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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＣ－ＦＤＭＡ方式によりそれぞれ通信端末装置と通信を行う複数の基地局装置を管理
するネットワーク管理装置であって、
　前記複数の基地局装置のうち少なくとも１つに対して、上りプリアンブルに関するパラ
メータを決定するパラメータ決定手段と、
　決定された前記パラメータを、そのパラメータが決定された前記基地局装置に対して通
知するパラメータ通知手段と、を具備し、
　前記パラメータ決定手段は、
　前記複数の基地局装置のうち少なくとも２つの間で、前記プリアンブルの送信系列が重
複しないように、前記パラメータを決定する、
　ネットワーク管理装置。
【請求項２】
　前記パラメータは、前記プリアンブルの、送信タイミング情報、送信系列情報、及び周
波数配置情報を含む、
　請求項１記載のネットワーク管理装置。
【請求項３】
　前記パラメータ決定手段は、
　前記送信系列が異なるように前記パラメータが決定される前記２つ以上の基地局装置の
間で、前記プリアンブルの周波数位置が重複するように、前記パラメータを決定する、
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　請求項１記載のネットワーク管理装置。
【請求項４】
　前記複数の基地局装置は、マクロ基地局装置と小型基地局装置とを含み、
　前記マクロ基地局装置の前記パラメータを取得するパラメータ取得手段、を更に具備す
る、
　請求項３記載のネットワーク管理装置。
【請求項５】
　前記パラメータ決定手段は、
　取得された前記マクロ基地局装置の前記パラメータに基づいて、前記マクロ基地局装置
と前記小型基地局装置との間で前記送信系列が異なるように、前記パラメータを決定する
、
　請求項４記載のネットワーク管理装置。
【請求項６】
　前記複数の基地局装置は、複数の小型基地局装置を含み、
　前記パラメータ決定手段は、
　取得された前記マクロ基地局装置の前記パラメータに基づいて、前記マクロ基地局装置
と前記複数の小型基地局装置との間で周波数位置が異なるように、前記パラメータを決定
する、
　請求項４記載のネットワーク管理装置。
【請求項７】
　請求項１記載のネットワーク管理装置から通知される前記パラメータに従って通信を行
う前記基地局装置であって、
　無線信号を受信する受信手段と、
　受信された前記無線信号に対するピークサーチにより、前記プリアンブルの検出を行う
プリアンブル検出手段と、を具備し、
　前記プリアンブル検出手段は、
　他の基地局装置が行うピークサーチ範囲よりも狭い範囲に対して、前記ピークサーチを
行う、
　基地局装置。
【請求項８】
　ＳＣ－ＦＤＭＡ方式によりそれぞれ通信端末装置と通信を行う複数の基地局装置を管理
するネットワーク管理方法であって、
　前記複数の基地局装置のうち少なくとも１つに対して、上りプリアンブルに関するパラ
メータを決定するステップと、
　決定した前記パラメータを、そのパラメータが決定された前記基地局装置に対して通知
するステップと、を具備し、
　前記パラメータを決定する上記ステップは、
　前記複数の基地局装置のうち少なくとも２つの間で、前記プリアンブルの送信系列が重
複しないように、前記パラメータを決定する、
　ネットワーク管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク管理装置、基地局装置及びネットワーク管理方法に関し、特に
セル間のプリアンブルの干渉を緩和するネットワーク管理装置、基地局装置及びネットワ
ーク管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信の通信規格の一つであるＬＴＥ（long term evolution）は、従来の通信規
格と比較して、周波数利用効率の向上及び低遅延を特徴とするものであり、将来の移動体
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通信ビジネスの発展を支える規格として期待されている。
【０００３】
　ＬＴＥの上り変調方式にはＳＣ－ＦＤＭＡ（single carrier - frequency division mu
ltiplexing access）方式が採用されており、周波数領域における情報シンボルの最小単
位は１サブキャリアとなる。１２サブキャリアは、１リソースブロック（resource block
）（以下、「ＲＢ」と記載する）と呼ばれ、各上りチャネルの割り当て単位となる。上り
チャネルには、ＰＵＣＣＨ（physical uplink control channel）ｆｏｒｍａｔ　２、Ｐ
ＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ　１、ＰＲＡＣＨ（physical random access channel）、及びＰ
ＵＳＣＨ（physical uplink shared channel）が配置される。各チャネルの周波数位置、
サブフレームタイミング、及び使用ＲＢ数は、基地局装置のスケジューラによって決定さ
れる（例えば非特許文献１参照）。
【０００４】
　時間方向で見ると、各チャネルの送信割り当て単位は、１サブフレームと呼ばれ、ｎｏ
ｒｍａｌ　ＣＰ（cyclic prefix）時には１４ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルで構成される。な
お、Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ時には、１サブフレームは１２ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルで構
成される。ＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨは、１サブフレーム単位でスケジューリングされる
。ＰＲＡＣＨではプリアンブルと呼ばれる初期接続信号が送信され、割り当て単位は、基
地局装置のセル半径等に応じて、１～３サブフレームの範囲で動的に設定される。
【０００５】
　一方、近年、携帯電話の不感地帯をカバーするために、ピコセル（pico cell）または
Ｈｏｍｅ　ｅＮＢ（以下、「ＨｅＮＢ」と記載する）と呼ばれる小型基地局装置の開発が
行われている。ＨｅＮＢは、主に宅内に設置することを想定しており、収容端末数は、一
般的には数個、多くても数十個程度と言われる。また、ＨｅＮＢが形成するセルは、従来
のマクロ基地局装置（以下、「ＭｅＮＢ」と記載する）が形成するセルよりも小さい。ま
た、ＨｅＮＢ及びＭｅＮＢの配下にある通信端末装置の何れもが、上記のフレーム構成を
有するＳＣ－ＦＤＭＡ方式により、その属するＨｅＮＢまたはＭｅＮＢと通信を行う。
【０００６】
　従来のＭｅＮＢは、事前に通信事業者が適切な基置局設計を行って設置されるため、セ
ル間干渉はさほど問題にならない。一方、ＨｅＮＢは、エンドユーザが任意の場所に設置
可能なため、ＭｅＮＢとの干渉が大きな問題となる。とりわけ、上りランダムアクセスに
おけるプリアンブルへの干渉が生じると、ＨｅＮＢ配下の移動局（以下、「ＨＵＥ」と記
載する）の初期接続に重大な支障をきたす。
【０００７】
　このような干渉を防ぐため、移動体通信規格の標準化団体である３ＧＰＰ（3rd Genera
tion Partnership Project）では、非特許文献２記載の技術に代表されるように、様々な
技術提案がなされている。非特許文献２には、ＭｅＮＢのリソースの一部をＨｅＮＢのプ
