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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末の接続先の基地局が、前記基地局及び／又は隣接基地局からの受信信号に対す
る測定結果に関する測定情報を前記無線端末から受信する工程と、
　前記基地局が、前記無線端末から受信した前記測定情報に基づいて、前記無線端末のハ
ンドオーバ先を決定する工程と、を有し、
　前記基地局は、
　低電力基地局からの受信信号に対する測定結果に関する所定測定情報が前記測定情報に
含まれる場合、前記無線端末の移動速度を示す移動速度情報を取得し、かつ、前記移動速
度情報が高速移動を示す場合、前記測定情報に含まれる前記所定測定情報を除外した後、
前記無線端末のハンドオーバ先を決定し、
　前記所定測定情報が前記測定情報に含まれていない場合、前記移動速度情報を取得する
ことなく、前記無線端末のハンドオーバ先を決定する
ことを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　無線端末の接続先の基地局であって、
　前記基地局及び／又は隣接基地局からの受信信号に対する測定結果に関する測定情報を
前記無線端末から受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記測定情報に基づいて、前記無線端末のハンドオーバ先を決定
する制御部と、を有し、
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　前記制御部は、
　低電力基地局からの受信信号に対する測定結果に関する所定測定情報が前記測定情報に
含まれる場合、前記無線端末の移動速度を示す移動速度情報を取得し、かつ、前記移動速
度情報が高速移動を示す場合、前記測定情報に含まれる前記所定測定情報を除外した後、
前記無線端末のハンドオーバ先を決定し、
　前記所定測定情報が前記測定情報に含まれていない場合、前記移動速度情報を取得する
ことなく、前記無線端末のハンドオーバ先を決定する
ことを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘテロジーニアスネットワークに対して使用される移動通信方法及び基地局
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速・大容量の通信を実現する次世代移動通信システムとして、標準化団体である３Ｇ
ＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）では
、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を高度化したＬＴＥ　Ａｄｖａｎ
ｃｅｄの標準化が進められている。
【０００３】
　ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄにおいては、高電力基地局（いわゆる、マクロ基地局）だけ
ではなく、セル（サービスエリア範囲）の小さい低電力基地局を効果的に配置するヘテロ
ジーニアスネットワークの提供が検討されている。このような低電力基地局には、いわゆ
るピコ基地局やフェムト基地局、リレーノード等が含まれる。
【０００４】
　ヘテロジーニアスネットワークは、高電力基地局の負荷を低電力基地局に分散させるこ
とができるため、無線端末に提供されるサービス品質を改善することができるものの、セ
ルの大きさの異なる基地局が混在することから、移動する無線端末に対するサービス品質
を改善できる技術の実現が望まれている（非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書、ＲＰ－１１０４３８、Ｎｅｗ　ｗｏｒｋ　ｉｔｅｍ　ｐ
ｒｏｐｏｓａｌ　ｆｏｒ　Ｈｅｔｎｅｔ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｓ
　ｆｏｒ　ＬＴＥ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ヘテロジーニアスネットワークにおいて無線端末の移動を考慮した場合、次のような問
題がある。
【０００７】
　高速移動している無線端末が低電力基地局への接続先（又は待ち受け先）の切り替えを
行うと、低電力基地局のセルは狭いために、当該無線端末は直ぐに他の基地局への切り替
えを行うことになる。
【０００８】
　よって、低電力基地局への切り替えのために消費したリソースと、当該低電力基地局か
ら当該他の基地局への切り替えのために消費したリソースとが結果的に無駄になるという
問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、ヘテロジーニアスネットワークにおいて不要な基地局切り替えによ
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ってリソースが消費されることを防止できる移動通信方法及び基地局を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。
【００１１】
　本発明の特徴に係る移動通信方法は、無線端末（無線端末ＵＥ）の接続先の基地局（マ
クロ基地局ＭｅＮＢ）が、前記基地局及び／又は隣接基地局からの受信信号に対する測定
結果に関する測定情報を前記無線端末から受信する工程（Ｓ４２１）と、前記基地局が、
前記無線端末の移動速度を示す移動速度情報を取得する工程（Ｓ４２３）と、前記基地局
が、前記無線端末から受信した前記測定情報に基づいて、前記無線端末のハンドオーバ先
を決定する工程（Ｓ４２６）と、を有し、前記基地局は、低電力基地局（ピコ基地局Ｐｅ
ＮＢ）からの受信信号に対する測定結果に関する所定測定情報が前記測定情報に含まれる
場合で、前記移動速度情報が高速移動を示す場合に、前記測定情報に含まれる前記所定測
定情報を除外（Ｓ４２５）した後、前記無線端末のハンドオーバ先を決定することを要旨
とする。
【００１２】
　また、本発明の特徴に係る基地局は、無線端末（無線端末ＵＥ）の接続先の基地局（マ
クロ基地局ＭｅＮＢ）であって、前記基地局及び／又は隣接基地局からの受信信号に対す
る測定結果に関する測定情報を前記無線端末から受信する受信部（無線通信部１１０）と
、前記無線端末の移動速度を示す移動速度情報を取得する取得部（制御部１４０）と、前
記受信部が受信した前記測定情報に基づいて、前記無線端末のハンドオーバ先を決定する
決定部（制御部１４０）と、を有し、前記決定部は、低電力基地局（ピコ基地局ＰｅＮＢ
）からの受信信号に対する測定結果に関する所定測定情報が前記測定情報に含まれる場合
で、前記移動速度情報が高速移動を示す場合に、前記測定情報に含まれる前記所定測定情
報を除外した後、前記無線端末のハンドオーバ先を決定することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ヘテロジーニアスネットワークにおいて不要な基地局切り替えによっ
てリソースが消費されることを防止できる移動通信方法及び基地局を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態～第８実施形態に係る移動通信システムのネットワーク構成を説明
するための図である。
【図２】第１実施形態～第８実施形態に係るマクロ基地局のブロック構成図である。
【図３】第１実施形態～第８実施形態に係る無線端末のブロック構成図である。
【図４】第１実施形態～第８実施形態に係るピコ基地局のブロック構成図である。
【図５】第１実施形態～第８実施形態に係る移動通信システムの動作環境を説明するため
の図である。
【図６】マクロ基地局からピコ基地局へのハンドオーバ手順の動作シーケンス図である。
【図７】第１実施形態に係るＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ送信
処理のフローチャートである。
【図８】第１実施形態に係る測定処理のフローチャートである。
【図９】第２実施形態に係る測定処理のフローチャートである。
【図１０】第３実施形態に係るＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ送
信処理のフローチャートである。
【図１１】第４実施形態に係るハンドオーバ判定処理のフローチャートである。
【図１２】第５実施形態に係るハンドオーバ判定処理及びＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ送信処理のフローチャートである。
【図１３】第５実施形態に係る受け入れ判定処理のフローチャートである。
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【図１４】第６実施形態に係る受け入れ判定処理のフローチャートである。
【図１５】第７実施形態に係る測定処理のフローチャートである。
【図１６】第８実施形態に係るハンドオーバ判定処理のフローチャートである。
【図１７】マクロ基地局からピコ基地局へのセル再選択手順の動作シーケンス図である。
【図１８】第１実施形態をセル再選択に適用した場合のマクロ基地局の動作フローチャー
トである。
【図１９】第１実施形態をセル再選択に適用した場合の無線端末の動作フローチャートで
ある。
【図２０】第２実施形態をセル再選択に適用した場合の無線端末の動作フローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図面を参照して、本発明の第１実施形態～第８実施形態、及びその他の実施形態を説明
する。以下の各実施形態における図面において、同一又は類似の部分には同一又は類似の
符号を付す。
【００１６】
　［実施形態の概要］
　第１実施形態～第８実施形態に係る移動通信システムは、３ＧＰＰで仕様が策定されて
いるＬＴＥに基づいて構成されている。また、本移動通信システムには、ヘテロジーニア
スネットワークが導入されている。上述したように、ヘテロジーニアスネットワークは、
高電力基地局（いわゆる、マクロ基地局）だけではなく、セルの小さい低電力基地局を効
果的に配置（例えば、高トラヒックエリアに配置）したものである。第１実施形態～第８
実施形態では、低電力基地局の一種であるピコ基地局を例に説明する。
【００１７】
　図１は、本移動通信システムのネットワーク構成を説明するための図である。
【００１８】
　図１に示すように、本移動通信システムは、無線端末ＵＥと、マクロ基地局ＭｅＮＢと
、ピコ基地局ＰｅＮＢと、マクロ基地局ＭｅＮＢ’と、移動管理装置ＭＭＥと、ゲートウ
ェイ装置Ｓ－ＧＷとを有する。以下では、マクロ基地局ＭｅＮＢとピコ基地局ＰｅＮＢと
を特に区別しないときは単に「基地局ｅＮＢ」と称する。
【００１９】
　無線端末ＵＥは、ユーザが所持する無線通信装置であり、ユーザの移動に伴って移動す
る。無線端末ＵＥは、複数の基地局ｅＮＢの何れかに接続し、接続先の基地局ｅＮＢを介
して通信を行う。無線端末ＵＥが通信実行中の状態は接続状態（又はコネクテッドモード
）と称され、無線端末ＵＥが通信を実行せずに待ち受けを行っている状態はアイドル状態
（又はアイドルモード）と称される。
【００２０】
　複数の基地局ｅＮＢは、無線アクセスネットワークであるＥ－ＵＴＲＡＮ（Evolved-UM
TS Terrestrial Radio Access　Network）を構成する。複数の基地局ｅＮＢのそれぞれは
、無線端末ＵＥにサービスを提供すべきセルを形成する。各基地局ｅＮＢが形成するセル
によって、広範なサービスエリアが構成される。複数の基地局ｅＮＢのそれぞれは、自局
を識別可能に構成される参照信号（ＲＳ）を常時ブロードキャストにより送信している。
このような参照信号はパイロット信号と称されることもある。
【００２１】
　無線端末ＵＥは、移動に伴って、より無線状態の良好な基地局ｅＮＢへの切り替えを行
う。このような基地局切り替えは、接続状態においてはハンドオーバと称され、アイドル
状態においてはセル再選択と称される。本移動通信システムでは、無線端末ＵＥのハンド
オーバを行うか否かの決定権、及びハンドオーバ先の決定権は、無線端末ＵＥの接続先の
基地局ｅＮＢが持つ。
【００２２】
