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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末のハンドオーバを制御するためのハンドオーバパラメータを、任意の無線端末
の移動速度を示す移動速度情報と関連付けて記憶する記憶部と、
　ハンドオーバ失敗を検出し、前記ハンドオーバ失敗が検出された無線端末の移動速度で
ある失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調
整するように前記記憶部を制御する制御部と
を備える無線基地局。
【請求項２】
　前記制御部は、
　自局に接続中の無線端末の移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバ
パラメータを前記記憶部から取得し、
　前記取得したハンドオーバパラメータを用いて、前記接続中の無線端末のハンドオーバ
を制御する請求項１に記載の無線基地局。
【請求項３】
　前記制御部は、前記ハンドオーバ失敗の失敗事由に応じて、前記失敗検出移動速度を示
す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整するように前記記憶部を
制御する請求項１又は２に記載の無線基地局。
【請求項４】
　前記失敗事由がハンドオーバの開始が遅すぎたことである場合、前記制御部は、ハンド
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オーバの開始を早めるように、前記失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられ
たハンドオーバパラメータを調整する請求項３に記載の無線基地局。
【請求項５】
　前記失敗事由がハンドオーバの開始が早すぎたことである場合、前記制御部は、ハンド
オーバの開始を遅めるように、前記失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられ
たハンドオーバパラメータを調整する請求項３に記載の無線基地局。
【請求項６】
　前記失敗事由がハンドオーバ先の無線基地局の選択が不適切であることである場合、前
記制御部は、ハンドオーバ先の無線基地局の選択を適正にするように、前記失敗検出移動
速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整する請求項３に
記載の無線基地局。
【請求項７】
　無線基地局の制御方法であって、
　無線端末のハンドオーバを制御するためのハンドオーバパラメータを、任意の無線端末
の移動速度を示す移動速度情報と関連付けるステップと、
　ハンドオーバ失敗を検出するステップと、
　前記ハンドオーバ失敗が検出された無線端末の移動速度である失敗検出移動速度を示す
移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整するステップと
を有する制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＯＮ技術が適用される無線基地局及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムの標準化団体である３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project
）で標準化されているＬＴＥ（Long Term Evolution）では、人手を介さずに、無線基地
局に係るパラメータ設定を無線基地局自身が調整するＳＯＮ（Self Organizing Network
）技術が適用される。
【０００３】
　ＳＯＮ技術の一つとして、無線端末のハンドオーバ（すなわち接続先基地局の切り換え
）の失敗率を低減するために、ハンドオーバ失敗に関するハンドオーバ失敗情報に基づい
て、ハンドオーバを制御するためのハンドオーバパラメータを調整し、ハンドオーバパラ
メータの最適化を図る手法が提案されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
　ハンドオーバパラメータの最適化により、ハンドオーバ失敗に起因する通信品質の劣化
やネットワークリソースの無駄遣いを抑制できる。このような最適化の技術は、ＭＲＯ（
Mobility Robustness Optimization）と称される。なお、ハンドオーバパラメータの例に
ついては、非特許文献１及び２を参照されたい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP TR36．902　“4．5 Mobility Robustness Optimization”
【非特許文献２】３GPP TS36．331 “5．5．4 Measurement report triggering”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したＭＲＯでは、一の無線基地局から他の無線基地局へのハンドオーバ制御の対象
となる全ての無線端末について、同一のハンドオーバパラメータを適用することが想定さ
れている。
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【０００７】
　しかしながら、このような手法を採用する場合には、次のような問題がある。具体的に
は、無線端末の移動速度に応じて無線伝搬環境は異なり、且つ、最適なハンドオーバパラ
メータは無線伝搬環境毎に異なる。したがって、上記の手法では、必ずしもハンドオーバ
パラメータを適切に調整できず、ハンドオーバの失敗率を十分に低減できないおそれがあ
る。
【０００８】
　そこで、本発明は、ハンドオーバの失敗率を十分に低減できる無線基地局及びその制御
方法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】
【０００９】
　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。まず、本発
明に係る無線基地局の特徴は、無線端末のハンドオーバを制御するためのハンドオーバパ