リアンブル用に空け、各基地局装置の配下の通信端末装置が送信するプリアンブルが互い
に干渉することを防ぐ技術が記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V8.9.0, "Physical Channels and Modulation"
【非特許文献２】R1-103574 "Inter-cell Interference Mitigation between PRACH and 
PUCCH/PUSCH in Heterogeneous Networks"(MediaTek Inc.)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、非特許文献２記載の技術においては、ＭｅＮＢと干渉を起こし得るＨｅ
ＮＢの台数分、ＭｅＮＢのリソースを空けることになる。すなわち、非特許文献２記載の
技術には、ＨｅＮＢの数が増えた場合に、ＭｅＮＢのリソースが逼迫するという問題があ
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る。
【００１０】
　本発明の目的は、所定のリソースを確保しつつ、セル間のプリアンブルの干渉を抑制す
ることができるネットワーク管理装置、基地局装置及びネットワーク管理方法を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のネットワーク管理装置は、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式によりそれぞれ通信端末装置と
通信を行う複数の基地局装置を管理するネットワーク管理装置であって、前記複数の基地
局装置のうち少なくとも１つに対して、上りプリアンブルに関するパラメータを決定する
パラメータ決定手段と、決定された前記パラメータを、そのパラメータが決定された前記
基地局装置に対して通知するパラメータ通知手段とを具備し、前記パラメータ決定手段は
、前記複数の基地局装置のうち少なくとも２つの間で、前記プリアンブルの送信系列が重
複しないように、前記パラメータを決定する。
【００１２】
　本発明の基地局装置は、上記ネットワーク管理装置から通知される前記パラメータに従
って通信を行う前記基地局装置であって、無線信号を受信する受信手段と、受信された前
記無線信号に対するピークサーチにより、前記プリアンブルの検出を行うプリアンブル検
出手段とを具備し、前記プリアンブル検出手段は、他の基地局装置が行うピークサーチ範
囲よりも狭い範囲に対して、前記ピークサーチを行う。
【００１３】
　本発明のネットワーク管理方法は、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式によりそれぞれ通信端末装置と
通信を行う複数の基地局装置を管理するネットワーク管理方法であって、前記複数の基地
局装置のうち少なくとも１つに対して、上りプリアンブルに関するパラメータを決定する
ステップと、決定した前記パラメータを、そのパラメータが決定された前記基地局装置に
対して通知するステップとを具備し、前記パラメータを決定する上記ステップは、前記複
数の基地局装置のうち少なくとも２つの間で、前記プリアンブルの送信系列が重複しない
ように、前記パラメータを決定する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、所定のリソースを確保しつつ、セル間のプリアンブルの干渉を抑制す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１に係るネットワーク管理装置を含むネットワークシステム
の構成を示すシステム構成図
【図２】本発明の実施の形態１に係るネットワーク管理装置としてのＦＧＷの構成を示す
ブロック図
【図３】本発明の実施の形態１におけるＬＴＥ上りフレームフォーマットを模式的に示す
図
【図４】本発明の実施の形態１に係るＦＧＷの動作の一例を示すフローチャート
【図５】本発明の実施の形態１におけるＰＲＡＣＨパラメータの一例を示す図
【図６】本発明の実施の形態１における二次パラメータの一例を示す図
【図７】本発明の実施の形態１におけるネットワームシステム全体の動作の一例を示すシ
ーケンス図
【図８】本発明の実施の形態１におけるプリアンブル系列の構成の一例を示す図
【図９】本発明の実施の形態１におけるプリアンブル系列の構成の他の例を示す図
【図１０】本発明の実施の形態１におけるＭｅＮＢの上りフレームフォーマットの一例を
示す図
【図１１】本発明の実施の形態１における第１のＨｅＮＢの上りフレームフォーマットの
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一例を示す図
【図１２】本発明の実施の形態１における第２のＨｅＮＢの上りフレームフォーマットの
一例を示す図
【図１３】本発明の実施の形態１におけるネットワークシステム全体の上りフレームフォ
ーマットの一例を示す図
【図１４】本発明の実施の形態２に係るネットワーク管理装置の動作の一例を示すフロー
チャート
【図１５】本発明の実施の形態２におけるＰＲＡＣＨパラメータの値の一例を示す図
【図１６】本発明の実施の形態２における二次パラメータの一例を示す図
【図１７】本発明の実施の形態２におけるＭｅＮＢの上りフレームフォーマットの一例を
示す図
【図１８】本発明の実施の形態２における第１のＨｅＮＢの上りフレームフォーマットの
一例を示す図
【図１９】本発明の実施の形態２における第２のＨｅＮＢの上りフレームフォーマットの
一例を示す図
【図２０】本発明の実施の形態２におけるネットワークシステム全体の上りフレームフォ
ーマットの一例を示す図
【図２１】本発明の実施の形態３に係る基地局装置としてのＨｅＮＢの構成の一例を示す
ブロック図
【図２２】本発明の実施の形態３に係るＨｅＮＢの効果を説明するための図
【図２３】本発明の実施の形態３におけるＭｅＮＢによるピークサーチ範囲を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の各実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係るネットワーク管理装置を含むネットワークシステ
ムの構成を示すシステム構成図である。
【００１８】
　図１に示すように、ネットワークシステム１００は、ＭｅＮＢ２００と、ＭｅＮＢ２０
０の配下のＭＵＥ２１０と、第１のＨｅＮＢ３００と、第１のＨｅＮＢ３００の配下の第
１のＨＵＥ３１０と、第２のＨｅＮＢ４００と、第２のＨｅＮＢ４００の配下の第２のＨ
ＵＥ４１０とから主に構成される。これらの装置は、何れもＬＴＥに準拠した基地局装置
または通信端末装置である。また、ネットワークシステム１００は、ＭｅＮＢ２００と、
第１のＨｅＮＢ３００及び第２のＨｅＮＢ４００とを接続する、フェムトゲートウェイ（
femto gateway）装置５００を配置している。フェムトゲートウェイ装置（以下、「ＦＧ
Ｗ」と記載する）５００は、本発明に係るネットワーク管理装置に対応する。
【００１９】
　第１のＨｅＮＢ３００の第１のセル３２０と、第２のＨｅＮＢ４００の第２のセル４２
０は、何れも、ＭｅＮＢ２００のセル２２０に内包されている。したがって、ＭＵＥ２１
０から送信されるプリアンブルと、第１のＨＵＥ３１０及び第２のＨＵＥ４１０から送信
されるプリアンブルは、互いに干渉し得る。
【００２０】
　そこで、ＦＧＷ５００は、この干渉が抑制されるように、第１のＨＵＥ３１０及び第２
のＨＵＥ４１０のプリアンブルに関するパラメータを決定する。具体的には、ＦＧＷ５０
０は、ＭｅＮＢ２００と、第１のＨＵＥ３１０及び第２のＨＵＥ４１０との間で、上りプ
