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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自局との間で無線通信を行う第一移動局への無線信号を送信する送信部と、
　無線信号を受信する受信部と、
　前記送信部によって送信される無線信号により干渉を受ける無線通信を自局とは異なる
通信装置との間で行う第二移動局を、前記受信部によって受信された無線信号に含まれる
前記第二移動局からの無線信号に基づいて検出する検出部と、
　前記検出部によって前記第二移動局が検出された場合と、前記検出部によって前記第二
移動局が所定期間以上検出されなかった場合と、に前記送信部による無線信号の送信電力
を低下させる制御を行う制御部と、
　を備え、前記制御部は、前記第一移動局への無線信号を第一送信電力によって送信する
第一状態において前記第二移動局が前記検出部によって検出された場合に、前記第一移動
局への無線信号を前記第一送信電力より低い第二送信電力によって送信する第二状態へ遷
移し、前記第一状態において前記第二移動局が前記検出部によって前記所定期間以上検出
されなかった場合に、前記第一移動局へのデータ信号の送信を停止する第三状態へ遷移す
ることを特徴とする基地局。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記第三状態において前記第二移動局が検出された場合に前記第二状態へ遷移し、
　前記第三状態において前記第二移動局が検出されなかった場合に前記第一状態へ遷移す
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ることを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第二状態において前記第二移動局が所定期間以上検出されなかった
場合に前記第一状態へ遷移することを特徴とする請求項１または２に記載の基地局。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第三状態において、前記第一移動局へのデータ信号の送信を間欠的
に送信することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の基地局。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第三状態において、前記第一移動局への無線リソースの割り当てを
停止することによって前記第一移動局へのデータ信号の送信を停止することを特徴とする
請求項１～４のいずれか一つに記載の基地局。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第一状態において前記第二移動局の検出を繰り返し行い、前記第二
移動局が連続して所定回数検出されなかった場合に前記送信電力を低下させる制御を行う
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の基地局。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第一状態において前記送信電力を低下させる制御を定期的なタイミ
ングで行うことを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の基地局。
【請求項８】
　前記タイミングの周期の長さは、前記第二移動局による無線通信の周期の長さと互いに
素であることを特徴とする請求項７に記載の基地局。
【請求項９】
　前記制御部は、前記第二状態において前記第二移動局が所定期間以上検出されなかった
場合に前記第三状態へ遷移することを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記第二状態から遷移した前記第三状態において前記第二移動局が検出
された場合は、前記第二送信電力を低下させて前記第二状態へ遷移することを特徴とする
請求項９に記載の基地局。
【請求項１１】
　第一移動局と、
　前記第一移動局との間で無線通信を行い、前記第一移動局への無線信号を送信する基地
局と、
　前記基地局によって送信された前記第一移動局への無線信号により干渉を受ける無線通
信を、前記基地局とは異なる通信装置との間で行う第二移動局と、
　を含み、
　前記基地局は、受信した無線信号に含まれる前記第二移動局からの無線信号に基づいて
前記第二移動局を検出し、前記第二移動局を検出した場合と、前記第二移動局を所定期間
以上検出しなかった場合と、に前記第一移動局への無線信号の送信電力を低下させる制御
を行い、前記制御において、前記第一移動局への無線信号を第一送信電力によって送信す
る第一状態において前記第二移動局を検出した場合に、前記第一移動局への無線信号を前
記第一送信電力より低い第二送信電力によって送信する第二状態へ遷移し、前記第一状態
において前記第二移動局を前記所定期間以上検出しなかった場合に、前記第一移動局への
データ信号の送信を停止する第三状態へ遷移することを特徴とする通信システム。
【請求項１２】
　第一移動局と、前記第一移動局との間で無線通信を行い、前記第一移動局への無線信号
を送信する基地局と、前記基地局によって送信された前記第一移動局への無線信号により
干渉を受ける無線通信を前記基地局とは異なる通信装置との間で行う第二移動局と、を含
む通信システムの通信方法において、
　前記基地局が、受信した無線信号に含まれる前記第二移動局からの無線信号に基づいて
前記第二移動局を検出し、
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　前記基地局が、前記第二移動局を検出した場合と、前記第二移動局を所定期間以上検出
しなかった場合と、に前記第一移動局への無線信号の送信電力を低下させる制御を行い、
前記制御において、前記第一移動局への無線信号を第一送信電力によって送信する第一状
態において前記第二移動局を検出した場合に、前記第一移動局への無線信号を前記第一送
信電力より低い第二送信電力によって送信する第二状態へ遷移し、前記第一状態において
前記第二移動局を前記所定期間以上検出しなかった場合に、前記第一移動局へのデータ信
号の送信を停止する第三状態へ遷移することを特徴とする通信方法。
【請求項１３】
　自局との間で無線通信を行う第一移動局への無線信号を送信する送信部と、
　無線信号を受信する受信部と、
　前記送信部によって送信される無線信号により干渉を受ける無線通信を自局とは異なる
通信装置との間で行う第二移動局を、前記受信部によって受信された無線信号に含まれる
前記第二移動局からの無線信号に基づいて検出する検出部と、
　前記検出部によって前記第二移動局が検出された場合と、前記検出部によって前記第二
移動局が所定期間以上検出されなかった場合と、に前記送信部による無線信号の送信電力
を低下させる制御を行う制御部と、
　を備え、前記制御部は、前記第一移動局への無線信号を第一送信電力によって送信する
第一状態において前記第二移動局が前記検出部によって検出された場合に、前記第一移動
局への無線信号を前記第一送信電力より低い第二送信電力によって送信する第二状態へ遷
移し、前記第一状態において前記第二移動局が前記検出部によって前記所定期間以上検出
されなかった場合に前記第二状態へ遷移することを特徴とする基地局。
【請求項１４】
　第一移動局と、
　前記第一移動局との間で無線通信を行い、前記第一移動局への無線信号を送信する基地
局と、
　前記基地局によって送信された前記第一移動局への無線信号により干渉を受ける無線通
信を、前記基地局とは異なる通信装置との間で行う第二移動局と、
　を含み、
　前記基地局は、受信した無線信号に含まれる前記第二移動局からの無線信号に基づいて
前記第二移動局を検出し、前記第二移動局を検出した場合と、前記第二移動局を所定期間
以上検出しなかった場合と、に前記第一移動局への無線信号の送信電力を低下させる制御
