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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロセルであって、前記周波
数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われるスモールセルの一部又は全体と重複す
る当該マクロセル内で、端末装置と無線通信する無線通信部と、
　端末装置が前記スモールセルで無線通信することを可能にする当該端末装置のハンドオ
ーバの際に、前記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と前記端末装置と
の間における干渉の度合いの測定結果を取得する取得部と、
　前記測定結果に基づいて、前記ハンドオーバを制御する制御部と、
を備え、
　前記ハンドオーバは、前記端末装置が前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域又はア
ップリンク周波数帯域を用いて前記スモールセルで無線通信することを可能にするハンド
オーバである、通信制御装置。
【請求項２】
　前記端末装置が前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域を用いて前記スモールセルで
無線通信することを可能にするハンドオーバに関し、
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、ランダムアクセスチャネルに関する前記端末
装置のパラメータを制御する、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項３】
　前記パラメータは、前記ランダムアクセスチャネルにおける前記端末装置の送信電力で
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ある、請求項２に記載の通信制御装置。
【請求項４】
　前記ハンドオーバは、前記ダウンリンク周波数帯域における、前記マクロセルから前記
スモールセルへの前記端末装置のセル間ハンドオーバを含む、請求項２に記載の通信制御
装置。
【請求項５】
　前記ハンドオーバは、前記スモールセルにおける、前記マクロセルの前記ダウンリンク
周波数帯域への前記端末装置の周波数間ハンドオーバを含む、請求項２に記載の通信制御
装置。
【請求項６】
　前記端末装置が前記マクロセルのアップリンク周波数帯域を用いて前記スモールセルで
無線通信することを可能にするハンドオーバに関し、
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、前記アップリンク周波数帯域における前記１
つ以上の別の端末装置の送信電力を制御する、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項７】
　前記ハンドオーバは、前記アップリンク周波数帯域における、前記マクロセルから前記
スモールセルへの前記端末装置のセル間ハンドオーバを含む、請求項６に記載の通信制御
装置。
【請求項８】
　前記ハンドオーバは、前記スモールセルにおける、前記マクロセルの前記アップリンク
周波数帯域への前記端末装置の周波数間ハンドオーバを含む、請求項６に記載の通信制御
装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、前記ハンドオーバを実行するか否かを決定す
る、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項１０】
　前記ハンドオーバは、前記マクロセルから前記スモールセルへの前記端末装置のセル間
ハンドオーバであり、
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域に
おける前記ハンドオーバを実行するか否かを決定し、又は前記マクロセルのアップリンク
周波数帯域における前記ハンドオーバを実行するか否かを決定し、
　前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域における前記ハンドオーバ及び前記マクロセ
ルのアップリンク周波数帯域における前記ハンドオーバのうちの少なくとも一方は、実行
される、
請求項９に記載の通信制御装置。
【請求項１１】
　前記ハンドオーバは、前記スモールセルにおける前記端末装置の周波数間ハンドオーバ
である、請求項９に記載の通信制御装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域への前記ハンドオーバ及び前
記マクロセルのアップリンク周波数帯域への前記ハンドオーバのうちのいずれを実行する
かを決定する、請求項１１に記載の通信制御装置。
【請求項１３】
　前記マクロセル及び前記スモールセルでは、複数の周波数帯域が用いられ、
　前記取得部は、前記ハンドオーバの際に、前記複数の周波数帯域における前記干渉の度
合いの測定結果を取得し、
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、前記複数の周波数帯域のうちの個々の周波数
帯域について、前記ハンドオーバを実行するか否かを決定する、
請求項９に記載の通信制御装置。
【請求項１４】
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　前記ハンドオーバは、前記マクロセルから前記スモールセルへの前記端末装置のセル間
ハンドオーバであり、
　前記制御部は、前記個々の周波数帯域における前記ハンドオーバを実行するか否かを決
定する、
請求項１３に記載の通信制御装置。
【請求項１５】
　前記ハンドオーバは、前記スモールセルにおける前記端末装置の周波数間ハンドオーバ
であり、
　前記制御部は、前記複数の周波数帯域のうちのいずれの周波数帯域への前記ハンドオー
バを実行するかを決定する、
請求項１３に記載の通信制御装置。
【請求項１６】
　周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロセルであって、前記周波
数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われるスモールセルの一部又は全体と重複す
る当該マクロセル内で、端末装置と無線通信することと、
　端末装置が前記スモールセルで無線通信することを可能にする当該端末装置のハンドオ
ーバの際に、前記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と前記端末装置と
の間における干渉の度合いの測定結果を取得することと、
　前記測定結果に基づいて、前記ハンドオーバを制御することと、
を含み、
　前記ハンドオーバは、前記端末装置が前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域又はア
ップリンク周波数帯域を用いて前記スモールセルで無線通信することを可能にするハンド
オーバである、通信制御方法。
【請求項１７】
　周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロセルと一部又は全体で重
複するスモールセルであって、前記周波数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われ
る前記スモールセルで、端末装置が無線通信することを可能にする、当該端末装置のハン
ドオーバの際に、前記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と前記端末装
置との間における干渉の度合いの測定結果を取得する取得部と、
　前記測定結果に基づいて、前記ハンドオーバを制御する制御部と、
を備え、
　前記ハンドオーバは、前記端末装置が前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域又はア
ップリンク周波数帯域を用いて前記スモールセルで無線通信することを可能にするハンド
オーバである、通信制御装置。
【請求項１８】
　周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロセルであって、前記周波
数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われるスモールセルの一部又は全体と重複す
る当該マクロセル内で、当該マクロセルの基地局と無線通信し、前記スモールセル内で、
当該スモールセルの基地局と無線通信する無線通信部と、
　自装置が前記スモールセルで無線通信することを可能にする自装置のハンドオーバの際
に、前記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と自装置との間における干
渉の度合いの測定のための制御を行う制御部と、
を備え、
　前記ハンドオーバは、前記測定の結果に基づいて制御され、
　前記ハンドオーバは、前記端末装置が前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域又はア
ップリンク周波数帯域を用いて前記スモールセルで無線通信することを可能にするハンド
オーバである、端末装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本開示は、通信制御装置、通信制御方法及び端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、スマートフォンの普及により、セルラーシステムのデータトラフィックの増大が
懸念されている。そのため、各セルラー事業者にとって、セルラーシステムの通信容量を
増加させることが増々重要になっている。
【０００３】
　通信容量の増加のために、例えば、事業者は、ピコセル、フェムトセル等のスモールセ
ルをマクロセル内に配置する。即ち、事業者は、ヘテロジニアスネットワークを採用する
。これにより、事業者は、セル分割利得によるさらなる通信容量を得ることができる。し
かしこのようなヘテロジニアスネットワークでは、マクロセルとスモールセルとの間で干
渉が生じ得るため、マクロセルとスモールセルとの間での干渉を抑制するための技術が検
討されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、ヘテロジニアスネットワークにおいて、マクロセルとスモー
ルセルとの間で周波数帯域が共有される場合に、協調マネージャを用いて各端末装置及び
基地局の出力電力を適切に調整することにより、干渉を抑制する技術が、開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２１１３６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１では、ヘテロジニアスネットワークにおける端末装置のハンドオー
バのような特殊なケースでの干渉は考慮されていない。そのため、例えば端末装置のハン
ドオーバの際に、マクロセルとスモールセルとの間での干渉が発生し得る。
【０００７】
　そこで、ヘテロジニアスネットワークにおけるハンドオーバの際に干渉を抑制すること
を可能にする仕組みが提供されることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示によれば、周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロセルで
あって、上記周波数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われるスモールセルの一部
又は全体と重複する当該マクロセル内で、端末装置と無線通信する無線通信部と、端末装
置が上記スモールセルで無線通信することを可能にする当該端末装置のハンドオーバの際
に、上記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と上記端末装置との間にお
ける干渉の度合いの測定結果を取得する取得部と、上記測定結果に基づいて、上記ハンド
オーバを制御する制御部と、を備える通信制御装置が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロ
セルであって、上記周波数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われるスモールセル
の一部又は全体と重複する当該マクロセル内で、端末装置と無線通信することと、端末装
置が上記スモールセルで無線通信することを可能にする当該端末装置のハンドオーバの際
に、上記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と上記端末装置との間にお
ける干渉の度合いの測定結果を取得することと、上記測定結果に基づいて、上記ハンドオ
ーバを制御することと、を含む通信制御方法が提供される。
【００１０】
