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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基地局から送信された信号に基づいて、自セルに対する他セルの干渉状況を検出
する干渉状況検出手段と、
　前記干渉状況検出手段によって検出された干渉状況に基づいて、サブバンドを選択する
サブバンド選択手段と、
　前記サブバンド選択手段によって選択されたサブバンドの情報を自セルの基地局に送信
する、又は、前記サブバンド選択手段によって選択されたサブバンドを用いて通信を行う
通信手段と、
　を具備し、
　前記サブバンド選択手段は、自セルに対する他セルの干渉が大きいほど、センター周波
数から低周波側又は高周波側に離れたサブバンドを選択する、
　端末装置。
【請求項２】
　複数の基地局から送信された信号に基づいて、自セルに対する他セルの干渉状況を検出
する干渉状況検出手段と、
　前記干渉状況検出手段によって検出された干渉状況に基づいて、サブバンドを選択する
サブバンド選択手段と、
　前記サブバンド選択手段によって選択されたサブバンドの情報を自セルの基地局に送信
する、又は、前記サブバンド選択手段によって選択されたサブバンドを用いて通信を行う
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通信手段と、
　を具備し、
　前記サブバンド選択手段は、自セルに対する他セルの干渉が大きくなるほど、選択する
サブバンドを、センター周波数を中心として両側に広げていく、
　端末装置。
【請求項３】
　複数の基地局から送信された信号に基づいて、自セルに対する他セルの干渉状況を検出
する干渉状況検出手段と、
　前記干渉状況検出手段によって検出された干渉状況に基づいて、サブバンドを選択する
サブバンド選択手段と、
　前記サブバンド選択手段によって選択されたサブバンドの情報を自セルの基地局に送信
する、又は、前記サブバンド選択手段によって選択されたサブバンドを用いて通信を行う
通信手段と、
　前記複数の基地局の識別信号を得るセル識別手段と、
　を具備し、
　前記サブバンド選択手段は、前記干渉状況検出手段によって検出された干渉状況と、前
記セル識別手段によって得られた各基地局の識別信号とに基づいて、前記サブバンドを選
択する、
　端末装置。
【請求項４】
　自セルの識別信号と他セル識別信号とに基づいて、センター周波数から低周波数側のサ
ブバンドを選択するか又は高周波数側のサブバンドを選択するかを判断する、
　請求項３に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記各基地局の識別信号は、セルＩＤであり、
　前記サブバンド選択手段は、自セルのセルＩＤと他セルのセルＩＤとの大小関係に基づ
いて、センター周波数から低周波数側のサブバンドを選択するか又は高周波数側のサブバ
ンドを選択するかを判断する、
　請求項３に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記サブバンド選択手段は、自セルに対する他セルの干渉が所定の閾値以下の場合、全
サブバンドを選択する、
　請求項１から５のいずれかに記載の端末装置。
【請求項７】
　前記干渉状況検出手段は、初期セルサーチで用いられる同期チャネル信号に基づいて、
前記干渉状況を検出する、
　請求項１から６のいずれかに記載の端末装置。
【請求項８】
　前記サブバンド選択手段によって選択されるサブバンドは、サブバンドインデックスに
よって規定されており、
　前記通信手段は、サブバンド選択手段によって選択されたサブバンドに対応するサブバ
ンドインデックスを送信する、
　請求項１から７のいずれかに記載の端末装置。
【請求項９】
　前記サブバンドインデックスで規定されるサブバンドは、サブバンドインデックス間で
一部重複する
　請求項８に記載の端末装置。
【請求項１０】
　端末によって選択されたサブバンドの情報を取得するサブバンド選択情報取得手段と、
　前記端末によって選択されたサブバンド又は前記端末によって選択されたサブバンドの
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一部を用いて、前記端末との通信を行う通信手段と、
　を具備し、
　自セルに対する他セルの干渉が大きいほど、センター周波数から低周波側又は高周波側
に離れたサブバンドが選択される、
　基地局装置。
【請求項１１】
　端末によって選択されたサブバンドの情報を取得するサブバンド選択情報取得手段と、
　前記端末によって選択されたサブバンド又は前記端末によって選択されたサブバンドの
一部を用いて、前記端末との通信を行う通信手段と、
　を具備し、
　自セルに対する他セルの干渉が大きくなるほど、センター周波数を中心として両側に広
げたサブバンドが選択される、
　基地局装置。
【請求項１２】
　端末によって選択されたサブバンドの情報を取得するサブバンド選択情報取得手段と、
　前記端末によって選択されたサブバンド又は前記端末によって選択されたサブバンドの
一部を用いて、前記端末との通信を行う通信手段と、
　を具備し、
　前記サブバンドは、自セルに対する他セルの干渉状況と、各基地局の識別信号とに基づ
いて選択される、
　基地局装置。
【請求項１３】
　端末によって選択されたサブバンドの情報を取得するサブバンド選択情報取得手段と、
　前記端末によって選択されたサブバンド又は前記端末によって選択されたサブバンドの
一部を用いて、前記端末との通信を行う通信手段と、
　前記端末によって選択されたサブバンドの情報に基づいて、前記送受信手段の送信電力
を制御する送信電力制御手段と、
　を具備し、
　前記送信電力制御手段は、前記端末によってセンター周波数を含むサブバンドが選択さ
れた場合、センター周波数から離れたサブバンドほど、送信電力を小さくする、
　基地局装置。
【請求項１４】
　前記端末によって選択されたサブバンドよりも広い帯域幅で、チャネル品質測定用信号
を送信する
　請求項１０から１３のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項１５】
　端末によって選択されたサブバンドの情報を取得するサブバンド選択情報取得手段と、
　前記端末によって選択されたサブバンド又は前記端末によって選択されたサブバンドの
一部を用いて、前記端末との通信を行う通信手段と、
　前記端末によって選択されたサブバンドの情報に従って前記端末宛のデータを割当てる
ＡＦＦＲ（Adaptive Fractional Frequency Reuse）送信領域を、隣接する基地局装置間
で同期させるＡＦＦＲ送信タイミング制御部と、
　を具備する、
　基地局装置。
【請求項１６】
　前記ＡＦＦＲ送信タイミング制御部は、前記端末によって選択されたサブバンドの情報
に基づいて、前記ＡＦＦＲ送信領域の範囲を制御する
　請求項１５に記載の基地局装置。
【請求項１７】
　前記端末によって選択されたサブバンドの情報に基づいて、運用キャリアを変更する
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　請求項１５又は１６に記載の基地局装置。
【請求項１８】
　前記端末は、複数の基地局装置から送信された信号に基づいて自セルに対する他セルの
干渉状況を検出し、検出した前記干渉状況に基づいてサブバンドを選択するものであり、
　前記基地局装置は、前記端末に、前記干渉状況を検出するタイミングを通知する通知手
段を、さらに具備する
　請求項１０から１７のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項１９】
　端末が、複数の基地局から送信された信号に基づいて、自セルに対する他セルの干渉状
況を検出する干渉状況検出ステップと、
　前記端末が、検出された前記干渉状況に基づいて、サブバンドを選択するサブバンド選
択ステップと、
　前記端末が、前記選択されたサブバンドの情報を自セルの基地局に送信する、又は、前
記選択されたサブバンドを用いて通信を行うステップと、
　を含み、
　前記サブバンド選択ステップは、自セルに対する他セルの干渉が大きいほど、センター
周波数から低周波側又は高周波側に離れたサブバンドを選択する、
　周波数リソース割当方法。
【請求項２０】
　端末が、複数の基地局から送信された信号に基づいて、自セルに対する他セルの干渉状
況を検出する干渉状況検出ステップと、
　前記端末が、検出された前記干渉状況に基づいて、サブバンドを選択するサブバンド選
択ステップと、
　前記端末が、前記選択されたサブバンドの情報を自セルの基地局に送信する、又は、前
記選択されたサブバンドを用いて通信を行うステップと、
　を含み、
　前記サブバンド選択ステップは、自セルに対する他セルの干渉が大きくなるほど、選択
するサブバンドを、センター周波数を中心として両側に広げていく、
　周波数リソース割当方法。
【請求項２１】
　端末が、複数の基地局から送信された信号に基づいて、自セルに対する他セルの干渉状
況を検出する干渉状況検出ステップと、
　前記端末が、検出された前記干渉状況に基づいて、サブバンドを選択するサブバンド選
択ステップと、
　前記端末が、前記選択されたサブバンドの情報を自セルの基地局に送信する、又は、前
記選択されたサブバンドを用いて通信を行うステップと、
　前記複数の基地局の識別信号を得るセル識別ステップと、
　を含み、
　前記サブバンド選択ステップは、前記干渉状況と、前記複数の基地局の識別信号とに基
づいて、前記サブバンドを選択する、
　周波数リソース割当方法。
【請求項２２】
　端末によって選択されたサブバンドの情報を取得するサブバンド選択情報取得ステップ
と、
　前記端末によって選択されたサブバンド又は前記端末によって選択されたサブバンドの
一部を用いて、前記端末との通信を行うステップと、
　を具備し、
　自セルに対する他セルの干渉が大きいほど、センター周波数から低周波側又は高周波側
に離れたサブバンドが選択される、
　周波数リソース割当方法。
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【請求項２３】
　端末によって選択されたサブバンドの情報を取得するサブバンド選択情報取得ステップ
と、
　前記端末によって選択されたサブバンド又は前記端末によって選択されたサブバンドの
一部を用いて、前記端末との通信を行うステップと、
　を具備し、
　自セルに対する他セルの干渉が大きくなるほど、センター周波数を中心として両側に広
げたサブバンドが選択される、
　周波数リソース割当方法。
【請求項２４】
　端末によって選択されたサブバンドの情報を取得するサブバンド選択情報取得ステップ
と、
　前記端末によって選択されたサブバンド又は前記端末によって選択されたサブバンドの
一部を用いて、前記端末との通信を行うステップと、
　を具備し、
　前記サブバンドは、自セルに対する他セルの干渉状況と、各基地局の識別信号とに基づ
いて選択される、
　周波数リソース割当方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラー移動体通信システムにおいて、セル間干渉を低減する端末装置、基
地局装置及び周波数リソース割当方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動体通信システムにおいて、周波数の繰り返し利用率（Reuse Factor: ＲＦ
）というパラメータがある。リユースファクタ（ＲＦ）が１の場合、全てのセクタで同一
周波数が使用される。このような場合、隣のセルとの境界にいるセル端のユーザ（端末装
置）は、隣接セルからの干渉を受ける。この結果、ＳＩＮＲ（Signal-to-Interference a