リアンブルの送信系列が重複しないように、上記パラメータを決定する。これにより、ネ
ットワークシステム１００は、所定のリソースを確保しつつ、セル間の上りプリアンブル
の干渉の抑制を図る。
【００２１】
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　図２は、ＦＧＷ５００の構成を示すブロック図である。
【００２２】
　図２に示すように、ＦＧＷ５００は、通信部５１０と、パラメータ取得部５２０と、パ
ラメータ決定部５３０と、パラメータ通知部５４０とから主に構成される。
【００２３】
　通信部５１０は、有線または無線により、ＭｅＮＢ２００、第１のＨｅＮＢ３００、及
び第２のＨｅＮＢ４００のそれぞれと、通信可能に接続する。
【００２４】
　パラメータ取得部５２０は、通信部５１０を介して、ＭｅＮＢ２００とネゴシエーショ
ンを行い、ＭｅＮＢ２００からＭｅＮＢ２００のプリアンブルに関するパラメータを取得
する。また、パラメータ取得部５２０は、取得したパラメータを、パラメータ決定部５３
０へ出力する。このパラメータの詳細については後述する。ＭｅＮＢ２００のプリアンブ
ルに関するパラメータは、既定値とし、以下、適宜「ＰＲＡＣＨパラメータｍ」と記載す
る。
【００２５】
　パラメータ決定部５３０は、入力されたＭｅＮＢ２００の上記パラメータに基づいて、
第１のＨｅＮＢ３００及び第２のＨｅＮＢ４００に対して、それぞれのプリアンブルに関
するパラメータを決定する。以下、第１のＨｅＮＢ３００に対して決定されるパラメータ
を、適宜「ＰＲＡＣＨパラメータｈ１」と記載する。また、第２のＨｅＮＢ４００に対し
て決定されるパラメータを、適宜「ＰＲＡＣＨパラメータｈ２」と記載する。
【００２６】
　ここで、パラメータ決定部５３０は、ＭｅＮＢ２００と、第１のＨｅＮＢ３００及び第
２のＨｅＮＢ４００との間で、プリアンブルの送信系列が重複しないように、ＰＲＡＣＨ
パラメータｈ１及びＰＲＡＣＨパラメータｈ２を決定する。また、パラメータ決定部５３
０は、決定したＰＲＡＣＨパラメータｈ１及びＰＲＡＣＨパラメータｈ２を、パラメータ
通知部５４０へ出力する。
【００２７】
　パラメータ通知部５４０は、入力されたＰＲＡＣＨパラメータｈ１を、通信部５１０を
介して第１のＨｅＮＢ３００へ通知し、入力されたＰＲＡＣＨパラメータｈ２を、通信部
５１０を介して第２のＨｅＮＢ４００へ通知する。
【００２８】
　ＦＧＷ５００は、図示しないが、例えば、ＣＰＵ（central processing unit）及びＲ
ＡＭ（random access memory）等の記憶媒体を有する。この場合、上述の各機能部は、Ｃ
ＰＵが制御プログラムを実行することにより実現される。
【００２９】
　このような構成を有するＦＧＷ５００は、ＭｅＮＢ２００と第１のＨＵＥ３１０及び第
２のＨＵＥ４１０との間で、プリアンブルの送信系列が重複しないようにすることができ
る。これにより、ネットワークシステム１００は、所定のリソースを確保しつつ、セル間
のプリアンブルの干渉を抑制することができる。
【００３０】
　ここで、ネットワークシステム１００におけるサブフレームＴのフレームフォーマット
（以下「ＬＴＥ上りフレームフォーマット」と記載する）について説明する。
【００３１】
　図３は、ＬＴＥ上りフレームフォーマットを模式的に示す図である。
【００３２】
　図３において、横軸は時間を示し、縦軸は周波数を示す。縦のハッチングの領域は、Ｐ
ＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ　１を示し、斜めのハッチングの領域は、ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍ
ａｔ　２を示す。横のハッチングの領域は、ＰＲＡＣＨを示す。ドットの領域は、ＰＵＳ
ＣＨを示す。
【００３３】
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　ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ　１は、下りＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を重畳するための領域で
あり、１ＲＢで構成される。ＰＵＣＣＨｆｏｒｍａｔ　２は、下り伝播路品質情報（ＣＱ
Ｉ：channel quality indicator）を重畳するための領域であり、１ＲＢで構成される。
ＰＲＡＣＨは、移動局装置が初期接続信号を送信するための領域であり、計６ＲＢで構成
される。ＰＵＳＣＨは、データ信号を重畳するための領域である。
【００３４】
　上りチャネル帯域の両端にはＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ　２が配置され、その内側には
ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ　１が配置される。これらのＰＵＣＣＨは、同一セル内でコー
ド多重または周波数多重が可能な構成となっている。ＰＲＡＣＨは、あらかじめ基地局装
置が定めた周波数位置及びサブフレームタイミングに配置される。ＰＵＳＣＨは、残りの
帯域に配置される。各通信端末装置の使用ＲＢ数は、基地局装置のスケジューラによって
決定される。
【００３５】
　すなわち、各通信端末装置が使用するＰＲＡＣＨの、サブフレームタイミング（送信タ
イミング）、送信系列、及び周波数位置（周波数配置）は、その通信端末装置が属する基
地局装置により、所定の範囲内で任意に設定される。ＭｅＮＢ２００、第１のＨｅＮＢ３
００、及び第２のＨｅＮＢ４００は、ＦＧＷ５００から通知される上述のパラメータに従
って、配下のＭＵＥ２１０、第１のＨＵＥ３１０、及び第２のＨＵＥ４１０の通信を制御
する。
【００３６】
　次に、ＦＧＷ５００の動作について説明する。
【００３７】
　図４は、ＦＧＷ５００の動作の一例を示すフローチャートである。ＦＧＷ５００は、図
４に示す処理を、例えば、無線基地局の追加等、ネットワーク構成に変化が生じる毎に実
行する。
【００３８】
　まず、ステップＳＴ１１００において、パラメータ取得部５２０は、以下に示すパラメ
ータをＰＲＡＣＨパラメータｍとして返信する旨を要求するパラメータ要求信号を、Ｍｅ
ＮＢ２００へ送信する。
　（１）ＰＲＡＣＨ構成指数(PRACH configuration index)：ＰＲＡＣＨプリアンブル（
以下単に「プリアンブル」と記載する）のフォーマット形式及び送信タイミングを示す情
報。以下「送信タイミング値」と記載する。
　（２）論理基底系列値（logical root sequence number）：プリアンブルの送信系列を
示す情報。以下「論理系列値」と記載する。
　（３）ＮＣＳ構成（NCS configuration）：サイクリックシフトの量を示す情報。以下
、「ＮＣＳ構成値」と記載する。
　（４）高速フラグ値（high speed flag）：セルが高速移動環境に対応しているか否か
を示す情報である。
　（５）周波数位置（frequency position）：プリアンブルの周波数位置を示す情報であ
る。以下「周波数開始番号」と記載する。
【００３９】
　そして、ステップＳＴ１２００において、パラメータ取得部５２０は、ＭｅＮＢ２００
から返信されるＰＲＡＣＨパラメータｍを受信し、パラメータ決定部５３０へ出力する。
【００４０】
　図５は、ＭｅＮＢ２００から返信されるＰＲＡＣＨパラメータｍの値の一例と、この値
に基づいて決定される後述のＰＲＡＣＨパラメータｈ１、ｈ２の値の一例とを示す図であ
る。
【００４１】
　図５に示すように、ＰＲＡＣＨパラメータｍは、送信タイミング値、論理系列値、ＮＣ