を行い、前記制御において、前記第一移動局への無線信号を第一送信電力によって送信す
る第一状態において前記第二移動局を検出した場合に、前記第一移動局への無線信号を前
記第一送信電力より低い第二送信電力によって送信する第二状態へ遷移し、前記第一状態
において前記第二移動局を前記所定期間以上検出しなかった場合に前記第二状態へ遷移す
ることを特徴とする通信システム。
【請求項１５】
　第一移動局と、前記第一移動局との間で無線通信を行い、前記第一移動局への無線信号
を送信する基地局と、前記基地局によって送信された前記第一移動局への無線信号により
干渉を受ける無線通信を前記基地局とは異なる通信装置との間で行う第二移動局と、を含
む通信システムの通信方法において、
　前記基地局が、受信した無線信号に含まれる前記第二移動局からの無線信号に基づいて
前記第二移動局を検出し、
　前記基地局が、前記第二移動局を検出した場合と、前記第二移動局を所定期間以上検出
しなかった場合と、に前記第一移動局への無線信号の送信電力を低下させる制御を行い、
前記制御において、前記第一移動局への無線信号を第一送信電力によって送信する第一状
態において前記第二移動局を検出した場合に、前記第一移動局への無線信号を前記第一送
信電力より低い第二送信電力によって送信する第二状態へ遷移し、前記第一状態において
前記第二移動局を前記所定期間以上検出しなかった場合に前記第二状態へ遷移することを
特徴とする通信方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、通信システムおよび通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フェムト基地局（ＨｅＮＢ：Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ）がフェムトセルを形成し、契
約したユーザのみがフェムト基地局に接続できるサービスがある。フェムトセルは、マク
ロ基地局（ＭｅＮＢ：Ｍａｃｒｏ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）により形成
されるマクロセル内に形成されることもある。
【０００３】
　フェムトセルに接続できないマクロＵＥ（ＭＵＥ：Ｍａｃｒｏ　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐ
ｍｅｎｔ）がフェムト基地局の近辺に存在する場合は、フェムト基地局からの干渉により
マクロＵＥのＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏ
ｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：信号対干渉雑音比）が劣化する。
【０００４】
　このようなマクロＵＥは、たとえばビクティムＵＥ（Ｖｉｃｔｉｍ　ＵＥ）と呼ばれる
。これに対して、フェムト基地局の送信電力を下げることによりビクティムＵＥの干渉を
低下させてＳＩＮＲを向上させる方法が３ＧＰＰにおいて検討されている。たとえば、フ
ェムト基地局がマクロ基地局の送信信号を受信して、受信電力が小さい場合にはビクティ
ムＵＥの受信電力も小さい可能性が高いため、フェムト基地局の送信電力を小さくするこ
とが考えられる。
【０００５】
　しかし、ビクティムＵＥが存在しない場合に送信電力を小さくすると、フェムトセルの
スループットが無駄に低下することになる。そこで、ビクティムＵＥを検出して送信電力
低下の要否を判定することが検討されている（たとえば、下記特許文献１，２参照。）。
そのために、たとえば、ビクティムＵＥが送信する上り信号をフェムト基地局で受信して
、受信電力に基づいてビクティムＵＥの存在を判定することが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－２８３８２６号公報
【特許文献２】特開２０１０－４１８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来技術では、ビクティムＵＥは、フェムト基地局からの干渉
によりマクロ基地局からの制御チャネル（上り信号送信許可情報など）を受信できない場
合には上り信号を送信できない。このため、ビクティムＵＥが存在していてもビクティム
ＵＥが検出されず、フェムト基地局の送信電力が低下しないことにより、ビクティムＵＥ
への干渉を低減することができない場合がある。
【０００８】
　本発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、干渉を低減することができ
る基地局、通信システムおよび通信方法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】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一側面によれば、第一移動局と
、前記第一移動局との間で無線通信を行い、前記第一移動局への無線信号を送信する第一
基地局と、前記第一基地局によって送信された前記第一移動局への無線信号により干渉を
受ける無線通信を前記第一基地局とは異なる第二基地局との間で行う第二移動局と、を含
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む通信システムにおいて、前記第一基地局が、受信した無線信号に含まれる前記第二移動
局からの無線信号に基づいて前記第二移動局を検出し、前記第一基地局が、前記第二移動
局を検出した場合と、前記第二移動局を所定期間以上検出しなかった場合と、に前記第一
移動局への無線信号の送信電力を低下させる基地局、通信システムおよび通信方法が提案
される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一側面によれば、干渉を低減することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施の形態１にかかる通信システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】図３は、通信システムの適用例を示す図である。
【図４－１】図４－１は、下り信号のフレームフォーマットの一例を示す図である。
【図４－２】図４－２は、サブフレーム内のフレームフォーマットの一例を示す図である
。
【図５】図５は、フェムト基地局の構成の一例を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１にかかるフェムト基地局の状態遷移の一例を示す図である
。
【図７】図７は、フェムト基地局の動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】図８は、実施の形態２にかかるフェムト基地局の状態遷移の一例を示す図である
。
【図９】図９は、実施の形態２にかかるフェムト基地局の動作の一例を示すフローチャー
トである。
【図１０】図１０は、実施の形態３にかかるフェムト基地局の状態遷移の一例を示す図で
ある。
【図１１】図１１は、実施の形態３にかかるフェムト基地局の動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる基地局、通信システムおよび通信方法の実
施の形態を詳細に説明する。
【００１３】
（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１にかかる通信システムの構成例を示す図である。実施の形態１に
かかる通信システム１００は、基地局１１０と、第一移動局１２０と、基地局１３０と、
第二移動局１４０と、を含んでいる。基地局１１０は、第一移動局１２０との間で無線通
信を行う。第一移動局１２０は複数存在していてもよい。基地局１３０は、第二移動局１
４０との間で無線通信を行う。第二移動局１４０は複数存在していてもよい。
【００１４】
