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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１エリアをカバーする第１基地局と、前記第１エリア内に含まれる第２エリアをカバ
ーする第２基地局とを含む無線通信システムにおける負荷分散方法であって、
　第１基地局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標とな
る指標値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、
　第１基地局配下の移動局において、第１指標値が第１閾値よりも小さく、かつ、第２指
標値が第２閾値よりも大きいことを条件として、第１基地局配下の移動局を第２基地局へ
ハンドオーバさせ、
　第２基地局配下の移動局において、第２指標値が第３閾値よりも小さいか、または第１
指標値が第４閾値よりも大きいことを条件として、第２基地局配下の移動局を第１基地局
へハンドオーバさせ、
　前記第１基地局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第２閾値および第３閾値を低下さ
せ、次に前記第１閾値および前記第４閾値を増加させること、
　を含む負荷分散方法。
【請求項２】
　第１エリアをカバーする第１基地局と、前記第１エリア内に含まれる第２エリアをカバ
ーする第２基地局とを含む無線通信システムにおける負荷分散方法であって、
　第１基地局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標とな
る指標値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、
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　第１基地局配下の移動局において、第１指標値が第１閾値よりも小さく、かつ、第２指
標値が第２閾値よりも大きいことを条件として、第１基地局配下の移動局を第２基地局へ
ハンドオーバさせ、
　第２基地局配下の移動局において、第２指標値が第３閾値よりも小さいか、または第１
指標値が第４閾値よりも大きいことを条件として、第２基地局配下の移動局を第１基地局
へハンドオーバさせ、
　前記第２基地局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第１閾値および前記第４閾値を低
下させ、次に前記第２閾値および前記第３閾値を増加させること、
　を含む負荷分散方法。
【請求項３】
　第１エリアをカバーする第１基地局と、前記第１エリア内に含まれる第２エリアをカバ
ーする第２基地局とを含む無線通信システムにおける負荷分散方法であって、
　第１基地局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標とな
る指標値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、
　第１基地局配下の移動局において、第２指標値が第５閾値よりも大きく、かつ、第２指
標値と第１指標値の差分値が第６閾値よりも大きいことを条件として、第１基地局配下の
移動局を第２基地局へハンドオーバさせ、
　第２基地局配下の移動局において、第２指標値が第７閾値よりも小さいか、または第１
指標値と第２指標値の差分値が第８閾値よりも大きいことを条件として、第２基地局配下
の移動局を第１基地局へハンドオーバさせ、
　前記第１基地局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第５閾値および前記第７閾値を低
下させ、次に前記第６閾値を低下させ、かつ前記第８閾値を増加させること、
　を含む負荷分散方法。
【請求項４】
　第１エリアをカバーする第１基地局と、前記第１エリア内に含まれる第２エリアをカバ
ーする第２基地局とを含む無線通信システムにおける負荷分散方法であって、
　第１基地局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標とな
る指標値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、
　第１基地局配下の移動局において、第２指標値が第５閾値よりも大きく、かつ、第２指
標値と第１指標値の差分値が第６閾値よりも大きいことを条件として、第１基地局配下の
移動局を第２基地局へハンドオーバさせ、
　第２基地局配下の移動局において、第２指標値が第７閾値よりも小さいか、または第１
指標値と第２指標値の差分値が第８閾値よりも大きいことを条件として、第２基地局配下
の移動局を第１基地局へハンドオーバさせ、
　前記第２基地局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第６閾値を増加させ、かつ前記第
８閾値を低下させ、次に前記第５閾値および前記第７閾値を増加させること、
　を含む負荷分散方法。
【請求項５】
　前記第１基地局および前記第２基地局の少なくともいずれかの基地局は、前記閾値を変
更したときに、変更後の閾値を移動局宛に送信すること、
　を含む、請求項１～４のいずれかに記載された負荷分散方法。
【請求項６】
　第１エリアをカバーし、当該第１エリア内に含まれる第２エリアをカバーする第２基地
局との間で移動局のハンドオーバが可能に構成される基地局であって、
　自局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標となる指標
値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、自局配下の移動局において、第１指標
値が第１閾値よりも小さく、かつ、第２指標値が第２閾値よりも大きいことを条件として
、移動局を第２基地局へハンドオーバさせる処理を開始するハンドオーバ処理部と、
　自局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第２閾値を低下させ、次に前記第１閾値を増
加させる制御部と、
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　を備えた基地局。
【請求項７】
　他の第１基地局がカバーする第１エリア内に含まれる第２エリアをカバーし、前記第１
基地局との間で移動局のハンドオーバが可能に構成される基地局であって、
　第１基地局、自局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標となる指標
値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、自局配下の移動局において、第２指標
値が第３閾値よりも小さいか、または第１指標値が第４閾値よりも大きいことを条件とし
て、移動局を第１基地局へハンドオーバさせる処理を開始するハンドオーバ処理部と、
　自局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第４閾値を低下させ、次に前記第３閾値を増
加させる制御部と、
　を備えた基地局。
【請求項８】
　前記閾値を変更したときに、変更した閾値を基地局に接続する移動局宛に送信する送信
部と、
　を備えた、請求項６または７に記載された基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広いエリアをカバーする基地局と、そのエリア内の比較的狭いエリアをカバ
ーする基地局との間の負荷を均衡させる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ(3rd Generation Partnership Project)では、次世代無線通信規格であるＬＴ
Ｅ(Long Term Evolution)向けに、各種無線パラメータを自動的に設定・最適化を行うこ
とで、オペレータの作業の効率化を目指すＳＯＮ(Self Organizing Networks)の検討が進
められている。ＳＯＮのuse caseの中には、ハンドオーバ（以下、適宜「ＨＯ」と略記す
る。）のパラメータを隣接セル間で調整することにより、セル間の無線リソース等の負荷
の均衡化を行うＭＬＢ(Mobility Load Balancing)が考えられている。
【０００３】
　一方、従来のＭＬＢにおけるハンドオーバのパラメータの調整方法として、以下の方法
が知られている。すなわち、従来のハンドオーバのパラメータの調整方法では、ハンドオ
ーバのトリガは、移動局が接続するサービングセルによる受信電力と隣接セルによる受信
電力の比較により決定される。つまり、移動局における隣接セルによる受信電力が、サー
ビングセルによる受信電力より、ある閾値Ｔを超える場合に、その隣接セルをターゲット
セルとして、移動局に対して、ハンドオーバの処理を行う。このとき、隣接セル間でＭＬ
Ｂを行うときには、ハンドオーバのトリガに関わる閾値が調整される。
【０００４】
　例えば、セルＡをサービングセル、セルＢを隣接セルとしたとき、セルＢの受信電力が
セルＡの受信電力よりも３dBの閾値よりも大きいときに移動局のセルＢへのハンドオーバ
の処理を行う初期のパラメータ設定を想定する。このとき、セルＡの負荷がセルＢの負荷
より高い場合には、ＭＬＢを動作させ、例えば閾値を１dBとする。閾値を小さく設定する
ことにより、セルＡのエリアが小さく、セルＢのエリアが大きくなり、セルＡからセルＢ
への移動局のハンドオーバが促進される。このとき、同時に、セルＢにおいて、セルＡに
対する移動局のハンドオーバの閾値も更新する。この場合、セルＢにおいて、移動局のセ
ルＡに対する受信電力の閾値を大きく設定し、セルＢからセルＡに対する移動局のハンド
オーバを抑制するようにする。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP TR 36.902 V9.2.0
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【非特許文献２】R. Nasri and Z. Altman, Handover adaptation for dynamic load bal
ancing in 3GPP long term evolution systems、 5th Int. Conf. on Advanced in Mobil
e Computing Multimedia (MoMM2007), Jakarta, Indonesia, Dec. 2007
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、図１に示すように、広いエリアのマクロセルをカバーする基地局（以下、適
宜「マクロ基地局」という。）のエリア内に、比較的狭いエリアのマイクロセル（「ピコ
セル」、「フェムトセル」ということもある。）をカバーする基地局（以下、適宜「マイ
クロ基地局」という。）を配置することが行われている。マクロセルのエリアは例えば、
数１００ｍ～１０数ｋｍ程度である。マイクロセルのエリアは、例えば数１０～数１００
ｍ程度である。この場合、ＭＬＢの１つの適用形態として、マクロ基地局のセル内に１以
上の周波数の異なるマイクロ基地局のセルが配置された無線通信システムにおいて、マク
ロ基地局のセルとマイクロ基地局のセル間で、負荷の均衡化を行うことが考えられる。こ
のとき、例えば、マクロ基地局のセルの負荷が高く、マイクロ基地局のセルの負荷が低い
場合には、マクロ基地局のセルからマイクロ基地局のセルへの移動局のハンドオーバを促
すように、マクロ基地局のセルにおけるマイクロ基地局のセルに対するハンドオーバのパ
ラメータが調整される。同時に、マイクロ基地局のセルからマクロ基地局のセルへの移動
局のハンドオーバを抑制するように、マイクロ基地局のセルにおけるマクロ基地局のセル
に対するハンドオーバのパラメータが調整される。
【０００７】
　図２は、マクロ基地局のセル内にマイクロ基地局のセルが配置されたときの移動局にお
ける受信電力の距離に応じた変化を示す図である。図２の横軸は、マクロ基地局の位置か
らの距離を表している。図２では一例として、マクロ基地局は、0m地点に設置され、マイ
クロ基地局は、200m地点に設置されている。このとき、マクロ基地局のセルとマイクロ基
地局のセル間のハンドオーバ(ＨＯ)境界は、マイクロ基地局を基準として、左側のマクロ
基地局とマイクロ基地局の間（150m付近）と、右側(350m付近)に発生する。ここで、左側
のＨＯ境界では、マイクロ基地局から離れるにつれて、マクロ基地局のセルによる受信電
