
JP 5340995 B2 2013.11.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セル半径が異なる複数の基地局を備えた無線通信システムにおいて電波の干渉を低減さ
せるための前記基地局であって、
　自基地局のセル半径情報と周辺基地局のセル半径情報とを受信し、
　受信したセル半径情報に基づき自基地局のセル半径が周辺基地局のセル半径より大きい
か判断し、自基地局のセル半径が大きい場合、自基地局のセル内の端末を周辺基地局のセ
ルへハンドオーバしやすくする前記基地局。
【請求項２】
　前記基地局は、
　自基地局のセル半径情報と周辺基地局のセル半径情報とを受信するインタフェースと、
　自基地局のセル半径情報と周辺基地局のセル半径情報に応じて、自基地局のセル内の端
末を周辺基地局のセルへハンドオーバするか否かを決めるためのハンドオーバ判定基準を
変更するハンドオーバパラメータ制御部と、
　自セル内の任意の端末における受信信号品質に基づく評価値と前記ハンドオーバ判定基
準とに基づき、該端末を周辺基地局のセルへハンドオーバするか否かを決めるハンドオー
バ判定部と
を備え、
　前記ハンドオーバパラメータ制御部は、自基地局のセル半径が周辺基地局のセル半径よ
り大きい場合は、ハンドオーバ判定基準を緩和してハンドオーバしやすくする
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請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記ハンドオーバパラメータ制御部は、自基地局のセル半径が周辺基地局のセル半径よ
り小さい場合は、ハンドオーバ判定基準を強化して周辺セルへハンドオーバしにくくする
請求項２に記載の基地局。
【請求項４】
　前記ハンドオーバパラメータ制御部は、周辺基地局の負荷情報を取得し、自基地局の負
荷情報と、周辺基地局の負荷情報との差に応じてハンドオーバ判定基準を緩和又は強化す
る請求項２に記載の基地局。
【請求項５】
　前記ハンドオーバ判定部は、
　自基地局のセル内の任意の端末について、受信信号品質と、周辺基地局との干渉情報と
を乗じて評価値を求め、該評価値がハンドオーバ判定基準に基づく閾値を超えたら該端末
を他セルへハンドオーバする請求項２に記載の基地局。
【請求項６】
　前記ハンドオーバ判定部は、
　周辺基地局からの受信信号品質を報告した端末について、該端末の受信信号品質から該
端末と該周辺基地局間の距離減推量を求め、該周辺基地局より通知された時間毎又は周波
数ごとの干渉情報に、該距離減衰量に応じた重みを乗算したものを累計することで前記評
価値を求める請求項５に記載の基地局。
【請求項７】
　前記ハンドオーバパラメータ制御部は、干渉情報をリソースブロック単位で扱うことを
特徴とする請求項５に記載の基地局。
【請求項８】
　前記ハンドオーバ判定部が特定したハンドオーバ対象の端末のハンドオーバ先は、該端
末が測定する受信信号品質がもっとも高いセル、又は、ハンドオーバ後の前記評価値が最
も小さくなるセルである請求項５に記載の基地局。
【請求項９】
　自基地局のセルと周辺基地局のセルとのセル半径の差に応じて、干渉を受けていると判
定するための干渉判定条件を増減させ、
　セル半径が小さいセルは干渉判定条件を緩和させて被干渉に対して寛容にさせる請求項
５に記載の基地局。
【請求項１０】
　自基地局の負荷と周辺基地局の負荷の差に応じて干渉を受けていると判定するための干
渉判定条件を増減させ、
　負荷が小さいセルは干渉判定条件を緩和させて被干渉に対して寛容にさせる請求項５に
記載の基地局。
【請求項１１】
　前記セル半径情報は、予め定められたセル半径、送信電力情報、及び、基地局の規模に
応じた基地局種別のいずれかを含む請求項１に記載の基地局。
【請求項１２】
　前記負荷情報は、基地局に接続される端末数、又は、基地局間で交換されるＨａｒｄｗ
ａｒｅ使用率である請求項４に記載の基地局。
【請求項１３】
　前記干渉情報は、基地局間で交換される被干渉情報、又は、基地局間で交換されるＯｖ
ｅｒｌｏａｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒである請求項５に記載の基地局。
【請求項１４】
　セル半径が異なる複数の基地局を備え、電波の干渉を低減させるための無線通信システ
ムであって、
　前記基地局はそれぞれ、
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　自基地局のセル半径情報と周辺基地局のセル半径情報とを受信し、
　受信したセル半径情報に基づき自基地局のセル半径が周辺基地局のセル半径より大きい
か判断し、自基地局のセル半径が大きい場合、自基地局のセル内の端末を周辺基地局のセ
ルへハンドオーバしやすくする前記無線通信システム。
【請求項１５】
　セル半径が異なる複数の基地局を備えた無線通信システムにおいて電波の干渉を低減さ
せるための、干渉基準のハンドオーバ制御方法であって、
　基地局が、自基地局のセル半径情報と周辺基地局のセル半径情報とを受信し、
　受信したセル半径情報に基づき自基地局のセル半径が周辺基地局のセル半径より大きい
か判断し、自基地局のセル半径が大きい場合、自基地局のセル内の端末を周辺基地局のセ
ルへハンドオーバしやすくする前記干渉基準のハンドオーバ制御方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の基地局であって、セル半径の小さいセルへハンドオーバを促す為、端
末の報告する電力値に電力オフセットを付加して報告させること、を特徴とする基地局。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、無線通信システム及び干渉基準のハンドオーバ制御方法に係り、特
に、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式を使用するセルラ無線通信シス
テムにおいて干渉基準のハンドオーバ制御技術を備えた基地局、無線通信システム及び干
渉基準のハンドオーバ制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１を用いて一般的なセルラ無線システムの構成例について説明する。セルラ無線シス
テムは、無線基地局１２０１によってセルと呼ばれるエリアをカバーし、そのカバー範囲
の広さや、機能の分類によりターゲットセル、マイクロセル、サービングセル、フェムト
セルなどといった呼称を持つ。セルラ無線の基地局１２０１の最もカバーエリアを大きく
取るものは、ターゲットセル基地局とも呼ばれ、数百～数千メートル程度の範囲内の移動
局１２０３を収容する。基地局１２０１は、基地局管理装置などの上位装置により構成さ
れるコアネットワーク１２０２を介して、ＩＰ網との通信、あるいは離れた位置に存在す
る移動局１２０３同士の「呼」を接続する事が出来る。
【０００３】
　ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式を使
用した第３世代のセルラ無線通信システムによって、ＩＰ網を介したマルチメディア情報
の通信が可能となった。ＣＤＭＡを採用した無線システムとして、例えば、ＵＭＴＳ（Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）や、ＥＶＤＯ（ＥＶｏｌｕｔｉｏｎ　Ｄａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ）がある。リッ
