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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マクロセルと１つ以上のスモールセルからなるネットワークにおいて、スモールセルの
基地局及び通信装置を制御する通信制御装置であって、
　前記通信装置に対し、休止状態の前記スモールセルの基地局が起動した場合に送信する
測定用信号の送信に使用される周波数チャネルを示す情報及び前記測定用信号が送信され
るタイミングを示す情報を含むスモールセル情報を送信する情報提供部と、
　前記測定用信号に基づき前記通信装置が測定した結果を取得する取得部と、
　前記測定の前記結果に基づいて、前記１つ以上のスモールセルの基地局の中から、休止
状態にさせない基地局を選択する選択部と、
を備える通信制御装置。
【請求項２】
　前記１つ以上のスモールセルは、前記通信装置の位置を示す位置情報に基づいて選択さ
れるスモールセルである、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項３】
　前記１つ以上のスモールセルの基地局を制御する制御部をさらに備え、
　前記制御部は、選択される前記基地局を休止状態にさせず、前記１つ以上のスモールセ
ルの基地局のうちの選択される前記基地局以外の基地局を休止状態にさせる、
請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項４】
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　前記制御部は、前記１つ以上のスモールセルの基地局に前記測定用信号を送信させる、
請求項３に記載の通信制御装置。
【請求項５】
　前記タイミングを示す情報は、前記スモールセルの基地局が休止状態から起動するまで
に要する時間に依存する、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項６】
　前記測定用信号は、リファレンス信号である、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項７】
　前記測定の前記結果は、前記測定用信号の受信電力又は品質に関する情報を含む、請求
項１に記載の通信制御装置。
【請求項８】
　前記測定の前記結果は、前記１つ以上のスモールセルのうちの一部のスモールセルにつ
いての情報である、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項９】
　前記測定の前記結果は、前記１つ以上のスモールセルのいずれについても前記測定用信
号の受信電力又は品質が所定の閾値を超えない場合に、いずれのスモールセルについても
前記受信電力又は前記品質が前記所定の閾値を超えないことを示す情報を含む、請求項１
に記載の通信制御装置。
【請求項１０】
　前記選択部は、スモールセルでの無線通信を行うことの要望を前記通信装置により通知
される場合に、休止状態にさせない上記基地局を選択する、請求項１に記載の通信制御装
置。
【請求項１１】
　前記通信装置は、１つの主要な周波数帯域及び１つ以上の補助的な周波数帯域を使用し
て無線通信可能であり、
　前記通信制御装置は、
　前記マクロセルのための周波数帯域を前記１つの主要な周波数帯域として使用し、選択
される前記基地局のスモールセルのための周波数帯域を前記１つ以上の補助的な周波数帯
域の１つとして使用するように、前記通信装置を制御する通信制御部
をさらに備える、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項１２】
　マクロセルと１つ以上のスモールセルからなるネットワークにおいて、スモールセルの
基地局及び通信装置を制御する通信制御方法であって、
　前記通信装置に対し、休止状態の前記スモールセルの基地局が起動した場合に送信する
測定用信号の送信に使用される周波数チャネルを示す情報及び前記測定用信号が送信され
るタイミングを示す情報を含むスモールセル情報を送信することと、
　前記測定用信号に基づき前記通信装置が測定した結果を取得することと、
　前記測定の前記結果に基づいて、前記１つ以上のスモールセルの基地局の中から、休止
状態にさせない基地局をプロセッサにより選択することと、
を含む通信制御方法。
【請求項１３】
　マクロセルと１つ以上のスモールセルからなるネットワークにおいて、スモールセルの
基地局及び通信装置を制御する通信制御装置であって、
　休止状態の前記スモールセルの基地局が起動した場合に送信する測定用信号の送信に使
用される周波数チャネルを示す情報及び前記測定用信号が送信されるタイミングを示す情
報を含むスモールセル情報に基づいて前記スモールセルについて測定する前記通信装置へ
の、前記スモールセル情報が示す前記周波数チャネル及び前記タイミングに従った前記測
定用信号の送信を制御する通信制御部と、
　前記測定の結果に基づいて前記スモールセルの基地局が休止状態にさせない基地局とし
て選択されると、前記スモールセルの基地局を休止状態にさせない状態制御部と、
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を備える通信制御装置。
【請求項１４】
　マクロセルと１つ以上のスモールセルからなるネットワークにおいて、通信制御装置に
よる制御に基づいてスモールセルの基地局と通信する通信装置であって、
　前記通信制御装置から送信された、休止状態の前記スモールセルの基地局が起動した場
合に送信する測定用信号の送信に使用される周波数チャネルを示す情報及び前記測定用信
号が送信されるタイミングを示す情報を含むスモールセル情報に基づいて、前記スモール
セルについての測定の結果を取得する取得部と、
　前記測定の前記結果に基づいて前記１つ以上のスモールセルの基地局の中から休止状態
にさせない基地局を選択する通信制御装置に、前記測定の前記結果を提供する提供部と、
を備える通信装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【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】
　近年のスマートフォンの普及による通信データ量の飛躍的な増大により、セルラー通信
では、システム容量のさらなる拡充が求められている。そのため、現在、３ＧＰＰ（Thir
d　Generation　Partnership　Project）のリリース１２では、スモールセルについての
新しいアーキテクチャが検討されている。当該新しいアーキテクチャでは、マクロセル内
に配置されるスモールセルでは、マクロセルで使用される周波数帯域とは異なる周波数帯
域が使用される。これにより、より効率的にセル分割利得が得られ得る。
【０００３】
　スモールセルに関する１つの検討事項として、スモールセルの基地局の消費電力の低減
が挙げられる。そのため、例えば、スモールセルの使用状況に応じて、スモールセルの基
地局を起動させ、又は休止状態（dormant）にすることが考えられる。一例として、オフ
ィス街では、夜間のトラフィックは極めて小さい。別の例として、スポーツ競技場などで
は、イベント開催中の特定の時間帯では、トラフィックが極めて大きいが、それ以外の時
間帯では、トラフィックは極めて小さい。さらに別の例として、オフローディングの目的
で家庭に設置された基地局は、ほとんどの時間帯で使用されていないことが多い。今後、
スモールセルがさらに普及し、スモールセルの数が極めて大きくなると、スモールセルの
基地局の消費電力を削減することにより、全体として非常に大きな消費電力が削減され得
る。そのため、スモールセルの基地局の消費電力を削減するための技術が提案されている
。
【０００４】
　例えば、特許文献１及び特許文献２には、無線通信端末がフェムトセルの近隣にいない
と判定される場合に、フェムトセル基地局に電波の受信を停止させ、無線通信端末がフェ
ムトセルの近隣にいると判定される場合に、フェムトセル基地局に電波の受信を開始させ
る技術が、開示されている。また、特許文献３には、ＧＰＳ（Global　Positioning　Sys
tem）により得られた移動端末装置の位置に基づいて、移動端末装置の通信を処理可能な
スモールセルを特定し、特定されたスモールセルの電力供給を再開する技術が、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２０１１－０４９８５９号公報
【特許文献２】特開２０１１－０４９８９０号公報
【特許文献３】特開２０１１－０９１７４８号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記特許文献１～３に開示さている技術では、起動させるスモールセルは、端
末装置の位置（又は当該位置を含むエリア）のみに基づいて選択されるので、必ずしも適
切なスモールセルが選択されるとは限らない。例えば、あるスモールセルの基地局が端末
装置により近かったとしても、当該基地局と端末装置との間に大きな障害物があるなどの
理由により、上記基地局と上記端末装置との間のチャネルは好ましくない可能性もある。
そのため、例えば、端末装置により近いスモールセルの基地局が起動したものの、上記端
末装置と上記基地局との無線通信の品質は低くり得る。結果として、例えば、上記端末装
置のユーザにとっての利便性が損なわれる。
【０００７】
　そこで、スモールセルの基地局の消費電力を削減しつつ、スモールセルにおける無線通
信の通信品質の低下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、マクロセルと一部又は全体で重なる１つ以上のスモールセルについて
の端末装置による測定の結果を取得する取得部と、上記測定の上記結果に基づいて、上記
１つ以上のスモールセルの基地局の中から、休止状態にさせない基地局を選択する選択部
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、マクロセルと一部又は全体で重なる１つ以上のスモールセルに
ついての端末装置による測定の結果を取得することと、上記測定の上記結果に基づいて、
上記１つ以上のスモールセルの基地局の中から、休止状態にさせない基地局をプロセッサ
により選択することと、を含む通信制御方法が提供される。
【００１０】
　また、本開示によれば、マクロセルと一部又は全体で重なるスモールセルについての端
末装置による測定のための信号の送信を制御する通信制御部と、上記測定の結果に基づい
て上記スモールセルの基地局が休止状態にさせない基地局として選択されると、上記スモ
ールセルの基地局を休止状態にさせない状態制御部と、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、マクロセルと一部又は全体で重なる１つ以上のスモールセルに
ついての測定の結果を取得する取得部と、上記測定の上記結果に基づいて上記１つ以上の
スモールセルの基地局の中から休止状態にさせない基地局を選択する通信制御装置に、上
記測定の上記結果を提供する提供部と、を備え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、スモールセルの基地局の消費電力を削減しつつ、
スモールセルにおける無線通信の通信品質の低下を抑制することが可能となる。なお、上
記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、
本明細書に示されたいずれかの効果、又は本明細書から把握され得る他の効果が奏されて
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本開示の一実施形態に係る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２】一実施形態に係るマクロ基地局の構成の一例を示すブロック図である。
【図３】一実施形態に係るスモールセル情報の一例を説明するための説明図である。
【図４】一実施形態に係るキャリアアグリゲーションの例を説明するための説明図である
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。
【図５】一実施形態に係るスモール基地局の構成の一例を示すブロック図である。
【図６】一実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図７】一実施形態に係る通信制御処理の概略的な流れの第１の例を示すフローチャート
である。
【図８】一実施形態に係る通信制御処理の概略的な流れの第２の例を示すフローチャート
