４５】
　端末が、発見されたフェムトセル基地局に関する情報を含む制御メッセージを伝送する
場合には、端末はフェムトセル基地局を探すために初期スキャニングを行う。このため、
図５に示すように、端末はフェムトセルへのハンドオーバーが予測されると、初期スキャ
ニングを行うためにサービング基地局に初期スキャニング区間（ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｃａ
ｎｎｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）を要請する（Ｓ５１０）。端末が特定周波数でサービン
グ基地局と通信中にあると、特定周波数と異なる周波数を使用するフェムトセル基地局を
発見することができない。したがって、端末は、特定周波数と異なる周波数をスキャンし
なければならないが、特定周波数と異なる周波数をスキャンする間にはサービング基地局
と通信することができない。したがって、サービング基地局が許容した時間にのみ、端末
は特定周波数と異なる周波数をスキャンするが、サービング基地局が許容した時間が初期
スキャニング区間である。
【００４６】
　初期スキャニング区間要請を受信したサービング基地局は、端末に初期スキャニング区
間を割り当てる（Ｓ５２０）。この時、サービング基地局が端末の位置を知っていると、
サービング基地局は端末に、周辺フェムトセル基地局リストと周辺フェムトセル基地局が
使用する周波数情報を共に伝送することができる。しかし、一般に基地局は端末の位置情
報を知っていないと共に、初期スキャニング区間は、端末が初期フェムトセル基地局を探
すための区間であるから、サービング基地局は、正規スキャニング（ｎｏｒｍａｌ　ｓｃ
ａｎｎｉｎｇ）に割り当てられる区間よりも小さい区間を初期スキャニング区間として端
末に割り当てることができる。
【００４７】
　端末は、割り当てられた初期スキャニング区間にフェムトセル基地局をスキャンし、発
見されたフェムトセル基地局に関する情報を含む制御メッセージをサービング基地局に伝
送する（Ｓ５３０）。端末は、初期スキャニングを行う時、現在サービング基地局との通
信のために使用している周波数帯域と同一の周波数帯域をスキャンすることもでき、現在
サービング基地局との通信のために使用している周波数帯域と異なる周波数帯域をスキャ
ンすることもできる。
【００４８】
　図７は、端末が初期スキャニングを行う時、サービング基地局との通信のために使用し
ている周波数帯域と異なる周波数帯域をスキャンする場合を示す図である。図７に示すよ
うに、端末は、中心周波数がｆ１である周波数帯域でサービング基地局と通信している時
、中心周波数がｆ２である周波数帯域を初期スキャニングして２番のフェムトセル基地局
を探し、２番のフェムトセル基地局に関する情報を含む制御メッセージをサービング基地
局に伝送する。すると、基地局は、中心周波数がｆ３である周波数帯域を使用する周辺基
地局である３番のフェムトセル基地局、中心周波数ｆ４の周波数帯域を使用する周辺基地
局である４番のフェムトセル基地局などを探して、端末に周辺基地局に関する情報を与え
ることができる。
【００４９】
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　または、端末は、サービング基地局との通信のために使用している周波数帯域と同一の
周波数帯域をスキャンすることができる。すなわち、図７で、２番のフェムトセル基地局
が、中心周波数ｆ１の周波数帯域を使用する場合、端末が中心周波数ｆ１の周波数帯域を
初期スキャニングして２番のフェムトセル基地局を探し、２番のフェムトセル基地局に関
する情報を含む制御メッセージをサービング基地局に伝送する。すると、基地局は、中心
周波数ｆ３の周波数帯域を使用する周辺基地局である３番のフェムトセル基地局、中心周
波数ｆ４の周波数帯域を使用する周辺基地局である４番のフェムトセル基地局などを探し
て、端末に周辺基地局に関する情報を与えることができる。周辺基地局に関する情報は、
システム情報を含む。
【００５０】
　発見されたフェムトセル基地局に関する情報は、発見されたフェムトセルの基地局ＩＤ
、発見されたフェムトセル基地局とのチャネル推定結果、発見されたフェムトセル基地局
が使用する周波数情報などを含むことができる。この時、端末は制御メッセージに端末の
位置情報も共に含めて伝送することができる。
【００５１】
　端末が、発見されたフェムトセル基地局に関する情報は含まず、端末の位置情報を含む
制御メッセージを伝送する場合には、端末はフェムトセル基地局を探すために初期スキャ
ニングを行う必要がない。したがって、図６に示すように、端末は、初期スキャニング区
間を要請する段階及びサービング基地局から初期スキャニング区間を受け取る段階を行わ
ず、フェムトセルへのハンドオーバーが予測されると、端末の位置情報を含む制御信号を
サービング基地局に伝送する（Ｓ６１０）。すると、サービング基地局は、端末の位置情
報に基づいて周辺フェムトセル基地局リストを作成して、リストに含まれたフェムトセル
基地局に関する情報を端末に伝送しながらスキャニング要請をすることができる（Ｓ６２
０）。フェムトセル基地局に関する情報は、基地局ＩＤ、中心周波数、システム情報を含