　第二移動局１４０が基地局１３０との間で行う無線通信は、基地局１１０から第一移動
局１２０へ送信される無線信号によって干渉を受ける無線通信である。たとえば、第二移
動局１４０が基地局１３０との間で行う無線通信は、基地局１１０が第一移動局１２０と
の間で行う無線通信と同じ周波数帯域を使用する無線通信である。そして、第二移動局１
４０は、基地局１１０との間で無線通信ができない移動局である。このため、第二移動局
１４０は、基地局１３０との間で無線通信を行うが、基地局１１０から第一移動局１２０
への無線信号により下りリンク干渉を受けることになる。
【００１５】
　基地局１１０は、送信部１１１と、受信部１１２と、検出部１１３と、制御部１１４と
、を備えている。送信部１１１は、第一移動局１２０への無線信号を送信する。送信部１
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１１が送信する第一移動局１２０への無線信号は、基地局１３０と第二移動局１４０との
間の無線通信に干渉する。
【００１６】
　受信部１１２は、周囲からの無線信号を受信する。受信部１１２が受信する信号には、
たとえば、第一移動局１２０から基地局１１０への信号や、基地局１３０と第二移動局１
４０との間で送受信される信号が含まれる。受信部１１２は、受信した信号を検出部１１
３へ出力する。
【００１７】
　検出部１１３は、受信部１１２から出力された信号に含まれる第二移動局１４０からの
無線信号に基づいて第二移動局１４０を検出する。たとえば、検出部１１３は、受信部１
１２から出力された信号に含まれる上り方向の無線信号の干渉電力を測定することによっ
て、第二移動局１４０からの無線信号の受信電力を測定し、測定結果に基づいて第二移動
局１４０を検出する。たとえば、検出部１１３は、干渉電力を連続して複数回測定し、複
数回の測定において測定結果の干渉電力が閾値を超えた回数に基づいて第二移動局１４０
を検出する。検出部１１３は、検出結果を制御部１１４へ出力する。
【００１８】
　制御部１１４は、検出部１１３から出力された検出結果に基づいて、送信部１１１によ
る無線信号の送信電力を制御する。具体的には、制御部１１４は、第二移動局１４０が検
出された場合と、検出部１１３によって第二移動局１４０が所定期間以上検出されなかっ
た場合と、に送信部１１１による無線信号の送信電力を低下させる。なお、制御部１１４
は、無線信号の送信電力をゼロまで低下（無線信号の送信を停止）させてもよい。
【００１９】
　たとえば、制御部１１４は、第一状態、第二状態および第三状態のいずれかに遷移する
。第一状態においては、制御部１１４は、送信部１１１に対して、第一移動局１２０への
無線信号を第一送信電力によって送信させる。第二状態においては、制御部１１４は、送
信部１１１に対して、第一移動局１２０への無線信号を、第一送信電力より低い第二送信
電力によって送信させる。
【００２０】
　第三状態においては、制御部１１４は、送信部１１１に対して、第一移動局１２０への
無線信号のうちの少なくともデータ信号の送信を停止させる。たとえば、制御部１１４は
、第三状態において、第一移動局１２０への無線リソースの割り当て（スケジューリング
）を停止する。これにより、たとえば第一移動局１２０への通知などを行わなくても、第
一移動局１２０へのデータ信号の送信を簡単な制御によって停止することができる。無線
リソースは、たとえば時間リソースや周波数リソースである。
【００２１】
　制御部１１４は、送信電力が比較的高い第一状態において第二移動局１４０が検出され
た場合に、第二状態へ遷移する。これにより、第二移動局１４０が検出された場合に基地
局１１０の送信電力を低下させ、第二移動局１４０と基地局１３０との間の無線通信への
干渉を低減することができる。このため、第二移動局１４０への干渉を低減し、第二移動
局１４０のスループットを向上させることができる。
【００２２】
　また、制御部１１４は、送信電力が比較的高い第一状態において第二移動局１４０が所
定期間以上検出されなかった場合に、第三状態へ遷移する。これにより、基地局１１０の
送信電力が低下し、たとえば基地局１３０からの制御信号（たとえば上り信号送信許可情
報）を第二移動局１４０が受信しやすくなるため、第二移動局１４０が基地局１３０への
無線信号を送信しやすくなる。このため、第二移動局１４０からの無線信号に基づく第二
移動局１４０の検出を精度よく行うことができる。
【００２３】
　また、制御部１１４は、第二移動局１４０の検出を行いやすい第三状態において第二移
動局１４０が検出された場合は、第二状態へ遷移する。これにより、基地局１１０の送信
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電力を低下させて第二移動局１４０の無線通信への干渉を低減しつつ、長時間にわたって
第三状態になって基地局１１０と第一移動局１２０との間の無線通信のスループットが低
下することを回避することができる。
【００２４】
　また、制御部１１４は、第二移動局１４０の検出を行いやすい第三状態において第二移
動局１４０が検出されなかった場合は、第一状態へ遷移する。これにより、第二移動局１
４０が存在しないにも関わらず、長時間にわたって第三状態になって基地局１１０と第一
移動局１２０との間の無線通信のスループットが低下することを回避することができる。
【００２５】
　また、制御部１１４は、送信電力を低下させる第二状態において第二移動局１４０が所
定期間以上検出されなかった場合に第一状態へ遷移する。これにより、第二移動局１４０
が存在しないにも関わらず、長時間にわたって第二状態になって基地局１１０と第一移動
局１２０との間の無線通信のスループットが低下することを回避することができる。
【００２６】
　また、制御部１１４は、第三状態において、第一移動局１２０へのデータ信号以外の無
線信号については送信部１１１から送信させてもよい。データ信号以外の無線信号には、
たとえば、リファレンスシグナル、制御チャネル、共通チャネルなどがある。これらのデ
ータ信号以外の無線信号は、データ信号に比べて割り当てられる時間リソースなどが少な
いため、送信したとしても送信電力は小さい。このため、第二移動局１４０の無線通信へ
の干渉を低減しつつ、データ信号以外の無線信号については送信することができる。
【００２７】
　また、制御部１１４は、第三状態において、送信部１１１に対して、第一移動局１２０
へのデータ信号の送信を間欠的に送信させてもよい。すなわち、制御部１１４は、第三状
態において、送信部１１１による第一移動局１２０へのデータ信号の送信を間欠的に停止
してもよい。これにより、たとえば、基地局１１０によるデータ信号が停止しているタイ
ミングにおいて、第二移動局１４０が基地局１３０からの制御信号を受信して基地局１３
０への無線信号を送信することができる。
【００２８】
　なお、ここでは第二移動局１４０が基地局１３０との間で無線通信を行う場合について
説明したが、第二移動局１４０の通信先は基地局１３０とは異なる通信装置であってもよ
い。たとえば、第二移動局１４０の通信先は、第一移動局１２０および第二移動局１４０
とは異なる移動局であってもよい（たとえばアドホック通信）。この場合は、通信システ
ム１００には基地局１３０が含まれていなくてもよい。
【００２９】
　また、ここでは制御部１１４が第一状態、第二状態および第三状態に遷移する場合につ
いて説明したが、制御部１１４が第一状態および第二状態に遷移してもよい。たとえば、
制御部１１４は、第一状態において第二移動局１４０が所定期間以上検出されなかった場
合に第二状態へ遷移する。この場合も、基地局１１０の送信電力が低下し、たとえば基地
局１３０からの制御信号（たとえば上り信号送信許可情報）を第二移動局１４０が受信し
やすくなるため、第二移動局１４０が基地局１３０への無線信号を送信しやすくなる。
【００３０】
（基地局のハードウェア構成）
