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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１基地局装置及び第２基地局装置を含む複数の基地局装置と、移動局装置
を備える通信システムであって、
　前記移動局装置は、
　前記複数の基地局装置からの受信電力をそれぞれ測定する測定部と、
　前記複数の基地局装置のうち前記移動局装置が位置するセルをカバーする基地局装置へ
、前記受信電力の測定結果を通知する測定結果通知部と、を備え、
　前記第１基地局装置は、
　前記移動局装置が前記第１基地局装置のセル内に位置する場合に通知された前記測定結
果を受信する測定結果受信部と、
　前記移動局装置が前記第１基地局装置以外の他の基地局装置からの受信電力を測定した
測定結果に基づいて、前記第１基地局装置からの送信出力を停止する場合に生じうるホー
ルエリアを検出するホール検出部と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記測定結果通知部は、最も良い受信電力が測定された基地局装置と、２番目に良好な
受信電力が測定された基地局装置と、に関してそれぞれ測定された測定結果を通知するこ
とを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
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　前記測定結果通知部は、２番目に良好な受信電力が測定された基地局装置に関して測定
された測定結果を通知することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記測定結果通知部は、所定の強度条件を満たす受信電力が測定された基地局装置に関
して測定された測定結果を通知することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記第１基地局装置は、前記第１基地局装置のセルに位置する前記移動局装置に前記測
定結果を通知させる指示信号を送信する指示送信部を備えることを特徴とする請求項１～
４のいずれか一項に記載の通信システム。
【請求項６】
　前記指示信号は、前記複数の基地局装置のうちいずれの基地局装置に関する測定結果を
前記第１基地局装置へ送信するかを選択するための条件の指定を含むことを特徴とする請
求項５に記載の通信システム。
【請求項７】
　前記第１基地局装置は、前記第１基地局装置からの送信出力の停止を要求するイベント
を検出するイベント検出部を備え、
　前記指示送信部は、前記イベントが検出された場合に前記指示信号を送信することを特
徴とする請求項５又は６に記載の通信システム。
【請求項８】
　前記移動局装置は、前記測定結果を送信可能なアクティブ状態と前記測定結果を送信で
きないアイドル状態とを含む少なくとも２つの状態を有し、
　前記第１基地局装置は、
　前記イベントの検出に応答して、前記アイドル状態の前記移動局装置を前記アクティブ
状態に遷移させるアクティブ指令部を備え、
　前記指示送信部は、前記アクティブ指令部により前記アクティブ状態に遷移する前記移
動局装置へ前記指示信号を送信することを特徴とする請求項７に記載の通信システム。
【請求項９】
　前記指示信号は、前記移動体装置が前記測定結果の通知を行う通知期間の指定を含み、
　前記移動局装置は、前記通知期間の経過を検出する時間測定部を備え、
　前記測定結果通知部は、前記通知期間経過時に前記測定結果の通知を停止することを特
徴とする請求項５～８のいずれか一項に記載の通信システム。
【請求項１０】
　前記移動局装置が前記第１基地局装置のセルから前記第２基地局装置のセルへハンドオ
ーバする場合に、前記測定結果通知部は前記測定結果の通知を停止することを特徴とする
請求項５～９のいずれか一項に記載の通信システム。
【請求項１１】
　前記第１基地局装置は、前記送信出力の停止を行う時刻までの残存期間に応じて、前記
第２基地局装置のセルから前記第１基地局装置のセルへの前記移動局装置のハンドオーバ
の可否を判定するハンドオーバ可否判定部を備えることを特徴とする請求項７～９のいず
れか一項に記載の通信システム。
【請求項１２】
　前記第１基地局装置は、前記第１基地局装置のセルへハンドオーバする前記移動局装置
に前記測定結果を通知させる信号を、前記第２基地局装置を介して前記移動局装置へ送信
する指示部を備え、
　前記指示部から送信される信号は、前記残存期間に応じて定めた前記通知期間の指定を
含むことを特徴とする請求項１１に記載の通信システム。
【請求項１３】
　前記第１基地局装置は、前記他の基地局装置の送信電力のマージンに関する情報を前記
他の基地局装置から受信するマージン情報受信部を備え、
　前記ホール検出部は、前記他の基地局装置について測定された受信電力に前記マージン
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を加えた値に基づいて前記ホールエリアを検出することを特徴とする請求項１～１２のい
ずれか一項に記載の通信システム。
【請求項１４】
　前記第１基地局装置は、前記ホール検出部によるホールエリアの検出結果に基づいて、
前記第１基地局装置からの送信出力を停止するか否かを判定する出力可否判定部を備える
ことを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の通信システム。
【請求項１５】
　前記出力可否判定部は、前記第１基地局装置からの送信出力を要求する要求信号を前記
他の基地局装置から受信する要求受信部を備え、
　前記出力可否判定部は、前記要求受信部が前記要求信号を受信した場合に前記第１基地
局装置からの送信出力を再開することを特徴とする請求項１４に記載の通信システム。
【請求項１６】
　第１基地局装置を含む複数の基地局装置と移動局装置を備える通信システムのカバーエ
リアに生じるホールエリアの検出方法であって、
　前記移動局装置は、
　前記複数の基地局装置からの受信電力をそれぞれ測定し、
　前記複数の基地局装置のうち前記移動局装置が位置するセルをカバーする基地局装置へ
、前記受信電力の測定結果を通知し、
　前記第１基地局装置は、
　前記移動局装置が前記第１基地局装置のセル内に位置する場合に通知された前記測定結
果を受信し、
　前記移動局装置が前記第１基地局装置以外の他の基地局装置からの受信電力を測定した
測定結果に基づいて、前記第１基地局装置からの送信出力を停止する場合に生じうるホー
ルエリアを検出する、ことを特徴とする検出方法。
【請求項１７】
　基地局装置であって、
　前記基地局装置がカバーするセル内に位置する移動局装置から、前記移動局装置によっ
てそれぞれ測定された前記複数の基地局装置からの受信電力の測定結果を受信する測定結
果受信部と、
　前記移動局装置が前記基地局装置以外の他の基地局装置からの受信電力を測定した測定
結果に基づいて、前記基地局装置からの送信出力を停止する場合に生じうるホールエリア
を検出するホール検出部と、を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項１８】
　請求項１に記載の通信システムにおける移動局装置であって、
　複数の基地局装置のうち前記移動局装置が位置するセルをカバーする基地局装置から、
前記基地局装置の受信電力の測定結果を通知させる指示信号を受信する指示受信部と、
　前記複数の基地局装置からの受信電力をそれぞれ測定する測定部と、
　前記移動局装置が位置するセルをカバーする前記基地局装置へ、前記測定結果を通知す
る測定結果通知部と、
　を備えることを特徴とする移動局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で論じられる実施態様は、基地局装置のカバーエリアに生じるホールエリアの
検出に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基地局装置と移動局装置とを含んだ通信システムにおいて、一部の基地局装置の送信電
力を低減したり、又は送信出力を停止しながらシステムを運用する場合がある。例えば、
基地局装置で扱うトラヒック量や基地局装置の消費電力を測定し、トラヒック量に応じて
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基地局装置の送信電力や送信出力のオンオフを制御する。
【０００３】
　このような処理の例として、３ＧＰＰ（The 3rd Generation Partnership Project）に
おいて検討されているエネルギー・セービング（Energy Saving）が挙げられる。なお、
以下の説明において「エネルギー・セービング」を「ＥＳ」と表記することがある。