力が向上し、マクロ基地局のセルとマイクロ基地局のセルによる受信電力の差が大きくな
る。一方、右側のＨＯ境界では、マイクロ基地局のセルから離れるにつれ、マクロ基地局
のセルによる受信電力も劣化し、マクロ基地局のセルとマイクロ基地局のセルによる受信
電力の差がほとんど変わらない。つまり、図２から、マクロ基地局のセルとマイクロ基地
局のセル間のＨＯ境界の位置によって、マクロ基地局のセルおよびマイクロ基地局のセル
からの移動局の受信電力、および両者の受信電力の差の状況が異なることが分かる。
【０００８】
　前述の従来技術では、マクロ基地局のセルとマイクロ基地局のセル間のＨＯ境界の位置
によって、マクロ基地局のセルおよびマイクロ基地局のセルによる受信電力および両者の
受信電力の差の状況が異なる点が考慮されていないため、以下の問題が生じる。
【０００９】
　すなわち、従来技術では、マクロ基地局のセルの負荷が高く、マイクロ基地局のセルに
負荷を移行させたい場合に、マクロ基地局のセルからマイクロ基地局のセルへのＨＯの閾
値を小さくし、マイクロ基地局のセルからマクロ基地局のセルへのＨＯの閾値を大きくす
る。しかし、マイクロ基地局の左側では、マクロ基地局のセルとマイクロ基地局のセルか
らの移動局の受信電力の差が大きいため、マクロ基地局のセルからマイクロ基地局のセル
へのＨＯの閾値を小さい値に変更しても、ＨＯ境界を左に（つまり、マクロ基地局側に）
十分にずらすことができない。そのため、マクロセルの基地局付近に位置する移動局をマ
イクロ基地局のセルにハンドオーバさせることができない。
【００１０】
　一方、マクロ基地局付近に位置する移動局をマイクロ基地局のセルにハンドオーバさせ
るために、例えば、マクロ基地局のセルからマイクロ基地局のセルへのＨＯの閾値を非常
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に小さい値に設定し、マイクロ基地局のセルからマクロ基地局のセルへのＨＯの閾値を非
常に大きい値に設定するとする。このとき、マイクロ基地局の右側では、マクロ基地局の
セルとマイクロ基地局のセルからの移動局の受信電力の差がほとんど変わらないため、Ｈ
Ｏ境界が極端に右側にずれることになる。この場合、マイクロ基地局の右側のＨＯ境界で
は、受信電力が劣化した状況で、マイクロ基地局のセルからマクロ基地局のセルへのハン
ドオーバが行われるため、移動局の通信が切断される確率が高くなる。
【００１１】
　よって、発明の１つの側面では、第１エリアをカバーする第１基地局と、第１エリア内
に含まれる第２エリアをカバーする第２基地局とを含む無線通信システムにおいて、適切
に負荷を均衡させることを可能とする負荷分散方法、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】
【００１２】
　第１の観点では、第１エリアをカバーする第１基地局と、前記第１エリア内に含まれる
第２エリアをカバーする第２基地局とを含む無線通信システムにおける負荷分散方法が提
供される。
　この負荷分散方法は、第１基地局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品
質の大きさの指標となる指標値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、
　第１基地局配下の移動局において、第１指標値が第１閾値よりも小さく、かつ、第２指
標値が第２閾値よりも大きいことを条件として、第１基地局配下の移動局を第２基地局へ
ハンドオーバさせること；
　第２基地局配下の移動局において、第２指標値が第３閾値よりも小さいか、または第１
指標値が第４閾値よりも大きいことを条件として、第２基地局配下の移動局を第１基地局
へハンドオーバさせること；
　第１基地局と第２基地局の負荷に応じて、第１閾値、第２閾値、第３閾値または第４閾
値の少なくともいずれかを調整すること；
を含む。
【００１３】
　第２の観点では、第１エリアをカバーする第１基地局と、前記第１エリア内に含まれる
第２エリアをカバーする第２基地局とを含む無線通信システムにおける他の負荷分散方法
が提供される。
　この負荷分散方法は、第１基地局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品
質の大きさの指標となる指標値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、
　第１基地局配下の移動局において、第２指標値が第５閾値よりも小さく、かつ、第２指
標値と第１指標値の差分値が第６閾値よりも大きいことを条件として、第１基地局配下の
移動局を第２基地局へハンドオーバさせること；
　第２基地局配下の移動局において、第２指標値が第７閾値よりも小さいか、または第１
指標値と第２指標値の差分値が第８閾値よりも大きいことを条件として、第２基地局配下
の移動局を第１基地局へハンドオーバさせること；
　第１基地局と第２基地局の負荷に応じて、第５閾値、第６閾値、第７閾値または第８閾
値の少なくともいずれかを調整すること；
を含む。
【００１４】
　第３の観点では、第１エリアをカバーし、当該第１エリア内に含まれる第２エリアをカ
バーする第２基地局との間で移動局のハンドオーバが可能に構成される基地局が提供され
る。
　この基地局は、
　自局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標となる指標
値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、自局配下の移動局において、第１指標
値が第１閾値よりも小さく、かつ、第２指標値が第２閾値よりも大きいことを条件として
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、移動局を第２基地局へハンドオーバさせる処理を開始するハンドオーバ処理部；
　自局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第２閾値を低下させ、次に前記第１閾値を増
加させる制御部；
を備える。
【００１５】
　第４の観点では、第１エリアをカバーし、当該第１エリア内に含まれる第２エリアをカ
バーする第２基地局との間で移動局のハンドオーバが可能に構成される他の基地局が提供
される。
　この基地局は、
　第１基地局、自局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標となる指標
値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、自局配下の移動局において、第２指標
値が第３閾値よりも小さいか、または第１指標値が第４閾値よりも大きいことを条件とし
て、移動局を第１基地局へハンドオーバさせる処理を開始するハンドオーバ処理部；
　自局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第４閾値を低下させ、次に前記第３閾値を増
加させる制御部；
を備える。
【発明の効果】
【００１６】
　開示の負荷分散方法、基地局によれば、第１エリアをカバーする第１基地局と、第１エ
リア内に含まれる第２エリアをカバーする第２基地局とを含む無線通信システムにおいて
、適切に負荷を均衡させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】マクロ基地局とマイクロ基地局を含む無線通信システムを示す図。
【図２】マクロ基地局のセル内にマイクロ基地局のセルが配置されたときの移動局におけ
る受信電力の距離に応じた変化を示す図。
【図３】第１の実施形態の無線通信システムにおいてマクロ基地局とマイクロ基地局のセ
ルのハンドオーバのシーケンスを示す図。
【図４】第１の実施形態の無線通信システムにおいてマクロ基地局あるいはマイクロ基地
局から移動局へのメッセージの送信例を示す図。
【図５】第１の実施形態のMeasurement Reportの設定情報のフォーマット一例を示す図。
【図６】図５のMeasurement Reportの設定情報における、MeasObjectMod, ReportConfigM
od, MeasIDModの関係を示す図。
【図７】第１の実施形態の無線通信システムにおいてマクロ基地局が、マクロ基地局に接
続する移動局に送信するMeasurement Reportの設定情報の具体的な一例を示す図。
【図８】第１の実施形態の無線通信システムにおいてマイクロ基地局が、マイクロ基地局
に接続する移動局に送信するMeasurement Reportの設定情報の具体的な一例を示す図。
【図９】第１の実施形態において、マクロ基地局のセルに接続する移動局がMeasurement 
Reportの送信条件を判定するときのフローチャート。
【図１０】第１の実施形態において、マイクロ基地局のセルに接続する移動局がMeasurem
ent Reportの送信条件を判定するときのフローチャート。
【図１１】第１の実施形態の無線通信システムにおいてマクロ基地局からマイクロ基地局
へのハンドオーバ境界の設定を示す図。
【図１２】第１の実施形態の無線通信システムにおいてマイクロ基地局からマクロ基地局
へのハンドオーバ境界の設定を示す図。
【図１３】第１の実施形態の無線通信システムにおいてマクロ基地局とマイクロ基地局間
で，それぞれのMeasurement Reportの送信条件の設定を更新するシーケンス例を示す図。
【図１４】第１の実施形態のマクロ基地局においてMeasurement Reportの設定を更新する
処理フローを示す図。
【図１５】第１の実施形態のマイクロ基地局におけるMeasurement Reportの設定を更新す
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る処理フローを示す図。
【図１６】第１の実施形態の無線通信システムにおいてマクロ基地局のセルおよびマイク
ロ基地局のセルのMeasurement Report設定におけるパラメータの更新例を示すフローチャ
ート。
【図１７】第１の実施形態の無線通信システムにおいてパラメータ（Ocn2）の値を更新し
て大きくした場合の、マクロ基地局からマイクロ基地局のセルへのハンドオーバ境界の変
化を示す図。
【図１８】第１の実施形態の無線通信システムにおいてパラメータ（Ocn1）の値を更新し
て小さくした場合の、マクロ基地局からマイクロ基地局のセルへのハンドオーバ境界の変
化を示す図。
【図１９】第１実施形態のマクロ基地局のセルおよびマイクロ基地局のセルのMeasuremen
t Report設定におけるパラメータの更新例を示すフローチャート。
【図２０】第１の実施形態の無線通信システムにおいてパラメータ（Ocn1）の値を更新し
て大きくした場合の、マイクロ基地局からマクロ基地局のセルへのハンドオーバ境界の変
化を示す図。
【図２１】第１の実施形態の無線通信システムにおいて（Ocn2）の値を更新して小さくし
た場合の、マイクロ基地局からマクロ基地局のセルへのハンドオーバ境界の変化を示す図
。
【図２２】第１の実施形態の基地局の主要部を構成するブロック図。
【図２３】第１の実施形態の移動局の主要部を構成するブロック図。
【図２４】第２実施形態のMeasurement Reportの設定情報のフォーマット一例を示す図。
【図２５】第２の実施形態のマクロ基地局が、マクロ基地局に接続する移動局に送信する
2つのMeasurement Reportの設定情報の例を示す図。
【図２６】第２の実施形態のマクロ基地局が、マクロ基地局に接続する移動局に送信する
2つのMeasurement Reportの設定情報の例を示す図。
【図２７】第２の実施形態のマイクロ基地局が、マイクロ基地局に接続する移動局に送信
するMeasurement Reportの設定情報の例を示す図。
【図２８】第２の実施形態のマイクロ基地局が、マイクロ基地局に接続する移動局に送信
するMeasurement Reportの設定情報の例を示す図。
【図２９】第２の実施形態のマクロ基地局のセルに接続する移動局が、Measurement Repo
rtの送信条件を判定するときのフローチャート。
【図３０】第２の実施形態のマクロ基地局のセルに接続する移動局が、Measurement Repo
rtの送信条件を判定するときのフローチャート。
【図３１】第２の実施形態におけるMeasurement Reportの送信形態を示すフローチャート
。
【図３２】第２の実施形態のマイクロ基地局のセルに接続する移動局が、Measurement Re
portの送信条件を判定するときのフローチャート。