ラメータを、任意の無線端末の移動速度を示す移動速度情報と関連付けて記憶する記憶部
（記憶部１３０）と、ハンドオーバ失敗を検出し、前記ハンドオーバ失敗が検出された無
線端末の移動速度である失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオ
ーバパラメータを調整するように前記記憶部を制御する制御部（制御部１２０）とを備え
ることを要旨とする。
【００１０】
　このような無線基地局によれば、ハンドオーバパラメータを移動速度毎に調整可能にな
るため、ハンドオーバパラメータをより適切に調整でき、ハンドオーバの失敗率を十分に
低減することができる。
【００１１】
　本発明に係る無線基地局の他の特徴は、上記の特徴に係る無線基地局において、前記制
御部は、自局に接続中の無線端末の移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンド
オーバパラメータを前記記憶部から取得し、前記取得したハンドオーバパラメータを用い
て、前記接続中の無線端末のハンドオーバを制御することを要旨とする。
【００１２】
　本発明に係る無線基地局の他の特徴は、上記の特徴に係る無線基地局において、前記制
御部は、前記ハンドオーバ失敗の失敗事由に応じて、前記失敗検出移動速度を示す移動速
度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整するように前記記憶部を制御する
ことを要旨とする。
【００１３】
　本発明に係る無線基地局の他の特徴は、上記の特徴に係る無線基地局において、前記失
敗事由がハンドオーバの開始が遅すぎたことである場合、前記制御部は、ハンドオーバの
開始を早めるように、前記失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンド
オーバパラメータを調整することを要旨とする。
【００１４】
　本発明に係る無線基地局の他の特徴は、上記の特徴に係る無線基地局において、前記失
敗事由がハンドオーバの開始が早すぎたことである場合、前記制御部は、ハンドオーバの
開始を遅めるように、前記失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンド
オーバパラメータを調整することを要旨とする。
【００１５】
　本発明に係る無線基地局の他の特徴は、上記の特徴に係る無線基地局において、前記失
敗事由がハンドオーバ先の無線基地局の選択が不適切であることである場合、前記制御部
は、ハンドオーバ先の無線基地局の選択を適正にするように、前記失敗検出移動速度を示
す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整することを要旨とする。
【００１６】
　本発明に係る制御方法の特徴は、無線基地局の制御方法であって、無線端末のハンドオ
ーバを制御するためのハンドオーバパラメータを、任意の無線端末の移動速度を示す移動
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速度情報と関連付けるステップと、ハンドオーバ失敗を検出するステップと、前記ハンド
オーバ失敗が検出された無線端末の移動速度である失敗検出移動速度を示す移動速度情報
と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整するステップとを有することを要旨とす
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ハンドオーバの失敗率を十分に低減できる無線基地局及びその制御方
法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信システムの概要を説明するための概略システム
構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係るハンドオーバ失敗の種別（失敗事由）を説明するための
概念図である。
【図３】本発明の実施形態に係る無線基地局の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係るパラメータテーブルの構成例を説明するための概念図で
ある。
【図５】本発明の実施形態に係る無線通信システムの動作パターン１を示す動作シーケン
ス図である。
【図６】本発明の実施形態に係る無線通信システムの動作パターン２を示す動作シーケン
ス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。具体的には、（１）無線通信システム
の概要、（２）無線基地局の構成、（３）無線通信システムの動作例、（４）実施形態の
効果、（５）その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載に
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している。
【００２０】
　（１）無線通信システムの概要
　図１は、本実施形態に係る無線通信システム１の概要を説明するための概略システム構
成図である。無線通信システム１は、ＬＴＥ規格に基づいて構成される。
【００２１】
　図１に示すように、複数の無線基地局ｅＮＢ（無線基地局ｅＮＢ＃１～ｅＮＢ＃３）は
Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access　Network）を構成する。複数
の無線基地局ｅＮＢのそれぞれは、無線端末ＵＥにサービスを提供すべき通信エリアであ
るセルを形成する。
【００２２】
　相互に隣接する各無線基地局ｅＮＢは、基地局間通信を提供する論理的な通信路である
Ｘ２インターフェースを介して通信可能である。複数の無線基地局ｅＮＢのそれぞれは、
Ｓ１インターフェースを介して、ＥＰＣ（Evolved Packet Core）、具体的には、ＭＭＥ
（Mobility Management Entity）／Ｓ－ＧＷ（Serving Gateway）と通信可能である。
【００２３】
　無線端末ＵＥは、ユーザが所持する無線通信装置であり、ユーザ装置とも称される。無
線端末ＵＥ＃１は、無線基地局ｅＮＢ＃１が形成するセル内で無線基地局ｅＮＢ＃１に接