Ｓ構成値、高速フラグ値、及び周波数開始番号から構成される。送信タイミング値＝０は
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、フレーム番号が偶数、かつサブフレーム番号が１（以降、サブフレームＴとする）のタ
イミングがプリアンブルの送信タイミングであることを示す。高速フラグ値＝０は、セル
が高速移動環境に対応していないことを示す。周波数開始番号＝３は、番号３の周波数位
置から計６ＲＢの周波数帯域（ＲＢ番号３～８）がプリアンブルの送信に使用されること
を示す。
【００４２】
　そして、図４のステップＳＴ１３００において、パラメータ決定部５３０は、入力され
たＰＲＡＣＨパラメータｍから、ＭｅＮＢ２００の物理基底系列値（physical root sequ
ence number）を算出する。物理基底系列値は、論理系列値及びＮＣＳ構成値と相関を有
し、プリアンブルの送信系列を規定する値である。物理基底系列値は、以下「物理系列値
」と記載する。
【００４３】
　具体的には、パラメータ決定部５３０は、以下のようにしてＭｅＮＢ２００が使用する
物理系列値を算出する。
【００４４】
　まず、パラメータ決定部５３０は、ＰＲＡＣＨパラメータｍの送信タイミング値、ＮＣ

Ｓ構成値、及び高速フラグ値から、予め保持する変換テーブル（例えば非特許文献１に記
載の変換テーブル）を用いて、二次パラメータを求める。ここで、二次パラメータとは、
ＮＺＣ、ＮＣＳ、及び物理系列値ｕである。
【００４５】
　そして、パラメータ決定部５３０は、求めたＮＺＣ及びＮＣＳから、以下の式（１）を
用いて、ＭｅＮＢ２００が使用する物理系列値数Ｍｍを求める。
【数１】

