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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信事業者または前記移動通信事業者が提供する通信サービスのユーザが管理する
基地局が形成するセルへの移動局のハンドオーバーを制御する移動通信システムであって
、
　前記基地局の形成するセルの周辺に位置する周辺セルを識別するセル識別情報を含む周
辺セル情報と、前記移動局における無線通信状態とを取得する周辺セル情報取得部と、
　前記移動局のハンドオーバー元セルのセル識別情報及び前記移動局のハンドオーバー候
補セルのセル識別情報と、前記移動局における前記ハンドオーバー候補セルとの無線通信
状態を取得するハンドオーバー候補取得部と、
　前記周辺セル情報取得部によって取得された前記セル識別情報と、前記ハンドオーバー
候補取得部によって取得された前記セル識別情報とに基づいて、同一のセル識別情報が設
定されている複数のハンドオーバー候補セルを検出する検出部と、
　前記検出部によって検出された前記複数のハンドオーバー候補セルのうち、前記周辺セ
ル情報取得部によって取得された前記無線通信状態と、前記ハンドオーバー候補取得部に
よって取得された前記無線通信状態との相関が最も高いハンドオーバー候補セルをハンド
オーバー先セルとして決定する決定部と
を備える移動通信システム。
【請求項２】
　前記決定部は、前記無線通信状態として、前記移動局が周辺セルから受信した無線信号



(2) JP 5380372 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

の受信レベルを用い、前記周辺セル情報取得部によって取得された前記受信レベルと、前
記ハンドオーバー候補取得部によって取得された前記受信レベルとの相関が最も高いセル
を、前記ハンドオーバー先セルとして決定する請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記ハンドオーバー候補取得部は、前記移動局のハンドオーバー元セルとの無線通信状
態と、前記移動局における前記ハンドオーバー候補セルとの無線通信状態とを取得する請
求項１に記載の移動通信システム。
【請求項４】
　前記決定部は、共通制御チャネルの送信レベルが固定である固定セルと、前記共通制御
チャネルの送信レベルが動的に変更される動的セルとが、周辺セルにおいて混在している
場合、前記固定セルの相関を前記動的セルの相関よりも高くする請求項１に記載の移動通
信システム。
【請求項５】
　移動通信事業者または前記移動通信事業者が提供する通信サービスのユーザが管理する
基地局が形成するセルへの移動局のハンドオーバーを制御する無線制御装置であって、
　前記基地局の形成するセルの周辺に位置する周辺セルを識別するセル識別情報を含む周
辺セル情報と、前記移動局における無線通信状態とを取得する周辺セル情報取得部と、
　前記移動局のハンドオーバー元セルのセル識別情報及び前記移動局のハンドオーバー候
補セルのセル識別情報と、前記移動局における前記ハンドオーバー候補セルとの無線通信
状態を取得するハンドオーバー候補取得部と、
　前記周辺セル情報取得部によって取得された前記セル識別情報と、前記ハンドオーバー
候補取得部によって取得された前記セル識別情報とに基づいて、同一のセル識別情報が設
定されている複数のハンドオーバー候補セルを検出する検出部と、
　前記検出部によって検出された前記複数のハンドオーバー候補セルのうち、前記周辺セ
ル情報取得部によって取得された前記無線通信状態と、前記ハンドオーバー候補取得部に
よって取得された前記無線通信状態との相関が最も高いハンドオーバー候補セルをハンド
オーバー先セルとして決定する決定部と
を備える無線制御装置。
【請求項６】
　移動通信事業者または前記移動通信事業者が提供する通信サービスのユーザが管理する
基地局が形成するセルへの移動局のハンドオーバーを制御する移動通信方法であって、
　前記基地局の形成するセルの周辺に位置する周辺セルを識別するセル識別情報を含む周
辺セル情報と、前記移動局における無線通信状態とを取得する第１取得ステップと、
　前記移動局のハンドオーバー元セルのセル識別情報及び前記移動局のハンドオーバー候
補セルのセル識別情報と、前記移動局における前記ハンドオーバー候補セルとの無線通信