【図３３】第２の実施形態のマイクロ基地局のセルに接続する移動局が、Measurement Re
portの送信条件を判定するときのフローチャート。
【図３４】第２の実施形態において移動局からMeasurement Reportが送信されたときのマ
クロ基地局の処理を示すフローチャート。
【図３５】第２の実施形態の無線通信システムにおいてマクロ基地局からマイクロ基地局
へのハンドオーバ境界の設定を示す図。
【図３６】第２の実施形態の無線通信システムにおいてマイクロ基地局からマクロ基地局
へのハンドオーバ境界の設定を示す図。
【図３７】第２の実施形態のマクロ基地局のセルおよびマイクロ基地局のセルのMeasurem
ent Report設定におけるパラメータの更新例を示すフローチャート。
【図３８】第２の実施形態の無線通信システムにおいて（Ocn_A）の値を更新して大きく
した場合の、マクロ基地局からマイクロ基地局のセルへのハンドオーバ境界の変化を示す
図。
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【図３９】第２の実施形態の無線通信システムにおいて（Ocn_B）の値を更新して大きく
した場合の、マクロ基地局からマイクロ基地局のセルへのハンドオーバ境界の変化を示す
図。
【図４０】第２の実施形態のマクロ基地局のセルおよびマイクロ基地局のセルのMeasurem
ent Report設定におけるパラメータの更新例を示すフローチャート。
【図４１】第２の実施形態の無線通信システムにおいて（Ocn_B）の値を更新して小さく
した場合の、マイクロ基地局からマクロ基地局のセルへのハンドオーバ境界の変化を示す
図。
【図４２】第２の実施形態の無線通信システムにおいて（Ocn_A）の値を更新して小さく
した場合の、マイクロ基地局からマクロ基地局のセルへのハンドオーバ境界の変化を示す
図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下の各実施形態において、マクロ基地局は第１基地局の一例であり、マイクロ基地局
は第２基地局の一例である。また、移動局におけるマクロ基地局からの参照信号の受信電
力または受信品質は第１指標値の一例であり、移動局におけるマイクロ基地局からの参照
信号の受信電力または受信品質は第２指標値の一例である。
【００１９】
　（Ａ）第１の実施形態
　（Ａ－１）本実施形態の負荷分散方法の概要
　本実施形態の無線通信システムは、図１に示したように、広いエリアをカバーするマク
ロ基地局と、マクロ基地局のエリア内に含まれる比較的狭いエリアをカバーするマイクロ
基地局とを含むシステムである。本実施形態では、マクロ基地局とマイクロ基地局の間で
適切に負荷を均衡させるための負荷分散方法を開示する。
【００２０】
　先ず図３を参照して、マクロ基地局とマイクロ基地局のセルのハンドオーバのシーケン
スの例について説明する。ここでは、移動局がマクロ基地局からマイクロ基地局へハンド
オーバする場合を例にして説明する。
　図３において、移動局は，サービングセル(この場合、マクロ基地局のセル)および隣接
セル(この場合、マイクロ基地局のセル)からの参照信号の受信電力あるいは受信品質を測
定し、その測定結果が後述するMeasurement Reportメッセージの送信条件を満たす場合に
、マクロ基地局に対してMeasurement Reportメッセージを送信する（ステップＳ１０）。
以下、Measurement Reportメッセージを適宜単に「Measurement Report」と略記する。Me
asurement Reportメッセージを受信したマクロ基地局は，移動局に対するハンドオーバの
可否を判定し、ハンドオーバが可能であると判断した場合（ステップＳ１１）、マイクロ
基地局に対してHandover Requestメッセージを送信して移動局のハンドオーバの要求を行
う（ステップＳ１２）。Handover Requestメッセージを受信したマイクロ基地局は、移動
局のハンドオーバを受け付ける場合は、マクロ基地局に，Handover Request Acknowledge
mentメッセージを返す（ステップＳ１３）。マクロ基地局は，Handover Request Acknowl
edgementメッセージを受信した後、移動局に対してRRC Connection Reconfigurationメッ
セージを送信する（ステップＳ１４）。図３におけるRRC Connection Reconfigurationメ
ッセージは、移動局に対するハンドオーバのコマンドであり、ハンドオーバ先のターゲッ
トセルの情報を含む。RRC Connection Reconfigurationメッセージを受信した移動局は、
メッセージに含まれる情報を参照して、ターゲットセルを形成するマイクロ基地局に接続
を行い、マイクロ基地局にRRC Connection Reconfiguration Completeメッセージを送信
する（ステップＳ１５）。そして，マイクロ基地局は，ハンドオーバする移動局からのRR
C Connection Reconfiguration Completeメッセージを受信し、ハンドオーバのシーケン
スが終了する。
【００２１】
　なお、以下の説明では、単に「受信電力あるいは受信品質を測定する」と言及するとき
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には、Measurement Reportのための所定の参照信号の受信電力あるいは受信品質を測定す
ることを意味する。
【００２２】
　ここで、マクロ基地局は、移動局からMeasurement Reportメッセージを受信した後に、
移動局に対するハンドオーバの可否を判定するが、その中で、移動局におけるマクロ基地
局のセルによる受信電力や受信品質、マクロ基地局やマイクロ基地局の負荷等を考慮する
ことも考えられる。例えば、マイクロ基地局のセルの負荷が高いことが予め確認できてい
る場合には、マイクロ基地局のセルへのハンドオーバ処理を開始しないようにすることも
ありうる。
【００２３】
　図４に、マクロ基地局あるいはマイクロ基地局から移動局へのMeasurement Reportの設
定情報を含んだRRC Connection Reconfigurationメッセージの送信例を示す。マクロ基地
局あるいはマイクロ基地局からのRRC Connection Reconfigurationメッセージの送信（ス
テップＳ２０）は、移動局のネットワークへの接続時や設定の変更時、図３に示したハン
ドオーバ時などに行われる。
【００２４】
　（Ａ－２）Measurement Reportの設定情報
　次に、本実施形態のMeasurement Reportの設定情報の例について、図５～８を参照して
説明する。
　図５は、本実施形態のMeasurement Reportの設定情報のフォーマット一例を示す図であ
る。Measurement Reportの設定情報は、大きくMeasObjectMod, ReportConfigMod, MeasID
Modの3つのパートから構成される。
　MeasObjectModは、測定対象の周波数毎に設定される。例えば、周辺に異なる周波数を
使用しているセルが複数存在し、移動局から、それらのセルに対するMeasurement Report
を取得する場合は、複数の周波数のそれぞれ1つずつにMeasObjectModが設定される。また
、MeasObjectModには、対象の周波数に対するID(MeasObjectID)、周波数に対するオフセ
ット(offsetFreq)、その周波数を使用している周辺のセル情報のリスト(CellModList)が
含まれうる。CellModListには、対象の周波数を利用する周辺のセルの情報(CellMod)が含
まれる。また、1つのCellModには、セルのID(CellID)やそのセルに対するオフセット(cel
lIndividualOffset1, cellIndividualOffset2)が含まれる。これらのパラメータ設定方法
およびパラメータに基づく移動局における制御方法については、後述する。
【００２５】
　ReportConfigModは、Measurement Reportの送信条件（後述する）についての情報を含
む。ReportConfigModには、１つの設定に対するID(ReportConfigID)やMeasurement Repor
tの送信条件の閾値(Threshold_p1, Threshold_p2)、周辺セルとのヒステリシス(Hysteres
is)が含まれる。これらのパラメータ設定および移動局における利用方法については、後
述する。
　MeasIDModは、測定対象の情報であるMeasObjectModに対し、Measurement Reportの送信
条件の情報であるReportConfigModの適用を行う。MeasIDModは、それ自体のID(MeasID)と
、MeasObjectModのID(MeasObjectID)と、ReportConfigModのID(ReportConfigID)とから構
成される。
【００２６】
　図６は、Measurement Reportの設定情報における、MeasObjectMod, ReportConfigMod, 
MeasIDModの関係を示す図である。ここで、MeasIDMod1は、MeasObjectMod1に対してRepor
tConfigMod1を適用し、MeasIdMod2は、MeasObjectMod1に対してReportConfigMod2を適用
している。このように、１つのMeasObjectModに対し、複数のReportConfiModを設定する
ことも可能である。移動局は、これらのMeasurement Reportの設定情報に基づいて、受信
電力あるいは受信品質を測定し、Measurement Reportメッセージを送信する。
【００２７】
　図７は、マクロ基地局が、マクロ基地局に接続する移動局に送信するMeasurement Repo
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rtの設定情報の具体的な一例を示す。
　図７において、MeasObjectModは、マイクロ基地局のセルが使用している周波数に対す
る設定である。MeasObjectModでは、offsetFreqがOfn(=0dB)と設定され、CellModList内
のCellModでは、マイクロ基地局のセル(ここでは、CellID=2)が指定される。また、マイ
クロ基地局のセルに対するオフセットとして、cellIndividulaOffset_p1がOcn1, cellInd
ividualOffset_p2がOcn2とそれぞれ設定される。一方、MeasObjectModに対するReportCon
figModでは、Measurement Reportの送信条件の閾値として、threshold_p1がThresh1と設
定され、threshold_p2がThresh2と設定される。また、ヒステリシスの設定として、hyste
resisがHys（ここでは、1dB）と設定される。
【００２８】
　図８は、マイクロ基地局が、マイクロ基地局に接続する移動局に送信するMeasurement 
Reportの設定情報の具体的な一例を示す。
　図８において、MeasObjectModは、マクロ基地局のセルが使用している周波数に対する
設定である。MeasObjectModでは、offsetFreqがOfn(=0dB)と設定され、CellModList内のC
ellModでは、マクロ基地局のセル(ここでは、CellID=1)が指定される。また、マクロ基地
局のセルに対するオフセットとして、cellIndividulaOffset_p1がOcn1, cellIndividualO
ffset_p2がOcn2とそれぞれ設定される。一方、MeasObjectModに対するReportConfigModで
は、Measurement Reportの送信条件の閾値として、threshold_p1がThresh1と設定され、t
hreshold_p2がThresh2と設定される。また、ヒステリシスの設定として、hysteresisがHy
s（ここでは、1dB）と設定される。
　図７と図８を比較して明らかなように、図７と図８のMeasurement Reportの設定情報で
は、CellMod以外は全て同じパラメータ値である。
【００２９】
　（Ａ－３）移動局におけるMeasurement Reportの送信条件の判定
　次に、Measurement Reportの設定情報における各パラメータに基づいて、移動局におい