である。
【図９】ｅＮＢの概略的な構成の第１の例を示すブロック図である。
【図１０】ｅＮＢの概略的な構成の第２の例を示すブロック図である。
【図１１】スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図１２】カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【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。
【００１５】
また、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複数の構成要素を、
同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に
同一の機能構成を有する複数の構成を、必要に応じて端末装置３００Ａ、３００Ｂ及び３
００Ｃのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各
々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、端末装置３００Ａ、
３００Ｂ及び３００Ｃを特に区別する必要が無い場合には、単に端末装置３００と称する
。
【００１６】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本実施形態に係る通信システムの概略的な構成
　２．マクロ基地局の構成
　３．スモール基地局の構成
　４．端末装置の構成
　５．処理の流れ
　６．変形例
　７．応用例
　８．まとめ
【００１７】
　＜＜１．本実施形態に係る通信システムの概略的な構成＞＞
　まず、図１を参照して、本開示の実施形態に係る通信システム１の概略的な構成を説明
する。図１は、本実施形態に係る通信システム１の概略的な構成の一例を示す説明図であ
る。図１を参照すると、通信システム１は、マクロセル１０の基地局（以下、「マクロ基
地局」と呼ぶ）１００、スモールセル２０の基地局（以下、「スモール基地局」と呼ぶ）
２００、及び端末装置３００を含む。通信システム１は、例えば、ＬＴＥ（Long　Term　
Evolution）、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、又はこれらに準ずる通信方式に従ったシステ
ムである。また、各スモールセル２０は、マクロセル１０と一部又は全体で重なる。
【００１８】
　マクロ基地局１００は、マクロセル１０内に位置する端末装置３００との無線通信を行
う。また、スモール基地局２００は、スモールセル２０内に位置する端末装置３００との
無線通信を行う。例えば、スモールセル２０では、マクロセル１０で使用される周波数帯
域とは異なる周波数帯域が使用される。即ち、スモールセル２０での無線通信のためにス
モール基地局２００が使用する周波数帯域は、マクロセル１０での無線通信のためにマク
ロ基地局１００が使用する周波数帯域と異なる。これらの周波数帯域は、それぞれ、例え
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ば、１つ以上のＣＣ（Component　Carrier）を含む。ＣＣとは、ＬＴＥ―Ａｄｖａｎｃｅ
ｄのキャリアアグリゲーションにおいて用いられる帯域である。
【００１９】
　また、とりわけ本実施形態では、スモール基地局２００は、休止状態（dormant）とな
ることが可能である。休止状態であるスモール基地局２００は、例えば、ダウンリンクで
の送信及びアップリンクでの受信を行わない。即ち、休止状態であるスモール基地局２０
０は、ダウンリンクでの送信及びアップリンクでの受信を停止している。また、スモール
基地局２００は、休止状態であったとしても、その後起動し、ダウンリンクでの送信及び
アップリンクでの受信を行うことが可能である。
【００２０】
　端末装置３００は、マクロセル１０内に位置する場合に、マクロ基地局１００との無線
通信を行う。また、端末装置３００は、スモールセル２０内に位置する場合に、スモール
基地局２００との無線通信を行う。
【００２１】
　また、例えば、端末装置３００は、１つの主要な周波数帯域及び１つ以上の補助的な周
波数帯域を使用して無線通信可能である。より具体的には、例えば、端末装置３００は、
キャリアアグリゲーションのケイパビリティを有し、１つのＰＣＣ（Primary　Component
　Carrier）及び１つ以上のＳＣＣ（Secondary　Component　Carrier）を使用して無線通
信を行うことができる。さらに、例えば、端末装置３００は、マクロセル１０のための周
波数帯域（ＣＣ）を主要な周波数帯域（ＰＣＣ）として使用し、スモールセル２０のため
の周波数帯域（ＣＣ）を補助的な周波数帯域（ＳＣＣ）として使用して、マクロ基地局１
００及びスモール基地局２００との無線通信を行い得る。
【００２２】
　＜＜２．マクロ基地局の構成＞＞
　図２～図４を参照して、本実施形態に係るマクロ基地局１００の構成の一例を説明する
。図２は、本実施形態に係るマクロ基地局１００の構成の一例を示すブロック図である。
図２を参照すると、マクロ基地局１００は、アンテナ部１１０、無線通信部１２０、ネッ
トワーク通信部１３０、記憶部１４０及び処理部１５０を備える。
【００２３】
　（アンテナ部１１０）
　アンテナ部１１０は、無線信号を受信し、受信された無線信号を無線通信部１２０へ出
力する。また、アンテナ部１１０は、無線通信部１２０により出力された送信信号を送信
する。
【００２４】
　（無線通信部１２０）
　無線通信部１２０は、マクロセル１０内に位置する端末装置３００との無線通信を行う
。例えば、無線通信部１２０は、マクロセル１０のための周波数帯域を使用して、端末装
置３００との無線通信を行う。例えば、上記周波数帯域は、１つ以上のＣＣを含む。
【００２５】
　（ネットワーク通信部１３０）
　ネットワーク通信部１３０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１３０は、スモール基地局２００と通信する。また、例えば、ネットワーク通信部１３
０は、他のマクロ基地局１００と通信する。また、例えば、ネットワーク通信部１３０は
、コアネットワークノードと通信する。
【００２６】
　（記憶部１４０）
　記憶部１４０は、マクロ基地局１００の動作のためのプログラム及びデータを記憶する
。
【００２７】
　例えば、記憶部１４０は、スモール基地局２００に関する情報を記憶する。例えば、当
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該情報は、スモール基地局２００により形成されるスモールセル２０のスモールセルＩＤ
、スモール基地局２００の位置を示す位置情報、スモール基地局２００によりリファレン
ス信号が送信される周波数チャネルを示す周波数チャネル情報、スモール基地局２００が
休止状態からリファレンス信号の送信を開始するまでに要する時間を示す時間情報などを
含む。
【００２８】
　（処理部１５０）
　処理部１５０は、マクロ基地局１００の様々な機能を提供する。処理部１５０は、位置
情報取得部１５１、第１選択部１５２、情報提供部１５３、スモールセル制御部１５４、
測定結果取得部１５５、第２選択部１５６及び通信制御部１５７を含む。
【００２９】
　（位置情報取得部１５１）
　位置情報取得部１５１は、端末装置３００の位置を示す位置情報を取得する。
【００３０】
　例えば、位置情報取得部１５１は、無線通信部１２０を介して、端末装置３００の位置
を示す位置情報の提供を要求する位置情報要求メッセージを、端末装置３００に送信する
。すると、端末装置３００は、上記位置情報を送信し、位置情報取得部１５１は、無線通
信部１２０を介して、当該位置情報を取得する。一例として、上記位置情報要求メッセー
ジは、ＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションメッセージであってもよい。
【００３１】
　なお、位置情報取得部１５１は、上述したように端末装置３００により位置情報を提供
される代わりに、端末装置３００により送信されるアップリンク信号（例えば、リファレ
ンス信号）を用いた端末装置３００の測位により、上記位置情報を取得してもよい。当該
測位は、端末装置３００についてのＴＡ（Timing　Advance）値及びＡｏＡ（Angle　of　
Arrival）による測位であってもよく、又は、複数のマクロ基地局１００による端末装置
３００の測位であってもよい。
【００３２】
　（第１選択部１５２）
　第１選択部１５２は、端末装置３００の位置を示す上記位置情報に基づいて、１つ以上
のスモールセル２０を選択する。
【００３３】
　例えば、第１選択部１５２は、マクロセル１０と一部又は全体で重なるスモールセル２
０の中から、上記位置情報により示される端末装置３００の位置の近傍にある１つ以上の
スモールセル２０を選択する。一例として、第１選択部１５２は、端末装置３００から所
定の距離以内に存在するスモール基地局２００のスモールセル２０を選択する。
【００３４】
　これにより、例えば、端末装置３００との無線通信を行う可能性があるスモール基地局
２００が選択され、端末装置３００との無線通信を行う可能性がないスモール基地局２０
０は選択されない。その結果、より消費電力を削減することが可能になる。
【００３５】
　（情報提供部１５３）
　情報提供部１５３は、上記１つ以上のスモールセル２０に関する情報（以下、「スモー
ルセル情報」と呼ぶ）を端末装置３００に提供する。
 
【００３６】
　例えば、上記スモールセル情報は、上記１つ以上のスモールセル２０のＩＤ（以下、「
スモールセルＩＤ」と呼ぶ）を含む。一例として、当該スモールセルＩＤは、ＥＣＧＩ（
E-UTRAN　Cell　Global　ID）である。ＥＣＧＩは、ＰＬＭＮ（Public　Land　Mobile　N
etwork）　ＩＤとセルＩＤとの組み合わせである。また、ＰＬＭＮは、国番号と事業者コ
ードとの組み合わせであり、公衆網の識別子である。このようなスモールセルＩＤにより
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、端末装置３００は、選択されたスモールセル２０を識別することが可能になる。
【００３７】
　また、例えば、上記スモールセル情報は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール
基地局２００の各々によって測定（measurement）のための信号（以下、「測定用信号」
）が送信される周波数チャネルを示す情報（以下、「周波数チャネル情報」と呼ぶ）を含
む。一例として、当該周波数チャネル情報は、ＥＡＲＦＣＮ（E-UTRA　Absolute　Radio
　Frequency　Channel　Number）である。これにより、例えば、端末装置３００は、測定
用信号が送信される周波数チャネルを探索することなく、当該測定用信号を受信すること
が可能になる。そのため、測定における端末装置３００の負荷が軽減され得る。
 
【００３８】
　また、例えば、上記スモールセル情報は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール
基地局２００の各々によって測定用信号が送信されるタイミングを示す情報（以下、「タ
イミング情報」と呼ぶ）を含む。一例として、タイミング情報は、システムフレーム番号
（ＳＦＮ）、又はＳＦＮとサブフレーム番号との組合せである。これにより、例えば、端
末装置３００は、測定用信号が送信されるタイミングで信号の受信を開始することが可能
になる。即ち、端末装置３００は、長時間にわたって信号を受信し続ける必要がなくなる
。そのため、測定における端末装置３００の負荷が軽減され得る。
【００３９】
　また、例えば、測定用信号が送信される上記タイミングは、上記１つ以上のスモールセ
ル２０のスモール基地局２００の各々が休止状態から起動するまでに要する時間に依存す
る。例えば、情報提供部１５３は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２
００の各々が休止状態から起動するまでに要する時間を考慮して上記タイミングを決定し
、決定された当該タイミングを示す情報（タイミング情報）を提供する。これにより、上
記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２００の間で、休止状態から起動するの
に要する時間が異なる場合であっても、適切な送信タイミングを端末装置３００に通知す
ることが可能になる。