nd Noise Ratio）が劣化し、スループットの低下を招く。
【０００３】
　一方、例えばリユースファクタ（ＲＦ）＝１／３の場合、３つの周波数を用い、同一の
周波数が隣接するセル又はセクタ間で用いられることがないように、セル間又はセクタ間
での周波数割り当てを行う。この場合、ＳＩＮＲは向上するが、運用帯域が複数の部分的
帯域に分割され各セル又は各セクタで運用されるため、各セル又は各セクタで用いる周波
数帯域が狭くなり、周波数利用効率は逆に低下する。
【０００４】
　つまり、リユースファクタ（ＲＦ）が１に近づくほど、セル間又はセクタ間で同一の周
波数が繰り返し用いられるので、周波数利用効率は向上する一方、状況によっては干渉が
増加する。
【０００５】
　そこで、セル端ユーザのサービスエリア確保とシステムスループットの確保を目的に、
部分的周波数繰り返し（Fractional Frequency Reuse：ＦＦＲ）と呼ばれる方法が導入さ
れている。また、ＦＦＲには固定的周波数割当を行うStatic FFRと、動的な周波数割当を
行うAdaptive FFRがある。ＦＦＲの概要については、例えば非特許文献１に記載されてい
る。
【０００６】
　Static FFRは上述したＲＦ＝１／３のケースのように、セル間又はセクタ間での周波数
割り当てを固定的に行う。また、Adaptive FFRに関する文献として、非特許文献２がある
。図１を用いて、Adaptive FFRの概要を説明する。図１に示すように、Adaptive FFRでは
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、通信運用帯域を、High power 送信帯域と、low power送信帯域に分割し、low power送
信帯域の送信電力を段階的に可変することで、カバレッジ（coverage）に対する利得をよ
り細かく制御する。干渉レポートがある場合、Mode 1からMode 2に移行することで、low 
power送信帯域を設ける。Mode 2でも干渉レポートがある場合、Mode 3, Mode 4に順次移
行することで、low power送信帯域の送信パワーを下げていく。これにより、セルエッジ
に存在するユーザの干渉を低減するといった効果だけでなく、セルエッジ以外では、全帯
域でリユースファクタを１にできるので、スループットの低下を抑制しつつ、カバレッジ
を確保できる。
【非特許文献１】ワイヤレスブロードバンド教科書（高速IPワイヤレス編）、p.p. 266-2
68
【非特許文献２】3GPP LTE寄書“3GPP TSG-RAN WG1 R1-071449(Nortel)”
【非特許文献３】3GPP LTE寄書“3GPP TSG-RAN WG1 R1-072130(Motorola)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、Static FFRを行う場合、Adaptive FFRを行う場合に比べ周波数利用効
率が下がる。一方、Adaptive FFRを行う場合、干渉レポートを基に段階的な制御を行うた
め、Adaptive FFRが完了するまでの処理遅延が大きい。また、基地局間調停のため基地局
間通信インターフェースが必要であり、それを利用することでの遅延も発生する。また、
初期セルサーチ以降の、Adaptive FFRが完了していない期間の下り回線送信（制御チャネ
ル、データ信号）を、セル間干渉がある状態で行う必要がある。
【０００８】
　本発明の目的は、Adaptive FFRによるセル間干渉の低減を、低遅延で実現することがで
きる端末装置、基地局装置及び周波数リソース割当方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の端末装置の一態様は、複数の基地局から送信された信号に基づいて、自セルに
対する他セルの干渉状況を検出する干渉状況検出手段と、前記干渉状況検出手段によって
検出された干渉状況に基づいて、サブバンドを選択するサブバンド選択手段と、前記サブ
バンド選択手段によって選択されたサブバンドの情報を自セルの基地局に送信する、又は
、前記サブバンド選択手段によって選択されたサブバンドを用いて通信を行う通信手段と
、を具備し、前記サブバンド選択手段は、自セルに対する他セルの干渉が大きいほど、セ
ンター周波数から低周波側又は高周波側に離れたサブバンドを選択する構成を採る。
【００１０】
　本発明の基地局装置の一態様は、端末によって選択されたサブバンドの情報を取得する
サブバンド選択情報取得手段と、前記端末によって選択されたサブバンド又は前記端末に
よって選択されたサブバンドの一部を用いて、前記端末との通信を行う通信手段と、を具
備し、自セルに対する他セルの干渉が大きいほど、センター周波数から低周波側又は高周
波側に離れたサブバンドが選択される構成を採る。
【００１１】
　本発明の周波数リソース割当方法の一態様は、端末が、複数の基地局から送信された信
号に基づいて、自セルに対する他セルの干渉状況を検出する干渉状況検出ステップと、前
記端末が、検出された前記干渉状況に基づいて、サブバンドを選択するサブバンド選択ス
テップと、前記端末が、前記選択されたサブバンドの情報を自セルの基地局に送信する、
又は、前記選択されたサブバンドを用いて通信を行うステップと、を含み、前記サブバン
ド選択ステップは、自セルに対する他セルの干渉が大きいほど、センター周波数から低周
波側又は高周波側に離れたサブバンドを選択する、を含むようにする。
【００１２】
　本発明の周波数リソース割当方法の一態様は、端末によって選択されたサブバンドの情
報を取得するサブバンド選択情報取得ステップと、前記端末によって選択されたサブバン
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ド又は前記端末によって選択されたサブバンドの一部を用いて、前記端末との通信を行う
ステップと、を具備し、自セルに対する他セルの干渉が大きいほど、センター周波数から
低周波側又は高周波側に離れたサブバンドが選択される、を含むようにする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、端末装置側で干渉状況に応じて自律的にサブバンドを選択するので、
端末装置の干渉状況に応じた適応的な周波数リユース選択を、少ないオーバーヘッド（低
遅延）で実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　（１）構成
　先ず、本実施の形態の基地局装置（以下これを単に基地局と呼ぶ）及び端末装置（以下
これを単に端末と呼ぶ）の構成を説明する。なお、本実施の形態では、一例として、アク
セス方式としてＯＦＤＭＡ方式を用いた場合を例に説明する。
【００１７】
　図２に、基地局の構成を示す。基地局１００は、アンテナ１０１で受信した信号を受信
ＲＦ（Radio Frequency）部１０２に入力する。受信ＲＦ部１０２は、受信信号に対して
、増幅処理やダウンコンバート処理等の所定の無線処理を施す。無線処理後の受信信号は
、ＧＩ（Guard Interval）除去部１０３によってガードインターバルが除去され、ＦＦＴ
部１０４によって時間領域の信号が周波数領域の信号に変換される。これにより、各サブ
キャリアの信号が再生される。
【００１８】
　サブキャリアデマッピング部１０５は、各サブキャリアに配置された信号を後段の各回
路に振り分ける。具体的には、サブキャリアデマッピング部１０５は、データ信号及び制
御信号が配置されたサブキャリアの信号をデータ／制御信号受信部１０６に出力し、サブ
バンド要求情報が配置されたサブキャリアの信号をサブバンド要求情報抽出部１０７に出
力し、チャネル品質情報が配置されたサブキャリアの信号をチャネル品質情報抽出部１０
８に出力する。
【００１９】
　データ／制御信号受信部１０６は、データ信号及び制御信号に対して、復調処理や誤り
訂正復号処理等を施すことで、受信データを得る。この受信データのうち、制御データは
、自局の制御に用いられる。
【００２０】
　サブバンド要求情報抽出部１０７は、端末から送信されたサブバンド要求情報を抽出し
、このサブバンド要求情報をリソース割当部１０９及びチャネル品質測定用信号生成部１
１２に送出する。ここで、サブバンド要求情報には、各端末によって選択されたサブバン
ドのインデックス（以下これをサブバンドインデックス又は単にＳＢＩと呼ぶ）が含まれ
ている。
【００２１】
　リソース割当部１０９は、各端末から送信されたサブバンド要求情報に基づいて、各端
末に割り当てる周波数リソース及び時間リソースを決める。ここで、リソース割当部１０
９は、周波数リソースを割り当てるにあたっては、各端末からのサブバンドインデックス
情報に基づき、全てのサブバンド又は一部のサブバンドを、各端末に割り当てる。
【００２２】
　また、リソース割当部１０９には、チャネル品質情報抽出部１０８によって抽出された
チャネル品質情報が入力される。このチャネル品質情報は、各端末により測定されたダウ
ンリンクのチャネル品質である。本実施の形態は、ＯＦＤＭＡ方式の通信を行う例なので
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、チャネル品質情報は、サブキャリア単位、又は複数のサブキャリアをグループ化したグ
ループ単位に各端末で測定されたものである。因みに、グループ単位のチャネル品質とは
、グループに属するサブキャリアの平均値、最小値又は最大値を代表値としたものである
。
【００２３】
　リソース割当部１０９は、チャネル品質情報とサブバンド要求情報とに基づき、各端末
に対するリソース割当を行う。リソース割当部１０９によって決められたリソース割当情
報は、リソース割当情報付加部１１１及びサブキャリアマッピング部１１７に送出される
。また、リソース割当部１０９は、チャネル品質情報とサブバンド要求情報とに基づき、
サブバンドの送信電力値を決定し、これを送信電力制御部１１０に送出する。
【００２４】
　リソース割当情報付加部１１１は、各端末宛の個別制御信号に、リソース割当部１０９
によって決められた各端末宛のリソース割当情報を付加する。
【００２５】
　送信電力制御部１１０は、送信電力値に応じた制御信号をサブキャリアマッピング部１
１７に送出することで、サブバンドの送信電力を制御する。
【００２６】
　チャネル品質測定用信号生成部１１２は、サブバンド要求情報に対応したサブバンド、
又は全サブバンドからチャネル品質測定用信号が送信されるように、チャネル品質測定用
信号を生成する。
【００２７】
　適応変調部１１３は、チャネル品質情報抽出部１０８で抽出されたチャネル品質情報を
基に、各端末宛の個別データを、各端末で測定されたチャネル品質に応じた符号化率及び
変調多値数で適応変調する。因みに、適応変調を行わない場合には、適応変調部１１３は
、チャネル品質情報を基にせず、個別データを、既定の変調多値数及び既定の符号化率を
用いて変調すればよい。変調部１１４は、共通制御信号を変調する。
【００２８】
　干渉測定用信号生成部１１５は、干渉測定用信号を生成する。干渉測定用信号生成部１
１５は、干渉測定用信号として、例えば、パイロット信号（リファレンス信号とも呼ばれ
る）や、同期確立用の同期チャネル（ＳＣＨ）、報知チャネル（ＢＣＨ）の信号を生成す
る。
【００２９】
　セル識別情報生成部１１６は、端末に報知するためのセル識別情報を生成する。セル識
別情報生成部１１６は、セル識別情報として、例えばセル固有ＩＤのようなセル毎（ある
いはセクタ毎）に異なる固有の識別情報を生成する。
【００３０】
　サブキャリアマッピング部１１７は、各端末宛の信号を、リソース割当部１０９からの
リソース割当情報に応じたサブバンドに対応するサブキャリアに割り当てる。また、サブ