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　互いに隣接する各基地局ｅＮＢは、論理インターフェイスであるＸ２インターフェイス
を用いて基地局間通信を行うことができる。各基地局ｅＮＢは、Ｘ２インターフェイスを
用いて、ハンドオーバ制御等に用いられる制御信号を送受信する。
【００２３】
　移動管理装置ＭＭＥ及びゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、コアネットワークであるＥＰＣ
（Evolved Packet Core）を構成する。各基地局ｅＮＢは、ＥＰＣとの通信のための論理
インターフェイスであるＳ１インターフェイスを用いて、ＥＰＣに含まれる移動管理装置
ＭＭＥ及びゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの通信を行う。移動管理装置ＭＭＥは、主にユー
ザ認証やページング、他システムとの相互接続等を可能にするためのコントロールプレー
ン機能を実行し、制御信号を各基地局ｅＮＢと送受信する。これに対し、ゲートウェイ装
置Ｓ－ＧＷは、ユーザデータを転送するためのユーザプレーン機能を実行し、データパケ
ットを基地局ｅＮＢと送受信する。
【００２４】
　次に、図２～図４を用いて、マクロ基地局ＭｅＮＢ、無線端末ＵＥ、及びピコ基地局Ｐ
ｅＮＢの各構成について説明する。
【００２５】
　図２は、マクロ基地局ＭｅＮＢのブロック構成図である。図２に示すように、マクロ基
地局ＭｅＮＢは、アンテナ１０１と、無線通信部１１０と、ネットワーク通信部１２０と
、記憶部１３０と、制御部１４０とを有する。
【００２６】
　アンテナ１０１は無線信号の送受信に使用される。無線通信部１１０は、アンテナ１０
１を介して無線通信を行うように構成される。送信については、無線通信部１１０は、制
御部１４０から入力されるベースバンド信号のアップコンバート及び増幅等を行って無線
信号をアンテナ１０１から出力する。受信については、無線通信部１１０は、アンテナ１
０１から入力される受信信号の増幅及びダウンコンバート等を行った後、ベースバンド信
号を制御部１４０に出力する。
【００２７】
　ネットワーク通信部１２０は、コアネットワークＥＰＣ及び隣接基地局との通信を行う
。具体的には、ネットワーク通信部１２０は、Ｓ１インターフェイスを用いて、コアネッ
トワークＥＰＣに含まれるゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ及び移動管理装置ＭＭＥとの通信を
行う。また、ネットワーク通信部１２０は、Ｘ２インターフェイスを用いて、ピコ基地局
ＰｅＮＢ及びマクロ基地局ＭｅＮＢ’との通信を行う。
【００２８】
　記憶部１３０は、例えばメモリを用いて構成されており、制御部１４０による制御等に
用いられる各種の情報を記憶する。制御部１４０は、例えばＣＰＵを用いて構成されてお
り、マクロ基地局ＭｅＮＢの各種の機能を制御する。
【００２９】
　図３は、無線端末ＵＥのブロック構成図である。図３に示すように、無線端末ＵＥは、
アンテナ２０１と、無線通信部２１０と、ユーザインターフェイス部２２０と、ＧＰＳ受
信機２３０と、バッテリ２４０と、記憶部２５０と、制御部２６０とを有する。ただし、
無線端末ＵＥは、必ずしもＧＰＳ受信機２３０を有していなくてもよい。また、無線端末
ＵＥが例えばカード型端末として構成される場合には、ユーザインターフェイス部２２０
及びバッテリ２４０を有していない。
【００３０】
　アンテナ２０１は無線信号の送受信に使用される。無線通信部２１０は、アンテナ２０
１を介して無線通信を行うように構成される。送信については、無線通信部２１０は、制
御部２６０から入力されるベースバンド信号のアップコンバート及び増幅等を行って無線
信号をアンテナ２０１から出力する。受信については、無線通信部２１０は、アンテナ２
０１から入力される受信信号の増幅及びダウンコンバート等を行った後、ベースバンド信
号を制御部２６０に出力する。
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【００３１】
　ユーザインターフェイス部２２０は、ユーザからの操作を受け付けるボタンや画像を表
示するディスプレイ等を含んで構成されており、無線端末ＵＥとのインターフェイスとし
て機能する。ＧＰＳ受信機２３０は、ＧＰＳ信号を受信して、無線端末ＵＥの現在位置を
示す位置情報を制御部２６０に出力する。バッテリ２４０は、無線端末ＵＥの各ブロック
に供給すべき電力を蓄える。記憶部２５０は、例えばメモリを用いて構成されており、制
御部２６０による制御等に用いられる各種の情報を記憶する。制御部２６０は、例えばＣ
ＰＵを用いて構成されており、無線端末ＵＥの各種の機能を制御する。
【００３２】
　図４は、ピコ基地局ＰｅＮＢのブロック構成図である。図４に示すように、ピコ基地局
ＰｅＮＢは、アンテナ３０１と、無線通信部３１０と、ネットワーク通信部３２０と、記
憶部３３０と、制御部３４０とを有する。
【００３３】
　アンテナ３０１は無線信号の送受信に使用される。無線通信部３１０は、アンテナ３０
１を介して無線通信を行うように構成される。送信については、無線通信部３１０は、制
御部３４０から入力されるベースバンド信号のアップコンバート及び増幅等を行って無線
信号をアンテナ３０１から出力する。受信については、無線通信部３１０は、アンテナ３
０１から入力される受信信号の増幅及びダウンコンバート等を行った後、ベースバンド信
号を制御部３４０に出力する。
【００３４】
　ネットワーク通信部３２０は、コアネットワークＥＰＣ及び隣接基地局との通信を行う
。具体的には、ネットワーク通信部３２０は、Ｓ１インターフェイスを用いて、コアネッ
トワークＥＰＣに含まれるゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ及び移動管理装置ＭＭＥとの通信を
行う。また、ネットワーク通信部３２０は、Ｘ２インターフェイスを用いて、マクロ基地
局ＭｅＮＢ及びマクロ基地局ＭｅＮＢ’との通信を行う。
【００３５】
　記憶部３３０は、例えばメモリを用いて構成されており、制御部３４０による制御等に
用いられる各種の情報を記憶する。制御部３４０は、例えばＣＰＵを用いて構成されてお
り、ピコ基地局ＰｅＮＢの各種の機能を制御する。
【００３６】
　次に、本移動通信システムの動作環境について説明する。図５は、本移動通信システム
の動作環境を説明するための図である。
【００３７】
　図５に示すように、本移動通信システムでは、ピコ基地局ＰｅＮＢは、マクロ基地局Ｍ
ｅＮＢが形成するセル内でマクロ基地局ＭｅＮＢに隣接して配置されている。マクロ基地
局ＭｅＮＢ’は、マクロ基地局ＭｅＮＢが形成するセル外でマクロ基地局ＭｅＮＢに隣接
して配置されている。すなわち、ピコ基地局ＰｅＮＢ及びマクロ基地局ＭｅＮＢ’は、マ
クロ基地局ＭｅＮＢに隣接する隣接基地局に相当する。
【００３８】
　無線端末ＵＥは、マクロ基地局ＭｅＮＢのセル内に位置しており、マクロ基地局ＭｅＮ
Ｂに接続して通信を行っている。また、無線端末ＵＥは、ピコ基地局ＰｅＮＢのセルに向
けて移動している。
【００３９】
　ここで、本移動通信システムにおいてマクロ基地局ＭｅＮＢからピコ基地局ＰｅＮＢへ
のハンドオーバを行う際のハンドオーバ手順の概要を説明する。図６は、マクロ基地局Ｍ
ｅＮＢからピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバ手順の動作シーケンス図である。
【００４０】
　図６に示すように、ステップＳ１において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末ＵＥが
行うべき測定及びその結果の報告の設定（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を行うためのＭ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを無線端末ＵＥに送信する。測定と
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は、例えば参照信号の受信電力（ＲＳＲＰ）の測定や参照信号の受信品質（ＲＳＲＱ）の
測定である。Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎは、無線端末ＵＥが
行うべき測定及びその結果の報告を制御するためのパラメータを含む。
【００４１】
　当該パラメータは、測定対象及び報告条件を含む。測定対象は、例えば基地局（セル）
毎の測定ＩＤとして指定される。報告条件は、定期的（Ｐｅｒｉｏｄｉｃ）な報告とする
か、イベントトリガでの報告とするかを指定する情報や、イベントトリガでの報告の場合
にはどのようなイベント（すなわち、報告条件）を指定するかの情報を含む。
【００４２】
　報告条件としては、例えば、隣接基地局（ネイバーセル）の測定値(RSRP/RSRQ)が、マ
クロ基地局ＭｅＮＢ（サービングセル）の測定値にオフセットを加えた値よりも良くなっ
たという条件や、マクロ基地局ＭｅＮＢについてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱが閾値を下回った
という条件、隣接基地局についてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱが閾値を上回ったという条件等が
ある。なお、イベントトリガでの報告は、定期的な報告と比較してオーバーヘッドを削減
できる。
【００４３】
　ステップＳ２において、無線端末ＵＥは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎに含まれるパラメータに従って、測定を行った後、測定結果を報告するか否か
を判定する。定期的な報告の場合にはタイマが満了したか否かに応じて判定を行い、イベ
ントトリガでの報告の場合には報告条件が満たされた後タイマが満了したか否かに応じて
判定を行う。
【００４４】
　ステップＳ３において、無線端末ＵＥは、測定の対象とした基地局（セル）の測定ＩＤ
と、当該測定の結果とを対応付けて構成される測定情報を含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
Ｒｅｐｏｒｔをマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。具体的には、定期的な報告の場合には
各測定ＩＤについての測定情報をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔに含め、イベン
トトリガでの報告の場合には報告条件に該当する測定ＩＤについての測定情報のみをＭｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔに含める。
【００４５】
　ステップＳ４において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末ＵＥから受信したＭｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔに基づいて、ハンドオーバを行うか否かを判定し、ハンド
オーバを行うと判定した場合にはハンドオーバ先を決定する。ここでは、ピコ基地局Ｐｅ
ＮＢへのハンドオーバを行うと決定したものとする。
【００４６】
　ステップＳ５において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末ＵＥの受け入れを要求する
ためのＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを、Ｘ２インターフェイスを用いてピコ基地局
ＰｅＮＢに送信する。
【００４７】
　ステップＳ６において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、マクロ基地局ＭｅＮＢから受信したＨ
ａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに基づいて、無線端末ＵＥの受け入れを許可するか否か
を判定する。例えば、ピコ基地局ＰｅＮＢが高負荷状態であるような場合には、受け入れ