【００４０】
　以上のように、スモールセル情報が端末装置３００に提供される。これにより、測定に
おける端末装置３００の負荷が軽減され得る。以下、図３を参照して、スモールセル情報
の具体例を説明する。
【００４１】
　図３は、本実施形態に係るスモールセル情報の一例を説明するための説明図である。図
３を参照すると、リスト形式のスモールセル情報が示されている。上述したように、スモ
ールセル情報は、スモールセル２０ごとの、スモールセルＩＤ、周波数チャネル情報及び
タイミング情報を含む。
【００４２】
　なお、上記測定用信号は、例えば、リファレンス信号である。一例として、上記測定用
信号は、セル固有のリファレンス信号（Cell-specific　Reference　Signal：ＣＲＳ）又
は共通リファレンス信号（Common　Reference　Signal：ＣＲＳ）である。
【００４３】
　（スモールセル制御部１５４）
　スモールセル制御部１５４は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２０
０を制御する。
【００４４】
　－測定用信号の送信の制御
　例えば、スモールセル制御部１５４は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基
地局２００に測定用信号を送信させる。
【００４５】
　より具体的には、例えば、スモールセル制御部１５４は、上記１つ以上のスモールセル
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２０のスモール基地局２００を起動させる。一例として、スモールセル制御部１５４は、
ネットワーク通信部１３０を介して、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局
２００へ、起動を指示する起動指示メッセージを送信する。すると、上記１つ以上のスモ
ールセル２０のスモール基地局２００は、起動し、測定用信号を含むダウンリンク信号の
送信を再開する。上述したように、当該測定用信号は、例えば、リファレンス信号である
。
【００４６】
　これにより、スモール基地局２００が休止状態であり、ダウンリンクでの送信が行われ
ていない状態であったとしても、その後、上記１つ以上のスモールセル２０についての測
定を行うことが可能になる。
【００４７】
　また、例えば、スモールセル制御部１５４は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモ
ール基地局２００に、上記スモールセル情報の中で通知される送信タイミングで測定用信
号を送信させる。一例として、上記起動指示メッセージの中に上記送信タイミングを示す
情報が含まれ、スモール基地局２００は、当該タイミングで、リファレンス信号（又はリ
ファレンス信号を含むダウンリンク信号）の送信を再開する。
【００４８】
　なお、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２００は、ダウンリンクでの
送信のみを再開し、アップリンクでの受信を停止したままであってもよい。
【００４９】
　スモールセル制御部１５４についてのさらなる制御については、測定結果取得部１５５
及び第２選択部１５６の説明の後に説明する。
【００５０】
　（測定結果取得部１５５）
　測定結果取得部１５５は、上記１つ以上のスモールセル２０についての端末装置３００
による測定の結果（以下、「測定結果」と呼ぶ）を取得する。
【００５１】
　例えば、端末装置３００は、上記１つ以上のスモールセル２０についての測定が完了す
ると、当該測定の結果（即ち、測定結果）をマクロ基地局１００に提供し、測定結果取得
部１５５は、無線通信部１２０を介して、上記測定結果を取得する。一例として、当該測
定結果は、測定報告（measurement　report）として提供される。
【００５２】
　例えば、上記測定結果は、測定信号の受信電力又は品質に関する情報を含む。より具体
的には、上述したように、例えば、上記測定信号は、リファレンス信号である。そして、
上記測定信号の受信電力又は品質に関する上記情報は、例えば、ＲＳＲＰ（Reference　S
ignal　Received　Power）又はＲＳＲＱ（Reference　Signal　Received　Quality）であ
る。
【００５３】
　また、例えば、上記測定結果は、上記１つ以上のスモールセル２０のうちの一部のスモ
ールセル２０についての情報である。より具体的には、例えば、上記測定結果は、所定の
条件を満たすＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ（例えば、所定の閾値を超えるＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ
）を伴うスモールセル２０についての情報である。一例として、上記測定結果は、所定の
条件を満たすＲＳＲＰ又はＲＳＲＱと、当該ＲＳＲＰ又は当該ＲＳＲＱを伴うスモールセ
ル２０のスモールセルＩＤとを含む。このように一部のスモールセル２０についての情報
が測定結果として提供されることにより、例えば、測定結果の送信によるオーバーヘッド
が抑えられ得る。
【００５４】
　なお、上記測定結果は、上記１つ以上のスモールセル２０の各々についての情報であっ
てもよい。
【００５５】
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　また、上記測定結果は、上記１つ以上のスモールセル２０のいずれについても測定信号
の受信電力又は品質が所定の閾値を超えない場合に、いずれのスモールセルについても上
記受信電力又は上記品質が上記所定の閾値を超えないことを示す情報を含んでもよい。こ
のような簡易な情報が測定結果として提供されることにより、例えば、測定結果の送信に
よるオーバーヘッドが抑えられ得る。
【００５６】
　（第２選択部１５６）
　第２選択部１５６は、上記測定結果に基づいて、上記１つ以上のスモールセル２０のス
モール基地局２００の中から、休止状態にさせないスモール基地局２００を選択する。即
ち、第２選択部１５６は、上記測定結果に基づいて、上記１つ以上のスモールセル２０の
スモール基地局２００の中から、端末装置３００と通信可能な状態にするスモール基地局
２００を選択する。
【００５７】
　例えば、上述したように、上記測定結果は、測定信号の受信電力又は品質に関する情報
を含む。そして、第２選択部１５６は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地
局２００の中から、最も良好な受信電力又は品質を伴うスモールセル２０のスモール基地
局２００を、休止状態にさせないスモール基地局２００として選択する。あるいは、第２
選択部１５６は、最も良好な受信電力又は品質を伴うスモールセル２０のスモール基地局
２００の代わりに、より良好な受信電力又は品質を伴う２つ以上のスモールセル２０のス
モール基地局２００を選択してもよい。
【００５８】
　以上のように、測定結果に基づいて、休止状態にさせないスモール基地局２００（即ち
、端末装置３００と通信可能な状態にするスモール基地局２００）が選択される。これに
より、例えば、必ずしも端末装置３００により近いスモール基地局２００が選択されるわ
けではなく、より良好な通信品質をもたらすスモール基地局２００が、休止状態にさせな
いスモール基地局２００として選択される。そのため、スモール基地局２００の消費電力
を削減しつつ、スモールセル２０における無線通信の通信品質の低下を抑制することが可
能になる。
【００５９】
　なお、第２選択部１５６は、スモールセル２０での無線通信を行うことの要望を端末装
置３００により通知される場合に、休止状態にさせない上記スモール基地局２００を選択
する。例えば、第２選択部１５６に限らず、第１選択部１５２、情報提供部１５３、スモ
ールセル制御部１５４及び測定結果取得部１５５は、上記要望を通知される場合に限り、
上述した動作を行う。これにより、端末装置３００がスモールセル２０での無線通信を行
わない場合には、上述した一連の動作が行われない。これにより、例えば、無駄な動作を
省くことが可能になる。また、例えば、端末装置３００の要望に応じて、端末装置３００
にスモールセル２０での無線通信を行わせることが可能になる。
【００６０】
　（スモールセル制御部１５４　続き）
　次に、スモールセル制御部１５４についてのさらなる制御を説明する。
【００６１】
　－スモール基地局の休止（dormancy）の制御
　例えば、スモールセル制御部１５４は、選択される上記スモール基地局２００を休止状
態にさせず、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２００のうちの選択され
る上記スモール基地局２００以外のスモール基地局２００を休止状態にさせる。
【００６２】
　例えば、上述したように、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２００は
、測定信号の送信のために起動したので、スモールセル制御部１５４は、これらのスモー
ル基地局２００のうちの、選択された上記スモール基地局２００以外のスモール基地局２
００（以下、「その他のスモール基地局２００」と呼ぶ）を、再び休止状態にする。この
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場合には、例えば、スモールセル制御部１５４は、ネットワーク通信部１３０を介して、
上記その他のスモール基地局２００へ、休止状態になるように指示する休止指示メッセー
ジを送信する。すると、上記その他のスモール基地局２００は、休止状態になり、ダウン
リンクでの送信及びアップリンクでの受信を行わなくなる。一方、選択された上記スモー
ル基地局２００は、休止状態にならず、ダウンリンクでの送信及びアップリンクでの受信
を行う。スモール基地局２００は、端末装置３００と通信可能な状態のままである。
【００６３】
　なお、上述したように、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２００が、
測定信号の送信のために、ダウンリンクでの送信のみを再開し、アップリンクでの受信を
再開しなくてもよい。この場合には、例えば、スモールセル制御部１５４は、上述したよ
うに上記休止指示メッセージを上記その他のスモール基地局２００へ送信しつつ、選択さ
れた上記スモール基地局２００へ、起動を指示する起動指示メッセージを送信する。その
結果、選択された上記スモール基地局２００は、アップリンクでの受信も再開する。
【００６４】
　また、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２００は、測定信号の送信の
際に一時的に起動し、測定信号の送信後には、再び休止状態に戻っていてもよい。この場
合には、例えば、スモールセル制御部１５４は、選択された上記スモール基地局２００へ
、起動を指示する起動指示メッセージを送信する。すると、選択された上記スモール基地
局２００は、起動し、ダウンリンクでの送信及びアップリンクでの受信を再開する。
 
【００６５】
　以上のような制御の結果として、選択される上記スモール基地局２００は、休止状態で
はなく、端末装置３００と通信可能な状態であり、上記その他のスモール基地局２００は
、休止状態である。これにより、端末装置３００は、スモールセル２０での無線通信を行
うことが可能になり、且つスモール基地局２００の消費電力が削減され得る。
【００６６】
　（通信制御部１５７）
　通信制御部１５７は、マクロセル１０での無線通信を制御する。また、例えば、通信制
御部１５７は、スモール基地局２００又は端末装置３００を制御することにより、スモー
ルセル２０での無線通信も制御する。
【００６７】
　とりわけ本実施形態では、例えば、通信制御部１５７は、マクロセル１０のための周波
数帯域を１つの主要な周波数帯域として使用し、選択される上記スモール基地局２００の
スモールセル２０のための周波数帯域を１つ以上の補助的な周波数帯域の１つとして使用
するように、上記端末装置３００を制御する。
【００６８】
　より具体的には、例えば、通信制御部１５７は、マクロセル１０のためのＣＣをＰＣＣ
として使用し、スモールセル２０のためのＣＣをＳＣＣとして使用するように、端末装置
３００を制御する。一例として、通信制御部１５７は、選択された上記スモール基地局２
００により使用されるＣＣをＳＣＣとして追加するための、ＲＲＣコネクションリコンフ
ィギュレーション（RRC　Connection　Reconfiguration）メッセージを、無線通信部１２