キャリアマッピング部１１７は、各サブバンドの送信電力が、送信電力制御部１１０から
の制御信号に応じたものとなるように信号点を配置する。
【００３１】
　サブキャリアマッピング部１１７から出力された周波数領域の信号は、ＩＦＦＴ部１１
８によって時間領域の信号に変換され、続くＧＩ付加部１１９によってガードインターバ
ルが付加され、送信ＲＦ（Radio Frequency）部１２０によってアップコンバート処理や
ダウンコンバート処理等の所定の無線処理が施された後、アンテナ１０１から送信される
。
【００３２】
　図３に、端末の構成を示す。端末２００は、アンテナ２０１で受信した信号を受信ＲＦ
（Radio Frequency）部２０２に入力する。受信ＲＦ部２０２は、受信信号に対して、増
幅処理やダウンコンバート処理等の所定の無線処理を施す。無線処理後の受信信号は、Ｇ
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０４によって時間領域の信号が周波数領域の信号に変換される。これにより、各サブキャ
リアの信号が再生される。
【００３３】
　サブキャリアデマッピング部２０５は、各サブキャリアに配置された信号を後段の各回
路に振り分ける。具体的には、サブキャリアデマッピング部２０５は、リソース割当情報
が配置されたサブキャリアの信号をリソース割当情報抽出部２０６に出力し、チャネル品
質測定用信号が配置されたサブキャリアの信号をチャネル品質測定部２０７に出力し、個
別データが配置されたサブキャリアの信号をデータ受信部２０８に出力する。
【００３４】
　ここで、サブキャリアデマッピング部２０５は、リソース割当情報抽出部２０６によっ
て抽出されたリソース割当情報に基づいて、チャネル品質測定部２０７に出力すべきチャ
ネル品質測定用信号及びデータ受信部２０８に出力すべき個別データがそれぞれどのサブ
キャリア（サブバンド）に配置されているかを検出し、チャネル品質測定部２０７及びデ
ータ受信部２０８にリソース割当情報に示されたサブキャリア（サブバンド）の信号を出
力する。
【００３５】
　チャネル品質測定部２０７は、基地局から送信されたチャネル品質測定用信号に基づい
て、ダウンリンクのチャネル品質を測定する。本実施の形態は、ＯＦＤＭＡ方式の通信を
行う例なので、チャネル品質の測定は、サブキャリア単位、又は複数のサブキャリアをグ
ループ化したグループ単位で行われる。因みに、グループ単位のチャネル品質は、グルー
プに属するサブキャリアの平均値、最小値又は最大値を代表値として求めればよい。
【００３６】
　データ受信部２０８は、データ信号に対して、復調処理や誤り訂正復号処理等を施すこ
とで、受信データを得る。
【００３７】
　干渉状況検出部２０９は、各基地局から送信された干渉測定用信号Ｓ（ｋ）から、自セ
ル（Ｄ）に対する、自セル以外（Ｕ）のセルからのセル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）を測定する
。以下詳しく説明する。
【００３８】
　図４に示すような状況を想定する。図中の参照符号ＭＳは端末を示し、参照符号ＢＳは
基地局を示す。第ｋ番目の基地局から送信される測定用信号Ｓ（ｋ）とする。先ず、干渉
状況検出部２０９は、各基地局から送信された測定用信号Ｓ（ｋ）の受信電力レベルＬ（
ｋ）を測定する。ここで、ｋ＝１，…，ＮＢＳであり、ＮＢＳは、測定可能な周辺の基地
局数である。
【００３９】
　干渉状況検出部２０９は、測定した受信電力レベルＬ（ｋ）を用いて、次式によりセル
間干渉状況（Ｄ／Ｕ）を求める。なお、次式は、自セルが第ｍ番目の基地局の場合の、算
出式である。
【数１】

【００４０】
　なお、初期セルサーチ段階であり、まだ自セルが決定していない場合には、測定用信号
が最大受信レベルとなる基地局装置（すなわちｍａｘｋＬ（ｋ））を自セルとして、次式
によりセル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）を求めればよい。
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【数２】

【００４１】
　式（１）及び式（２）の分母において、全ての基地局ＮＢＳの測定値を求めてもよいが
、干渉が支配的である測定値上位のものを選択し、その測定値のみを用いてもよい。
【００４２】
　また、ＳＣＨを用いた受信電力レベルＬ（ｋ）の測定は、例えば非特許文献３に記載さ
れている公知の技術であり、ＳＣＨのレプリカ信号との相関演算を時間領域波形で行い、
そのピーク電力を受信電力レベルＬ（ｋ）とする。詳細な説明は省略する。また、ＢＣＨ
及びパイロット信号を同様に用いることができる。すなわち、それらのレプリカ信号との
相関演算を時間領域あるいは周波数領域波形で行い、そのピーク電力を受信電力レベルＬ
（ｋ）とする。
【００４３】
　セル識別部２１０は、各基地局から送信されたセル識別情報に基づいて、現在自局が属
しているセルのセルＩＤと、他セル（干渉セル）のセルＩＤとを取得する。なお、セル識
別部２１０は、セルサーチ時に、受信信号と、各セルに割り当てられている既知の相関系
列との相関値を算出し、最も大きい相関値が得られた相関系列に対応するセルを現在自局
が属しているセル（すなわち自セル）であるとし、その相関系列に対応するセルＩＤを自
セルＩＤとして検出してもよい。この場合、２番目、３番目………に大きい相関値が得ら
れた相関系列に対応するセルを他セル（つまり干渉セル）であるとし、その相関系列に対
応するセルＩＤを干渉セルＩＤとして検出する。
【００４４】
　サブバンド選択部２１１は、セル識別部２１０によって識別された自セルＩＤ及び干渉
セルＩＤと、干渉状況検出部２０９によって検出されたセル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）とに基
づいて、ダウンリンク通信に好適なサブバンドを選択し、選択したサブバンドをサブバン
ド情報生成部２１２に通知する。
【００４５】
　サブバンド情報生成部２１２は、サブバンド選択部２１１によって選択されたサブバン
ドのインデックスをサブバンドインデックス（ＳＢＩ）として生成する。
【００４６】
　ＣＱＩ（Channel Quality Indicator）生成部２１３は、チャネル品質測定部２０７に
より得られた測定結果を基に、ダウンリンクのチャネル品質を示すＣＱＩ（Channel Qual
ity Indicator）を生成する。
【００４７】
　サブバンド情報生成部２１２により得られたサブバンドインデックス（ＳＢＩ）は変調
部２１４によって変調され、ＣＱＩ生成部２１３により得られたＣＱＩは変調部２１５に
よって変調され、個別データ及び制御信号は変調部２１６によって変調される。
【００４８】
　変調後の各信号は、サブキャリアマッピング部２１７によって所定のサブキャリアにマ
ッピングされる。サブキャリアマッピング部２１７から出力された周波数領域の信号は、
ＩＦＦＴ部２１８によって時間領域の信号に変換され、続くＧＩ付加部２１９によってガ
ードインターバルが付加され、送信ＲＦ（Radio Frequency）部２２０によってアップコ
ンバート処理やダウンコンバート処理等の所定の無線処理が施された後、アンテナ２０１
から送信される。
【００４９】
　（２）動作
　次に、本実施の形態の基地局１００及び端末２００の動作について説明する。
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【００５０】
　（２－１）システム全体の動作
　本実施の形態の通信システムにおいては、図５に示すように、通信システムで使用する
帯域を複数のサブバンド（ＳＢ）に分割し、分割された各サブバンドにサブバンドインデ
ックス（ＳＢＩ）を割り振る。図５の場合には、低周波から高周波のサブバンドに向けて
順次、「－２」，「－１」，「１」，「２」のインデックスが割り振られている。因みに
、本実施の形態の場合、サブバンドインデックス（ＳＢＩ）＝０は、全サブキャリアを示
すものである（ただし、ＳＢＩ≠０のサブバンドと重複するサブバンドを用いてデータ送
信する場合は送信電力を低減させて送信する）。
【００５１】
　端末２００は、基地局１００から送信される信号を基に、干渉状況を検出し、その検出
結果を基にダウンリンク通信に好適なサブバンドを自律的に選択し、選択したサブバンド
のインデックス（ＳＢＩ）を基地局１００に通知する（以下これをＳＢＩ要求と呼ぶ）。
基地局１００は、端末２００からのＳＢＩ要求を基に、周波数リソースの割当を行う。
【００５２】
　端末２００におけるサブバンドの選択については、後で詳述するので、ここでは端末２
００におけるサブバンド選択について簡単に説明する。図６は、端末２００におけるサブ
バンド選択の様子を示すものである。なお、図６Ｄの各基地局ＢＳ１，ＢＳ２は図２の基
地局１００と同様の構成を有し、各端末Ｕ１～Ｕ３は図３の端末２００と同様の構成を有
するものとする。
【００５３】
　図６Ｄに示すように、端末Ｕ１は基地局ＢＳ１のセルの中心付近に位置し、端末Ｕ２は
基地局ＢＳ１のセルエッジ付近に位置し、端末Ｕ３は基地局ＢＳ２のセルエッジ付近に位
置している。また、基地局ＢＳ１と基地局ＢＳ２は互いにセルエッジ付近で干渉を起こす
関係にあり、端末Ｕ２から見ると基地局ＢＳ２は干渉基地局であり、端末Ｕ３から見ると
基地局ＢＳ１は干渉基地局である。図６Ｄにおいて、参照符号＜１＞は干渉測定用信号及
びセル識別信号を示し、各基地局ＢＳ１，ＢＳ２から送信されている。また、参照符号＜
２＞は各端末が決定したサブバンドインデックス（ＳＢＩ）を示し、各端末から自セルの
基地局ＢＳ１，ＢＳ２にＳＢＩ要求情報として送信されている。
【００５４】
　端末Ｕ１は、干渉測定用信号を測定した結果、セル間干渉を無視できると判断し、サブ
バンドインデックス（ＳＢＩ）＝０を基地局ＢＳ１に送信する。すると、基地局ＢＳ１は
、図６Ａに示すように、リユースファクタが１となるように全サブバンドにデータ信号を
割り当てて送信するか、あるいは、ＳＢＩ＝０に含まれる一部のサブバンドを用いてデー
タ信号を送信する。
【００５５】
　端末Ｕ２は、干渉測定用信号を測定した結果、セル間干渉を無視できないと判断し、セ
ンター周波数よりも低周波側のサブバンドを示すサブバンドインデックス（ＳＢＩ）＝－
２を基地局ＢＳ１に送信する。すると、基地局ＢＳ１は、図６Ｂに示すように、サブバン
ドインデックス＝－２が示す低周波側のサブバンドにデータ信号を割り当てて送信するか
、あるいは、ＳＢＩ＝－２に含まれる一部のサブバンドを用いてデータ信号を送信する。
【００５６】
　端末Ｕ３は、干渉測定用信号を測定した結果、セル間干渉を無視できないと判断し、高
周波側のサブバンドを示すサブバンドインデックス（ＳＢＩ）＝２を基地局ＢＳ２に送信
する。すると、基地局ＢＳ２は、図６Ｃに示すように、サブバンドインデックス＝２が示
す高周波側のサブバンドにデータ信号を割り当てて送信するか、あるいは、ＳＢＩ＝２に
含まれる一部のサブバンドを用いてデータ信号を送信する。
【００５７】
　このように、互いに隣接したセルエッジに位置する端末Ｕ２と端末Ｕ３に対して、端末
Ｕ２には低周波側のサブバンドが割り当てられ、端末Ｕ３には高周波側のサブバンドが割
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り当てられる。これにより、セルエッジでの干渉を抑制できるので、セルエッジでのスル
ープットを確保できる。因みに、セル間干渉を無視できないセルエッジの端末Ｕ２，Ｕ３
において、自律的にかつ互いに干渉を及ぼさないサブバンドを選択するには、工夫が必要
である。本実施の形態では、各端末が、セル識別情報及び干渉状況を基にサブバンドを選
択することにより、自律的にかつセル間干渉を及ぼさないサブバンドを選択する工夫がな