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　また、本開示によれば、周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロ
セルと一部又は全体で重複するスモールセルであって、上記周波数帯域を用いてＴＤＤ方
式での無線通信が行われる上記スモールセルで、端末装置が無線通信することを可能にす
る、当該端末装置のハンドオーバの際に、上記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別
の端末装置と上記端末装置との間における干渉の度合いの測定結果を取得する取得部と、
上記測定結果に基づいて、上記ハンドオーバを制御する制御部と、を備える通信制御装置
が提供される。
【００１１】
　また、本開示によれば、周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロ
セルであって、上記周波数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われるスモールセル
の一部又は全体と重複する当該マクロセル内で、当該マクロセルの基地局と無線通信し、
上記スモールセル内で、当該スモールセルの基地局と無線通信する無線通信部と、自装置
が上記スモールセルで無線通信することを可能にする自装置のハンドオーバの際に、上記
マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と自装置との間における干渉の度合
いの測定のための制御を行う制御部と、を備え、上記ハンドオーバは、上記測定の結果に
基づいて制御される、端末装置が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように本開示によれば、ヘテロジニアスネットワークにおけるハンドオー
バの際に干渉を抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】想定されるヘテロジニアスネットワークの一例を説明するための説明図である。
【図２】想定されるヘテロジニアスネットワークにおけるダウンリンク周波数帯域での干
渉の例を説明するための説明図である。
【図３】想定されるヘテロジニアスネットワークにおけるアップリンク周波数帯域での干
渉の例を説明するための説明図である。
【図４】一実施形態に係る無線通信システムの概略的な構成の一例を示す説明図である。
【図５】ダウンリンク周波数帯域についての一実施形態に係る無線通信システムの動作の
概要を説明するための説明図である。
【図６】アップリンク周波数帯域についての一実施形態に係る無線通信システムの動作の
概要を説明するための説明図である。
【図７】一実施形態に係るｅＮｏｄｅＢの構成の一例を示すブロック図である。
【図８】一実施形態に係るＵＥの構成の一例を示すブロック図である。
【図９】干渉レベルの測定が省略されるケースでの一実施形態に係る通信制御処理の概略
的な流れの一例を示すシーケンス図である。
【図１０】ＵＥがダウンリンク周波数帯域を用いてスモールセルで無線通信することを可
能にするハンドオーバが実行されるケースでの一実施形態に係る通信制御処理の概略的な
流れの一例を示すシーケンス図である。
【図１１】ＵＥがアップリンク周波数帯域を用いてスモールセルで無線通信することを可
能にするハンドオーバが実行されるケースでの一実施形態に係る通信制御処理の概略的な
流れの一例を示すシーケンス図である。
【図１２】ダウンリンク周波数帯域及びアップリンク周波数帯域についての変形例に係る
無線通信システムの動作の概要を説明するための説明図である。
【図１３】変形例に係る通信制御処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付の図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する
。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
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【００１５】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．はじめに
　　１．１．ＬＴＥにおけるＦＤＤ及びＴＤＤ
　　１．２．想定されるヘテロジニアスネットワーク
　　１．３．ヘテロジニアスネットワークにおける干渉
　　１．４．技術的課題
　２．無線通信システムの概略的な構成
　３．本実施形態の概要
　４．各装置の構成
　　４．１．ｅＮｏｄｅＢの構成
　　４．２．ＵＥの構成
　５．処理の流れ
　６．変形例
　　６．１．概要
　　６．２．ｅＮｏｄｅＢの構成
　　６．３．ＵＥの構成
　　６．４．処理の流れ
　７．まとめ
【００１６】
　＜＜１．はじめに＞＞
　まず、図１～図３を参照して、ＬＴＥにおけるＦＤＤ及びＴＤＤ、想定されるヘテロジ
ニアスネットワーク、ヘテロジニアスネットワークにおける干渉、及び技術的課題を説明
する。
【００１７】
　＜１．１．ＬＴＥにおけるＦＤＤ及びＴＤＤ＞
　まず、本実施形態の説明の前提となる、ＬＴＥにおけるＦＤＤ（Frequency　Division
　Duplex）及びＴＤＤ（Time　Division　Duplex）を説明する。
【００１８】
　今後世界的に普及が見込まれるＬＴＥ（Long　Term　Evolution）システムについて、
３ＧＰＰによって、ＦＤＤ方式及びＴＤＤ方式の両方式が仕様化されている。ＴＤＤ方式
では、単一の周波数が、時間分割でアップリンク及びダウンリンクの両方に用いられる。
ＴＤＤ方式では時間分割が採用されるので、ＴＤＤ方式での最大の通信速度は、原理的に
はＦＤＤ方式での最大の通信速度よりも小さい。しかし、ＴＤＤ方式によれば、端末装置
及び基地局のコストが小さい等、実装面で大きなメリットがある。
【００１９】
　まず、第１に、ＴＤＤ方式によれば、無線制御が簡略化され、また無線リソースの有効
活用が促進されるので、無線通信システムの運用コストが低減され得る。
【００２０】
　具体的には、例えば、ＴＤＤ方式では、アップリンク及びダウンリンクに同一周波数を
用いるので、アップリンクとダウンリンクとの間におけるチャンネルの双対性（Reciproc
ity）に基づく無線制御が実行可能である。そのため、基地局は、アップリンクの無線チ
ャネルを用いてダウンリンクの無線チャンネルを容易に推定できる。よって、基地局と端
末装置との間の無線制御を著しく簡略化できる。
【００２１】
　また、ＴＤＤ方式では、アップリンク及びダウンリンクのチャネルコンフィギュレーシ
ョン、即ち無線フレームに含まれるサブフレームごとのリンク方向の組合せを、変更する
ことが可能である。そのため、実際のトラフィックの状況に応じてアップリンクの無線リ
ソースの量とダウンリンクの無線リソースの量とを柔軟に調整することが可能になる。
【００２２】
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　以上のような無線制御の簡略化及び無線リソースの有効活用の促進により、ＴＤＤ方式
では無線通信システムの運用コストが低減され得る。
【００２３】
　さらに、第２に、ＴＤＤ方式によれば、端末装置の製造コストが低減され得る。
【００２４】
　具体的には、例えば、ＴＤＤ方式の端末装置は、ＦＤＤ方式の端末装置のアンテナ共用
器のような高価で実装面積の大きいアンテナ共用器を必要としない。
【００２５】
　また、ＴＤＤ方式の端末装置では、アップリンクの通信とダウンリンクの通信とが同時
には行われない。そのため、送信信号の受信回路への妨害による感度劣化という高周波回
路設計上の大きな問題は、原理的に引き起こされない。当該問題は、ＦＤＤの端末装置の
回路設計では大きな懸念として存在する。よって、ＴＤＤ方式の端末装置の高周波増幅回
路は、ＦＤＤ方式の端末装置の高周波増幅回路よりも、低コストで実装され得る。
【００２６】
　以上のように、アンテナ共用器、高周波増幅回路等の観点から、ＴＤＤ方式では端末装
置の製造コストが低減され得る。
【００２７】
　現在のところ、３ＧＰＰによって策定されているＬＴＥ方式用の各周波数帯域の仕様で
は、ＦＤＤ方式及びＴＤＤ方式のうちのいずれか一方が採用されることが想定されている
。よって、ＬＴＥシステムを運用する事業者は、当該使用に基づいて、ＦＤＤ方式及びＴ
ＤＤ方式のうちのいずれか一方を採用する。その結果、現状では、ＦＤＤ方式が採用され
ることが多かった。しかし、上述した理由により、今後、ＴＤＤ方式のＬＴＥシステムも
相当に普及する可能性がある。
【００２８】
　＜１．２．想定されるヘテロジニアスネットワーク＞
　次に、図１を参照して、本実施形態の説明の前提となる、想定されるヘテロジニアスネ
ットワークを説明する。
【００２９】
　現在、スマートフォンの普及により、セルラーシステムのデータトラフィックの増大が
懸念されている。そのため、各セルラー事業者にとって、セルラーシステムの通信容量を
増加させることが増々重要になっている。このような状況下で、将来にわたっては周波数
リソースの枯渇することも考えられる。よって、セルラーシステムは、より効率的に周波
数リソースを活用することが求められる。例えば、ＩＴＵ－Ｒの無線標準化会議である、
世界無線通信会議（ＷＲＣ）等の決議においても、いわゆるコグニティブ無線のような新
しい無線通信技術の検討の必要性が指摘されている。
【００３０】
　通信容量の増加のための、周波数リソースの有効活用の手法として、例えば、事業者は
、ピコセル、フェムトセル等のスモールセルをマクロセル内に配置する。即ち、事業者は
、ヘテロジニアスネットワーク（以下、「ＨｅｔＮｅｔ」と呼ぶ）を採用する。これによ
り、事業者は、セル分割利得によるさらなる通信容量を得ることができる。
【００３１】
　上述したように、現在、ＬＴＥシステムでは、ＦＤＤ方式及びＴＤＤ方式のうちのいず
れか一方が採用されているが、上記ＨｅｔＮｅｔにおいて、例えば、一定の技術要件の下
で、同一周波数帯域についてＦＤＤ方式及びＴＤＤ方式の両方が採用されることも考えら
れる。例えば、事業者は、マクロセルにおいてＦＤＤ方式を採用し、スモールセルにおい
てＴＤＤ方式を採用し得る。以下、この点について図１を参照してより具体的に説明する
。
【００３２】
　図１は、想定されるＨｅｔＮｅｔの一例を説明するための説明図である。図１を参照す
ると、マクロセル１０と及びマクロセル１０のｅＮｏｄｅＢ（以下、「ｅＮＢ」と呼ぶ）
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１１が示されている。また、スモールセル３０とスモールセル３０のＨｏｍｅ　ｅＮｏｄ
ｅＢ（以下、「ＨｅＮＢ」と呼ぶ）３１とが示されている。スモールセル３０は、マクロ
セル１０と一部又は全体で重複する。換言すると、マクロセル１０は、スモールセル３０
の一部又は全体と重複する。さらに、ＵＥ２１が示されている。ＵＥ２１ａ及びＵＥ２１
ｂは、マクロセル１０内に位置するが、スモールセル３０内には位置しない。一方、ＵＥ
２１ｃは、スモールセル内に位置する。
 
【００３３】
　マクロセル１０では、ＦＤＤ方式での無線通信が行われる。即ち、ｅＮＢ１１は、ＦＤ
Ｄ方式でマクロセル１０内のＵＥ２１ａ及びＵＥ２１ｂと無線通信する。より具体的には
、ｅＮＢ１１は、ダウンリンク周波数帯域を用いて、ＵＥ２１ａ及びＵＥ２１ｂへの信号
を送信し、アップリンク周波数帯域を用いて、ＵＥ２１ａ及びＵＥ２１ｂからの信号を受
信する。
【００３４】
　一方、スモールセル３０では、ｅＮＢ１１が使用する周波数帯域と同一の周波数帯域を
用いて、ＴＤＤ方式での無線通信が行われる。即ち、ＨｅＮＢ３１は、ＦＤＤ周波数帯域
を用いて、ＴＤＤ方式でスモールセル３０内のＵＥ２１ｃと無線通信する。より具体的に
は、ＨｅＮＢ３１は、ダウンリンクサブフレームで、上記周波数帯域を用いてＵＥ２１ｃ
への信号を送信し、アップリンクサブフレームで、上記周波数帯域を用いてＵＥ２１ｃか
らの信号を受信する。
【００３５】
　なお、上記ＨｅｔＮｅｔでは、例えば、マクロセル１０とスモールセル３０とにおいて
、同一の周波数帯域が用いられるだけではなく、当該周波数帯域が同時に使用される。
【００３６】
　以上のようなＨｅｔＮｅｔにより、当該事業者は、低コストでシステム容量を増加でき
る可能性がある。このような周波数利用効率の向上及びコストの低減を通じて、ユーザの
利便性が向上することが、長期的には望ましい。
【００３７】
　＜１．３．ヘテロジニアスネットワークおける干渉＞
　次に、図２及び図３を参照して、上述した想定されるＨｅｔＮｅｔにおける干渉を説明
する。
【００３８】
　図１を参照して説明したＨｅｔＮｅｔの場合、即ちマクロセルではＦＤＤ方式の無線通
信が行われ、スモールセルではＴＤＤ方式の無線通信が行われる場合に、従来のＨｅｔＮ
ｅｔでは想定されない新たな干渉が発生し得る。例えば、図１の例を前提とすると、スモ
ールセル３０内で無線通信するＵＥ２１ｃ（即ち、ＨｅＮＢ３１と無線通信するＵＥ２１