【０００４】
　なお、移動体通信網の圏外に位置する携帯電話機が記憶している、無線信号源からの信
号に関する一又は複数の信号情報を、携帯電話機が移動体通信網の圏内に移動した時にそ
の携帯電話機から受信する受信部と、受信された一又は複数の信号情報に基づいて、携帯
電話機が信号情報に対応する信号を受信した時の携帯電話機の位置を算出する算出部と、
算出された携帯電話機の位置に基づいて、移動体通信網の圏外である位置を推定する推定
部と、を備える通信エリア推定サーバが知られている。
【０００５】
　また、システムの通信トラヒック状態によって無線基地局のゾーン構成を変更すること
により電力消費を低減させゾーン構成の変更によって通信不可能領域の発生を防ぐ移動通
信システムが提案されている。このシステムは、無線出力レベルが可変可能な１つの主無
線基地局と、無線出力レベルを停止し無線受信動作のみに設定可能な複数の子無線基地局
とを配置してなる無線基地局群と、無線基地局群内の無線基地局の制御および交換機との
間で呼接続制御を行う無線制御局とからなる。無線制御局は、無線基地局群から通知され
る通信トラヒックを集中監視する手段と、無線基地局群内の各子無線基地局群から通知さ
れる主無線基地局の電界強度を集中監視する手段と、無線基地局群内の無線基地局に対し
て無線出力可変制御信号を送信する手段と、主無線基地局と前記複数の子無線基地局の配
置構成を管理するデータベースを備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１３０５２３号公報
【特許文献２】特開平１０－１４５８４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ある基地局装置の送信電力を低減したり又は送信出力を停止した場合に、基地局装置の
周辺においてホールエリアが生じる恐れがある。ホールエリアとは、カバレッジエリア内
において移動局装置の通信が実施できなくなる範囲であり、カバレッジ・ホールと呼ばれ
ることもある。
【０００８】
　実施態様に係る装置及び方法は、基地局装置の送信出力の停止によるホールエリアの発
生を事前に予測することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　装置の一観点によれば、少なくとも第１基地局装置及び第２基地局装置を含む複数の基
地局装置と移動局装置を備える通信システムが与えられる。移動局装置は、複数の基地局
装置からの受信電力をそれぞれ測定する測定部と、複数の基地局装置のうち移動局装置が
位置するセルをカバーする基地局装置へ、受信電力の測定結果を通知する測定結果通知部
と、を備える。第１基地局装置は、移動局装置が第１基地局装置のセル内に位置する場合
に通知された測定結果を受信する測定結果受信部と、移動局装置が第１基地局装置以外の
他の基地局装置からの受信電力を測定した測定結果に基づいて、第１基地局装置からの送
信出力を停止する場合に生じうるホールエリアを検出するホール検出部と、を備える。
【００１０】
　他の装置の一観点によれば、基地局装置がカバーするセル内に位置する移動局装置から
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、移動局装置によってそれぞれ測定された複数の基地局装置からの受信電力の測定結果を
受信する測定結果受信部と、移動局装置が基地局装置以外の他の基地局装置からの受信電
力を測定した測定結果に基づいて、基地局装置からの送信出力を停止する場合に生じうる
ホールエリアを検出するホール検出部と、を備える基地局装置が与えられる。
【００１１】
　他の装置の一観点によれば、複数の基地局装置のうち移動局装置が位置するセルをカバ
ーする基地局装置から、基地局装置からの受信電力の測定結果を通知させる指示信号を受
信する指示受信部と、複数の基地局装置からの受信電力をそれぞれ測定する測定部と、移
動局装置が位置するセルをカバーする基地局装置へ、測定結果を通知する測定結果通知部
と、を備える移動局装置が与えられる。
【００１２】
　方法の一観点によれば、複数の基地局装置と移動局装置を備える通信システムのカバー
エリアに生じるホールエリアの検出方法が与えられる。この検出方法では、複数の基地局
装置からの受信電力を移動局装置においてそれぞれ測定し、複数の基地局装置のうち、移
動局装置が位置するセルをカバーする基地局装置以外の他の基地局装置からの受信電力に
基づいて、移動局装置が位置するセルをカバーする基地局装置からの送信出力を停止する
場合に生じうるホールエリアを検出する。
【発明の効果】
【００１３】
　開示の装置又は方法によれば、基地局装置の送信出力の停止によるホールエリアの発生
が防止される。
【００１４】
　本発明の目的及び利点は、特に特許請求の範囲に示した要素及びその組合せを用いて具
現化され達成される。前述の一般的な記述及び以下の詳細な記述の両方は、単なる例示及
び説明であり、特許請求の範囲のように本発明を限定するものでないと解するべきである
。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】通信システムの構成例を示す図である。
【図２】基地局装置のハードウエア構成の一例を示す図である。
【図３】基地局装置の第１例の構成図である。
【図４】ユーザ装置のハードウエア構成の一例を示す図である。
【図５】ユーザ装置の第１例の構成図である。
【図６】サーバ装置のハードウエア構成の一例を示す図である。
【図７】サーバ装置の構成の一例を示す図である。
【図８】通信システムにおける処理の第１例の説明図である。
【図９】ユーザ装置の特定処理の一例の説明図（その１）である。
【図１０】ユーザ装置の特定処理の一例の説明図（その２）である。
【図１１】ホール検出処理の第１例の説明図である。
【図１２】ホール検出処理の第２例の説明図である。
【図１３】ホール検出処理の第３例の説明図である。
【図１４】基地局装置の第２例の構成図である。
【図１５】ホール検出処理の第４例の説明図である。
【図１６】基地局装置の第３例の構成図である。
【図１７】基地局装置の第４例の構成図である。
【図１８】ユーザ装置の第２例の構成図である。
【図１９】ハンドオーバ時における処理の一例の説明図（その１）である。
【図２０】ハンドオーバ時における処理の一例の説明図（その２）である。
【図２１】ハンドオーバの可否の判定処理の説明図である。
【図２２】ハンドオーバ時における処理の一例の説明図（その３）である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　上述のホールエリアの発生は、送信出力を停止した場合の影響を事前に検証をせずに、
出力を停止する基地局装置を動的に選択した場合に生じやすい。なお、ホールエリアの発
生を予測する方法としては、無線リンク障害が生じた場合に、移動局であるユーザ装置が
無線品質と位置情報を記録し、後にこれらの情報をネットワーク側で収集することによっ
てホールエリアを検出することが考えられる。しかしこの方法では、無線リンク障害が発
生するまでホールエリアが検出できないため、ユーザへのサービス提供に不具合を生じさ
せる。
【００１７】
　以下、添付される図面を参照して、好ましい実施例について説明する。図１は、通信シ
ステムの構成例を示す図である。通信システム１は、第１基地局装置２ａ及び第２基地局
装置２ｂを少なくとも含んだ複数の基地局装置を備える。また、通信システム１は、移動
局装置であるユーザ装置３ａ及び３ｂと、サーバ装置４を備える。なお、以下の説明にお
いて基地局装置２ａ及び２ｂを総称して、「基地局装置２」と表記することがある。また
、以下の説明においてユーザ装置３ａ及び３ｂを総称して、「ユーザ装置３」と表記する
ことがある。また、ユーザ装置３が位置するセルをカバーする基地局装置を、「サービン
グ局」と表記することがある。
【００１８】
　第１基地局装置２ａ、第２基地局装置２ｂ及びサーバ装置４は通信ネットワーク５によ
って接続されている。第１基地局装置２ａと第２基地局装置２ｂとを接続するネットワー
クと、基地局装置２とサーバ装置４とを接続するネットワークは、それぞれ別のネットワ
ークでも同一のネットワークであってもよい。
【００１９】
　基地局装置２は、基地局装置２が送信出力を停止した場合に生じうるホールエリアの発
生を検出し、サーバ装置４へ通知する。サーバ装置４は、ホールエリアの検出結果に応じ
て基地局装置２からの送信出力を停止するか否かを判定する。基地局装置２からの送信出
力を停止する場合、サーバ装置４は、送信出力の停止を基地局装置２へ指示する。
【００２０】
　例えばサーバ装置４は、３ＧＰＰにおいて検討されているＥＳに従って基地局装置２の
送信出力の停止を要求してよい。基地局装置２は、サーバ装置４からの要求に応じてホー