０を介して端末装置３００へ送信する。すると、端末装置３００は、上記ＣＣをＳＣＣと
して追加し、ＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションコンプリート（RRC　Connect
ion　Reconfiguration　Complete）メッセージをマクロ基地局１００へ送信する。また、
通信制御部１５７は、選択されたスモール基地局２００により使用されるＣＣを端末装置
３００がＳＣＣとして使用することを、選択されたスモール基地局２００に通知する。結
果として、端末装置３００は、選択されたスモール基地局２００とＳＣＣを使用して無線
通信を行う。以下、このようなキャリアアグリゲーションの具体例を、図４を参照して説
明する。
【００６９】
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　図４は、本実施形態に係るキャリアアグリゲーションの例を説明するための説明図であ
る。図４を参照すると、マクロ基地局１００、スモール基地局２００及び端末装置３００
が示されている。スモール基地局２００は、測定結果に基づいて選択されたスモール基地
局である。端末装置３００は、マクロセル１０のためのＣＣをＰＣＣとして使用してマク
ロ基地局１００との無線通信を行い、スモールセル２０のためのＣＣをＳＣＣとして使用
してスモール基地局２００との無線通信を行う。
【００７０】
　このようなキャリアアグリゲーションにより、端末装置３００は、マクロ基地局１００
との無線通信を継続しつつ、必要に応じて起動されたスモール基地局２００とも無線通信
を行うことが可能になる。例えば、端末装置３００がマクロセル１０内に位置する限り、
ＰＣＣのハンドオーバの機会はないので、端末装置３００にとってのシグナリングの負荷
を軽減することが可能になる。また、例えば、端末装置３００にとっての通信速度が向上
し得る。また、このようなキャリアアグリゲーションのためには、スモールセル２０につ
いての測定が必要であるので、上述したような測定の手続きがとりわけ有効になる。
【００７１】
　なお、ＳＣＣの追加のための処理は、ＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションメ
ッセージの端末装置３００への送信の代わりに、ＭＡＣ（Media　Access　Control）制御
エレメントの端末装置３００への送信を含んでもよい。
【００７２】
　＜＜３．スモール基地局の構成＞＞
　図５を参照して、本実施形態に係るスモール基地局２００の構成の一例を説明する。図
５は、本実施形態に係るスモール基地局２００の構成の一例を示すブロック図である。図
５を参照すると、スモール基地局２００は、アンテナ部２１０、無線通信部２２０、ネッ
トワーク通信部２３０、記憶部２４０及び処理部２５０を備える。
【００７３】
　（アンテナ部２１０）
　アンテナ部２１０は、無線信号を受信し、受信された無線信号を無線通信部２２０へ出
力する。また、アンテナ部２１０は、無線通信部２２０により出力された送信信号を送信
する。
【００７４】
　（無線通信部２２０）
　無線通信部２２０は、スモールセル２０内に位置する端末装置３００との無線通信を行
う。例えば、無線通信部２２０は、スモールセル２０のための周波数帯域を使用して、端
末装置３００との無線通信を行う。例えば、上記周波数帯域は、１つ以上のＣＣを含む。
 
【００７５】
　とりわけ本実施形態では、無線通信部２２０は、スモール基地局２００が休止状態にな
ると、無線通信を停止する。例えば、ダウンリンクでの送信とアップリンクでの受信の両
方が停止される。
【００７６】
　（ネットワーク通信部２３０）
　ネットワーク通信部２３０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２３０は、マクロ基地局１００と通信する。また、例えば、ネットワーク通信部２３０
は、他のスモール基地局２００と通信する。また、例えば、ネットワーク通信部２３０は
、コアネットワークノードと通信する。
 
【００７７】
　（記憶部２４０）
　記憶部２４０は、スモール基地局２００の動作のためのプログラム及びデータを記憶す
る。
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【００７８】
　（処理部２５０）
　処理部２５０は、スモール基地局２００の様々な機能を提供する。処理部２５０は、状
態制御部２５１及び通信制御部２５２を含む。
【００７９】
　（状態制御部２５１）
　状態制御部２５１は、スモール基地局２００が休止状態になるように、スモール基地局
２００を制御する。例えば、状態制御部２５１は、無線通信部２２０に、ダウンリンクで
の送信及び／又はアップリンクでの受信を停止させる。また、例えば、状態制御部２５１
は、通信制御部２５２に、ダウンリンクでの送信の制御、及び／又はアップリンクでの受
信の制御を停止させる。
【００８０】
　また、状態制御部２５１は、スモール基地局２００が端末装置３００と通信可能な状態
になるように、スモール基地局２００を制御する。即ち、状態制御部２５１は、スモール
基地局２００を起動する。例えば、状態制御部２５１は、無線通信部２２０に、ダウンリ
ンクでの送信及び／又はアップリンクでの受信を再開させる。また、例えば、状態制御部
２５１は、通信制御部２５２に、ダウンリンクでの送信の制御、及び／又はアップリンク
での受信の制御を再開させる。なお、例えば、初期状態として、ダウンリンクでの送信及
び／又はアップリンクでの受信は、停止している。また、例えば、初期状態として、ダウ
ンリンクでの送信の制御、及び／又はアップリンクでの受信の制御は、停止している。
【００８１】
　また、状態制御部２５１は、マクロ基地局１００による制御に応じて、スモール基地局
２００が休止状態になるように、又は、スモール基地局２００が端末装置３００と通信可
能な状態になるように、スモール基地局２００を制御する。一例として、マクロ基地局１
００が、起動を指示する起動指示メッセージをスモール基地局２００へ送信すると、状態
制御部２５１は、スモール基地局２００が端末装置３００と通信可能な状態になるように
、スモール基地局２００を制御する。また、一例として、マクロ基地局１００が、休止状
態になるように指示する休止指示メッセージをスモール基地局２００へ送信すると、状態
制御部２５１は、スモール基地局２００が休止状態になるように、スモール基地局２００
を制御する。
【００８２】
　とりわけ本実施形態では、状態制御部２５１は、上記１つ以上のスモールセル２０につ
いての端末装置３００による測定の結果（即ち、測定結果）に基づいてスモール基地局２
００が休止状態にさせないスモール基地局として選択されると、スモール基地局２００を
休止状態にさせない。例えば、スモール基地局２００が、上記測定結果に基づいて、休止
状態にさせないスモール基地局として選択される。また、例えば、スモール基地局２００
は、測定信号の送信のために既に起動している。この場合には、マクロ基地局１００は、
上記休止指示メッセージをスモール基地局２００へ送信しない。そのため、状態制御部２
５１は、スモール基地局２００が休止状態になるように、スモール基地局２００を制御し
ない。
 
【００８３】
　なお、上述したように、スモール基地局２００は、測定信号の送信のために、ダウンリ
ンクでの送信のみを再開し、アップリンクでの受信を再開しなくてもよい。この場合には
、マクロ基地局１００は、上記起動指示メッセージをスモール基地局２００へ送信する。
そのため、状態制御部２５１は、スモール基地局２００が端末装置３００と通信可能な状
態になるように、スモール基地局２００を制御する。
 
【００８４】
　また、スモールセル２０のスモール基地局２００は、測定信号の送信の際に一時的に起
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動し、測定信号の送信後には、再び休止状態に戻っていてもよい。この場合には、マクロ
基地局１００は、上記起動指示メッセージをスモール基地局２００へ送信する。そのため
、状態制御部２５１は、スモール基地局２００が端末装置３００と通信可能な状態になる
ように、スモール基地局２００を制御する。
 
【００８５】
　（通信制御部２５２）
　通信制御部２５２は、スモールセル２０における無線通信を制御する。
【００８６】
　例えば、通信制御部２５２は、スモール基地局２００によるダウンリンクでの送信及び
ダウンリンクでの受信を制御する。
【００８７】
　とりわけ本実施形態では、通信制御部２５２は、スモールセル２０についての端末装置
３００による測定のための信号（即ち、測定信号）の送信を制御する。例えば、通信制御
部２５２は、当該測定信号を含むダウンリンク信号の送信を制御する。上述したように、
例えば、当該ダウンリンク信号は、リファレンス信号である。また、例えば、スモール基
地局２００は、初期状態として、ダウンリンクでの送信及び当該送信の制御を停止してい
るが、マクロ基地局１００は、上記測定のために上記起動指示メッセージを送信すると、
スモール基地局２００は、ダウンリンクでの送信及び当該送信の制御を再開する。よって
、通信制御部２５２は、測定信号を含むダウンリンク信号の送信を制御する。
 
【００８８】
　また、とりわけ本実施形態では、例えば、上記測定結果に基づいてスモール基地局２０
０が休止状態にさせないスモール基地局として選択されると、通信制御部２５２は、スモ
ールセル２０のための周波数帯域を１つ以上の補助的な周波数帯域の１つとして使用する
ように、上記端末装置３００を制御する。
【００８９】
　より具体的には、例えば、マクロ基地局１００は、スモールセル２０のためのＣＣ（即
ち、スモール基地局２００により使用されるＣＣ）を端末装置３００がＳＣＣとして使用
することを、スモール基地局２００に通知する。すると、通信制御部２５２は、スモール
セル２０のためのＣＣをＳＣＣとして使用するように、端末装置３００を制御する。一例
として、通信制御部２５２は、スモールセル２０のＣＣの無線リソースを端末装置３００
に割当てる。また、別の例として、スモールセル２０のＣＣに関する制御情報を端末装置
３００に提供する。
 
【００９０】
　＜＜４．端末装置の構成＞＞
　図６を参照して、本実施形態に係る端末装置３００の構成の一例を説明する。図６は、
本実施形態に係る端末装置３００の構成の一例を示すブロック図である。図６を参照する
と、端末装置３００は、アンテナ部３１０、無線通信部３２０、記憶部３３０、入力部３
４０、表示部３５０及び処理部３６０を備える。
【００９１】
　（アンテナ部３１０）
　アンテナ部３１０は、無線信号を受信し、受信された無線信号を無線通信部３２０へ出
力する。また、アンテナ部３１０は、無線通信部３２０により出力された送信信号を送信
する。
【００９２】
　（無線通信部３２０）
　無線通信部３２０は、端末装置３００がマクロセル１０内に位置する場合に、マクロ基
地局１００との無線通信を行う。例えば、無線通信部３２０は、マクロセル１０のための
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周波数帯域（例えば、１つ以上のＣＣ）を使用して、マクロ基地局１００との無線通信を
行う。
【００９３】
　また、無線通信部３２０は、端末装置３００がスモールセル２０内に位置する場合に、
スモール基地局２００との無線通信を行う。例えば、無線通信部３２０は、スモールセル
２０のための周波数帯域（例えば、１つ以上のＣＣ）を使用して、スモール基地局２００
との無線通信を行う。
【００９４】
　（記憶部３３０）
　記憶部３３０は、端末装置３００の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
【００９５】
　（入力部３４０）
　入力部３４０は、端末装置３００のユーザによる入力を受け付ける。そして、入力部３
４０は、入力結果を処理部３６０に提供する。
【００９６】
　（表示部３５０）
　表示部３５０は、端末装置３００からの出力画面（即ち、出力画像）を表示する。例え
ば、表示部３５０は、処理部３６０（表示制御部３６７）による制御に応じて、出力画面
を表示する。
【００９７】
　（処理部３６０）
　処理部３６０は、端末装置３００の様々な機能を提供する。処理部３６０は、要望通知
部３６１、位置情報提供部３６２、測定部３６３、測定結果取得部３６４、測定結果提供
部３６５、通信制御部３６６及び表示制御部３６７を含む。
【００９８】
　（要望通知部３６１）
　要望通知部３６１は、端末装置３００の要望を他の装置に通知する。
【００９９】