ｃ）は、マクロセル１０にとってのダウンリンク周波数帯域及び／又はアップリンク周波
数帯域を用いて、ＴＤＤ方式での無線通信を行う。よって、ＵＥ２１ｃは、ダウンリンク
周波数帯域において、信号を受信するだけではなく、信号を送信する。また、ＵＥ２１ｃ
は、アップリンク周波数帯域において、信号を送信するだけではなく、信号を受信する。
以下では、このようなスモールセル３０での無線通信を踏まえた上で、上記想定されるＨ
ｅｔＮｅｔにおける干渉をより具体的に説明する。
 
【００３９】
　図２は、想定されるヘテロジニアスネットワークにおけるダウンリンク周波数帯域での
干渉の例を説明するための説明図である。また、図３は、想定されるヘテロジニアスネッ
トワークにおけるアップリンク周波数帯域での干渉の例を説明するための説明図である。
図２及び図３を参照すると、図１と同様に、マクロセル１０、ｅＮＢ１１、ＵＥ２１、ス
モールセル３０、及びＨｅＮＢ３１が示されている。上述したとおり、マクロセル１０で
は、ＦＤＤ方式での無線通信が行われ、スモールセル３０では、ＴＤＤ方式での無線通信
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に用いられる。
【００４０】
　また、図２を参照すると、ダウンリンク周波数帯域における信号送信の候補が、矢印に
より示されている。当該ダウンリンク周波数帯域は、ＦＤＤ方式が採用されるマクロセル
１０でダウンリンクに用いられる周波数帯域である。そして、当該信号送信の候補のうち
干渉源となり得るものが、Ｄ１～Ｄ８で示されている。なお、ダウンリンク周波数帯域に
おいて、ｅＮＢ１１からＵＥ２１ａ及びＵＥ２１ｂへの信号送信は、マクロセル１０内で
の通常の信号送信であり、ＨｅＮＢ３１とＵＥ２１ｃとの間の信号送信は、スモールセル
３０内での通常の信号送信である。
【００４１】
　上述したような干渉源となり得る信号送信Ｄ１～Ｄ８の影響は、以下のように纏められ
る。
【００４２】

【表１】

【００４３】
　また、図３を参照すると、アップリンク周波数帯域における信号送信の候補が、矢印に
より示されている。当該アップリンク周波数帯域は、ＦＤＤ方式が採用されるマクロセル
１０でアップリンクに用いられる周波数帯域である。そして、当該信号送信の候補のうち
干渉源となり得るものが、Ｕ１～Ｕ８で示されている。なお、アップリンク周波数帯域に
おいて、ＵＥ２１ａ及びＵＥ２１ｂからｅＮＢ１１への信号送信は、マクロセル１０内で
の通常の信号送信であり、ＨｅＮＢ３１とＵＥ２１ｃとの間の信号送信は、スモールセル
３０内での通常の信号送信である。
【００４４】
　上述したような干渉源となり得る信号送信Ｕ１～Ｕ８の影響は、以下のように纏められ
る。
【００４５】
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【表２】

【００４６】
　従来、例えば、マクロセル１０及びスモールセル３０の両方でＦＤＤ方式での無線通信
が行われる場合、マクロセル１０のｅＮｏｄｅＢ１１の送信電力が大きいので、ダウンリ
ンク周波数帯域では、上記信号送信Ｄ７、Ｄ８による干渉が重大であった。そのため、こ
のような干渉を緩和する手法として、ｅＮｏｄｅＢ１１からの送信を一定時間抑制するこ
とで、スモールセル３０への干渉を制御する手法が用いられることがあった。当該手法に
よれば、スモールセル３０における重要な信号（例えば、制御信号）は、ｅＮｏｄｅＢ１
１からの信号から保護される。
【００４７】
　また、従来、マクロセル１０でＦＤＤ方式での無線通信が行われ、スモールセル３０で
ＴＤＤ方式での無線通信が行われる場合であっても、同一の周波数帯域が同時に使用され
ることはなかった。即ち、スモールセル３０では、マクロセル１０で用いられる周波数帯
域とは別の周波数帯域が用いられた。よって、高周波フィルタ回路による信号の弁別によ
り、マクロセル１０及びスモールセル３０において、周波数帯域間での干渉を生じないよ
うにすることが可能であった。
【００４８】
　一方、上記想定されるＨｅｔＮｅｔのように、マクロセル１０でＦＤＤ方式での無線通
信が行われ、スモールセル３０でＴＤＤ方式での無線通信が行われ、マクロセル１０とス
モールセル３０とで同一の周波数帯域が同時に使用される場合、別の干渉が問題になる。
即ち、上記Ｔａｂｌｅ　１及びＴａｂｌｅ　２に示されるように、スモールセル３０内の
装置（ＵＥ２１ｃ及びＨｅＮＢ３１）とマクロセル１０内のＵＥ２１ａ及びＵＥ２１ｂと
の間における干渉（信号送信Ｄ１、Ｄ３、Ｕ５、Ｕ６による干渉）が最大の問題になる。
このように、想定されるＨｅｔＮｅｔでは、従来のいずれのものとも異なる新たな干渉が
発生し得る。
【００４９】
　なお、信号送信Ｄ５、Ｄ６は、ダウンリンク周波数帯域では存在しないので、原理的に
干渉を発生させない。同様に、信号送信Ｕ７、Ｕ８は、アップ周波数帯域では存在しない
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ので、原理的に干渉を発生させない。また、スモールセル３０内で無線通信するＵＥ２１
ｃ及びＨｅＮＢ３１の送信電力が小さいことと、ｅＮｏｄｅＢ１１とスモールセル３０の
距離とを考慮すると、信号送信Ｄ２、Ｄ４、Ｕ２、Ｕ４による干渉は微小と言える。また
、スモールセル３０内で無線通信するＵＥ２１ｃ及びＨｅＮＢ３１の送信電力が小さいこ
とを考慮すると、信号送信Ｕ１、Ｕ３による干渉も小さいと言える。
【００５０】
　＜１．４．技術的課題＞
　次に、上記想定されるＨｅｔＮｅｔについての技術的課題を説明する。
【００５１】
　上述したように、ＨｅｔＮｅｔでは干渉が生じる。そのため、ＨｅｔＮｅｔでの干渉を
抑制するための技術が検討されている。例えば、特開２０１１－２１１３６９号公報には
、ＨｅｔＮｅｔにおいて、マクロセルとスモールセルとの間で周波数帯域が共有される場
合、協調マネージャを用いて各端末装置及び基地局の出力電力を適切に調整することで、
干渉を抑制する技術が、開示されている。
【００５２】
　しかし、特許文献１では、ＨｅｔＮｅｔにおける通常の通信時の干渉が考慮されている
ものの、ＨｅｔＮｅｔにおける端末装置のハンドオーバのような特殊なケースでの干渉は
考慮されていない。そのため、特許文献１の発明を用いたとしても、例えば端末装置のハ
ンドオーバの際に、マクロセルとスモールセルとの間での干渉が発生し得る。以下、当該
ハンドオーバの際の干渉について、より具体的に説明する。
【００５３】
　（セル間ハンドオーバの際の干渉）
　まず、上記想定されるＨｅｔＮｅｔにおけるセル間ハンドオーバの際の干渉を説明する
。上記想定されるＨｅｔＮｅｔでは、とりわけ、マクロセルからスモールセルへのセル間
ハンドオーバの際の干渉が問題になる。以下、当該ハンドオーバの際の干渉について具体
的に説明する。
【００５４】
　－ダウンリンク周波数帯域でのハンドオーバ
　まず、ダウンリンク周波数帯域における上記ハンドオーバの際には、ハンドオーバの対
象のＵＥから、マクロセル内のＵＥのうちスモールセルに近いＵＥへの信号送信が、干渉
を発生させ得る。
【００５５】
　より具体的には、図２を再び参照すると、マクロセル１０からスモールセル３０へのＵ
Ｅ２１のハンドオーバの際には、当該ハンドオーバの対象のＵＥ２１は、初期手続きとし
てランダムアクセスを行う。当該ランダムアクセスでは、ＵＥ２１は、最初に、ランダム
アクセスチャネル（以下、「ＲＡＣＨ」と呼ぶ）上で、プリアンブル信号と呼ばれる特殊
な信号をターゲットとなるセルの基地局に送信する。即ち、ＵＥ２１は、プリアンブル信
号をスモールセル３０のＨｅＮＢ３１に送信する。当該プリアンブル信号の出力電力は、
通常、ＵＥ２１のダウンリンクチャネルにおいて推定されるＨｅＮＢ３１からのパスロス
に基づき決定される。そして、当該ハンドオーバの際にＵＥ２１により従来のランダムア
クセスが行われると、ＵＥ２１のプリアンブル信号の出力電力が過大になり得る。また、
当該ランダムアクセスがダウンリンク周波数帯域で行われれば、プリアンブル信号の送信
は、図２に示される信号送信Ｄ１に対応する。よって、マクロセル１０内のＵＥ２１のう
ちスモールセル３０に近いＵＥ２１と、上記ハンドオーバの対象のＵＥ２１との間で、干
渉が生じ得る。
【００５６】
　－アップリンク周波数帯域でのハンドオーバ
　また、アップリンク周波数帯域における上記ハンドオーバの際には、マクロセル内のＵ
Ｅのうちスモールセルに近いＵＥから、ハンドオーバの対象のＵＥへの信号送信が、干渉
を発生させ得る。
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【００５７】
　より具体的には、図３を再び参照すると、ハンドオーバの対象のＵＥ２１は、アップリ
ンク周波数帯域においてマクロセル１０からスモールセル３０へのハンドオーバ後に、当
該アップリンク周波数帯域において信号を送信するだけではなく、信号を受信するように
なる。よって、当該ハンドオーバ後に、マクロセル１０で無線通信するＵＥ２１がスモー
ルセル３０の近傍に存在すると、当該ＵＥ２１からハンドオーバの対象となったＵＥ２１
への信号送信（図３に示される信号送信Ｕ５に対応）による干渉が発生し得る。
【００５８】
　以上のように、マクロセルからスモールセルへのセル間ハンドオーバの際に、ダウンリ
ンク周波数帯域及びアップリンク周波数帯域のそれぞれにおいて、干渉が発生し得る。
【００５９】
　（周波数間ハンドオーバの際の干渉）
　次に、上記想定されるＨｅｔＮｅｔにおける周波数間ハンドオーバの際の干渉を説明す
る。上記想定されるＨｅｔＮｅｔでは、とりわけ、スモールセルにおける周波数間ハンド
オーバの際の干渉が問題になる。以下、当該ハンドオーバの際の干渉について具体的に説
明する。
【００６０】
　－ダウンリンク周波数帯域へのハンドオーバ
　まず、ダウンリンク周波数帯域への上記ハンドオーバの際には、ハンドオーバの対象の
ＵＥから、マクロセル内のＵＥのうちスモールセルに近いＵＥへの信号送信が、干渉を発
生させ得る。具体的な干渉は、ダウンリンク周波数帯域におけるマクロセルからスモール
セルへのセル間ハンドオーバについての干渉と同様である。即ち、スモールセルにおける
ダウンリンク周波数へのハンドオーバでは、ダウンリンク周波数帯域でランダムアクセス
が行われるので、上記セル間ハンドオーバと同様の干渉が発生し得る。
【００６１】
　－アップリンク周波数帯域へのハンドオーバ
　また、アップリンク周波数帯域への上記ハンドオーバの際には、マクロセル内のＵＥの
うちスモールセルに近いＵＥから、ハンドオーバの対象のＵＥへの信号送信が、干渉を発
生させ得る。具体的な干渉は、アップリンク周波数帯域におけるマクロセルからスモール
セルへのセル間ハンドオーバについての干渉と同様である。即ち、スモールセルにおける
アップリンク周波数へのハンドオーバでは、当該ハンドオーバ後に、マクロセル１０で無
線通信するＵＥ２１がスモールセル３０の近傍に存在すると、当該ＵＥ２１からハンドオ
ーバの対象となったＵＥ２１への信号送信による干渉が発生し得る。
【００６２】
　以上のように、スモールセルにおける周波数間ハンドオーバの際に、ダウンリンク周波
数帯域及びアップリンク周波数帯域のそれぞれにおいて、干渉が発生し得る。
【００６３】
　そこで、本実施形態では、ヘテロジニアスネットワークにおけるハンドオーバの際に干
渉を抑制することを可能にする。以降、＜２．無線通信システムの概略的な構成＞、＜３
．本実施形態の概要＞、＜４．各装置の構成＞、＜５．処理の流れ＞及び＜６．変形例＞
において、その具体的な内容を説明する。
【００６４】
　＜＜２．無線通信システムの概略的な構成＞＞
　図４を参照して、本開示の実施形態に係る無線通信システムの概略的な構成を説明する
。図４は、本実施形態に係る無線通信システム１の概略的な構成の一例を示す説明図であ
る。図４を参照すると、無線通信システム１は、マクロセル１０のｅＮＢ１００、ＵＥ２
００、及びスモールセル３０のＨｅＮＢ３００を含む。ＵＥ２００ａは、ハンドオーバの
対象となるＵＥであり、ＵＥ２００ｂは、マクロセル１０（より厳密には、マクロセル１
０のうちのスモールセル３０を除いた領域）内で無線通信するＵＥである。
【００６５】
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　無線通信システム１では、図１を参照して説明した想定されるＨｅｔＮｅｔでの無線通
信と同様の無線通信が行われる。
【００６６】
　より具体的には、マクロセル１０では、周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が
行われる。即ち、ｅＮＢ１００は、周波数帯域を用いて、ＦＤＤ方式でマクロセル１０内
のＵＥ２００と無線通信する。より具体的には、ｅＮＢ１００は、ダウンリンク周波数帯
域を用いて、ＵＥ２００への信号を送信し、アップリンク周波数帯域を用いて、ＵＥ２０
０からの信号を受信する。
【００６７】
　一方、スモールセル３０では、ｅＮＢ１００が使用する周波数帯域と同一の周波数帯域
を用いて、ＴＤＤ方式での無線通信が行われる。即ち、ＨｅＮＢ３００は、上記周波数帯