続する。無線端末ＵＥ＃２は、無線基地局ｅＮＢ＃２が形成するセル内で無線基地局ｅＮ
Ｂ＃２に接続する。無線端末ＵＥ＃３は、無線基地局ｅＮＢ＃３が形成するセル内で無線
基地局ｅＮＢ＃３に接続する。
【００２４】
　無線端末ＵＥは、無線基地局ｅＮＢから受信する無線信号の品質（すなわち、無線品質
）を測定し、無線品質の測定結果に係る報告であるMeasurement Reportメッセージを接続



(5) JP 5366888 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

先の無線基地局ｅＮＢに送信する。ここで無線品質とは、例えば参照信号の受信電力（Ｒ
ＳＲＰ）である。Measurement Reportメッセージは、無線基地局ｅＮＢが設定したイベン
トをトリガとして無線端末ＵＥから無線基地局ｅＮＢに送信されてもよく、無線端末ＵＥ
から無線基地局ｅＮＢに定期的に送信されてもよい。
【００２５】
　無線端末ＵＥの接続先の無線基地局ｅＮＢは、無線端末ＵＥから受信するMeasurement 
Reportメッセージに基づいて、無線端末ＵＥの接続先を切り換えるハンドオーバ制御を行
う。無線端末ＵＥが複数の無線基地局ｅＮＢからの参照信号を受信する場合、Measuremen
t Reportメッセージは、複数の無線基地局ｅＮＢに対応する複数のＲＳＲＰを含んでもよ
い。無線端末ＵＥの接続先の無線基地局ｅＮＢは、Measurement Reportメッセージに基づ
いて、例えば複数の無線基地局ｅＮＢのうちＲＳＲＰが最も高いものを無線端末ＵＥの接
続先とするように、ハンドオーバ（以下、適宜「ＨＯ」と略記する）を制御する。
【００２６】
　無線通信システム１は、上述したＭＲＯをサポートする。本実施形態では、各無線基地
局ｅＮＢは、無線端末ＵＥのハンドオーバ失敗を検出したことに基づいてハンドオーバパ
ラメータを調整する。このようなハンドオーバパラメータは、例えば、無線端末ＵＥが測
定したＲＳＲＰを補正するためのオフセット値である。一例として、無線端末ＵＥ＃１が
無線基地局ｅＮＢ＃１及び無線基地局ｅＮＢ＃２のそれぞれから無線信号を受信可能な場
合において、無線基地局ｅＮＢ＃１に対応するＲＳＲＰ＃１と、無線基地局ｅＮＢ＃２に
対応するＲＳＲＰ＃２とを比較する前に、ＲＳＲＰ＃１を高く補正するためのオフセット
値をＲＳＲＰ＃１に加える。なお、不要なハンドオーバを避けるために、オフセット値は
、無線基地局ｅＮＢの対で１つの値を取り、対をなす各無線基地局ｅＮＢで共有する。
【００２７】
　以下では、無線基地局ｅＮＢ＃１に接続する無線端末ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃２への
ハンドオーバに失敗したことに基づいて、無線基地局ｅＮＢ＃１のハンドオーバパラメー
タを調整するケースを主として説明する。
【００２８】
　図２に示すように、ＭＲＯでは、ハンドオーバ失敗の種別は、ハンドオーバ失敗事由に
応じて、“Too Late HO”、“Too Early HO”、及び“HO to Wrong Cell”の３つが定義
されている（非特許文献1参照）。
【００２９】
　図２（a）に示すように、Too Late HOは、ハンドオーバ開始が遅すぎたことにより、ハ
ンドオーバ開始前又はハンドオーバ実行中において（ステップＳ１）、ハンドオーバ元の
無線基地局ｅＮＢ＃１と無線端末ＵＥとの間で無線リンク切断（ＲＬＦ： Radio Link Fa
ilure）が生じた（ステップＳ２）ことを意味する。この場合、無線端末ＵＥは、ハンド
オーバ先の無線基地局ｅＮＢ＃２又はハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１以外の無線
基地局ｅＮＢに再接続を試みる（ステップＳ３）。再接続先の無線基地局ｅＮＢは、Too 
Late HO発生を示すRLF Indicationメッセージをハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１
に通知する（ステップＳ４）。
【００３０】
　図２（ｂ）に示すように、Too Early HOは、ハンドオーバ開始が早すぎたことにより、
ハンドオーバ直後又はハンドオーバ実行中において（ステップＳ１）、ハンドオーバ先の
無線基地局ｅＮＢ＃２と無線端末ＵＥとの間でＲＬＦが生じた（ステップＳ２）ことを意
味する。この場合、無線端末ＵＥは、ハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１に再接続を
試みる（ステップＳ３）。ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ＃２は、ハンドオーバ元の
無線基地局ｅＮＢ＃１からRLF Indicationメッセージを受信（ステップＳ４）した時で且
つハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ＃２がハンドオーバ完了に関するUE Context Relea
seメッセージをハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１に送っていた場合、Too Early HO
発生を示すHandover Reportメッセージをハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１に送っ
てもよい（ステップＳ５）。
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【００３１】
　図２（ｃ）に示すように、HO to Wrong Cellは、ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢの
選択が不適切であることにより、ハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１からハンドオー
バ先の無線基地局ｅＮＢ＃２へのハンドオーバ成功直後又はハンドオーバ実行中において
（ステップＳ１）、ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ＃２と無線端末ＵＥとの間でＲＬ
Ｆが生じた（ステップＳ２）ことを意味する。この場合、無線端末ＵＥは、ハンドオーバ