　図２は、基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。図１に示した基地局１１０
は、たとえば図２に示す情報処理装置２００によって実現することができる。情報処理装
置２００は、ＣＰＵ２０１と、メモリ２０２と、ユーザインタフェース２０３と、有線通
信インタフェース２０４と、無線通信インタフェース２０５と、を備えている。ＣＰＵ２
０１、メモリ２０２、ユーザインタフェース２０３、有線通信インタフェース２０４およ
び無線通信インタフェース２０５は、バス２０９によって接続されている。
【００３１】
　ＣＰＵ２０１（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）は、情報処理装置



(8) JP 5861471 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

２００の全体の制御を司る。メモリ２０２には、たとえばメインメモリおよび補助メモリ
が含まれる。メインメモリは、たとえばＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）である。メインメモリは、ＣＰＵ２０１のワークエリアとして使用される。補助メ
モリは、たとえば、ハードディスク、光ディスク、フラッシュメモリなどの不揮発メモリ
である。補助メモリには、情報処理装置２００を動作させる各種のプログラムが記憶され
ている。補助メモリに記憶されたプログラムは、メインメモリにロードされてＣＰＵ２０
１によって実行される。
【００３２】
　ユーザインタフェース２０３は、たとえば、ユーザからの操作入力を受け付ける入力デ
バイスや、ユーザへ情報を出力する出力デバイスなどを含む。入力デバイスは、たとえば
キー（たとえばキーボード）やリモコンなどによって実現することができる。出力デバイ
スは、たとえばディスプレイやスピーカなどによって実現することができる。また、タッ
チパネルなどによって入力デバイスおよび出力デバイスを実現してもよい。ユーザインタ
フェース２０３は、ＣＰＵ２０１によって制御される。
【００３３】
　有線通信インタフェース２０４は、有線によって情報処理装置２００の外部（たとえば
コアネットワーク）との間で通信を行う通信インタフェースである。無線通信インタフェ
ース２０５は、無線によって情報処理装置２００の外部（たとえば第一移動局１２０）と
の間で通信を行う通信インタフェースである。有線通信インタフェース２０４および無線
通信インタフェース２０５は、ＣＰＵ２０１によって制御される。
【００３４】
　図１に示した送信部１１１および受信部１１２は、たとえば無線通信インタフェース２
０５によって実現することができる。図１に示した検出部１１３および制御部１１４は、
たとえばＣＰＵ２０１によって実現することができる。
【００３５】
（通信システムの適用例）
　図３は、通信システムの適用例を示す図である。図３に示す通信システム３００は、図
１に示した通信システム１００をＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）に
適用した通信システムである。ただし、図１に示した通信システム１００は、ＬＴＥに限
らず他の無線通信システムに適用することもできる。
【００３６】
　通信システム３００は、マクロ基地局３１０と、マクロＵＥ３２０と、フェムト基地局
３３０と、フェムトＵＥ３４０と、を含んでいる。マクロセル３１１は、マクロ基地局３
１０のセル（カバーエリア）である。フェムトセル３３１は、フェムト基地局３３０のセ
ルである。フェムト基地局３３０は、たとえば、登録済み（たとえばユーザが契約済み）
のフェムトＵＥ３４０とは無線通信を行うが、登録済みでないマクロＵＥ３２０とは無線
通信を行わない。
【００３７】
　マクロＵＥ３２０は、マクロセル３１１に在圏しており、マクロ基地局３１０との間で
無線通信を行う。また、マクロＵＥ３２０は、フェムトセル３３１にも在圏しているが、
フェムト基地局３３０との間では無線通信を行うことができない。この場合は、マクロＵ
Ｅ３２０は、マクロ基地局３１０からの信号受信３１２において、フェムト基地局３３０
からの干渉３３２を受けるビクティムＵＥとなる。
【００３８】
　図１に示した基地局１１０はたとえばフェムト基地局３３０に適用することができる。
図１に示した第一移動局１２０はたとえばフェムトＵＥ３４０に適用することができる。
図１に示した基地局１３０はたとえばマクロ基地局３１０に適用することができる。図１
に示した第二移動局１４０はたとえばマクロＵＥ３２０に適用することができる。
【００３９】
（下り信号のフレームフォーマット）
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　図４－１は、下り信号のフレームフォーマットの一例を示す図である。図４－１に示す
フレームフォーマット４１０は、フェムト基地局３３０からフェムトＵＥ３４０への下り
信号のフレームフォーマットである。ここではＬＴＥにおける下り信号のフレームフォー
マットを一例として説明する。
【００４０】
　フレームフォーマット４１０において、横方向はサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）を
示し、縦方向はリソースブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）を示している
。サブフレームは時間リソースであり、リソースブロックは周波数リソースである。フレ
ームフォーマット４１０に示すように、下り信号はリソースブロックおよびサブフレーム
を単位として送信される。横軸のサブフレーム＃１～＃７，…は、たとえばそれぞれ１［
ｍｓ］のサブフレームである。縦軸のリソースブロックは、たとえば１８０［ｋＨｚ］の
周波数帯域を１２個に分割したサブキャリアである。
【００４１】
　図４－２は、サブフレーム内のフレームフォーマットの一例を示す図である。図４－２
に示すフレームフォーマット４２０は、図４－１に示したサブフレーム＃１におけるフレ
ームフォーマットを示している。ただし、図４－１に示したサブフレーム＃２～＃７，…
におけるフレームフォーマットについても同様である。
【００４２】
　フレームフォーマット４２０に示すように、１つのサブフレームは１４個のＯＦＤＭシ
ンボルを含む。サブフレームの先頭の１～３個目のＯＦＤＭシンボルは制御チャネル４２
１となっており、サブフレームの４～１４個目までのＯＦＤＭシンボルはデータチャネル
４２２となっている。
【００４３】
　データチャネル４２２は、たとえばＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：物理下りリンク共有チャネル）である。マクロＵＥ３
２０は、制御チャネル４２１を受信し、受信した制御チャネル４２１に基づいてデータチ
ャネル４２２の復調および復号を行う。
【００４４】
（フェムト基地局の構成）
　図５は、フェムト基地局の構成の一例を示す図である。図５に示すように、フェムト基
地局３３０は、たとえば、受信アンテナ５０１と、受信機５０２と、上りデータ復調復号
部５０３と、上位レイヤ処理部５０４と、下りデータ符号化変調部５０５と、上り干渉電
力測定部５０６と、判定部５０７と、状態遷移管理部５０８と、送信電力決定部５０９と
、下り信号送信部５１０と、送信機５１１と、送信アンテナ５１２と、を備えている。
【００４５】
　受信アンテナ５０１は、無線信号を受信する。受信アンテナ５０１が受信する無線信号
には、たとえば、フェムトＵＥ３４０からの上り信号や、マクロＵＥ３２０からの上り信
号が含まれる。受信アンテナ５０１は、受信した信号を受信機５０２へ出力する。
【００４６】
　受信機５０２は、受信アンテナ５０１から出力された信号をＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ：高周波）帯からベースバンド帯へ変換する。受信機５０２は、ベースバン