されている。その工夫については、後で詳述する。
【００５８】
　以上のように、セル間干渉を無視できるセル中央付近ではリユースファクタを１とし、
セル間干渉を無視できないセルエッジでは互いに干渉を及ぼさないサブバンド選択を、端
末側で自律的に行うようにしたことにより、少ないオーバーヘッド（低遅延）で、セルエ
ッジでのスループットを確保しつつ、セルのアベレージスループットを改善したAdaptive
 FFRを実現できる。
【００５９】
　図７に、本実施の形態において、基地局がダウンリンクで端末に個別データを送信する
までの流れを示す。図７における端末装置＃１は図３の端末２００と同様の構成でなり、
図７における自局ＢＳ、干渉局ＢＳ＃１、干渉局ＢＳ＃２は図２の基地局１００と同様の
構成でなる。
【００６０】
　先ず、ステップ＜１＞において、自局ＢＳ（すなわち端末装置＃１が属する基地局）、
干渉局ＢＳ＃１（端末装置＃１が属しない基地局）、干渉局ＢＳ＃２（端末装置＃１が属
しない基地局）が、干渉測定用信号及びセル識別信号を送信する。
【００６１】
　次に、ステップ＜２＞において、端末装置＃１は、これらの各基地局からの干渉測定用
信号及びセル識別信号に基づいて、自局宛の個別データを割り当てて欲しいサブバンドを
選択し、選択したサブバンドを示すサブバンドインデックス（ＳＢＩ）要求情報を、自局
ＢＳに送信する。
【００６２】
　次に、ステップ＜３＞において、自局ＢＳは、端末装置＃１からのＳＢＩ要求情報を基
に決定した、端末装置＃１についてのリソース割当情報（サブバンド割当情報）を端末装
置＃１に通知する。また、自局ＢＳは、ステップ＜４＞において、決定したサブバンドを
用いてチャネル品質測定用信号を送信する。ここでリソース割当情報は、個別制御信号と
して端末装置＃１に送信される。また、自局ＢＳは、ＳＢＩ要求情報に従って個別制御信
号を送信し、リソース割当情報に従ってデータ信号を送信する。
【００６３】
　次に、ステップ＜５＞において、端末装置＃１は、チャネル品質測定用信号に基づいて
測定したチャネル品質情報を自局ＢＳに送信する。
【００６４】
　次に、ステップ＜６＞において、自局ＢＳは、チャネル品質情報に基づいて送信電力制
御及び適応変調を行いながら、端末装置＃１に個別データを送信する。
【００６５】
　（２－２）サブバンド選択
　次に、本実施の形態による端末２００のサブバンド選択部２１１でのサブバンド選択動
作について説明する。端末２００は、サブバンドの選択を、大きく分けて、次の２つのス
テップを実行することで実現する。
【００６６】
　・ステップ１：相対的なサブバンド位置の決定
　干渉状況検出部２０９の出力から算出したセル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）を基に、サブバン
ド（ＳＢ）周波数の絶対値｜ｆＳＢ｜（＝｜ＳＢＩ｜）を決定する。具体的には、セル間
干渉状況（Ｄ／Ｕ）が小さい程、選択するサブバンド周波数の絶対値｜ｆＳＢ｜を大きく
する。これにより、セル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）が小さい程、センター周波数から離れた周
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波数のサブバンドを選択することができる。また、サブバンド（ＳＢ）の分割数を増やせ
ば、同一のサブバンド（ＳＢ）を選択する確率を減少させることができる。このため、２
つの基地局から互いに支配的なセル間干渉を受けるセル端の端末が、互いに異なる、離れ
た周波数サブバンドを自律的に選択できる。
【００６７】
　図８に、ステップ１でのサブバンド選択の様子を示す。図８Ａは、セル内での定性的な
セル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）の様子を示し、セルエッジに行くにつれてＤ／Ｕが小さくなり
、つまりセル間干渉が大きくなる。図８Ｂは、ステップ１でのＤ／Ｕを基にしたサブバン
ド選択の様子を示し、判定閾値Ｒ１，Ｒ２によって絶対値が０、１又は２のサブバンドイ
ンデックス（ＳＢＩ）が選択される。
【００６８】
　・ステップ２：絶対的なＳＢ位置の決定（ＳＢＩの符号の決定）
　図９に、ステップ２でのサブバンド選択の様子を示す。サブバンド選択部２１１は、セ
ル識別部２１０によって得られたセル識別子（Ｋ）を検出する。そして、サブバンド選択
部２１１は、自セルの識別子ＫＤと、自セル以外の識別子ＫＵとを基に、ＳＢＩの符号（
±）を決定する。なお、ステップ１で、Ｄ／Ｕが所定値（図８Ｂの場合、Ｒ１）より大き
い場合（他セル干渉が十分に小さいと判断できる場合）、ステップ２の動作を省略するこ
とができる。これにより、セル識別子の検出が不要になるので、端末の消費電力を低減さ
せることができる。
【００６９】
　ここで、２つの基地局ＢＳ１，ＢＳ２が孤立に近い状態のとき、１つの他セルからの干
渉が支配的となる。本実施の形態では、自セルの識別子と、支配的な干渉を与える他セル
の識別子との差分（ＫＤ－ＫＵ）の符号ｓｉｇｎ［（ＫＤ－ＫＵ）］を用いる。ここで、
一方のセルに属する端末で検出されるセル識別信号を、ＫＤ１、ＫＵ１、他方のセルに属
する端末で検出されるセル識別信号をＫＤ２、ＫＵ２で示すと、ｓｉｇｎ［（ＫＤ１－Ｋ

Ｕ１）］＝－ｓｉｇｎ［（ＫＤ２－ＫＵ２）］、ＫＤ１＝ＫＵ２、ＫＤ２＝ＫＵ１の関係
が得られる。
【００７０】
　これにより、図９Ａの基地局ＢＳ１のセル（セル識別子Ｋ＝１）に属する端末Ｕ１は、
図９Ｂに示すように、サブバンドインデックスが「－２」のサブバンドを選択し、図９Ａ
の基地局ＢＳ２のセル（セル識別子Ｋ＝２）に属する端末Ｕ２は、図９Ｃに示すように、
サブバンドインデックスが「２」のサブバンドを選択する。この結果、互いに支配的なセ
ル間干渉を受けるセルエッジの端末が、互いに異なる、離れた周波数サブバンドを自律的
に選択できる。
【００７１】
　なお、このようなサブバンドの符号選択を可能とするために、本実施の形態では、セル
（あるいはセクタ）毎に異なる識別子か、あるいは、少なくとも隣接セル間で互いに異な
るセル識別子が各セルに割り当てられている。
【００７２】
　（２－３）送信電力制御
　図６Ａにも示したように、端末２００が、センター周波数を含むサブバンドを示すサブ
バンドインデックス（ＳＢＩ）＝０を選択した場合、基地局１００は、リユースファクタ
が１となるように全サブバンドを用いてダウンリンク送信を行うか、あるいは、ＳＢＩ＝
０に含まれる一部のサブバンドを用いてダウンリンク送信する。つまり、端末２００でＳ
ＢＩ＝０が選択された場合、基地局１００は、ＳＢＩ≠０のサブバンドも用いてダウンリ
ンク送信を行うことで、周波数利用効率を高める。
【００７３】
　この際、基地局１００は、図１０に示すように、サブバンドインデックス（ＳＢＩ）の
絶対値が大きいサブバンドほど、つまりセンター周波数から離れたサブバンドほど、送信
電力を小さくする送信電力制御を行うことが好ましい。このようにすることで、リユース
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ファクタを１にした場合に、他セルのセルエッジ周辺に存在する端末への干渉を低減でき
る。
【００７４】
　このようにする理由は、本実施の形態においては、図８に示すように、上述したサブバ
ンド選択処理のステップ１で、干渉を受け易いセルエッジの端末ほど、センター周波数か
ら離れたサブバンドを選択するためである。これを考慮して、センター周波数から離れた
サブバンドほど送信電力を小さくすることで、干渉を受け易いセルエッジの端末への与干
渉を抑制できる。
【００７５】
　このように、本実施の形態の送信電力制御によれば、サブバンドインデックス（ＳＢＩ
）＝０の場合、センター周波数から離れたサブバンドほど、送信電力を小さくしたことに
より、ＳＢＩ＝０を要求した端末に対しＱｏＳを確保しつつ、干渉を受け易いセルエッジ
の端末への与干渉を抑制できる。
【００７６】
　（３）効果
　以上説明したように、本実施の形態によれば、自セルに対する他セルの干渉状況を検出
する干渉状況検出部２０９と、各基地局の識別信号を得るセル識別部２１０と、干渉状況
検出部２０９によって検出された干渉状況と、セル識別部２１０によって得られた各基地
局の識別信号とに基づいて、自局への下り回線送信に用いられるサブバンドを選択するサ
ブバンド選択部２１１とを設けたことにより、端末装置で、自律的に、セル間干渉の小さ
いサブバンドを選択できるので、Adaptive FFRによるセル間干渉の低減を低遅延で実現で
きる。
【００７７】
　また、端末が、自セルに対する他セルの干渉が大きいほど、センター周波数から低周波
側又は高周波側に離れたサブバンドを選択するようにしたことにより、互いに干渉を及ぼ
し易い端末ほど、離れたサブバンドが選択されるので、干渉を抑制することができる。
【００７８】
　また、自セルのセルＩＤと他セルのセルＩＤとの大小関係に基づいて、センター周波数
から低周波数側のサブバンドを選択するか又は高周波数側のサブバンドを選択するかを判
断したことにより、互いに干渉を及ぼし合わないサブバンドを容易かつ的確に選択できる
。
【００７９】
　また、自セルに対する他セルの干渉が所定の閾値以下の場合、全サブバンドを選択した
（ＳＢＩ＝０とした）ことにより、全バンドを利用したダウンリンク送信ができ、周波数
利用効率を高めることができる。なお、自セルに対する他セルの干渉が大きくなるほど、
選択するサブバンドを、センター周波数を中心として両側に広げていくようにしてもよい
。
【００８０】
　また、本実施の形態によれば、下り回線の干渉状況検出に、初期セルサーチで用いる同
期チャネル（ＳＹＮＣ　ＣＨ）を用いることができるので、セルサーチの段階で、サブバ
ンド選択ができる。このためセルサーチ以降の下り回線送信（制御チャネル送信、データ
チャネル送信）を、セル間干渉を低減した状態で行うことができる。
【００８１】
　（４）バリエーション
　（４－１）上述した実施の形態では、基地局がどの帯域で干渉測定用信号を送信するか
については言及しなかったが、干渉測定用信号は、通信システムの全帯域を用いて送信し
てもよく、図１１に示すように、一部の帯域のみを用いて送信してもよい。一部の帯域の
みを用いて送信する場合には、端末は、各基地局からの、共通の限定された帯域での干渉
状況を代表値として用いて、サブバンド選択を行えばよい。
【００８２】
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　（４－２）上述した実施の形態では、サブバンドインデックス（ＳＢＩ）で示されるサ
ブバンドを互いに隣接したものとしたが、図１２Ａ～図１２Ｄに示すように、サブバンド
インデックス（ＳＢＩ）で示されるサブバンドを互いに一部重複したものとしてもよい。
この場合、端末は、下り回線品質状況測定用のサウンディング信号（すなわちチャネル品
質測定用信号生成部１１２で生成され基地局から送信されるチャネル品質測定用信号）を
、通信を行う部分帯域よりも広い帯域幅で測定することで、ＳＩＮＲ（Signal-to-Interf
erence and Noise Ratio）が良好な帯域を選択できるので、セル間干渉が低減した部分帯
域を用いて、ＣＱＩに基づく適応変調を行うことができる。これにより、下り回線の個別
データの受信品質を改善でき、システムのスループットを改善することができる。特に、
干渉レベルが強い干渉局が複数存在する場合に、有効な対策となる。
【００８３】
　また、サブバンドインデックス（ＳＢＩ）で示されるサブバンドの重複のさせ方を、図
１３Ａ及び図１３Ｂに示すようにすれば、サブバンド数を増加させることができる。この
ようにすれば、複数の他セルからの干渉が支配的な場合に、同一のサブバンドが選択され