元の無線基地局ｅＮＢ＃１及びハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ＃２以外の無線基地局
ｅＮＢ＃３に再接続を試みる（ステップＳ３）。ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ＃２
がRLF Indicationメッセージをハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１以外の無線基地局
ｅＮＢ＃３から受信し（ステップＳ４）、ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ＃２がすで
にUE Context Releaseメッセージをハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１に送っている
場合、Handover ReportメッセージでHO to Wrong Cell発生を通知してもよい（ステップ
Ｓ５）。また、ハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１からハンドオーバ先の無線基地局
ｅＮＢ＃２へのハンドオーバが失敗し、無線端末ＵＥがその他の無線基地局ｅＮＢ＃３へ
の再接続を試みる場合、無線基地局ｅＮＢ＃３はハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ＃１
へRLF Indicationメッセージを送ってもよい（ステップＳ５’）。
【００３２】
　（２）無線基地局の構成
　次に、無線基地局ｅＮＢ＃１の構成について説明する。無線基地局ｅＮＢ＃１以外の無
線基地局ｅＮＢは無線基地局ｅＮＢ＃１と同様に構成されるものとする。
【００３３】
　（２．１）機能ブロック構成
　図３は、無線基地局ｅＮＢ＃１の構成を示すブロック図である。
【００３４】
　図３に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１は、アンテナ部１０１、無線通信部１１０、
制御部１２０、記憶部１３０、及びネットワーク通信部１４０を有する。
【００３５】
　アンテナ部１０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部１１０は、例えば無
線周波数（ＲＦ）回路やベースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、アンテナ部１０
１を介して無線端末ＵＥと無線信号の送受信を行う。また、無線通信部１１０は、送信信
号の変調・符号化と受信信号の復調・復号とを行う。
【００３６】
　制御部１２０は、例えばＣＰＵを用いて構成され、無線基地局ｅＮＢ＃１が備える各種
機能ブロックを制御する。記憶部１３０は、例えばメモリを用いて構成され、無線基地局
ｅＮＢ＃１における制御等に用いられる各種の情報を記憶する。ネットワーク通信部１４
０は、Ｘ２インタフェースを使用した基地局間通信と、Ｓ１インタフェースを使用した通
信とを行う。
【００３７】
　記憶部１３０は、無線端末ＵＥのハンドオーバを制御するためのハンドオーバパラメー
タを、任意の無線端末の移動速度を示す移動速度情報と関連付けたパラメータテーブルを
記憶する。ハンドオーバパラメータとは、無線端末ＵＥが測定するＲＳＲＰに付加される
オフセット値や、無線端末ＵＥが測定するＲＳＲＰと比較される閾値を意味する。パラメ
ータテーブルの具体例については後述する。
【００３８】
　制御部１２０は、移動速度情報取得部１２１、ハンドオーバパラメータ取得部１２２、
ハンドオーバ制御部１２３、ハンドオーバ失敗検出部１２４、及びハンドオーバパラメー
タ調整部１２５を有する。
【００３９】
　移動速度情報取得部１２１は、無線基地局ｅＮＢ＃１に接続する無線端末ＵＥの移動速
度を示す移動速度情報を取得する。具体的には、無線端末ＵＥがＧＰＳ（Global Positio
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ning System）による測位機能を有している場合、移動速度情報取得部１２１は、ＧＰＳ
による測位位置及びその測位時間間隔から移動速度情報を取得する。無線端末ＵＥがＧＰ
Ｓによる測位機能を有していない場合、移動速度情報取得部１２１は、コアネットワーク
側に設けられる端末位置測定サーバ（E-SLMC: Evolved Serving Mobile Location Center
）からの無線端末ＵＥの測位位置及びその測位時間間隔から移動速度情報を取得する。あ
るいは、無線通信部１１０が無線端末ＵＥから受信する無線信号のフェージングピッチか
ら移動速度情報を取得してもよく、無線端末ＵＥが単位時間当たりに通過するセル数の情
報から移動速度情報を取得してもよい。また、無線端末ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃１のセ
ル内に滞在する時間と当該無線端末ＵＥのハンドオーバの履歴情報とから移動速度情報を
取得してもよい。なお、端末位置測定サーバ（E-SLMC）の詳細については、3GPP TS36.30
5を参照されたい。また、これらの移動速度情報の取得方法に限らず、既存の他の移動速
度取得方法を用いて無線端末ＵＥの移動速度情報を取得可能である。
【００４０】
　ハンドオーバパラメータ取得部１２２は、移動速度情報取得部１２１によって取得され
た移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを、記憶部１３０が記憶するパ
ラメータテーブルから取得する。
【００４１】
　ハンドオーバ制御部１２３は、無線通信部１１０が無線端末ＵＥから受信するMeasurem
ent Reportメッセージと、ハンドオーバパラメータ取得部１２２によって取得されたハン
ドオーバパラメータとに基づいて、無線端末ＵＥにハンドオーバを行わせるか否かの条件
判定を行う。
【００４２】
　一例として、無線基地局ｅＮＢ＃１に対応するＲＳＲＰ＃１と無線基地局ｅＮＢ＃２に
対応するＲＳＲＰ＃２とがMeasurement Reportメッセージに含まれ、且つ、ハンドオーバ