ド帯へ変換した信号を上りデータ復調復号部５０３および上り干渉電力測定部５０６へ出
力する。
【００４７】
　上りデータ復調復号部５０３は、受信機５０２から出力された信号に含まれるフェムト
ＵＥ３４０からの上り信号を復調し、復調結果を復号する。上りデータ復調復号部５０３
は、復号により得られたフェムトＵＥ３４０からの上りデータを上位レイヤ処理部５０４
へ出力する。
【００４８】
　上位レイヤ処理部５０４は、上りデータ復調復号部５０３から出力された上りデータに
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ついて上位レイヤの処理を行う。たとえば、上位レイヤ処理部５０４は、上りデータをコ
アネットワークへ送信する。また、上位レイヤ処理部５０４は、上位レイヤの処理によっ
てフェムトＵＥ３４０への下りデータを取得する。たとえば、上位レイヤ処理部５０４は
、コアネットワークから送信されたフェムトＵＥ３４０への下りデータを取得し、取得し
た下りデータを下りデータ符号化変調部５０５へ出力する。
【００４９】
　下りデータ符号化変調部５０５は、上位レイヤ処理部５０４から出力された下りデータ
を符号化し、符号化結果を変調する。下りデータ符号化変調部５０５は、変調により得ら
れた信号を下り信号送信部５１０へ出力する。
【００５０】
　上り干渉電力測定部５０６は、受信機５０２から出力された信号に含まれる、フェムト
ＵＥ３４０からの上り信号に対する干渉電力を測定する。たとえば、上り干渉電力測定部
５０６は、フェムトＵＥ３４０からの上り信号に含まれる既知の信号（たとえばリファレ
ンスシグナル）に基づいて干渉電力を測定する。具体的には、上り干渉電力測定部５０６
は、受信機５０２から出力された上り信号から既知の信号成分を減算することによって干
渉電力を測定することができる。上り干渉電力測定部５０６による干渉電力の測定は、た
とえばサブフレームごとに行われる。上り干渉電力測定部５０６は、測定した干渉電力を
判定部５０７へ通知する。
【００５１】
　判定部５０７は、上り干渉電力測定部５０６から干渉電力が通知されるごとに、通知さ
れた干渉電力と所定の閾値とを比較する。そして、判定部５０７は、最近のＮ回（Ｎは自
然数）の比較において干渉電力が閾値を超えた回数がＭ１回以上である場合は、ビクティ
ムＵＥ（マクロＵＥ３２０）が存在すると判定する。また、判定部５０７は、最近のＮ回
の比較において干渉電力が閾値を超えた回数がＭ２回未満である場合は、ビクティムＵＥ
が存在しないと判定する。
【００５２】
　なお、Ｍ１＝Ｍ２である。ただし、Ｍ１＞Ｍ２であってもよい。この場合は、判定部５
０７は、最近のＮ回の比較において干渉電力が閾値を超えた回数がＭ１回未満かつＭ２回
以上である場合は、ビクティムＵＥが存在するともしないとも判定せず、送信電力の制御
状態を維持する。判定部５０７は、判定結果を状態遷移管理部５０８へ通知する。
【００５３】
　状態遷移管理部５０８は、判定部５０７から通知された判定結果に基づいて、フェムト
基地局３３０の送信状態を、高送信電力状態、低送信電力状態および送信電力停止状態の
中から選択する。高送信電力状態、低送信電力状態および送信電力停止状態は、それぞれ
上述した第一状態、第二状態および第三状態に対応する状態である。状態遷移管理部５０
８は、選択した送信状態を送信電力決定部５０９へ通知する。
【００５４】
　送信電力決定部５０９は、状態遷移管理部５０８から通知された送信状態に応じて、フ
ェムト基地局３３０の下りの送信電力を決定する。たとえば、送信電力決定部５０９は、
低送信電力時の送信電力を、最隣接のマクロ基地局３１０からの伝搬ロスに基づいて決定
する。すなわち、マクロ基地局３１０からの伝搬ロスが大きい場合にはビクティムＵＥが
受信できる信号電力が小さくなるため、ビクティムＵＥの干渉に対する耐性が小さくなる
。そのため、フェムト基地局３３０の送信電力を小さくすることが求められる。
【００５５】
　たとえば、フェムト基地局３３０におけるマクロ基地局３１０からの受信電力をＰ＿Ｒ
Ｘとすると、送信電力決定部５０９は、フェムト基地局３３０の送信電力Ｐ＿ＴＸを、Ｐ
＿ＴＸ＝ｍｉｎ（Ｐ＿ＭＡＸ，ａ×Ｐ＿ＲＸ＋ｂ）によって決定する。Ｐ＿ＭＡＸは、フ
ェムト基地局３３０が送信可能な最大の送信電力である。ａおよびｂは定数である。
【００５６】
　フェムトセル３３１のスループットを重視する場合には、係数ａ，ｂを大きくしてフェ
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ムトセル３３１の送信電力を大きくすればよい。また、ビクティムＵＥの保護を重視する
場合には、ａ，ｂを小さくしてフェムトセル３３１の送信電力を小さくすればよい。送信
電力決定部５０９は、決定した送信電力を下り信号送信部５１０へ通知する。
【００５７】
　下り信号送信部５１０は、送信電力決定部５０９から通知された送信電力となるように
、下りデータ符号化変調部５０５から出力された信号を増幅する。そして、下り信号送信
部５１０は、増幅した信号を送信機５１１へ出力する。
【００５８】
　送信機５１１は、下り信号送信部５１０から出力された信号をベースバンド帯からＲＦ
帯へ変換する。送信機５１１は、ＲＦ帯に変換した信号を送信アンテナ５１２へ出力する
。送信アンテナ５１２は、送信機５１１から出力された無線信号を送信する。
【００５９】
　図１に示した送信部１１１は、たとえば送信機５１１および送信アンテナ５１２によっ
て実現することができる。図１に示した受信部１１２は、たとえば受信アンテナ５０１お
よび受信機５０２によって実現することができる。図１に示した検出部１１３は、たとえ
ば上り干渉電力測定部５０６および判定部５０７によって実現することができる。図１に
示した制御部１１４は、たとえば状態遷移管理部５０８、送信電力決定部５０９および下
り信号送信部５１０によって実現することができる。
【００６０】
（フェムト基地局の状態遷移）
　図６は、実施の形態１にかかるフェムト基地局の状態遷移の一例を示す図である。図６
に示すように、フェムト基地局３３０は、高送信電力状態６１０、低送信電力状態６２０
および送信電力停止状態６３０に遷移可能である。高送信電力状態６１０におけるフェム
ト基地局３３０の送信電力をＰ＿Ｈとする。低送信電力状態６２０におけるフェムト基地
局３３０の送信電力をＰ＿Ｌとする。動作開始時において、フェムト基地局３３０はたと
えば高送信電力状態６１０に遷移する。
【００６１】
＜高送信電力状態におけるフェムト基地局の動作＞
　フェムト基地局３３０は、高送信電力状態６１０においてビクティムＵＥを検出すると
、符号６１１に示すように速やかに低送信電力状態６２０へ遷移する。これにより、検出
したビクティムＵＥへの干渉を低減することができる。また、高送信電力状態６１０にお
いてビクティムＵＥが所定回数以上連続して検出されなかった場合（連続不検出）は、ビ
クティムＵＥが制御チャネルを受信できずに上り信号を送信できない状況が考えられる。
このため、フェムト基地局３３０は、符号６１２に示すように送信電力停止状態６３０に
遷移する。これにより、ビクティムＵＥを検出しやすくすることができる。
【００６２】
　このように、フェムト基地局３３０は、高送信電力状態６１０においてビクティムＵＥ
の検出を繰り返し行い、ビクティムＵＥが連続して所定回数検出されなかった場合に、送
信電力停止状態６３０へ遷移して送信電力を低下させる。
【００６３】
＜低送信電力状態におけるフェムト基地局の動作＞
　フェムト基地局３３０は、低送信電力状態６２０においてビクティムＵＥを検出すると
、符号６２１に示すように低送信電力状態６２０を維持する。これにより、検出したビク
ティムＵＥへの干渉を低減することができる。低送信電力状態６２０においてビクティム
ＵＥが一定時間以上連続して検出されなかった場合（連続不検出）は、ビクティムＵＥが
存在しなくなったと判断することができる。このため、フェムト基地局３３０は、符号６
２２に示すように高送信電力状態６１０へ遷移する。