ルエリアの検出処理を行い、サーバ装置４へ検出結果を通知してよい。また、例えば基地
局装置２は、基地局装置２や隣接の基地局装置における無線リソースの使用状態を測定し
、測定結果に応じてホールエリアの検出処理を行いサーバ装置４へ検出結果を通知しても
よい。
【００２１】
　続いて、通信システム１の各要素について説明する。図２は、基地局装置２のハードウ
エア構成の一例を示す図である。基地局装置２は、マイクロプロセッサ２００と、記憶部
２０１と、ネットワークプロセッサ２０２と、デジタル信号プロセッサ２０３と、バス２
０４を備える。以下の説明及び図面において、マイクロプロセッサ、ネットワークプロセ
ッサ及びデジタル信号プロセッサをそれぞれ「ＭＰＵ」、「ＮＷＰ」及び「ＤＳＰ」と表
記することがある。
【００２２】
　また、基地局装置２は、周波数変換部２０５及び２１０と、増幅部２０６及び２０９と
、デュプレクサ２０７と、アンテナ２０８を備える。
【００２３】
　ＭＰＵ２００、記憶部２０１、ＮＷＰ２０２、及びＤＳＰ２０３はバス２０４によって
接続されている。記憶部２０１には、基地局装置２の動作を制御するための各種プログラ
ムやデータが記憶される。記憶部２０１は、メモリ、ハードディスクや不揮発性メモリな
どを含んでいてよい。
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【００２４】
　ＭＰＵ２００は、記憶部２０１に記憶されるプログラムを実行することにより、基地局
装置２の動作を制御するための各処理を実行する。またＤＳＰ２０３は、記憶部２０１に
記憶されるプログラムを実行することにより、主にユーザ装置３との通信に関する各処理
を実行する。
【００２５】
　記憶部２０１には、ＭＰＵ２００及びＤＳＰ２０３が実行しているプログラムや、この
プログラムによって一時的に使用されるデータが記憶される。ＮＷＰ２０２は、他の基地
局装置２やサーバ装置４との間の信号の送受信処理を行う。ＮＷＰ２０２は、基地局装置
２を制御する上位装置や基地局装置２をコアネットワークへ接続する上位ノード装置と、
基地局装置２との間の信号の送受信処理を行ってもよい。
【００２６】
　周波数変換部２０５は、ＤＳＰ２０３によって生成された基地局装置２からユーザ装置
３へ送信する信号を無線周波数に変換する。増幅部２０６は、無線周波数信号を増幅する
。増幅された信号はデュプレクサ２０７及びアンテナ２０８を介して送信される。
【００２７】
　ユーザ装置３から送信された無線信号は、アンテナ２０８において受信される。受信信
号はデュプレクサ２０７を介して増幅部２０９に入力される。増幅部２０９は、受信信号
を増幅する。周波数変換部２１０は、増幅された無線周波数の受信信号を、ベースバンド
信号に変換する。ベースバンド信号はＤＳＰ２０３によって処理される。
【００２８】
　図３は、基地局装置２の第１例の構成図である。図２のＤＳＰ２０３は、記憶部２０１
に記憶されるプログラムを実行することによって、図３に示す構成要素による情報処理を
行う。他の基地局装置２の実施例についても同様である。図３は、以下の説明に関係する
機能を中心として示している。このため、基地局装置２は図示の構成要素以外の他の構成
要素を含んでいてよい。
【００２９】
　基地局装置２は、無線通信部２２０と、データ通信部２２１と、ネットワークインタフ
ェース２２２とを備える。基地局装置２は、イベント検出部２２３と、測定処理制御部２
２４と、指示送信部２２５と、時間測定部２２６と、測定結果受信部２２７と、ホール検
出部２２８と、ホール情報作成部２２９と、縮退運転制御部２３０と、アクティブ指令部
２３１を備える。
【００３０】
　無線通信部２２０は、送信対象のデジタル信号を多重化した後に無線周波数信号に変換
し、アンテナ２０８を介してユーザ装置３へ送信する。また無線通信部２２０は、アンテ
ナ２０８を介してユーザ装置３から受信した無線周波数信号をデジタル信号に変換する。
データ通信部２２１は、無線通信部２２０を介してユーザ装置３とデータ信号を送受信す
る。
【００３１】
　ネットワークインタフェース２２２は、他の基地局装置２やサーバ装置４との間の信号
の送受信処理を行う。ネットワークインタフェース２２２は、基地局装置２を制御する上
位装置や基地局装置２をコアネットワークへ接続する上位ノード装置と、基地局装置２と
の間の信号の送受信処理を行ってもよい。
【００３２】
　イベント検出部２２３は、基地局装置２から移動局装置３への信号の送信出力の停止を
要求するイベントの発生を検出する。以下の説明において、送信出力の停止を要求するイ
ベントを、「ＥＳ要求イベント」と表記することがある。
【００３３】
　ＥＳ要求イベントの一例は、例えば、サーバ装置４による送信出力の停止要求である。
ＥＳ要求イベントの他の例は、例えば、基地局装置２や隣接する基地局装置２において測
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定される無線リソースの使用率の低下である。無線リソースの使用率は、例えばユーザ数
やトラヒック数に基づいて測定されてよい。基地局装置２は、無線リソースの使用率を測
定する使用状態測定部を備えてもよい。
【００３４】
　ＥＳ要求イベントの発生が検出された場合、イベント検出部２２３は、送信出力の停止
の予定時刻までの残存時間ＴＯを決定する。イベント検出部２２３は、ＥＳ要求イベント
の発生、及び残存時間ＴＯを測定処理制御部２２４に通知する。
【００３５】
　ＥＳ要求イベントが発生した場合、測定処理制御部２２４は、基地局装置２からの受信
電力の測定結果を通知させるユーザ装置３を選択する。測定処理制御部２２４は、例えば
後述のアクティブ状態にあるユーザ装置３を、測定結果を通知させるユーザ装置として選
択してよい。測定処理制御部２２４は、アクティブ状態にあるユーザ装置３に代えて又は
これに加えて、後述のアイドル状態にあるユーザ装置３を、測定結果を通知させるユーザ
装置として選択してもよい。
【００３６】
　測定処理制御部２２４は、残存時間ＴＯに基づいて、ＴＯ以下の長さの通知期間Ｎを決
定する。測定処理制御部２２４は、基地局装置２が測定結果の通知に含める事項を指定す
る指定情報及び通知期間Ｎを指示送信部２２５へ通知する。以下の説明において、この指
定情報を「通知事項指定情報」と表記することがある。
【００３７】
　通知事項指定情報は、例えば、ユーザ装置３が、いずれの基地局装置２に関して測定し
た測定結果を通知すべきかを選択するための条件の指定を含んでいてよい。このような条
件の例としては、例えば、「最も良い受信電力が測定された基地局装置と、２番目に良好
な受信電力が測定された基地局装置」であってよい。また条件の例は、例えば「２番目に
良好な受信電力が測定された基地局装置」であってもよい。また条件の例は、例えば「所
定の強度条件を満たす受信電力が測定された基地局装置」であってもよい。
【００３８】
　また例えば、通知事項指定情報は、測定時におけるユーザ装置の位置情報を通知に含め
ることを指定してもよい。
【００３９】
　指示送信部２２５は、基地局装置２からの受信電力をユーザ装置３に測定させ測定結果
を通知させる指示信号を、測定処理制御部２２４によって選択されたユーザ装置３へ送信
する。指示信号は、通知期間Ｎの指定と通知事項指定情報とを含む。指示信号は、ユーザ
装置３からの通知の周期に関する指定を含んでいてもよい。
【００４０】
　時間測定部２２６は、通知期間Ｎが経過するか否かを判定する。測定結果受信部２２７
は、ユーザ装置３から送信された測定結果を受信する。ホール検出部２２８は、受信した
測定結果に基づいて、基地局装置３からの送信出力を停止する場合に生じうるホールエリ
アを検出する。ホール検出部２２８による検出処理における判定方法については後述する
。
【００４１】
　時間測定部２２６が通知期間Ｎの経過を検出した時、ホール検出部２２８は、ホールエ
リアの検出処理を終了する。時間測定部２２６が通知期間Ｎの経過を検出した時、ホール
情報作成部２２９は、ホールエリアの検出状態や検出されたホールエリアに関連する関連
情報を示すホール情報を生成する。
【００４２】
　ホールエリアの検出状態は、例えばホールエリアの検出回数や、全測定回数に対する検
出回数の比率等であってよい。また関連情報は、例えばホールエリア検出の原因となった
測定結果が送信された時のユーザ装置３の位置情報であってもよい。ホール情報作成部２
２９は、ネットワークインタフェース２２２を介して、ホール情報をサーバ装置４へ送信



(9) JP 5516758 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

する。
【００４３】
　サーバ装置４は、ホール情報に基づいて基地局装置２の送信出力の停止の可否を判定す