チ化したモバイルコンテンツを背景に、更に広帯域高速化された通信サービスへのニーズ
が高まっている。例えば、ベストエフォート型のデータ通信、ＶｏＩＰによる音声通信、
及び映像などのストリーミング情報の配信など、広帯域通信のサポートが一般的となるこ
とが予想される。
【０００４】
　広帯域、高速化をキーワードに、ＣＤＭＡの次の世代の無線通信システムとして注目を
集めたのがＯＦＤＭＡ方式を利用した無線通信システムである。ＯＦＤＭＡ方式は、ＣＤ
ＭＡ方式よりも広帯域化に適したハードウェア構成を取る事が可能であり、大容量無線通
信の実現に向いているとされている。
【０００５】
　ＯＦＤＭＡ方式は、直交する複数搬送波を周波数軸上で直交多重することで、周波数利
用効率を向上させる技術である。ＯＦＤＭＡ方式を採用したセルラ無線通信システムは第
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３．９世代セルラ無線通信システムと位置づけられており、代表規格として、Ｅ－ＵＴＲ
Ａ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）
がある。Ｅ－ＵＴＲＡはＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）ともよばれ
、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）という標準団体により国際的な標準規格化が行われてきた。Ｅ－ＵＴＲＡは無線アクセ
ス方式、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）はアクセス・ネットワークを指す言葉として使い分けられる。
【０００６】
　無線通信システムにおいて、端末と基地局を接続する無線アクセスにおいて、隣接基地
局、およびその配下の端末からの電波干渉が通信に影響を及ぼす事が知られている。とり
わけ、ＯＦＤＭＡ無線通信システムでは、隣接基地局、およびその配下端末からの干渉の
影響が大きい事が知られており、基地局の配置設計の難易度が高い。
【０００７】
　基地局のカバーエリア（セクタ、セルなどの区切りがある）の境界であるセルエッジに
おける無線アクセスにおいては、隣接セルからの干渉電力レベルと自セルからの所望信号
レベルが拮抗した値になり、チャネル品質を現す指標であるＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔ
ｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ）の劣化
という形で顕著に現れる。
【０００８】
　システム全体として、無線アクセスにおけるチャネル容量を向上させるためには、隣接
セル間の干渉を低減する事が重要な役割を占める。隣接セル間の干渉低減は、全ての無線
局が必要最小限の電力を送信することに集約される。しかし、無暗に電力を抑圧すると、
カバーエリアの縮小や通信速度の低下といった課題が生じる。よって、過剰な電力を特定
して電力を下げる必要がある。
【０００９】
　無線アクセスのＵｐｌｉｎｋ動作においては、セルエッジに存在する端末の送信電力制
御も干渉制御と密接に関係する。セルエッジの端末は、基地局との間で発生する伝搬路損
失を克服し、一定の通信品質を確保する為、高電力での送信が必要となる。このため、例
えば、特許文献１では、端末が伝搬路損失が小さい基地局が管理するセルを優先的に選択
する方法が論じられている。
【００１０】
　当該送信電力を抑圧する場合、一定の通信品質を確保する為、例えば無線リソースを通
常よりも多く割り当て、誤り訂正符号の符号化率を下げる事が必要になる。電力を下げる
事により干渉は低減できるが、周波数リソース使用率が上がる為、無線アクセス系におけ
る負荷が上昇する事になる。
【００１１】
　また、上記のような無線アクセス部分の干渉低減への配慮に加えて、端末接続が集中す
る場所においては、セル間の負荷分散制御も重要である。基地局のバックボーンの処理量
を上回る場合、呼接続の確立が困難になる可能性が高くなることに起因している。
【００１２】
　負荷分散を実施する為の手段として、隣接するセルへのハンドオーバを積極的に使用す
るアプローチが検討されてきた。無線システムにおける、ハンドオーバのアルゴリズムは
、標準規定のＥｎｔｉｔｙ・手続きに従う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００９－１５９６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
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　セル半径の異なる２つの基地局が隣接している状況を考える。基地局は配置される場所
や用途によって、図４に示すように、セル半径の大きさにばらつきがある。例えば都心部
などでは、密集して端末が存在する為、マクロセルのようなセル半径の大きい基地局だけ
で、端末を収容する事は基地局負荷の観点で難しい。
【００１５】
　そこで、セル半径の小さいマイクロセルやピコセルといった小型基地局を点在させて、
マクロセルをサポートする運用がとられている。あるいは、フェムトセルの様な、宅内設
置可能な超小型基地局の導入も具体的な検討が行われている。
【００１６】
　このように、セル半径が異なる１以上の基地局が隣接する場合、基地局と端末までの距
離損失が一定でなくなる。図５に示すように、セル半径大のセルに所属したセルエッジ端
末は、所要電力を満たす為、距離損失を補填する為に大電力で上り送信を行う（図中５０
３）。これに対して、セル半径小のセルに所属したセルエッジ端末は、比較的小電力で上
り送信を行う（図中５０１）。
【００１７】
　この場合、図４に示すように、セル半径大のセル所属の端末が出す大電力により、セル
半径小のセル所属のセルエッジ端末は、大きな干渉電力で通信を阻害される。よって、セ
ル半径大のセル所属のセルエッジ端末を、セル半径小のセルエッジへハンドオーバさせる
と、周辺セルに与える干渉を低減できる事が予想される（図４下図）。以上より、出来る
限りセル半径の小さい方のセルに端末を所属させる事が望ましい。
【００１８】
　しかし、単純に、距離損失に依存してハンドオーバさせると、特定のセルに端末が集中
して負荷に耐えられなくなる。さらに、割当リソースに余裕がなくなることで、周辺セル
からの干渉に弱いセルとなり、システムとして破綻する可能性がある。
【００１９】
　本発明は、以上の点に鑑み、基地局間の干渉情報交換と、端末からの周辺基地局情報と
から、システムに与える干渉量を低減するような、端末のハンドオーバを実現する基地局
、無線通信システム及び干渉基準のハンドオーバ制御方法を提供することを目的とする。
また、本発明は、システム全体で見たチャネル容量を向上させ、セルスループットの全体
的な向上を図ることを目的のひとつとする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明は、周辺セルに与える干渉量を基準としたハンドオーバ技術に関する。周辺セル
に与える干渉量が最も大きい端末の検出方法と、ハンドオーバ先基地局を決定する方法を
提供する。
　端末接続負荷が大きいセルから端末接続負荷の小さいセルへハンドオーバを促進させ、
負荷分散を実現すると共に、セル間の干渉を最小限に抑える事を目的とする。ハンドオー
バさせる基準、および、干渉を低減する為のスケジューリング方法を提供する。
【００２１】
　本発明では、サービングセル（ハンドオーバ元）が、配下端末のハンドオーバを制御す