状態を取得する第２取得ステップと、
　取得された前記セル識別情報と、前記ハンドオーバー候補取得部によって取得された前
記セル識別情報とに基づいて、同一のセル識別情報が設定されている複数のハンドオーバ
ー候補セルを検出する検出ステップと、
　検出された前記複数のハンドオーバー候補セルのうち、前記第１取得ステップにおいて
取得された前記無線通信状態と、前記第２取得ステップにおいて取得された前記無線通信
状態との相関が最も高いハンドオーバー候補セルをハンドオーバー先セルとして決定する
ステップと
を備える移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信事業者または移動通信事業者が提供する通信サービスのユーザが管
理する基地局が形成するセルへの移動局のハンドオーバーを制御する移動通信システム、
無線制御装置及び移動通信方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、移動通信システムでは、移動局（ユーザ）から規則性なく発生する通信要求の内
容に応じたサービス品質を確保する必要がある。そこで、移動通信事業者は、基地局の設
置に際して、サービスエリアの大きさや、当該サービスエリア内で発生するトラフィック
を予測した上で、基地局の設置場所や構成、基地局から送信される下り方向の共通制御チ
ャネルの送信レベルなどの無線パラメータを、シミュレーションなどの手段を用いて設計
することが一般的である。
【０００３】
　また、このような基地局の設計においては、基地局（セル）を識別するセル識別情報が
決定される。例えば、Ｗ－ＣＤＭＡシステムの場合、５１２個のスクランブリングコード
（ＳｃＣ）の中から何れかのＳcＣが基地局に割り当てられる。また、ＬＴＥの場合、５
０４個のセルＩＤ（ＰＣＩ）の中から何れかのＰＣＩが基地局に割り当てられる。
【０００４】
　このようなセル識別情報は有限であり、移動通信システムにおいて繰り返し使用される
が、周辺のセルにおいて同一のセル識別情報が割り当てられないようにすることが重要で
ある。
【０００５】
　また、近年では、上述したような移動通信事業者によって設置される公衆通信向けの基
地局に加え、移動局のユーザが自宅などに設置する小型基地局（Home NodeB）が増加して
いる。このような小型基地局では、公衆通信向けの基地局と比較してユーザが限定され、
小セル化が図れるため、スループットの増大が期待できる（非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3GPP TS 22.220, Service requirements for Home NodeBs (UMTS) and 
Home eNodeBs (LTE)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　Home NodeBなどの小型基地局は、移動局のユーザなどによって自由に設置されるため、
周辺のセルにおいて同一のセル識別情報が使用され得る。すなわち、一般的に広いエリア
をカバーする公衆通信向けの基地局からのハンドオーバー先として、同一のセル識別情報
（例えば、ＳｃＣ）に設定された複数の小型基地局が存在する可能性がある。
【０００８】
　このような場合、移動局からハンドオーバー先のセルのＳｃＣが通知されても、移動通
信ネットワークでは、当該移動局のハンドオーバー先のセルを特定することができず、ハ
ンドオーバーを完了することができない。
【０００９】
　そこで、本発明は、周辺のセルにおいて同一のセル識別情報が設定されている場合でも
適切なハンドオーバー先のセルを選択できる移動通信システム、無線制御装置及び移動通
信方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の特徴は、移動通信事業者または前記移動通信事業者が提供する通信サービスの
ユーザが管理する基地局（例えば、基地局２００）が形成するセルへの移動局（移動局３
００）のハンドオーバーを制御する移動通信システムに係り、前記基地局の形成するセル
の周辺に位置する周辺セルを識別するセル識別情報を含む周辺セル情報と、前記移動局に
おける無線通信状態とを取得する周辺セル情報取得部（周辺セル情報取得部１１０）と、
前記移動局のハンドオーバー元セルのセル識別情報及び前記移動局のハンドオーバー候補