域を用いて、ＴＤＤ方式でスモールセル３０内のＵＥ２００と無線通信する。より具体的
には、ＨｅＮＢ３００は、ダウンリンクサブフレームで、上記周波数帯域を用いてＵＥ２
００への信号を送信し、アップリンクサブフレームで、上記周波数帯域を用いてＵＥ２０
０からの信号を受信する。
【００６８】
　なお、無線通信システム１では、マクロセル１０とスモールセル３０とにおいて、同一
の周波数帯域が用いられるだけではなく、当該周波数帯域が同時に使用される。
【００６９】
　＜＜３．本実施形態の概要＞＞
　次に、図５及び図６を参照して、本実施形態の概要を説明する。本実施形態では、ＵＥ
２００ａがスモールセル３０で無線通信することを可能にする当該ＵＥ２００ａのハンド
オーバの際に、マクロセル１０内で無線通信する１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、Ｕ
Ｅ２００ｂ）とＵＥ２００ａとの間における干渉の度合いが測定される。そして、ｅＮＢ
１００は、当該干渉の測定結果に基づいて、上記ハンドオーバを実行する。なお、ＵＥ２
００ａがスモールセル３０で無線通信することを可能にする当該ＵＥ２００ａのハンドオ
ーバとは、マクロセル１０からスモールセル３０へのセル間ハンドオーバ、又はスモール
セル３０内での周波数間ハンドオーバである。以下、このような本実施形態の概要を、マ
クロセル１０からスモールセル３０へのセル間ハンドオーバの例を挙げて説明する。
【００７０】
　（ダウンリンク周波数帯域）
　まず、図５を参照して、ダウンリンク周波数帯域におけるマクロセル１０からスモール
セル３０へのセル間ハンドオーバについての無線通信システム１の動作の概要を説明する
。図５は、ダウンリンク周波数帯域についての無線通信システム１の動作の概要を説明す
るための説明図である。図５を参照すると、ダウンリンク周波数帯域についての無線通信
システム１の動作が、（１）～（７）で示されている。
【００７１】
　（１）ｅＮＢ１００は、ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａに、ＵＥ２００ａと上記１
つ以上の別のＵＥ２００との間における干渉の度合い（以下、「干渉レベル」と呼ぶ）の
測定を指示する。
【００７２】
　（２）ｅＮＢ１００は、マクロセル１０内で無線通信する１つ以上の別のＵＥ２００（
例えば、ＵＥ２００ｂ）に、ＵＥ２００ａと上記１つ以上の別のＵＥ２００との間におけ
る干渉レベルの測定を指示する。
【００７３】
　（３）ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａは、干渉レベルを測定するための信号（以下
、「干渉レベル測定用信号」と呼ぶ）を送信する。
【００７４】
　（４）上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）の各々は、干渉レベル
測定用信号を受信し、ダウンリンク周波数帯域におけるＵＥ２００ａと自装置との間にお
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ける干渉レベルを測定する。
【００７５】
　（５）上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）の各々は、干渉レベル
の測定結果をｅＮＢ１００に送信する。
【００７６】
　（６）ｅＮＢ１００は、測定結果に基づいて、ＲＡＣＨに関するＵＥ２００ａのパラメ
ータを制御する。より具体的には、例えば、ｅＮＢ１００は、測定結果に基づいて、ＵＥ
２００ａから上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）への干渉を発生さ
せないように、ＲＡＣＨにおけるＵＥ２００ａの送信電力を決定する。そして、ｅＮＢ１
００は、決定した当該送信電力をＵＥ２００ａに通知する。
【００７７】
　（７）ＵＥ２００ａは、受信したパラメータ（例えば、ＲＡＣＨにおける送信電力）を
設定した上で、ランダムアクセルのプリアンブル信号をＨｅＮＢ３００に送信する。
【００７８】
　本実施形態に係る無線通信システム１は、例えば上記（１）～（７）のように動作する
。上記測定結果により、ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａからスモールセル３０に近い
１つ以上の別のＵＥ２００にどの程度の干渉が発生し得るかを予測することが可能になる
。そして、当該測定結果に基づいて、ＲＡＣＨに関するＵＥ２００ａのパラメータ（例え
ば、ＲＡＣＨにおける送信電力）を変更することにより、上記干渉を抑制することができ
る。例えば、測定結果から、干渉レベルが大きいと判定される場合に、ＲＡＣＨにおける
ＵＥ２００ａの送信電力をより小さくすることにより、上記干渉を抑制することができる
。このように、ダウンリンク周波数帯域におけるマクロセル１０からスモールセル３０へ
のセル間ハンドオーバの際に発生する干渉を抑制することが可能になる。
【００７９】
　以上、ダウンリンク周波数帯域におけるマクロセル１０からスモールセル３０へのセル
間ハンドオーバについての無線通信システム１の動作の概要を説明した。当該動作は、ス
モールセル３０におけるダウンリンク周波数帯域への周波数間ハンドオーバにも同様に適
用することができる。
【００８０】
　（アップリンク周波数帯域）
　次に、図６を参照して、アップリンク周波数帯域におけるマクロセル１０からスモール
セル３０へのセル間ハンドオーバについての無線通信システム１の動作の概要を説明する
。図６は、アップリンク周波数帯域についての無線通信システム１の動作の概要を説明す
るための説明図である。図６を参照すると、アップリンク周波数帯域についての無線通信
システム１の動作が、（１）～（６）で示されている。
【００８１】
　（１）ｅＮＢ１００は、ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａに、ＵＥ２００ａと上記１
つ以上の別のＵＥ２００との間における干渉の度合い（以下、干渉レベル）の測定を指示
する。
【００８２】
　（２）ｅＮＢ１００は、マクロセル１０内で無線通信する１つ以上の別のＵＥ２００（
例えば、ＵＥ２００ｂ）に、ＵＥ２００ａと上記１つ以上の別のＵＥ２００との間におけ
る干渉レベルの測定を指示する。
【００８３】
　（３）上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）の各々は、干渉レベル
を測定するための信号（以下、「干渉レベル測定用信号」と呼ぶ）を送信する。
【００８４】
　（４）ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａは、各干渉レベル測定用信号を受信し、アッ
プリンク周波数帯域における自装置と上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２０
０ｂ）の各々との間における干渉レベルを測定する。
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【００８５】
　（５）ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａは、干渉レベルの測定結果をｅＮＢ１００に
送信する。
【００８６】
　（６）ｅＮＢ１００は、測定結果に基づいて、上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば
、ＵＥ２００ｂ）の送信電力を制御する。より具体的には、例えば、ｅＮＢ１００は、測
定結果に基づいて、上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）からＵＥ２
００ａへの干渉を発生させないように、上記１つ以上の別のＵＥ２００の送信電力を決定
する。そして、ｅＮＢ１００は、決定した当該送信電力を上記１つ以上の別のＵＥ２００
に通知する。
【００８７】
　本実施形態に係る無線通信システム１は、例えば上記（１）～（６）のように動作する
。上記測定結果により、スモールセル３０に近い１つ以上の別のＵＥ２００からハンドオ
ーバの対象のＵＥ２００ａにどの程度の干渉が発生し得るかを予測することが可能になる
。そして、当該測定結果に基づいて、上記１つ以上の別のＵＥ２００の送信電力を変更す
ることにより、上記干渉を抑制することができる。例えば、測定結果から、干渉レベルが
大きいと判定される場合に、上記１つ以上の別のＵＥ２００のうちの対応するＵＥ２００
の送信電力をより小さくすることにより、上記干渉を抑制することができる。このように
、アップリンク周波数帯域におけるマクロセル１０からスモールセル３０へのセル間ハン
ドオーバの際に発生する干渉を抑制することが可能になる。
【００８８】
　以上、アップリンク周波数帯域におけるマクロセル１０からスモールセル３０へのセル
間ハンドオーバについての無線通信システム１の動作の概要を説明した。当該動作は、ス
モールセル３０におけるアップリンク周波数帯域への周波数間ハンドオーバにも同様に適
用することができる。
【００８９】
　＜＜４．各装置の構成＞＞
　図７及び図８を参照して、ｅＮｏｄｅＢ１００及びＵＥ２００の構成を説明する。
【００９０】
　＜４．１．ｅＮｏｄｅＢの構成＞
　図７を参照して、本実施形態に係るｅＮＢ１００の構成の一例を説明する。図７は、本
実施形態に係るｅＮＢ１００の構成の一例を示すブロック図である。図７を参照すると、
ｅＮＢ１００は、無線通信部１１０、ネットワーク通信部１２０、記憶部１３０及び制御
部１４０を備える。
【００９１】
　（無線通信部１１０）
　無線通信部１１０は、マクロセル１０内で、ＵＥ２００と無線通信する。また、マクロ
セル１０では、周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われる。換言すると、無
線通信部１１０は、周波数帯域を用いて、ＦＤＤ方式で、マクロセル１０内のＵＥ２００
と無線通信する。より具体的には、無線通信部１１０は、ダウンリンク周波数帯域を用い
て、マクロセル１０内のＵＥ２００への信号を送信する。また、無線通信部１１０は、ア
ップリンク周波数帯域を用いて、マクロセル１０内のＵＥ２００からの信号を受信する。
【００９２】
　なお、マクロセル１０は、スモールセル３０の一部又は全体と重複する。換言すると、
スモールセル３０は、マクロセルと一部又は全体で重複する。当該スモールセル３０では
、上記周波数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われる。
【００９３】
　また、無線通信部１１０は、例えばアンテナ及びＲＦ回路を含む。
【００９４】
　（ネットワーク通信部１２０）
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　ネットワーク通信部１２０は、他の通信ノードと通信する。例えば、ネットワーク通信
部１２０は、直接的に又はいずれかの通信ノードを介してＨｅＮＢ３００と通信する。
【００９５】
　（記憶部１３０）
　記憶部１３０は、ｅＮＢ１００の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。記憶
部１３０は、例えばハードディスク又は半導体メモリ等の記憶媒体を含む。
【００９６】
　（制御部１４０）
　制御部１４０は、ｅＮＢ１００の様々な機能を提供する。例えば、制御部１４０は、Ｃ
ＰＵ又はＤＳＰ等のプロセッサに相当し、記憶部１３０又は他の記憶媒体に記憶されるプ
ログラムを実行することにより、上記様々な機能を提供する。制御部１４０は、測定結果
取得部１４１及びハンドオーバ制御部１４３（以下、「Ｈ／Ｏ制御部１４３」と呼ぶ）を
含む。
【００９７】
　（測定結果取得部１４１）
　測定結果取得部１４１は、ＵＥ２００がスモールセル３０で無線通信することを可能に
する当該ＵＥ２００のハンドオーバの際に、マクロセル１０内で無線通信する１つ以上の
別のＵＥ２００と上記ＵＥ２００との間における干渉の度合いの測定結果を取得する。こ
こでの「マクロセル１０内で無線通信する」とは、「マクロセル１０のｅＮＢ１００と無
線通信する」と同義である。
【００９８】
　例えば、上記ハンドオーバは、ＵＥ２００がマクロセル１０のダウンリンク周波数帯域
を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバである。より具
体的には、例えば、当該ハンドオーバは、上記ダウンリンク周波数帯域における、マクロ
セル１０からスモールセル３０へのＵＥ２００のセル間ハンドオーバを含む。また、上記
ハンドオーバは、スモールセル３０における、マクロセル１０の上記ダウンリンク周波数
帯域へのＵＥ２００の周波数間ハンドオーバを含む。
【００９９】
　この場合に、例えば、測定結果取得部１４１は、上記ハンドオーバの際に、無線通信部
１１０を介して、ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａ及び上記１つ以上の別のＵＥ２００