むことができる。
【００５２】
　再び図３を参照すると、端末はサービング基地局から、端末の接続を許容する隣接フェ
ムトセル基地局に関する情報を受信する（Ｓ３２０）。この時、サービング基地局は、端
末の接続を許容する隣接フェムトセル基地局に関する情報を伝送しながら端末に端末の接
続を許容する隣接フェムトセル基地局をスキャンすることを要請でき、スキャニング区間
を割り当てることができる。
【００５３】
　サービング基地局は、端末から受信した制御メッセージが含む発見されたフェムトセル
基地局に関する情報または端末の位置情報に基づいて、隣接フェムトセル基地局のうち、
端末の接続を許容するフェムトセル基地局のリストを作成する。すなわち、発見されたフ
ェムトセル基地局に関する情報に基づく場合は、端末により初期発見されたフェムトセル
基地局の周辺に存在するフェムトセル基地局のうち、端末の接続を許容するフェムトセル
基地局のリストを作成し、端末の位置情報に基づく場合は、端末の周辺に存在するフェム
トセル基地局のうち、端末の接続を許容するフェムトセル基地局のリストを作成する。
【００５４】
　端末は、ＯＳＧフェムトセル基地局及び自身の接続を許容したＣＳＧフェムトセル基地
局に接続することができる。したがって、端末は、周辺に存在するフェムトセル基地局の
うち、端末の接続を許容するフェムトセル基地局にのみハンドオーバーすることができる
。
【００５５】
　サービング基地局は、端末の接続を許容する隣接フェムトセル基地局リストを作成する
時、サービング基地局が知っている情報を用いて作成することもでき、バックボーンネッ
トワークを介してＦＮＧと通信して作成することもできる。
【００５６】
　すなわち、図４に示すように、サービング基地局は、バックボーンネットワークを介し
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てＦＮＧと通信して発見されたフェムトセル基地局の周辺に存在するフェムトセル基地局
のうち、端末の接続を許容するフェムトセル基地局リストを作成し（Ｓ４２０）、作成し
たリストのフェムトセル基地局（ＦＭ７、２、１）に関する情報を端末に伝送する（Ｓ４
３０）。
【００５７】
　基地局は、作成した端末の接続を許容する隣接フェムトセル基地局リストに含まれたフ
ェムトセル基地局に関する情報を、端末に伝送する。フェムトセル基地局に関する情報は
、端末の接続を許容する隣接フェムトセル基地局のそれぞれのセルＩＤまたは端末の接続
を許容する隣接フェムトセル基地局のそれぞれが使用する周波数情報のうち少なくとも一
つを含むことができる。
【００５８】
　端末は、割り当てられたスキャニング区間に、受信したスキャニング要請メッセージに
含まれた端末が接続可能な隣接フェムトセル基地局リストのフェムトセル基地局をスキャ
ンして、最適のフェムトセル基地局を選択する（Ｓ３３０）。
【００５９】
　そして、端末は、選択したフェムトセル基地局にハンドオーバーを行う（Ｓ３４０）。
端末は、サービング基地局にハンドオーバー要請メッセージを伝送し、サービング基地局
から応答メッセージを受信して選択したフェムトセル基地局にハンドオーバーを行う。
【００６０】
　次に、本発明の第２実施例によるハンドオーバー方法について図８乃至図９を参照して
説明する。本発明の第２実施例では、ハンドオーバーがサービング基地局により始まる。
【００６１】
　サービング基地局が端末に初期フェムトセルスキャニングを要請しない場合、本発明の
第２実施例によるハンドオーバー方法について図８を参照して説明し、サービング基地局
が端末に初期フェムトセルスキャニングを要請する場合、本発明の第２実施例によるハン
ドオーバー方法について図９を参照して説明する。
【００６２】
　図８は、サービング基地局が端末に初期フェムトセルスキャニングを要請しない場合、
本発明の第２実施例によるハンドオーバー方法を示す図である。
【００６３】
　図８に示すように、基地局は、知っている端末の位置に基づいて、端末の接続を許容す
る隣接フェムトセル基地局リストを作成する（Ｓ８１０）。すなわち、端末の周辺に存在
するフェムトセル基地局のうち、端末の接続を許容するフェムトセル基地局のリストを作
成する。
【００６４】
　サービング基地局は、端末の接続を許容する隣接フェムトセル基地局リストを作成する
時、サービング基地局が知っている情報を用いて作成することもでき、バックボーンネッ
トワークを介してＦＮＧと通信して作成することもできる。
【００６５】
　サービング基地局は、作成したリストのフェムトセル基地局（ＦＭ７、２、１）情報を
端末に伝送し、スキャニングを要請する（Ｓ８２０）。この時、サービング基地局は端末
にスキャニング区間を割り当てることができる。そして、フェムトセル基地局に関する情
報は、端末の接続を許容する隣接フェムトセル基地局リスト、端末の接続を許容する隣接
フェムトセル基地局のそれぞれが使用する周波数情報を含むことができる。
【００６６】
　この場合、サービング基地局は、最優先の順位を持つフェムトセル基地局へのハンドオ
ーバーを命令することができる。すると、端末は、Ｓ８３０段階を省き、最優先の順位を
持つフェムトセル基地局へとハンドオーバーを行うことができる。
【００６７】