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セルのセル識別情報と、前記移動局における前記ハンドオーバー候補セルとの無線通信状
態を取得するハンドオーバー候補取得部（ハンドオーバー候補取得部１２０）と、前記周
辺セル情報取得部によって取得された前記セル識別情報と、前記ハンドオーバー候補取得
部によって取得された前記セル識別情報とに基づいて、同一のセル識別情報が設定されて
いる複数のハンドオーバー候補セルを検出する検出部（ハンドオーバー候補重複検出部１
４０）と、前記検出部によって検出された前記複数のハンドオーバー候補セルのうち、前
記周辺セル情報取得部によって取得された前記無線通信状態と、前記ハンドオーバー候補
取得部によって取得された前記無線通信状態との相関が最も高いハンドオーバー候補セル
をハンドオーバー先セルとして決定する決定部（ハンドオーバー先決定部１５０）とを備
える。
【００１１】
　上述した本発明の特徴において、前記決定部は、前記無線通信状態として、前記移動局
が周辺セルから受信した無線信号の受信レベルを用い、前記周辺セル情報取得部によって
取得された前記受信レベルと、前記ハンドオーバー候補取得部によって取得された前記受
信レベルとの相関が最も高いセルを、前記ハンドオーバー先セルとして決定してもよい。
【００１２】
　上述した本発明の特徴において、前記ハンドオーバー候補取得部は、前記移動局のハン
ドオーバー元セルとの無線通信状態と、前記移動局における前記ハンドオーバー候補セル
との無線通信状態とを取得してもよい。
【００１３】
　上述した本発明の特徴において、前記決定部は、共通制御チャネルの送信レベルが固定
である固定セルと、前記共通制御チャネルの送信レベルが動的に変更される動的セルとが
、周辺セルにおいて混在している場合、前記固定セルの相関を前記動的セルの相関よりも
高くしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の特徴によれば、周辺のセルにおいて同一のセル識別情報が設定されている場合
でも適切なハンドオーバー先のセルを選択できる移動通信システム、無線制御装置及び移
動通信方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係る移動通信システムの全体概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る移動通信システムにおけるハンドオーバーの基本動作の
説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る移動通信事業者によって設置される基地局と、移動通信
事業者が提供する通信サービスのユーザが設置する基地局（Home NodeB）とが周辺セルに
おいて混在する環境でのハンドオーバー動作の説明図である。
【図４】本発明の実施形態に係る無線制御装置１００の機能ブロック構成図である。
【図５】ハンドオーバー先セルの決定に係る移動通信システム内でのシーケンスを示す図
である。
【図６】無線制御装置１００によるハンドオーバー先セルの決定動作フローを示す図であ
る。
【図７】データベース５００の一例を示す図である。
【図８】データベース６００の一例を示す図である。
【図９】無線制御装置１００によるハンドオーバー先セルの決定動作例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一ま
たは類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なもの
であり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
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【００１７】
　したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、
図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論で
ある。
【００１８】
　（１）移動通信システムの全体概略構成
　図１は、本実施形態に係る移動通信システムの全体概略構成図である。具体的には、図
１は、移動通信システムにおける代表的な無線アクセスネットワークの構成例を示す。
【００１９】