に、ＵＥ２００ａと上記１つ以上の別のＵＥ２００との間における干渉レベルの測定を指
示する。より具体的には、測定結果取得部１４１は、干渉レベル測定用信号を送信するよ
うに、ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａに指示する。当該干渉レベル測定用信号は、例
えば、リファレンス信号である。また、測定結果取得部１４１は、干渉レベル測定用信号
を受信して上記干渉レベルを測定するように、上記１つ以上の別のＵＥ２００に指示する
。当該干渉レベルの測定は、例えば、ＲＳＲＰ（Reference　Signal　Received　Power）
の測定である。そして、無線通信部１１０が、干渉レベルの測定結果を上記１つ以上の別
のＵＥ２００の各々から受信すると、測定結果取得部１４１は、当該測定結果を取得する
。
【０１００】
　また、例えば、上記ハンドオーバは、ＵＥ２００がマクロセル１０のアップリンク周波
数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバである。
より具体的には、例えば、上記ハンドオーバは、上記アップリンク周波数帯域における、
マクロセル１０からスモールセル３０へのＵＥ２００のセル間ハンドオーバを含む。また
、上記ハンドオーバは、スモールセル３０における、マクロセル１０のアップリンク周波
数帯域へのＵＥ２００の周波数間ハンドオーバを含む。
【０１０１】
　この場合に、例えば、測定結果取得部１４１は、上記ハンドオーバの際に、無線通信部
１１０を介して、ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａ及び上記１つ以上の別のＵＥ２００
に、ＵＥ２００ａと上記１つ以上の別のＵＥ２００との間における干渉レベルの測定を指
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示する。より具体的には、測定結果取得部１４１は、干渉レベル測定用信号（例えば、リ
ファレンス信号）を送信するように、上記１つ以上の別のＵＥ２００に指示する。また、
測定結果取得部１４１は、干渉レベル測定用信号を受信して上記干渉レベル（例えば、Ｒ
ＳＲＰ）を測定するように、ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａに指示する。そして、無
線通信部１１０が、干渉レベルの測定結果をＵＥ２００ａから受信すると、測定結果取得
部１４１は、当該測定結果を取得する。
【０１０２】
　以上のように、測定結果取得部１４１は測定結果を取得する。
【０１０３】
　なお、例えば、測定結果取得部１４１は、マクロセル１０内で無線通信する１つ以上の
別のＵＥ２００のうちの全てではなく、当該１つ以上の別のＵＥ２００のうちのスモール
セル３０に近いＵＥ２００に、上記干渉レベルの測定を指示する。スモールセル３０に近
いＵＥ２００は、一例として、Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎを送信したＵ
Ｅ２００である。
【０１０４】
　また、例えば、上記１つ以上の別のＵＥ２００のうちのスモールセル３０に近いＵＥ２
００が存在しない場合に、干渉レベルの測定が省略される。即ち、測定結果取得部１４１
は、上記測定結果を取得しない。一例として、Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏ
ｎを送信したＵＥ２００が存在しない場合に、測定結果取得部１４１は、干渉レベルの測
定を指示せず、上記測定結果を取得しない。
【０１０５】
　このような測定結果の取得の限定により、測定に関わるＵＥ２００を、大きな干渉を発
生させるＵＥ２００、又は大きな干渉による被害を受けるＵＥ２００に絞り込むことがで
きる。よって、大きな干渉を抑制しつつ、無線通信システム１において測定に要する負荷
を軽減することができる。
【０１０６】
　また、干渉レベルの測定、即ち干渉レベル測定用信号の送信及び受信は、ＡＢＳ（Almo
st　Blank　Subframes）に実行されてもよい。ＡＢＳでの測定により、干渉レベルをより
正確に測定することが可能になる。
【０１０７】
　（Ｈ／Ｏ制御部１４３）
　Ｈ／Ｏ制御部１４３は、測定結果取得部１４１により取得された測定結果に基づいて、
ＵＥ２００がスモールセル３０で無線通信することを可能にする当該ＵＥ２００のハンド
オーバを制御する。
【０１０８】
　例えば、上記ハンドオーバは、ＵＥ２００がマクロセル１０のダウンリンク周波数帯域
を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバである。この場
合に、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、上記測定結果に基づいて、ＲＡＣＨに関する、ハンドオー
バ対象のＵＥ２００のパラメータを制御する。当該パラメータは、例えば、ＲＡＣＨにお
けるＵＥ２００の送信電力である。
【０１０９】
　より具体的には、例えば、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、測定結果に基づいて、ＵＥ２００ａ
から上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）への干渉を発生させないよ
うに、ＲＡＣＨにおけるＵＥ２００ａの送信電力を決定する。一例として、Ｈ／Ｏ制御部
１４３は、測定結果（例えば、ＲＳＲＰ）から、干渉レベルが大きい（例えば、ＲＳＲＰ
が所定の閾値よりも大きい）と判定する場合に、ＲＡＣＨにおけるＵＥ２００ａの送信電
力をより小さくする。一方、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、測定結果（例えば、ＲＳＲＰ）から
、干渉レベルが小さい（例えば、ＲＳＲＰが所定の閾値以下）と判定する場合に、ＲＡＣ
ＨにおけるＵＥ２００ａの送信電力を維持する。そして、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、決定し
た当該送信電力を、無線通信部１１０を介してＵＥ２００ａに通知する。
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【０１１０】
　また、例えば、上記ハンドオーバは、ＵＥ２００がマクロセル１０のアップリンク周波
数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバである。
この場合に、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、上記測定結果に基づいて、上記アップリンク周波数
帯域における上記１つ以上の別のＵＥ２００の送信電力を制御する。
【０１１１】
　より具体的には、例えば、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、測定結果に基づいて、上記１つ以上
の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）からＵＥ２００ａへの干渉を発生させないよ
うに、上記アップリンク周波数帯域における上記１つ以上の別のＵＥ２００の送信電力を
決定する。一例として、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、測定結果（例えば、ＲＳＲＰ）から、干
渉レベルが大きい（例えば、ＲＳＲＰが所定の閾値よりも大きい）と判定する場合に、上
記１つ以上の別のＵＥ２００のうちの対応するＵＥ２００の、アップリンク周波数帯域で
の送信電力を小さくする。一方、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、測定結果（例えば、ＲＳＲＰ）
から、干渉レベルが小さい（例えば、ＲＳＲＰが所定の閾値以下）と判定する場合に、上
記１つ以上の別のＵＥ２００のうちの対応するＵＥ２００の、アップリンク周波数帯域で
の送信電力を維持する。そして、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、決定した当該送信電力を、無線
通信部１１０を介して上記１つ以上の別のＵＥ２００の各々に通知する。
【０１１２】
　＜４．２．ＵＥの構成＞
　図８を参照して、本実施形態に係るＵＥ２００の構成の一例を説明する。図８は、本実
施形態に係るＵＥ２００の構成の一例を示すブロック図である。図８を参照すると、ＵＥ
２００は、無線通信部２１０、記憶部２２０及び制御部２３０を備える。
【０１１３】
　（無線通信部２１０）
　無線通信部２１０は、マクロセル１０内で、マクロセル１０のｅＮＢ１００と無線通信
する。また、マクロセル１０では、周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われ
る。換言すると、無線通信部２１０は、周波数帯域を用いて、ＦＤＤ方式で、マクロセル
１０のｅＮＢ１００と無線通信する。より具体的には、無線通信部２１０は、ダウンリン
ク周波数帯域を用いて、マクロセル１０のｅＮＢ１００からの信号を受信する。また、無
線通信部２１０は、アップリンク周波数帯域を用いて、マクロセル１０のｅＮＢ１００へ
の信号を送信する。
【０１１４】
　また、無線通信部２１０は、スモールセル３０内で、スモールセル３０のＨｅＮＢ３０
０と無線通信する。また、スモールセル３０では、上記周波数帯域を用いてＴＤＤ方式で
の無線通信が行われる。換言すると、無線通信部２１０は、周波数帯域を用いて、ＴＤＤ
方式で、スモールセル３０のＨｅＮＢ３００と無線通信する。より具体的には、無線通信
部２１０は、ダウンリンクサブフレームにおいて、スモールセル３０のＨｅＮＢ３００か
らの信号を受信する。また、無線通信部２１０は、アップリンクサブフレームにおいて、
スモールセル３０のＨｅＮＢ３００への信号を送信する。
【０１１５】
　なお、マクロセル１０は、スモールセル３０の一部又は全体と重複する。換言すると、
スモールセル３０は、マクロセルと一部又は全体で重複する。
【０１１６】
　（記憶部２２０）
　記憶部２２０は、ＵＥ２００の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。記憶部
２２０は、例えばハードディスク又は半導体メモリ等の記憶媒体を含む。
【０１１７】
　（制御部２３０）
　制御部２３０は、ＵＥ２００の様々な機能を提供する。例えば、制御部２３０は、ＣＰ
Ｕ又はＤＳＰ等のプロセッサに相当し、記憶部２２０又は他の記憶媒体に記憶されるプロ
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グラムを実行することにより、上記様々な機能を提供する。
【０１１８】
　－ＵＥ２００のハンドオーバの際の測定制御
　例えば、制御部２３０は、ＵＥ２００がスモールセル３０で無線通信することを可能に
する当該ＵＥ２００のハンドオーバの際に、マクロセル１０内で無線通信する１つ以上の
別のＵＥ２００と上記ＵＥ２００との間における干渉の度合いの測定のための制御を行う
。
【０１１９】
　例えば、上記ハンドオーバは、ＵＥ２００がマクロセル１０のダウンリンク周波数帯域
を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバである。この場
合に、制御部２３０は、例えば、上記ハンドオーバの際に、ＵＥ２００と上記１つ以上の
別のＵＥ２００との間における干渉レベルの測定を、無線通信部２１０を介してｅＮＢ１
００により指示される。すると、制御部２３０は、無線通信部２１０に、干渉レベル測定
用信号（例えば、リファレンス信号）を送信させる。
【０１２０】
　また、例えば、上記ハンドオーバは、ＵＥ２００がマクロセル１０のアップリンク周波
数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバである。
この場合に、制御部２３０は、例えば、上記ハンドオーバの際に、ＵＥ２００と上記１つ
以上の別のＵＥ２００との間における干渉レベルの測定を、無線通信部２１０を介してｅ
ＮＢ１００により指示される。すると、制御部２３０は、無線通信部２１０に、上記１つ
以上の別のＵＥ２００からの干渉レベル測定用信号（例えば、リファレンス信号）を受信
させ、当該干渉レベル測定用信号から干渉レベル（例えば、ＲＳＲＰ）を測定する。
【０１２１】
　－別のＵＥ２００のハンドオーバの際の測定制御
　また、例えば、ＵＥ２００がマクロセル１０内で無線通信している際に、別のＵＥ２０
０がスモールセル３０で無線通信することを可能にする当該別のＵＥ２００のハンドオー
バが、実行され得る。この場合に、制御部２３０は、ハンドオーバの際に、ＵＥ２００と
上記別のＵＥ２００との間における干渉の度合いの測定のための制御を行う。
【０１２２】
　例えば、上記ハンドオーバは、別のＵＥ２００がマクロセル１０のダウンリンク周波数
帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバである。こ
の場合に、制御部２３０は、例えば、上記ハンドオーバの際に、ＵＥ２００と上記別のＵ
Ｅ２００との間における干渉レベルの測定を、無線通信部２１０を介してｅＮＢ１００に
より指示される。すると、制御部２３０は、無線通信部２１０に、上記別のＵＥ２００か
らの干渉レベル測定用信号（例えば、リファレンス信号）を受信させ、当該干渉レベル測
定用信号から干渉レベル（例えば、ＲＳＲＰ）を測定する。
【０１２３】
　また、例えば、上記ハンドオーバは、別のＵＥ２００がマクロセル１０のアップリンク
周波数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバであ
る。この場合に、制御部２３０は、例えば、上記ハンドオーバの際に、ＵＥ２００と上記
別のＵＥ２００との間における干渉レベルの測定を、無線通信部２１０を介してｅＮＢ１
００により指示される。すると、制御部２３０は、無線通信部２１０に、干渉レベル測定
用信号（例えば、リファレンス信号）を送信させる。
【０１２４】
　－ＵＥ２００のＲＡＣＨに関するパラメータの制御
　また、制御部２３０は、ＵＥ２００がダウンリンク周波数帯域を用いてスモールセル３
０で無線通信することを可能にする当該ＵＥ２００のハンドオーバの際に、ｅＮＢ１００
の制御に応じて、ＲＡＣＨに関するＵＥ２００のパラメータを設定する。当該パラメータ
は、例えば、ＲＡＣＨにおけるＵＥ２００の送信電力である。
【０１２５】
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　－アップリンク周波数帯域におけるＵＥ２００の送信電力の制御
　また、例えば、ＵＥ２００がマクロセル１０内で無線通信している際に、別のＵＥ２０
０がアップリンク周波数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にする
当該別のＵＥ２００のハンドオーバが、実行され得る。この場合に、制御部２３０は、ハ
ンドオーバの際に、ｅＮＢ１００の制御に応じて、上記アップリンク周波数帯域における
ＵＥ２００の送信電力を設定する。
【０１２６】
　＜＜５．処理の流れ＞＞
　次に、図９～図１１を参照して、本実施形態に係る通信制御処理の例を説明する。以下
では、ケースＡ、ケースＢ、及びケースＣにおける通信制御処理の例をそれぞれ説明する
。ここで、ケースＡは、干渉レベルの測定が省略されるケースを示す。また、ケースＢは
、ＵＥ２００がダウンリンク周波数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを
可能にするハンドオーバが実行されるケースを示す。また、ケースＣは、ＵＥ２００がア
ップリンク周波数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンド
オーバが実行されるケースを示す。
【０１２７】
　（ケースＡ：干渉レベルの測定省略）
　図９は、干渉レベルの測定が省略されるケースでの本実施形態に係る通信制御処理の概
略的な流れの一例を示すシーケンス図である。当該例は、従来のハンドオーバの際の処理
の概略的な流れの一例と言うこともできる。
【０１２８】
　まず、ステップＳ５０１で、ＵＥ２００は、ｅＮＢ１００、ＨｅＮＢ３００及びその他
の周辺セルについてのＲＳＳＰ及び／又はＲＳＳＱ（Reference　Signal　Received　Qua
lity）を測定する。例えば、当該測定は、複数回にわたるリファレンス信号の受信結果に
基づきＲＳＳＰ及び／又はＲＳＳＱを時間的に平均化したものである。そして、ステップ
Ｓ５０３で、ＵＥ２００は、測定結果をｅＮＢ１００に送信する。
【０１２９】
　次に、ステップＳ５０５で、ｅＮＢ１００、ＨｅＮＢ３００、及びｅＮＢ１００側のＭ
ＭＥ（Mobility　Management　Entity）は、測定結果に基づいて、ハンドオーバを実行す
べきかを判定する。ここでは、ｅＮＢ１００のマクロセル１０からＨｅＮＢ３００のスモ
ールセル３０へのハンドオーバを実行すべきと判定されたものとする。
【０１３０】
　ステップＳ５０７で、ｅＮＢ１００は、ｅＮＢ１００側のＭＭＥにハンドオーバ要求メ
ッセージを送信する。次に、ステップＳ５０９で、ｅＮＢ１００側のＭＭＥは、ＨｅＮＢ
３００側のＭＭＥに、リロケーション転送要求メッセージを送信する。そして、ステップ
Ｓ５１１で、ＨｅＮＢ３００側のＭＭＥは、ＨｅＮＢ３００にハンドオーバ要求メッセー
ジを送信する。また、ステップＳ５１３で、ＨｅＮＢ３００側のＭＭＥは、ｅＮＢ１００
側のＭＭＥにリロケーション転送応答メッセージを送信する。
【０１３１】
　ステップＳ５１５で、ｅＮＢ１００側のＭＭＥは、ｅＮＢ１００にハンドオーバを指示
する。そして、ステップＳ５１７で、ｅＮＢ１００は、ＵＥ２００にハンドオーバを指示
する。その後、ステップＳ５１９で、ＵＥ２００は、ＲＡＣＨ上で、ランダムアクセスの
プリアンブル信号を送信する。
【０１３２】
　（ケースＢ：ダウンリンク周波数帯域を用いた無線通信のためのＨ／Ｏ）
　図１０は、ＵＥ２００がダウンリンク周波数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信
することを可能にするハンドオーバが実行されるケースでの本実施形態に係る通信制御処
理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。ここでは、ケースＢの当該例とケー
スＡの例との差分であるステップＳ５３１～５３９のみを説明する。
【０１３３】
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　ステップＳ５３１で、ｅＮＢ１００（測定結果取得部１４１）は、ハンドオーバの対象
のＵＥ２００に、当該ＵＥ２００とマクロセル１０内で無線通信する１つ以上の別のＵＥ
２００との間における干渉レベルの測定を指示する。より具体的には、例えば、ｅＮＢ１
００は、干渉レベル測定用信号（例えば、リファレンス信号）を送信するように、ハンド
オーバの対象のＵＥ２００に指示する。
【０１３４】
　また、ステップＳ５３３で、ｅＮＢ１００（測定結果取得部１４１）は、上記１つ以上
の別のＵＥ２００に、当該１つ以上の別のＵＥ２００とハンドオーバ対象のＵＥ２００と
の間における干渉レベルの測定を指示する。より具体的には、例えば、ｅＮＢ１００は、
干渉レベル測定用信号を受信して上記干渉レベル（例えば、ＲＳＲＰ）を測定するように
、上記１つ以上の別のＵＥ２００に指示する。
【０１３５】
　次に、ステップＳ５３５で、ハンドオーバ対象のＵＥ２００は、上記１つ以上の別のＵ
Ｅ２００に干渉レベル測定用信号を送信する。また、上記１つ以上の別のＵＥ２００の各
々は、当該干渉レベル測定用信号を受信して干渉レベルを測定する。そして、ステップＳ
５３７で、上記１つ以上の別のＵＥ２００の各々は、測定結果をｅＮＢ１００に送信する
。
【０１３６】
　その後、ステップＳ５３９で、ｅＮＢ１００（Ｈ／Ｏ制御部１４３）は、上記測定結果
に基づいて、ＲＡＣＨに関する、ハンドオーバ対象のＵＥ２００のパラメータを制御する
。より具体的には、例えば、ｅＮＢ１００は、ＲＡＣＨにおけるハンドオーバ対象のＵＥ
２００の送信電力を制御する。なお、当該制御は、ステップＳ５１７のハンドオーバの指
示の際に、併せて実行されてもよい。また、当該制御は、ｅＮＢ１００から直接的に実行
されるのではなく、ＨｅＮＢ３００を介して間接的に実行されてもよい。
【０１３７】
　（ケースＣ：アップリンク周波数帯域を用いた無線通信のためのＨ／Ｏ）
　図１１は、ＵＥ２００がアップリンク周波数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信
することを可能にするハンドオーバが実行されるケースでの本実施形態に係る通信制御処
理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。ここでは、ケースＣの当該例とケー
スＡの例との差分であるステップＳ５４１～５４９のみを説明する。
【０１３８】
　ステップＳ５４１で、ｅＮＢ１００（測定結果取得部１４１）は、ハンドオーバの対象
のＵＥ２００に、当該ＵＥ２００とマクロセル１０内で無線通信する１つ以上の別のＵＥ
２００との間における干渉レベルの測定を指示する。より具体的には、ｅＮＢ１００は、
干渉レベル測定用信号を受信して上記干渉レベル（例えば、ＲＳＲＰ）を測定するように
、ハンドオーバの対象のＵＥ２００に指示する。
【０１３９】
　また、ステップＳ５４３で、ｅＮＢ１００（測定結果取得部１４１）は、上記１つ以上
の別のＵＥ２００に、当該１つ以上の別のＵＥ２００とハンドオーバ対象のＵＥ２００と
の間における干渉レベルの測定を指示する。より具体的には、ｅＮＢ１００は、干渉レベ
ル測定用信号（例えば、リファレンス信号）を送信するように、上記１つ以上の別のＵＥ
２００に指示する。
【０１４０】
　次に、ステップＳ５４５で、上記１つ以上の別のＵＥ２００の各々は、ハンドオーバ対
象のＵＥ２００に干渉レベル測定用信号を送信する。例えば、上記１つ以上の別のＵＥ２
００の各々は、別々の時間に干渉レベル測定用信号を送信する。また、ハンドオーバ対象
のＵＥ２００は、上記１つ以上の別のＵＥ２００の各々からの干渉レベル測定用信号を受
信して、干渉レベルを測定する。そして、ステップＳ５４７で、ハンドオーバ対象のＵＥ
２００は、測定結果をｅＮＢ１００に送信する。
【０１４１】
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　その後、ステップＳ５４９で、ｅＮＢ１００（Ｈ／Ｏ制御部１４３）は、上記測定結果
に基づいて、上記アップリンク周波数帯域における上記１つ以上の別のＵＥ２００の送信
電力を制御する。
【０１４２】
　＜＜６．変形例＞＞
　次に、図１２及び図１３を参照して、本実施形態の変形例を説明する。上述した実施形
態では、干渉レベルの測定結果によらずハンドオーバが実行されたが、本変形例では、測
定結果に基づいて、ハンドオーバを実行するか否かが決定される。
【０１４３】
　＜６．１．変形例の概要＞
　まず、図１２を参照して、本実施形態の変形例の概要を説明する。図１２は、ダウンリ
ンク周波数帯域及びアップリンク周波数帯域についての変形例に係る無線通信システム１
の動作の概要を説明するための説明図である。図１２を参照すると、ダウンリンク周波数
帯域及びアップリンク周波数帯域についての無線通信システム１の動作が、（１）～（９
）で示されている。
【０１４４】
　（１）ｅＮＢ１００は、ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａに、ＵＥ２００ａと上記１
つ以上の別のＵＥ２００との間における干渉レベルの測定を指示する。
【０１４５】
　（２）ｅＮＢ１００は、マクロセル１０内で無線通信する１つ以上の別のＵＥ２００（
例えば、ＵＥ２００ｂ）に、ＵＥ２００ａと上記１つ以上の別のＵＥ２００との間におけ
る干渉レベルの測定を指示する。
【０１４６】
　（３）ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａは、ダウンリンク周波数帯域において干渉レ
ベル測定用信号を送信する。
【０１４７】
　（４）上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）の各々は、ダウンリン
ク周波数帯域において干渉レベル測定用信号を受信し、ダウンリンク周波数帯域における
ＵＥ２００ａと自装置との間における干渉レベルを測定する。
【０１４８】
　（５）上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）の各々は、干渉レベル
の測定結果をｅＮＢ１００に送信する。
【０１４９】
　（６）上記１つ以上の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）の各々は、アップリン
ク周波数帯域において干渉レベル測定用信号を送信する。
【０１５０】
　（７）ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａは、アップリンク周波数帯域において干渉レ
ベル測定用信号を受信し、アップリンク周波数帯域におけるＵＥ２００ａと上記１つ以上
の別のＵＥ２００（例えば、ＵＥ２００ｂ）の各々との間における干渉レベルを測定する
。
【０１５１】
　（８）ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａは、干渉レベルの測定結果をｅＮＢ１００に
送信する。
【０１５２】
　（９）ｅＮＢ１００は、測定結果に基づいて、ハンドオーバを実行するか否かを決定す
る。ハンドオーバを実行するか否かの決定には、様々なバリエーションが存在する。
【０１５３】
　（ハンドオーバの実行の第１の例）
　第１の例では、上記ハンドオーバは、マクロセル１０からスモールセル３０へのＵＥ２