【００６４】
＜送信電力停止状態におけるフェムト基地局の動作＞
　フェムト基地局３３０は、送信電力停止状態６３０においてビクティムＵＥを検出する
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と、符号６３１に示すように速やかに低送信電力状態６２０へ遷移する。これにより、検
出したビクティムＵＥへの干渉を低減するとともに、送信電力停止状態６３０を長時間継
続することによるスループットの低下を抑えることができる。
【００６５】
　送信電力停止状態６３０においてビクティムＵＥが検出されなかった場合は、ビクティ
ムＵＥが存在しないと判断することができる。このため、フェムト基地局３３０は、符号
６３２に示すように速やかに高送信電力状態６１０へ遷移する。これにより、送信電力停
止状態６３０を長時間継続することによるスループットの低下を抑えることができる。
【００６６】
（フェムト基地局の動作）
　図７は、フェムト基地局の動作の一例を示すフローチャートである。フェムト基地局３
３０は、たとえば以下の各ステップを実行することにより、図６に示した状態遷移を実現
する。図７において、カウント値Ｃｏｕｎｔ１は、高送信電力状態６１０においてビクテ
ィムＵＥを連続して不検出だった回数を示す。カウント値Ｃｏｕｎｔ２は、低送信電力状
態６２０においてビクティムＵＥを連続して不検出だった回数を示す。
【００６７】
　まず、フェムト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ１を０に設定する（ステップＳ
７０１）。つぎに、フェムト基地局３３０は、高送信電力状態６１０へ遷移する（ステッ
プＳ７０２）。すなわち、フェムト基地局３３０は送信電力Ｐ＿ＴＸをＰ＿Ｈに設定する
。つぎに、フェムト基地局３３０は、ビクティムＵＥを検出したか否かを判断する（ステ
ップＳ７０３）。具体的には、フェムト基地局３３０は、最近のＮ回の比較において干渉
電力が閾値を超えた回数に基づいて、ビクティムＵＥを検出したか否かを判断する。
【００６８】
　ステップＳ７０３において、ビクティムＵＥを検出した場合（ステップＳ７０３：Ｙｅ
ｓ）は、フェムト基地局３３０は、ステップＳ７０８へ移行して低送信電力状態６２０へ
遷移する。ビクティムＵＥを検出していない場合（ステップＳ７０３：Ｎｏ）は、フェム
ト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ１をインクリメント（プラス１）する（ステッ
プＳ７０４）。
【００６９】
　つぎに、フェムト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ１が所定値Ｔ１に達したか否
かを判断する（ステップＳ７０５）。すなわち、フェムト基地局３３０は、高送信電力状
態６１０においてビクティムＵＥをＴ１、連続で不検出だったか否かを判断する。
【００７０】
　ステップＳ７０５において、カウント値Ｃｏｕｎｔ１が所定値Ｔ１に達していない場合
（ステップＳ７０５：Ｎｏ）は、フェムト基地局３３０は、ステップＳ７０３へ戻る。カ
ウント値Ｃｏｕｎｔ１が所定値Ｔ１に達した場合（ステップＳ７０５：Ｙｅｓ）は、フェ
ムト基地局３３０は、送信電力停止状態６３０へ遷移する（ステップＳ７０６）。
【００７１】
　つぎに、フェムト基地局３３０は、ステップＳ７０６によって遷移した送信電力停止状
態６３０においてビクティムＵＥを検出したか否かを判断する（ステップＳ７０７）。送
信電力停止状態６３０においてビクティムＵＥを検出していない場合（ステップＳ７０７
：Ｎｏ）は、実際にビクティムＵＥが存在しないと判断することができる。この場合は、
フェムト基地局３３０は、ステップＳ７０１へ戻って高送信電力状態６１０へ遷移する。
【００７２】
　ステップＳ７０７において、ビクティムＵＥを検出した場合（ステップＳ７０７：Ｙｅ
ｓ）は、フェムト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ２を０に設定する（ステップＳ
７０８）。つぎに、フェムト基地局３３０は、低送信電力状態６２０へ遷移する（ステッ
プＳ７０９）。すなわち、フェムト基地局３３０は、送信電力Ｐ＿ＴＸをＰ＿Ｌに設定す
る。
【００７３】
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　つぎに、フェムト基地局３３０は、ビクティムＵＥを検出したか否かを判断する（ステ
ップＳ７１０）。ビクティムＵＥを検出した場合（ステップＳ７１０：Ｙｅｓ）は、フェ
ムト基地局３３０は、ステップＳ７０８へ戻る。ビクティムＵＥを検出していない場合（
ステップＳ７１０：Ｎｏ）は、フェムト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ２をイン
クリメント（プラス１）する（ステップＳ７１１）。
【００７４】
　つぎに、フェムト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ２が所定値Ｔ２に達したか否
かを判断する（ステップＳ７１２）。すなわち、フェムト基地局３３０は、低送信電力状
態６２０においてビクティムＵＥをＴ２、連続で不検出だったか否かを判断する。カウン
ト値Ｃｏｕｎｔ２が所定値Ｔ２に達していない場合（ステップＳ７１２：Ｎｏ）は、フェ
ムト基地局３３０は、ステップＳ７１０へ戻る。
【００７５】
　ステップＳ７１２において、カウント値Ｃｏｕｎｔ２が所定値Ｔ２に達した場合（ステ
ップＳ７１２：Ｙｅｓ）は、フェムト基地局３３０は、ステップＳ７０１へ戻って高送信
電力状態６１０へ遷移する。
【００７６】
　このように、実施の形態１にかかる基地局１１０によれば、第二移動局１４０を検出し
た場合に送信電力を下げ、第二移動局１４０を長時間検出しない場合にも送信電力を一時
的に下げることにより第二移動局１４０を検出しやすくすることができる。これにより、
第二移動局１４０のスループットを向上させることができる。
【００７７】
（実施の形態２）
　実施の形態２について、実施の形態１と異なる部分について説明する。
【００７８】
（フェムト基地局の状態遷移）
　図８は、実施の形態２にかかるフェムト基地局の状態遷移の一例を示す図である。図８
において、図６に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する
。図８の符号８１２に示すように、フェムト基地局３３０は、高送信電力状態６１０から
定期的に送信電力停止状態６３０に遷移する。
【００７９】
　フェムト基地局３３０が高送信電力状態６１０から送信電力停止状態６３０に遷移する
周期は、たとえば、マクロＵＥ３２０が通信を行おうとする周期と互いに素となる周期と
する。これにより、フェムト基地局３３０が送信電力停止状態６３０へ遷移したときにマ
クロＵＥ３２０が通信を行う確率が高くなり、マクロＵＥ３２０を検出しやすくなる。
【００８０】
　このように、フェムト基地局３３０は、送信電力停止状態６３０へ遷移して送信電力を
低下させる制御を定期的なタイミングで行う。フェムト基地局３３０が送信電力停止状態
６３０へ遷移するタイミングの周期の長さは、マクロＵＥ３２０による無線通信の周期の
長さと互いに素とする。マクロＵＥ３２０による無線通信の周期は、たとえばあらかじめ
フェムト基地局３３０のメモリに記憶されている。
【００８１】
（フェムト基地局の動作）
　図９は、実施の形態２にかかるフェムト基地局の動作の一例を示すフローチャートであ
る。実施の形態２にかかるフェムト基地局３３０は、たとえば以下の各ステップを実行す
ることにより、図８に示した状態遷移を実現する。まず、フェムト基地局３３０は、高送
信電力状態６１０へ遷移する（ステップＳ９０１）。すなわち、フェムト基地局３３０は
送信電力Ｐ＿ＴＸをＰ＿Ｈに設定する。つぎに、フェムト基地局３３０は、ビクティムＵ
Ｅを検出したか否かを判断する（ステップＳ９０２）。
【００８２】