る確率を低減することができる。すなわち、図９において、一方のセルに属する端末で検
出されるセル識別信号がＫＤ１、ＫＵ１で、他方のセルに属する端末で検出されるセル識
別信号がＫＤ２、ＫＵ２であり、ｓｉｇｎ［（ＫＤ１－ＫＵ１）］＝ｓｉｇｎ［（ＫＤ２

－ＫＵ２）］、ＫＤ１≠ＫＵ２、ＫＤ２≠ＫＵ１のような場合でも、端末間で異なるサブ
バンドが選択される確率を増加させることができる。
【００８４】
　また、個別制御信号送信時と、個別データ信号の送信時とで、サブバンドの分割方法を
変えてもよい。この場合、ＣＱＩ測定を行わない制御信号は、サブバンドが重複しない分
割方法を用いるようにすれば、干渉が低減された制御信号を送信できる。
【００８５】
　さらに、サブバンドの別の分割方法として、図１４に示すように、各サブバンドインデ
ックス（ＳＢＩ）で示されるサブバンド幅が異なるようにしてもよい。この場合、Ｄ／Ｕ
が小さい領域ほど、サブバンド幅を小さくすると好適である。このようにすれば、複数の
他セルからの干渉が支配的な場合に、同一のサブバンドが選択される確率を低減すること
ができる。
【００８６】
　また、基地局が、端末からのサブバンド要求頻度に応じて、サブバンド幅を時間的に可
変すると好適である。例えば、セル内の端末から、特定のサブバンドに対するサブバンド
要求頻度が高い場合、当該サブバンドインデックス（ＳＢＩ）におけるサブバンド幅を増
加させる。これにより、セル内の端末がセルエッジ近傍の特定の領域に集中する場合など
、特定のサブバンドに対するサブバンド要求が集中することによる、周波数利用効率の低
下を回避できる。ここで、ＳＢＩ＞０の領域と、ＳＢＩ＜０の領域をまたがないようにサ
ブバンド幅を増加させると好適である。このように、サブバンド幅を可変する場合、基地
局から、端末に向けて、干渉状況のレベル判定閾値を可変する通知（シグナリング）を行
うとよい。例えば、上述したサブバンド選択のステップ１での判定閾値（Ｒｋ）を可変す
る通知（シグナリング）を行っても、サブバンド要求の負荷を分散させるのと同様の効果
を得ることができる。
【００８７】
　（４－３）周辺セルの基地局のセル識別子及び干渉状況によっては、干渉を回避できな
いサブバンドを選択することがある。これは、自セルの基地局からの受信レベルと同等レ
ベルの支配的な干渉局が２つ以上ある場合に生じる。その場合、以下のように、Adaptive
 FFR帯域とStatic FFR帯域を併せ持つ構成のサブバンドを割り当てることで、干渉を回避
できる。すなわち、図１５Ａに示すように、Ｄ／Ｕが所定値（Ｒ３）より小さい領域（セ
ル間干渉が非常に大きい領域）では、予めセル間干渉がないように周辺の基地局間で周波
数割当されたサブバンドを用いる。この場合、端末は、例えば図１５Ｂに示すように、サ
ブバンドインデックス（ＳＢＩ）＝±３を選択して、基地局に送信すればよい。一方、Ｄ
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／ＵがＲ３より大きく、Ｒ１より小さい領域（セル間干渉が無視できない領域）では、実
施の形態にて説明したAdaptive FFRに基づいたサブバンド割当を行う。
【００８８】
　（４－４）干渉測定用信号として、初期セルサーチで用いる同期チャネル（ＳＹＮＣ　
ＣＨ）を用いると好適である。このようにすると、端末は、セルサーチの段階で、サブバ
ンド選択ができる。次いで、端末は、ランダムアクセスにより通信要求する信号（ＲＡＣ
Ｈ：Random Access Channel）に、選択したサブバンド要求情報を付加して、基地局に送
信する。基地局は、当該端末からのサブバンド要求情報を含んだＲＡＣＨを受信すること
で、指定されたサブバンドを用いて個別制御チャネルを送信できる。また、個別データに
関しては、サブバンドインデックスを基にして、周波数リソース割り当てを行うことがで
きる。このようにすることで、セルサーチ以降のＲＡＣＨ送信後の下り回線（制御チャネ
ル、データチャネル）送信を、セル間干渉を低減した状態で行うことができる。
【００８９】
　（４－５）端末は、図７のステップ＜２＞のＳＢＩ要求情報の送信を、上り回線のチャ
ネル（例えばＲＡＣＨ）を用いて行うが、この場合、特定のサブバンドを用いて行うので
はなく、選択したＳＢＩに応じた、上り回線のサブバンド（サブバンドの相対的な位置関
係を保存して、下り回線と同様なＳＢＩを上り回線に割り当てた場合に、該当するサブバ
ンドを指す。以下、同様）を用いて送信してもよい。これにより、セル内で収容している
端末数が多い場合でも、基地局が、効率的に、ＳＢＩ要求情報を受信することができる。
また、下り回線のＳＢＩ要求と同じサブバンドを上り回線送信でも用いることより、上り
回線でもセル間干渉を低減した送信が可能となるので、上り回線を用いた信号の受信品質
の改善を図ることができる。また、これにより、上り回線でのサブバンドが周波数的に分
散されるので、基地局が端末を効率的に収容できる。
【００９０】
　また、端末が、図７のステップ＜５＞のチャネル品質情報の送信を、選択したＳＢＩに
応じた、上り回線のサブバンドを用いて送信してもよい。これにより、チャネル品質情報
の受信品質を改善できる。また、基地局は、セル内で収容している端末数が多い場合でも
、上り回線でのサブバンドが周波数的に分散されるので、チャネル品質情報を効率的に受
信することができるようになる。
【００９１】
　なお、（４－５）の別な手法として、選択したＳＢＩに応じた上り回線のサブバンドを
用いてＲＡＣＨを送信する方法がある。これにより、端末は、図７のステップ＜２＞のＳ
ＢＩ要求情報の送信を、不要にすることができる。これは、ＲＡＣＨが送信されたサブバ
ンドからＳＢＩ要求情報を検出することができるためである。また、ＲＡＣＨ送信後も同
じサブバンドを用いて上り回線のユーザ個別のデータ送信を行ってもよい。このようにす
ることで、ＳＢＩ要求情報の送信が不要になるので、セル間干渉の低減効果と、オーバー
ヘッドの低減効果を得ることができる。また、この結果、上り回線でもセル間干渉を低減
したＲＡＣＨ及びデータの送信が可能となるので、上り回線を用いた信号の受信品質の改
善を図ることができる。
【００９２】
　（４－６）端末の移動や、周辺事物の動きにより、他セル干渉状況は変化する。そのた
め、基地局は、干渉測定用信号を定期的に送信し、端末は、それを基に干渉状況を検出し
、ＳＢＩ変更要求を行うようにする。これにより、干渉状況の時間変動にも対応すること
ができる。端末からのＳＢＩ要求は、定期的に更新して基地局に送信してもよいし、ある
いは、変更があった場合にのみ更新して基地局に送信してもよい。変更があった場合にの
み更新して基地局に送信すれば、セル内で収容している端末数が増大しても、ＳＢＩ変更
要求によるオーバーヘッドを低減することができる。
【００９３】
　（４－７）基地局から干渉測定用信号を送信する際に、自セルと、他セルとの干渉状況
を分離して検出できるように、干渉測定用信号をＴＤＤ，ＦＤＤ、あるいはＣＤＭを用い



(17) JP 5235883 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

て送信する。また、干渉測定用信号を複数用いてもよい。例えば、運用通信帯域のセンタ
ー周波数付近で用いられる同期チャネル（ＳＣＨ）と、全ての運用通信帯域を用いて送信
されるリファレンス信号（パイロット信号）とを干渉測定用信号として用いてもよい。こ
の場合、端末は、先ず、同期チャネルを用いて瞬時的な干渉を測定（短区間平均）し、こ
の測定結果を基に基地局にＳＢＩ要求情報を送信する。次いで、端末は、リファレンス信
号を用いて、サブバンド毎に干渉状況を、長時間に亘り平均化（長区間平均）して帯域毎
に測定し、干渉が最も少ないサブバンドを選択して基地局にＳＢＩ要求情報を送信する。
このように、端末は、異なる種類の干渉測定用信号に基づいて干渉量を測定し、それぞれ
の測定結果に基づいてサブバンドを選択し、各選択結果に応じたＳＢＩ要求情報を送信し
てもよい。この場合、基地局側では、複数のＳＢＩ要求情報を加味して、リソース割当を
行えばよい。
【００９４】
　（４－８）基地局は、端末からのＳＢＩ要求情報を受信した後に、ＳＢＩに基づくリソ
ース割当を反映するタイミングをセル間で同期させる。これにより、端末において、他セ
ルと自セルとの受信レベルが時間的にずれていても、干渉状況の検出が可能となる。また
、ＳＢＩに基づくリソース割当を反映する周期間に、端末がセル間干渉測定を複数回行う
場合は、それら複数回の測定結果を平均してサブバンド選択を行ってもよい。これにより
、端末が一段と良好なサブバンドを選択できるようになる。
【００９５】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、端末におけるサブバンドインデックス（ＳＢＩ）選択の別の方法を
説明する。実施の形態１では、サブバンド選択のステップ１で、干渉状況（Ｄ／Ｕ）に応
じてサブバンドの相対的な位置を決定したが、本実施の形態では、ステップ１で実施の形
態１とは別の選択を行う。
【００９６】
　本実施の形態では、端末２００のサブバンド選択部におけるサブバンドの選択を、大き
く分けて、次の２つのステップを実行することで行う。
【００９７】
　・ステップ１：相対的なサブバンド位置の決定
　干渉状況検出部の出力から算出したセル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）及びセル識別部から出力
されるセル識別子の情報に基づいて、相対的なサブバンド位置の決定を決定する。
【００９８】
　具体的には、先ず、干渉状況検出部の出力から算出したセル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）に基
づいて、サブバンド（ＳＢ）周波数の絶対値｜ｆＳＢ｜（＝｜ＳＢＩ｜）を決定する。次
に、図１６に示すように、以下の１），２）の選択を行う。
【００９９】
　１）Ｄ／Ｕ≧所定値Ｒ１の場合、セル間干渉が無視できる状況と判断して、ＳＢＩ＝０
を選択する。
【０１００】
　２）Ｄ／Ｕ＜所定値Ｒ１の場合、セル間干渉が無視できない状況と判断して、｜ＳＢＩ
｜≧１を選択する。
【０１０１】
　次に、｜ＳＢＩ｜≧１を選択した場合には、セル識別部から出力されるセル識別子の情
報に基づいて、セルＩＤの差分の絶対値を求め、次式に示すモジュロ演算を行うことで、
｜ＳＢＩ｜を決定する。
【数３】

ここで、式（３）において、ＮｓはＮｓ＝ｍａｘ｜ＳＢＩ｜を意味し、ｍｏｄ［ｙ，ｘ］
はｙ／ｘの剰余を意味する。
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【０１０２】
　このように、周辺の基地局の識別子に基づき、サブバンド選択を行う。
【０１０３】
　なお、式（３）に換えて、次式により｜ＳＢＩ｜を決定してもよい。
【数４】

ここで、式（４）において、ｒａｎｄｏｍ［ｘ，ｙ］はｘ以上ｙ以下の整数値をランダム
に発生させる関数を意味する。
【０１０４】
　・ステップ２：絶対的なＳＢ位置の決定（ＳＢＩの符号の決定）
　実施の形態１と同様の処理を実行することによって、サブバンドの符号を選択する。
【０１０５】
　本実施の形態によれば、実施の形態１と同様に、他セルとの干渉を抑制し得るサブバン
ドを、端末によって自律的に選択できるようになる。
【０１０６】
　なお、本実施の形態によるサブバンドの選択方法は、以下の実施の形態においても適用
が可能である。
【０１０７】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、低能力（Capability）の端末が含まれる移動通信システムに適用し
て好適なサブバンドの制御の方法について説明する。
【０１０８】