てMeasurement Reportの送信条件を判定する方法を、図９～１２を参照して説明する。
【００３０】
　（Ａ－３－１）マクロ基地局のセルに接続する移動局
　図９は、マクロ基地局のセルに接続する移動局が、図７に示したMeasurement Reportの
設定情報を参照して、Measurement Reportの送信条件を判定するときのフローチャートで
ある。図９において先ず、移動局は、マクロ基地局のセルによる受信電力あるいは受信品
質を測定する（ステップＳ３０）。また、同様に、移動局は、マイクロ基地局のセルによ
る受信電力あるいは受信品質を測定する（ステップＳ３１）。そして移動局は、マクロ基
地局のセルによる受信電力あるいは受信品質の結果であるMsと、Measurement Reportの設
定情報内のパラメータ値から、以下の式（１）の条件を満たすか否かを判定する（ステッ
プＳ３２）。なお、式（１）のThresh1－Hys－Ocn1は、第１閾値の一例である。
【００３１】
　Ms ＜ Thresh1－Hys－Ocn1  …（１）
【００３２】
　上記式（１）の条件を満たさない場合は、移動局は処理を終了する。一方、式（１）の
条件を満たす場合は、移動局は次に、マイクロ基地局のセルによる受信電力あるいは受信
品質の結果であるMnと、Measurement Reportの設定情報内のパラメータ値から、以下の式
（２）の条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ３３）。なお、式（２）のThresh2
－Ofn＋Hys－Ocn2は、第２閾値の一例である。
【００３３】
　Mn ＞ Thresh2－Ofn＋Hys－Ocn2  …（２）
【００３４】
　上記式（２）の条件を満たさない場合は、移動局は処理を終了する。一方、式（２）の
条件を満たす場合は、移動局はマクロ基地局に対して、Measurement Reportを送信して（
ステップＳ３４）、処理を終了する。すなわち、マクロ基地局のセルに接続する移動局で
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は、上記式（１）と（２）の条件を両方満たした場合に限り、マクロ基地局に対してMeas
urement Reportが送信されることになる。
【００３５】
　（Ａ－３－２）マイクロ基地局のセルに接続する移動局
　図１０は、マイクロ基地局のセルに接続する移動局が、図８に示したMeasurement Repo
rtの設定情報を参照して、Measurement Reportの送信条件を判定するときのフローチャー
トである。図１０において先ず、移動局は、マイクロ基地局のセルによる受信電力あるい
は受信品質を測定する（ステップＳ４０）。また、同様に、移動局は、マクロ基地局のセ
ルによる受信電力あるいは受信品質を測定する（ステップＳ４１）。そして移動局は、マ
イクロ基地局からのセルによる受信電力あるいは受信品質の結果であるMsと、Measuremen
t Reportの設定情報内のパラメータ値から、以下の式（３）の条件を満たすかを判定する
（ステップＳ４２）。なお、式（３）のThresh2－Hys－Ocn2は、第３閾値の一例である。
【００３６】
　Ms ＜ Thresh2－Hys－Ocn2  … （３）
【００３７】
　上記の式（３）の条件を満たさない場合は、移動局は次に、マクロ基地局のセルによる
受信電力あるいは受信品質の結果であるMnとMeasurement Reportの設定情報内のパラメー
タ値から、以下の式（４）の条件を満たすかを判定する（ステップＳ４３）。なお、式（
４）のThresh1－Ofn＋Hys－Ocn1は、第４閾値の一例である。
【００３８】
　Mn ＞ Thresh1－Ofn＋Hys－Ocn1  …（４）
【００３９】
　上記の式（４）の条件を満たさない場合は、移動局は処理を終了する。式（３）または
式（４）のいずれかの条件を満たす場合は、移動局は、マイクロ基地局に対してMeasurem
ent Reportを送信して（ステップＳ４４）、処理を終了する。すなわち、マイクロ基地局
のセルに接続する移動局では、上記式（３）または（４）の条件のいずれかを満たした場
合に、マイクロ基地局に対してMeasurement Reportが送信されることになる。
【００４０】
　なお、式（１）～（４）において、Hys（ヒステリシス）は、マクロ基地局のセルとマ
イクロ基地局のセル間との過度に頻度の高いハンドオーバ（いわゆるping-pong HO）が行
われることを防止するために設けられている。
【００４１】
　上述したように、マクロ基地局のセルに接続する移動局のマクロ基地局からマイクロ基
地局へのハンドオーバは式（１）および式（２）を両方満たしたときに行われる。マイク
ロ基地局に接続する移動局のマイクロ基地局からマクロ基地局へのハンドオーバは式（３
）または式（４）のいずれかを満たしたときに行われる。このハンドオーバの条件を、図
２に示した図に当てはめたのが、それぞれ図１１および図１２である。図１１では、マク
ロ基地局からマイクロ基地局へのハンドオーバの境界（ＨＯ境界）が、図１２では、マイ
クロ基地局からマクロ基地局へのハンドオーバの境界（ＨＯ境界）がそれぞれ示される。
また図１１では、式（１）の第１閾値（Thresh1－Hys－Ocn1）と、式（２）の第２閾値（
Thresh2－Ofn＋Hys－Ocn2）のラインが示される。図１２では、式（３）の第３閾値（Thr
esh2－Hys－Ocn2）と、式（４）の第４閾値（Thresh1－Ofn＋Hys－Ocn1）のラインが示さ
れる。図１１および図１２から、Ocn1および／またはOcn2を更新させることで、マクロ基
地局およびマイクロ基地局の負荷に応じてＨＯ境界を図１１および図１２の紙面上左右に
移動させることができることが分かる。
【００４２】
　（Ａ－４）Measurement Reportの設定情報の更新方法
　次に、Measurement Reportの設定情報の更新方法について、図１３～１５を参照して説
明する。
　図１３に、マクロ基地局とマイクロ基地局間で、それぞれのMeasurement Reportの送信
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条件の設定を更新するシーケンス例を示す。ここでは、マクロ基地局とマイクロ基地局と
が、例えばＬＴＥで規定されるＸ２インタフェース等の所定の通信回線が基地局間で確立
されていることが前提となる。図１３を参照すると先ず、マクロ基地局は、マイクロ基地
局に対して、Measurement Report設定更新リクエストメッセージを送信する（ステップＳ
５０）。Measurement Report設定更新リクエストメッセージを受信したマイクロ基地局は
、自局のセルの負荷率（セル負荷率）を確認し、Measurement Reportの設定の更新が可能
である場合、マクロ基地局に対してACKのMeasurement Report設定更新レスポンスメッセ
ージを返す（ステップＳ５１）。そして、マクロ基地局とマイクロ基地局は、それぞれマ
イクロ基地局のセルおよびマクロ基地局のセルに対するMeasurement Report設定を更新す
る。
【００４３】
　次に、図１４に、マクロ基地局においてMeasurement Reportの設定を更新する処理フロ
ーを示す。図１４を参照すると、マクロ基地局は先ず、マクロ基地局のセル負荷率を測定
し、負荷率が所定の閾値Z(システム値)以上である場合（ステップＳ６０のYes）、マイク
ロ基地局に向けて、Measurement Report設定更新リクエストメッセージを送信する（ステ
ップＳ６１）。その後、マクロ基地局は、マイクロ基地局からMeasurement Report設定更
新レスポンスメッセージを受信し（ステップＳ６２）、その応答がACKである場合（ステ
ップＳ６３のYes）、マクロ基地局のセルにおけるMeasurement Report設定を更新する（
ステップＳ６４）。一方、応答がACKではない(NAK)場合は、処理を終了する。
【００４４】
　図１５に、マイクロ基地局におけるMeasurement Reportの設定を更新する処理フローを
示す。図１５を参照すると、マイクロ基地局は先ず、マクロ基地局からMeasurement Repo
rt設定更新リクエストメッセージを受信し（ステップＳ７０）、マイクロ基地局のセルの
負荷を確認する。マイクロ基地局のセルの負荷が、所定の閾値Y(システム値)未満である
場合（ステップＳ７１のYes）、ACKのMeasurement Report設定更新レスポンスメッセージ
をマクロ基地局に向けて送信する（ステップＳ７２）。そして、マイクロ基地局は、マイ
クロ基地局のセルにおけるMeasurement Report設定を更新する（ステップＳ７３）。一方
、マイクロ基地局のセルの負荷が、閾値Y以上の場合（ステップＳ７１のNo）、NAKのMeas
urement Report設定更新レスポンスメッセージをマクロ基地局に向けて送信し（ステップ
Ｓ７４）、処理を終了する。
【００４５】
　図１３～１５に示したように、Measurement Report設定の更新は、マクロ基地局とマイ
クロ基地局との間で同期して行われる。ここで、Measurement Report設定の更新の対象は
、マクロ基地局のセルのMeasurement Reportの設定情報におけるOcn1, Ocn2およびマイク
ロ基地局のセルのMeasurement Reportの設定情報におけるOcn1, Ocn2である。
【００４６】
　（Ａ－５）マクロ基地局の負荷が高い場合の具体的な処理
　次に、マクロ基地局の負荷が高いため、マクロ基地局とマイクロ基地局の負荷の均衡を
図る目的で、マクロ基地局からマイクロ基地局への移動局のハンドオーバを促進させたい
場合の処理について、図１６～１８を参照して説明する。
【００４７】
　図１６は、マクロ基地局のセルおよびマイクロ基地局のセルのMeasurement Report設定
におけるOcn1, Ocn2の更新例を示すフローチャートである。Measurement Report設定の更
新は、Ocn2を優先的に行う。これは、後で図１７に示すように、先ずOcn2を更新して大き
くし、２つのＨＯ境界のうちマクロ基地局から遠い方のＨＯ境界近傍の位置する移動局の
マイクロ基地局のセルへのハンドオーバを促進させるようにすることを目的とする。つま
り、マクロ基地局から遠い位置にある移動局は電波伝搬ロスが大きいため、ＡＭＣ(Adapt
ive Modulation and Coding)を実行する場合には、遠い位置にある移動局との間ではスル
ープットの低いＭＣＳ(Modulation and Coding Scheme)を選択せざるを得ない。そこで、
そのような移動局を極力早くマイクロ基地局へハンドオーバさせたいためである。
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【００４８】
　図１６を参照すると、Ocn2の値をStep分大きくしたときに、閾値X(システム値)内に収
まる場合は（ステップＳ８０のYes）、Ocn2の値をStep分大きくする（ステップＳ８１）
。一方、ステップＳ８０で閾値Xを超える場合、すなわち、Ocn2がStepを加えたならば上
限値を超えてしまう場合には（ステップＳ８０のNo）、次に、Ocn1をStep分小さくし（ス
テップＳ８２）、Ocn2を閾値Xの値に固定にする（ステップＳ８３）。それ以後は、Ocn1
がStep分順次小さくされていく。
【００４９】
　図１７は、Ocn2の値を更新して大きくした場合の、マクロ基地局からマイクロ基地局の
セルへのＨＯ境界の変化を示す図である。Ocn2は上記式（２）の条件式に含まれるパラメ
ータであり、Ocn2の値を大きくすると、式（２）の右辺の値が小さくなる。これにより、
マクロ基地局のセルに接続する移動局にとって、マイクロ基地局のセルによる受信電力あ
るいは受信品質に対する第２閾値が小さくなる。つまり、図１７の（２）のラインが低く
なる。この更新により、図１７において、マイクロ基地局の右側のＨＯ境界が、右側にず
れる。そのため、Ocn2を更新して大きくことにより、変更前のＨＯ境界と変更後のＨＯ境
界の間に位置するマクロ基地局のセルに接続する移動局からMeasurement Reportが送信さ
れることが期待される。そして、そのような移動局からMeasurement Reportを受信したマ
クロ基地局は、移動局に対し、マイクロ基地局のセルに向けてのハンドオーバ処理を開始
することが可能となる。
　なお、Ocn2の値を更新して大きくした場合、マイクロ基地局の左側のＨＯ境界は変化し
ない。
【００５０】