るシステムを例に説明する。サービングセルは、１以上のターゲットセル（ハンドオーバ
候補）との間で、システム全体の干渉量を低減させる端末と、負荷バランスを取る事が出
来るハンドオーバ先を決定する。
【００２２】
　サービングセルは、端末とターゲットセル間の伝搬状況、ターゲットセルとサービング
セルの間で交換される干渉・負荷情報に基づいた評価関数を持ち、該関数とハンドオーバ
基準値を媒介し、ハンドオーバさせるべき端末を選定する。ハンドオーバ後の干渉量低減
効果が最も大きいターゲットセルを選択し、前記端末をハンドオーバさせる。ターゲット
セル側は、サービングセルに通知する干渉情報に、自セルの負荷情報を反映する。
【００２３】
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　本発明の無線基地局は、例えば、１以上の基地局とネットワークを通じて接続される無
線基地局であって、該基地局は、異なるセルＩＤを持つ１以上の基地局間で交換する、干
渉情報と、端末から報告される周辺基地局の電力情報と、周辺セルのセル半径と、自セル
および他セルの負荷情報と、を用いてハンドオーバの判定基準値、および干渉判定基準、
を生成する、ハンドオーバパラメータ制御部を持つ。
【００２４】
　上記負荷情報は、例えばセルに接続される端末数である。また、上記負荷情報は、基地
局間で交換されるＨａｒｄｗａｒｅ使用率を用いてもよい。
　上記干渉情報は、例えば基地局間で交換される被干渉情報である。被干渉情報がＯｖｅ
ｒｌｏａｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒを用いてもよい。
【００２５】
　上記基地局のハンドオーバパラメータ制御部は、隣接セルと比較したセル半径により、
干渉判定基準を変更する。また、ハンドオーバパラメータ制御部は、隣接セルと比較した
セル半径により、ハンドオーバ判定基準値を変更する。
【００２６】
　上記基地局のハンドオーバパラメータ制御部は、負荷情報に応じて、干渉判定基準を変
更する。また、ハンドオーバパラメータ制御部は、負荷情報に応じて、ハンドオーバ判定
基準を変更する。
【００２７】
　上記基地局は、端末より報告された周辺セルの電力情報と、基地局間で交換した干渉情
報から、システムに与える干渉総量の低減効果を端末毎に評価関数化し、該評価関数と、
前記ハンドオーバ判定基準と比較して、基準を超えた端末をハンドオーバする端末として
特定する、ハンドオーバ判定部をさらに有する。上記ハンドオーバ判定部による端末毎の
評価関数は、周辺基地局の電力情報を報告した端末に対して、当該周辺基地局より通知さ
れた１以上の干渉情報に、当該端末との間の距離減衰に応じた重みを乗算したものを、累
計するようにしてもよい。
【００２８】
　上記ハンドオーバ判定部が特定したハンドオーバする端末が、移動するハンドオーバ先
基地局は、移動後の前記評価関数値が最も小さくなるようなセルとしてもよい。
　ハンドオーバパラメータ制御部は、重みを生成する干渉情報をリソースブロック単位で
扱ってもよい。
【００２９】
　本発明の第１の解決手段によると、
　セル半径が異なる複数の基地局を備えた無線通信システムにおいて電波の干渉を低減さ
せるための前記基地局であって、
　自基地局のセル半径情報と周辺基地局のセル半径情報とを受信し、
　受信したセル半径情報に基づき自基地局のセル半径が周辺基地局のセル半径より大きい
か判断し、自基地局のセル半径が大きい場合、自基地局のセル内の端末を周辺基地局のセ
ルへハンドオーバしやすくする前記基地局が提供される。
【００３０】
　本発明の第２の解決手段によると、
　セル半径が異なる複数の基地局を備え、電波の干渉を低減させるための無線通信システ
ムであって、
　前記基地局はそれぞれ、
　自基地局のセル半径情報と周辺基地局のセル半径情報とを受信し、
　受信したセル半径情報に基づき自基地局のセル半径が周辺基地局のセル半径より大きい
か判断し、自基地局のセル半径が大きい場合、自基地局のセル内の端末を周辺基地局のセ
ルへハンドオーバしやすくする前記無線通信システムが提供される。
【００３１】
　本発明の第３の解決手段によると、
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　セル半径が異なる複数の基地局を備えた無線通信システムにおいて電波の干渉を低減さ
せるための、干渉基準のハンドオーバ制御方法であって、
　基地局が、自基地局のセル半径情報と周辺基地局のセル半径情報とを受信し、
　受信したセル半径情報に基づき自基地局のセル半径が周辺基地局のセル半径より大きい
か判断し、自基地局のセル半径が大きい場合、自基地局のセル内の端末を周辺基地局のセ
ルへハンドオーバしやすくする前記干渉基準のハンドオーバ制御方法が提供される。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、基地局間の干渉情報交換と、端末からの周辺基地局情報とから、シス
テムに与える干渉量を低減するような、端末のハンドオーバを実現できるこれにより、シ
ステム全体で見たチャネル容量を向上する事ができるため、セルスループットの全体的な
向上効果が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】無線システムの一般系を説明する図。
【図２】Ｉｎｔｒａ－ＭＭＥのハンドオーバの装置接続を説明する図。
【図３】Ｉｎｔｅｒ－ＭＭＥのハンドオーバの装置接続を説明する図。
【図４】ハンドオーバによるシステム干渉低減を説明する図。
【図５】セル半径の差によるセルエッジ端末送信電力の差を説明する図。
【図６】基地局管理装置のハードウェア構成を説明する図。
【図７】本発明の基地局の機能ブロックを示す図。
【図８】本発明の実施例１におけるハンドオーバシーケンス図。
【図９】セル半径でハンドオーバ判定基準値を調整するフローチャート。
【図１０】負荷情報により干渉判定基準を調整するフローチャート。
【図１１】ハンドオーバ判定部動作を説明する状況図。
【図１２】ＲＢ毎の干渉情報の例（ＯＩ）を説明する図。
【図１３】本発明の特徴を有するハンドオーバ判定部のフローチャート。
【図１４】セル半径差に応じたハンドオーバ基準値調整の概略図。
【図１５】テーブル引きでハンドオーバ基準値を調整する例を説明する図。
【図１６】負荷情報でハンドオーバ判定基準を調整するフローチャート。
【図１７】負荷バランス差に応じてハンドオーバ判定基準を調整する例を説明する図。
【図１８】セル半径差に応じて干渉判定条件を調整するフローチャート。
【図１９】本発明の実施例２におけるハンドオーバシーケンス図。
【図２０】本発明の実施例３におけるハンドオーバシーケンス図。
【図２１】セル半径情報を管理するテーブル。
【図２２】端末からの電力報告値を管理するテーブル。
【図２３】周辺セルからの干渉量を管理するテーブル。
【図２４】負荷情報テーブルの説明図である。
【図２５】本実施の形態の無線通信システムの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明を実施する為の形態について、いくつかの実施例に分けて説明する。これらの実
施例は、個別で実施しても良いが、組合せて実施しても良い。以下の説明において、図中
で同じ符号番号がついたものは、同様の動作を行うため、説明を省略する。
（実施例１）
【００３５】
　具体的なシステム構成例として、Ｅ－ＵＴＲＡＮのＥｎｔｉｔｙ構成を図２、図３に示
す。図２は、１つのＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）