　例えば、要望通知部３６１は、無線通信に関する端末装置３００の要望をマクロ基地局
１００又はスモール基地局２００に通知する。一例として、要望通知部３６１は、スモー
ルセル２０での無線通信を行うことの要望をマクロ基地局１００に通知してもよい。
【０１００】
　（位置情報提供部３６２）
　位置情報提供部３６２は、端末装置３００の位置を示す位置情報を提供する。
【０１０１】
　例えば、位置情報提供部３６２は、当該位置情報をマクロ基地局１００に提供する。よ
り具体的には、例えば、マクロ基地局１００が、上記位置情報の提供を要求する位置情報
要求メッセージを、端末装置３００に送信する。すると、位置情報提供部３６２は、上記
位置情報を取得し、マクロ基地局１００に提供する。
【０１０２】
　上記位置情報は、例えば、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）により取得される
。あるいは、上記位置情報は、複数の基地局からのダウンリンク信号を用いた端末装置３
００による測位により取得されてもよい。あるいは、上記位置情報は、端末装置３００か
らのアップリンク信号を用いた複数の基地局による測位により取得されてもよい。
【０１０３】
　（測定部３６３）
　測定部３６３は、スモールセル２０についての測定を行う。
【０１０４】
　例えば、測定部３６３は、マクロ基地局１００により提供される、１つ以上のスモール
セル２０に関する情報（即ち、スモールセル情報）に基づいて、当該１つ以上のスモール
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セル２０についての測定を行う。上述したように、例えば、上記スモールセル情報は、周
波数チャネル情報及びタイミング情報を含む。そして、測定部３６３は、上記タイミング
情報により示されるタイミングで、上記周波数チャネル情報により示される周波数チャネ
ルでの測定を行う。
【０１０５】
　また、例えば、上記測定は、スモール基地局２００により送信される測定信号の受信電
力又は品質の測定である。より具体的には、例えば、上述したように、上記測定信号は、
スモール基地局２００により送信されるリファレンス信号であり、上記測定は、ＲＳＲＰ
又はＲＳＲＱの測定である。
【０１０６】
　（測定結果取得部３６４）
　測定結果取得部３６４は、スモールセル２０についての測定の結果を取得する。
【０１０７】
　とりわけ本実施形態では、測定結果取得部３６４は、上記１つ以上のスモールセル２０
についての測定の結果（即ち、測定結果）を取得する。当該測定結果の内容については、
マクロ基地局１００の測定結果取得部１５５において説明したとおりである。
【０１０８】
　（測定結果提供部３６５）
　測定結果提供部３６５は、スモールセル２０についての測定の結果提供する。
【０１０９】
　とりわけ本実施形態では、測定結果提供部３６５は、マクロ基地局１００に、上記１つ
以上のスモールセル２０についての測定の結果（即ち、測定結果）を提供する。当該測定
結果の内容及び提供手法については、マクロ基地局１００の測定結果取得部１５５におい
て説明したとおりである。
【０１１０】
　（通信制御部３６６）
　通信制御部３６６は、端末装置３００による無線通信を制御する。
【０１１１】
　とりわけ本実施形態では、例えば、通信制御部３６６は、マクロセル１０のための周波
数帯域を１つの主要な周波数帯域として使用し、スモールセル２０のための周波数帯域を
１つ以上の補助的な周波数帯域の１つとして使用するように、端末装置３００による無線
通信を制御する。より具体的には、例えば、通信制御部３６６は、端末装置３００に、マ
クロセル１０のためのＣＣをＰＣＣとして使用し、スモールセル２０のためのＣＣをＳＣ
Ｃとして使用するように、無線通信についての設定を行う。
【０１１２】
　一例として、端末装置３００が、マクロセル１０のためのＣＣをＰＣＣとして使用して
マクロ基地局１００との無線通信を行なっている。そして、マクロ基地局１００は、選択
されたスモール基地局２００により使用されるＣＣをＳＣＣとして追加するための、ＲＲ
Ｃコネクションリコンフィギュレーションメッセージを端末装置３００に通知する。する
と、通信制御部３６６は、上記ＣＣをＳＣＣとして追加する。そして、通信制御部３６６
は、無線通信部３２０を介して、ＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションコンプリ
ートメッセージをマクロ基地局１００へ送信する。
【０１１３】
　（表示制御部３６７）
　表示制御部３６７は、表示部３５０による出力画面の表示を制御する。例えば、表示制
御部３６７は、表示部３５０により表示される出力画面を生成し、当該出力画面を表示部
３５０に表示させる。
【０１１４】
　＜＜５．処理の流れ＞＞
　続いて、図７及び図８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。
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【０１１５】
　（第１の例）
　図７は、本実施形態に係る通信制御処理の概略的な流れの第１の例を示すフローチャー
トである。
【０１１６】
　まず、マクロ基地局１００は、端末装置３００の位置を示す位置情報の提供を要求する
位置情報要求メッセージを、端末装置３００に送信する（Ｓ４０１）。すると、端末装置
３００は、上記位置情報を取得し、マクロ基地局１００に提供する（Ｓ４０３）。
【０１１７】
　次に、マクロ基地局１００は、スモールセル２０の中から、上記位置情報により示され
る端末装置３００の位置の近傍にある１つ以上のスモールセル２０を選択する(Ｓ４０５)
。
【０１１８】
　その後、マクロ基地局１００は、上記１つ以上のスモールセル２０に関する情報（スモ
ールセル情報）を端末装置３００に提供する（Ｓ４０７）。
【０１１９】
　また、マクロ基地局１００は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２０
０へ、起動を指示する起動指示メッセージを送信する（Ｓ４０９）。すると、スモール基
地局２００は起動し（Ｓ４１１）、リファレンス信号を含むダウンリンク信号の送信を再
開する（Ｓ４１３）。
【０１２０】
　一方、端末装置３００は、上記スモールセル情報に基づいて、上記１つ以上のスモール
セル２０についての測定を行う（Ｓ４１５）。そして、端末装置３００は、マクロ基地局
１００に、上記１つ以上のスモールセル２０についての測定の結果（即ち、測定結果）を
提供する（Ｓ４１７）。
【０１２１】
　その後、マクロ基地局１００は、上記測定結果に基づいて、上記１つ以上のスモールセ
ル２０のスモール基地局２００の中から、休止状態にさせないスモール基地局２００を選
択する（Ｓ４１９）。ここでは、図７に示されているスモール基地局２００が選択された
ものとする。なお、マクロ基地局１００は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール
基地局２００のうちの、選択された上記スモール基地局２００以外のスモール基地局２０
０（即ち、その他のスモール基地局２００）へ、休止状態になるように指示する休止指示
メッセージを送信する。すると、上記その他のスモール基地局２００は、休止状態になる
。
 
【０１２２】
　そして、マクロ基地局１００は、選択された上記スモール基地局２００により使用され
るＣＣをＳＣＣとして追加するための、ＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションメ
ッセージを、端末装置３００へ送信する（Ｓ４２１）。すると、端末装置３００は、選択
された上記スモール基地局２００により使用されるＣＣ（スモールセル２０のためのＣＣ
）をＳＣＣとして追加し（Ｓ４２３）、ＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションコ
ンプリートメッセージをマクロ基地局１００へ送信する（Ｓ４２５）。
【０１２３】
　また、マクロ基地局１００は、選択された上記スモール基地局２００により使用される
ＣＣを端末装置３００がＳＣＣとして使用することを、選択された上記スモール基地局２
００に通知する（Ｓ４２７）。その後、端末装置３００は、マクロセル１０のためのＣＣ
をＰＣＣとして使用してマクロ基地局１００との無線通信を行いつつ、スモールセル２０
のためのＣＣをＳＣＣとして使用して、選択された上記スモール基地局２００との無線通
信を行う。
【０１２４】
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　（第２の例）
　図８は、本実施形態に係る通信制御処理の概略的な流れの第２の例を示すフローチャー
トである。
【０１２５】
　第２の例では、端末装置３００は、アップリンクでリファレンス信号を送信する（Ｓ４
３１）。そして、マクロ基地局１００は、上記リファレンス信号を用いた端末装置３００
の測位により、上記位置情報を取得する（Ｓ４３３）。
【０１２６】
　なお、以降のステップＳ４０５～Ｓ４２７については、図７を参照して第１の例におい
て説明したとおりである。
【０１２７】
　＜＜６．変形例＞＞
　続いて、本実施形態に係る第１の変形例～第３の変形例を説明する。
 
【０１２８】
　（第１の変形例）
　上述した本実施形態の例では、スモール基地局２００は、休止状態である場合には、ダ
ウンリンクでの送信及びアップリンクでの受信の両方を停止する。しかし、本実施形態は
この例に限定されない。本実施形態の第１の変形例では、スモール基地局２００は、休止
状態である場合には、ダウンリンクでの送信を停止し、アップリンクでの受信を停止しな
い。
【０１２９】
　なお、第１の変形例では、例えば、図７及び図８を参照して説明した通信制御処理と同
様の処理が行われる。
【０１３０】
　（第２の変形例）
　一方、本実施形態の第２の変形例では、スモール基地局２００は、休止状態である場合
には、アップリンクでの受信を停止し、ダウンリンクでの送信を停止しない。
【０１３１】
　第２の変形例では、スモール基地局２００は、マクロ基地局１００による制御がなくて
も、ダウンリンクで測定信号（リファレンス信号）を送信する。よって、例えば、図７を
参照して説明した通信制御処理のうちの、ステップＳ４０１～Ｓ４１３の一部又は全部が
省略され得る。
【０１３２】
　（第３の変形例）
　上述した本実施形態の例では、スモール基地局２００は、休止状態である場合には、通
信（ダウンリンクでの送信及び／又はアップリンクでの受信）を停止している。しかし、
本実施形態はこの例に限定されない。本実施形態の第３の変形例では、スモール基地局２
００は、休止状態である場合には、無線通信を完全に停止するのではなく、消費電力を削
減しつつ無線通信を行う。例えば、スモール基地局２００は、休止状態である場合に、ダ
ウンリンクでのＤＴＸ（Discontinuous　Transmission）及び／又はアップリンクでのＤ
ＲＸ（Discontinuous　Reception）を行う。
【０１３３】
　＜＜７．応用例＞＞
　本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、マクロ基地局１００は、
マクロｅＮＢ（ＭｅＮＢ）又はマスタｅＮＢ（ＭｅＢ）などのいずれかの種類のｅＮＢ（
evolved　Node　B）として実現されてもよい。また、スモール基地局２００は、ピコｅＮ
Ｂ（ＰｅＮＢ）、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）又はセカンダリｅＮＢ（ＳｅＢ）などのいず
れかの種類のｅＮＢとして実現されてもよい。その代わりに、マクロ基地局１００及びス
モール基地局２００は、ＮｏｄｅＢ又はＢＴＳ（Base　Transceiver　Station）などの他
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の種類の基地局として実現されてもよい。マクロ基地局１００及びスモール基地局２００
は、無線通信を制御する本体（基地局装置ともいう）と、本体とは別の場所に配置される
１つ以上のＲＲＨ（Remote　Radio　Head）とを含んでもよい。
【０１３４】
　また、例えば、端末装置３００は、スマートフォン、タブレットＰＣ（Personal　Comp
uter）、ノートＰＣ、携帯型ゲーム端末若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又
はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置３０