る。サーバ装置４は、判定結果に従って送信出力の停止指示を基地局装置２へ送信する。
縮退運転制御部２３０は、ネットワークインタフェース２２２を介して、送信出力の停止
指示を受信する。送信出力の停止指示が受信された場合、縮退運転制御部２３０は、基地
局装置２の送信出力を停止する。
【００４４】
　アクティブ指令部２３１は、指示信号を送信するユーザ装置３がアイドル状態にある場
合に、このユーザ装置３をアクティブ状態に遷移させる。アクティブ状態とは、基地局装
置２へ測定結果を送信できる状態であり、例えば、上りリンクチャネルの同期が確立した
状態であってよい。また、アイドル状態とは、基地局装置２へ測定結果を送信できる以前
の状態であり、上りリンクチャネルの同期が確立していない状態であってよい。アイドル
状態にあるユーザ装置３の特定及びアクティブ状態への遷移方法の一例は後述する。
【００４５】
　測定結果通知後のユーザ装置３の動作状態を、アイドル状態及びアクティブ状態のいず
れかから選択するために、指示信号は、測定結果通知後のユーザ装置３の動作状態の指定
を含んでもよい。
【００４６】
　続いてユーザ装置３の構成を説明する。図４は、ユーザ装置３のハードウエア構成の一
例を示す図である。ユーザ装置３は、ＭＰＵ３００と、記憶部３０１と、ＤＳＰ３０２と
、バス３０３を備える。また、ユーザ装置３は、アンテナ３０４と、デュプレクサ３０５
と、増幅部３０６及び３０９と、周波数変換部３０７及び３０８を備える。
【００４７】
　ＭＰＵ３００、記憶部３０１及びＤＳＰ３０２はバス３０３によって接続されている。
記憶部３０１には、ユーザ装置３の動作を制御するための各種プログラムやデータが記憶
される。記憶部３０１は、メモリ、ハードディスクや不揮発性メモリなどを含んでいてよ
い。
【００４８】
　ＭＰＵ３００は、記憶部３０１に記憶されるプログラムを実行することにより、ユーザ
装置３の動作を制御するための各処理を実行する。またＤＳＰ３０２は、記憶部３０１に
記憶されるプログラムを実行することにより、主に基地局装置２との通信に関する各処理
を実行する。記憶部３０１には、ＭＰＵ３００及びＤＳＰ３０２が実行しているプログラ
ムや、このプログラムによって一時的に使用されるデータが記憶される。
【００４９】
　基地局装置２から送信された無線信号は、アンテナ３０４において受信される。受信信
号はデュプレクサ３０５を介して増幅部３０６に入力される。増幅部３０６は、受信信号
を増幅する。周波数変換部３０７は、増幅された無線周波数の受信信号を、ベースバンド
信号に変換する。ベースバンド信号はＤＳＰ３０２によって処理される。
【００５０】
　周波数変換部３０８は、ＤＳＰ３０２によって生成されたユーザ装置３から基地局装置
２へ送信する信号を無線周波数に変換する。増幅部３０９は、無線周波数信号を増幅する
。増幅された信号はデュプレクサ３０５及びアンテナ３０４を介して送信される。
【００５１】
　図５は、ユーザ装置３の第１例の構成図である。図４のＤＳＰ３０２は、記憶部３０１
に記憶されるプログラムを実行することによって、図５に示す構成要素による情報処理を
行う。他のユーザ装置３の実施例についても同様である。なお、図５は、以下の説明に関
係する機能を中心として示している。このため、ユーザ装置３は図示の構成要素以外の他
の構成要素を含んでいてよい。
【００５２】
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　ユーザ装置３は、無線通信部３２０と、データ通信部３２１と、指示受信部３２１と、
測定処理制御部３２２と、状態変更部３２３と、時間測定部３２４と、受信電力測定部３
２５と、測定情報生成部３２６と、測定結果送信部３２７を備える。測定情報生成部３２
６及び測定結果送信部３２７は、測定結果通知部の一例であってよい。
【００５３】
　無線通信部３２０は、送信対象のデジタル信号を多重化した後に無線周波数信号に変換
し、アンテナ３０４を介して基地局装置２へ送信する。また無線通信部３２０は、アンテ
ナ３０４を介して基地局装置２から受信した無線周波数信号をデジタル信号に変換する。
データ通信部３２１は、無線通信部３２０を介して基地局装置２とデータ信号を送受信す
る。
【００５４】
　指示受信部３２１は、基地局装置２から送信された指示信号を受信する。指示受信部３
２１は、指示信号に含まれる情報要素を測定処理制御部３２２へ出力する。測定処理制御
部３２２へ出力される情報要素は、例えば、通知期間Ｎの指定及び通知事項指定情報を含
む。
【００５５】
　情報要素は、測定結果通知後のユーザ装置３の動作状態の指定を含んでもよい。動作状
態の指定は、アイドル状態及びアクティブ状態のいずれかを指定してよい、情報要素は、
測定結果の通知周期に関する指定を含んでもよい。
【００５６】
　測定処理制御部３２２は、指示受信部３２１から情報要素を受信すると、状態変更部３
２３にユーザ装置３の動作状態を遷移させる。このとき状態変更部３２３は、ユーザ装置
３の動作状態を、アクティブ状態から、ホールエリア発生検出のために基地局装置２から
受信電力の測定結果を通知する動作状態へ遷移させる。
【００５７】
　以下の説明において、ホールエリア発生検出のために基地局装置２から受信電力の測定
結果を通知する動作状態を「測定実施状態」と表記する。また、測定結果の通知が終わる
と、測定処理制御部３２２は、情報要素に含まれる指定に従って、状態変更部３２３にユ
ーザ装置３の動作状態を遷移させる。
【００５８】
　測定処理制御部３２２は、情報要素に含まれる通知期間Ｎの指定を時間測定部３２４へ
出力する。また、測定処理制御部３２２は、通知事項指定情報を測定情報生成部３２６へ
出力する。測定処理制御部３２２は、測定結果の通知周期に関する指定を測定情報生成部
３２６へ出力してもよい。
【００５９】
　状態変更部３２３は、測定処理制御部３２２からの指示に従って、ユーザ装置３の動作
状態を遷移させる。また、状態変更部３２３は、基地局装置２からアクティブ指令を受信
した場合に、ユーザ装置３の動作状態をアイドル状態からアクティブ状態へ遷移させる。
【００６０】
　時間測定部３２４は、通知期間Ｎが経過するか否かを判定する。受信電力測定部３２５
は、基地局装置２から送信される無線信号の受信電力を測定する。通知期間Ｎが経過する
までの間、測定情報生成部３２６は、受信電力測定部３２５により測定された測定結果の
中から、通知事項指定情報に指定された情報を抽出することにより、サービング局２へ送
信する情報を生成する。以下の説明では、測定結果に関してサービング局２へ送信する情
報を「測定情報」と表記することがある。
【００６１】
　測定結果送信部３２７は、測定情報生成部３２６により生成された測定情報を測定結果
としてサービング局２へ送信する。測定情報生成部３２６及び測定結果送信部３２７は、
測定結果の通知周期に関する指定に従って、測定情報の生成と送信を行ってもよい。
【００６２】
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　続いてサーバ装置４の構成を説明する。図６は、サーバ装置４のハードウエア構成の一
例を示す図である。サーバ装置４は、ＭＰＵ４００と、記憶部４０１と、ＮＷＰ４０２と
、バス４０３を備える。
【００６３】
　ＭＰＵ４００、記憶部４０１及びＮＷＰ４０２はバス４０３によって接続されている。
記憶部４０１には、サーバ装置４の動作を制御するための各種プログラムやデータが記憶
される。記憶部４０１は、メモリ、ハードディスクや不揮発性メモリなどを含んでいてよ
い。
【００６４】
　ＭＰＵ４００は、記憶部４０１に記憶されるプログラムを実行することにより、サーバ
装置４の動作を制御するための各処理を実行する。記憶部４０１には、ＭＰＵ４００が実
行しているプログラムや、このプログラムによって一時的に使用されるデータが記憶され
る。ＮＷＰ４０２は、基地局装置２との間の信号の送受信処理を行う。
【００６５】
　図７は、サーバ装置４の構成の一例を示す図である。図６のＭＰＵ４００は、記憶部４
０１に記憶されるプログラムを実行することによって、図７に示す構成要素による情報処
理を行う。なお、図７は、以下の説明に関係する機能を中心として示している。このため
、サーバ装置４は図示の構成要素以外の他の構成要素を含んでいてよい。
【００６６】
　サーバ装置４は、ネットワークインタフェース４２０と、ＥＳ運用制御部４２１と、ホ
ール情報受信部４２２を備える。ネットワークインタフェース４２０は、基地局装置２と
の間の信号の送受信処理を行う。
【００６７】
　ＥＳ運用制御部４２１は、基地局装置２からの送信出力停止の要否を判定する。例えば
、ＥＳ運用制御部４２１は、ネットワーク５を介して、基地局装置２にて測定されたトラ
ヒック量や消費電力を収集することによって、トラヒック量や消費電力に応じて基地局装