パラメータがＲＳＲＰ＃２にｘ［ｄＢ］のオフセット値を付加するものである場合を想定
すると、ハンドオーバ制御部１２３は、ＲＳＲＰ＃１と（ＲＳＲＰ＃２＋ｘ）とを比較し
、（ＲＳＲＰ＃２＋ｘ）がＲＳＲＰ＃１を上回る場合に、無線基地局ｅＮＢ＃２へのハン
ドオーバを無線端末ＵＥに行わせるようにハンドオーバ制御を行う。一方、（ＲＳＲＰ＃
２＋ｘ）がＲＳＲＰ＃１を下回る場合、ハンドオーバ制御部１２３は、無線基地局ｅＮＢ
＃２へのハンドオーバを無線端末ＵＥに行わせないようにする。
【００４３】
　ハンドオーバ失敗検出部１２４は、ハンドオーバ制御部１２３がハンドオーバ先の無線
基地局ｅＮＢ＃２へのハンドオーバを無線端末ＵＥに行わせると決定した後、ハンドオー
バ失敗を検出する。
【００４４】
　具体的には、ハンドオーバ失敗検出部１２４は、ネットワーク通信部１４０がハンドオ
ーバ先の無線基地局ｅＮＢ＃２から受信する、Too Late HO発生を示すRLF Indicationメ
ッセージによって、Too Late HOを検出する。
【００４５】
　また、ハンドオーバ失敗検出部１２４は、無線端末ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃１への再
接続を行ったことによって、Too Early HOを検出する。あるいは、ハンドオーバ失敗検出
部１２４は、ネットワーク通信部１４０がハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ＃２から受
信する、Too Early HO発生を示すHandover Reportメッセージによって、Too Early HOを
検出する。
【００４６】
　さらに、ハンドオーバ失敗検出部１２４は、ネットワーク通信部１４０がハンドオーバ
先の無線基地局ｅＮＢ＃２から受信する、HO to Wrong Cell発生を示すHandover Report
メッセージによって、HO to Wrong Cellを検出する。あるいは、ハンドオーバ失敗検出部
１２４は、ネットワーク通信部１４０がその他の無線基地局ｅＮＢ＃３から受信する、HO
 to Wrong Cell発生を示すRLF Indicationメッセージによって、HO to Wrong Cellを検出
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する。
【００４７】
　ハンドオーバ失敗検出部１２４は、ハンドオーバ失敗検出部１２４によって検出された
ハンドオーバ失敗の状況を、移動速度情報取得部１２１によって取得された移動速度情報
と関連付けて記憶部１３０に記憶させる。以下では、ハンドオーバ失敗が検出された無線
端末ＵＥの移動速度を失敗検出移動速度と称する。ハンドオーバ失敗検出部１２４は、失
敗検出移動速度を示す移動速度情報と、ハンドオーバ失敗の種別（Too Late HO、Too Ear
ly HO、又はHO to Wrong Cell）とを関連付けて記憶部１３０に記憶させる。
【００４８】
　ハンドオーバパラメータ調整部１２５は、記憶部１３０を参照し、失敗検出移動速度を
示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整するように記憶部１３
０を制御する。
【００４９】
　ハンドオーバパラメータ調整部１２５は、Too Late HOについては、ハンドオーバの開
始を早めるように、Too Late HOが発生した失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連
付けられたハンドオーバパラメータを調整する。図２（ａ）の例では、無線基地局ｅＮＢ
＃１に対応するＲＳＲＰ＃１に加算されるオフセット値を小さくする、あるいは、無線基
地局ｅＮＢ＃２に対応するＲＳＲＰ＃２に加算されるオフセット値を大きくすることで、
無線基地局ｅＮＢ＃１から無線基地局ｅＮＢ＃２へのハンドオーバの開始を早めることが
できる。
【００５０】
　ハンドオーバパラメータ調整部１２５は、Too Early HOについては、ハンドオーバの開
始を遅めるように、Too Early HOが発生した失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連
付けられたハンドオーバパラメータを調整する。図２（ｂ）の例では、無線基地局ｅＮＢ
＃１に対応するＲＳＲＰ＃１に加算されるオフセット値を大きくする、あるいは、無線基
地局ｅＮＢ＃２に対応するＲＳＲＰ＃２に加算されるオフセット値を小さくすることで、
無線基地局ｅＮＢ＃１から無線基地局ｅＮＢ＃２へのハンドオーバの開始を遅めることが
できる。
【００５１】
　ハンドオーバパラメータ調整部１２５は、HO to Wrong Cellについては、ハンドオーバ
先の無線基地局ｅＮＢの選択を適正にするように、HO to Wrong Cellが発生した失敗検出
移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整する。図２
（ｃ）の例では、無線基地局ｅＮＢ＃２に対応するＲＳＲＰ＃２に加算されるオフセット
値を小さくする、あるいは、無線基地局ｅＮＢ＃３に対応するＲＳＲＰ＃３に加算される
オフセット値を大きくすることで、無線基地局ｅＮＢ＃２よりも無線基地局ｅＮＢ＃３が
ハンドオーバ先として選択され易くすることができる。
【００５２】
　ただし、ハンドオーバパラメータを調整するためには、他の無線基地局ｅＮＢからの許
可が得られていることが必要である。そのため、Mobility Change Requestメッセージに
より調整後のハンドオーバパラメータを通知し、当該調整後のハンドオーバパラメータが
許容されることが確認できた場合に、ハンドオーバパラメータ調整部１２５がハンドオー
バパラメータを調整する。無線基地局ｅＮＢ間で送受信されるパラメータ調整用メッセー
ジの詳細については、3GPP TS36.423を参照されたい。
【００５３】
　（２．２）パラメータテーブルの構成例
　図４は、パラメータテーブルの構成例を説明するための概念図である。
【００５４】
　図４（ａ）に示すように、パラメータテーブルは、移動速度情報とハンドオーバパラメ
ータとを関連付けるテーブルである。図４（ａ）の例では、移動速度情報＃Ａ～＃Ｋ毎に