を拒否するといった判定が可能である。ここでは、無線端末ＵＥの受け入れを許可したも
のとする。
【００４８】
　ステップＳ７において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに
対する肯定応答であるＨａｎｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋを、Ｘ２インターフェイ
スを用いてマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。
【００４９】
　ステップＳ８において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ピコ基地局ＰｅＮＢからＨａｎｏｖ
ｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋを受信したことに応じて、ハンドオーバを指示するための
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Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄを無線端末ＵＥに送信する。
【００５０】
　ステップＳ９において、無線端末ＵＥは、マクロ基地局ＭｅＮＢからＨａｎｄｏｖｅｒ
　Ｃｏｍｍａｎｄを受信したことに応じて、マクロ基地局ＭｅＮＢとの接続を切断すると
ともに、ピコ基地局ＰｅＮＢとの接続を確立（同期を確立）する。
【００５１】
　ステップＳ１０において、無線端末ＵＥは、接続先切り替えが完了したことを通知する
ためのConn. Reconfig. Completeをピコ基地局ＰｅＮＢに送信する。
【００５２】
　このような手順によって、マクロ基地局ＭｅＮＢからピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオ
ーバが行われるが、ハンドオーバに伴う制御信号のやり取り（シグナリング）は多いため
、消費するリソースも多い。
【００５３】
　図５に示すように、ピコ基地局ＰｅＮＢのセル近傍に移動した無線端末ＵＥは、上述し
たハンドオーバ手順によってピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバを実行し得る。
【００５４】
　しかしながら、無線端末ＵＥが例えば車両内にあることにより高速移動している場合に
は、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバを行った直後に、ピコ基地局ＰｅＮＢからマク
ロ基地局ＭｅＮＢ’へのハンドオーバを行う必要が生じる。従って、ピコ基地局ＰｅＮＢ
へのハンドオーバのために消費したリソースと、ピコ基地局ＰｅＮＢからマクロ基地局Ｍ
ｅＮＢ’へのハンドオーバのために消費したリソースとが結果的に無駄になる。
【００５５】
　そこで、後述する第１実施形態～第８実施形態は、上述したハンドオーバ手順を改良す
ることによって、無線端末ＵＥの高速移動に起因するヘテロジーニアスネットワークの問
題を解決する。
【００５６】
　［第１実施形態］
　第１実施形態は、上述したハンドオーバ手順におけるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ送信処理（図６のステップＳ１）及び測定処理（図６のステップＳ
２）を改良したものである。
【００５７】
　再び図２及び図３を参照して、第１実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢ及び無線端末
ＵＥのそれぞれの動作を説明する。
【００５８】
　図２に示すように、第１実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢの記憶部１３０は、Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めるべきパラメータとして、高速
移動用の第１のパラメータと非高速移動用の第２のパラメータとを含む複数のパラメータ
（移動速度別のパラメータ）を予め記憶している。
【００５９】
　高速移動用の第１のパラメータは、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバを引き起こす
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを規制するように構成されている。これに対し、
非高速移動用の第２のパラメータは、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバを引き起こす
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔが可能なように構成されている。
【００６０】
　高速移動用の第１のパラメータは、例えば以下のように構成される。
【００６１】
　・第１のパラメータを、測定対象としてピコ基地局ＰｅＮＢを除外したものとする。
【００６２】
　・イベントトリガでの報告の場合であって、報告条件として、ピコ基地局ＰｅＮＢにつ
いてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱが閾値を上回ったという条件が適用される場合には、第１のパ
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ラメータとしての閾値を、第２のパラメータとしての閾値よりもかなり高く設定する。
【００６３】
　・イベントトリガでの報告の場合であって、報告条件として、マクロ基地局ＭｅＮＢに
ついてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱにオフセットを加えた値がピコ基地局ＰｅＮＢについてのＲ
ＳＲＰ／ＲＳＲＱを下回ったという条件が適用される場合には、第１のパラメータを、マ
クロ基地局ＭｅＮＢについてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱを上昇させるオフセット値とする。
【００６４】
　また、マクロ基地局ＭｅＮＢの制御部１４０は、記憶部１３０に記憶されている移動速
度別のパラメータを読み出した後、読み出した移動速度別のパラメータをＭｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて送信するよう無線通信部１１０を制御す
る。このように、第１実施形態において、無線通信部１１０及び制御部１４０は、高速移
動用の第１のパラメータと非高速移動用の第２のパラメータとを含む複数のパラメータを
無線端末ＵＥに通知する通知部に相当する。
【００６５】
　図３に示すように、第１実施形態に係る無線端末ＵＥの無線通信部２１０は、移動速度
別のパラメータを含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを受信する
。すなわち、第１実施形態において無線通信部２１０は、高速移動用の第１のパラメータ
と非高速移動用の第２のパラメータとを含む複数のパラメータを受信する受信部に相当す
る。
【００６６】
　また、無線端末ＵＥの制御部２６０は、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速度情報を
取得する取得部に相当する。制御部２６０は、例えば以下のようにして移動速度情報を取
得する。
【００６７】
　・制御部２６０は、無線通信部２１０が受信する無線信号のフェージング周波数を測定
する。フェージング周波数が高いほど、無線端末ＵＥが高速移動していることになるため
、フェージング周波数又はフェージング周波数の分布などから推定される移動速度を移動
速度情報とする。
【００６８】
　・制御部２６０は、単位時間当たりのハンドオーバ回数／セル再選択回数を測定する。
単位時間当たりのハンドオーバ回数／セル再選択回数が多いほど、無線端末ＵＥが高速移
動していることになるため、単位時間当たりのハンドオーバ回数／セル再選択回数から推
定される移動速度を移動速度情報とする。
【００６９】
　・制御部２６０は、無線端末ＵＥがＧＰＳ受信機２３０を有している場合に、ＧＰＳ受
信機２３０を用いて、単位時間当たりの移動距離を測定する。単位時間当たりの移動距離
から移動速度が求められるため、求められた移動速度を移動速度情報とする。
【００７０】
　・制御部２６０は、無線端末ＵＥの移動速度をネットワーク（無線アクセスネットワー
クＥ－ＵＴＲＡＮ又はコアネットワークＥＰＣ）に問い合わせて、移動速度情報を取得す
る。
【００７１】
　また、制御部２６０は、無線通信部２１０が受信した移動速度別のパラメータのうち、
取得した移動速度情報に対応するパラメータを選択する選択部に相当する。例えば、制御
部２６０は、移動速度情報が高速移動を示す場合には、高速移動用の第１のパラメータを
選択する。制御部２６０は、選択したパラメータを用いて、上述した測定処理を行う。
【００７２】
　次に、図７及び図８を参照して、第１実施形態に係るＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ送信処理及び測定処理を説明する。
【００７３】
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　図７は、第１実施形態に係るＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ送
信処理のフローチャートである。
【００７４】
　図７に示すように、ステップＳ１０１において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、高速移動用
の第１のパラメータと非高速移動用の第２のパラメータとを含む複数のパラメータ（移動
速度別のパラメータ）をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて
無線端末ＵＥに送信する。
【００７５】
　図８は、第１実施形態に係る測定処理のフローチャートである。
【００７６】
　ステップＳ２０１において、無線端末ＵＥは、移動速度別のパラメータを含むＭｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを受信する。
【００７７】
　ステップＳ２０２において、無線端末ＵＥは、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速度
情報を取得する。
【００７８】
　ステップＳ２０３において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２０１で受信した移動速度別
のパラメータのうち、ステップＳ２０２で取得した移動速度情報に対応するパラメータを
選択する。
【００７９】
　ステップＳ２０４において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２０３で選択したパラメータ
で指定される測定対象基地局（測定対象セル）についてＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定を行う
。
【００８０】
　ステップＳ２０５において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２０４で得られた測定結果が
、ステップＳ２０３で選択したパラメータで指定される報告条件を満たしたか否かを判定
する。
【００８１】
　報告条件を満たしたと判定した場合（ステップＳ２０５；ＹＥＳ）、ステップＳ２０６
において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２０４で得られた測定結果に関するＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔをマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。
【００８２】
　以上説明したように、第１実施形態によれば、マクロ基地局ＭｅＮＢが移動速度別のパ
ラメータをＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて送信し、無線