　図１に示す移動通信システムは、W-CDMA方式に準拠しており、基地局２００～２０３は
、無線制御装置１００と通信可能に接続されている。無線制御装置１００は、基地局２０
０～２０３に対し、当該基地局が移動局３００と無線通信を実行するために必要な無線パ
ラメータの割り当てや、その管理などを実行する。
【００２０】
　特に、本実施形態に係る移動通信システムは、移動通信事業者または移動通信事業者が
提供する通信サービスのユーザが設置する基地局（例えば、基地局２００）が形成するセ
ルへの移動局３００のハンドオーバーを制御する際に、周辺セルでのスクランブリングコ
ード（ＳｃＣ）が重複していても、適切なハンドオーバー先を選択し得る。
【００２１】
　基地局２００及び基地局２０１は、移動通信事業者が提供する通信サービスのユーザが
管理する小型基地局（Home eNodeB）である。基地局２００及び基地局２０１は、当該ユ
ーザが管理するLocal Area Network（LAN）に共に設置され、FTTHやADSLを提供するアク
セス回線事業者ネットワーク２０を介して、移動通信事業者ネットワーク１０上に設けら
れた無線制御装置１００と接続される。
【００２２】
　移動通信事業者ネットワーク１０とアクセス回線事業者ネットワーク２０との境界には
、Security Gateway（SGW）４００が設置される。ＳＧＷ４００は、他の通信ネットワー
クからの不正なアクセスに対して、移動通信事業者ネットワーク１０を保護するためにゲ
ートウェイである。ＳＧＷ４００は、所定の認証手順によって正規と認められた移動通信
事業者ネットワーク１０へのアクセスのみを許可する。
【００２３】
　本実施形態では、基地局２００及び基地局２０１は、各々異なるユーザが所有している
ものとする。このため、一方の基地局を管理するユーザの移動局は、他方の基地局に対す
る接続許可が与えられていない。一方、基地局２０２及び基地局２０３は、公衆通信向け
の基地局であり、移動通信事業者ネットワーク１０上に設置されている。移動通信事業者
のユーザの移動局であれば、特に制限なく基地局２０２及び基地局２０３に接続すること
ができる。
【００２４】
　（２）ハンドオーバー動作の概要
　次に、図２及び図３を参照して、本実施形態に係る移動通信システムのハンドオーバー
動作の概要について説明する。
【００２５】
　図２は、移動通信システムにおけるハンドオーバーの基本動作の説明図である。図３は
、移動通信事業者によって設置される基地局と、移動通信事業者が提供する通信サービス
のユーザが設置する基地局（Home NodeB）とが周辺セルにおいて混在する環境でのハンド
オーバー動作の説明図である。
【００２６】
　図２に示すように、移動局３００は、移動することなどによって、セル２１１及びセル
２１２を検出できた場合、在圏しているセル２１０を介して、セル２１１及びセル２１２
のセル情報を無線制御装置１００に通知する。
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【００２７】
　具体的には、移動局３００は、セル２１０のＳｃＣ＃Ａに加えて、セル２１１のＳｃＣ
＃Ｂ及びセル２１２のＳｃＣ＃Ｃを無線制御装置１００に通知する。また、移動局３００
は、セル２１０の受信レベル（－１００ｄＢｍ）に加えて、セル２１１の受信レベル（－
８０ｄＢｍ）及びセル２１２の受信レベル（－１１０ｄＢｍ）を無線制御装置１００に通
知する。なお、「受信レベル」とは、共通制御チャネルの受信レベルをいう。なお、共通
制御チャネルとしては、例えば、共通パイロットチャネル（CPICH）など、周辺セルにお
いて受信可能な制御用のチャネルを用いることができる。
【００２８】
　また、ＳｃＣは、W-CDMAシステムにおいて５１２個であるため、移動通信システム内に
おいて繰り返し利用することが必要である。移動通信事業者は、一般的に、特定のセル（
例えば、セル２１０）のハンドオーバー候補セルとなり得る周辺セル（セル２１１，２１
２）に対して、互いに異なるＳｃＣを割り当てる。
【００２９】
　したがって、無線制御装置１００は、移動局３００から通知されたＳｃＣ＃Ａ～Ｃに基
づいて、一意にセル２１０～２１２を特定することができる。つまり、無線制御装置１０
０は、移動局３００に対して、移動局３００の受信レベルが最も高いセル２１１をハンド
オーバー先セルとして決定することできる。
【００３０】
　一方、図３に示すように、公衆通信向けの基地局によって形成される広大なセル２１３