２１２に管理された基地局間でのハンドオーバに関する装置接続図である。図３は、異な
るＭＭＥを介する基地局間のハンドオーバに関する装置接続図である。
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【００３６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮにおけるハンドオーバは、大きく分けて、この２形態に分ける事が出来
る。２つのケース間では、ベアラの張替えなどの手続きが異なるが、端末２０３と基地局
２０１－ａの間の処理は、およそ共通である。
【００３７】
　以後の説明で使用する、基地局上位装置２０４とは、ＯＡＭ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ａ
ｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ）装置２１０、ＭＭＥ２１２、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ
－ＧａｔｅＷａｙ）、Ｐ－ＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ－ＧａｔｅＷ
ａｙ）の一部、または総称を指す。ＯＡＭ装置２１０には、基地局制御装置（ＥＭＳ：Ｅ
ｌｅｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）も含む。
【００３８】
　図２５は、本実施の形態の無線通信システムの構成図である。
　無線通信システムは、例えば、複数の基地局２０１と、基地局上位装置２０４とを備え
る。基地局２０１は、セル半径が異なるものを含む。各基地局２０１は、自基地局がカバ
ーするセル内の端末２０３と無線で通信する。なお、基地局は複数のセルをカバーしても
よい（セクタと称することもある）。
【００３９】
　なお、本実施の形態では、セル半径が異なる基地局について説明するが、セル特性、例
えば、電波到達距離、送信電力、電波到達範囲に関するパラメータ、電波特性などが異な
る基地局でもよい。セルは半径という概念で特定されるものに限らず、例えば指向性を持
ったものでもよい。また、これらに限らず、ある端末との通信による電波が、他の電波に
与える干渉の度合いが異なる基地局であってもよい。後述するセル半径情報についても、
対応する情報を用いることができる。
【００４０】
　図６は、基地局管理装置のハードウェア構成図である。
　基地局管理装置は、通常の基地局に付加される構成でもよいし、基地局と一体に構成し
てもよい。基地局管理装置は、例えば、メモリ４０１と、処理部４０２と、インタフェー
ス４０３と、論理回路４０４とを有する。メモリ４０１は、例えば、セル半径情報テーブ
ル（Ｃｏｖｅｒａｇｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）４０１１、受信電力テー
ブル（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｔａｂｌｅ）４０１２、干渉管理
テーブル（Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｔａｂｌｅ）４０１３、
負荷情報テーブル（Ｌｏａｄ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）４０１４を有する
。各テーブルについては後述する。
【００４１】
　図７に、本実施の形態の基地局の機能ブロックを示す。
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ部４１１は、基地局上位装置２０４、あるいは他基地局との通
信を行う為のインタフェースを管理するブロックである。
　送信部４１２は、誤り訂正符号化、変調処理など、無線規格に沿った信号処理を行い端
末２０３へ無線信号を送信する。
　受信部４１３は、端末２０３からの無線信号を受信し、復調処理、誤り訂正復号などを
行う。
【００４２】
　ハンドオーバパラメータ制御部４１４は、例えば、Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ部４１１か
ら受信した情報に基づき、後述する図８のハンドオーバパラメータ制御（ステップ２１０
３）を実施する。
　ハンドオーバ判定部４１５は、後述するステップ２１０４で示す制御に基づき、ハンド
オーバさせる端末２０３や、ハンドオーバ先のターゲットセルを決定する。
　これらの特徴を持つ基地局実装の形態は、ＤＳＰ４０２を用いたプログラム処理および
、論理回路４０４を組み合わせた専用ハードウェアのいずれを用いて実現しても良い。
【００４３】
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　図２１は、セル半径情報を管理するセル半径情報テーブルの説明図である。
　セル半径情報テーブル４０１１は、例えば、周辺セルのセルＩＤに対応して、セル半径
情報が記憶される。図２１の例は、セル半径情報として、基地局からの送信電力情報と、
アンテナのチルトとを記憶したものである。図２１に示される基地局からの送信電力情報
やアンテナのチルトは、セルの特性を示す情報の例であり、セルを構成する基地局の属性
情報の例である。
【００４４】
　図２２は、端末からの電力報告値を管理する受信電力テーブルの説明図である。
　受信電力テーブル４０１２は、例えば、端末ＩＤ毎に、サービングセルの受信電力値と
、ターゲットセルの受信電力値が記憶される。ターゲットセルの受信電力は、端末が電波
を受信可能なセルについて記憶されることができる。
【００４５】
　図２３は、周辺セルからの干渉量を管理する干渉管理テーブルの説明図である。
　干渉管理テーブル４０１３は、例えば、セルＩＤとリソースブロックＩＤに対応して、
干渉情報が記憶される。
【００４６】
　図２４は、負荷情報テーブルの説明図である。
　負荷情報テーブル４０１４は、例えば、セルＩＤに対応して、そのセルの負荷情報が記
憶される。
　なお、各ＩＤは、予め割り当てられた番号、記号などを用いることができる。
【００４７】
　図８は、端末２０３と、端末２０３と通信中基地局であるサービングセル２０１－ａ、
ハンドオーバ候補基地局であるターゲットセル２０１－ｂ間で行われるハンドオーバ準備
動作について説明したものである。
【００４８】
　ステップ２１０１では、基地局上位装置２０４から、サービングセル２０１－ａ、ター
ゲットセル２０１－ｂのセルＩＤと、予め定められたセル半径に関する情報（セル半径情
報）とを通知する。セル半径情報としては、基地局からの送信電力情報そのものを通知し
ても良い。セクタゲインあるいはアンテナゲインに関する情報を通知することが出来れば
、より高精度に隣接セルのセル半径を推定する事が可能になる。また、セル半径情報とし
てピコセル基地局、フェムトセル基地局など、基地局の種別を判別できるセルＩＤを指定
してもよい。これらの情報があれば、基地局は周辺基地局の送信電力の概略値を知る事が
可能であり、隣接セルのセル半径が分かる。例えば、各基地局に基地局種別とセル半径又
は送信電力情報を対応して記憶しておく。なお、電力情報以外にも、アンテナのチルトに
関する情報もセル半径と関連性が高い為、通知しても良い。以下、セル半径情報には、こ
れらの情報のいずれか又は複数を含むものとする。
【００４９】
　ここで生成された隣接セルのセル半径情報は、メモリ４０１上のテーブル（図２１：Ｃ
ｏｖｅｒａｇｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）４０１１に保存しておいてもよ
い。図２１の例では、セルＩＤと送信電力情報と、チルトを対応して保存する。基地局の
新規設置などにより、セル情報が変更されるたびに、情報を更新して使用する。基地局が
情報変更を検出する方法は、測定などによる自律的検出でも良いし、端末からの報告から
判断しても良いし、上位装置２０４からの命令通知に依存しても良い。
【００５０】
　ステップ２００１では、サービングセル２０１－ａは、端末２０３に対して、サービン
グセル２０１－ａおよび、１つ以上のターゲットセル２０１－ｂからの、参照信号の受信
信号品質を測定させる。受信信号品質とは、受信電力強度や、信号対雑音及び干渉電力比
（ＳＩＮＲ：Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒ
ａｔｉｏ）、送信電力情報と受信電力強度の差分から算出される伝搬路損失（パスロス）
であっても良い。
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【００５１】
　ステップ２００２では、サービングセル２０１－ａから端末２０３に対してステップ２
００３の測定値を報告する為の上りリソース割当（ＵＬ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）を行う
。
　ステップ２００３では、端末２０３がサービングセル２０１－ａおよびターゲットセル
２０１－ｂからの受信信号品質を測定したものを報告する。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡではＲ
ＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）と呼ばれ
る、参照信号の受信電力強度を報告する。
【００５２】
　ステップ２１０２－ａは、負荷情報や干渉情報を基地局間で交換する。基地局間で情報
を交換する手段は、有線であっても無線であってもかまわない。例えば、セルラ無線規格
であるＥ－ＵＴＲＡＮでは、基地局間の情報交換を規定した有線のインタフェース、Ｘ２
　Ｉ／Ｆが用意されている。
【００５３】
　以下で用いられる負荷情報としては、例えば、基地局２０１でのハードウェア使用率、
無線リソース使用率、接続端末数、基地局のバックホール回線の回線容量、及びその使用
率などを使用しても良い。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（ＴＲ３６．４２３）を想定するなら
ば、Ｈａｒｄｗａｒｅ　Ｌｏａｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ等を使用しても良い。
【００５４】
　同じく、干渉情報として、被干渉量あるいは、与干渉量を使用しても良い。例えば、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ（ＴＲ３６．４２３）を想定するならば、Ｌｏａｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒな
どを使用しても良い。
【００５５】
　サービングセル２０１－ａは、受信した干渉情報、負荷情報を干渉管理テーブル４０１
３、負荷情報テーブル４０１４にそれぞれ記憶する。
　ハンドオーバパラメータ制御２１０３において、サービングセル２０１－ａは、異なる
セルＩＤを持つ１以上の基地局との間で交換する干渉情報と、端末２０３から報告される
周辺基地局２０１－ｂの受信信号品質情報と、周辺セルのセル半径と、自セルおよび他セ
ルの負荷情報と、を用いて、ハンドオーバの判定基準値を生成する。
【００５６】
　詳細な処理については図９、図１４、図１５、図１６を用いて説明する。基地局は、サ
ービングセルとして動作する場合、図９に示すフローに従って、周辺セルおよび自セルの
セル半径を条件として、ハンドオーバの判定基準値を生成する。ハンドオーバの判定基準
値は、システム全体の干渉量に基づく値である。また、ハンドオーバ判定基準値は、後述
のハンドオーバ判定のコスト関数の閾値に相当し、ハンドオーバするか否かを決定するた
めの基準となる。
【００５７】
　図９は、セル半径でハンドオーバ判定基準値を調整するフローチャートである。
　ステップ３００１では、サービングセル２０１－ａは、自セルのセル半径が周辺セルよ
りも大きいかどうかを判定する。自セルのほうが周辺セルよりも、セル半径が大きい場合
、ステップ３００２へ進む。自セルが周辺セルよりもセル半径が小さい場合、ステップ３
００３へ進む。
【００５８】
　ステップ３００２では、サービングセル２０１－ａは、セル半径が自セルよりも小さい
周辺セルへ、ハンドオーバを促す為に、ハンドオーバ判定基準を緩和する。例えば、ハン
ドオーバ判定基準値を下げる。
　ステップ３００３では、サービングセル２０１－ａは、セル半径が自セルよりもと大き
い周辺セルへ、ハンドオーバをしづらくする為に、ハンドオーバ判定基準を強化する。例
えば、ハンドオーバ判定基準値を上げる。それぞれの周辺セルに対して上述のステップ３
００１～３００３を実行する。ハンドオーバ判定基準は予め初期値が設定される。
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【００５９】
　ステップ３００２、３００３の処理を行った結果をまとめた表が図１４である。対象セ
ルＩＤ毎に、セル半径差に基づくハンドオーバ判定基準値の調整を行う。図１５に示すよ
うに、自セルとのセル半径差が大きいほど調整幅も大きいものとすることができる。図１
５の数値は、あくまで例示であり、システム全体の干渉量の評価方法により異なる値を持
つことができる。図１５のようなセル半径差と調整幅の対応関係は、基地局がテーブルと
して予め保持しておいてもよい。また、ハンドオーバした結果、変化したシステム干渉量
をベースに、調整幅を自律調整しても良い。
【００６０】
　図１６は、負荷情報でハンドオーバ判定基準を調整するフローチャートである。
　同様に、高負荷のセルから、低負荷のセルへハンドオーバして負荷分散を試みてもよい
。具体的には、サービングセル２０１－ａは図１６に従うフローで、負荷情報に応じたハ
ンドオーバ判定基準値の調整を実施する。図１６に記載の処理は、周辺セル１つ１つに対
して実行してよい。この処理は、以下の考え方に基づく。低負荷・強干渉なセルでは、低
い周波数利用効率ながらも、負荷の余裕を活かして高速な通信を提供できる。つまり、あ
る程度の干渉を容認できる。
【００６１】
　一方、高負荷・強干渉のセルは、高速な通信を提供する為には、高い周波数利用効率の
両立が必要となる。負荷の許容量に余裕がない状態で、高い周波数利用効率を得る為には
、端末を、低負荷なセルへ、ハンドオーバ促進したほうが良い。
　ただし、セル半径小からセル半径大へのハンドオーバは、セル半径大からセル半径小の
セルへのハンドオーバに比べ、端末が送信する干渉電力が大きい点に留意する。
【００６２】
　ステップ３０１１で、サービングセル２０１－ａは、比較している周辺セルと自セルの
負荷の差（負荷バランス）が予め保持している閾値を超えたかどうかを判定する。負荷バ
ランスが閾値を超えた場合、ステップ３０１２へ進む。閾値を超えなかった場合、ステッ
プ３０１３へ進む。図８のステップ２１０３における、ハンドオーバ判定基準調整は、周
辺セルとの負荷をバランスする目的も含むから、周辺セルとの相対的な負荷情報に基づい
て調整する。
【００６３】