置２からの送信出力の停止の要否を判定してよい。ＥＳ運用制御部４２１は、基地局装置
２の送信出力の停止を要求する信号を生成し、ネットワーク５を介して基地局装置２へ送
信する。
【００６８】
　ホール情報受信部４２２は、基地局装置２のホール情報作成部２２９から送信されたホ
ール情報を受信する。ＥＳ運用制御部４２１は、受信したホール情報に基づいて、基地局
装置２からの送信出力を停止するか否かを判定する。基地局装置２からの送信出力を停止
する場合、ＥＳ運用制御部４２１は、送信出力の停止を基地局装置２へ指示する。なお、
ホール情報が受信されない場合であっても、ＥＳ運用制御部４２１は、送信出力の停止を
基地局装置２へ指示してよい。
【００６９】
　なお、図２、図４及び図６に示すハードウエア構成は、あくまで基地局装置２、ユーザ
装置３及びサーバ装置４のハードウエア構成の一例である。本明細書に記載される処理を
実行するものであれば、他のいかなるハードウエア構成が採用されてもよい。
【００７０】
　続いて、図８を参照して、通信システム１における処理の第１例を説明する。なお、他
の実施態様においては、下記のオペレーションＡＡ～ＡＨの各オペレーションはステップ
であってもよい。
【００７１】
　オペレーションＡＡにおいて基地局装置２のイベント検出部２２３は、基地局装置２か
らの送信出力の停止を要求するＥＳ要求イベントの発生を検出する。この時点では、ユー
ザ装置３ａはアイドル状態にあり、ユーザ装置３ｂはアクティブ状態にある。
【００７２】
　オペレーションＡＢにおいてアクティブ指令部２３１は、基地局装置２のセル内に位置
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するアイドル状態のユーザ装置３ａを特定する。アクティブ指令部２３１は、ユーザ装置
３ａをアクティブ状態に遷移させるアクティブ指令をユーザ装置３ａへ送信する。オペレ
ーションＡＣにおいてユーザ装置３ａは、アクティブ状態へ遷移する。
【００７３】
　図９及び図１０を参照して、アクティブ指令部２３１がアイドル状態のユーザ装置３ａ
を特定する処理の一例を説明する。図９は、通信システム１内におけるユーザ装置３ａの
移動管理に関連する構成要素を示す。アイドル状態のユーザ装置３ａは、基地局装置２ａ
のセル内に位置している。
【００７４】
　参照符号６は、ユーザ装置３ａの位置登録やページング処理を行う移動管理装置を示し
、参照符号７は、ユーザ装置３ａの位置情報やクラス情報を登録するユーザ装置データベ
ースである。移動管理装置６及びユーザ装置データベース６は、例えば３ＧＰＰにて定め
られた通信方式であるＬＴＥ（Long Term Evolution）におけるＭＭＥ（Mobility Manage
ment Entity）及びＨＳＳ（Home Subscriber Server）であってよい。
【００７５】
　アイドル状態のユーザ装置３ａを特定する処理の一例を図１０に示す。なお、他の実施
態様においては、下記のオペレーションＢＡ～ＢＨの各オペレーションはステップであっ
てもよい。オペレーションＢＡにおいてイベント検出部２２３は、ＥＳ要求イベントの発
生を検出する。
【００７６】
　オペレーションＢＢにおいてアクティブ指令部２３１は、移動管理装置６へ、基地局装
置２ａのセル内に位置する可能性がある全てのユーザ装置３に対するページングを要求す
る。オペレーションＢＣにおいて移動管理装置６は、基地局装置２ａが位置するＴＡ（ト
ラッキングエリア）に位置するユーザ装置３を着信端末として、基地局装置２ａのみを経
由してページングを行う。
【００７７】
　このページングは基地局装置２ａを経由して実施されるため、アクティブ指令部２３１
は、ページングに基づく通信接続後にアイドル状態であったのユーザ装置３ａを特定する
ことができる。基地局装置２ａから送信されるページング信号は、アクティブ指令の一例
である。
【００７８】
　ページングを受信したユーザ装置３ａは、オペレーションＢＤにおいてアタッチプロシ
ージャを開始する。アタッチプロシージの実施によってユーザ装置３ａと基地局装置２ａ
との無線通信が確立し、ユーザ装置３ａはアクティブ状態に遷移する。
【００７９】
　アタッチプロシージャにおいてユーザ装置３ａは、ユーザ装置３ａに関するクラス情報
を通知する。オペレーションＢＥにおいて移動管理装置６は、ユーザ装置３ａに関してユ
ーザ装置データベース７に登録されたクラス情報の更新を要求する。
【００８０】
　オペレーションＢＦにおいてユーザ装置データベース７は、更新要求に対する応答信号
において更新したクラス情報を移動管理装置６へ送信する。オペレーションＢＧにおいて
移動管理装置６は、このクラス情報を基地局装置２ａへ送信する。
【００８１】
　オペレーションＢＨにおいてアクティブ指令部２３１は、ユーザ装置３ａが上述の測定
実施状態をサポートしているか否かをクラス情報に基づいて判定する。ユーザ装置３ａが
測定実施状態をサポートする場合には、アクティブ指令部２３１はユーザ装置３ａとの無
線接続状態を維持する。後述のオペレーションＡＤにおいて指示送信部２２５は、指示信
号をユーザ装置３ａへ送信する。
【００８２】
　ユーザ装置３ａが測定実施状態をサポートしない場合には、アクティブ指令部２３１は
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ユーザ装置３ａとの無線接続を切断する。この結果ユーザ装置３ａはアイドル状態に戻る
。
【００８３】
　図８を参照する。オペレーションＡＤにおいて指示送信部２２５は、指示信号をユーザ
装置３へ送信する。指示信号の受信によってユーザ装置３は、測定実施状態に遷移する。
ユーザ装置３ａに送信する指示信号は、通知期間Ｎ経過後にユーザ装置３ａの動作状態を
アイドル状態に戻すための動作状態の指定を含んでいてよい。また、ユーザ装置３ｂに送
信する指示信号は、通知期間Ｎ経過後にユーザ装置３ｂの動作状態をアクティブ状態に戻
す指定を含んでいてよい。ユーザ装置３は、測定実施状態に遷移後の通知期間Ｎの間、オ
ペレーションＡＥ１～ＡＥｎにおいて測定結果をサービング局である基地局装置２へ送信
する。
【００８４】
　基地局装置２がオペレーションＡＥ１～ＡＥｎにおいて測定結果を受信すると、オペレ
ーションＡＦ１～ＡＦｎにおいてホール検出部２２８は、測定結果に基づいて、基地局装
置２からの送信出力を停止する場合に生じうるホールエリアを検出する。ホール検出部２
２８による検出処理は後述する。
【００８５】
　その後、通知期間Ｎが満了すると、ユーザ装置３ａ及び３ｂの測定処理制御部３２２と
状態変更部３２３は、指示信号に含まれる動作状態の指定に従って、ユーザ装置３ａ及び
３ｂをそれぞれアイドル状態及びアクティブ状態へ戻す。
【００８６】
　オペレーションＡＧにおいてホール情報作成部２２９は、ホール情報を生成する。ホー
ル情報作成部２２９は、ホール情報をサーバ装置４へ送信する。サーバ装置４のＥＳ運用
制御部４２１は、受信したホール情報に基づいて基地局装置２の送信出力の停止の可否を
判定する。ＥＳ運用制御部４２１は、判定結果に従って送信出力の停止指示を基地局装置
２へ送信する。
【００８７】
　オペレーションＡＨにおいて縮退運転制御部２３０は、送信出力の停止指示を受信する
。停止指示を受信した場合に縮退運転制御部２３０は、基地局装置２の送信出力を停止す
る。
【００８８】
　次に、図１１を参照して、ホール検出部２２８によるホール検出処理の第１例を説明す
る。なお、他の実施態様においては、下記のオペレーションＣＡ～ＣＦの各オペレーショ
ンはステップであってもよい。
【００８９】
　本例では、サービング局は、最も良い受信電力が測定される基地局装置か２番目に良好
な受信電力が測定される基地局装置のどちらかであると予定される。したがって、これら
の基地局装置のうちのサービング局以外の基地局装置からの受信電力は、サービング局が
停止した場合にユーザ装置３が受信しうる最良の受信電力である。
【００９０】
　このため、最も良い受信電力が測定される基地局装置か２番目に良好な受信電力が測定
される基地局装置のうちサービング局以外の局での測定結果における受信電力が所望の強
度条件を満たせば、サービング局が停止してもホールが発生しないと推定できる。
【００９１】
　本例では、通知事項指定情報において「最も良い受信電力が測定された基地局装置と、
２番目に良好な受信電力が測定された基地局装置」に関して測定した測定結果を通知する
ことが指定される。ユーザ装置３は、最も良い受信電力が測定された基地局装置と、２番
目に良好な受信電力が測定された基地局装置に関して測定した測定結果を基地局装置２へ
送信する。
【００９２】



(14) JP 5516758 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