０は、Ｍ２Ｍ（Machine　To　Machine）通信を行う端末（ＭＴＣ（Machine　Type　Commu
nication）端末ともいう）として実現されてもよい。さらに、端末装置３００は、これら
端末に搭載される無線通信モジュール（例えば、１つのダイで構成される集積回路モジュ
ール）であってもよい。
【０１３５】
　＜７－１．基地局に関する応用例＞
　（第１の応用例）
　図９は、本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第１の例を示すブロ
ック図である。ｅＮＢ８００は、１つ以上のアンテナ８１０、及び基地局装置８２０を有
する。各アンテナ８１０及び基地局装置８２０は、ＲＦケーブルを介して互いに接続され
得る。
【０１３６】
　アンテナ８１０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、基地局装置８２０による無線信号の送受信のた
めに使用される。ｅＮＢ８００は、図９に示したように複数のアンテナ８１０を有し、複
数のアンテナ８１０は、例えばｅＮＢ８００が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応
してもよい。なお、図９にはｅＮＢ８００が複数のアンテナ８１０を有する例を示したが
、ｅＮＢ８００は単一のアンテナ８１０を有してもよい。
【０１３７】
　基地局装置８２０は、コントローラ８２１、メモリ８２２、ネットワークインタフェー
ス８２３及び無線通信インタフェース８２５を備える。
【０１３８】
　コントローラ８２１は、例えばＣＰＵ又はＤＳＰであってよく、基地局装置８２０の上
位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ８２１は、無線通信インタフ
ェース８２５により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパ
ケットをネットワークインタフェース８２３を介して転送する。コントローラ８２１は、
複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパ
ケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。メモリ８２２は、ＲＡ
Ｍ及びＲＯＭを含み、コントローラ８２１により実行されるプログラム、及び様々な制御
データ（例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど）を記憶
する。
【０１３９】
　ネットワークインタフェース８２３は、基地局装置８２０をコアネットワーク８２４に
接続するための通信インタフェースである。ネットワークインタフェース８２３は、有線
通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェ
ースであってもよい。ネットワークインタフェース８２３が無線通信インタフェースであ
る場合、ネットワークインタフェース８２３は、無線通信インタフェース８２５により使
用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
【０１４０】
　無線通信インタフェース８２５は、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）又はＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｃｅｄなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ８１０を介し
て、ｅＮＢ８００のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェー
ス８２５は、典型的には、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ８２６及びＲＦ回路８２７な
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どを含み得る。ＢＢプロセッサ８２６は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化
／逆多重化などを行なってよく、レイヤ１、レイヤ２（例えば、ＭＡＣ（Medium　Access
　Control）、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）、ＰＤＣＰ（Packet　Data　Convergence
　Protocol））及びレイヤ３（例えば、ＲＲＣ（Radio　Resource　Control））の様々な
信号処理を実行する。ＢＢプロセッサ８２６は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、
当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく
、ＢＢプロセッサ８２６の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であっ
てもよい。また、上記モジュールは、基地局装置８２０のスロットに挿入されるカード若
しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチッ
プであってもよい。一方、ＲＦ回路８２７は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んで
もよく、アンテナ８１０を介して無線信号を送受信する。
【０１４１】
　無線通信インタフェース８２５は、図９に示したように複数のＢＢプロセッサ８２６を
含み、複数のＢＢプロセッサ８２６は、例えばｅＮＢ８００が使用する複数の周波数帯域
にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース８２５は、図９に示したよう
に複数のＲＦ回路８２７を含み、複数のＲＦ回路８２７は、例えば複数のアンテナ素子に
それぞれ対応してもよい。なお、図９には無線通信インタフェース８２５が複数のＢＢプ
ロセッサ８２６及び複数のＲＦ回路８２７を含む例を示したが、無線通信インタフェース
８２５は単一のＢＢプロセッサ８２６又は単一のＲＦ回路８２７を含んでもよい。
【０１４２】
　（第２の応用例）
　図１０は、本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第２の例を示すブ
ロック図である。ｅＮＢ８３０は、１つ以上のアンテナ８４０、基地局装置８５０、及び
ＲＲＨ８６０を有する。各アンテナ８４０及びＲＲＨ８６０は、ＲＦケーブルを介して互
いに接続され得る。また、基地局装置８５０及びＲＲＨ８６０は、光ファイバケーブルな
どの高速回線で互いに接続され得る。
【０１４３】
　アンテナ８４０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、ＲＲＨ８６０による無線信号の送受信のために
使用される。ｅＮＢ８３０は、図１０に示したように複数のアンテナ８４０を有し、複数
のアンテナ８４０は、例えばｅＮＢ８３０が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応し
てもよい。なお、図１０にはｅＮＢ８３０が複数のアンテナ８４０を有する例を示したが
、ｅＮＢ８３０は単一のアンテナ８４０を有してもよい。
【０１４４】
　基地局装置８５０は、コントローラ８５１、メモリ８５２、ネットワークインタフェー
ス８５３、無線通信インタフェース８５５及び接続インタフェース８５７を備える。コン
トローラ８５１、メモリ８５２及びネットワークインタフェース８５３は、図９を参照し
て説明したコントローラ８２１、メモリ８２２及びネットワークインタフェース８２３と
同様のものである。
【０１４５】
　無線通信インタフェース８５５は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、ＲＲＨ８６０及びアンテナ８４０を介して、ＲＲＨ
８６０に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェー
ス８５５は、典型的には、ＢＢプロセッサ８５６などを含み得る。ＢＢプロセッサ８５６
は、接続インタフェース８５７を介してＲＲＨ８６０のＲＦ回路８６４と接続されること
を除き、図９を参照して説明したＢＢプロセッサ８２６と同様のものである。無線通信イ
ンタフェース８５５は、図１０に示したように複数のＢＢプロセッサ８５６を含み、複数
のＢＢプロセッサ８５６は、例えばｅＮＢ８３０が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ
対応してもよい。なお、図１０には無線通信インタフェース８５５が複数のＢＢプロセッ
サ８５６を含む例を示したが、無線通信インタフェース８５５は単一のＢＢプロセッサ８
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５６を含んでもよい。
【０１４６】
　接続インタフェース８５７は、基地局装置８５０（無線通信インタフェース８５５）を
ＲＲＨ８６０と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８５７は、基
地局装置８５０（無線通信インタフェース８５５）とＲＲＨ８６０とを接続する上記高速
回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０１４７】
　また、ＲＲＨ８６０は、接続インタフェース８６１及び無線通信インタフェース８６３
を備える。
【０１４８】
　接続インタフェース８６１は、ＲＲＨ８６０（無線通信インタフェース８６３）を基地
局装置８５０と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８６１は、上
記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０１４９】
　無線通信インタフェース８６３は、アンテナ８４０を介して無線信号を送受信する。無
線通信インタフェース８６３は、典型的には、ＲＦ回路８６４などを含み得る。ＲＦ回路
８６４は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ８４０を介して無
線信号を送受信する。無線通信インタフェース８６３は、図１０に示したように複数のＲ
Ｆ回路８６４を含み、複数のＲＦ回路８６４は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対
応してもよい。なお、図１０には無線通信インタフェース８６３が複数のＲＦ回路８６４
を含む例を示したが、無線通信インタフェース８６３は単一のＲＦ回路８６４を含んでも
よい。
【０１５０】
　図９及び図１０示したｅＮＢ８００及びｅＮＢ８３０において、図２を用いて説明した
マクロ基地局１００の処理部１５０（又は、処理部１５０に含まれる各構成要素）、及び
図５を用いて説明したスモール基地局２００の処理部２５０（又は、処理部２５０に含ま
れる各構成要素）は、無線通信インタフェース８２５並びに無線通信インタフェース８５
５及び／又は無線通信インタフェース８６３において実装されてもよい。また、これら機
能の少なくとも一部は、コントローラ８２１及びコントローラ８５１において実装されて
もよい。
【０１５１】
　＜７－２．端末装置に関する応用例＞
　（第１の応用例）
　図１１は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン９００の概略的な構成の一
例を示すブロック図である。スマートフォン９００は、プロセッサ９０１、メモリ９０２
、ストレージ９０３、外部接続インタフェース９０４、カメラ９０６、センサ９０７、マ
イクロフォン９０８、入力デバイス９０９、表示デバイス９１０、スピーカ９１１、無線
通信インタフェース９１２、１つ以上のアンテナスイッチ９１５、１つ以上のアンテナ９
１６、バス９１７、バッテリー９１８及び補助コントローラ９１９を備える。
【０１５２】
　プロセッサ９０１は、例えばＣＰＵ又はＳｏＣ（System　on　Chip）であってよく、ス
マートフォン９００のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メ
モリ９０２は、ＲＡＭ及びＲＯＭを含み、プロセッサ９０１により実行されるプログラム
及びデータを記憶する。ストレージ９０３は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記
憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース９０４は、メモリーカード又はＵＳＢ（Univ
ersal　Serial　Bus）デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン９００へ接続する
ためのインタフェースである。
【０１５３】
　カメラ９０６は、例えば、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）又はＣＭＯＳ（Complem
entary　Metal　Oxide　Semiconductor）などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。
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センサ９０７は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサ
などのセンサ群を含み得る。マイクロフォン９０８は、スマートフォン９００へ入力され
る音声を音声信号へ変換する。入力デバイス９０９は、例えば、表示デバイス９１０の画
面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチ
などを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス９１０は、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの画面を
有し、スマートフォン９００の出力画像を表示する。スピーカ９１１は、スマートフォン
９００から出力される音声信号を音声に変換する。
【０１５４】
　無線通信インタフェース９１２は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９１
２は、典型的には、ＢＢプロセッサ９１３及びＲＦ回路９１４などを含み得る。ＢＢプロ
セッサ９１３は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化／逆多重化などを行なっ
てよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路９１４は、ミキサ
、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ９１６を介して無線信号を送受信す
る。無線通信インタフェース９１２は、ＢＢプロセッサ９１３及びＲＦ回路９１４を集積
したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース９１２は、図１１
に示したように複数のＢＢプロセッサ９１３及び複数のＲＦ回路９１４を含んでもよい。
なお、図１１には無線通信インタフェース９１２が複数のＢＢプロセッサ９１３及び複数
のＲＦ回路９１４を含む例を示したが、無線通信インタフェース９１２は単一のＢＢプロ
セッサ９１３又は単一のＲＦ回路９１４を含んでもよい。
【０１５５】
　さらに、無線通信インタフェース９１２は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通
信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）方式などの他の種類
の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ
９１３及びＲＦ回路９１４を含んでもよい。
【０１５６】
　アンテナスイッチ９１５の各々は、無線通信インタフェース９１２に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９１６の接続先を切り替
える。
【０１５７】
　アンテナ９１６の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、無線通信インタフェース９１２による無線信号
の送受信のために使用される。スマートフォン９００は、図１１に示したように複数のア
ンテナ９１６を有してもよい。なお、図１１にはスマートフォン９００が複数のアンテナ
９１６を有する例を示したが、スマートフォン９００は単一のアンテナ９１６を有しても
よい。
【０１５８】
　さらに、スマートフォン９００は、無線通信方式ごとにアンテナ９１６を備えてもよい
。その場合に、アンテナスイッチ９１５は、スマートフォン９００の構成から省略されて
もよい。
【０１５９】
　バス９１７は、プロセッサ９０１、メモリ９０２、ストレージ９０３、外部接続インタ
フェース９０４、カメラ９０６、センサ９０７、マイクロフォン９０８、入力デバイス９
０９、表示デバイス９１０、スピーカ９１１、無線通信インタフェース９１２及び補助コ
ントローラ９１９を互いに接続する。バッテリー９１８は、図中に破線で部分的に示した
給電ラインを介して、図１１に示したスマートフォン９００の各ブロックへ電力を供給す
る。補助コントローラ９１９は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン９０
０の必要最低限の機能を動作させる。
【０１６０】
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　図１１に示したスマートフォン９００において、図６を用いて説明した端末装置３００
の処理部３６０（又は処理部３６０に含まれる各構成要素）は、無線通信インタフェース
９１２において実装されてもよい。また、これら機能の少なくとも一部は、プロセッサ９
０１又は補助コントローラ９１９において実装されてもよい。
【０１６１】
　（第２の応用例）
　図１２は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置９２０の概略的な
構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置９２０は、プロセッサ９２
１、メモリ９２２、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）モジュール９２４、センサ
９２５、データインタフェース９２６、コンテンツプレーヤ９２７、記憶媒体インタフェ
ース９２８、入力デバイス９２９、表示デバイス９３０、スピーカ９３１、無線通信イン
タフェース９３３、１つ以上のアンテナスイッチ９３６、１つ以上のアンテナ９３７及び
バッテリー９３８を備える。
【０１６２】
　プロセッサ９２１は、例えばＣＰＵ又はＳｏＣであってよく、カーナビゲーション装置
９２０のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ９２２は、ＲＡＭ及び
ＲＯＭを含み、プロセッサ９２１により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
【０１６３】
　ＧＰＳモジュール９２４は、ＧＰＳ衛星から受信されるＧＰＳ信号を用いて、カーナビ
ゲーション装置９２０の位置（例えば、緯度、経度及び高度）を測定する。センサ９２５
は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。
データインタフェース９２６は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク９４
１に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
【０１６４】
　コンテンツプレーヤ９２７は、記憶媒体インタフェース９２８に挿入される記憶媒体（
例えば、ＣＤ又はＤＶＤ）に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス９２９
は、例えば、表示デバイス９３０の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又
はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス９３
０は、ＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生
されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ９３１は、ナビゲーション機能又は再生さ
れるコンテンツの音声を出力する。
【０１６５】
　無線通信インタフェース９３３は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９３
３は、典型的には、ＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５などを含み得る。ＢＢプロ
セッサ９３４は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化／逆多重化などを行なっ
てよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路９３５は、ミキサ
、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ９３７を介して無線信号を送受信す
る。無線通信インタフェース９３３は、ＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５を集積
したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース９３３は、図１２
に示したように複数のＢＢプロセッサ９３４及び複数のＲＦ回路９３５を含んでもよい。
なお、図１２には無線通信インタフェース９３３が複数のＢＢプロセッサ９３４及び複数
のＲＦ回路９３５を含む例を示したが、無線通信インタフェース９３３は単一のＢＢプロ
セッサ９３４又は単一のＲＦ回路９３５を含んでもよい。
【０１６６】
　さらに、無線通信インタフェース９３３は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通
信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ方式などの他の種類の無線通信方式をサポート
してもよく、その場合に、無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５
を含んでもよい。
【０１６７】
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　アンテナスイッチ９３６の各々は、無線通信インタフェース９３３に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９３７の接続先を切り替
える。
【０１６８】
　アンテナ９３７の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、無線通信インタフェース９３３による無線信号
の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置９２０は、図１２に示したように
複数のアンテナ９３７を有してもよい。なお、図１２にはカーナビゲーション装置９２０
が複数のアンテナ９３７を有する例を示したが、カーナビゲーション装置９２０は単一の
アンテナ９３７を有してもよい。
【０１６９】
　さらに、カーナビゲーション装置９２０は、無線通信方式ごとにアンテナ９３７を備え
てもよい。その場合に、アンテナスイッチ９３６は、カーナビゲーション装置９２０の構
成から省略されてもよい。
【０１７０】
　バッテリー９３８は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図１２に示し
たカーナビゲーション装置９２０の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー９３
８は、車両側から給電される電力を蓄積する。
【０１７１】
　図１２に示したカーナビゲーション装置９２０において、図６を用いて説明した端末装
置３００の処理部３６０（又は処理部３６０に含まれる各構成要素）は、無線通信インタ
フェース９３３において実装されてもよい。また、これら機能の少なくとも一部は、プロ
セッサ９２１において実装されてもよい。
【０１７２】
　また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置９２０の１つ以上のブロ