のエリア内に、セル２１４～セル２９９のような小型基地局（Home NodeB）によって形成
される極小のセルが多数存在する場合、セル２１３のハンドオーバー候補セルとして、セ
ル２１４～セル２９９が存在することとなるが、ＳｃＣの数が有限であるため、必ずしも
各セルに対して固有なＳｃＣが割り当てられるとは限らない。図３に示す例では、セル２
１４～セル２９９においてＳｃＣ＃Ｂ～Ｅが繰り返し利用されている。
【００３１】
　このため、セル２１３からハンドオーバー候補セルを特定するＳｃＣ＃Ｂが無線制御装
置１００に通知されても、セル２３６及びセル２６８にもＳｃＣ＃Ｂが設定されているた
め、無線制御装置１００は、移動局３００のハンドオーバー候補セルであるセル２１４を
特定できない。
【００３２】
　本実施形態に係る移動通信システムは、図３に示すような環境においても、移動局３０
０のハンドオーバー候補セルを確実に特定することができる。
【００３３】
　（２）無線制御装置１００の機能ブロック構成
　図４は、無線制御装置１００の機能ブロック構成図である。図４に示すように、無線制
御装置１００は、周辺セル情報取得部１１０、ハンドオーバー候補取得部１２０、周辺セ
ル情報保持部１３０、ハンドオーバー候補重複検出部１４０、ハンドオーバー先決定部１
５０及びハンドオーバー先通知部１６０を備える。
【００３４】
　周辺セル情報取得部１１０は、それぞれの基地局の形成するセル（例えば、セル２１３
～２９９）の周辺に位置する周辺セルを識別するＳｃＣ（セル識別情報）を含む周辺セル
情報を取得する。また、周辺セル情報取得部１１０は、移動局３００における無線通信状
態として、受信レベルを取得する。周辺セル情報取得部１１０は、取得した周辺セル情報
及び受信レベルを周辺セル情報保持部１３０に保持させる。
【００３５】
　ハンドオーバー候補取得部１２０は、移動局３００のハンドオーバー元セルのセル識別
情報及び移動局３００のハンドオーバー候補セルのセル識別情報を、移動局３００から取
得する。また、ハンドオーバー候補取得部１２０は、移動局３００におけるハンドオーバ
ー候補セルとの無線通信状態として、ハンドオーバー候補セルの受信レベルを取得する。
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【００３６】
　周辺セル情報保持部１３０は、周辺セル情報取得部１１０によって取得された情報、及
びハンドオーバー候補取得部１２０によって取得された情報を保持する。具体的には、周
辺セル情報保持部１３０は、図７に示すデータベース５００のような形式の情報、及び図
８に示すデータベース６００のような形式の情報を保持する。
【００３７】
　図７に示すように、データベース５００は、基地局（セル）の識別子と、当該基地局の
周辺セルのＳｃＣ（セル識別情報）と、当該周辺セルの受信レベルとによって構成される
。また、図８に示すように、データベース６００は、基地局（セル）の識別子と、当該セ
ルに設定されているＳｃＣとによって構成される。
【００３８】
　ハンドオーバー候補重複検出部１４０は、周辺セル情報取得部１１０によって取得され
たＳｃＣと、ハンドオーバー候補取得部１２０によって取得されたＳｃＣとに基づいて、
同一のＳｃＣが設定されている複数のハンドオーバー候補セルを検出する。ハンドオーバ
ー候補重複検出部１４０の具体的な動作については、後述する。
【００３９】
　ハンドオーバー先決定部１５０は、ハンドオーバー候補重複検出部１４０によって検出
された複数のハンドオーバー候補セルのうち、周辺セル情報取得部１１０によって取得さ
れた無線通信状態と、ハンドオーバー候補取得部１２０によって取得された無線通信状態
との相関が最も高いハンドオーバー候補セルをハンドオーバー先セルとして決定する。
【００４０】
　具体的には、ハンドオーバー先決定部１５０は、無線通信状態として、移動局３００が
周辺セルから受信した無線信号の受信レベルを用い、周辺セル情報取得部１１０によって
取得された受信レベルと、ハンドオーバー候補取得部１２０によって取得された受信レベ
ルとの相関が最も高いセルを、ハンドオーバー先セルとして決定する。なお、ハンドオー
バー先決定部１５０の具体的な動作については、後述する。
【００４１】
　ハンドオーバー先通知部１６０は、ハンドオーバー先決定部１５０において決定された
ハンドオーバー先セルを移動局３００に送信する。