　図１８は、Ocn1の値を更新して小さくした場合の、マクロ基地局からマイクロ基地局の
セルへのＨＯ境界の変化を示す図である。Ocn1は、上記式（１）の条件式に含まれるパラ
メータであり、Ocn1の値を小さくすると、式（１）の右辺の値が大きくなる。これにより
、マクロ基地局のセルに接続する移動局にとって、マクロ基地局のセルによる受信電力あ
るいは受信品質に対する第１閾値が大きくなる。つまり、図１８の（１）のラインが高く
なる。この更新により、図１８において、マイクロ基地局の左側のＨＯ境界が、左側にず
れる。そのため、Ocn1を小さくすることにより、マクロ基地局の近くに位置する移動局か
らもMeasurement Reportが送信されることが期待される。そして、そのような移動局から
Measurement Reportを受信したマクロ基地局は、移動局に対し、マイクロ基地局のセルに
向けてのハンドオーバ処理を開始することが可能となる。
　なお、Ocn1の値を更新して小さくした場合、マイクロ基地局の右側のＨＯ境界は変化し
ない。
　また、図１７および図１８では、マクロ基地局のセルからマイクロ基地局のセルへの移
動局のＨＯ境界の変化について示したが、マイクロ基地局のセルからマクロ基地局のセル
への移動局のＨＯ境界の変化も、図１７と図１８と同様である。
【００５１】
　上述したように、本実施形態の無線通信システムでは、マクロ基地局のセルの負荷が高
い場合、Ocn2を優先的に更新して大きくすることで、マイクロ基地局の右側（マクロ基地
局から遠い側）のＨＯ境界を変更する。これにより、そのＨＯ境界の近傍に位置するマク
ロ基地局のセルに接続する移動局を優先的に、マイクロ基地局のセルへハンドオーバさせ
るための処理を開始させることが可能となる。ここで、マクロ基地局のセルからマイクロ
基地局のセルにハンドオーバさせられた移動局の受信電力あるいは受信品質は、ハンドオ
ーバ前後でほぼ同じであるため、周波数の利用効率が良い負荷の移行を実現できる。
　また、Ocn2が上限値に達した場合には次に、Ocn1を更新して小さくすることで、マクロ
基地局とマイクロ基地局の間の領域におけるＨＯ境界(つまり、マクロ基地局に近い側の
ＨＯ境界)を変更する。この変更により、マクロ基地局付近のマクロ基地局のセルに接続
する移動局に対しても、マイクロ基地局のセルへハンドオーバさせるための処理を開始さ
せることが可能となる。これにより、マクロ基地局のセルの負荷が非常に高い状況におい
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ては、マイクロ基地局のセルの周波数を最大限利用してマクロ基地局のセルの負荷を低減
させることが可能となる。
【００５２】
　（Ａ－６）マイクロ基地局の負荷が高い場合の処理
　次に、マイクロ基地局の負荷が高いため、マクロ基地局とマイクロ基地局の負荷の均衡
を図る目的で、マイクロ基地局からマクロ基地局への移動局のハンドオーバを促進させた
い場合の処理について説明する。
【００５３】
　図１９に、マクロ基地局のセルおよびマイクロ基地局のセルのMeasurement Report設定
におけるOcn1, Ocn2の更新例を示す。Measurement Report設定の更新は、Ocn1を優先的に
行う。これは、後で図２０に示すように、先ずOcn1を更新して大きくし、２つのＨＯ境界
のうちマクロ基地局から近い方のＨＯ境界近傍の位置する、マクロ基地局のセルに接続す
る移動局のマイクロ基地局のセルへのハンドオーバを促進させるようにすることを目的と
する。つまり、マクロ基地局から近い位置にある移動局は、マクロ基地局のセルへハンド
オーバされた後も受信電力あるいは受信品質が良好であるため、ハンドオーバ先のマクロ
基地局としてもスループットの高いＭＣＳが選択できる。そのため、全体の周波数利用効
率が良好になる。
【００５４】
　図１９を参照すると、Ocn1の値をStep分大きくしたときに、閾値V(システム値)内に収
まる場合は（ステップＳ９０のYes）、Ocn1の値をStep分大きくする（ステップＳ９１）
。一方、ステップＳ９０で閾値Vを超える場合、すなわち、Ocn1がStepを加えたならば上
限値を超えてしまう場合には（ステップＳ９０のNo）、次に、Ocn2をStep分小さくし（ス
テップＳ９２）、Ocn1を閾値Vの値に固定にする。それ以後は、Ocn2がStep分順次小さく
されていく。
【００５５】
　図２０は、Ocn1の値を更新して大きくした場合の、マイクロ基地局からマクロ基地局の
セルへのＨＯ境界の変化を示す。Ocn1は、上記式（４）の条件式に含まれるパラメータで
あり、Ocn1の値を大きくすると、式（４）の右辺の値が小さくなる。これにより、マイク
ロ基地局のセルに接続する移動局にとって、マクロ基地局のセルによる受信電力あるいは
受信品質に対する第４閾値が小さくなる。つまり、図２０の（４）のラインが低くなる。
この更新により、図２０において、マイクロ基地局の左側のＨＯ境界が、右側にずれる。
そのため、Ocn１を更新して大きくすることにより、変更前のＨＯ境界と変更後のＨＯ境
界に位置するマイクロ基地局のセルに接続する移動局から、Measurement Reportが送信さ
れることが期待される。そして、そのような移動局からMeasurement Reportを受信したマ
イクロ基地局は、移動局に対し、マイクロ基地局のセルに向けてのハンドオーバ処理を開
始させることが可能となる。
　なお、Ocn1の値を更新して大きくした場合、マイクロ基地局の右側のＨＯ境界は変化し
ない。
【００５６】
　図２１は、Ocn2の値を更新して小さくした場合の、マイクロ基地局からマクロ基地局の
セルへのＨＯ境界の変化を示す図である。Ocn2は、上記式（３）の条件式に含まれるパラ
メータであり、Ocn2の値を小さくすると、式（３）の右辺の値が大きくなる。つまり、図
２１の（３）のラインが高くなる。この更新により、図２１において、マクロ基地局に右
側の境界が、左側にずれる。そのため、Ocn2を小さくすることにより、マクロ基地局の右
側に位置する移動局からもMeasurement Reportが送信されることが期待される。そして、
そのような移動局からMeasurement Reportを受信したマイクロ基地局は、移動局に対し、
マクロ基地局のセルに向けてのハンドオーバの処理を開始することが可能となる。
　なお、Ocn2の値を更新して小さくした場合、マイクロ基地局の左側のＨＯ境界は変化し
ない。
　また、図２０および図２１では、マイクロ基地局のセルからマクロ基地局のセルへの移
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動局のＨＯ境界の変化について示したが、マクロ基地局のセルからマイクロ基地局のセル
への移動局のＨＯ境界の変化も、図２０と図２１と同様である。
【００５７】
　上述したように、本実施形態の無線通信システムでは、マイクロ基地局の負荷が高い場
合、Ocn1を優先的に更新して大きくすることで、マイクロ基地局の左側（マクロ基地局に
近い側）のＨＯ境界を変更する。これにより、そのＨＯ境界近傍に位置するマイクロ基地
局のセルに接続する移動局を優先的に、マクロ基地局のセルへハンドオーバさせるための
処理を開始させることが可能となる。ここで、マクロ基地局付近では、マクロ基地局のセ
ルによる受信電力あるいは受信品質は高いため、マイクロ基地局のセルからマクロ基地局
のセルへハンドオーバさせられた移動局の、ハンドオーバ後の受信電力あるいは受信品質
が向上するため全体の周波数利用効率が良好になる。
　また、Ocn1が上限値に達した場合には次に、Ocn2を更新して小さくすることで、マイク
ロ基地局の右側のＨＯ境界を変更する。この変更により、マクロ基地局から遠い位置に在
ってマイクロ基地局のセルに接続する移動局に対しも、マクロ基地局のセルへのハンドオ
ーバ処理を開始させることが可能となる。
【００５８】
　（Ａ－７）基地局と移動局の構成
　最後に、本実施形態の基地局および移動局の構成について、図２２および図２３を参照
して説明する。図２２は、本実施形態の基地局（マクロ基地局、マイクロ基地局）の主要
部を構成するブロック図である。図２３は、本実施形態の移動局の主要部を構成するブロ
ック図である。
【００５９】
　先ず図２２を参照すると、本実施形態の基地局は、ＮＷ(Network)インタフェース部１
０、パケット識別部１１、パケットバッファ部１２、ＰＤＵ生成部１３、送信部１４、デ
ュプレクサ１５、アンテナ１６、受信部１７、制御情報抽出部１８、パケット生成部１９
、制御部２０、および記憶部２１を備える。デュプレクサ１５は、送信および受信でアン
テナ１６を共用するために設けられている。
【００６０】
　図２２において、ＮＷインタフェース部１０は、上位装置や他の基地局との間でネット
ワークを通して通信を行うためのインタフェースであり、ネットワークからのパケットの
受信およびネットワークへのパケット送信を行う。パケット識別部１１は、ネットワーク
から受信した自局配下の移動局宛のパケットを識別し、パケットバッファ部１２において
移動局毎に設けられているパケットバッファに格納する。また、隣接する基地局からのメ
ッセージ(パケット)を受信したときに、制御部２０への転送も行う。
　ＰＤＵ生成部１３は、パケットを結合あるいは分解して、無線に送信するためのデータ
ユニットに変換する。送信部１４は、PDU化されたデータを、符号化および変調を行うと
ともに、アンテナ１６を介して移動局宛にデータを送信する。
【００６１】
　一方、受信部１７は、移動局からのデータに対して復調および復号化を行う。制御情報
抽出部１８は、移動局からのデータがMeasurement Report等の制御情報の場合には、制御
部２０に転送する。移動局からのデータが、ネットワークに向けたデータである場合には
、パケット生成部１９に転送する。パケット生成部１９は、移動局からのデータをパケッ
トに変換し、ＮＷインタフェース部１０に転送する。
【００６２】
　制御部２０は、送信部１４や受信部１７の制御および無線区間におけるスケジューリン
グ処理を行う。また、送信部１４や受信部１７から無線リソースの負荷率（図１４のステ
ップＳ６０における「セル負荷率」）の算出も行う。負荷率は、基地局の処理能力の上限
値に対する処理量を示す指標である。処理量の算出方法は特に問わないが、例えば、制御
部２０で処理されているリソースブロック、パケット数（PDUの数）の単位時間当たりの
量、或いは所定時間のサンプルを平均化した量を測定する方法、又はスループットを測定
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する方法などを採ることができる。
【００６３】
　制御部２０は、算出した自局の負荷率から所定の判定基準（閾値）に基づき、自局の負
荷を調整する（例えば、低減させる）場合には、隣接する基地局宛のMeasurement Report
設定更新リクエストを生成する。このMeasurement Report設定更新リクエストは、パケッ
ト生成部１９へ与えられる。制御部２０は、パケット識別部１１から隣接する基地局から
のMeasurement Report設定更新レスポンスを受信する。そして、制御部２０は、Measurem
ent Report設定を変更する場合、パケットバッファ部１２に対し、新しいMeasurement Re
port設定を含んだRRC Connection Reconfigurationを与える。
　一方、制御部２０は、パケット識別部１１から隣接する基地局からのMeasurement Repo
rt設定更新リクエストを受信した場合、基地局の負荷率を算出し、その算出結果に基づき
Measurement Report設定更新レスポンスを生成して、パケット生成部１９に与える。
　記憶部２１は、算出した負荷率や、Measurement Reportのパラメータの値等を記憶する
。
【００６４】
　次に図２３を参照すると、本実施形態の移動局は、パケット生成部３１、ＰＤＵ生成部
３２、送信部３３、デュプレクサ３４、アンテナ３５、受信部３６、制御情報抽出部３７
、参照信号抽出部３８、測定部３９、制御部４０、および記憶部４１を備える。なお、図
２３の移動局の構成において、パケット生成部３１、ＰＤＵ生成部３２、送信部３３、デ
ュプレクサ３４、アンテナ３５、受信部３６は、機能上の観点では上述した基地局の対応
する各部と同一であり、以下では重複説明は行わない。
【００６５】
　図２３において、参照信号抽出部３８は、基地局からの受信信号から既知の参照信号を
抽出する。測定部３９は、抽出された参照信号の受信電力あるいは受信品質を測定する。
　制御部４０は、基地局からMeasurement Reportの設定情報を含むRRC Connection Recon