【００４６】
　図６は、ＰＲＡＣＨパラメータｍから求められる二次パラメータの値の一例を示す図で
ある。なお、ここでは、ＲＡＣＨパラメータｍから生成される二次パラメータの値に基づ
いて決定される、後述のＰＲＡＣＨパラメータｈ１、ｈ２に関する二次パラメータの値の
一例についても併せて図示する。
【００４７】
　例えば、図５に示す例のＰＲＡＣＨパラメータｍが入力された場合、送信タイミング値
＝０、ＮＣＳ構成値＝５であることから、ＮＺＣ及びＮＣＳは、図６に示すように、ＮＺ

Ｃ＝８３９、ＮＣＳ＝２６となる。これらの値と式（１）より、Ｍｍ＝２となる。このＭ

ｍと論理系列値＝３０とから、ＭｅＮＢが使用する物理系列値ｕは、ｕ＝８０、７５９と
なる。
【００４８】
　そして、図４のステップＳＴ１４００において、パラメータ決定部５３０は、求めた物
理系列値から、ＭｅＮＢ２００が使用する論理系列値を求める。
【００４９】
　具体的には、パラメータ決定部５３０は、ＰＲＡＣＨパラメータｍの論理系列値を起点
する物理系列値数Ｍｍの範囲を、ＭｅＮＢ２００が使用する論理系列値とする。
【００５０】
　例えば、図５に示す例のＰＲＡＣＨパラメータｍが入力された場合、上述の通り物理系
列値数Ｍｍが「２」となり、ＰＲＡＣＨパラメータｍの論理系列値は「３０」であること
から、ＭｅＮＢ２００が使用する論理系列値は「３０、３１」となる。
【００５１】
　そして、ステップＳＴ１５００において、パラメータ決定部５３０は、ＭｅＮＢ２００
が使用する論理系列値以外の任意の値を、第１のＨｅＮＢ３００及び第２のＨｅＮＢ４０
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０が使用する論理系列値に決定する。
【００５２】
　例えば、図５に示す例のＰＲＡＣＨパラメータｍが入力された場合、上述の通りＭｅＮ
Ｂ２００が使用する論理系列値は「３０、３１」となることから、パラメータ決定部５３
０は、例えば、それぞれ「３２、３３」を決定する。このとき、第１のＨｅＮＢ３００の
物理系列値ｕ及び第２のＨｅＮＢ４００の物理系列値ｕは、上述の変換テーブルに基づき
、図６に示すように、それぞれ「４２」、「７９７」となる。
【００５３】
　そして、ステップＳＴ１６００において、パラメータ決定部５３０は、ＰＲＡＣＨの周
波数位置がＭｅＮＢ２００、第１のＨｅＮＢ３００、及び第２のＨｅＮＢ４００で重複す
るように、ＰＲＡＣＨパラメータｈ１、ｈ２の残りの値を決定する。そして、パラメータ
決定部５３０は、決定されたＰＲＡＣＨパラメータｈ１、ｈ２を、パラメータ通知部５４
０へ出力する。
【００５４】
　具体的には、本実施の形態では、パラメータ決定部５３０は、送信タイミング値、論理
系列値、ＮＣＳ構成値、高速フラグ値、及び周波数開始番号を、それぞれＰＲＡＣＨパラ
メータｈ１、ｈ２で共通の値に決定する。
【００５５】
　例えば、図５に示すように、パラメータ決定部５３０は、ＰＲＡＣＨパラメータｈ１、
ｈ２の送信タイミング値、高速フラグ値、及び周波数開始番号を、全てＰＲＡＣＨパラメ
ータｍの値と同じ値に設定する。
【００５６】
　また、例えば、図５に示すように、パラメータ決定部５３０は、ＰＲＡＣＨパラメータ
ｈ１、ｈ２のＮＣＳ構成値を、「０」以外のできるだけ小さい値である「１」に設定する
。これは、ＮＣＳの値が大きくなると、広範囲なセルカバレッジを実現できる反面多くの
無線リソースを消費することになるが、ＨｅＮＢの場合は、セル半径が非常に小さく、カ
バレッジを広げる必要性が低いためである。なお、このときの第１のＨｅＮＢ３００及び
第２のＨｅＮＢ４００のＮＣＳは、上述の変換テーブルにより、図６に示すように、いず
れも「１３」となる。
【００５７】
　そして、図４のステップＳＴ１７００において、パラメータ通知部５４０は、入力され
たＰＲＡＣＨパラメータｈ１を、第１のＨｅＮＢ３００へ送信し、入力されたＰＲＡＣＨ
パラメータｈ２を、第２のＨｅＮＢ４００へ送信する。
【００５８】
　このような動作により、ＦＧＷ５００は、ＭｅＮＢ２００と第１のＨＵＥ３１０及び第
２のＨＵＥ４１０との間で、プリアンブルの送信系列が重複しないようにすることができ
る。
【００５９】
　次に、ネットワームシステム１００全体の動作について説明する。
【００６０】
　図７は、ネットワームシステム１００全体の動作の一例を示すシーケンス図である。
【００６１】
　まず、ＦＧＷ５００は、ＭｅＮＢ２００に対してパラメータ要求信号を送信し（ＳＴ１
０１）、その応答としてＰＲＡＣＨパラメータｍを受信する（ＳＴ１０２）。そして、Ｆ
ＧＷ５００は、ＭｅＮＢ２００と送信系列が重複しないようにＰＲＡＣＨパラメータｈ１
、ｈ２を決定し（ＳＴ１０３）、第１のＨｅＮＢ３００及び第２のＨｅＮＢ４００へそれ
ぞれ配信する（ＳＴ１０４、ＳＴ１０５）。なお、この際、ＦＧＷ５００は、上述の二次
パラメータ（ＮＺＣ、ＮＣＳ、ｕ）を配信する必要は無い。
【００６２】
　ＭｅＮＢ２００は、ＰＲＡＣＨパラメータｍを、報知チャネルによりＭＵＥ２１０へ送
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信されたＰＲＡＣＨパラメータｈ１、ｈ２を、報知チャネルにより第１のＨＵＥ３１０及
び第２のＨＵＥ４１０へそれぞれ送信する（ＳＴ１０７、ＳＴ１０８）。
【００６３】
　ＭｅＮＢ２００、第１のＨｅＮＢ３００、及び第２のＨｅＮＢ４００は、自セル内の他
の通信端末装置（図示せず。ＭＵＥｘ、ＨＵＥ１ｘ、ＨＵＥ２ｘとする）に対し、スケジ
ューリングを行う（ＳＴ１０９、ＳＴ１１０、ＳＴ１１１）。このスケジューリングは、
ＰＵＳＣＨ等、ＰＲＡＣＨ以外のチャネルをサブフレームＴに割り当てる処理である。こ
の際、ＭｅＮＢ２００、第１のＨｅＮＢ３００、及び第２のＨｅＮＢ４００は、ＰＲＡＣ
Ｈが割り当てられるＲＢ番号３～８と重複しないように、ＰＲＡＣＨ以外のチャネルに対
してＲＢ番号を割り当てる。
【００６４】
　そして、ＭｅＮＢ２００は、生成したスケジューリング情報を、ＭＵＥｘに対して、上
りリンクスケジューリンググラント（UL grant）ｍとして送信する（ＳＴ１１２）。第１
のＨｅＮＢ３００は、生成したスケジューリング情報を、ＨＵＥ１ｘに対して、上りリン
クスケジューリンググラントｈ１として送信する（ＳＴ１１３）。第２のＨｅＮＢ４００
は、生成したスケジューリング情報を、ＨＵＥ２ｘに対して、上りリンクスケジューリン
ググラントｈ２として送信する（ＳＴ１１４）。
【００６５】
　一方、ＭＵＥ２１０、第１のＨＵＥ３１０、及び第２のＨＵＥ４１０は、それぞれ受信
したＰＲＡＣＨパラメータｍ、ｈ１、ｈ２に基づき、プリアンブル系列候補群を生成し、
その中からサブフレームＴに送信するプリアンブル系列を選択する（ＳＴ１１５、ＳＴ１
１６、ＳＴ１１７）。
【００６６】
　このプリアンブル系列の選択の詳細について、ＦＤＤ（frequency division duplex）
モードの場合を例として説明する。
【００６７】
　通信端末装置は、まず、以下の式（２）で表される、プリアンブル系列の元となるＺａ
ｄｏｆｆ－Ｃｈｕ（ＺＣ）系列に対して、以下の式（３）で表される巡回シフトを行う。
これにより、通信端末装置は、ＰＲＡＣＨで送信する信号系列（プリアンブル系列）を得
る。なお、ここで、ＮＺＣは、系列長であり、送信タイミング値から一意に求められる値
である。ｕは、物理系列値と呼ばれ、論理系列値及びＮＣＳ構成値から、１つまたは複数
の値が選択される。また、Ｃｖは、巡回シフト量である。
【数２】