　次世代移動通信システムは、運用する周波数帯域幅を増大させることで、１００Ｍｂｐ
ｓを超える高速データ通信を可能とするものである。このような場合、端末へのコスト要
求、消費電力要求及び後方互換性要求を考慮すると、すべての端末にフルスペックの機能
を持たせるのではなく、端末の使用用途に応じて、受信能力（対応可能な変調方式、符号
化方式、受信可能な最大帯域幅、送信可能な最大帯域幅）の異なるクラスの端末が存在す
ることが想定される。よって、次世代移動通信システムは、それらの異なるクラスの端末
を効率的に、収容できなければならない。
【０１０９】
　本実施の形態では、受信可能な最大帯域幅あるいは送信可能な最大帯域幅が運用通信帯
域をカバーできない、能力が低い（低Capability）端末を含む場合でも、システムのオー
バーヘッド（処理遅延）が少ないAdaptive FFRを実現することができる方法を提示する。
なお以下では、実施の形態１と異なる部分のみを記載する。
【０１１０】
［干渉測定用信号の送信帯域］
　端末の受信可能な最大帯域幅のクラスの内、最小となる帯域幅を、干渉測定用信号の送
信帯域幅として設定する。つまり、基地局１００は、システムに含まれる端末のうち、最
も低Capabilityの端末が受信可能な帯域幅に合わせた帯域幅の干渉測定用信号を送信する
。図１７に、基地局から送信される干渉測定用信号の様子を示す。
【０１１１】
［Capability情報の送信］
　端末は、図７のステップ＜２＞のＳＢＩ要求情報送信時に、以下のCapability情報を基
地局に通知する。
　・端末の受信可能な最大帯域幅情報（受信能力情報）を基地局に通知する。
　・端末の送信可能な最大帯域幅情報（送信能力情報）を基地局に通知する。
【０１１２】
［サブバンドの帯域幅の設定］
　・端末の受信可能な最大帯域幅のクラスの内、最小となる帯域幅を、サブバンドの最小
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単位（ＭＩＮ＿ＳＢ）とする。サブバンドの帯域幅はサブバンドの最小単位ＭＩＮ＿ＳＢ
か、あるいは、ＭＩＮ＿ＳＢの整数倍として設定する。
【０１１３】
　・サブバンドの帯域幅がＭＩＮ＿ＳＢの整数倍の場合は、図１８に示すように、サブバ
ンドをさらに細かく分割した帯域に関するＩＮＤＥＸ（ＳＢＩ＿ｓｕｂ）を付加する。
【０１１４】
　・図７のステップ＜３＞において、リソース割当情報として、個別制御信号に、サブバ
ンドインデックス（ＳＢＩ）情報だけでなく、サブバンドのサブインデックス（ＳＢＩ＿
ｓｕｂ）情報も含めて通知する。チャネル品質測定用信号の割当情報を送信する際も同様
に通知する。サブバンドの帯域幅がＭＩＮ＿ＳＢの整数倍の場合は、予め既定のＳＢＩ＿
ｓｕｂを用いて、個別制御信号及びチャネル品質測定用信号の割当情報を送信する。これ
により、低Capabilityの端末であっても、個別制御信号及びチャネル品質測定用信号の割
当情報を受信することができる。端末は、この情報を基に、個別データを受信する。これ
により、低Capabilityの端末であっても個別データを受信可能となる。
【０１１５】
　・なお、チャネル品質測定用信号の情報は、その端末の送信能力を超えない複数のサブ
インデックスを用いて送信してもよい。基地局での周波数リソース割当は、端末によって
要求されたサブバンド内の一部、もしくは、全てを割り当てることで行う。また、周波数
リソース割当は、サブバンド内のサブキャリア単位、サブキャリアグループ単位で予め決
定された番号を割り振ったものを用いて行うとよい。
【０１１６】
　以上説明したサブバンド帯域幅の設定方法によれば、低Capabilityの端末に合わせるよ
うにして、サブバンドインデックス（ＳＢＩ）情報に、サブバンドをさらに細かく分割し
た帯域に関するインデックス（ＳＢＩ＿ｓｕｂ）情報を付加したことにより、低Capabili
tyの端末が含まれる移動通信システムにおいても、実施の形態１で説明したような、端末
による自律的なサブバンド選択処理を行うことができるようになる。また、ＳＢＩ情報に
、ＳＢＩ＿ｓｕｂ情報を付加したので、少ないビット数で、サブバンドをさらに細かく分
割した帯域を示すことができる。
【０１１７】
　なお、端末は、図７のステップ＜２＞のＳＢＩ要求情報の送信を、上り回線のチャネル
（例えばＲＡＣＨ）を用いて行うが、この場合、特定のサブバンドを用いて行うのではな
く、選択したＳＢＩに応じた、上り回線のサブバンドを用いて送信してもよい。この場合
、下り回線のＳＢＩと上り回線のＳＢＩの相対的位置関係を同様にする。但し、上り回線
では、図１９に示すように、ＳＢＩ＝０の場合は、中心のサブバンドのみを割り当てると
よい。
【０１１８】
　ここで、上り回線でのサブバンドの帯域幅の設定について簡単に説明する。端末の送信
可能な最大帯域幅のクラスの内、最小となる帯域幅を、上り回線におけるサブバンドの最
小単位（ＭＩＮ＿ＳＢ＿ＵＰ）とする。これにより、セル内で収容している端末数が多い
場合でも、基地局が、効率的に、ＳＢＩ要求情報を受信することができる。また、下り回
線のＳＢＩ要求と同じサブバンドを上り回線でも用いることより、上り回線でもセル間干
渉を低減した送信が可能となるので、上り回線を用いた信号の受信品質の改善を図ること
ができる。また、これにより、上り回線でのサブバンドが周波数的に分散されるので、基
地局が端末を効率的に収容できる。また、送信能力の低いCapabilityの端末であっても、
効率的に収容できる。
【０１１９】
　（実施の形態４）
　本実施の形態では、再送時にサブバンドを変更することを提示すると共に、再送時のサ
ブバンドの割当方法を提示する。
【０１２０】
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　図２０に、本実施の形態の通信手順を示す。ステップ＜１＞からステップ＜６＞までの
処理は、実施の形態１で説明した図７と同様なので、ここでの説明は省略する。
【０１２１】
　ステップ＜７＞において、端末は、基地局からのを正しく受信できた場合には、正常受
信応答（ＡＣＫ）を、正しく受信できなかった場合には、非正常応答（ＮＡＣＫ）を基地
局に送信する。
【０１２２】
　基地局は、端末から非正常応答（ＮＡＣＫ）を受信すると、データの再送を行う。この
場合、本実施の形態では、以下の２つの再送方法を提案する。
【０１２３】
［再送方法１］
　ＮＡＣＫ信号を送信後、端末は、再度サブバンドを選択し、基地局にＳＢＩ要求情報を
送信する。つまり、ステップ＜７＞でＮＡＣＫ信号を送信した後に、ステップ＜２＞に戻
ってステップ＜２＞以降の手順を再度実行する。ここで、ＳＢＩの選択方法としては、上
述したように以下の２つが挙げられる。
１）端末で再度ＳＢＩを選択し、選択したＳＢＩを基地局に通知する
２）端末が、サブバンド毎の干渉状況を測定した結果を用いて再度ＳＢＩを選択し、選択
したＳＢＩを基地局に送信する。
【０１２４】
［再送方法２］
　基地局は、端末からＮＡＣＫを受信すると、端末で選択されたサブバンドと異なるサブ
バンドを用いて個別ユーザ信号を送信する。すなわち、基地局は、ステップ＜８＞におい
て、端末で選択されたサブバンドと異なるリソース割当情報を端末に通知し、ステップ＜
９＞において、このリソース割当情報で示されるサブバンドに個別データを割り当てて送
信する。なお、ステップ＜８＞におけるリソース割当情報は、それまで選択されていたサ
ブバンドを用いて個別制御信号として端末に通知される。
【０１２５】
　ここで、端末で選択されたサブバンドと異なる、基地局によるサブバンドの再割当方法
としては、例えば以下の１），２）の方法がある。
【０１２６】
　１）予め既定の変更方法を用いる
　２）基地局において、端末のＳＢＩ要求の負荷の少ないサブバンドを割り当てる
　端末からＡＣＫが送信されるまで、上述した［再送方法１］又は［再送方法２］の手順
を繰り返す。
【０１２７】
　（実施の形態５）
　本実施の形態では、本発明の周波数リソース割当方法を、上り回線のサウンディング信
号に適用する場合について説明する。本実施の形態では、干渉を低減したサウンディング
を端末主導で行う。具体的には、サウンディング信号の送信帯域をサブバンド要求に基づ
いて変化させる。
【０１２８】
　実施の形態１では、ダウンリンクの通信について説明したが、実施の形態１と同様の考
え方は、アップリンクの通信にも適用できる。ＴＤＤシステム、ＦＤＤシステムであって
も適用が可能である。
【０１２９】
［上り回線のサブバンドの設定］
　下り回線のＳＢＩと上り回線のＳＢＩの相対的位置関係を同様にする。但し、サブバン
ドの幅は同一でなくてもよい。また、ＳＢＩ＝０の場合は、中心のサブバンドのみを割り
当てる。
【０１３０】
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［上り回線の通信手順］
　図２１に、上りリンクの通信手順を示す。以下、実施の形態１と異なる部分のみを記載
する。
　ステップ＜１＞：実施の形態１と同様である。
　ステップ＜２＞：下り回線のセル間干渉状況は、上り回線でも同様とみなして、端末が
基地局にＳＢＩ要求情報を送信する。動作は実施の形態１と同様である。
　ステップ＜３＞：基地局が、ＳＢＩ要求情報を基に、上り回線のチャネル品質測定用信
号の送信帯域を割り当てるリソース割当情報を端末に通知する。
　ステップ＜４＞：端末が、リソース割当情報を基に、チャネル品質測定用信号を送信す
る。
　ステップ＜５＞：基地局が、チャネル品質測定結果を基に、ユーザ個別データの送信帯
域を決定し、これをリソース割当情報として端末に通知する。
　ステップ＜６＞：端末が、指定されたリソース割当情報を基に、ユーザ個別データを送
信する。
【０１３１】
　以上のように、下り回線のセル間干渉状況は、上り回線でも同様とみなして、端末で選
択したサブバンドインデックス（ＳＢＩ）を基に、上り回線のチャネル品質測定用信号の
送信帯域を決めたことにより、基地局では、セル間干渉が小さいチャネル品質測定用信号
に基づいて高精度のチャネル品質を測定できる。そして、基地局は、この高精度の測定結
果に基づいて上り回線のデータ送信帯域を決めるので、的確な上り回線データ送信帯域を
決めることができる。
【０１３２】
　図２との対応部分に同一符号を付して示す図２２に、本実施の形態による上記手順を実
現するための基地局の構成を示す。図２２の基地局３００は、図２の基地局１００と比較
して、チャネル品質情報抽出部１０８に換えてチャネル品質測定部３０１が設けられてい
ることと、チャネル品質測定用信号生成部１１２が省略されていることを除いて、図２の
基地局１００と同様の構成を有する。
【０１３３】
　図３との対応部分に同一符号を付して示す図２３に、本実施の形態による上記手順を実
現するための端末の構成を示す。図２３の端末４００は、図３の端末２００と比較して、
ＣＱＩ生成部２１３及び変調部２１５に換えてチャネル品質測定用信号生成部４０１が設
けられていることと、チャネル品質測定部２０７が省略されていることと、リソース割当
情報抽出部２０６の出力がサブキャリアマッピング部４０２にも入力されていることを除
いて、図３の端末２００と同様の構成を有する。なお、サブキャリアマッピング部４０２
は、リソース割当情報に応じたサブキャリア（サブバンド）にチャネル品質測定用信号生
成部４０１で生成された信号を割り当てる。
【０１３４】
　（実施の形態６）
　本実施の形態では、実施の形態１で説明した、端末からのサブバンド要求を用いてFFR
を行うリソース割当を行う時間領域（以下、AFFR（Adaptive Fractional Frequency Reus
e）送信領域と呼ぶ）を、複数基地局間で同期して設定することで、セル／セクタ間の干
渉を更に効果的に低減させる装置及び方法を提示する。
【０１３５】