【００４２】
　（３）移動通信システムの動作
　次に、上述した移動通信システムの動作、具体的には、無線制御装置１００によるハン
ドオーバー先セルの決定動作について説明する。図５は、ハンドオーバー先セルの決定に
係る移動通信システム内でのシーケンスを示す。
【００４３】
　図５に示すように、小型基地局（Home NodeB）によって形成されるセル２１４～セル２
９９は、周辺セルのＳｃＣ及び受信レベルを定期的に取得する（ステップＳ１０００）。
【００４４】
　セル２１４～セル２９９は、取得した周辺セルのＳｃＣと受信レベルとを無線制御装置
１００に通知する（ステップＳ１００１）。なお、セル２１４～セル２９９の周辺セルの
測定タイミングについては、各セルで同期していてもよいし、非同期であってもよい。
【００４５】
　無線制御装置１００は、セル２１４～セル２９９から通知された周辺セルのＳｃＣ及び
受信レベルをセル毎に保持する。具体的には、無線制御装置１００は、図７に示したデー
タベース５００及びデータベース６００の形式に従って周辺セルのＳｃＣ及び受信レベル
を保持する（ステップＳ１００２）。
【００４６】
　次いで、移動局３００は、公衆通信向けの基地局によって形成されるセル２１３と通信
を開始する（ステップＳ１００３）。ここでは、移動局３００が、Home NodeBによって形
成されるセル２１４にハンドオーバーする例について説明する。
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【００４７】
　移動局３００は、通信中のセル２１３及びハンドオーバー候補セルであるセル２１４の
ＳｃＣと受信レベル（セル情報）とを無線制御装置１００に通知する（ステップＳ１００
４）。このようにして、無線制御装置１００は、移動局３００から通知された情報に基づ
いて、移動局３００のハンドオーバー元セル（セル２１３）との受信レベルと、移動局３
００におけるハンドオーバー候補セル（セル２１４）との受信レベルとを取得する。
【００４８】
　無線制御装置１００は、ステップＳ１００２において取得したＳｃＣと、ステップＳ１
００４において取得したＳｃＣとに基づいて、同一のＳｃＣが設定されている複数のハン
ドオーバー候補セルを検出する（ステップＳ１００５）。ここでは、セル２１４と同一の
ＳｃＣが設定されているセルとして、セル２３６及びセル２６８（図３参照）が検出され
る。なお、同一のＳｃＣが設定されている複数のハンドオーバー候補セルの検出方法につ
いては、さらに後述する。
【００４９】
　無線制御装置１００は、データベース５００を参照し、検出した複数のハンドオーバー
候補セルのうち、ハンドオーバー元セルであるセル２１３のＳｃＣと同一のＳｃＣが割り
当てられており、かつセル２１３の受信レベルに最も近い受信レベルを有する、つまり、
無線制御装置１００は、無線通信状態の相関が最も高いセルを、ハンドオーバー先セルと
して決定する（ステップＳ１００６）。ここでは、セル２１４がハンドオーバー先セルと
して決定されたものとする。
【００５０】
　無線制御装置１００は、ハンドオーバー先セルに決定されたセル２１４及び移動局３０
０に対して、ハンドオーバー指示を通知する（ステップＳ１００７）。
【００５１】
　図６は、無線制御装置１００によるハンドオーバー先セルの決定動作フローを示す。ま
た、図９は、無線制御装置１００によるハンドオーバー先セルの決定動作例を示す。
【００５２】
　図６及び図９に示すように、無線制御装置１００は、移動局３００から通知されたハン
ドオーバー元セル（セル２１３）及びハンドオーバー先セル（セル２１４）のセル情報に
基づいて、データベース６００を参照し、セル２１４と同一ＳｃＣ（ＳｃＣ＃Ｂ）が設定
されているセル２３６及びセル２６８を抽出する（ステップＳ２００１）。
【００５３】
　次いで、無線制御装置１００は、データベース５００を参照し、セル２１４、セル２３
６及びセル２６８のうち、移動局３００からのセル２１３の受信レベルの報告値（－１０
０ｄＢｍ）と最も近い受信レベル（－１０１ｄＢｍ）を有するセル２１４を特定する（ス
テップＳ２００２）。
【００５４】
　（４）作用・効果
　以上説明した本実施形態に係る無線制御装置１００によれば、同一のＳｃＣが設定され
ている複数のハンドオーバー候補セル（セル２１４、セル２３６及びセル２６８）のうち
、周辺セル情報取得部１１０によって定期的に取得された受信レベルと、ハンドオーバー