端末ＵＥが当該移動速度別のパラメータの中から自己の移動速度に合致するパラメータを
選択して使用することによって、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバが回避でき、ヘテ
ロジーニアスネットワークにおける不要なハンドオーバを防止できる。
【００８３】
　［第２実施形態］
　第２実施形態は、上述したハンドオーバ手順における測定処理（図６のステップＳ２）
を改良したものである。
【００８４】
　図３を参照して、第２実施形態に係る無線端末ＵＥの動作を説明する。
【００８５】
　図３に示すように、第２実施形態に係る無線端末ＵＥの無線通信部２１０は、マクロ基
地局ＭｅＮＢから、パラメータを含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎを受信する。すなわち、第２実施形態において無線通信部２１０は、パラメータを受
信する受信部に相当する。
【００８６】
　また、無線端末ＵＥの制御部２６０は、移動速度情報を取得する取得部に相当する。移
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動速度情報を取得する方法については、第１実施形態と同様である。
【００８７】
　さらに、制御部２６０は、取得した移動速度情報に基づいて、無線通信部２１０が受信
したパラメータを調整する調整部に相当する。具体的には、制御部２６０は、取得した移
動速度情報が高速移動を示す場合に、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバを引き起こす
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを規制するように、無線通信部２１０が受信した
パラメータを調整する。
【００８８】
　制御部２６０は、取得した移動速度情報が高速移動を示す場合に、例えば以下のように
してパラメータを調整する。
【００８９】
　・パラメータを、測定対象としてピコ基地局ＰｅＮＢを除外したものとする。
【００９０】
　・イベントトリガでの報告の場合であって、報告条件として、ピコ基地局ＰｅＮＢにつ
いてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱが閾値を上回ったという条件が適用される場合には、パラメー
タとしての閾値をかなり高く設定する。
【００９１】
　・イベントトリガでの報告の場合であって、報告条件として、マクロ基地局ＭｅＮＢに
ついてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱにオフセットを加えた値がピコ基地局ＰｅＮＢについてのＲ
ＳＲＰ／ＲＳＲＱを下回ったという条件が適用される場合には、マクロ基地局ＭｅＮＢに
ついてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱを相対的に上昇させるようオフセット処理をする。
【００９２】
　このような調整によって、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバを引き起こすＭｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔが規制される。そして、制御部２６０は、調整したパラメ
ータを用いて、上述した測定処理を行う。
【００９３】
　次に、図９を参照して、第２実施形態に係る測定処理を説明する。図９は、第２実施形
態に係る測定処理のフローチャートである。
【００９４】
　ステップＳ２２１において、無線端末ＵＥは、パラメータを含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを受信する。
【００９５】
　ステップＳ２２２において、無線端末ＵＥは、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速度
情報を取得する。
【００９６】
　ステップＳ２２３において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２２２で取得した移動速度情
報が高速移動を示すか否かを判定する。
【００９７】
　ステップＳ２２２で取得した移動速度情報が高速移動を示すと判定した場合（ステップ
Ｓ２２３；ＹＥＳ）、ステップＳ２２４において、無線端末ＵＥは、ピコ基地局ＰｅＮＢ
へのハンドオーバを引き起こすＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを規制するように
、ステップＳ２２１で受信したパラメータを調整する。これに対し、ステップＳ２２２で
取得した移動速度情報が高速移動を示さないと判定した場合（ステップＳ２２３；ＮＯ）
、無線端末ＵＥは、処理をステップＳ２２５に進める。
【００９８】
　ステップＳ２２５において、無線端末ＵＥは、パラメータで指定される測定対象基地局
（測定対象セル）についてＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定を行う。
【００９９】
　ステップＳ２２６において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２２５で得られた測定結果が
、パラメータで指定される報告条件を満たしたか否かを判定する。
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【０１００】
　報告条件を満たしたと判定した場合（ステップＳ２２６；ＹＥＳ）、ステップＳ２２７
において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２２５で得られた測定結果に関するＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔをマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。
【０１０１】
　以上説明したように、第２実施形態によれば、無線端末ＵＥは、自己の移動速度が高速
である場合に、受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含まれ
るパラメータを調整することによって、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバが回避でき
、ヘテロジーニアスネットワークにおける不要なハンドオーバを防止できる。
【０１０２】
　［第３実施形態］
　第３実施形態は、上述したハンドオーバ手順におけるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ送信処理（図６のステップＳ１）を改良したものである。
【０１０３】
　再び図２を参照して、第３実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢの動作を説明する。
【０１０４】
　図２に示すように、第３実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢの記憶部１３０は、Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めるべきパラメータとして、高速
移動用の第１のパラメータと非高速移動用の第２のパラメータとを含む複数のパラメータ
（移動速度別のパラメータ）を予め記憶している。
【０１０５】
　高速移動用の第１のパラメータは、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバを引き起こす
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを規制するように構成されている。これに対し、
非高速移動用の第２のパラメータは、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバを引き起こす
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔが可能なように構成されている。
【０１０６】
　高速移動用の第１のパラメータは、例えば以下のように構成される。
【０１０７】
　・第１のパラメータを、測定対象としてピコ基地局ＰｅＮＢを除外したものとする。
【０１０８】
　・イベントトリガでの報告の場合であって、報告条件として、ピコ基地局ＰｅＮＢにつ
いてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱが閾値を上回ったという条件が適用される場合には、第１のパ
ラメータとしての閾値を、第２のパラメータとしての閾値よりもかなり高く設定する。
【０１０９】
　・イベントトリガでの報告の場合であって、報告条件として、マクロ基地局ＭｅＮＢに
ついてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱにオフセットを加えた値がピコ基地局ＰｅＮＢについてのＲ
ＳＲＰ／ＲＳＲＱを下回ったという条件が適用される場合には、第１のパラメータを、マ
クロ基地局ＭｅＮＢについてのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱを上昇させるオフセット値とする。
【０１１０】
　また、マクロ基地局ＭｅＮＢの制御部１４０は、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速
度情報を取得する取得部に相当する。制御部１４０は、例えば以下のようにして移動速度
情報を取得する。
【０１１１】
　・制御部１４０は、無線端末ＵＥから無線通信部１１０が受信する無線信号のフェージ
ング周波数を測定する。フェージング周波数が高いほど、無線端末ＵＥが高速移動してい
ることになるため、フェージング周波数又はフェージング周波数の分布などから推定され
る移動速度を移動速度情報とする。
【０１１２】
　・制御部１４０は、無線端末ＵＥが移動速度情報を取得可能である場合に、移動速度情
報を無線端末ＵＥに要求することによって、無線端末ＵＥからの移動速度情報を取得する
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。
【０１１３】
　・制御部１４０は、無線端末ＵＥの移動速度をコアネットワークＥＰＣに問い合わせて
、コアネットワークＥＰＣからの移動速度情報を取得する。
【０１１４】
　また、制御部１４０は、記憶部１３０に記憶されている移動速度別のパラメータのうち
、取得した移動速度情報に対応するパラメータを選択する選択部に相当する。例えば、制
御部１４０は、移動速度情報が高速移動を示す場合には、高速移動用の第１のパラメータ
を選択する。
【０１１５】
　そして、制御部１４０は、選択したパラメータを記憶部１３０から読み出した後、当該
パラメータをＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて送信するよ
う無線通信部１１０を制御する。このように、第３実施形態において、無線通信部１１０
及び制御部１４０は、選択されたパラメータを無線端末ＵＥに通知する通知部に相当する
。
【０１１６】
　次に、図１０を参照して、第３実施形態に係るＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ送信処理を説明する。図１０は、第３実施形態に係るＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ送信処理のフローチャートである。
【０１１７】
　図１０に示すように、ステップＳ１２１において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末
ＵＥの移動速度を示す移動速度情報を取得する。
【０１１８】
　ステップＳ１２２において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、移動速度別のパラメータのうち
、ステップＳ１２１で取得した移動速度情報に対応するパラメータを選択する。
【０１１９】