　ここで、AFFR送信領域とは、実施の形態１で説明した端末からの自律的なサブバンド要
求に従ってリソース割当を行う時間領域のことを意味する。さらに言うと、AFFR送信領域
とは、サブバンドインデックス（ＳＢＩ）≠０に相当するリソース割当を行う時間領域の
ことを言う。
【０１３６】
　図２との対応部分に同一符号を付して示す図２４に、本実施の形態における基地局の構
成を示す。基地局５００は、実施の形態１の基地局１００（図２）の構成に加えて、AFFR
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送信タイミング制御部５０１を有する。AFFR送信タイミング制御部５０１は、Adaptive F
FR送信を行う時間領域（AFFR送信領域）を制御する。なお、端末の構成は、実施の形態１
の構成と同様である。
【０１３７】
　以下、実施の形態１の動作と異なる部分について主に説明する。なお、本実施の形態で
は、異なるセルの基地局間において、所定の精度での時間同期が確立していることを前提
とする。また、基地局間は基地局間通信インターフェース５０２を用いて通信が可能とな
っている。
【０１３８】
　図２５に示すように、AFFR送信タイミング制御部５０１は、基地局５００から送信する
フレーム内の特定の時間タイミングにおいてAdaptive FFRを行うAFFR送信領域と、Adapti
ve FFRを行わない非AFFR送信領域のタイミングを制御する。具体的に説明する。AFFR送信
タイミング制御部５０１は、基地局間通信インターフェース５０２を用いて複数基地局間
でAFFR送信領域の送信フレーム内の開始タイミング（ｔｓ_AFFR）と時間長（Δｔ_AFFR）
とを基地局間で調停することにより、基地局間でパラメータ調停を行い、複数基地局がAF
FR送信領域のタイミングを所定の精度の内（ガードインターバル長以内）で同期するよう
に設定する。なお、AFFR送信領域の時間長（Δｔ_AFFR）はOFDMシンボル長などで規定す
ることができる。
【０１３９】
　リソース割当部１０９は、AFFR送信タイミング制御部５０１の出力を基に、端末へのリ
ソース割当を行う。すなわち、AFFR送信領域においては、サブバンドインデックス（ＳＢ
Ｉ）≠０としてサブバンド要求した端末に対しリソース割当を行う。一方、非AFFR送信領
域においては、サブバンドインデックス（ＳＢＩ）＝０としてサブバンド要求した端末に
対しリソース割当を行う。サブバンドインデックス（ＳＢＩ）＝０は、基地局周辺に位置
する端末であり、セル間干渉の影響なく全サブキャリアのどの部分を用いてもリソース割
当が可能であることを示すものである。
【０１４０】
　なお、本実施の形態においては、非AFFR送信領域においてＳＢＩ＝０を要求した端末に
対しては、セル間干渉を低減する目的での送信電力の低減は不要となる。これは、基地局
間で非AFFR送信領域のタイミングを一致させているため、ＳＢＩ＝０を要求した基地局周
辺の端末と、ＳＢＩ≠０を要求したセルエッジ周辺の端末とへのリソース割当がセルある
いはセクタ間で同一時間に混在しないためである。
【０１４１】
　ここで、本実施の形態と異なり、互いに支配的な干渉を避けるサブバンド（ＳＢ）を選
択要求したセル周辺の端末装置の組み合わせに対し、時間的なリソース割当を基地局間で
一致させない場合（例えば、ＳＢＩ＝０を要求した基地局周辺の端末と、ＳＢＩ≠０を要
求したセルエッジ周辺の端末とへのリソース割当が隣接するセルあるいはセクタ間で同一
時間に混在するような場合）、干渉低減効果が得られない可能性が生じる。サブバンド要
求に従って、セル毎にリソースを割当てる使用サブバンドを固定的に限定（Static FFR 
アプローチ）することで、セル間干渉は低減できるが、逆に周波数利用効率が低減してし
まう課題が生じる。
【０１４２】
　そこで、本実施の形態では、実施の形態１で説明した、端末により選択されたサブバン
ドインデックス（ＳＢＩ）を用いてリソース割当を行う時間領域（AFFR送信領域）を、複
数基地局間で同期して設けるようにした。これにより、AFFR送信領域が時間軸において一
致するので、互いに干渉となるサブバンドへのリソース割当を回避でき、セル端周辺の端
末では、セル／セクタ間での干渉が更に効果的に低減する。また、非AFFR送信領域では、
他セル干渉なしに、基地局周辺の端末へのリソース割当を周波数リユース１で行うことが
できるので、周波数利用効率を高めることができる。
【０１４３】
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　なお、本実施の形態では、リソース割当部１０９が、サブバンドインデックス（ＳＢＩ
）≠０を送信した端末に対してAFFR送信領域へのリソース割当を行う場合について説明し
たが、以下のような送信電力制御を加えた別な割当て方法がある。すなわち、リソース割
当部１０９は、１）に加えさらに２）の処理を行うことで、端末にリソースを割り当てる
。
【０１４４】
　１）サブバンドインデックス（ＳＢＩ）≠０を送信した端末に対してリソース割当を行
う。
【０１４５】
　２）ＳＢＩ＝０を送信した端末に対してリソースを割り当てる場合は、送信電力を低減
することで、他セルあるいは他セクタへの干渉を低減させる。これは、リソース割当部１
０９が、送信電力制御部１１０に、サブバンド毎に送信電力を制御するための信号を出力
することで実現できる。
【０１４６】
　図２６Ａにセル＃１及びセル＃２におけるリソース割当例を示し、図２６ＢにAFFR送信
領域における送信電力制御例を示す。図２６において、AFFR送信領域は、１）に基づくリ
ソース領域（図中空白で示したリソース領域）と、２）に基づくリソース領域とに分割さ
れている。２）に基づくリソース領域は、セル＃１におけるリソース領域Ａ及びセル＃２
におけるリソース領域Ｂである。そして、図２６Ｂに示すように、AFFR送信領域における
リソース領域Ａ及びリソース領域Ｂでは、送信電力が低減される。
【０１４７】
　以上のように、AFFR送信領域を、ＳＢＩ≠０を送信した端末用のリソース領域（図中空
白で示したリソース領域）とＳＢＩ＝０を送信した端末用のリソース領域Ａ、Ｂとに分割
し、ＳＢＩ＝０を送信した端末用のリソース領域Ａ、Ｂでは送信電力を低減させることに
より、周波数利用効率をさらに高めることができる。これは、ＳＢＩ＝０を送信した端末
は基地局周辺の端末であるため送信電力を低減しても一定伝送レートを確保でき、かつ送
信電力を低減させることにより他セルへの予干渉を低減できるからである。
【０１４８】
　なお、基地局がAFFR送信領域において指向性送信（closed/open loop)を併用すれば、
セル間あるいはセクタ間の干渉をさらに低減できる。指向性送信としては、open loopの
手法あるいはclosed loop手法を適用することができる。これらの手法について簡単に説
明する。
【０１４９】
　open loop手法：基地局にて周辺基地局のセル識別情報を検出しておき、サブバンド要
求と、送信に用いる送信ウエイトベクトル（あるいはPrecoding Vector）とをリンクさせ
ておく。これにより、端末からの送信ウエイトベクトルの情報が不要となるので、システ
ムにおけるオーバーヘッドの増加を抑制しつつ指向性送信を実現することができる。
【０１５０】
　closed loop手法:予め既知の複数の送信ウエイトベクトル情報を基に、所望の送信ウエ
イトベクトル情報（すなわちPrecoding vector index）を端末から基地局にフードバック
させる。これにより、送信ウエイトベクトル情報のフィードバックが必要なので、システ
ムにおけるオーバーヘッドが若干増加するが、指向性送信によりセル間干渉低減効果をよ
り高めることができる。
【０１５１】
　（実施の形態７）
　本実施の形態では、実施の形態１で説明したAFFR送信領域を、複数基地局間で同期して
設定し、かつAFFR送信領域の時間領域長を適応的に可変することで、セル／セクタ間の干
渉を更に効果的に低減させる装置及び方法を提示する。
【０１５２】
　図２との対応部分に同一符号を付して示す図２７に、本実施の形態における基地局の構
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成を示す。基地局６００は、実施の形態１の基地局１００（図２）の構成に加えて、AFFR
送信タイミング制御部６０１を有する。AFFR送信タイミング制御部６０１は、Adaptive F
FR送信を行う時間領域（AFFR送信領域）を制御する。ここで、AFFR送信タイミング制御部
６０１による、AFFR送信領域と非AFFR送信領域の制御の仕方は、基本的には、図２５を用
いて実施の形態６で説明したのと同様である。なお、端末の構成は、実施の形態１の構成
と同様である。
【０１５３】
　以下、実施の形態１の動作と異なる部分について主に説明する。なお、本実施の形態で
は、異なるセルの基地局間において、所定の精度での時間同期が確立していることを前提
とする。また、基地局間は基地局間通信インターフェース５０２を用いて通信が可能とな
っている。
【０１５４】
　AFFR送信タイミング制御部６０１は、基地局６００から送信するフレーム内の特定の時
間タイミングにおいてAdaptive FFRを行うAFFR送信領域と、Adaptive FFRを行わない非AF
FR送信領域のタイミングを、サブバンド要求情報抽出部１０７の出力を基に、適応的に制
御する。
【０１５５】
　図２８は、AFFR送信タイミング制御部６０１の制御動作を示すフローチャートである。
以下、図２８を用いてその制御動作を説明する。
【０１５６】
　AFFR送信タイミング制御部６０１は、サブバンド要求情報抽出部１０７の出力を基に、
端末からのサブバンド要求情報を所定の時間区間に亘って平均（長区間平均）することで
、次の式（５）に示す統計量ＡＶＥ＿ＳＢを算出する（ステップＳ１０１）。
　　ＡＶＥ＿ＳＢ＝（ＳＢＩ＝０の要求回数）／（ＳＢＩ≠０の要求回数）……（５）
【０１５７】
　所定の時間区間経過後、AFFR送信タイミング制御部６０１は、算出した統計量ＡＶＥ＿
ＳＢを所定値Ｌ１、Ｌ２と比較する（ステップＳ１０２、ステップＳ１０４）。ここでＬ
１＜Ｌ２である。
【０１５８】
　１）ＡＶＥ＿ＳＢ＜Ｌ１を満たす場合、ＳＢＩ≠０の要求回数に対し、ＳＢＩ＝０の要
求回数が十分に小さいとみなし、AFFR送信タイミング制御部６０１は、AFFR送信領域を拡
大する制御を行う（ステップＳ１０３）。これは、当該セルが全体的に周辺の他セルから
の干渉にさらされている状況であり、AFFR送信タイミング制御部６０１は、AFFR送信領域
を拡大することで、他セルからの干渉を低減できる。
【０１５９】
　２）ＡＶＥ＿ＳＢ＞Ｌ２を満たす場合、ＳＢＩ≠０の要求回数に対し、ＳＢＩ＝０の要
求回数が十分に大きいとみなし、AFFR送信タイミング制御部６０１は、AFFR送信領域を短
縮する制御を行う（ステップＳ１０５）。これは、当該セルが全体的に周辺の他セルから
の干渉をあまり受けていない状況であり、AFFR送信タイミング制御部６０１は、AFFR送信
領域を縮小することで、周波数利用効率を改善させる。
【０１６０】
　３）Ｌ１≦ＡＶＥ＿ＳＢ≦Ｌ２の場合、ＳＢＩ≠０の要求回数に対し、ＳＢＩ＝０の要
求回数は妥当な範囲であるとみなし、AFFR送信タイミング制御部６０１は、AFFR送信領域
を現状に維持する制御を行う（ステップＳ１０６）。
【０１６１】
　ここで、AFFR送信領域の可変制御は、基地局間インターフェース５０２を用いて、基地
局間で調停しながら行う。基地局間の調停においてAFFR送信領域の拡大の要求を優先させ
ることで、セル間干渉抑圧効果を高めることができる。また、AFFR送信領域の可変制御を
、長区間平均に基づいて行うので、基地局間インターフェース５０２を用いことによる制