　オペレーションＣＡにおいて測定結果受信部２２７は、ユーザ装置３から送信された測
定結果を受信する。オペレーションＣＢにおいてホール検出部２２８は、受信した測定結
果に含まれる、自局２以外、すなわちサービング局２以外の他の基地局装置２について測
定された測定結果を抽出する。以下の図１１の説明に関して、サービング局である基地局
装置を「基地局装置２ａ」と表記し、他の基地局装置を「基地局装置２ｂ」と表記するこ
とがある。
【００９３】
　オペレーションＣＣにおいてホール検出部２２８は、他の基地局装置２ｂに関する測定
結果があるか否かを判定する。他の基地局装置２ｂに関する測定結果がある場合（オペレ
ーションＣＣ：Ｙ）には、処理はオペレーションＣＤへ進む。他の基地局装置２ｂに関す
る測定結果がない場合（オペレーションＣＣ：Ｎ）には、処理はオペレーションＣＦへ進
む。
【００９４】
　オペレーションＣＤにおいてホール検出部２２８は、他の基地局装置２ｂについて測定
された受信電力が所定の強度条件を満たすか否かを判定する。例えば、ホール検出部２２
８は、受信電力が所定の閾値以上であるか否かを判定してよい。所定の強度条件としては
、受信電力の強度を判定するための様々な条件を採用可能である。他の実施例においても
同様である。
【００９５】
　受信電力が所定の強度条件を満たす場合（オペレーションＣＤ：Ｙ）には、処理はオペ
レーションＣＥへ進む。受信電力が所定の強度条件を満たさない場合（オペレーションＣ
Ｄ：Ｎ）には、処理はオペレーションＣＦへ進む。
【００９６】
　オペレーションＣＥにおいてホール検出部２２８は、ホールエリアの発生を検出しない
と判定する。一方で、オペレーションＣＦにおいてホール検出部２２８は、ホールエリア
の発生が検出されたと判定する。
【００９７】
　次に、ホール検出部２２８によるホール検出処理の他の例を説明する。図１２は、ホー
ル検出処理の第２例の説明図である。なお、他の実施態様においては、下記のオペレーシ
ョンＤＡ～ＤＤの各オペレーションはステップであってもよい。
【００９８】
　本例では、サービング局が、最も良い受信電力が測定される基地局装置であると予定さ
れる。したがって、２番目に良好な受信電力は、サービング局が停止した場合にユーザ装
置３が受信しうる最良の受信電力である。このため、２番目に良好な受信電力が所望の強
度条件を満たせば、サービング局が停止してもホールが発生しないと推定できる。
【００９９】
　本例では、通知事項指定情報において「２番目に良好な受信電力が測定された基地局装
置」に関して測定した測定結果を通知することが指定される。ユーザ装置３は、２番目に
良好な受信電力が測定された基地局装置に関して測定した測定結果を基地局装置２へ送信
する。
【０１００】
　オペレーションＤＡにおいて測定結果受信部２２７は、ユーザ装置３から送信された測
定結果を受信する。オペレーションＤＢにおいてホール検出部２２８は、受信した測定結
果における受信電力が所定の強度条件を満たすか否かを判定する。受信電力が所定の強度
条件を満たす場合（オペレーションＤＢ：Ｙ）には、処理はオペレーションＤＣへ進む。
受信電力が所定の強度条件を満たさない場合（オペレーションＤＢ：Ｎ）には、処理はオ
ペレーションＤＤへ進む。
【０１０１】
　オペレーションＤＣにおいてホール検出部２２８は、ホールエリアの発生を検出しない
と判定する。オペレーションＤＤにおいてホール検出部２２８は、ホールエリアの発生が
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検出されたと判定する。
【０１０２】
　次に、ホール検出部２２８によるホール検出処理の他の例を説明する。図１３は、ホー
ル検出処理の第３例の説明図である。なお、他の実施態様においては、下記のオペレーシ
ョンＥＡ～ＥＥの各オペレーションはステップであってもよい。
【０１０３】
　本例では、サービング局以外の基地局装置から、所望強度以上の受信電力が得られるか
否かを判定することによってホールエリアの発生を検出する。本例では、通知事項指定情
報において「所定の強度条件を満たす受信電力が測定された基地局装置」に関して測定し
た測定結果を通知することが指定される。ユーザ装置３は、所定の強度条件を満たす受信
電力が測定された基地局装置に関して測定した測定結果を基地局装置２へ送信する。以下
の図１３の説明に関して、サービング局である基地局装置を「基地局装置２ａ」と表記し
、他の基地局装置を「基地局装置２ｂ」と表記することがある。
【０１０４】
　オペレーションＥＡにおいて測定結果受信部２２７は、ユーザ装置３から送信された測
定結果を受信する。オペレーションＥＢにおいてホール検出部２２８は、受信した測定結
果に含まれる、基地局装置２ａ以外の他の基地局装置２ｂについて測定された測定結果を
抽出する。
【０１０５】
　オペレーションＥＣにおいてホール検出部２２８は、他の基地局装置２ｂに関する測定
結果があるか否かを判定する。他の基地局装置２ｂに関する測定結果がある場合（オペレ
ーションＥＣ：Ｙ）には、処理はオペレーションＥＤへ進む。他の基地局装置２ｂに関す
る測定結果がない場合（オペレーションＥＣ：Ｎ）には、処理はオペレーションＥＥへ進
む。
【０１０６】
　オペレーションＥＤにおいてホール検出部２２８は、ホールエリアの発生を検出しない
と判定する。一方で、オペレーションＥＥにおいてホール検出部２２８は、ホールエリア
の発生が検出されたと判定する。
【０１０７】
　本実施例によれば、基地局装置の送信出力の停止によるホールエリアの発生を事前に予
測することが可能となる。このため、実際の無線リンク障害を発生させることなく、基地
局装置の送信出力の停止時のホールエリアの発生を予測し、ホールエリアの発生を低減す
ることが可能となる。
【０１０８】
　また本実施例によれば、基地局装置が送信出力を停止する直前におけるユーザ装置の受
信電力に応じてホールエリアの発生を予測する。このため、実際にユーザ装置が存在する
位置におけるホールエリア発生を動的に判定することが可能となる。この結果、基地局装
置の送信出力の停止実施における無線リンク障害の発生を低減することが可能となる。
【０１０９】
　続いて、基地局装置２の他の実施例について説明する。図１４は、基地局装置２の第２
例の構成図である。図３に示す構成要素と同一の構成要素については同一の参照符号を付
する。同一の参照符号が付された構成要素の動作は、特に説明しない限り同じである。ま
た、図１４に示す構成要素やその機能を他の実施例が備えていてもよい。なお、図１４及
び１５の説明に関して、自局を「基地局装置２ａ」と表記し、他の基地局装置を「基地局
装置２ｂ」と表記することがある。
【０１１０】
　本例のホール検出部２２８は、他の基地局装置２ｂからの受信電力が所定の強度条件を
満たすか否かを判定する際に、他の基地局装置２ｂの最大送信電力に対する現在の送信電
力のマージンを考慮する。すなわち、ユーザ装置３から受信した測定結果における受信電
力が所定の強度条件を満たさない場合であっても、測定結果における受信電力に送信電力
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のマージンを加えた値が条件を満たせばホールエリアが発生しないと判断する。
【０１１１】
　このため基地局装置２は、マージン情報受信部２４０及び補正要求部２４１を備える。
マージン情報受信部２４０は、他の基地局装置２ｂからの送信電力のマージンを示すマー
ジン情報を受信する。ある基地局装置２ｂに関する測定結果における受信電力が所定の強
度条件を満たさず、この受信電力に送信電力のマージンを加えた値が条件を満たす場合、
補正要求部２４１は、この基地局装置２ｂに対し、送信電力を増加するように送信電力補
正を要求する。
【０１１２】
　図１５は、ホール検出処理の第４例の説明図である。なお、他の実施態様においては、
下記のオペレーションＦＡ～ＦＩの各オペレーションはステップであってもよい。オペレ
ーションＦＡにおいて測定結果受信部２２７は、ユーザ装置３から送信された測定結果を
受信する。
【０１１３】
　オペレーションＦＢにおいてホール検出部２２８は、受信した測定結果における受信強
度に、各基地局装置２の送信電力のマージンを加算する。オペレーションＦＣにおいてホ
ール検出部２２８は、受信した測定結果に含まれる他の基地局装置２ｂについて測定され
た測定結果を抽出する。
【０１１４】
　オペレーションＦＤにおいてホール検出部２２８は、他の基地局装置２ｂに関する測定
結果があるか否かを判定する。他の基地局装置２ｂに関する測定結果がある場合（オペレ
ーションＦＤ：Ｙ）には、処理はオペレーションＦＥへ進む。他の基地局装置２ｂに関す
る測定結果がない場合（オペレーションＦＤ：Ｎ）には、処理はオペレーションＦＩへ進
む。
【０１１５】
　オペレーションＦＥにおいてホール検出部２２８は、他の基地局装置２ｂについて測定