００のセル間ハンドオーバである。そして、ｅＮＢ１００は、マクロセル１０のダウンリ



(23) JP 6179514 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

ンク周波数帯域における上記ハンドオーバを実行するか否かを決定し、及び／又は、マク
ロセル１０のアップリンク周波数帯域における上記ハンドオーバを実行するか否かを決定
する。そして、マクロセル１０のダウンリンク周波数帯域における上記ハンドオーバ及び
マクロセル１０のアップリンク周波数帯域における上記ハンドオーバのうちの少なくとも
一方は、実行される。
【０１５４】
　このような決定により、大きい干渉が発生すると予測される周波数帯域において、ハン
ドオーバを実行しないことにより、当該大きな干渉を回避することができる。例えば、ダ
ウンリンク周波数帯域において大きな干渉が発生すると予測される場合には、アップリン
ク周波数帯域でのハンドオーバが実行される。その結果、ダウンリンク周波数帯域におけ
る大きな干渉を回避できる。同様に、アップリンク周波数帯域において大きな干渉が発生
すると予測される場合には、ダウンリンク周波数帯域でのハンドオーバが実行される。そ
の結果、アップリンク周波数帯域における大きな干渉を回避できる。また、ダウンリンク
周波数帯域及びアップリンク周波数帯域のうちの少なくとも一方が実行されるので、ＵＥ
２００が完全に無線通信できなくなる状況も回避できる。また、ハンドオーバが実行され
ない周波数帯域では、無線通信を停止することにより、ＵＥ２００がスモールセル３０内
でマクロセル１０のｅＮＢ１００と通信することを回避できる。
【０１５５】
　（ハンドオーバの実行の第２の例）
　第２の例では、上記ハンドオーバは、スモールセル３０におけるＵＥ２００の周波数間
ハンドオーバである。そして、ｅＮＢ１００は、測定結果に基づいて、当該周波数間ハン
ドオーバを実行するか否かを決定する。
【０１５６】
　このような決定により、大きい干渉が発生すると予測される場合には、周波数間ハンド
オーバを実行しないことにより、当該大きな干渉を回避することができる。また、セル間
ハンドオーバとは異なり、周波数間ハンドオーバが実行されなかったとしても、ＵＥ２０
０は、少なくともスモールセル３０内での無線通信を継続することができるので、ＵＥ２
００が完全に無線通信できなくなることもない。
【０１５７】
　（ハンドオーバの実行の第３の例）
　第３の例では、マクロセル１０及びスモールセル３０では、複数の周波数帯域（例えば
、複数のコンポーネントキャリア）が用いられる。ｅＮＢ１００は、上記複数の周波数帯
域のうちの個々の周波数帯域について、ハンドオーバを実行するか否かを決定する。当該
ハンドオーバは、セル間ハンドオーバであってもよく、周波数間ハンドオーバでもよい。
【０１５８】
　このような決定により、大きい干渉が発生すると予測される周波数帯域について、ハン
ドオーバを実行しないことにより、当該大きな干渉を回避することができる。例えば、複
数の周波数帯域のうちの、大きい干渉が発生しないと予測される周波数帯域についてのみ
ハンドオーバが実行される。その結果、大きな干渉を回避できる。
【０１５９】
　また、複数の周波数帯域のうちの、使用していない周波数帯域では干渉レベル測定用信
号が送信されないようにすれば、実行されないハンドオーバは、実際に干渉が発生させる
ハンドオーバのみに限定することができる。
【０１６０】
　以上、本実施形態の変形例の概要を説明した。一例として、ダウンリンク周波数帯域及
びアップリンク周波数帯域の両方において干渉レベルが測定される例を説明した。しかし
、ハンドオーバの実行の内容によってはダウンリンク周波数帯域及びアップリンク周波数
帯域の一方のみにおいて干渉レベルが測定されてもよいということに留意する。
【０１６１】
　＜６．２．ｅＮｏｄｅＢの構成＞
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　以下、本実施形態の変形例に係るｅＮＢ１００の構成を説明する。ここでは、上述した
本実施形態のｅＮＢ１００の構成に追加される技術的な特徴を説明する。
【０１６２】
　（Ｈ／Ｏ制御部１４３）
　Ｈ／Ｏ制御部１４３は、上記測定結果に基づいて、上記ＵＥ２００がスモールセル３０
で無線通信することを可能にするＵＥ２００のハンドオーバを実行するか否かを決定する
。
【０１６３】
　－ハンドオーバの実行の上記第１の例
　ハンドオーバの実行の上記第１の例のように、例えば、上記ハンドオーバは、マクロセ
ル１０からスモールセル３０へのＵＥ２００のセル間ハンドオーバである。そして、Ｈ／
Ｏ制御部１４３は、マクロセル１０のダウンリンク周波数帯域における上記ハンドオーバ
を実行するか否かを決定し、及び／又は、マクロセル１０のアップリンク周波数帯域にお
ける上記ハンドオーバを実行するか否かを決定する。そして、マクロセル１０のダウンリ
ンク周波数帯域における上記ハンドオーバ及びマクロセル１０のアップリンク周波数帯域
における上記ハンドオーバのうちの少なくとも一方は、実行される。
【０１６４】
　例えば、ダウンリンク周波数帯域とアップリンク周波数帯域とのうちの、より小さい干
渉を伴う周波数帯域で、ハンドオーバが実行されてもよい。この場合に、さらに、両方の
周波数帯域の干渉レベルが小さければ、両方の周波数帯域で、ハンドオーバが実行されて
もよい。または、ダウンリンク周波数帯域ではハンドオーバは実行され、アップリンク周
波数帯域ではハンドオーバを実行するか否かが決定されてもよい。または、アップリンク
周波数帯域ではハンドオーバは実行され、ダウンリンク周波数帯域ではハンドオーバを実
行するか否かが決定されてもよい。
【０１６５】
　－ハンドオーバの実行の上記第２の例
　なお、ハンドオーバの実行の上記第２の例のように、上記ハンドオーバは、スモールセ
ル３０におけるＵＥ２００の周波数間ハンドオーバであってもよい。即ち、Ｈ／Ｏ制御部
１４３は、上記測定結果に基づいて、スモールセル３０におけるＵＥ２００の周波数間ハ
ンドオーバを実行するか否かを決定してもよい。
【０１６６】
　この場合に、例えば、さらに、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、マクロセル１０のダウンリンク
周波数帯域へのハンドオーバ及びマクロセル１０のアップリンク周波数帯域へのハンドオ
ーバのうちのいずれを実行するかを決定してもよい。このような決定によれば、周波数間
ハンドオーバに伴う干渉をより小さくすることができる。
【０１６７】
　－ハンドオーバの実行の上記第３の例
　また、ハンドオーバの実行の上記第３の例のように、例えば、マクロセル１０及びスモ
ールセル３０では、複数の周波数帯域（例えば、複数のコンポーネントキャリア）が用い
られてもよい。そして、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、上記複数の周波数帯域のうちの個々の周
波数帯域について、ハンドオーバを実行するか否かを決定してもよい。なお、この場合に
は、測定結果取得部１４１は、上記ハンドオーバの際に、上記複数の周波数帯域における
干渉レベルの測定結果を取得する。
【０１６８】
　この場合に、例えば、上記ハンドオーバは、マクロセル１０からスモールセル３０への
ＵＥ２００のセル間ハンドオーバであってもよい。そして、上記個々の周波数帯域におけ
る上記ハンドオーバを実行するか否かを決定してもよい。このような決定により、大きい
干渉が発生すると予測される周波数帯域でのセル間ハンドオーバを実行しないことにより
、当該大きな干渉を回避することができる。例えば、複数の周波数帯域のうちの、大きい
干渉が発生しないと予測される周波数帯域での、ハンドオーバが実行される。その結果、
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大きな干渉を回避できる。
【０１６９】
　また、例えば、上記ハンドオーバは、スモールセル３０におけるＵＥ２００の周波数間
ハンドオーバであってもよい。そして、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、上記複数の周波数帯域の
うちのいずれの周波数帯域への周波数間ハンドオーバを実行するかを決定してもよい。こ
のような決定により、より小さい干渉が発生すると予測される周波数帯域への周波数間ハ
ンドオーバを実行することで、大きな干渉を回避することができる。
【０１７０】
　なお、本変形例では、Ｈ／Ｏ制御部１４３は、上述した実施形態のように、測定結果に
基づいて、ＲＡＣＨに関するＵＥ２００のパラメータ、又はアップリンク周波数帯域にお
けるＵＥ２００の送信電力を制御してもよく、又は制御しなくてもよい。
【０１７１】
　＜６．３．処理の流れ＞
　次に、図１３を参照して、本実施形態の変形例に係る通信制御処理の例を説明する。図
１３は、本実施形態の変形例に係る通信制御処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス
図である。ここでは、図９を参照して説明した本実施形態のケースＡでの例と、本実施形
態の変形例の例との差分である、ステップＳ５６１～５７３のみを説明する。
【０１７２】
　ステップＳ５６１で、ｅＮＢ１００（測定結果取得部１４１）は、ハンドオーバの対象
のＵＥ２００に、当該ＵＥ２００とマクロセル１０内で無線通信する１つ以上の別のＵＥ
２００との間における干渉レベルの測定を指示する。
【０１７３】
　また、ステップＳ５６３で、ｅＮＢ１００（測定結果取得部１４１）は、上記１つ以上
の別のＵＥ２００に、当該１つ以上の別のＵＥ２００とハンドオーバ対象のＵＥ２００と
の間における干渉レベルの測定を指示する。
【０１７４】
　次に、ステップＳ５６５で、ハンドオーバ対象のＵＥ２００は、ダウンリンク周波数帯
域において上記１つ以上の別のＵＥ２００に干渉レベル測定用信号を送信する。また、上
記１つ以上の別のＵＥ２００の各々は、当該干渉レベル測定用信号を受信して干渉レベル
を測定する。そして、ステップＳ５６７で、上記１つ以上の別のＵＥ２００の各々は、測
定結果をｅＮＢ１００に送信する。
【０１７５】
　そして、ステップＳ５６９で、上記１つ以上の別のＵＥ２００の各々は、ハンドオーバ
対象のＵＥ２００に干渉レベル測定用信号を送信する。例えば、上記１つ以上の別のＵＥ
２００の各々は、別々の時間に干渉レベル測定用信号を送信する。また、ハンドオーバ対
象のＵＥ２００は、上記１つ以上の別のＵＥ２００の各々からの干渉レベル測定用信号を
受信して、干渉レベルを測定する。そして、ステップＳ５７１で、ハンドオーバ対象のＵ
Ｅ２００は、測定結果をｅＮＢ１００に送信する。
【０１７６】
　その後、ｅＮＢ１００（Ｈ／Ｏ制御部１４３）は、測定結果に基づいて、ハンドオーバ
の対象のＵＥ２００のハンドオーバを実行するか否かを決定する。
 
【０１７７】
　＜＜７．まとめ＞＞
　ここまで、図１～図１３を用いて、本開示の実施形態に係る各装置及び通信制御処理を
説明した。本実施形態によれば、ＵＥ２００がスモールセル３０で無線通信することを可
能にするＵＥ２００のハンドオーバの際に、マクロセル１０内で無線通信する１つ以上の
別のＵＥ２００と上記ＵＥ２００との間における干渉の度合いの測定結果が取得される。
そして、上記測定結果に基づいて、上記ハンドオーバが制御される。
【０１７８】
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　上記測定結果により、ハンドオーバの対象のＵＥ２００ａからスモールセル３０に近い
１つ以上の別のＵＥ２００にどの程度の干渉が発生し得るかを予測することが可能になる
ので、当該測定結果に基づいてハンドオーバを制御すれば、干渉を抑制することが可能に
なる。即ち、ヘテロジニアスネットワークにおけるハンドオーバの際に干渉を抑制するこ
とが可能になる。
【０１７９】
　また、例えば、上記ハンドオーバは、ＵＥ２００がマクロセル１０のダウンリンク周波
数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバである。
そして、上記測定結果に基づいて、ＲＡＣＨに関するＵＥ２００のパラメータが制御され
る。また、当該パラメータは、ＲＡＣＨにおけるＵＥ２００の送信電力である。
【０１８０】
　ＲＡＣＨに関するＵＥ２００ａのパラメータ（例えば、ＲＡＣＨにおける送信電力）を
変更することにより、上記干渉を抑制することができる。例えば、測定結果から、干渉レ
ベルが大きいと判定される場合に、ＲＡＣＨにおけるＵＥ２００ａの送信電力をより小さ
くすることにより、上記干渉を抑制することができる。このように、ダウンリンク周波数
帯域におけるマクロセル１０からスモールセル３０へのセル間ハンドオーバの際に発生す
る干渉を抑制することが可能になる。また、スモールセル３０におけるダウンリンク周波
数への周波数間ハンドオーバの際に発生する干渉を抑制することが可能になる。
【０１８１】
　また、例えば、上記ハンドオーバは、ＵＥ２００がマクロセル１０のアップリンク周波