候補取得部１２０によってハンドオーバー要求時に取得された受信レベルとの相関が最も
高いハンドオーバー候補セルがハンドオーバー先セルとして決定される。
【００５５】
　このため、周辺のセルにおいて同一のＳｃＣが設定されている場合でも、無線制御装置
１００は、移動局３００のハンドオーバー先セルとして適切なセルを確実に特定でき、Ho
me eNodeBなどの小型基地局が多数設置される環境においても移動局３００の適切なハン
ドオーバーを実現し得る。
【００５６】
　本実施形態では、相関の判定に用いられる無線通信状態として、移動局３００が周辺セ
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ルから受信した無線信号の受信レベルを用いられる。このため、無線制御装置１００にお
ける処理負荷を大きく増大させることなく、相関関係を判定できる。
【００５７】
　（５）変更例
　上述した実施形態では、共通制御チャネルの送信レベルが固定であるものとして説明し
たが、共通制御チャネルの送信レベルが固定である固定セルと、当該送信レベルが動的に
変更される動的セルとが、周辺セルにおいて混在している場合、ハンドオーバー先決定部
１５０は、固定セルの相関を動的セルの相関よりも高くしてもよい。これにより、誤った
ハンドオーバー先セルを特定する可能性を低減できる。
【００５８】
　また、ハンドオーバー候補取得部１２０は、移動局３００におけるハンドオーバー候補
セルの無線通信状態（受信レベル）のみではなく、移動局３００のハンドオーバー元セル
との無線通信状態とハンドオーバー候補セルとの無線通信状態とを取得してもよい。さら
に、相関の判定に用いられる無線通信状態は、共通制御チャネルの受信レベルに限らず、
例えば、チップ電力対雑音電力比（Ec/No）や、往復遅延時間（Round Trip Time）などを
用いてもよい。
【００５９】
　（６）その他の実施形態
　上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の
一部をなす論述及び図面は、本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の形態が明らかとなろう。
【００６０】
　例えば、上述した本発明の実施形態では、W-CDMA方式に準拠した移動通信システムを例
として説明したが、W-CDMAの次世代システムであるLTE（Long Term Evolution）システム
の場合、５０４個のセルＩＤ（ＰＣＩ）が、周辺セルにおいてＳcＣと同様に重複して設
定される可能性があるため、本発明は、このような場合にも勿論適用できる。
【００６１】
　また、LTEシステムの場合、基地局が無線制御装置１００の機能を具備してもよい。具
体的には、基地局は、周辺セル情報取得部１１０、ハンドオーバー候補取得部１２０、周
辺セル情報保持部１３０、ハンドオーバー候補重複検出部１４０、ハンドオーバー先決定
部１５０及びハンドオーバー先通知部１６０の機能を具備することができる。なお、移動
通信システム内の基地局は、それぞれの基地局が取得した無線通信状態を相互に共有して
もよい。
【００６２】
　さらに、無線制御装置１００の各機能ブロックのうち、一部の機能を基地局において実
行するようにしてもよい。
【００６３】
　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の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００６４】
　１０…移動通信事業者ネットワーク
　２０…アクセス回線事業者ネットワーク
　１００…無線制御装置
　１１０…周辺セル情報取得部
　１２０…ハンドオーバー候補取得部
　１３０…周辺セル情報保持部
　１４０…ハンドオーバー候補重複検出部
　１５０…ハンドオーバー先決定部
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　１６０…ハンドオーバー先通知部
　２００～２０３…基地局
　２１０～２９９…セル
　３００…移動局
　４００…ＳＧＷ
　５００，６００…データベース

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】
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