された受信電力が所定の強度条件を満たすか否かを判定する。受信電力が所定の強度条件
を満たす場合（オペレーションＦＥ：Ｙ）には、処理はオペレーションＦＦへ進む。受信
電力が所定の強度条件を満たさない場合（オペレーションＦＥ：Ｎ）には、処理はオペレ
ーションＦＩへ進む。
【０１１６】
　オペレーションＦＦにおいてホール検出部２２８は、送信電力のマージンを加えなくて
も、所定の強度条件を満たされるか否かを判定する。マージンを加えなくても所定の強度
条件が満たされる場合（オペレーションＦＦ：Ｙ）には、処理はオペレーションＦＨへ進
む。マージンなしでは所定の強度条件が満たされない場合（オペレーションＦＦ：Ｎ）に
は、処理はオペレーションＦＧへ進む。
【０１１７】
　オペレーションＦＧにおいて補正要求部２４１は、他の基地局装置２ｂに対し、送信電
力を増加するように送信電力補正を要求する。その後、処理はオペレーションＦＨへ進む
。オペレーションＦＨにおいてホール検出部２２８は、ホールエリアの発生を検出しない
と判定する。一方で、オペレーションＦＩにおいてホール検出部２２８は、ホールエリア
の発生が検出されたと判定する。
【０１１８】
　本実施例によれば、ユーザ装置３による測定結果のみに基づいてホールエリアを検出す
ると、基地局装置２ａの送信電力の停止が中止されてしまう場合でも、他の基地局装置２
ｂの送信電力を補正することでホールエリア発生を回避することが可能となる。このため
、ホールエリアの検出により基地局装置２ａの送信電力停止が中止する機会を低減するこ
とが可能となる。
【０１１９】
　続いて、基地局装置２の他の実施例について説明する。図１６は、基地局装置２の第３
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例の構成図である。図３に示す構成要素と同一の構成要素については同一の参照符号を付
する。同一の参照符号が付された構成要素の動作は、特に説明しない限り同じである。ま
た、図１６に示す構成要素やその機能を他の実施例が備えていてもよい。
【０１２０】
　本例の基地局装置２は、ホール情報作成部２２９が作成するホール情報に基づいて、基
地局装置２からの送信出力を停止するか否かを判定する。このため、ＥＳ運用制御部２５
０及び使用状態測定部２５１を備える。ＥＳ運用制御部２５０は、出力可否判定部の一例
であってよい。なお、本実施例においては、ホール情報に基づく送信出力の停止の可否を
基地局装置２にて行うため、通信システム１からサーバ装置４を省いてもよい。
【０１２１】
　使用状態測定部２５１は、基地局装置２における無線リソースの使用率を測定する。使
用状態測定部２５１は、測定結果をＥＳ運用制御部２５０へ出力する。使用状態測定部２
５１は、ネットワークインタフェース２２２を介して、隣接する他の基地局装置２へ測定
結果を送信する。なお、図１６の説明に関して、自局を「基地局装置２ａ」と表記し、他
の基地局装置を「基地局装置２ｂ」と表記することがある。
【０１２２】
　ＥＳ運用制御部２５０は、隣接する他の基地局装置２ｂから受信される無線リソースの
使用率の測定結果を受信する使用状態受信部２５２を備える。ＥＳ運用制御部２５０は、
基地局装置２ａの無線リソースの使用率及び隣接する他の基地局装置２ｂの無線リソース
の使用率に基づいてＥＳ要求イベントを発生させる。ＥＳ要求イベントの発生に応答して
、ホール情報作成部２２９はホール情報を生成する。
【０１２３】
　ＥＳ運用制御部４２１は、受信したホール情報に基づいて、基地局装置２ａからの送信
出力を停止するか否かを判定する。基地局装置２ａからの送信出力を停止する場合、ＥＳ
運用制御部２５０は、送信出力を停止する旨を示す出力停止情報をネットワークインタフ
ェース２２２経由で他の基地局装置２ｂへ送信する。ＥＳ運用制御部４２１は、縮退運転
制御部２３０に、基地局装置２ａの送信出力を停止させる。
【０１２４】
　また、ＥＳ運用制御部４２１は、他の基地局装置２ｂが送信出力を停止する場合に、他
の基地局装置２ｂから出力停止情報を受信する。
【０１２５】
　ＥＳ運用制御部４２１は、基地局装置２ａにおける無線リソースの使用率が所定範囲に
ない場合に、出力停止中の他の基地局装置２ｂに送信出力を要求する要求信号を送信する
要求送信部２５３を備える。
【０１２６】
　また、ＥＳ運用制御部４２１は、他の基地局装置２ｂから送信された要求信号を受信す
る要求受信部２５４を備える。他の基地局装置２ｂから要求信号を受信した場合、ＥＳ運
用制御部４２１は、縮退運転制御部２３０に、基地局装置２ａの送信出力を再開させる。
なおこれら要求信号は、ネットワークインタフェース２２２経由で送受信されてよい。
【０１２７】
　本実施例によれば、ホール情報に基づく送信出力の停止の可否を基地局装置２にて行う
ため、通信システム１からサーバ装置４を省き、送信出力の停止の可否判断を各基地局装
置２に分散させることが可能となる。
【０１２８】
　続いて、基地局装置２及びユーザ装置３の他の実施例について説明する。図１７は、基
地局装置２の第４例の構成図である。図３に示す構成要素と同一の構成要素については同
一の参照符号を付する。同一の参照符号が付された構成要素の動作は特に説明しない限り
同じである。また、図１７に示す構成要素やその機能を他の実施例が備えていてもよい。
【０１２９】
　また、図１８は、ユーザ装置３の第２例の構成図である。図５に示す構成要素と同一の
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構成要素については同一の参照符号を付する。同一の参照符号が付された構成要素の動作
は、特に説明しない限り同じである。また、図１８に示す構成要素やその機能を他の実施
例が備えていてもよい。
【０１３０】
　本例においては、測定実施状態のユーザ装置３が、サービング局２ａのセルから他の基
地局装置２ｂのセルへハンドオーバする際に、通知期間Ｎが満了する前にユーザ装置３が
測定実施状態から元の動作状態へ復帰する。なお、添付する図面においてハンドオーバを
「ＨＯ」と表記する。
【０１３１】
　また、本例においては、ホール検出処理を実施している基地局装置２ａのセルへ、他の
基地局装置２ｂのセルからユーザ装置３がハンドオーバする際に、基地局装置２ａは、送
信出力停止の予定時間までの残存時間に応じて、ハンドオーバの可否を判定する。
【０１３２】
　このため、基地局装置２は、ハンドオーバ制御部２６０とハンドオーバ指令送信部２６
１を備える。また、ユーザ装置３は、ハンドオーバ指令受信部３４０とハンドオーバ制御
部３４１を備える。ハンドオーバ制御部２６０は、ハンドオーバ可否判定部及び指示部の
一例であってよい。
【０１３３】
　以下、図１９～図２２を参照して、ハンドオーバ処理におけるハンドオーバ制御部２６
０、ハンドオーバ指令送信部２６１、ハンドオーバ指令受信部３４０及びハンドオーバ制
御部３４１の動作を説明する。図１９は、測定実施状態のユーザ装置３が、サービング局
２ａのセルから他の基地局装置２ｂのセルへハンドオーバする際の処理の説明図である。
なお、他の実施態様においては、下記のオペレーションＧＡ～ＧＭの各オペレーションは
ステップであってもよい。
【０１３４】
　オペレーションＧＡにおいて基地局装置２ａのイベント検出部２２３は、ＥＳ要求イベ
ントの発生を検出する。この時点でユーザ装置３ａはアイドル状態にある。オペレーショ
ンＧＢにおいてアクティブ指令部２３１は、アクティブ指令をユーザ装置３ａへ送信する
。オペレーションＧＣにおいてユーザ装置３ａは、アクティブ状態へ遷移する。
【０１３５】
　オペレーションＧＤにおいて指示送信部２２５は、指示信号をユーザ装置３へ送信する
。指示信号の受信によってユーザ装置３ａは、測定実施状態に遷移する。ユーザ装置３ａ
は、測定実施状態に遷移後の通知期間Ｎが開始すると、オペレーションＧＥにおいてユー
ザ装置３ａは、基地局装置２からの受信電力を測定した測定結果を基地局装置２ａへ通知
する。
【０１３６】
　ユーザ装置３ａから基地局装置２ａへ通知される測定結果には、ホール検出部２２８に
よる検出処理に供する測定結果と、ハンドオーバ制御部２６０によるハンドオーバ判定に
利用される測定結果がある。ハンドオーバ制御部２６０は、測定結果受信部２２７が受信
したハンドオーバ判定用の測定結果を入力する。
【０１３７】
　オペレーションＧＦにおいてハンドオーバ制御部２６０は、基地局装置２ａから基地局
装置２ｂへのユーザ装置３ａのハンドオーバの実施を決定する。ハンドオーバ指令送信部
２６１は、基地局装置２ａから基地局装置２ｂへのユーザ装置３ａをハンドオーバさせる
ハンドオーバ指令をユーザ装置３ａへ送信する。
【０１３８】
　オペレーションＧＧにおいてユーザ装置３ａのハンドオーバ指令受信部３４０は、ハン