ハンドオーバパラメータが関連付けられている。
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【００５５】
　ハンドオーバパラメータの初期値は、移動速度情報＃Ａ～＃Ｋのそれぞれについて同一
の値とすることができる。そして、ハンドオーバパラメータ調整部１２５が移動速度情報
＃Ａ～＃Ｋのそれぞれについてハンドオーバパラメータを調整することによって、ハンド
オーバパラメータが移動速度毎に最適化されることになる。
【００５６】
　図４（ｂ）に示すように、移動速度情報＃Ａ～＃Ｋは、任意の無線端末ＵＥの移動速度
区分を示す。図４（ｂ）の例では、２０ｋｍ／ｈ毎に移動速度区分が設定されている。
【００５７】
　無線端末ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃１に接続中に無線基地局ｅＮＢ＃２に向けて移動し
、当該無線端末ＵＥの移動速度が３０ｋｍ／ｈである場合を想定すると、移動速度情報＃
Ｂに関連付けられたハンドオーバパラメータが無線端末ＵＥに対して適用されることにな
る。
【００５８】
　なお、図４（ｂ）に示す移動速度区分は一例であり、より詳細な移動速度区分としても
よく、より大まかな移動速度区分としてもよい。
【００５９】
　（３）無線通信システムの動作例
　次に、無線通信システム１の動作を、動作パターン１及び２を例に説明する。動作パタ
ーン１はToo Late HO発生時の動作を示し、動作パターン２はToo Early HO発生時の動作
を示す。なお、以下の動作説明ではハンドオーバシーケンスの概要を説明するが、ハンド
オーバシーケンスの詳細については3GPP TS36.300を参照されたい。
【００６０】
　（３．１）動作パターン１
　図５は、無線通信システム１の動作パターン１を示す動作シーケンス図である。本動作
例では、無線端末ＵＥが、Measurement Reportメッセージを無線基地局ｅＮＢ＃１に周期
的に送信するものとする。
【００６１】
　ステップＳ１０１において、無線基地局ｅＮＢ＃１に接続する無線端末ＵＥは、無線基
地局ｅＮＢ＃１からの参照信号を受信し、受信した参照信号からＲＳＲＰ＃１を測定する
。また、無線端末ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃２からの参照信号を受信し、受信した参照
信号からＲＳＲＰ＃２を測定する。
【００６２】
　ステップＳ１０２において、無線端末ＵＥは、測定したＲＳＲＰ＃１及びＲＳＲＰ＃２
を含むMeasurement Reportメッセージを無線基地局ｅＮＢ＃１に送信する。無線基地局ｅ
ＮＢ＃１の無線通信部１１０は、Measurement Reportメッセージを受信する。
【００６３】
　ステップＳ１０３において、無線基地局ｅＮＢ＃１の移動速度情報取得部１２１は、無
線端末ＵＥの移動速度情報を取得する。
【００６４】
　ステップＳ１０４において、無線基地局ｅＮＢ＃１のハンドオーバパラメータ取得部１
２２は、記憶部１３０が記憶するパラメータテーブルを参照し、移動速度情報取得部１２
１によって取得された移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを取得する
。
【００６５】
　ステップＳ１０５において、無線基地局ｅＮＢ＃１のハンドオーバ制御部１２３は、無
線通信部１１０が無線端末ＵＥから受信するMeasurement Reportメッセージと、ハンドオ
ーバパラメータ取得部１２２によって取得されたハンドオーバパラメータとに基づいて、
無線端末ＵＥにハンドオーバを行わせるか否かの条件判定を行う。無線基地局ｅＮＢ＃２
へのハンドオーバを無線端末ＵＥに行わせる場合には、処理がステップＳ１０６に進み、
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無線基地局ｅＮＢ＃２へのハンドオーバを無線端末ＵＥに行わせない場合には、処理がス
テップＳ１０１に戻る。なお、ハンドオーバパラメータ取得部１２２によって取得される
、移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータは、通常の調整されたハンドオ
ーバパラメータに対して加算されるオフセットとしてもよい。この場合、ハンドオーバ制
御部１２３は、通常の調整されたハンドオーバパラメータに対し、ハンドオーバパラメー
タ取得部１２２によって取得される、移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメ
ータを加算し、当該加算の結果を用いて無線端末ＵＥにハンドオーバを行わせるか否かの
条件判定を行うことになる。
【００６６】
　ステップＳ１０６において、無線基地局ｅＮＢ＃１のネットワーク通信部１４０は、無
線端末ＵＥの受け入れを要求する旨のHandover Requestメッセージを無線基地局ｅＮＢ＃
２に送信する。無線基地局ｅＮＢ＃２は、Handover Requestメッセージを受信する。
【００６７】
　ステップＳ１０７において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、無線端末ＵＥの受け入れを許可
する旨のHandover Acknowledgeメッセージを無線基地局ｅＮＢ＃１に送信する。無線基地
局ｅＮＢ＃１のネットワーク通信部１４０は、Handover Acknowledgeメッセージを受信す
る。
【００６８】
　ステップＳ１０８において、無線基地局ｅＮＢ＃１の無線通信部１１０は、無線基地局
ｅＮＢ＃２へのハンドオーバを指示する旨のHandover Commandメッセージを無線端末ＵＥ
に送信する。ここで、無線基地局ｅＮＢ＃１と無線端末ＵＥとの間でＲＬＦが発生したも
のとする。
【００６９】
　ステップＳ１０９において、無線端末ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃１との間でＲＬＦが
発生したことから、無線基地局ｅＮＢ＃２への再接続処理を行う。
【００７０】
　ステップＳ１１０において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、無線端末ＵＥが再接続を行った