　ステップ３０１２では、サービングセル２０１－ａは、自セルの負荷が他セルに比べて
重い場合、ハンドオーバ判定基準を緩和してもよい。また、サービングセル２０１－ａは
、自セルの負荷が他セルに比べて軽い場合、ハンドオーバ判定基準を強化しても良い。本
ステップ実行後、ステップ３０１４へ進む。
【００６４】
　ステップ３０１３では、ステップ３０１１で使用する負荷バランスの閾値を更新して、
ステップ３０１４に進む。ステップ３０１４では、負荷バランスと閾値の比較が終了した
事を検出した場合、フローを終了する。比較が終了していない場合は、ステップ３０１１
に戻る。これらの処理は、例えば図１７のような負荷バランス閾値と調整幅のテーブルを
走査することで実現する事が可能である。図１７は負荷バランスが大きいほどハンドオー
バ判定基準の調整幅は大きくする傾向を示している。ただし、記載値は例示である。
【００６５】
　以上により、サービングセル２０１－ａは、ステップ２１０４のハンドオーバ判定に使
用するハンドオーバ基準値の調整を実施する。
　また、ターゲットセル２０１－ｂは、周辺セルのセル半径と、自セルおよび他セルの負
荷情報を用いて、干渉を受けていると判定する条件（干渉判定条件）を調節する。本処理
は、負荷の軽いセルが、被干渉が大きい事を不必要に訴えないようにする事が目的のひと
つである。逆に言えば、負荷の重いセルの与干渉に対して寛容にする、と言う事である。
【００６６】
　図１０は、負荷情報により干渉判定基準を調整するフローチャートである。図１０に示
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すようなフローに従い、負荷情報により干渉の判定方法を変更する。
　ステップ３０２１において、ターゲットセル２０１－ｂは、自セルの負荷情報と他セル
の負荷情報を比較し、負荷の差が予め定められた閾値を超えた場合にステップ３０２２に
進む。閾値を超えなかった場合は処理を終了する。
【００６７】
　ステップ３０２２において、ターゲットセル２０１－ｂは、閾値を超えたセルとの干渉
情報の判断条件を調節する。自ターゲットセル２０１－ｂのほうが負荷重度の場合、干渉
判定条件を強化する。自ターゲットセル２０１－ｂのほうが負荷軽度の場合、干渉判定条
件を緩和する。例えば、干渉を受けていると判断する閾値を高く設定する。
【００６８】
　図１８は、セル半径差に応じて干渉判定条件を調整するフローチャートである。ターゲ
ットセル２０１－ｂは、図１８に示すようなフローに従い、周辺セルのセル半径に応じて
、干渉判定条件の調整を行う。
【００６９】
　ステップ３０３１において、ターゲットセル２０１－ｂは、自セルのセル半径と周辺セ
ルのセル半径とを比較する。周辺セルよりもセル半径が大きい場合、ステップ３０３２へ
進む。周辺セルよりもセル半径が小さい場合、ステップ３０３３へ進む。
【００７０】
　ステップ３０３２では、ターゲットセル２０１－ｂは、干渉判定条件を厳しくしてもよ
い。セル半径が大きいセルは、周辺セルに対して与える干渉が大きいためである。これら
の処理において、たとえば、被干渉量を干渉情報として使用する場合、被干渉量を多めに
設定して報告してもよい。
【００７１】
　ステップ３０３３では、ターゲットセル２０１－ｂは、干渉判定条件を緩和する処理を
施してもよい。たとえば、被干渉量を干渉情報として使用する場合、被干渉量を控えめに
設定して報告しても良い。セル半径が小さいセルは、比較的周辺セルに対して与える干渉
が小さいためである。なお、サービングセル２０１－ａ、ターゲットセル２０１－ｂは、
定期的に干渉情報を交換しており（ステップ２１０２に相当）、変更された干渉判定条件
は、例えば次のタイミングの干渉情報の交換に反映されることができる。
【００７２】
　例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮを例に挙げるならば、基地局間インタフェースＸ２を用いて被
干渉量を通知する手段として、Ｌｏａｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒがある。Ｌｏａｄ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒに含まれるＯｖｅｒｌｏａｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ＯＩ）を用いて被干
渉量を通知しても良い。ＯＩは、リソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ：Ｒ
Ｂ）毎に干渉量をＨｉｇｈ、Ｍｉｄｄｌｅ、Ｌｏｗで指定する。ＲＢとは周波数と時間方
向に分割された、ＯＦＤＭＡに基づく方式の無線リソース割当単位である。ＯＦＤＭＡで
はないが、時間と周波数方向に分割してリソース割当を行うＳＣ－ＦＤＭＡ（例えば、Ｅ
－ＵＴＲＡのＵｐｌｉｎｋで用いられる）等の方式にも適用してよい。ＯＩを利用する場
合、Ｈｉｇｈ、Ｍｉｄｄｌｅ、Ｌｏｗの判定基準を、セル半径や負荷情報に基づき変更し
てもよい。
【００７３】
　あるサービングセルは他セル視点で見たとき、ターゲットセルであるから、本ステップ
２１０３の動作は、全ての基地局が行ってよい。また、サービングセルから見て、ターゲ
ットセルは１つ以上存在する事が常であり、ステップ２１０３の処理は、複数基地局間で
行われる。
【００７４】
　図８に戻り、ステップ２１０４のハンドオーバ判定において、サービングセル２０１－
ａは、端末２０３から報告された信号品質（例えば、参照信号電力）とターゲットセルと
交換した干渉情報・負荷情報からハンドオーバ用のコスト関数を生成し、生成したハンド
オーバ用のコスト関数と、ハンドオーバ基準値との比較を行う。コスト関数の値が、ハン
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ドオーバ基準値を超えた場合、端末２０３をハンドオーバさせる処理を実施する。
【００７５】
　図１３を用いて、ハンドオーバ判定処理のフローを説明する。
　ステップ４００１では、サービングセル２０１－ａは周辺セルより、干渉情報を収集す
る。例えば、基地局間インタフェース、Ｅ－ＵＴＲＡＮではＸ２　Ｉ／Ｆ、などにより情
報を収集しても良い。なお、ステップ２１０２－ａで取得した干渉情報を用い、ステップ
４００１を省略してもよい。
【００７６】
　ステップ４００２では、サービングセル２０１－ａは、自セルに所属するセルエッジ端
末２０３より報告される、周辺セルの参照信号受信電力を収集する。端末２０３は、複数
の周辺セルの参照信号を受信することで、ハンドオーバイベントが発生し、サービングセ
ルに対して、周辺セルの参照信号受信電力を報告してもよい。なお、ステップ２００３で
取得した参照信号受信電力を用い、ステップ４００２を省略してもよい。
【００７７】
　ステップ４００３では、サービングセル２０１－ａは、基地局間で交換した周辺セルの
干渉情報、端末２０３から報告された周辺セル参照信号受信電力の相関を求める。この相
関の値をコスト関数と定義する。
【００７８】
　本ステップにおける、相関の求め方を、図１１、図１２、図２２及び図２３を用いて説
明する。図１１の例に示すように、セル（Ｃｅｌｌ）＃１に所属する端末（ＵＥ）＃１、
ＵＥ＃２、ＵＥ＃３があるとする。ＵＥ＃１は、Ｃｅｌｌ＃１のセルエッジに存在し、Ｃ
ｅｌｌ＃２、Ｃｅｌｌ＃３の下り参照信号を受信可能であるとする。また、ＵＥ＃２はＣ
ｅｌｌ＃１とＣｅｌｌ＃２から、ＵＥ＃３は、Ｃｅｌｌ＃１から下り参照信号受信可能で
あるとする。
【００７９】
　この時、ＵＥ＃１は、サービングセルであるＣｅｌｌ＃１に対して、サービングセルの