figurationメッセージを受信部３６を介して取得し、Measurement Reportの設定情報を記
憶部４１に記憶させる。また、制御部４０は、取得したMeasurement Reportの設定情報の
パラメータ値に基づいて、測定部３９で測定された受信電力あるいは受信品質が所定の条
件式（すなわち、前述した式（１）～（４））を満足するか否かを判断する。その結果、
制御部４０は、前述したMeasurement Reportの送信条件を満たす場合に、基地局に対して
Measurement Reportメッセージを送信するように、パケット生成部３１を制御する。
【００６６】
　（Ｂ）第２の実施形態
　次に、第２の実施形態について説明する。
【００６７】
　（Ｂ－１）Measurement Reportの設定情報
　本実施形態では、負荷分散方法の概要（図３および図４のフロー）は第１の実施形態と
同様であるが、Measurement Reportの設定情報が第１の実施形態と異なる。そこで先ず、
本実施形態のMeasurement Reportの設定情報について、図２４～２８を参照して説明する
。本実施形態では、第１の実施形態とは異なり、移動局に対して２つのMeasurement Repo
rtの設定情報が送信される。
【００６８】
　図２４は、本実施形態のMeasurement Reportの設定情報のフォーマット一例を示す図で
ある。図２４において、ReportConfigModにおけるeventは、Measurement Reportの送信条
件のタイプを指定するパラメータであり、“A”と“B”の２種類が設定されうる。event
が“A”と設定された場合には、Measurement Reportの閾値であるthresholdが使用される
。一方、eventが“B”と設定された場合には、Measurement Reportのオフセットであるof
fsetが使用される。CellModにおけるcellIndividualOffsetは、セルに対するオフセット
である。その他のパラメータは、図５に示したものと同一である。
　つまり本実施形態では、基地局から移動局に対して、eventが“A”と設定されているMe
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asurement Reportの設定情報、およびeventが“B”と設定されているMeasurement Report
の設定情報の２つの設定情報が送信される。
【００６９】
　図２５および図２６は、マクロ基地局が、マクロ基地局に接続する移動局に送信する2
つのMeasurement Reportの設定情報の例を示す図である。
　ここで、図２５のMeasurement Reportの設定情報では、measID=1, measObjectID=1, re
portConfigID=1であり、図２６のMeasurement Reportの設定情報では、measID=2, measOb
jectID=2, reportConfigID=2である。つまり、measObjectID=1のMeasObjectModに対し、r
eportConfigID=1のReportConfigModが適用され、同様に、measObjectID=2のMeasObjectMo
dに対し、reportConfigID=2のReportConfigModが適用される。
　また、図２５のMeasurement Reportの設定情報では、ReportConfiModのeventに“A”が
設定され、図２６のMeasurement Reportの設定情報では、ReportConfigModのeventに“B
”が設定される。CellModList内のCellModで示されるように、いずれの場合も、マイクロ
基地局のセルが指定(CellID=2)される。
【００７０】
　図２５のMeasurement Reportの設定情報では、ReportConfigModのeventが“A”と設定
されているため、eventが“A”の場合のthreshの値がThresh（閾値）に設定されている。
また、CellModにおけるcellIndividualOffsetがOcn_Aに設定されている。
　図２６のMeasurement Reportの設定情報では、ReportConfigModのeventを“B”と設定
し、eventが“B”の場合のoffsetの値がOffset（オフセット閾値）に設定されている。ま
た、CellModにおけるcellIndividualOffsetがOcn_Bに設定されている。
【００７１】
　図２７および図２８は、マイクロ基地局が、マイクロ基地局に接続する移動局に送信す
るMeasurement Reportの設定情報の例を示す図である。CellModList内のCellModで、マク
ロ基地局のセルが指定(CellID=1)されているが、その他の設定は、図２５、図２６と同様
である。
【００７２】
　（Ｂ－２）移動局におけるMeasurement Reportの送信条件の判定
　次に、Measurement Reportの設定情報における各パラメータに基づいて、移動局におい
てMeasurement Reportの送信条件を判定する方法を、図２９～３３を参照して説明する。
【００７３】
　（Ｂ－２－１）マクロ基地局のセルに接続する移動局
　図２９は、マクロ基地局のセルに接続する移動局が、図２５に示したMeasurement Repo
rtの設定情報を参照して、Measurement Reportの送信条件を判定するときのフローチャー
トである。図２９において先ず、移動局は、マイクロ基地局のセルによる受信電力あるい
は受信品質を測定する（ステップＳ１００）。そして、マイクロ基地局のセルによる受信
電力あるいは受信品質の結果であるMnと、Measurement Reportの設定情報内のパラメータ
値から、以下の式（５）の条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ１０１）。なお、
式（５）のThresh＋Hys－Ofn－Ocn_Aは、第５閾値の一例である。
【００７４】
　Mn ＞ Thresh＋Hys－Ofn－Ocn_A  …（５）
【００７５】
　上記式（５）の条件を満たす場合には、移動局は、マクロ基地局に対してMeasurement 
Reportを送信して（ステップＳ１０２）、処理を終了する。ステップＳ１０１で式（５）
の条件を満たさない場合は、移動局は処理を終了する。
【００７６】
　図３０は、マクロ基地局のセルに接続する移動局が、図２６に示したMeasurement Repo
rtの設定情報を参照して、Measurement Reportの送信条件を判定するときのフローチャー
トである。図３０において先ず、移動局は、マクロ基地局のセルによる受信電力あるいは
受信品質を測定する（ステップＳ１１０）。次に、移動局は、マイクロ基地局のセルによ
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る受信電力あるいは受信品質を測定する（ステップＳ１１１）。そして、マクロ基地局の
セルによる受信電力あるいは受信品質の結果であるMs、マイクロ基地局のセルによる受信
電力あるいは受信品質の結果であるMn、 およびMeasurement Reportの設定情報内のパラ
メータ値から、以下の式（６）の条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ１１２）。
なお、式（６）のOffset＋Hys－Ofn－Ocn_Bは、第６閾値の一例である。
【００７７】
　Mn－Ms ＞ Offset＋Hys－Ofn－Ocn_B  … （６）
【００７８】
　上記式（６）の条件を満たす場合には、移動局は、マクロ基地局に対してMeasurement 
Reportを送信して（ステップＳ１１３）、処理を終了する。ステップＳ１１２で式（６）
の条件を満たさない場合は、移動局は処理を終了する。
【００７９】
　なお、図２９および図３０のフローチャートでは、それぞれ図２５および図２６に示し
たMeasurement Reportの設定情報に基づいて、Measurement Reportの送信有無（つまり、
上記式（５）、（６）の条件の判定）を個別に判定するようにした。そのため、２つのMe
asurement Reportの設定情報の各々に基づいて個別にMeasurement Reportが送信されうる
が、上記式（５）、（６）の条件を共に満足する場合に単一のMeasurement Reportが送信
されるようにしてもよい。そのようなMeasurement Reportの送信形態を示すフローチャー
トが図３１に示されている。
　図３１によれば、移動局は先ず、マクロ基地局のセルによる受信電力あるいは受信品質
(Ms)を測定し（ステップＳ１２０）、次にマイクロ基地局のセルによる受信電力あるいは
受信品質(Mn)を測定する（ステップＳ１２１）。そして移動局は、Ms、Mnおよび各Measur
ement Reportの設定情報内のパラメータ値から、上記式（５）および（６）の条件を満た
すか否かを判定する（ステップＳ１２２、Ｓ１２３）。そして、マクロ基地局のセルに接
続する移動局では、式（５）および（６）の条件を両方満たす場合に限り、マクロ基地局
に対してMeasurement Reportが送信される（ステップＳ１２４）。
【００８０】
　（Ｂ－２－２）マイクロ基地局のセルに接続する移動局
　図３２は、マイクロ基地局のセルに接続する移動局が、図２５に示したMeasurement Re
portの設定情報を参照して、Measurement Reportの送信条件を判定するときのフローチャ
ートである。図３２において、移動局は、マイクロ基地局の受信電力あるいは受信品質を
測定する（ステップＳ１３０）。そして、マイクロ基地局のセルによる受信電力あるいは
受信品質の結果であるMsと、Measurement Reportの設定情報内のパラメータ値から、以下
の式（７）の条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ１３１）。なお、式（７）のTh
resh－Hys－Ofn－Ocn_Aは、第７閾値の一例である。
【００８１】
　Ms ＜ Thresh－Hys－Ofn－Ocn_A  … （７）
【００８２】
　上記式（７）の条件を満たす場合には、移動局は、マクロ基地局に対してMeasurement 
Reportを送信して（ステップＳ１３２）、処理を終了する。ステップＳ１３１で式（７）
の条件を満たさない場合は、移動局は処理を終了する。
【００８３】
　図３３は、マイクロ基地局のセルに接続する移動局が、図２６に示したMeasurement Re
portの設定情報を参照して、Measurement Reportの送信条件を判定するときのフローチャ
ートである。図３３において、移動局は、マイクロ基地局のセルによる受信電力あるいは
受信品質を測定する（ステップＳ１４０）。また、同様に、移動局は、マクロ基地局のセ
ルによる受信電力あるいは受信品質を測定する（ステップＳ１４１）。そして、マイクロ
基地局のセルによる受信電力あるいは受信品質の結果であるMs、マクロ基地局のセルによ
る受信電力あるいは受信品質の結果であるMn、およびMeasurement Reportの設定情報内の
パラメータ値から、以下の式（８）の条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ１４２
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）。なお、式（８）のOffset＋Hys－Ofn＋Ocn_Bは、第８閾値の一例である。
【００８４】
　Mn－Ms ＞ Offset＋Hys－Ofn＋Ocn_B  … （８）
【００８５】
　上記式（８）の条件を満たす場合には、移動局は、マクロ基地局に対してMeasurement 
Reportを送信して（ステップＳ１４３）、処理を終了する。ステップＳ１４２で式（８）
の条件を満たさない場合は、移動局は処理を終了する。すなわち、マイクロ基地局のセル
に接続する移動局では、上記式（７）または（８）の条件のいずれかを満たした場合に、
マイクロ基地局に対してMeasurement Reportが送信されることになる。
【００８６】
　（Ｂ－３）Measurement Report受信した基地局の処理
　次に、移動局からMeasurement Report受信したマクロ基地局およびマイクロ基地局の処
理について、図３４～図３６を参照して説明する。