ことから、Too Late HO発生を示すRLF Indicationメッセージを無線基地局ｅＮＢ＃１に
送信する。無線基地局ｅＮＢ＃１のネットワーク通信部１４０は、Too Late HO発生を示
すRLF Indicationメッセージを受信する。
【００７１】
　ステップＳ１１１において、無線基地局ｅＮＢ＃１のハンドオーバ失敗検出部１２４は
、ネットワーク通信部１４０が受信した、Too Late HO発生を示すRLF Indicationメッセ
ージによって、Too Late HOを検出する。
【００７２】
　ステップＳ１１２において、ハンドオーバパラメータ調整部１２５は、記憶部１３０を
参照し、失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータ
に対し、調整後のハンドオーバパラメータを決定する。具体的には、ハンドオーバパラメ
ータ調整部１２５は、ハンドオーバの開始を早めるように、失敗検出移動速度を示す移動
速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整する。ここで、失敗検出移動速
度を示す移動速度情報は、ステップＳ１０３で移動速度情報取得部１２１が取得したもの
を使用する。
【００７３】
　ステップＳ１１３において、無線基地局ｅＮＢ＃１のネットワーク通信部１４０は、ハ
ンドオーバパラメータ調整部１２５によって決定された調整後のハンドオーバパラメータ
を含むMobility Change Requestメッセージを無線基地局ｅＮＢ＃２に送信する。無線基
地局ｅＮＢ＃２は、Mobility Change Requestメッセージを受信する。
【００７４】
　ステップＳ１１４において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、Mobility Change Requestメッ
セージを許容する場合に、Mobility Change Acknowledgeメッセージを無線基地局ｅＮＢ
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＃１に送信する。無線基地局ｅＮＢ＃１のネットワーク通信部１４０は、Mobility Chang
e Acknowledgeメッセージを受信する。
【００７５】
　ステップＳ１１５において、無線基地局ｅＮＢ＃１のハンドオーバパラメータ調整部１
２５は、失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータ
を、調整後のハンドオーバパラメータによって更新する。
【００７６】
　ステップＳ１１６において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、調整後のハンドオーバパラメー
タを自局に設定する。
【００７７】
　（３．２）動作パターン２
　図６は、無線通信システム１の動作パターン２を示す動作シーケンス図である。本動作
例では、無線端末ＵＥが、Measurement Reportメッセージを無線基地局ｅＮＢ＃１に周期
的に送信するものとする。
【００７８】
　ステップＳ２０１～Ｓ２０７の各処理は、上述したステップＳ２０１～Ｓ２０７の各処
理と同様にして実行される。
【００７９】
　ステップＳ２０８において、無線基地局ｅＮＢ＃１の無線通信部１１０は、無線基地局
ｅＮＢ＃２へのハンドオーバを指示する旨のHandover Commandメッセージを無線端末ＵＥ
に送信する。
【００８０】
　ステップＳ２０９において、無線端末ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃２への接続処理を行
う。その後、無線基地局ｅＮＢ＃２と無線端末ＵＥとの間でＲＬＦが発生したものとする
。
【００８１】
　ステップＳ２１０において、無線端末ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃２との間でＲＬＦが
発生したことから、無線基地局ｅＮＢ＃１への再接続処理を行う。
【００８２】
　ステップＳ２１１において、無線基地局ｅＮＢ＃１のハンドオーバ失敗検出部１２４は
、無線端末ＵＥによる再接続によって、Too Early HOを検出する。
【００８３】
　ステップＳ２１２において、無線基地局ｅＮＢ＃１のネットワーク通信部１４０は、To
o Early HO発生を示すRLF Indicationメッセージを無線基地局ｅＮＢ＃２に送信する。無
線基地局ｅＮＢ＃２は、RLF Indicationメッセージを受信する。
【００８４】
　ステップＳ２１３において、ハンドオーバパラメータ調整部１２５は、記憶部１３０を
参照し、失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータ
に対し、調整後のハンドオーバパラメータを決定する。具体的には、ハンドオーバパラメ
ータ調整部１２５は、ハンドオーバの開始を遅めるように、失敗検出移動速度を示す移動
速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整する。ここで、失敗検出移動速
度を示す移動速度情報は、ステップＳ２０３で移動速度情報取得部１２１が取得したもの
を使用する。
【００８５】
　ステップＳ２１４において、無線基地局ｅＮＢ＃１のネットワーク通信部１４０は、ハ
ンドオーバパラメータ調整部１２５によって決定された調整後のハンドオーバパラメータ
を含むMobility Change Requestメッセージを無線基地局ｅＮＢ＃２に送信する。無線基
地局ｅＮＢ＃２は、Mobility Change Requestメッセージを受信する。
【００８６】
　ステップＳ２１５において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、Mobility Change Requestメッ
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セージを許容する場合に、Mobility Change Acknowledgeメッセージを無線基地局ｅＮＢ
＃１に送信する。無線基地局ｅＮＢ＃１のネットワーク通信部１４０は、Mobility Chang