　ステップＳ１２３において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ステップＳ１２２で選択したパ
ラメータをＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて無線端末ＵＥ
に送信する。
【０１２０】
　以上説明したように、第３実施形態によれば、マクロ基地局ＭｅＮＢが、移動速度別の
パラメータの中から無線端末ＵＥの移動速度に合致するパラメータを選択してＭｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めることによって、ピコ基地局ＰｅＮＢ
へのハンドオーバが回避でき、ヘテロジーニアスネットワークにおける不要なハンドオー
バを防止できる。
【０１２１】
　［第４実施形態］
　第４実施形態は、上述したハンドオーバ手順におけるハンドオーバ判定処理（図６のス
テップＳ４）を改良したものである。
【０１２２】
　再び図２を参照して、第４実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢの動作を説明する。
【０１２３】
　図２に示すように、第４実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢの無線通信部１１０は、
無線端末ＵＥからのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを受信する受信部に相当する
。
【０１２４】
　また、マクロ基地局ＭｅＮＢの制御部１４０は、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速
度情報を取得する取得部に相当する。移動速度情報を取得する方法については、第３実施
形態と同様である。
【０１２５】
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　また、制御部１４０は、無線通信部１１０が受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバ条件を満たすか否かを判定する。例えば、
ピコ基地局ＰｅＮＢに対応する測定ＩＤがＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔに含ま
れており、且つ、当該測定ＩＤに対応する測定結果がハンドオーバ条件を満たすか否かを
判定する。
【０１２６】
　そして、制御部１４０は、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバ条件を満たすと判定し
た場合に、ピコ基地局ＰｅＮＢに対して、無線端末ＵＥの受け入れを要求するためのＨａ
ｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信するようネットワーク通信部１２０を制御する。こ
のように、第４実施形態において、ネットワーク通信部１２０及び制御部１４０は、Ｈａ
ｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信する送信部に相当する。
【０１２７】
　ただし、制御部１４０は、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバ条件を満たす場合であ
っても、取得した移動速度情報が高速移動を示す場合には、ピコ基地局ＰｅＮＢへのＨａ
ｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信を中止するよう制御する。
【０１２８】
　次に、図１１を参照して、第４実施形態に係るハンドオーバ判定処理を説明する。図１
１は、第４実施形態に係るハンドオーバ判定処理のフローチャートである。
【０１２９】
　図１１に示すように、ステップＳ４０１において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末
ＵＥからのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを受信する。
【０１３０】
　ステップＳ４０２において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ステップＳ４０１で受信したＭ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバ条件を満た
すか否かを判定する。
【０１３１】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバ条件を
満たさないと判定した場合（ステップＳ４０２；ＮＯ）、ステップＳ４０３において、マ
クロ基地局ＭｅＮＢは、通常のハンドオーバ判定処理、すなわち上述したハンドオーバ手
順と同様の処理を行う。
【０１３２】
　これに対し、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢへのハンド
オーバ条件を満たすと判定した場合（ステップＳ４０２；ＹＥＳ）、ステップＳ４０４に
おいて、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速度情報を取得す
る。
【０１３３】
　ステップＳ４０５において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ステップＳ４０４で取得した移
動速度情報が高速移動を示すか否かを判定する。
【０１３４】
　ステップＳ４０４で取得した移動速度情報が高速移動を示さないと判定した場合（ステ
ップＳ４０５；ＮＯ）、ステップＳ４０６において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、Ｈａｎｄ
ｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔをピコ基地局ＰｅＮＢに送信する。
【０１３５】
　これに対し、ステップＳ４０４で取得した移動速度情報が高速移動を示すと判定した場
合（ステップＳ４０５；ＹＥＳ）、ステップＳ４０７において、マクロ基地局ＭｅＮＢは
、ピコ基地局ＰｅＮＢへのＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信を中止する。
【０１３６】
　さらに、ステップＳ４０８において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ピコ基地局ＰｅＮＢに
対する測定に係る処理を中止するように無線端末ＵＥに指示する。具体的には、ピコ基地
局ＰｅＮＢに対する測定を行わないようにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
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ｔｉｏｎにより指示する、又は、ピコ基地局ＰｅＮＢについての測定結果の報告を行わな
いようにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎにより指示する。
【０１３７】
　以上説明したように、第４実施形態によれば、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ピコ基地局Ｐ
ｅＮＢへのハンドオーバ条件を満たす場合であっても、無線端末ＵＥの移動速度が高速で
ある場合には、ピコ基地局ＰｅＮＢへのＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信を中止
することによって、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバが回避でき、ヘテロジーニアス
ネットワークにおける不要なハンドオーバを防止できる。
【０１３８】
　また、第４実施形態によれば、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信を中止した後
、ピコ基地局ＰｅＮＢに対する測定に係る処理を中止するように無線端末ＵＥに指示する
ことによって、同様のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔが繰り返し発生することを
防止でき、オーバーヘッドを低減できる。
【０１３９】
　［第５実施形態］
　第５実施形態は、上述したハンドオーバ手順におけるハンドオーバ判定処理（図６のス
テップＳ４）、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ送信処理（図６のステップＳ５）、及
び受け入れ判定処理（図６のステップＳ６）を改良したものである。
【０１４０】
　再び図２及び図４を参照して、第５実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢ及びピコ基地
局ＰｅＮＢのそれぞれの動作を説明する。
【０１４１】
　図２に示すように、第５実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢの無線通信部１１０は、
無線端末ＵＥからのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを受信する受信部に相当する
。
【０１４２】
　また、マクロ基地局ＭｅＮＢの制御部１４０は、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速
度情報を取得する取得部に相当する。移動速度情報を取得する方法については、第３実施
形態と同様である。
【０１４３】
　また、制御部１４０は、無線通信部１１０が受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔが隣接基地局へのハンドオーバ条件を満たすか否かを判定する。そして、制御部１
４０は、隣接基地局へのハンドオーバ条件を満たすと判定した場合に、その隣接基地局に
対して、無線端末ＵＥの受け入れを要求するためのＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを
送信するようネットワーク通信部１２０を制御する。このように、第４実施形態において
、ネットワーク通信部１２０及び制御部１４０は、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを
送信する送信部に相当する。
【０１４４】
　ただし、制御部１４０は、取得した移動速度情報が高速移動を示す場合には、高速移動
情報をＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに含めて送信するよう制御する。高速移動情報
とは、例えば、高速移動であれば“１”、それよりも低速の移動であれば“０”といった
１ビットの情報（フラグ）である。ただし、１ビットに限らず、複数ビットとして、表現
可能な移動速度を増やすようにしてもよい。
【０１４５】
　なお、第５実施形態においては、マクロ基地局ＭｅＮＢは、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔの送信先基地局の種別がピコ基地局であるか否かを把握していなくてもよいこと
に留意すべきである。
【０１４６】
　図４に示すように、第５実施形態に係るピコ基地局ＰｅＮＢのネットワーク通信部３２
０は、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信する受信部に相当する。
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【０１４７】
　ピコ基地局ＰｅＮＢの制御部３４０は、ネットワーク通信部３２０が受信したＨａｎｄ
ｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに高速移動情報が含まれているか否かを判定する。制御部３４
０は、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに高速移動情報が含まれていない場合で、他の
受け入れ条件を満たしている場合には、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信元に対