【００８７】
　（Ｂ－３－１）マクロ基地局
　移動局からMeasurement Reportが送信されたときのマクロ基地局の処理を、図３４のフ
ローチャートに示す。
　上述したように、マクロ基地局のセルに接続する移動局は、２つのMeasurement Report
の設定情報に基づき、それぞれ独立に測定を行い、それぞれの条件が一致した場合に、マ
クロ基地局にMeasurement Reportを送信する。マクロ基地局は、Measurement Reportを受
信したときに（ステップＳ１５０）、もう一方のeventのMeasurement Reportの受信有無
を確認し、受信している場合は、ハンドオーバの処理を開始する。
　すなわち、マクロ基地局は、受信したMeasurement Report のeventを判定した結果（ス
テップＳ１５１）、そのeventが“A”であれば、eventが“B”のMeasurement Reportを受
信済である場合に（ステップＳ１５２のYes）、ハンドオーバ処理を開始する（ステップ
Ｓ１５４）。一方、ステップＳ１５０で受信したMeasurement Report のeventを判定した
結果（ステップＳ１５１）、そのeventが“B”であれば、eventが“A”のMeasurement Re
portを受信済である場合に（ステップＳ１５３のYes）、ハンドオーバ処理を開始する（
ステップＳ１５４）。
【００８８】
　（Ｂ－３－２）マイクロ基地局
　一方、移動局からMeasurement Reportが送信されたときのマイクロ基地局の処理は、図
に示していないが、マイクロ基地局は、受信したMeasurement Reportのeventが“A”であ
るか“B”であるかの如何に関わらず、ハンドオーバ処理を開始する。
【００８９】
　上述した、移動局におけるMeasurement Reportの送信条件の判定、および基地局の処理
内容から、本実施形態の無線通信システムでは、以下のとおり移動局のハンドオーバが行
われることが分かる。つまり、マクロ基地局のセルに接続する移動局のマクロ基地局から
マイクロ基地局へのハンドオーバは上記式（５）および式（６）を両方満たしたときに行
われる。マイクロ基地局のセルに接続する移動局のマイクロ基地局からマクロ基地局への
ハンドオーバは上記式（７）または式（８）のいずれかを満たしたときに行われる。この
ハンドオーバの条件を、図２に示した図に当てはめたのが、それぞれ図３５および図３６
である。図３５では、マクロ基地局からマイクロ基地局へのハンドオーバの境界（ＨＯ境
界）が、図３６では、マイクロ基地局からマクロ基地局へのハンドオーバの境界（ＨＯ境
界）がそれぞれ示される。また図３５では、式（５）の第５閾値（Thresh＋Hys－Ofn－Oc
n_A）と、式（６）の第６閾値（Offset＋Hys－Ofn－Ocn_B）のラインが示される。図３６
では、式（７）の第７閾値（Thresh－Hys－Ofn－Ocn_A）と、式（８）の第８閾値（Offse
t＋Hys－Ofn＋Ocn_B）のラインが示される。図３５および図３６から、Ocn_Aおよび／ま
たはOcn_Bを更新させることで、マクロ基地局およびマイクロ基地局の負荷に応じてＨＯ
境界を図３５および図３６の紙面上左右に移動させることができることが分かる。
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【００９０】
　（Ｂ－４）Measurement Reportの設定情報の更新方法
　本実施形態において、Measurement Reportの設定情報の更新方法は、第１の実施形態の
（Ａ－４）で述べた内容と基本的に同一でよい。つまり、マクロ基地局およびマイクロ基
地局の各々は、自局のセルの負荷率に応じて互いに所定のメッセージを送受信して、Meas
urement Reportの設定情報を更新しうる。なお、本実施形態では、Measurement Report設
定の更新の対象は、マクロ基地局のセルのMeasurement Reportの設定情報におけるOcn_A,
 Ocn_Bおよびマイクロ基地局のセルのMeasurement Reportの設定情報におけるOcn_A, Ocn
_Bとなる。
【００９１】
　（Ｂ－５）マクロ基地局の負荷が高い場合の具体的な処理
　次に、マクロ基地局の負荷が高いため、マクロ基地局とマイクロ基地局の負荷の均衡を
図る目的で、マクロ基地局からマイクロ基地局への移動局のハンドオーバを促進させたい
場合の処理について、図３７～３９を参照して説明する。
【００９２】
　図３７は、マクロ基地局のセルおよびマイクロ基地局のセルのMeasurement Report設定
におけるOcn_A, Ocn_Bの更新例を示すフローチャートである。Measurement Report設定の
更新は、Ocn_Aを優先的に行う。これは、後で図３８に示すように、先ずOcn_Aを更新して
大きくし、２つのＨＯ境界のうちマクロ基地局から遠い方のＨＯ境界近傍の位置する移動
局のマイクロ基地局のセルへのハンドオーバを促進させるようにすることを目的とする。
つまり、マクロ基地局から遠い位置にある移動局は電波伝搬ロスが大きいため、ＡＭＣを
実行する場合には、遠い位置にある移動局との間ではスループットの低いＭＣＳを選択せ
ざるを得ない。そこで、そのような移動局を極力早くマイクロ基地局へハンドオーバさせ
たいためである。
【００９３】
　図３７を参照すると、Ocn_Aの値をStep分大きくしたときに、閾値U(システム値)内に収
まる場合は（ステップＳ１６０のYes）、Ocn_Aの値をStep分大きくする（ステップＳ１６
１）。一方、ステップＳ１６０で閾値Uを超える場合、すなわち、Ocn_AがStepを加えたな
らば上限値を超えてしまう場合には（ステップＳ１６０のNo）、次に、Ocn_BをStep分小
さくし（ステップＳ１６２）、Ocn_Aを閾値Uの値に固定にする（ステップＳ１６３）。そ
れ以後は、Ocn_BがStep分順次小さくされていく。
【００９４】
　図３８は、Ocn_Aの値を更新して大きくした場合の、マクロ基地局からマイクロ基地局
のセルへのＨＯ境界の変化を示す図である。Ocn_Aは上記式（５）の条件式に含まれるパ
ラメータであり、Ocn_Aの値を大きくすると、式（５）の右辺の値が小さくなる。これに
より、マクロ基地局のセルに接続する移動局にとって、マイクロ基地局のセルによる受信
電力あるいは受信品質に対する第５閾値が小さくなる。つまり、図３８の（５）のライン
が低くなる。この更新により、図３８において、マイクロ基地局の右側のＨＯ境界が、右
側にずれる。そのため、Ocn_Aを更新して大きくことにより、変更前のＨＯ境界と変更後
のＨＯ境界の間に位置するマクロ基地局のセルに接続する移動局からMeasurement Report
が送信されることが期待される。そして、そのような移動局からMeasurement Reportを受
信したマクロ基地局は、移動局に対し、マイクロ基地局のセルに向けてのハンドオーバ処
理を開始することが可能となる。
　なお、Ocn_Aの値を更新して大きくした場合、マイクロ基地局の左側のＨＯ境界はほと
んど変化しない。これは、マイクロ基地局の左側では、マクロ基地局によるセルとマイク
ロ基地局のセルによる受信電力あるいは受信品質の差が大きく広がるためである。
【００９５】
　図３９は、Ocn_Bの値を更新して大きくした場合の、マクロ基地局からマイクロ基地局
のセルへのＨＯ境界の変化を示す図である。Ocn_Bは、上記式（６）の条件式に含まれる
パラメータであり、Ocn_Bの値を大きくすると、式（６）の右辺の値が小さくなる。これ
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により、マクロ基地局のセルに接続する移動局にとって、マクロ基地局とマイクロ基地局
のセルによる受信電力あるいは受信品質の差分に対する第６閾値が小さくなる。つまり、
図３９の（６）の縦の２本ラインのうち左側のラインがさらに左側に、右側のラインがさ
らに右側にずれる。ここで、マイクロ基地局の右側のＨＯ境界は上記式（５）の条件によ
って決まるため、Ocn_Bの値の更新により式（５）および（６）の両方を満たす領域とし
て拡大するのは、マイクロ基地局の左側のみとなる。つまり、マイクロ基地局の左側のＨ
Ｏ境界のみがより左側に移動する。このようなＨＯ境界の変化により、マクロ基地局の近
くに位置する移動局からもMeasurement Reportが送信されることが期待される。そして、
そのような移動局からMeasurement Reportを受信したマクロ基地局は、移動局に対し、マ
イクロ基地局のセルに向けてのハンドオーバ処理を開始することが可能となる。
　また、図３８および図３９では、マクロ基地局のセルからマイクロ基地局のセルへの移
動局のＨＯ境界の変化について示したが、マイクロ基地局のセルからマクロ基地局のセル
への移動局のＨＯ境界の変化も、図３８および図３９と同様である。
【００９６】
　上述したように、本実施形態の無線通信システムでは、マクロ基地局のセルの負荷が高
い場合、Ocn_Aを優先的に更新して大きくすることで、マイクロ基地局の右側（マクロ基
地局から遠い側）のＨＯ境界を変更する。これにより、そのＨＯ境界の近傍に位置するマ
クロ基地局のセルに接続する移動局を優先的に、マイクロ基地局のセルへハンドオーバさ
せるための処理を開始させることが可能となる。ここで、マクロ基地局のセルからマイク
ロ基地局のセルにハンドオーバさせられた移動局の受信電力あるいは受信品質は、ハンド
オーバ前後でほぼ同じであるため、周波数の利用効率が良い負荷の移行を実現できる。
　また、Ocn_Aが上限値に達した場合には次に、Ocn_Bを更新して大きくすることで、マク
ロ基地局とマイクロ基地局の間の領域におけるＨＯ境界(つまり、マクロ基地局に近い側
のＨＯ境界)を変更する。この変更により、マクロ基地局付近のマクロ基地局のセルに接
続する移動局に対しても、マイクロ基地局のセルへハンドオーバさせるための処理を開始
させることが可能となる。これにより、マクロ基地局のセルの負荷が非常に高い状況にお
いては、マイクロ基地局のセルの周波数を最大限利用してマクロ基地局のセルの負荷を低
減させることが可能となる。
【００９７】
　（Ｂ－６）マイクロ基地局の負荷が高い場合の処理
　次に、マイクロ基地局の負荷が高いため、マクロ基地局とマイクロ基地局の負荷の均衡
を図る目的で、マイクロ基地局からマクロ基地局への移動局のハンドオーバを促進させた
い場合の処理について説明する。
【００９８】
　図４０は、マクロ基地局のセルおよびマイクロ基地局のセルのMeasurement Report設定
におけるOcn_A, Ocn_Bの更新例を示すフローチャートである。Measurement Report設定の
更新は、Ocn_Bを優先的に行う。これは、後で図４１に示すように、先ずOcn_Bを更新して
小さくし、２つのＨＯ境界のうちマクロ基地局から近い方のＨＯ境界近傍の位置する、マ
クロ基地局のセルに接続する移動局のマイクロ基地局のセルへのハンドオーバを促進させ
るようにすることを目的とする。つまり、マクロ基地局から近い位置にある移動局は、マ
クロ基地局のセルへハンドオーバされた後も受信電力あるいは受信品質が良好であるため
、ハンドオーバ先のマクロ基地局としてもスループットの高いＭＣＳが選択できる。その
ため、全体の周波数利用効率が良好になる。
【００９９】
　図４１は、Ocn_Bの値を更新して小さくした場合の、マイクロ基地局からマクロ基地局
のセルへのＨＯ境界の変化を示す図である。Ocn_Bは上記式（８）の条件式に含まれるパ
ラメータであり、Ocn_Bの値を小さくすると、式（８）の右辺の値が小さくなる。これに
より、マイクロ基地局のセルに接続する移動局にとって、マクロ基地局とマイクロ基地局
のセルによる受信電力あるいは受信品質の差分に対する第８閾値が小さくなる。つまり、
図４１の（８）の縦の２本ライン（ＨＯ境界）のうち左側のラインが右側に、右側のライ
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ンが左側にずれる。このようなＨＯ境界の変化により、変更前のＨＯ境界と変更後のＨＯ
境界の間に位置するマイクロ基地局のセルに接続する移動局からMeasurement Reportが送
信されることが期待される。そして、そのような移動局からMeasurement Reportを受信し
たマイクロ基地局は、移動局に対し、マクロ基地局のセルに向けてのハンドオーバ処理を
開始することが可能となる。
【０１００】
　図４２は、Ocn_Aの値を更新して小さくした場合の、マイクロ基地局からマクロ基地局