　端末は、割り当てられたスキャニング区間で、受信した端末の接続を許容する隣接フェ
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ムトセル基地局リストのフェムトセル基地局をスキャンし、最適のフェムトセル基地局を
選択してハンドオーバーを行う（Ｓ８３０）。
【００６８】
　図９は、サービング基地局が端末に初期フェムトセルスキャニングを要請する場合、本
発明の第２実施例によってハンドオーバーを行う方法を示す図である。
【００６９】
　図９に示すように、サービング基地局は端末に初期フェムトセルスキャニングを要請す
るために初期スキャニング区間を割り当てる（Ｓ９１０）。
【００７０】
　すると、端末は、割り当てられた初期スキャニング区間でフェムトセル基地局をスキャ
ンして、発見されたフェムトセル基地局に関する情報を含む制御メッセージをサービング
基地局に伝送する（Ｓ９２０）。ここで、発見されたフェムトセル基地局に関する情報は
、発見されたフェムトセル基地局のプリアンブルや基地局ＩＤを含むことができる。この
時、端末は制御メッセージに端末の位置情報も共に含めて伝送することができる。
【００７１】
　サービング基地局は、端末の接続を許容する隣接フェムトセル基地局に関する情報を含
むスキャニング要請メッセージを端末に伝送する（Ｓ９５０）。
【００７２】
　サービング基地局は、受信した制御メッセージにおける発見されたフェムトセル基地局
に関する情報に基づいて、隣接フェムトセル基地局のうち、端末の接続を許容する基地局
のリストを作成する。すなわち、端末により初期発見されたフェムトセル基地局の周辺に
存在するフェムトセル基地局のうち、端末の接続を許容するフェムトセル基地局のリスト
を作成する。この時、サービング基地局は、サービング基地局が知っている情報を用いて
フェムトセル基地局のリストを作成することもでき、ＦＮＧに端末の接続を許容する隣接
フェムトセル情報を要請し（Ｓ９３０）、ＦＮＧから端末の接続を許容する隣接フェムト
セル情報を受信することもできる（Ｓ９４０）。
【００７３】
　スキャニング要請メッセージは、作成した端末の接続を許容する隣接フェムトセル基地
局リスト、端末の接続を許容する隣接フェムトセル基地局のそれぞれが使用する周波数情
報を含むことができ、サービング基地局は、端末にスキャニング区間を割り当てることが
できる。
【００７４】
　端末は、割り当てられたスキャニング区間に、受信した端末の接続を許容する隣接フェ
ムトセル基地局リストのフェムトセル基地局をスキャンし、最適のフェムトセル基地局を
選択してハンドオーバーを行う一方で、サービング基地局との連結を解除する。
【００７５】
　本発明による実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒ
ｍｗａｒｅ）、ソフトウェアまたはそれらの結合などにより具現することができる。ハー
ドウェアによる具現の場合、本発明の一実施例によるハンドオーバー方法及び基地局情報
伝送方法は、一つまたはそれ以上のＡＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇ
ｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ
　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　
ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッ
サなどにより具現することができる。
【００７６】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例によるハンドオー
バー方法及び基地局情報伝送方法は、以上説明した機能または動作を行うモジュール、手
順、関数などの形態とすることができる。ソフトウェアコードは、メモリーユニットに記
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憶されてプロセッサにより駆動することができる。メモリーユニットは、プロセッサの内
部または外部に設けられて、公知の様々な手段によりプロセッサとデータを交換すること
ができる。
【００７７】
　本発明は、本発明の技術的思想及び必須特徴を逸脱しない範囲で、別の特定の形態に具
体化できるということは当業者には自明である。したがって、上記の詳細な説明はいずれ
の面においても制約的に解析してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない
。本発明の範囲は、添付した請求項の合理的な解析により決定されなければならず、本発
明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
【００７８】
　特許請求の範囲で明示的な引用関係にない請求項は互いに結合して実施例を構成したり
、出願後の補正により新しい請求項として含めることができることは明らかである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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