【数３】

【００６８】
　巡回シフト量Ｃｖは、セルが高速移動環境に対応していない場合（つまり高速フラグ値
＝０の場合）、以下の式（４）で表される。
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【数４】

【００６９】
　ここで、ＮＣＳは、巡回シフトのシフト単位であり、ＮＣＳ構成値及び高速フラグ値か
ら一意に求められる値である。ＮＣＳ＝０の場合は、巡回シフトが行われないことを示す
。
【００７０】
　通信端末装置は、このようにＰＲＡＣＨパラメータのうち周波数開始番号を除く４つの
パラメータから、ＮＺＣ、ＮＣＳ、ｕを決定し、物理系列値ｕの候補群の中から１つをラ
ンダムに選択して、基地局装置へのプリアンブルの送信を行う。
【００７１】
　図８は、例１として、送信タイミング値＝０、論理系列＝２４、ＮＣＳ構成値＝１、高
速フラグ値＝０のときの、プリアンブル系列の構成を示す図である。また、図９は、例２
として、送信タイミング値＝０、論理系列＝３０、ＮＣＳ構成値＝５、高速フラグ値＝０
のときの、プリアンブル系列の構成を示す図である。
【００７２】
　例１では、ＰＲＡＣＨパラメータに基づき、ＮＺＣ＝８３９、ＮＣＳ＝１３が選択され
る。したがって、６４通りのプリアンブル系列を生成するために必要なＺＣ系列数Ｍ１は
、以下の式（５）の通りとなる。

【数５】

【００７３】
　また、ＺＣ系列数Ｍ１及び論理系列値から、ｕ＝５６が選択される。この場合、ｕ＝５
６から生成されたＺＣ系列が左方向に１３サンプル単位で巡回シフトされ、６４通りのプ
リアンブル系列候補群が生成される。
【００７４】
　例２では、ＰＲＡＣＨパラメータに基づき、ＮＺＣ＝８３９、ＮＣＳ＝２６が選択され
る。したがって、６４通りのプリアンブル系列を生成するために必要なＺＣ系列数Ｍ２は
、以下の式（６）の通りとなる。
【数６】