御遅延は許容される。
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【０１６２】
　また、AFFR送信領域の可変制御は、AFFR送信領域の開始タイミングを共通とし、AFFR送
信領域の時間長をオフセット値を用いて通知することで実現できる。これにより、基地局
間インターフェース５０２でのシグナリングのオーバーヘッドを削減できる。
【０１６３】
　なお、AFFR送信タイミング制御部６０１での別の制御として、ＳＢＩ≠０を送信した端
末の割合が非常に大きい場合は、基地局の運用キャリア周波数を他のキャリア周波数チャ
ネルに移行する制御を加えてもよい。これにより、ほぼ全体的に周辺の他セルからの干渉
にさらされている状況である場合に、運用キャリアが他のキャリア周波数チャネルに移行
されるので、他セルからの干渉を大幅に低減できる。
【０１６４】
　図２９に、このような制御を行う場合の、AFFR送信タイミング制御部６０１の制御手順
を示す。図２９は、図２８に、ステップＳ２００、Ｓ２０１を加えたものである。
【０１６５】
　所定の時間区間経過後、AFFR送信タイミング制御部６０１は、算出した統計量ＡＶＥ＿
ＳＢを所定値Ｌ０と比較する（ステップＳ２００）。ここでＬ０＜Ｌ１である。
【０１６６】
　４）ＡＶＥ＿ＳＢ＜Ｌ０を満たす場合、ＳＢＩ≠０の要求回数に対し、ＳＢＩ＝０の要
求回数が非常に小さいとみなし、AFFR送信タイミング制御部６０１は、基地局の運用キャ
リア周波数を変更する制御を行う（ステップＳ２０１）。
【０１６７】
　５）Ｌ０≦ＡＶＥ＿ＳＢを満たす場合、AFFR送信タイミング制御部６０１は、図２８で
説明した動作と同様にステップＳ１０２以降の制御を行う。
【０１６８】
　以上のように、本実施の形態では、AFFR送信領域を、複数基地局間で同期させて設定し
、かつAFFR送信領域の時間領域長を適応的に可変したことにより、セル／セクタ間の干渉
を更に効果的に低減できる。例えば、ある基地局のエリアに、より小さいエリアの基地局
のエリアが重畳されるようなオーバーレイ構成のセル構成状況では、小さいエリアの基地
局に属する端末装置は、サブバンド要求（ＳＢＩ≠０）する端末の割合が多くなり、固定
のAFFR送信領域ではカバーできないケースがある。その場合、AFFR送信領域に割当てる端
末と非AFFR領域に割当てる端末との間に不均衡が生じ、周波数利用効率が低下することが
ある。このような状況に、本実施の形態を適用すれば、大幅な周波数利用効率の改善を果
たすことができるため特に有効である。
【０１６９】
　（実施の形態８）
　本実施の形態では、実施の形態１で説明した、端末からサブバンド要求を行うシステム
において、他セル間の干渉状況検出するタイミングを、基地局から端末に明示的に通知（
シグナリング）する構成を示す。
【０１７０】
　図３０に本実施の形態の基地局の構成を示し、図３１に本実施の形態の端末の構成を示
す。また図３２に、本実施の形態における基地局がダウンリンクで端末に個別データを送
信するまでの流れを示す。
【０１７１】
　図３０の基地局７００は、実施の形態１において説明した図２の基地局１００の構成に
加えて、干渉状況検出タイミングを通知する干渉状況検出タイミング通知信号生成部７０
１を有する。また、図３１の端末８００は、実施の形態１において説明した図３の端末２
００の構成に加えて、干渉状況検出タイミング情報抽出部８０１を有する。また図３２の
流れ図では、実施の形態１において説明した図７の流れ図と比較して、ステップ＜１＞に
おいて基地局から端末に干渉状況検出タイミング通知信号を追加して送信する。
【０１７２】



(26) JP 5235883 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

　以下、本実施の形態の動作について、実施の形態１の動作と異なる部分について主に説
明する。
【０１７３】
　基地局７００の干渉状況検出タイミング通知信号生成部７０１は、端末８００が他セル
間の干渉状況検出するタイミングを通知するための通知信号を生成し、これをサブキャリ
アマッピング部１１７に出力する。干渉状況を検出するタイミングは、実施の形態６や実
施の形態７のように、AFFR送信領域や非AFFR送信領域を設ける場合は、非AFFR送信領域に
含まれる、パイロット信号（リファレンス信号とも呼ばれる）や、同期確立用の同期チャ
ネル（ＳＣＨ）、報知チャネル（ＢＣＨ）の信号のタイミングに合わせるとよい。また、
この際のタイミングの通知方法として、次の２つの方法がある。
【０１７４】
　方法１）自セル（Ｄ）の受信状況検出タイミング、及び自セル以外（Ｕ）のセルの受信
状況検出タイミングを共通なものとして通知する。
【０１７５】
　方法２）自セル（Ｄ）の受信状況検出タイミング、及び自セル以外（Ｕ）のセルの受信
状況検出タイミングを個別に通知する。
【０１７６】
　サブキャリアマッピング部１１７は、干渉状況検出タイミング通知信号生成部７０１の
出力信号及び、各端末宛の信号を、リソース割当部１０９からのリソース割当情報に応じ
たサブバンドに対応するサブキャリアに割り当てる。
【０１７７】
　端末８００の干渉状況検出タイミング情報抽出部８０１は、干渉状況検出タイミング通
知信号を抽出し、これを干渉状況検出部２０９に出力する。干渉状況検出部２０９は、干
渉状況検出タイミング通知信号に含まれる検出タイミング情報に基づき、各基地局から送
信された干渉測定用信号Ｓ（ｋ）から、自セル（Ｄ）に対する、自セル以外（Ｕ）のセル
からのセル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）を測定する。
【０１７８】
　次に、図３２を用いて、基地局７００がダウンリンクで端末８００に個別データを送信
するまでの動作を説明する。図３２における端末装置＃１は図３１の端末８００と同様の
構成でなり、図３２における自局ＢＳ、干渉局ＢＳ＃１、干渉局ＢＳ＃２は図３０の基地
局７００と同様の構成でなる。
【０１７９】
　先ず、ステップ＜１＞において、自局ＢＳ（すなわち端末装置＃１が属する基地局）、
干渉局ＢＳ＃１（端末装置＃１が属しない基地局）、干渉局ＢＳ＃２（端末装置＃１が属
しない基地局）が、干渉状況検出タイミング通知信号、干渉測定用信号及びセル識別信号
を送信する。
【０１８０】
　次に、ステップ＜２＞において、端末装置＃１は、これらの各基地局からの干渉状況検
出タイミング通知信号、干渉測定用信号及びセル識別信号に基づいて、自局宛の個別デー
タを割り当てて欲しいサブバンドを選択し、選択したサブバンドを示すサブバンドインデ
ックス（ＳＢＩ）要求情報を、自局ＢＳに送信する。
【０１８１】
　以降の動作は、実施の形態１で説明した図７と同様である。
【０１８２】
　以上のように、本実施の形態によれば、端末からサブバンド要求を行うシステムにおい
て、他セル間の干渉状況検出するタイミングを、基地局から端末に明示的に通知すること
により、実施の形態６や実施の形態７のようにAFFR送信領域や、非AFFR送信領域を設ける
ことなどにより、送信フレームの時間タイミングにより干渉状況が異なる場合でも、干渉
状況をより正確に検出できる。この結果、端末からのサブバンド要求をより正確に行うこ
とができ、システムにおけるスループットの改善を図ることができる。
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【０１８３】
　２００７年８月９日に日本に出願された特願２００７－２０８６１１に含まれる明細書
、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１８４】
　本発明は、Adaptive FFR制御を行う、端末装置、基地局装置及び周波数リソース割当方
法に適用して好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１８５】
【図１】Adaptive FFRの説明に供する図
【図２】本発明の実施の形態１に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係る端末装置の構成を示すブロック図
【図４】セル間干渉状況（Ｄ／Ｕ）の測定の説明に供する図
【図５】サブバンドインデックス（ＳＢＩ）の説明に供する図
【図６】端末におけるサブバンド選択の様子を示す図であり、図６Ａはセル中心付近の端
末によるサブバンド選択の様子を示し、図６Ｂ及び図６Ｃはセルエッジ付近の端末による
サブバンド選択の様子を示し、図６Ｄは基地局と端末の位置関係を示す図
【図７】基地局がダウンリンクで端末に個別データを送信するまでの流れを示す図
【図８】サブバンド選択の説明に供する図であり、図８Ａはセル内のＤ／Ｕの定性的な分
布を示し、図８ＢはＤ／Ｕを基にしたサブバンド選択の様子を示す図
【図９】サブバンド選択の説明に供する図であり、図９Ａは端末とセル識別子の関係を示
し、図９Ｂ及び図９Ｃはセル識別子の差に基づくサブバンドインデックスの符号選択の様
子を示す図
【図１０】全サブバンドを選択した場合の送信電力制御の例を示す図
【図１１】干渉測定用信号の送信帯域の例を示す図
【図１２】サブバンドインデックス（ＳＢＩ）で示されるサブバンドを一部重複させた例
を示す図であり、図１２ＡはＳＢＩ＝－２のサブバンドを示し、図１２ＢはＳＢＩ＝－１
のサブバンドを示し、図１２ＣはＳＢＩ＝１のサブバンドを示し、図１２ＤはＳＢＩ＝２
のサブバンドを示す図
【図１３】サブバンドインデックス（ＳＢＩ）で示されるサブバンドを一部重複させた例
を示す図であり、図１３ＡはＳＢＩ＝－４，－２，２，４のサブバンドを示し、図１３Ｂ
はＳＢＩ＝－３，－１，１，３のサブバンドを示す図
【図１４】サブバンドインデックス（ＳＢＩ）で示されるサブバンドのサブバンド幅が異
なる場合の例を示す図であり、図１４ＡはＳＢＩ＝－３，－２，－１，１，２，３のサブ
バンドを示し、図１４ＢはＳＢＩ＝０のサブバンドを示す図
【図１５】Adaptive FFR帯域とStatic FFR帯域を併せ持つ構成のサブバンド割当を行う場
合の例を示す図であり、図１５ＡはＤ／Ｕを基にした閾値判定の様子を示し、図１５Ｂは
Adaptive FFR領域とStatic FFR領域の構成例を示し、図１５ＣはＳＢＩ＝０のサブバンド
を示す図
【図１６】Ｄ／Ｕを基にした閾値判定の様子を示す図
【図１７】基地局から送信される干渉測定用信号の様子を示す図
【図１８】サブバンドインデックス（ＳＢＩ）に示されるサブバンドを細かく分割した場
合を示す図
【図１９】ＳＢＩ＝０をセンターのサブバンドに対応させた場合を示す図
【図２０】実施の形態４の通信手順を示す図
【図２１】実施の形態５の通信手順を示す図
【図２２】実施の形態５の基地局装置の構成を示すブロック図
【図２３】実施の形態５の端末装置の構成を示すブロック図
【図２４】実施の形態６の基地局装置の構成を示すブロック図
【図２５】基地局の送信フレーム構成例（リソース割当例）を示す図
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【図２６】図２６Ａは基地局の送信フレーム構成例（リソース割当例）を示す図、図２６
ＢはAFFR送信領域における送信電力制御例を示す図
【図２７】実施の形態７の基地局装置の構成を示すブロック図
【図２８】AFFR送信タイミング制御部の制御動作を示すフローチャート
【図２９】AFFR送信タイミング制御部の制御動作を示すフローチャート
【図３０】実施の形態８の基地局装置の構成を示すブロック図
【図３１】実施の形態８の端末装置の構成を示すブロック図
【図３２】基地局がダウンリンクで端末に個別データを送信するまでの流れを示す図

【図１】 【図２】
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