ドオーバ指令を受信する。ハンドオーバ指令受信部３４０は、ハンドオーバ指令の受信を
ハンドオーバ制御部３４１へ通知する。ハンドオーバ指令が受信された場合、ハンドオー
バ制御部３４１は、通知期間Ｎの経過前であっても、状態変更部３２３にユーザ装置３の
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動作状態をハンドオーバアクティブ状態へ遷移させる。この結果、測定情報生成部３２６
及び測定結果送信部３２７は、測定結果の通知を停止する。
【０１３９】
　オペレーションＧＨにおいてハンドオーバ制御部３４１は、基地局装置２ａから基地局
装置２ｂへのハンドオーバ処理を実行する。ハンドオーバ処理が終了すると、オペレーシ
ョンＧＩにおいて測定処理制御部３２２と状態変更部３２３は、指示信号に含まれていた
動作状態の指定に従って、ユーザ装置３ａをアイドル状態へ戻す。
【０１４０】
　基地局装置２ａは、オペレーションＧＪ～ＧＮにおいて、図８に示すＡＦ１～ＡＦｎ、
ＡＧ及びＡＨと同様に、ホールエリアの検出、ホール情報の生成及び送信、送信出力の停
止指示の受信並びに基地局装置２の送信出力の停止を行う。
【０１４１】
　ハンドオーバによりユーザ装置３が、ホール検出処理実施中の基地局装置２ａのセルか
ら離脱する場合、ユーザ装置３による測定結果は不要になる。本実施例によれば、このよ
うなユーザ装置３の動作状態を、測定実施状態から元の状態に戻すことによって無駄な測
定処理及び通知処理を省き、通知に要する無線リソースを節約することができる。
【０１４２】
　次に、図２０を参照して、ホール検出処理を実施している基地局装置２ａのセルへ、他
の基地局装置２ｂのセルからユーザ装置３がハンドオーバする際の処理を説明する。なお
、他の実施態様においては、下記のオペレーションＨＡ～ＨＭの各オペレーションはステ
ップであってもよい。
【０１４３】
　オペレーションＨＡにおいて基地局装置２ａのイベント検出部２２３は、ＥＳ要求イベ
ントの発生を検出する。本例では、この時点でユーザ装置３ａはアクティブ状態にあり、
基地局装置２ｂのセル内に位置する。オペレーションＨＢにおいてユーザ装置３ａは、ハ
ンドオーバ判定用の測定結果を基地局装置２ｂへ通知する。
【０１４４】
　オペレーションＨＣにおいて基地局装置２ｂは、基地局装置２ａへハンドオーバの可否
を照会する。オペレーションＨＤにおいて基地局装置２ａのハンドオーバ制御部２６０は
、ハンドオーバの可否を判定する。ハンドオーバ制御部２６０によるハンドオーバの可否
判定処理は後述する。
【０１４５】
　ハンドオーバ制御部２６０がハンドオーバを許可すると、オペレーションＨＥにおいて
ハンドオーバ制御部２６０は、ネットワークインタフェース２２２を経由して、基地局装
置２ｂにハンドオーバの許可を通知する許可信号を送信する。また、ハンドオーバ制御部
２６０は、同様に、送信出力の停止を行う時刻までの残存期間に応じて定めた期間Ｍを指
定するタイマ情報を基地局装置２ｂに送信する。
【０１４６】
　タイマ情報は、基地局装置２ａへハンドオーバするユーザ装置３ａが、基地局装置２か
らの受信電力の測定結果を基地局装置２ａへ通知する期間の指定情報である。オペレーシ
ョンＨＦにおいて基地局装置２ｂは、許可信号及びタイマ情報をユーザ装置３ａへ送信す
る。
【０１４７】
　ユーザ装置３ａのハンドオーバ制御部３４１は、許可信号を受信すると、オペレーショ
ンＨＧにおいて基地局装置２ｂから基地局装置２ａへのハンドオーバ処理を実行する。
【０１４８】
　指示受信部３２１は、タイマ情報を受信すると、タイマ情報を測定処理制御部３２２へ
通知する。測定処理制御部３２２は、状態変更部３２３に、ユーザ装置３の動作状態をア
クティブ状態から測定実施状態へ遷移させる。測定処理制御部３２２は、タイマ情報を時
間測定部３２４へ出力する。時間測定部３２４は、タイマ情報が示す期間Ｍが経過するか
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否かを判定する。
【０１４９】
　ユーザ装置３ａは、期間Ｍの間、オペレーションＨＩ１～ＨＩｎにおいてそれぞれ測定
結果を基地局装置２ａへ送信する。基地局装置２ａが測定結果を受信すると、オペレーシ
ョンＨＪ１～ＨＪｎにおいてホール検出部２２８は、測定結果に基づいて基地局装置２ａ
からの送信出力を停止する場合に生じうるホールエリアを検出する。
【０１５０】
　期間Ｍが経過すると、オペレーションＨＫ及びＨＬにおいて基地局装置２ａは、図８に
示すＡＧ及びＡＨと同様に、ホール情報の生成及び送信、送信出力の停止指示の受信並び
に基地局装置２の送信出力の停止を行う。また、オペレーションＨＭにおいて測定処理制
御部３２２と状態変更部３２３は、ユーザ装置３ａを元のアクティブ状態へ戻す。
【０１５１】
　次に、図２０のオペレーションＨＤにおけるハンドオーバの可否の判断処理を説明する
。図２１は、ハンドオーバの可否の判定処理の説明図である。なお、他の実施態様におい
ては、下記のオペレーションＩＡ～ＩＥの各オペレーションはステップであってもよい。
【０１５２】
　オペレーションＩＡにおいて基地局装置２ａは、基地局装置２ｂからユーザ装置３ａに
よるハンドオーバの可否の照会を受信する。オペレーションＩＢにおいて基地局装置２ａ
のハンドオーバ制御部２６０は、基地局装置２ａがホールエリアの検出処理中であるか否
かを測定処理制御部２２４に照会する。
【０１５３】
　基地局装置２ａがホールエリアの検出処理中である場合（オペレーションＩＢ：Ｙ）に
は、処理はオペレーションＩＣへ進む。基地局装置２ａがホールエリアの検出処理中でな
い場合（オペレーションＩＢ：Ｎ）には、処理はオペレーションＩＤへ進む。
【０１５４】
　オペレーションＩＣにおいてハンドオーバ制御部２６０は、送信出力を停止する予定時
刻までの残存期間に余裕があるか否かを判定する。例えば、ハンドオーバ制御部２６０は
、送信出力を停止する予定時刻までの残存期間が、ハンドオーバにおける接続処理時間よ
りも長いか否かを判定する。残存期間に余裕がある場合（オペレーションＩＣ：Ｙ）には
、処理はオペレーションＩＤへ進む。残存期間に余裕がない場合（オペレーションＩＣ：
Ｎ）には、処理はオペレーションＩＥへ進む。
【０１５５】
　オペレーションＩＤにおいてハンドオーバ制御部２６０は、ハンドオーバを許可する。
一方でオペレーションＩＥにおいてハンドオーバ制御部２６０は、ハンドオーバを禁止す
る。
【０１５６】
　ハンドオーバが禁止される場合の処理を、図２２に示す。なお、他の実施態様において
は、下記のオペレーションＨＡ～ＨＤ、ＨＪ～ＨＬ及びＨＮの各オペレーションはステッ
プであってもよい。オペレーションＨＡ～ＨＤ、ＨＪ～ＨＬは、図２０に示す各オペレー
ションＨＡ～ＨＤ、ＨＪ～ＨＬと同様である。オペレーションＨＤにおいてハンドオーバ
制御部２６０がハンドオーバを禁止する場合には、オペレーションＨＮにおいてハンドオ
ーバ制御部２６０は、ハンドオーバの不許可信号を基地局装置２ｂへ送信する。
【０１５７】
　この結果、基地局装置２ｂはユーザ装置３ａに関するハンドオーバ処理を開始しないた
め、ユーザ装置３ａのハンドオーバは実行されない。
【０１５８】
　本実施例によれば、ＥＳ要求イベント発生後にユーザ装置がハンドオーバしようとする
場合に、送信出力の停止予定時刻までの残り時間に応じて、ハンドオーバの可否を判定す
る。このため、ハンドオーバの接続処理の途中で基地局装置２の送信出力が停止すること
によって生じるピンポン現象を防止することができる。
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【０１５９】
　本実施例によれば、ＥＳ要求イベント発生後にハンドオーバするユーザ装置から測定結
果の通知を受信することが可能となる。このため、ホール検出の精度が向上される。
【０１６０】
　ここに記載されている全ての例及び条件的な用語は、読者が、本発明と技術の進展のた
めに発明者により与えられる概念とを理解する際の助けとなるように、教育的な目的を意
図したものであり、具体的に記載されている上記の例及び条件、並びに本発明の優位性及
び劣等性を示すことに関する本明細書における例の構成に限定されることなく解釈される
べきものである。本発明の実施例は詳細に説明されているが、本発明の精神及び範囲から
外れることなく、様々な変更、置換及び修正をこれに加えることが可能であると解すべき
である。
【符号の説明】
【０１６１】
　１　　通信システム
　２ａ、２ｂ　　基地局装置
　３ａ、３ｂ　　ユーザ装置
　２２７　　測定結果受信部
　２２８　　ホール検出部
　３２５　　受信電力測定部
　３２６　　測定情報生成部
　３２７　　測定結果送信部

【図１】 【図２】
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