【００７５】
　また、ＺＣ系列数Ｍ２及び論理系列値から、ｕ＝８０、７５９の２つが選択される。こ
の場合、２つのＺＣ系列がそれぞれ左方向に２６サンプル単位で巡回シフトされ、計６４
通りのプリアンブル系列候補群が生成される。
【００７６】
　そして、通信端末装置は、生成した６４通りのプリアンブル系列候補郡の中から、１つ
をランダムに選択する。そして、通信端末装置は、基地局装置から通知されたＰＲＡＣＨ
パラメータに含まれる送信タイミング値及び周波数開始番号に対応する、時間及び周波数
リソースを用いて、選択したプリアンブル系列のＰＲＡＣＨを送信する。
【００７７】
　すなわち、ＭＵＥ２１０、第１のＨＵＥ３１０、及び第２のＨＵＥ４１０は、それぞれ
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、生成したプリアンブル系列ｍ、ｈ１、ｈ２を送信する（図７のＳＴ１１８、ＳＴ１１９
、ＳＴ１２０）。同時に、図示しないが、ＭＵＥｘ、ＨＵＥ１ｘ、ＨＵＥ２ｘからは、Ｐ
ＵＳＣＨ等、他のチャネルが送信される。
【００７８】
　このような動作により、ネットワークシステム１００は、ＭｅＮＢ２００、第１のＨｅ
ＮＢ３００、及び第２のＨｅＮＢ４００のプリアンブルに対して、異なるＺＣ系列を適用
してＣｏｄｅ多重を実現することができる。そして、ネットワークシステム１００は、こ
れにより、ＭｅＮＢ２００、第１のＨｅＮＢ３００、及び第２のＨｅＮＢ４００のプリア
ンブルを、同一の時間及び同一の周波数リソースに配置することができる。
【００７９】
　図１０～図１３は、順に、ＭｅＮＢ２００、第１のＨｅＮＢ３００、第２のＨｅＮＢ４
００、及びネットワークシステム１００全体の、上りフレームフォーマットの各例を示す
図である。図１０～図１３において、横のハッチングの領域はＰＲＡＣＨを示し、格子の
ハッチングの領域は多重化されたＰＲＡＣＨを示し、ドットの領域はＰＲＡＣＨ以外のチ
ャネルを示す。
【００８０】
　図１０～図１３に示すように、サブフレームＴで形成されるＭＵＥ２１０、第１のＨＵ
Ｅ３１０、及び第２のＨＵＥ４１０からのプリアンブルは、全てＲＢ３～ＲＢ８に配置さ
れる。但し、これらのプリアンブルには、それぞれ異なる物理系列値が適用されている。
したがって、これらのプリアンブル間の干渉は抑えられることになる。
【００８１】
　すなわち、ネットワークシステム１００におけるＭｅＮＢ２００のスケジューラは、上
述の非特許文献２記載の技術のように、ＨＵＥ２１０のプリアンブル用に特段の無線リソ
ースを空ける必要が無い。これにより、ネットワークシステム１００は、非特許文献２記
載の技術に比べて、無線リソースをより有効に利用することができる。
【００８２】
　通常、ＨｅＮＢの数は、使用ユーザのサービス開始または解約等によって時々刻々変化
する。したがって、非特許文献２記載の技術では、ＭｅＮＢが空けるリソースを都度見直
す必要があり、結果的にＭｅＮＢとＨｅＮＢとの間のシグナリング量は増大する。本実施
の形態によれば、このような見直しが不要となるため、ＭｅＮＢとＨｅＮＢとの間のシグ
ナリング量を低減させることができる。
【００８３】
　このように、本実施の形態によれば、複数のセル間でプリアンブルの送信系列が重複し
ないようにするので、所定のリソースを確保しつつ、セル間のプリアンブルの干渉を抑制
することができる。
【００８４】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２は、複数のＨＵＥで重複する周波数リソースを使用し、ＭＵＥと
ＨＵＥとの間では異なる周波数リソースを使用する例である。本実施の形態が実施の形態
１と異なる主な点は、パラメータ決定部５３０の動作である。以下、パラメータ決定部５
３０の動作に着目して説明を行う。
【００８５】
　図１４は、本実施の形態に係るネットワーク管理装置の動作の一例を示すフローチャー
トであり、実施の形態１の図４に対応するものである。図４と同一部分には同一ステップ
番号を付し、これについての説明を省略する。
【００８６】
　パラメータ決定部５３０は、ステップＳＴ１２００において受信されたＰＲＡＣＨパラ
メータｍを入力されると、ステップＳＴ１５１０へ進む。
【００８７】
　ステップＳＴ１５１０において、パラメータ決定部５３０は、第１のＨｅＮＢ３００と
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第２のＨｅＮＢ４００とに対して異なる論理系列値を決定する。言い換えると、パラメー
タ決定部５３０は、第１のＨｅＮＢ３００の物理系列値ｕと第２のＨｅＮＢ４００の物理
系列値ｕとを、異なる値に設定する。なお、ＭｅＮＢ２００との関係では、論理系列値及
び物理系列値ｕは、重複しても良いし重複しなくても良い。
【００８８】
　図１５は、ＰＲＡＣＨパラメータの値の一例を示す図であり、実施の形態１の図５に対
応するものである。
【００８９】
　本実施の形態のパラメータ決定部５３０は、例えば、図１５に示すように、ＰＲＡＣＨ
パラメータｈ１の論理系列値を「３０」に決定し、ＰＲＡＣＨパラメータｈ２の論理系列
値を「３３」に決定する。なお、この場合、図１６に示すように、ＰＲＡＣＨパラメータ
ｈ１、ｈ２の物理系列値ｕは、上述の変換テーブルにより、それぞれ「８０」、「７９７
」となる。
【００９０】
　そして、図１４のステップＳＴ１６１０において、パラメータ決定部５３０は、第１の
ＨｅＮＢ３００と第２のＨｅＮＢ４００との間では周波数位置が重複し、これらとＭｅＮ
Ｂ２００との間では周波数位置が重複しないように、ＰＲＡＣＨパラメータｈ１、ｈ２を
決定する。そして、パラメータ決定部５３０は、決定したＰＲＡＣＨパラメータｈ１、ｈ
２を、パラメータ通知部５４０へ出力して、ステップＳＴ１７００へ進む。
【００９１】
　本実施の形態のパラメータ決定部５３０は、例えば、図１５に示すように、送信タイミ
ング値、ＮＣＳ構成値、高速フラグ値、及び周波数開始番号を、それぞれＰＲＡＣＨパラ
メータｈ１、ｈ２で共通の値に決定する。但し、パラメータ決定部５３０は、ＰＲＡＣＨ
パラメータｈ１、ｈ２の周波数開始番号を、ＰＲＡＣＨパラメータｍとの間で周波数位置
が重複しない番号に決定する。実施の形態１で説明した通り、周波数開始番号＝３の場合
にはＲＢ番号３～８が使用されるため、例えば、図１５に示すように、「９」がＰＲＡＣ
Ｈパラメータｈ１、ｈ２の周波数開始番号に決定される。周波数開始番号＝９は、ＲＢ番
号９～１４の計６ＲＢがＰＲＡＣＨの送信に使用されることを意味する。
【００９２】
　そして、パラメータ通知部５４０は、ＰＲＡＣＨパラメータｈ１、ｈ２を第１のＨｅＮ
Ｂ３００及び第２のＨｅＮＢ４００へそれぞれ通知する（ＳＴ１７００）。また、パラメ
ータ通知部５４０は、ステップＳＴ１７１０において、ＰＲＡＣＨパラメータｈ１、ｈ２
の少なくとも一方、ＭｅＮＢ２００へ通知する。
【００９３】
　この結果、実施の形態１の図７で説明した通り、各基地局装置は、ＰＲＡＣＨに割り当
てられるＲＢ番号と重複しないように、ＰＲＡＣＨ以外のチャネルにＲＢ番号を割り当て
る（図１５の例の場合、ＲＢ番号３～１４以外のＲＢ番号）。
【００９４】
　また、本実施の形態に係るＭｅＮＢ２００は、パラメータ通知部５４０は、プリアンブ
ルにおいて、第１のＨｅＮＢ３００及び第２のＨｅＮＢ４００がプリアンブル送信に使用
するＲＢを使用しないようにするものとする。このＲＢの特定は、ＦＧＷ５００から通知
されるＰＲＡＣＨパラメータｈ１またはＰＲＡＣＨパラメータｈ２に基づいて行われる。
【００９５】
　図１７～図２０は、順に、ＭｅＮＢ２００、第１のＨｅＮＢ３００、第２のＨｅＮＢ４
００、及びネットワークシステム１００全体の、上りフレームフォーマットの各例を示す
図であり、実施の形態１の図１０～図１３に対応するものである。図１７～図２０におい
て、無地の領域は使用されないチャネル（ブランクのチャネル）を示す。
【００９６】
　図１７～図２０に示すように、第１のＨＵＥ３１０からのプリアンブルは、ＲＢ３～Ｒ
Ｂ８に配置され、ＭＵＥ２１０及び第２のＨＵＥ４１０からのプリアンブルは、ＲＢ９～
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ＲＢ１４に配置される。但し、ＭＵＥ２１０及び第２のＨＵＥ４１０からのプリアンブル
には、異なる物理系列値が適用されている。したがって、これらのプリアンブル間の干渉
は抑えられることになる。
【００９７】
　プリアンブルの送信電力は、基地局装置と通信端末装置との間のパスロスに比例して大
きくなる。一般に、ＭｅＮＢはセル半径が大きいため、パスロスも大きくなり、結果的に
プリアンブルの送信電力は高くなる傾向にある。これに対し、ＨｅＮＢはセル半径が小さ
いため、結果的にプリアンブルの送信電力は低くなる傾向にある。したがって、通常、Ｍ
ＵＥのプリアンブルの送信電力とＨＵＥのプリアンブルの送信電力との差は大きい。とこ
ろが、プリアンブルの電力差が大きい場合、直交性が崩れ、プリアンブルの誤検出の原因
となる。特に、ＨｅＮＢは、ＭＵＥが送信したプリアンブルを誤って検出し易くなる。
【００９８】
　本実施の形態によれば、上述の通り、ＭＵＥとＨＵＥとの間でプリアンブルの周波数位
置を重複させないので、実施の形態１に比べて、ＨｅＮＢにおけるプリアンブルの誤検出
をより低減することができる。但し、各基地局装置において無送信リソース（blank reso
urce）が発生するため、リソースの有効利用の観点では、実施の形態１のほうが有利であ
る。
【００９９】
　なお、上記の実施の形態１及び実施の形態２において、ＦＧＷは、ＰＲＡＣＨパラメー
タｍを、ＭｅＮＢから取得するものとしたが、必ずしもＭｅＮＢから取得しなくても良い
。また、取得するパラメータはＰＲＡＣＨパラメータに制限されず、例えばＭｅＮＢにお
ける他のチャネルに関するパラメータやＭｅＮＢのセルＩＤ情報を取得し、同様の手順に
よりＦＧＷがＨｅＮＢの各パラメータを決定しても良い。また、ＦＧＷが管理対象とする
ＭｅＮＢ及びＨｅＮＢの数は、上述の例に制限されない。
【０１００】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３は、ＨｅＮＢによるプリアンブルのピークサーチ範囲を、ＭｅＮ
Ｂによるプリアンブルのピークサーチ範囲よりも狭くする例である。
【０１０１】
　図２１は、本実施の形態に係る基地局装置としてのＨｅＮＢの構成の一例を示すブロッ
ク図である。本実施の形態のＨｅＮＢは、例えば、実施の形態１及び実施の形態２の第１
のＨｅＮＢ３００及び第２のＨｅＮＢ４００に適用される。
【０１０２】
　図２１に示すように、ＨｅＮＢ７００は、アンテナ７０１と、ＲＦ部７０２と、ＣＰ（
cyclic prefix）除去部７０３と、ＤＦＴ（discrete Fourier transform）部７０４と、
制御部７０５と、リソースデマッピング部７０６と、プリアンブルレプリカ生成部７０７
と、相関演算部７０８と、ＩＤＦＴ（inverse discrete Fourier transform）部７０９と
、ピークサーチ範囲決定部７１０と、プリアンブル検出部７１１とから主に構成される。
アンテナ７０１～相関演算部７０８および制御部７０５は、受信手段に対応する。ピーク
サーチ範囲決定部７１０及びプリアンブル検出部７１１は、プリアンブル検出手段に対応
する。
【０１０３】
　アンテナ７０１は、配下の通信端末装置から高周波信号を受信してＲＦ部７０２へ出力
する。
【０１０４】
　ＲＦ部７０２は、入力された高周波信号をベースバンド信号に周波数変換して、ＣＰ除
去部７０３へ出力する。
【０１０５】
　ＣＰ除去部７０３は、入力されたベースバンド信号であるＳＣ－ＦＤＭＡ信号より、あ
らかじめ定めたシンボルタイミングに基づきＣＰを除去する。また、ＣＰ除去部７０３は
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、ＣＰを除去した信号を、ＤＦＴ部７０４へ出力する。
【０１０６】
　ＤＦＴ部７０４は、入力されたＳＣ－ＦＤＭＡ信号に対して離散フーリエ変換処理を行
い、離散フーリエ変換処理を行った信号を、リソースデマッピング部７０６へ出力する。
【０１０７】
　制御部７０５は、ＰＲＡＣＨパラメータを管理する。制御部７０５は、リソースデマッ
ピング部７０６に対して周波数開始番号を、プリアンブルレプリカ生成部７０７に対して
送信タイミング値、論理系列値、ＮＣＳ構成値、及び高速フラグ値を、それぞれ出力する
。これらのＰＲＡＣＨパラメータは、上述の通り、ＦＧＷ５００によって管理されるパラ
メータである。
【０１０８】
　リソースデマッピング部７０６は、制御部７０５から入力される周波数開始番号に基づ
いて、ＤＦＴ部７０４から入力されるＳＣ－ＦＤＭＡ信号から、必要なプリアンブルを抽
出する。また、リソースデマッピング部７０６は、抽出したプリアンブルを、相関演算部
７０８へ出力する。
【０１０９】
　プリアンブルレプリカ生成部７０７は、入力されるＰＲＡＣＨパラメータから、プリア
ンブルレプリカを生成し、相関演算部７０８へ出力する。
【０１１０】
　具体的には、まず、プリアンブルレプリカ生成部７０７は、以下の式（７）にＰＲＡＣ
Ｈパラメータを適用して得られる信号に対して、以下の式（８）で表される離散フーリエ
変換を行うことにより、周波数領域のプリアンブルレプリカを生成する。
【数７】