受信電力に加え、ターゲットセルであるＣｅｌｌ＃２、Ｃｅｌｌ＃３の参照信号受信電力
を報告する（ステップ２００３又は４００２）。同様にＵＥ＃２は、Ｃｅｌｌ＃１に対し
て、Ｃｅｌｌ＃１、Ｃｅｌｌ＃２の参照信号受信電力を報告する。このように、サービン
グセルであるＣｅｌｌ＃１は、配下の端末から周辺セルからの受信電力情報の報告を受信
し、図２２に示すような、周辺セルと報告電力の対応関係を記憶するテーブル（Ｒｅｃｅ
ｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｔａｂｌｅ）４０１２を管理する。サービングセ
ルであるＣｅｌｌ＃１は、端末の接続状況や、電力の報告値に応じて、当該テーブルの値
を更新する。
【００８０】
　サービングセルＣｅｌｌ＃１は、基地局間インタフェースで、ターゲットセルＣｅｌｌ
＃２、Ｃｅｌｌ＃３から被干渉情報を受信している（ステップ２１０２ａ又は４００１）
。被干渉情報は、図１２に示すようにＲＢ単位であってよい。サービングセルは周辺セル
から、干渉情報を収集しており、図２３に示すような干渉量管理テーブル（Ｉｎｔｅｒｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｔａｂｌｅ）４０１３を持ち、干渉情報が通知さ
れるたびに、情報を更新する。
【００８１】
　以上のような条件下で、サービングＣｅｌｌ＃１は、ＵＥ＃１のハンドオーバ用コスト
関数を計算する時、図２２のＲｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｔａｂｌｅ
４０１２に電力情報が記憶されているターゲットＣｅｌｌ＃２とＣｅｌｌ＃３について、
図２３に示されているＩｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｔａｂｌｅ４
０１３の干渉情報を参照する。同様に、ＵＥ＃２のハンドオーバ用コスト関数を計算する
時、Ｃｅｌｌ＃２からの干渉情報を参照する。
【００８２】
　干渉情報から、ハンドオーバ用のコスト関数を計算するとき、セル半径の影響を考慮に
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入れる。ＵＥ＃１より報告された、各Ｃｅｌｌの参照信号受信電力の情報と、ステップ２
１０１で取得した周辺セルの送信電力から、各ＣｅｌｌとＵＥ＃１の距離を推定し、距離
減衰（パスロス）を算出してもよい。例えば、セルの送信電力情報から端末の参照信号受
信電力を引いた値に基づき距離減衰を求めてもよい。なお、ステップ２１０１で送信電力
ではなく、セル半径やセルＩＤを受信した場合、セル半径から送信電力推定し、推定され
た送信電力から距離減衰を求めてもよい。ＵＥ＃２についても同様の処理をする。
【００８３】
　上記、距離減衰の値を用いて、基地局間で交換した干渉情報に重み付けを行う。例えば
、ＵＥ＃１とＣｅｌｌ＃２、Ｃｅｌｌ＃３、ＵＥ＃２とＣｅｌｌ＃３のパスロスの比率を
計算する。具体例を計算する為に、仮にそれぞれ１０：２０：１５であったとする（図２
２参照）。パスロスの大きさは、上り送信電力を高く設定する必要がある事とほぼ等価と
してよい。
【００８４】
　また、被干渉情報も関数化する。簡単のため、干渉情報ＯＩが、Ｈｉｇｈ＝２点、Ｍｉ
ｄｄｌｅ＝１点、Ｌｏｗ＝０点など、と点数評価されると仮定する。この時、図１２のよ
うな、干渉情報がフィードバックされた時、Ｃｅｌｌ＃２に対する、ＵＥ＃１のコスト関
数は、（１＋２＋２＋１＋２）×１０＝８０と計算される。このように、点数化された干
渉情報の所定のＲＢ数分の和に、上述の距離減衰の比に応じた値を乗じてコスト関数の値
を求める。同様にＣｅｌｌ＃２に対するＵＥ＃２のコスト関数は、（１＋２＋２＋１＋２
）×１５＝１５０と計算される。Ｃｅｌｌ＃２にだけ限ってみると、ＵＥ＃２の方がコス
ト関数は高いが、ＵＥ＃１は、Ｃｅｌｌ＃３に対してもコスト関数を持っている。Ｃｅｌ
ｌ＃３に対するＵＥ＃１のコスト関数は、（１＋１＋２＋１＋２）×２０＝１４０と計算
され、ＵＥ＃１について累計したコスト関数は２２０と、ＵＥ＃２の１５０よりも高く、
システムに与える干渉量が大きいと判断できる。このように、ターゲットセルのひとつへ
ハンドオーバさせる端末を決める際に、他のターゲットセルへの影響を考慮に入れた、干
渉量ベースの方法を用いても良い。
【００８５】
　ステップ４００４では、サービングセルは、ハンドオーバ候補端末それぞれの、コスト
関数が閾値（ステップ２１０３で調整されたハンドオーバ判定基準）を超えたかどうかを
判定する。ここでは、端末ごとのコスト関数の累計値（上述のＵＥ＃１の例では２２０）
を用いることができる。閾値を超えていた場合は、その端末をハンドオーバする端末に決
定し、ステップ４００５へ進む。閾値を超えていなかった場合は処理を終了してもよい。
あるいは、前述の干渉量ベースでなく、単純にひとつのターゲットセルに着眼したパスロ
スをベースにハンドオーバさせる端末を選択する方法へ切り替えても良い。
【００８６】
　ステップ４００５では、ステップ４００４でハンドオーバすると決定した端末について
、ハンドオーバさせるセル（ハンドオーバ先のセル）を決定し、ハンドオーバを問い合わ
せる処理（ステップ２００５）へ進む。ハンドオーバさせるセルの決定方法は、図２２の
Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｔａｂｌｅ４０１２を参照して、ハンド
オーバする端末が報告した電力値が最も大きいセルであっても良い。あるいは、図２１で
管理するセル半径情報を考慮し、セル半径の小さいセルを優先して選択させても良い。ま
た、端末が移動するハンドオーバ先基地局は、移動後のコスト関数の値が最も小さくなる
ようなセルであってもよい。
【００８７】
　ハンドオーバの要否とハンドオーバ先のセル選択については、例えば、以下のようにし
てもよい。
　（１）上述のように、ハンドオーバの要否をコスト閾値判断し、ハンドオーバ先のセル
選択はパスロスで判断する。
　（２）ひとまず、ハンドオーバの要否をパスロス比較で判断し、ハンドオーバ先のセル
選択をパスロスで判断する。さらに、コスト閾値判定でハンドオーバ要否についてａｎｄ
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条件をとる。前２つの処理が従来のパスロス比較で決める方法に対応し、これにシステム
干渉量を考慮している部分を付け加える形になる。
【００８８】
　図８のステップ２００５では、サービングセル２０１－ａは、ハンドオーバ先のターゲ
ットセル２０１－ｂに対して、端末２０３をハンドオーバさせても良いか問い合わせる。
サービングセル２０１－ａとターゲットセル２０１－ｂに直接やり取りできるインタフェ
ースがついていれば、該インタフェースを使用してもよい。ない場合には基地局上位装置
２０４とコアネットワーク２０２を介して、ターゲットセル２０１－ｂへ問い合わせを行
う。
【００８９】
　ステップ２００６では、ターゲットセル２０１－ｂは、新たに端末２０３を受け容れて
も良いか判定（Ａｄｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）を行う。ターゲットセル２０１－
ｂは、判定基準に使用する負荷情報として、ＲＢ使用率、トラフィック種類、接続端末数
、などを使用してもよい。新たに端末を受け容れる事で、負荷情報が一定の値に達する場
合、受け入れを拒否してもよい。
【００９０】