　ステップＳ９０２において、ビクティムＵＥを検出した場合（ステップＳ９０２：Ｙｅ
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ｓ）は、フェムト基地局３３０は、ステップＳ９０６へ移行して低送信電力状態６２０へ
遷移する。ビクティムＵＥを検出していない場合（ステップＳ９０２：Ｎｏ）は、フェム
ト基地局３３０は、停止タイミングになったか否かを判断する（ステップＳ９０３）。停
止タイミングは、ステップＳ９０１によって高送信電力状態６１０へ遷移してから一定時
間後のタイミングである。一定時間は、たとえばマクロＵＥ３２０が通信を行おうとする
周期の長さと互いに素となる時間である。
【００８３】
　ステップＳ９０３において、停止タイミングになっていない場合（ステップＳ９０３：
Ｎｏ）は、フェムト基地局３３０は、ステップＳ９０２へ戻る。停止タイミングになった
場合（ステップＳ９０３：Ｙｅｓ）は、フェムト基地局３３０は、ステップＳ９０４へ移
行する。図９に示すステップＳ９０４～Ｓ９１０は、図７に示したステップＳ７０６～Ｓ
７１２と同様である。以上の各ステップにより、フェムト基地局３３０は、ビクティムＵ
Ｅを検出しない間、定期的に送信電力停止状態６３０へ遷移することができる。
【００８４】
　このように、実施の形態２にかかる基地局１１０によれば、第二移動局１４０を検出し
ない場合に定期的に送信電力を下げることで、実施の形態１にかかる基地局１１０と同様
の効果を得ることができる。
【００８５】
（実施の形態３）
　実施の形態３について、実施の形態１と異なる部分について説明する。
【００８６】
（フェムト基地局の状態遷移）
　図１０は、実施の形態３にかかるフェムト基地局の状態遷移の一例を示す図である。図
１０において、図６に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略
する。図１０に示すように、フェムト基地局３３０は、高送信電力状態６１０、低送信電
力状態６２０および送信電力停止状態６３０，１０１０に遷移可能である。
【００８７】
　送信電力停止状態１０１０は、送信電力停止状態６３０と同様に、上述した第三状態に
対応する状態である。低送信電力状態６２０におけるフェムト基地局３３０の送信電力を
、送信電力Ｐ＿ＬにオフセットＰｏｆｆを加えたＰ＿Ｌ＋Ｐｏｆｆとする。
【００８８】
　フェムト基地局３３０は、低送信電力状態６２０においてビクティムＵＥが所定回数以
上連続して検出されなかった場合（連続不検出）に、符号１０２２に示すように送信電力
停止状態１０１０へ遷移する。
【００８９】
　送信電力停止状態１０１０においてビクティムＵＥが検出された場合は、低送信電力状
態６２０での電力低下が不十分なためにビクティムＵＥが無線信号を送信できなかった可
能性がある。このため、フェムト基地局３３０は、符号１０１１に示すように、オフセッ
トＰｏｆｆを単位変化量ΔＰ１だけ小さくしてから低送信電力状態６２０へ戻る。これに
より、フェムト基地局３３０からフェムトＵＥ３４０へのデータ信号を送信しつつ、送信
電力を十分に低下させてビクティムＵＥを検出しやすくすることができる。
【００９０】
　また、低送信電力状態６２０においてビクティムＵＥが検出された場合は、電力低下が
十分であると判断することができる。このため、フェムト基地局３３０は、低送信電力状
態６２０を維持しつつ、最大オフセット値Ｐｏｆｆ＿ｍａｘを上限として、オフセットＰ
ｏｆｆを単位変化量ΔＰ２だけ大きくしてもよい。これにより、フェムト基地局３３０の
送信電力を下げ過ぎてフェムトＵＥ３４０のスループットが低下することを回避すること
ができる。
【００９１】
（フェムト基地局の動作）
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　図１１は、実施の形態３にかかるフェムト基地局の動作の一例を示すフローチャートで
ある。実施の形態３にかかるフェムト基地局３３０は、たとえば以下の各ステップを実行
することにより図１０に示した状態遷移を実現する。図１１において、カウント値Ｃｏｕ
ｎｔ２は、低送信電力状態６２０においてビクティムＵＥを連続して不検出だった回数を
示す。カウント値Ｃｏｕｎｔ３は、送信電力停止状態１０１０においてビクティムＵＥを
連続して不検出だった回数を示す。図１１に示すステップＳ１１０１～Ｓ１１０７は、図
７に示したステップＳ７０１～Ｓ７０７と同様である。
【００９２】
　ステップＳ１１０７において、ビクティムＵＥを検出した場合（ステップＳ１１０７：
Ｙｅｓ）は、フェムト基地局３３０は、オフセットＰｏｆｆを０、カウント値Ｃｏｕｎｔ
２を０、カウント値Ｃｏｕｎｔ３を０に設定する（ステップＳ１１０８）。つぎに、フェ
ムト基地局３３０は、低送信電力状態６２０へ遷移する（ステップＳ１１０９）。すなわ
ち、フェムト基地局３３０は、送信電力Ｐ＿ＴＸをＰ＿Ｌ＋Ｐｏｆｆに設定する。Ｐｏｆ
ｆの初期値は、たとえば０［ｄＢ］とする。
【００９３】
　つぎに、フェムト基地局３３０は、ビクティムＵＥを検出したか否かを判断する（ステ
ップＳ１１１０）。ビクティムＵＥを検出した場合（ステップＳ１１１０：Ｙｅｓ）は、
フェムト基地局３３０は、オフセットＰｏｆｆに単位変化量ΔＰ２を加え（ステップＳ１
１１１）、ステップＳ１１１０へ戻る。ビクティムＵＥを検出していない場合（ステップ
Ｓ１１１０：Ｎｏ）は、フェムト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ２をインクリメ
ント（プラス１）する（ステップＳ１１１２）。
【００９４】
　つぎに、フェムト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ２が所定値Ｔ２に達したか否
かを判断する（ステップＳ１１１３）。すなわち、フェムト基地局３３０は、低送信電力
状態６２０においてビクティムＵＥをＴ２、連続で不検出だったか否かを判断する。カウ
ント値Ｃｏｕｎｔ２が所定値Ｔ２に達していない場合（ステップＳ１１１３：Ｎｏ）は、
フェムト基地局３３０は、ステップＳ１１１０へ戻る。
【００９５】
　ステップＳ１１１３において、カウント値Ｃｏｕｎｔ２が所定値Ｔ２に達した場合（ス
テップＳ１１１３：Ｙｅｓ）は、フェムト基地局３３０は、送信電力停止状態１０１０へ
遷移する（ステップＳ１１１４）。つぎに、フェムト基地局３３０は、ステップＳ１１１
４によって遷移した送信電力停止状態１０１０でビクティムＵＥを検出したか否かを判断
する（ステップＳ１１１５）。
【００９６】
　ステップＳ１１１５においてビクティムＵＥを検出した場合（ステップＳ１１１５：Ｙ
ｅｓ）は、フェムト基地局３３０は、オフセットＰｏｆｆを単位変化量ΔＰ１だけ低下さ
せ（ステップＳ１１１６）、ステップＳ１１１０へ戻る。ビクティムＵＥを検出していな
い場合（ステップＳ１１１５：Ｎｏ）は、実際にビクティムＵＥが存在しないと判断する
ことができる。この場合は、フェムト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ３をインク
リメント（プラス１）する（ステップＳ１１１７）。
【００９７】
　つぎに、フェムト基地局３３０は、カウント値Ｃｏｕｎｔ３が所定値Ｔ３に達したか否
かを判断する（ステップＳ１１１８）。すなわち、フェムト基地局３３０は、送信電力停
止状態１０１０においてビクティムＵＥをＴ３、連続で不検出だったか否かを判断する。
カウント値Ｃｏｕｎｔ３が所定値Ｔ３に達していない場合（ステップＳ１１１８：Ｎｏ）
は、フェムト基地局３３０は、ステップＳ１１１０へ戻る。カウント値Ｃｏｕｎｔ３が所
定値Ｔ３に達した場合（ステップＳ１１１８：Ｙｅｓ）は、フェムト基地局３３０は、ス
テップＳ１１０１へ戻って高送信電力状態６１０へ遷移する。
【００９８】
　このように、実施の形態３にかかる基地局１１０によれば、第二状態（低送信電力状態