e Acknowledgeメッセージを受信する。
【００８７】
　ステップＳ２１６において、無線基地局ｅＮＢ＃１のハンドオーバパラメータ調整部１
２５は、失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータ
を、調整後のハンドオーバパラメータによって更新する。
【００８８】
　ステップＳ２１７において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、調整後のハンドオーバパラメー
タを自局に設定する。
【００８９】
　（４）実施形態の効果
　以上説明したように、無線基地局ｅＮＢ＃１は、ハンドオーバパラメータを移動速度情
報と関連付けて記憶する記憶部１３０と、失敗検出移動速度を示す移動速度情報と関連付
けられたハンドオーバパラメータを調整するように記憶部１３０を制御する制御部１２０
とを備える。これにより、ハンドオーバパラメータを移動速度毎に最適化可能になるため
、ハンドオーバの失敗率を十分に低減することができる。
【００９０】
　本実施形態では、無線基地局ｅＮＢ＃１の制御部１２０は、自局に接続している無線端
末ＵＥの移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを記憶部
１３０から取得するとともに、取得したハンドオーバパラメータを用いて条件判定を行う
。これにより、無線端末ＵＥの現在の移動速度における過去のハンドオーバ失敗の状況が
反映されたハンドオーバパラメータを用いてハンドオーバの条件判定を行うことができる
ため、ハンドオーバの失敗率を十分に低減することができる。
【００９１】
　本実施形態では、無線基地局ｅＮＢ＃１の制御部１２０は、Too Late HOの検出に応じ
て、ハンドオーバの開始を早めるように、Too Late HOが生じた移動速度を示す移動速度
情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整する。これにより、Too Late HOが
生じた移動速度での、それ以降のToo Late HOの発生を抑制できる。
【００９２】
　本実施形態では、無線基地局ｅＮＢ＃１の制御部１２０は、Too Early HOの検出に応じ
て、ハンドオーバの開始を遅めるように、Too Early HOが生じた移動速度を示す移動速度
情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整する。これにより、Too Early HOが
生じた移動速度での、それ以降のToo Early HOの発生を抑制できる。
【００９３】
　本実施形態では、無線基地局ｅＮＢ＃１の制御部１２０は、HO to Wrong Cellの検出に
応じて、ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢの選択を適正にするように、HO to Wrong Ce
llが生じた移動速度を示す移動速度情報と関連付けられたハンドオーバパラメータを調整
する。これにより、HO to Wrong Cellが生じた移動速度での、それ以降のHO to Wrong Ce
llの発生を抑制できる。
【００９４】
　（５）その他の実施形態
　上記のように、本発明は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。
【００９５】
　上述した実施形態では、ハンドオーバパラメータとして主にオフセット値を説明したが
、オフセット値に限らず、ＲＳＲＰと比較される閾値を移動速度毎に調整してもよい。ま
た、ハンドオーバパラメータを用いた条件判定を無線基地局ｅＮＢ＃１が行っていたが、
ハンドオーバパラメータを用いた条件判定の一部を無線端末ＵＥが行ってもよい。
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【００９６】
　さらに、上述した実施形態では、通信実行中における接続先基地局の切り換えに係るハ
ンドオーバパラメータを主として説明したが、アイドルモード（待ち受け中）における接
続先基地局の切り換え（いわゆる、セル再選択）に係るパラメータであるセル再選択パラ
メータについても本発明を適用可能である。すなわち、本明細書において、ハンドオーバ
パラメータは、セル再選択パラメータも含む概念である。
【００９７】
　上述した実施形態では、ＬＴＥ（3GPP Release 8又は9）に基づく無線通信システムに
ついて説明したが、ＬＴＥを高度化したＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ（3GPP Release 10）
では、送信電力の異なる複数種類の無線基地局が混在するヘテロジーニアスネットワーク
の提供が予定されており、当該ヘテロジーニアスネットワークに本発明を適用してもよい
。また、ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄでは、バックホールを無線により構成する無線基地局
であるリレーノードの提供が予定されており、当該リレーノードを本発明に係る無線基地
局としてもよい。
【００９８】
　さらに、上述した実施形態では、ＬＴＥシステムについて説明したが、モバイルＷｉＭ
ＡＸ（ＩＥＥＥ ８０２．１６ｅ）に基づく無線通信システム等、他の無線通信システム
に対して本発明を適用してもよい。
【００９９】
　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。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特
定事項によってのみ限定されるものである。
【符号の説明】
【０１００】
　ＵＥ…無線端末、ｅＮＢ…無線基地局、１０１…アンテナ部、１１０…無線通信部、１
２０…制御部、１２１…移動速度情報取得部、１２２…ハンドオーバパラメータ取得部、
１２３…ハンドオーバ制御部、１２４…ハンドオーバ失敗検出部、１２５…ハンドオーバ
パラメータ調整部、１３０…記憶部、１４０…ネットワーク通信部
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