　ステップ２００７では、ステップ２００６のＡｄｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌの結
果、受け容れ可（ＡＣＫ）と判定された場合に、ターゲットセル２０１－ｂはサービング
セル２０１－ａに対して、その旨を通知するステップである。ステップ２００５と同様に
、サービングセルとターゲットセルの間にインタフェースが用意されている場合には、該
インタフェースを使用して通知してもよい。ない場合には、上位装置２０４、コアネット
ワーク２０２を介して通知する。
【００９１】
　ステップ２００８においては、サービングセ２０１－ａは、ターゲットセル２０１－ｂ
よりハンドオーバリクエストに対してＡＣＫが帰ってきた場合に、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒｅを通知する為の下りリソース割当を行う。
　ステップ２００９のＲＲＣ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒｅでは、サービングセル２０１－ａ
は、端末２０３に対して、ターゲットセル２０１－ｂへのハンドオーバを行う為の情報を
通知する。
【００９２】
　以上のステップをもって、ハンドオーバを行う為の準備が整う。その後、所定のハンド
オーバ手続きに従い、ハンドオーバする。例えば、端末２０３はサービングセル２０１－
ａから接続を切る処理（ステップ２０１０）を実施し、ターゲットセル２０１－ｂへの同
期処理に入る（ステップ２０１２）。また、サービングセル２０１－ａはターゲットセル
２０１－ｂに対して、前記端末用に保持していたバッファデータおよび通信中のパケット
を引き継ぐ（ステップ２０１１）。
　以上のフローチャートはループ動作し、負荷情報と干渉情報は、相互に情報を参照しな
がら処理が進む。
【００９３】
（実施例２）
　図１９は、実施例２におけるハンドオーバシーケンス図である。
　図１９に示すシーケンス図を用いて実施例２を説明する。実施例１と異なる点は、基地
局同士の間に直接情報を交換するインタフェースがついていなくてもよい点であり、その
他は同様である。例えば、フェムトセル基地局などは、これに該当することが予想される
。フェムトセル基地局は、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）の提供するバッ
クホール回線に接続されるためである。
【００９４】
　ステップ２１０２で実施していた処理を以下のステップ２１０２－ｂに差し替える。　
ステップ２１０２－ｂでは、基地局の上位装置２０４が、基地局間インタフェース（例え
ば、Ｅ－ＵＴＲＡＮのＸ２　Ｉ／Ｆ）で通知していた干渉情報および負荷情報を仲介して
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通知する。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおける、Ｓ１インタフェースと呼ばれる基地局とＭ
ＭＥを結ぶインタフェースを介して通知してもよい。
【００９５】
　あるいは、ＥＭＳ装置などを、基地局上位装置２０４に持たせても良い。つまり、フェ
ムトセル基地局の上位装置２０４であるＥＭＳ装置（ＨｅＭＳ）にマクロセル基地局のよ
うなセルＩＤを割当てて、マクロセル基地局のように動作させることで実現できる。ハー
ドウェア構成は図７で示した基地局と図６で示した基地局管理装置で実現される。
　干渉情報と負荷情報の収集手段については、フェムトセル基地局が自律的に収集する方
法も考えられる。
【００９６】
　１つめは、フェムトセル基地局が、周辺セルの参照信号を受信する方法である。受信し
た電力や、フェムトセル基地局自身の送信電力を基に、周辺セルで発生する事が予測され
る干渉情報を生成しても良い。あるいは、端末から報告される品質情報を基に、干渉情報
量を生成しても良い。
【００９７】
　また、フェムトセル基地局においては、負荷情報の値として、基地局のバックホール回
線の回線容量、及びその使用率の比重を大きくするなどの調整をしても良い。ＩＳＰが提
供するバックホール回線の性能が十分でない可能性が高い為である。
【００９８】
（実施例３）
　図２０は、実施例３におけるハンドオーバシーケンス図である。
　実施例１で説明した図８のフローのうち、ステップ２１０１の処理を以下のようにして
もよい。周辺セルのセル半径情報取得を上位装置２０４からの通知でなく、端末２０３か
らの周辺セルＩＤを通知するようにしても良い（ステップ２１０１－ａ）。フェムトセル
とマクロセル基地局で、セルＩＤの割当範囲を分割する事で、報告されたセルＩＤから、
周辺セルの種類を特定する事が可能である。他の処理は実施例１と同様である。
　ハードウェア構成は図７で示した基地局と、図６で示した基地局管理装置で実現される
。
【００９９】
（実施例４）
　実施例４では、実施例１、２、３において、ステップ３００２、３００３、３０１２，
３０１３でハンドオーバ判定基準を間接的に調節する方法を説明する。
　ハンドオーバ判定基準を緩和するため、ステップ２００１で基地局から端末に対して、
報告電力値にオフセットの付加を指定しても良い。すなわち、セル半径の小さいセルから
の受信電力を大きめに報告させる処理を施しても良い。このときの、オフセットの幅も、
セル半径の差が大きくなると、大きくしてよい。
【０１００】
　例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおいては、ＩＤＬＥ＿ＭＯＤＥ時のＣｅｌｌ　Ｒｅｓｅｌｅ
ｃｔｉｏｎに関するＲＲＣパラメータである、Ｑ＿ｏｆｆｓｅｔの選択方法を上記基準に
応じて変更する事で実現できる。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　本発明は、セルの特性が異なる複数の基地局、例えば、セル半径の異なる複数の基地局
を備えた無線通信システムに利用可能である。
【符号の説明】
【０１０２】
２０１　無線通信システムの基地局
２０２　無線通信システムのコアネットワーク
２０３　無線通信システムの端末
２０４　基地局上位装置
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２１０　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ装置
２１１　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ装置
２１２　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔ装置
２１３　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ装置
４０１　基地局管理装置の記憶媒体
４０２　基地局管理装置のソフトウェア処理部
４０３　基地局管理装置と基地局および上位装置と接続するインタフェース部
４０４　基地局管理装置の処理をハードウェアサポートする論理回路
５０１　サービングセル（セル半径大）のセルエッジ端末の送信電力
５０２　サービングセル（セル半径大）基地局とセルエッジ端末間の伝搬路損失
５０３　ターゲットセル（セル半径小）のセルエッジ端末の送信電力
５０４　ターゲットセル（セル半径小）基地局とセルエッジ端末局間の伝搬路損失

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２５】
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