して、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋを送信するようネットワーク通信部３
２０を制御する。
【０１４８】
　ただし、制御部３４０は、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに高速移動情報が含まれ
ている場合には、他の受け入れ条件を満たしている場合であっても、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋの送信を中止し、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに対して何
も応答しない、又は、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｎａｃｋを送信するよう制御
する。
【０１４９】
　このように、第５実施形態において、ネットワーク通信部３２０及び制御部３４０は、
Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋ又はＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｎ
ａｃｋを送信する送信部に相当する。
【０１５０】
　なお、マクロ基地局ＭｅＮＢ’が、高速移動情報を含むＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔを受信した場合には、マクロ基地局ＭｅＮＢ’は当該高速移動情報を無視して受け入
れ判定処理を行う。
【０１５１】
　次に、図１２を参照して、第５実施形態に係るハンドオーバ判定処理及びＨａｎｄｏｖ
ｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ送信処理を説明する。図１２は、第５実施形態に係るハンドオーバ
判定処理及びＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ送信処理のフローチャートである。
【０１５２】
　図１２に示すように、ステップＳ４１１において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末
ＵＥからのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを受信する。
【０１５３】
　ステップＳ４１２において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ステップＳ４１１で受信したＭ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔが隣接基地局へのハンドオーバ条件を満たすか否か
を判定する。
【０１５４】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバ条件を
満たすと判定した場合（ステップＳ４１２；ＹＥＳ）、ステップＳ４１３において、マク
ロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速度情報を取得する。
【０１５５】
　ステップＳ４１４において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ステップＳ４０４で取得した移
動速度情報が高速移動を示すか否かを判定する。
【０１５６】
　ステップＳ４１３で取得した移動速度情報が高速移動を示さないと判定した場合（ステ
ップＳ４１４；ＮＯ）、ステップＳ４１７において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、通常のＨ
ａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔをピコ基地局ＰｅＮＢに送信する。
【０１５７】
　これに対し、ステップＳ４１３で取得した移動速度情報が高速移動を示すと判定した場
合（ステップＳ４１４；ＹＥＳ）、ステップＳ４１５において、マクロ基地局ＭｅＮＢは
、高速移動情報をＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに含めて当該隣接基地局に送信する
。
【０１５８】
　なお、マクロ基地局ＭｅＮＢは、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信先基地局の
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種別がピコ基地局であることを把握できている場合には、高速移動情報をＨａｎｄｏｖｅ
ｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに含めてピコ基地局ＰｅＮＢに送信した後、ステップＳ４１６におい
て、ピコ基地局ＰｅＮＢに対する測定に係る処理を中止するように無線端末ＵＥに指示し
てもよい。具体的には、ピコ基地局ＰｅＮＢに対する測定を行わないようにＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎにより指示する、又は、ピコ基地局ＰｅＮＢに
ついての測定結果の報告を行わないようにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎにより指示する。
【０１５９】
　次に、図１３を参照して、第５実施形態に係る受け入れ判定処理を説明する。図１３は
、第５実施形態に係る受け入れ判定処理のフローチャートである。
【０１６０】
　図１３に示すように、ステップＳ６０１において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、マクロ基地
局ＭｅＮＢからのＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信する。
【０１６１】
　ステップＳ６０２において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ステップＳ６０１で受信したＨａ
ｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔが受け入れ条件を満たしている否かを判定する。
【０１６２】
　受け入れ条件を満たしていないと判定した場合（ステップＳ６０２；ＮＯ）、ステップ
Ｓ６０３において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｎａｃ
ｋをマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。あるいは、マクロ基地局ＭｅＮＢ側でタイムアウ
トによる判断を行う場合には、マクロ基地局ＭｅＮＢに対して何も送信しないとしてもよ
い。
【０１６３】
　これに対し、受け入れ条件を満たしていると判定した場合（ステップＳ６０２；ＹＥＳ
）、ステップＳ６０４において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ステップＳ６０１で受信したＨ
ａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔが高速移動情報を含んでいるか否かを判定する。なお、
高速移動情報が複数ビットで構成されている場合には、高速移動情報の内容を解釈して、
無線端末ＵＥが高速移動しているか否かを判定してもよい。
【０１６４】
　ステップＳ６０１で受信したＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔが高速移動情報を含ん
でいないと判定した場合（ステップＳ６０４；ＮＯ）、ステップＳ６０５において、ピコ
基地局ＰｅＮＢは、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋをマクロ基地局ＭｅＮＢ
に送信する。
【０１６５】
　これに対し、ステップＳ６０１で受信したＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔが高速移
動情報を含んでいると判定した場合（ステップＳ６０４；ＹＥＳ）、ステップＳ６０３に
おいて、ピコ基地局ＰｅＮＢは、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｎａｃｋをマクロ
基地局ＭｅＮＢに送信する。あるいは、マクロ基地局ＭｅＮＢ側でタイムアウトによる判
断を行う場合には、マクロ基地局ＭｅＮＢに対して何も送信しないとしてもよい。
【０１６６】
　以上説明したように、第５実施形態によれば、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末ＵＥ
の移動速度が高速である場合にはその旨をＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを用いてピ
コ基地局ＰｅＮＢに通知し、ピコ基地局ＰｅＮＢは、無線端末ＵＥの移動速度が高速であ
ることが通知された場合にはＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを拒否することによって
、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバが回避でき、ヘテロジーニアスネットワークにお
ける不要なハンドオーバを防止できる。
【０１６７】
　また、第５実施形態によれば、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末ＵＥの移動速度が高
速である旨をピコ基地局ＰｅＮＢに通知した後、ピコ基地局ＰｅＮＢに対する測定に係る
処理を中止するように無線端末ＵＥに指示することによって、同様のＭｅａｓｕｒｅｍｅ
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ｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔが繰り返し発生することを防止でき、オーバーヘッドを低減できる。
【０１６８】
　［第６実施形態］
　第６実施形態は、上述したハンドオーバ手順における受け入れ判定処理（図６のステッ
プＳ６）を改良したものである。
【０１６９】
　再び図４を参照して、第６実施形態に係るピコ基地局ＰｅＮＢの動作を説明する。
【０１７０】
　図４に示すように、第６実施形態に係るピコ基地局ＰｅＮＢのネットワーク通信部３２
０は、無線端末ＵＥの受け入れを要求するためのＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを隣
接基地局から受信する受信部に相当する。当該Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔは、無
線端末ＵＥの識別情報を含んでいる。
【０１７１】
　また、ピコ基地局ＰｅＮＢの制御部３４０は、ネットワーク通信部３２０がＨａｎｄｏ
ｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを隣接基地局から受信すると、無線端末ＵＥの移動速度を示す移
動速度情報をコアネットワークＥＰＣに要求した後、コアネットワークＥＰＣからの移動
速度情報を取得する。例えば、コアネットワークＥＰＣに含まれる移動管理装置ＭＭＥは
、無線端末ＵＥの単位時間当たりのハンドオーバ回数／セル再選択回数を管理しており、
その情報から移動速度情報を得ることができる。あるいは、無線端末ＵＥの現在位置の情
報を管理する位置情報管理装置がコアネットワークＥＰＣに設けられている場合には、位
置情報管理装置が管理している情報から移動速度情報を得ることができる。
【０１７２】
　制御部３４０は、取得した移動速度情報が高速移動を示すか否かを判定する。制御部３
４０は、移動速度情報が高速移動を示さないと判定した場合で、他の受け入れ条件を満た
していると判定した場合には、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信元に対して、Ｈ
ａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋを送信するようネットワーク通信部３２０を制
御する。
【０１７３】
　これに対し、移動速度情報が高速移動を示すと判定した場合においては、他の受け入れ
条件を満たしている場合であっても、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋの送信
を中止し、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに対して何も応答しない、又は、Ｈａｎｄ
ｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｎａｃｋを送信するよう制御する。
【０１７４】
　このように、第６実施形態において、ネットワーク通信部３２０及び制御部３４０は、
Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋ又はＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｎ
ａｃｋを送信する送信部に相当する。
【０１７５】
　次に、図１４を参照して、第６実施形態に係る受け入れ判定処理を説明する。図１４は
、第６実施形態に係る受け入れ判定処理のフローチャートである。
【０１７６】
　図１４に示すように、ステップＳ６１１において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、マクロ基地
局ＭｅＮＢからのＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信する。
【０１７７】
　ステップＳ６１２において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ステップＳ６１１で受信したＨａ
ｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔが受け入れ条件を満たしている否かを判定する。
【０１７８】
　受け入れ条件を満たしていないと判定した場合（ステップＳ６１２；ＮＯ）、ステップ
Ｓ６１３において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｎａｃ
ｋをマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。あるいは、マクロ基地局ＭｅＮＢ側でタイムアウ
トによる判断を行う場合には、マクロ基地局ＭｅＮＢに対して何も送信しないとしてもよ
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い。
【０１７９】
　これに対し、受け入れ条件を満たしていると判定した場合（ステップＳ６１２；ＹＥＳ
）、ステップＳ６１４において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ステップＳ６１１で受信したＨ
ａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔに含まれる無線端末ＵＥの識別情報を用いて、無線端末
ＵＥの移動速度情報の問い合わせをコアネットワークＥＰＣに対して行う。
【０１８０】
　ステップＳ６１５において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ステップＳ６１４での問い合わせ
により得られた移動速度情報を取得する。
【０１８１】
　ステップＳ６１６において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ステップＳ６１５で取得した移動
速度情報が高速移動を示すか否かを判定する。
【０１８２】
　ステップＳ６１５で取得した移動速度情報が高速移動を示さないと判定した場合（ステ
ップＳ６１６；ＮＯ）、ステップＳ６１７において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、Ｈａｎｄｏ
ｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋをマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。
【０１８３】
　これに対し、ステップＳ６１５で取得した移動速度情報が高速移動を示すと判定した場
合（ステップＳ６１６；ＹＥＳ）、ステップＳ６１３において、ピコ基地局ＰｅＮＢは、
Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｎａｃｋをマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。ある
いは、マクロ基地局ＭｅＮＢ側でタイムアウトによる判断を行う場合には、マクロ基地局
ＭｅＮＢに対して何も送信しないとしてもよい。
【０１８４】
　以上説明したように、第６実施形態によれば、ピコ基地局ＰｅＮＢは、Ｈａｎｄｏｖｅ
ｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信すると、無線端末ＵＥの移動速度情報をコアネットワークＥＰ
Ｃから取得し、取得した移動速度情報が高速移動を示す場合にはＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔを拒否することによって、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバが回避でき、
ヘテロジーニアスネットワークにおける不要なハンドオーバを防止できる。
【０１８５】
　［第７実施形態］
　第７実施形態は、上述したハンドオーバ手順における測定処理（図６のステップＳ２）
を改良したものである。
【０１８６】
　再び図３を参照して、第７実施形態に係る無線端末ＵＥの動作を説明する。
【０１８７】
　図３に示すように、第７実施形態に係る無線端末ＵＥの制御部２６０は、無線通信部２
１０が受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含まれるパラメ
ータに従って測定を行う測定部に相当する。
【０１８８】
　また、制御部２６０は、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速度情報を取得する取得部
に相当する。移動速度情報を取得する方法については、第１実施形態と同様である。
【０１８９】
　さらに、制御部２６０は、当該測定の結果に関する測定情報を含むＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔをマクロ基地局ＭｅＮＢに送信するよう無線通信部２１０を制御する
。測定情報は、測定結果（ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ）と測定対象の基地局（セル）の測定ＩＤ
とを対応付けて構成されている。第７実施形態において、無線通信部２１０及び制御部２
６０は、測定情報をマクロ基地局ＭｅＮＢに報告する報告部に相当する。
【０１９０】
　制御部２６０は、ピコ基地局ＰｅＮＢに対する測定結果が得られている場合で、取得し
た移動速度情報が高速移動を示す場合には、ピコ基地局ＰｅＮＢに対する測定結果に関す
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る測定情報を除外したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信するよう制御する。
測定により、マクロ基地局ＭｅＮＢ’の測定ＩＤについて測定結果１が得られ、ピコ基地
局ＰｅＮＢの測定ＩＤについて測定結果２が得られたケースを想定すると、ピコ基地局Ｐ
ｅＮＢについての測定情報（測定ＩＤ及び測定結果２）をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｐｏｒｔに含めずに、マクロ基地局ＭｅＮＢ’についての測定情報（測定ＩＤ及び測定結
果１）をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔに含めて送信する。
【０１９１】
　次に、図１５を参照して、第７実施形態に係る測定処理を説明する。図１５は、第７実
施形態に係る測定処理のフローチャートである。
【０１９２】
　ステップＳ２４１において、無線端末ＵＥは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎを受信する。
【０１９３】
　ステップＳ２４２において、無線端末ＵＥは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎに含まれるパラメータで指定される測定対象基地局（測定対象セル）につ
いてＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定を行う。
【０１９４】
　ステップＳ２４３において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２４２での測定結果に、ピコ
基地局ＰｅＮＢに対する測定結果が含まれているか否かを判定する。
【０１９５】
　ピコ基地局ＰｅＮＢに対する測定結果が含まれていないと判定した場合（ステップＳ２
４３；ＮＯ）、ステップＳ２４４において、無線端末ＵＥは、通常通りＭｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ判定及び送信処理を行う。
【０１９６】
　これに対し、ピコ基地局ＰｅＮＢに対する測定結果が含まれていると判定した場合（ス
テップＳ２４３；ＹＥＳ）、ステップＳ２４５において、無線端末ＵＥは、無線端末ＵＥ
の移動速度を示す移動速度情報を取得する。
【０１９７】
　ステップＳ２４６において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２４５で取得した移動速度情
報が高速移動を示すか否かを判定する。
【０１９８】
　ステップＳ２４６で取得した移動速度情報が高速移動を示さないと判定した場合（ステ
ップＳ２４６；ＮＯ）、ステップＳ２４４において、無線端末ＵＥは、通常通りＭｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ判定及び送信処理を行う。
【０１９９】
　これに対し、ステップＳ２４６で取得した移動速度情報が高速移動を示すと判定した場
合（ステップＳ２４６；ＹＥＳ）、ステップＳ２４７において、無線端末ＵＥは、ピコ基
地局ＰｅＮＢに対する測定結果に関する測定情報を除外したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒ
ｅｐｏｒｔをマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。
【０２００】
　以上説明したように、第７実施形態によれば、無線端末ＵＥは、自己の移動速度が高速
である場合には、ピコ基地局ＰｅＮＢについての測定情報をマクロ基地局ＭｅＮＢに報告
しないようにすることによって、ピコ基地局ＰｅＮＢへのハンドオーバが回避でき、ヘテ
ロジーニアスネットワークにおける不要なハンドオーバを防止できる。
【０２０１】
　［第８実施形態］
　第８実施形態は、上述したハンドオーバ手順におけるハンドオーバ判定処理（図６のス
テップＳ４）を改良したものである。
【０２０２】
　再び図２を参照して、第８実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢの動作を説明する。
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【０２０３】
　図２に示すように、第４実施形態に係るマクロ基地局ＭｅＮＢの無線通信部１１０は、
無線端末ＵＥからのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを受信する受信部に相当する
。
【０２０４】
　また、マクロ基地局ＭｅＮＢの制御部１４０は、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速