数帯域を用いてスモールセル３０で無線通信することを可能にするハンドオーバである。
そして、上記測定結果に基づいて、上記アップリンク周波数帯域における上記１つ以上の
別のＵＥ２００の送信電力が制御される。
【０１８２】
　上記１つ以上の別のＵＥ２００の送信電力を変更することにより、上記干渉を抑制する
ことができる。例えば、測定結果から、干渉レベルが大きいと判定される場合に、上記１
つ以上の別のＵＥ２００のうちの対応するＵＥ２００の送信電力をより小さくすることに
より、上記干渉を抑制することができる。このように、アップリンク周波数帯域における
マクロセル１０からスモールセル３０へのセル間ハンドオーバの際に発生する干渉を抑制
することが可能になる。また、スモールセル３０におけるアップリンク周波数への周波数
間ハンドオーバの際に発生する干渉を抑制することが可能になる。
【０１８３】
　また、例えば、上記測定結果に基づいて、上記ハンドオーバを実行するか否かが決定さ
れる。このような決定により、大きい干渉が発生すると予測される周波数帯域について、
ハンドオーバを実行しないことにより、当該大きな干渉を回避することができる。
【０１８４】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態を説明したが、本開示は係る例
に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、請求の範囲に記載された範疇内
において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについて
も当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１８５】
　例えば、本開示におけるスモールセルは、ピコセル、フェムトセル、ナノセル、マイク
ロセル等のセルであってもよい。スモールセルは、マクロセルの通信容量を増加させ得る
任意の補完的なセルである。
【０１８６】
　例えば、上記実施形態に係る無線通信システムは、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅ
ｄに準拠した無線通信システムであったが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、
前提となる無線通信システムは、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄに類似する無線通
信システムであってもよく、又はＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄからさらに発展し
た規格に準拠した無線通信システムであってもよい。
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【０１８７】
　また、上記実施形態では、ハンドオーバを制御する通信制御装置は、ＬＴＥ又はＬＴＥ
－ＡｄｖａｎｃｅｄのｅＮｏｄｅＢであったが、本技術はかかる例に限定されない。例え
ば、上記通信制御装置は、別の通信規格に準拠した基地局であってもよく、又は当該基地
局の一部を構成する装置であってもよい。また、上記通信制御装置は、基地局を制御する
別の装置であってもよい。この場合に、上記通信制御装置は、無線通信部を備えなくても
よい。
【０１８８】
　また、上記実施形態では、セル内で通信する端末装置は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａ
ｎｃｅｄのＵＥであったが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、上記端末装置は
、別の通信規格に準拠した端末装置であってもよい。
【０１８９】
　また、本明細書の通信制御処理における処理ステップは、必ずしもフローチャートに記
載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、通信制御処理における処理
ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に
実行されてもよい。
【０１９０】
　また、通信制御装置及び端末装置に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等のハードウ
ェアに、上記通信制御装置及び上記端末装置の各構成と同等の機能を発揮させるためのコ
ンピュータプログラムも作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記憶させ
た記憶媒体も提供される。
【０１９１】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロセルであって、前記周波
数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われるスモールセルの一部又は全体と重複す
る当該マクロセル内で、端末装置と無線通信する無線通信部と、
　端末装置が前記スモールセルで無線通信することを可能にする当該端末装置のハンドオ
ーバの際に、前記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と前記端末装置と
の間における干渉の度合いの測定結果を取得する取得部と、
　前記測定結果に基づいて、前記ハンドオーバを制御する制御部と、
を備える通信制御装置。
（２）
　前記ハンドオーバは、前記端末装置が前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域を用い
て前記スモールセルで無線通信することを可能にするハンドオーバである、前記（１）に
記載の通信制御装置。
（３）
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、ランダムアクセスチャネルに関する前記端末
装置のパラメータを制御する、前記（２）に記載の通信制御装置。
（４）
　前記パラメータは、前記ランダムアクセスチャネルにおける前記端末装置の送信電力で
ある、前記（３）に記載の通信制御装置。
（５）
　前記ハンドオーバは、前記ダウンリンク周波数帯域における、前記マクロセルから前記
スモールセルへの前記端末装置のセル間ハンドオーバを含む、前記（３）又は（４）に記
載の通信制御装置。
（６）
　前記ハンドオーバは、前記スモールセルにおける、前記マクロセルの前記ダウンリンク
周波数帯域への前記端末装置の周波数間ハンドオーバを含む、前記（３）～（５）のいず
れか１項に記載の通信制御装置。
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（７）
　前記ハンドオーバは、前記端末装置が前記マクロセルのアップリンク周波数帯域を用い
て前記スモールセルで無線通信することを可能にするハンドオーバである、前記（１）に
記載の通信制御装置。
（８）
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、前記アップリンク周波数帯域における前記１
つ以上の別の端末装置の送信電力を制御する、前記（７）に記載の通信制御装置。
（９）
　前記ハンドオーバは、前記アップリンク周波数帯域における、前記マクロセルから前記
スモールセルへの前記端末装置のセル間ハンドオーバを含む、前記（８）に記載の通信制
御装置。
（１０）
　前記ハンドオーバは、前記スモールセルにおける、前記マクロセルの前記アップリンク
周波数帯域への前記端末装置の周波数間ハンドオーバを含む、前記（８）又は（９）に記
載の通信制御装置。
（１１）
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、前記ハンドオーバを実行するか否かを決定す
る、前記（１）に記載の通信制御装置。
（１２）
　前記ハンドオーバは、前記マクロセルから前記スモールセルへの前記端末装置のセル間
ハンドオーバであり、
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域に
おける前記ハンドオーバを実行するか否かを決定し、又は前記マクロセルのアップリンク
周波数帯域における前記ハンドオーバを実行するか否かを決定し、
　前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域における前記ハンドオーバ及び前記マクロセ
ルのアップリンク周波数帯域における前記ハンドオーバのうちの少なくとも一方は、実行
される、
前記（１１）に記載の通信制御装置。
（１３）
　前記ハンドオーバは、前記スモールセルにおける前記端末装置の周波数間ハンドオーバ
である、前記（１１）に記載の通信制御装置。
（１４）
　前記制御部は、前記マクロセルのダウンリンク周波数帯域への前記ハンドオーバ及び前
記マクロセルのアップリンク周波数帯域への前記ハンドオーバのうちのいずれを実行する
かを決定する、前記（１３）に記載の通信制御装置。
（１５）
　前記マクロセル及び前記スモールセルでは、複数の周波数帯域が用いられ、
　前記取得部は、前記ハンドオーバの際に、前記複数の周波数帯域における前記干渉の度
合いの測定結果を取得し、
　前記制御部は、前記測定結果に基づいて、前記複数の周波数帯域のうちの個々の周波数
帯域について、前記ハンドオーバを実行するか否かを決定する、
前記（１１）に記載の通信制御装置。
（１６）
　前記ハンドオーバは、前記マクロセルから前記スモールセルへの前記端末装置のセル間
ハンドオーバであり、
　前記制御部は、前記個々の周波数帯域における前記ハンドオーバを実行するか否かを決
定する、
前記（１５）に記載の通信制御装置。
（１７）
　前記ハンドオーバは、前記スモールセルにおける前記端末装置の周波数間ハンドオーバ
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であり、
　前記制御部は、前記複数の周波数帯域のうちのいずれの周波数帯域への前記ハンドオー
バを実行するかを決定する、
前記（１５）に記載の通信制御装置。
（１８）
　周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロセルであって、前記周波
数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われるスモールセルの一部又は全体と重複す
る当該マクロセル内で、端末装置と無線通信することと、
　端末装置が前記スモールセルで無線通信することを可能にする当該端末装置のハンドオ
ーバの際に、前記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と前記端末装置と
の間における干渉の度合いの測定結果を取得することと、
　前記測定結果に基づいて、前記ハンドオーバを制御することと、
を含む通信制御方法。
（１９）
　周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロセルと一部又は全体で重
複するスモールセルであって、前記周波数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われ
る前記スモールセルで、端末装置が無線通信することを可能にする、当該端末装置のハン
ドオーバの際に、前記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と前記端末装
置との間における干渉の度合いの測定結果を取得する取得部と、
　前記測定結果に基づいて、前記ハンドオーバを制御する制御部と、
を備える通信制御装置。
（２０）
　周波数帯域を用いてＦＤＤ方式での無線通信が行われるマクロセルであって、前記周波
数帯域を用いてＴＤＤ方式での無線通信が行われるスモールセルの一部又は全体と重複す
る当該マクロセル内で、当該マクロセルの基地局と無線通信し、前記スモールセル内で、
当該スモールセルの基地局と無線通信する無線通信部と、
　自装置が前記スモールセルで無線通信することを可能にする自装置のハンドオーバの際
に、前記マクロセル内で無線通信する１つ以上の別の端末装置と自装置との間における干
渉の度合いの測定のための制御を行う制御部と、
を備え、
　前記ハンドオーバは、前記測定の結果に基づいて制御される、
端末装置。
 
【符号の説明】
【０１９２】
　１　　　　無線通信システム
　１０　　　マクロセル
　３０　　　スモールセル
　１００　　ｅＮｏｄｅＢ／ｅＮＢ
　１１０　　無線通信部
　１２０　　ネットワーク通信部
　１３０　　記憶部
　１４０　　制御部
　１４１　　測定結果取得部
　１４３　　ハンドオーバ制御部／ＨＯ制御部
　２００　　ＵＥ（User　Equipment）
　２１０　　無線通信部
　２２０　　記憶部
　２３０　　制御部
　３００　　Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ／ＨｅＮＢ
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