のセルへのＨＯ境界の変化を示す図である。Ocn_Aは上記式（７）の条件式に含まれるパ
ラメータであり、Ocn_Aの値を小さくすると、式（７）の右辺の値が大きくなる。これに
より、マイクロ基地局のセルに接続する移動局にとって、マイクロ基地局のセルによる受
信電力あるいは受信品質に対する第７閾値が大きくなる。つまり、図４２の（７）のライ
ンが高くなる。この更新により、図４２において、マイクロ基地局の右側のＨＯ境界が、
左側にずれる。そのため、Ocn_Aを更新して小さくすることにより、変更前のＨＯ境界と
変更後のＨＯ境界の間に位置するマクロ基地局のセルに接続する移動局からMeasurement 
Reportが送信されることが期待される。そして、そのような移動局からMeasurement Repo
rtを受信したマクロ基地局は、移動局に対し、マイクロ基地局のセルに向けてのハンドオ
ーバ処理を開始することが可能となる。
　また、図４１および図４２では、マイクロ基地局のセルからマクロ基地局のセルへの移
動局のＨＯ境界の変化について示したが、マクロ基地局のセルからマイクロ基地局のセル
への移動局のＨＯ境界の変化も、図４１および図４２と同様である。
【０１０１】
　上述の第１および第２の実施形態では、マクロ基地局あるいはマイクロ基地局は、移動
局からのMeasurement Reportの受信を契機に、移動局に対してハンドオーバを実行するこ
とを前提とし、負荷を均衡させる方法として、Measurement Reportの条件の閾値を変更す
る例を示した。しかし、例えば、移動局からのMeasurement Reportの中にマクロ基地局に
よるセルおよびマイクロ基地局によるセルの受信電力あるいは受信品質の情報を含めさせ
、マクロ基地局およびマイクロ基地局において、これらの受信電力あるいは受信品質の情
報に基づいて、移動局に対してハンドオーバを実行する実施形態も考えられる。この場合
、上述のMeasurement Reportの条件に相当する情報をマクロ基地局およびマイクロ基地局
で管理し、負荷の均衡においては、第１あるいは第２の実施形態におけるMeasurement Re
portの条件の変更の処理を、マクロ基地局およびマイクロ基地局で管理する情報に対して
行うことで、第１あるいは第２の実施形態と同等の制御が可能となる。
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の負荷分散方法、基地局は
上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更
をしてもよいのは勿論である。
【０１０２】
　以上の各実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１０３】
　（付記１）
　第１エリアをカバーする第１基地局と、前記第１エリア内に含まれる第２エリアをカバ
ーする第２基地局とを含む無線通信システムにおける負荷分散方法であって、
　第１基地局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標とな
る指標値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、
　第１基地局配下の移動局において、第１指標値が第１閾値よりも小さく、かつ、第２指
標値が第２閾値よりも大きいことを条件として、第１基地局配下の移動局を第２基地局へ
ハンドオーバさせ、
　第２基地局配下の移動局において、第２指標値が第３閾値よりも小さいか、または第１
指標値が第４閾値よりも大きいことを条件として、第２基地局配下の移動局を第１基地局
へハンドオーバさせ、
　第１基地局と第２基地局の負荷に応じて、第１閾値、第２閾値、第３閾値または第４閾
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値の少なくともいずれかを調整すること、
　を含む、負荷分散方法。（１）
【０１０４】
　（付記２）
　前記調整することは、前記第１基地局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第２閾値お
よび第３閾値を低下させ、次に前記第１閾値および前記第４閾値を増加させることである
、
　付記１に記載された負荷分散方法。（２）
【０１０５】
　（付記３）
　前記調整することは、前記第２基地局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第１閾値お
よび前記第４閾値を低下させ、次に前記第２閾値および前記第３閾値を増加させることで
ある、
　付記１に記載された負荷分散方法。（３）
【０１０６】
　（付記４）
　第１エリアをカバーする第１基地局と、前記第１エリア内に含まれる第２エリアをカバ
ーする第２基地局とを含む無線通信システムにおける負荷分散方法であって、
　第１基地局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標とな
る指標値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、
　第１基地局配下の移動局において、第２指標値が第５閾値よりも大きく、かつ、第２指
標値と第１指標値の差分値が第６閾値よりも大きいことを条件として、第１基地局配下の
移動局を第２基地局へハンドオーバさせ、
　第２基地局配下の移動局において、第２指標値が第７閾値よりも小さいか、または第１
指標値と第２指標値の差分値が第８閾値よりも大きいことを条件として、第２基地局配下
の移動局を第１基地局へハンドオーバさせ、
　第１基地局と第２基地局の負荷に応じて、第５閾値、第６閾値、第７閾値または第８閾
値の少なくともいずれかを調整すること、
　を含む、負荷分散方法。（４）
【０１０７】
　（付記５）
　前記調整することは、前記第１基地局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第５閾値お
よび前記第７閾値を低下させ、次に前記第６閾値を低下させ、かつ前記第８閾値を増加さ
せることである、
　付記４に記載された負荷分散方法。（５）
【０１０８】
　（付記６）
　前記調整することは、前記第２基地局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第６閾値を
増加させ、かつ前記第８閾値を低下させ、次に前記第５閾値および前記第７閾値を増加さ
せることである、
　付記４に記載された負荷分散方法。（６）
【０１０９】
　（付記７）
　前記第１基地局および前記第２基地局の少なくともいずれかの基地局は、前記閾値を変
更したときに、変更後の閾値を移動局宛に送信すること、
　を含む、付記１～６のいずれかに記載された負荷分散方法。（７）
【０１１０】
　（付記８）
　第１エリアをカバーし、当該第１エリア内に含まれる第２エリアをカバーする第２基地
局との間で移動局のハンドオーバが可能に構成される基地局であって、
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　自局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標となる指標
値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、自局配下の移動局において、第１指標
値が第１閾値よりも小さく、かつ、第２指標値が第２閾値よりも大きいことを条件として
、移動局を第２基地局へハンドオーバさせる処理を開始するハンドオーバ処理部と、
　自局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第２閾値を低下させ、次に前記第１閾値を増
加させる制御部と、
　を備えた基地局。（８）
【０１１１】
　（付記９）
　他の第１基地局がカバーする第１エリア内に含まれる第２エリアをカバーし、前記第１
基地局との間で移動局のハンドオーバが可能に構成される基地局であって、
　第１基地局、自局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標となる指標
値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、自局配下の移動局において、第２指標
値が第３閾値よりも小さいか、または第１指標値が第４閾値よりも大きいことを条件とし
て、移動局を第１基地局へハンドオーバさせる処理を開始するハンドオーバ処理部と、
　自局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第４閾値を低下させ、次に前記第３閾値を増
加させる制御部と、
　を備えた基地局。（９）
【０１１２】
　（付記１０）
　第１エリアをカバーし、当該第１エリア内に含まれる第２エリアをカバーする第２基地
局との間で移動局のハンドオーバが可能に構成される基地局であって、
　自局、第２基地局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標となる指標
値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、自局配下の移動局において、第２指標
値が第５閾値よりも小さく、かつ、第２指標値と第１指標値の差分値が第６閾値よりも大
きいことを条件として、移動局を第２基地局へハンドオーバさせる処理を開始するハンド
オーバ処理部と、
　自局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第５閾値を低下させ、次に前記第６閾値を低
下させる制御部と、
　を備えた基地局。
【０１１３】
　（付記１１）
　他の第１基地局がカバーする第１エリア内に含まれる第２エリアをカバーし、前記第１
基地局との間で移動局のハンドオーバが可能に構成される基地局であって、
　第１基地局、自局からの参照信号の受信電力または受信品質の大きさの指標となる指標
値をそれぞれ第１指標値、第２指標値としたとき、自局配下の移動局において、第２指標
値が第７閾値よりも小さいか、または第１指標値と第２指標値の差分値が第８閾値よりも
大きいことを条件として、移動局を第１基地局へハンドオーバさせる処理を開始するハン
ドオーバ処理部と、
　自局の負荷を低下させる場合に、先ず前記第８閾値を低下させ、次に前記第７閾値を増
加させる制御部と、
　を備えた基地局。
【０１１４】
　（付記１２）
　前記閾値を変更したときに、変更した閾値を基地局に接続する移動局宛に送信する送信
部と、
　を備えた、付記８～１１に記載された基地局。（１０）
【０１１５】
　（付記１３）
　第１エリアをカバーする第１基地局、および前記第１エリア内に含まれる第２エリアを
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　第１基地局、第２基地局から受信した前記参照信号に基づいて、その受信電力または受
信品質の大きさの指標となる指標値である第１指標値、第２指標値をそれぞれ測定する測
定部と、
　前記第１基地局と接続が確立されているときには、第２指標値が第５閾値よりも小さく
、かつ、第２指標値と第１指標値の差分値が第６閾値よりも大きいことを条件として、各
指標値の測定報告を第１基地局に対して送信する送信部と、
　を備えた移動局。
【０１１６】
　（付記１４）
　第１エリアをカバーする第１基地局、および前記第１エリア内に含まれる第２エリアを
カバーする第２基地局から参照信号を受信可能な移動局であって、
　第１基地局、第２基地局から受信した前記参照信号に基づいて、その受信電力または受
信品質の大きさの指標となる指標値である第１指標値、第２指標値をそれぞれ測定する測
定部と、
　前記第２基地局と接続が確立されているときには、第２指標値が第７閾値よりも小さい
か、または第１指標値と第２指標値の差分値が第８閾値よりも大きいことを条件として、
各指標値の測定報告を第２基地局に対して送信する送信部と、
　を備えた移動局。
【符号の説明】
【０１１７】
　１０　ＮＷインタフェース部
　１１　パケット識別部
　１２　パケットバッファ部
　１３　ＰＤＵ生成部
　１４　送信部
　１５　デュプレクサ
　１６　アンテナ
　１７　受信部
　１８　制御情報抽出部
　１９　パケット生成部
　２０　制御部
　２１　記憶部
　３１　パケット生成部
　３２　ＰＤＵ生成部
　３３　送信部
　３４　デュプレクサ
　３５　アンテナ
　３６　受信部
　３７　制御情報抽出部
　３８　参照信号抽出部
　３９　測定部
　４０　制御部
　４１　記憶部
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