度情報を取得する取得部に相当する。移動速度情報を取得する方法については、第３実施
形態と同様である。
【０２０５】
　また、制御部１４０は、無線通信部１１０が受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢについての測定情報（測定ＩＤ及び測定結果）を含んでいる
か否かを判定する。
【０２０６】
　さらに、制御部１４０は、無線通信部１１０が受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｐｏｒｔに基づいて、無線端末ＵＥのハンドオーバ先を決定する決定部に相当する。制御
部１４０は、取得した移動速度情報が高速移動を示す場合で、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
Ｒｅｐｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢについての測定情報を含む場合には、Ｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔからピコ基地局ＰｅＮＢについての測定情報を除外した後、無線
端末ＵＥのハンドオーバ先を決定する。すなわち、取得した移動速度情報が高速移動を示
す場合には、ピコ基地局ＰｅＮＢについての測定情報を考慮せずに、無線端末ＵＥのハン
ドオーバ先を決定する。
【０２０７】
　次に、図１６を参照して、第８実施形態に係るハンドオーバ判定処理を説明する。図１
６は、第８実施形態に係るハンドオーバ判定処理のフローチャートである。
【０２０８】
　図１６に示すように、ステップＳ４２１において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末
ＵＥからのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを受信する。
【０２０９】
　ステップＳ４２２において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ステップＳ４２１で受信したＭ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢについての測定情報を含むか
否かを判定する。
【０２１０】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢについての測定情報を含
まないと判定した場合（ステップＳ４２２；ＮＯ）、ステップＳ４２６において、マクロ
基地局ＭｅＮＢは、通常のハンドオーバ先決定処理、すなわち上述したハンドオーバ手順
と同様の処理を行う。
【０２１１】
　これに対し、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔがピコ基地局ＰｅＮＢについての
測定情報を含むと判定した場合（ステップＳ４２２；ＹＥＳ）、ステップＳ４２３におい
て、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速度情報を取得する。
【０２１２】
　ステップＳ４２４において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、ステップＳ４２３で取得した移
動速度情報が高速移動を示すか否かを判定する。
【０２１３】
　移動速度情報が高速移動を示さないと判定した場合（ステップＳ４２４；ＮＯ）、ステ
ップＳ４２６において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、通常のハンドオーバ先決定処理を行う
。
【０２１４】
　これに対し、移動速度情報が高速移動を示すと判定した場合（ステップＳ４２４；ＹＥ
Ｓ）、ステップＳ４２５において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
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Ｒｅｐｏｒｔからピコ基地局ＰｅＮＢについての測定情報を除外（削除）する。その後、
ステップＳ４２６において、無線端末ＵＥのハンドオーバ先が決定される。
【０２１５】
　以上説明したように、第８実施形態によれば、マクロ基地局ＭｅＮＢは、無線端末ＵＥ
が高速移動している場合で、無線端末ＵＥからのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ
がピコ基地局ＰｅＮＢについての測定情報を含む場合には、ピコ基地局ＰｅＮＢについて
の測定情報を除外して無線端末ＵＥのハンドオーバ先を決定することによって、ピコ基地
局ＰｅＮＢへのハンドオーバが回避でき、ヘテロジーニアスネットワークにおける不要な
ハンドオーバを防止できる。
【０２１６】
　［その他の実施形態］
　上記のように、本発明は各実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及
び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には
様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【０２１７】
　上述した各実施形態では、接続状態の無線端末ＵＥによる基地局切り替えであるハンド
オーバを主として説明した。しかしながら、上述した第１実施形態及び第２実施形態をセ
ル再選択に適用してもよい。
【０２１８】
　図１７は、アイドル状態の無線端末ＵＥがマクロ基地局ＭｅＮＢからピコ基地局ＰｅＮ
Ｂへのセル再選択を行う際の動作シーケンス図である。
【０２１９】
　図１７に示すように、ステップＳ１１において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、セル再選択
パラメータを含む報知情報であるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）をブロードキャストに
より送信する。
【０２２０】
　ステップＳ１２において、無線端末ＵＥは、受信したＳＩＢに含まれるセル再選択パラ
メータに従って測定処理を行う。
【０２２１】
　ステップＳ１３において、無線端末ＵＥは、受信したＳＩＢに含まれるセル再選択パラ
メータに従って待ち受け先基地局（待ち受け先セル）の切り替えを行う。
【０２２２】
　図１８は、上述した第１実施形態をセル再選択に適用した場合のマクロ基地局ＭｅＮＢ
の動作フローチャートである。
【０２２３】
　図１８に示すように、ステップＳ１１１において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、移動速度
別のセル再選択パラメータをＳＩＢに含めて送信する。ここで、高速移動用のセル再選択
パラメータは、ピコ基地局ＰｅＮＢへのセル再選択を規制するように構成されている。
【０２２４】
　図１９は、上述した第１実施形態をセル再選択に適用した場合の無線端末ＵＥの動作フ
ローチャートである。
【０２２５】
　ステップＳ２１１において、無線端末ＵＥは、移動速度別のセル再選択パラメータを含
むＳＩＢを受信する。
【０２２６】
　ステップＳ２１２において、無線端末ＵＥは、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速度
情報を取得する。
【０２２７】
　ステップＳ２１３において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２１１で受信した移動速度別
のセル再選択パラメータのうち、ステップＳ２１２で取得した移動速度情報に対応するセ
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ル再選択パラメータを選択する。
【０２２８】
　ステップＳ２１４において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２１３で選択したセル再選択
パラメータで指定される測定対象基地局（測定対象セル）についてＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの
測定を行う。
【０２２９】
　ステップＳ２１５において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２１４で得られた測定結果が
、ステップＳ２１３で選択したセル再選択パラメータで指定されるセル再選択条件を満た
したか否かを判定する。
【０２３０】
　セル再選択条件を満たしたと判定した場合（ステップＳ２１５；ＹＥＳ）、ステップＳ
２１６において、無線端末ＵＥは、セル再選択を実行する。
【０２３１】
　このように、上述した第１実施形態をセル再選択に適用することによって、高速移動し
ている無線端末ＵＥがピコ基地局ＰｅＮＢへのセル再選択を行うことを回避でき、ヘテロ
ジーニアスネットワークにおける不要なセル再選択を防止できる。
【０２３２】
　図２０は、上述した第２実施形態をセル再選択に適用した場合の無線端末ＵＥの動作フ
ローチャートである。
【０２３３】
　図２０に示すように、ステップＳ２３１において、無線端末ＵＥは、セル再選択パラメ
ータを含むＳＩＢを受信する。
【０２３４】
　ステップＳ２３２において、無線端末ＵＥは、無線端末ＵＥの移動速度を示す移動速度
情報を取得する。
【０２３５】
　ステップＳ２３３において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２３２で取得した移動速度情
報が高速移動を示すか否かを判定する。
【０２３６】
　ステップＳ２３２で取得した移動速度情報が高速移動を示すと判定した場合（ステップ
Ｓ２３３；ＹＥＳ）、ステップＳ２３４において、無線端末ＵＥは、ピコ基地局ＰｅＮＢ
へのセル再選択を規制するように、ステップＳ２３１で受信したセル再選択パラメータを
調整する。これに対し、ステップＳ２３２で取得した移動速度情報が高速移動を示さない
と判定した場合（ステップＳ２３３；ＮＯ）、無線端末ＵＥは、処理をステップＳ２３５
に進める。
【０２３７】
　ステップＳ２３５において、無線端末ＵＥは、セル再選択パラメータで指定される測定
対象基地局（測定対象セル）についてＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定を行う。
【０２３８】
　ステップＳ２３６において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２３５で得られた測定結果が
、セル再選択パラメータで指定されるセル再選択条件を満たしたか否かを判定する。
【０２３９】
　セル再選択条件を満たしたと判定した場合（ステップＳ２３６；ＹＥＳ）、ステップＳ
２３７において、無線端末ＵＥは、セル再選択を実行する。
【０２４０】
　このように、上述した第２実施形態をセル再選択に適用することによって、高速移動し
ている無線端末ＵＥがピコ基地局ＰｅＮＢへのセル再選択を行うことを回避でき、ヘテロ
ジーニアスネットワークにおける不要なセル再選択を防止できる。
【０２４１】
　なお、上述した第１実施形態～第８実施形態では、低電力基地局の一種であるピコ基地
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局を例に説明したが、ピコ基地局に限らず、ピコ基地局よりも小さいセルを形成する基地
局であるフェムト基地局（ホーム基地局とも称される）や、バックホールを無線で構成す
る基地局であるリレーノードを、本発明に係る低電力基地局としてもよい。
【０２４２】
　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。
【産業上の利用可能性】
【０２４３】
　以上のように、本発明に係る移動通信方法、基地局によれば、ヘテロジーニアスネット
ワークにおいて不要な基地局切り替えによってリソースが消費されることを防止できるた
め、移動体通信などの無線通信において有用である。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図１８】
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