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６２０）において第二移動局１４０が所定期間以上検出されなかった場合に、第三状態（
送信電力停止状態１０１０）へ遷移する。これにより、第二状態の低い送信電力による干
渉でも第二移動局１４０が検出できない場合において、第二移動局１４０を検出すること
ができる。
【００９９】
　また、基地局１１０は、第二状態から遷移した第三状態（送信電力停止状態１０１０）
において第二移動局１４０が検出された場合は、第二送信電力（Ｐ＿Ｌ＋Ｐｏｆｆ）を低
下させて第二状態へ遷移する。これにより、基地局１１０から第一移動局１２０へのデー
タ信号を送信しつつ、送信電力をさらに低下させてビクティムＵＥを検出しやすくするこ
とができる。
【０１００】
　また、基地局１１０は、第二状態において第二移動局１４０が検出された場合は、第二
状態を維持しつつ、第二送信電力（Ｐ＿Ｌ＋Ｐｏｆｆ）を増加させてもよい。これにより
、基地局１１０の送信電力を下げ過ぎて第一移動局１２０のスループットが低下すること
を回避することができる。
【０１０１】
　以上説明したように、基地局、通信システムおよび通信方法によれば、ビクティムＵＥ
を検出した場合に基地局の送信電力を下げるとともに、ビクティムＵＥを長時間検出しな
い場合に基地局の送信電力を一時的に下げることができる。これにより、ビクティムＵＥ
を検出しやすくし、ビクティムＵＥへの干渉を低減することができる。
【０１０２】
　上述した各実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１０３】
（付記１）自局との間で無線通信を行う第一移動局への無線信号を送信する送信部と、
　無線信号を受信する受信部と、
　前記送信部によって送信される無線信号により干渉を受ける無線通信を自局とは異なる
通信装置との間で行う第二移動局を、前記受信部によって受信された無線信号に含まれる
前記第二移動局からの無線信号に基づいて検出する検出部と、
　前記検出部によって前記第二移動局が検出された場合と、前記検出部によって前記第二
移動局が所定期間以上検出されなかった場合と、に前記送信部による無線信号の送信電力
を低下させる制御を行う制御部と、
　を備えることを特徴とする基地局。
【０１０４】
（付記２）前記制御部は、
　前記第一移動局への無線信号を第一送信電力によって送信する第一状態において前記第
二移動局が検出された場合に、前記第一移動局への無線信号を前記第一送信電力より低い
第二送信電力によって送信する第二状態へ遷移し、
　前記第一状態において前記第二移動局が前記所定期間以上検出されなかった場合に、前
記第一移動局へのデータ信号の送信を停止する第三状態へ遷移することを特徴とする付記
１に記載の基地局。
【０１０５】
（付記３）前記制御部は、
　前記第三状態において前記第二移動局が検出された場合に前記第二状態へ遷移し、
　前記第三状態において前記第二移動局が検出されなかった場合に前記第一状態へ遷移す
ることを特徴とする付記２に記載の基地局。
【０１０６】
（付記４）前記制御部は、前記第二状態において前記第二移動局が所定期間以上検出され
なかった場合に前記第一状態へ遷移することを特徴とする付記２または３に記載の基地局
。
【０１０７】
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（付記５）前記制御部は、前記第三状態において、前記第一移動局へのデータ信号以外の
無線信号を送信することを特徴とする付記２～４のいずれか一つに記載の基地局。
【０１０８】
（付記６）前記制御部は、前記第三状態において、前記第一移動局へのデータ信号の送信
を間欠的に送信することを特徴とする付記２～５のいずれか一つに記載の基地局。
【０１０９】
（付記７）前記制御部は、前記第三状態において、前記第一移動局への無線リソースの割
り当てを停止することによって前記第一移動局へのデータ信号の送信を停止することを特
徴とする付記２～６のいずれか一つに記載の基地局。
【０１１０】
（付記８）前記制御部は、前記第一状態において前記第二移動局の検出を繰り返し行い、
前記第二移動局が連続して所定回数検出されなかった場合に前記送信電力を低下させる制
御を行うことを特徴とする付記２～７のいずれか一つに記載の基地局。
【０１１１】
（付記９）前記制御部は、前記第一状態において前記送信電力を低下させる制御を定期的
なタイミングで行うことを特徴とする付記２～７のいずれか一つに記載の基地局。
【０１１２】
（付記１０）前記タイミングの周期の長さは、前記第二移動局による無線通信の周期の長
さと互いに素であることを特徴とする付記９に記載の基地局。
【０１１３】
（付記１１）前記制御部は、前記第二状態において前記第二移動局が所定期間以上検出さ
れなかった場合に前記第三状態へ遷移することを特徴とする付記２に記載の基地局。
【０１１４】
（付記１２）前記制御部は、前記第二状態から遷移した前記第三状態において前記第二移
動局が検出された場合は、前記第二送信電力を低下させて前記第二状態へ遷移することを
特徴とする付記１１に記載の基地局。
【０１１５】
（付記１３）前記制御部は、前記第二状態において前記第二移動局が検出された場合は前
記第二送信電力を増加させることを特徴とする付記１１または１２に記載の基地局。
【０１１６】
（付記１４）前記第二移動局は、自局との間で無線通信ができない移動局であることを特
徴とする付記１～１３のいずれか一つに記載の基地局。
【０１１７】
（付記１５）前記検出部は、前記受信部によって受信された無線信号における上り無線信
号の干渉電力に基づいて前記第二移動局を検出することを特徴とする付記１～１４のいず
れか一つに記載の基地局。
【０１１８】
（付記１６）前記検出部は、複数回の前記干渉電力の測定において前記干渉電力の測定結
果が閾値を超えた回数に基づいて前記第二移動局を検出することを特徴とする付記１５に
記載の基地局。
【０１１９】
（付記１７）第一移動局と、
　前記第一移動局との間で無線通信を行い、前記第一移動局への無線信号を送信する基地
局と、
　前記基地局によって送信された前記第一移動局への無線信号により干渉を受ける無線通
信を、前記基地局とは異なる通信装置との間で行う第二移動局と、
　を含み、
　前記基地局は、受信した無線信号に含まれる前記第二移動局からの無線信号に基づいて
前記第二移動局を検出し、前記第二移動局を検出した場合と、前記第二移動局を所定期間
以上検出しなかった場合と、に前記第一移動局への無線信号の送信電力を低下させる制御
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【０１２０】
（付記１８）第一移動局と、前記第一移動局との間で無線通信を行い、前記第一移動局へ
の無線信号を送信する基地局と、前記基地局によって送信された前記第一移動局への無線
信号により干渉を受ける無線通信を前記基地局とは異なる通信装置との間で行う第二移動
局と、を含む通信システムの通信方法において、
　前記基地局が、受信した無線信号に含まれる前記第二移動局からの無線信号に基づいて
前記第二移動局を検出し、
　前記基地局が、前記第二移動局を検出した場合と、前記第二移動局を所定期間以上検出
しなかった場合と、に前記第一移動局への無線信号の送信電力を低下させる制御を行うこ
とを特徴とする通信方法。
【符号の説明】
【０１２１】
　１００，３００　通信システム
　１１０，１３０　基地局
　１１１　送信部
　１１２　受信部
　１１３　検出部
　１１４　制御部
　１２０　第一移動局
　１４０　第二移動局
　２００　情報処理装置
　２０９　バス
　３１０　マクロ基地局
　３１１　マクロセル
　３１２　信号受信
　３２０　マクロＵＥ
　３３０　フェムト基地局
　３３１　フェムトセル
　３３２　干渉
　３４０　フェムトＵＥ
　４１０，４２０　フレームフォーマット
　４２１　制御チャネル
　４２２　データチャネル
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