ックと、車載ネットワーク９４１と、車両側モジュール９４２とを含む車載システム（又
は車両）９４０として実現されてもよい。車両側モジュール９４２は、車速、エンジン回
転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク９４
１へ出力する。
【０１７３】
　＜＜８．まとめ＞＞
　ここまで、図１～図８を用いて、本開示の実施形態に係る各ノード及び各処理を説明し
た。本開示に係る実施形態によれば、測定結果取得部１５５は、１つ以上のスモールセル
２０についての端末装置３００による測定の結果（即ち、測定結果）を取得する。また、
第２選択部１５６は、上記測定結果に基づいて、上記１つ以上のスモールセル２０のスモ
ール基地局２００の中から、休止状態にさせないスモール基地局２００を選択する。
【０１７４】
　これにより、例えば、必ずしも端末装置３００により近いスモール基地局２００が選択
されるわけではなく、より良好な通信品質をもたらすスモール基地局２００が、休止状態
にさせないスモール基地局２００として選択される。そのため、スモール基地局２００の
消費電力を削減しつつ、スモールセル２０における無線通信の通信品質の低下を抑制する
ことが可能になる。
【０１７５】
　また、例えば、第１選択部１５２は、端末装置３００の位置を示す上記位置情報に基づ
いて、上記１つ以上のスモールセル２０を選択する。
【０１７６】
　これにより、例えば、端末装置３００との無線通信を行う可能性があるスモール基地局
２００が選択され、端末装置３００との無線通信を行う可能性がないスモール基地局２０
０は選択されない。その結果、より消費電力を削減することが可能になる。
【０１７７】
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　また、例えば、スモールセル制御部１５４は、選択される上記スモール基地局２００を
休止状態にさせず、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール基地局２００のうちの選
択される上記スモール基地局２００以外のスモール基地局２００を休止状態にさせる。
【０１７８】
　これにより、端末装置３００は、スモールセル２０での無線通信を行うことが可能にな
り、且つスモール基地局２００の消費電力が削減され得る。
【０１７９】
　また、例えば、スモールセル制御部１５４は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモ
ール基地局２００に測定用信号を送信させる。
【０１８０】
　これにより、スモール基地局２００が休止状態であり、ダウンリンクでの送信が行われ
ていない状態であったとしても、その後、上記１つ以上のスモールセル２０についての測
定を行うことが可能になる。
【０１８１】
　また、例えば、情報提供部１５３は、上記１つ以上のスモールセル２０に関する情報（
即ち、スモールセル情報）を端末装置３００に提供する。
【０１８２】
　これにより、測定における端末装置３００の負荷が軽減され得る。
【０１８３】
　また、例えば、上記スモールセル情報は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール
基地局２００の各々によって測定用信号が送信される周波数チャネルを示す情報（即ち、
周波数チャネル情報）を含む。
【０１８４】
　これにより、例えば、端末装置３００は、測定用信号が送信される周波数チャネルを探
索することなく、当該測定用信号を受信することが可能になる。そのため、測定における
端末装置３００の負荷が軽減され得る。
【０１８５】
　また、例えば、上記スモールセル情報は、上記１つ以上のスモールセル２０のスモール
基地局２００の各々によって測定用信号が送信されるタイミングを示す情報（以下、「タ
イミング情報」と呼ぶ）を含む。
【０１８６】
　これにより、例えば、端末装置３００は、測定用信号が送信されるタイミングで信号の
受信を開始することが可能になる。即ち、端末装置３００は、長時間にわたって信号を受
信し続ける必要がなくなる。そのため、測定における端末装置３００の負荷が軽減され得
る。
【０１８７】
　また、例えば、通信制御部１５７は、マクロセル１０のための周波数帯域を１つの主要
な周波数帯域として使用し、選択される上記スモール基地局２００のスモールセル２０の
ための周波数帯域を１つ以上の補助的な周波数帯域の１つとして使用するように、上記端
末装置３００を制御する。
【０１８８】
　このようなキャリアアグリゲーションにより、端末装置３００は、マクロ基地局１００
との無線通信を継続しつつ、必要に応じて起動されたスモール基地局２００とも無線通信
を行うことが可能になる。例えば、端末装置３００がマクロセル１０内に位置する限り、
ＰＣＣのハンドオーバの機会はないので、端末装置３００にとってのシグナリングの負荷
を軽減することが可能になる。また、例えば、端末装置３００にとっての通信速度が向上
し得る。また、このようなキャリアアグリゲーションのためには、スモールセル２０につ
いての測定が必要であるので、上述したような測定の手続きがとりわけ有効になる。
【０１８９】
　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
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に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範
疇内において、各種の変更例又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。
【０１９０】
　例えば、通信システムがＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａに準拠する例を説明したが、本開示は係
る例に限定されない。例えば、通信システムは、別の通信規格に準拠したシステムであっ
てもよい。
【０１９１】
　また、本明細書の通信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。
【０１９２】
　また、通信制御装置（マクロ基地局及びスモール基地局の基地局装置）又は端末装置に
内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭなどのハードウェアに、上記通信制御装置又は上記
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てもよい。ま
た、当該コンピュータプログラムを記憶するメモリ（例えば、ＲＯＭ及びＲＡＭ）と、当
該コンピュータプログラムを実行するプロセッサ（例えば、ＣＰＵ）を含む情報処理装置
（例えば、処理回路、チップ）も提供されてもよい。
【０１９３】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的又は例示的なものであって限定的
ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本
明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１９４】
　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）
　マクロセルと一部又は全体で重なる１つ以上のスモールセルについての端末装置による
測定の結果を取得する取得部と、
　前記測定の前記結果に基づいて、前記１つ以上のスモールセルの基地局の中から、休止
状態にさせない基地局を選択する選択部と、
を備える通信制御装置。
（２）
　前記１つ以上のスモールセルは、前記端末装置の位置を示す位置情報に基づいて選択さ
れるスモールセルである、前記（１）に記載の通信制御装置。
（３）
　前記１つ以上のスモールセルの基地局を制御する制御部をさらに備え、
　前記制御部は、選択される前記基地局を休止状態にさせず、前記１つ以上のスモールセ
ルの基地局のうちの選択される前記基地局以外の基地局を休止状態にさせる、
前記（１）又は（２）に記載の通信制御装置。
（４）
　前記制御部は、前記１つ以上のスモールセルの基地局に前記測定のための信号を送信さ
せる、前記（３）に記載の通信制御装置。
（５）
　前記１つ以上のスモールセルに関する情報を前記端末装置に提供する提供部をさらに備
える、前記（１）～（４）のいずれか１項に記載の通信制御装置。
（６）
　前記１つ以上のスモールセルに関する前記情報は、前記１つ以上のスモールセルの基地
局の各々によって前記測定のための信号が送信される周波数チャネルを示す情報を含む、
前記（５）に記載の通信制御装置。
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（７）
　前記１つ以上のスモールセルに関する前記情報は、前記１つ以上のスモールセルの基地
局の各々によって前記測定のための信号が送信されるタイミングを示す情報を含む、前記
（５）又は（６）に記載の通信制御装置。
（８）
　前記タイミングは、前記１つ以上のスモールセルの基地局の各々が休止状態から起動す
るまでに要する時間に依存する、前記（７）に記載の通信制御装置。
（９）
　前記測定のための前記信号は、リファレンス信号である、前記（７）又は（８）に記載
の通信制御装置。
（１０）
　前記測定の前記結果は、前記測定のための信号の受信電力又は品質に関する情報を含む
、前記（１）～（９）のいずれか１項に記載の通信制御装置。
（１１）
　前記測定の前記結果は、前記１つ以上のスモールセルのうちの一部のスモールセルにつ
いての情報である、前記（１）～（１０）のいずれか１項に記載の通信制御装置。
（１２）
　前記測定の前記結果は、前記１つ以上のスモールセルのいずれについても前記測定のた
めの信号の受信電力又は品質が所定の閾値を超えない場合に、いずれのスモールセルにつ
いても前記受信電力又は前記品質が前記所定の閾値を超えないことを示す情報を含む、前
記（１）～（１１）のいずれか１項に記載の通信制御装置。
（１３）
　前記選択部は、スモールセルでの無線通信を行うことの要望を前記端末装置により通知
される場合に、休止状態にさせない上記基地局を選択する、前記（１）～（１２）のいず
れか１項に記載の端末装置。
（１４）
　前記端末装置は、１つの主要な周波数帯域及び１つ以上の補助的な周波数帯域を使用し
て無線通信可能であり、
　前記通信制御装置は、
　前記マクロセルのための周波数帯域を前記１つの主要な周波数帯域として使用し、選択
される前記基地局のスモールセルのための周波数帯域を前記１つ以上の補助的な周波数帯
域の１つとして使用するように、前記端末装置を制御する通信制御部
をさらに備える、前記（１）～（１３）のいずれか１項に記載の端末装置。
（１５）
　マクロセルと一部又は全体で重なる１つ以上のスモールセルについての端末装置による
測定の結果を取得することと、
　前記測定の前記結果に基づいて、前記１つ以上のスモールセルの基地局の中から、休止
状態にさせない基地局をプロセッサにより選択することと、
を含む通信制御方法。
（１６）
　マクロセルと一部又は全体で重なるスモールセルについての端末装置による測定のため
の信号の送信を制御する通信制御部と、
　前記測定の結果に基づいて前記スモールセルの基地局が休止状態にさせない基地局とし
て選択されると、前記スモールセルの基地局を休止状態にさせない状態制御部と、
を備える通信制御装置。
（１７）
　マクロセルと一部又は全体で重なる１つ以上のスモールセルについての測定の結果を取
得する取得部と、
　前記測定の前記結果に基づいて前記１つ以上のスモールセルの基地局の中から休止状態
にさせない基地局を選択する通信制御装置に、前記測定の前記結果を提供する提供部と、
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【符号の説明】
【０１９５】
　１　　　　通信システム
　１０　　　マクロセル
　２０　　　スモールセル
　１００　　マクロ基地局
　１５１　　位置情報取得部
　１５２　　第１選択部
　１５３　　情報提供部
　１５４　　スモールセル制御部
　１５５　　測定結果取得部
　１５６　　第２選択部
　１５７　　通信制御部
　２００　　スモール基地局
　２５１　　状態制御部
　２５３　　通信制御部
　３００　　端末装置
　３６１　　要望通知部
　３６２　　位置情報提供部
　３６３　　測定部
　３６４　　測定結果取得部
　３６５　　測定結果提供部
　３６６　　通信制御部
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