【数８】

【０１１１】
　相関演算部７０８は、リソースデマッピング部７０６から入力される受信プリアンブル
と、プリアンブルレプリカ生成部７０７から入力されるプリアンブルレプリカとに対して
、相関演算を行う。また、相関演算部７０８は、演算結果である相関関数を、ＩＤＦＴ部
７０９へ出力する。
【０１１２】
　具体的には、相関演算部７０８は、受信プリアンブル系列をＹＨｅＮＢ（ｋ）とすると
、以下の式（９）で表される相関関数ＺＨｅＮＢ（ｋ）を算出する。
【数９】

【０１１３】
　ＩＤＦＴ部７０９は、入力された相関関数に対して逆離散フーリエ変換処理を行い、処
理結果を、プリアンブル検出部７１１へ出力する。
【０１１４】
　具体的には、ＩＤＦＴ部７０９は、入力された相関関数ＺＨｅＮＢ（ｋ）に対し、以下
の式（１０）で表される逆離散フーリエ変換を行い、信号ｚＨｅＮＢを得る。
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【数１０】

【０１１５】
　ピークサーチ範囲決定部７１０は、電力遅延プロファイルのピークサーチ範囲を決定し
、決定結果をプリアンブル検出部７１１へ出力する。
【０１１６】
　具体的には、ピークサーチ範囲決定部７１０は予めセル半径の情報を取得しており、セ
ル半径をｒ［ｍ］、光速をｃ［ｍ／ｓｅｃ］とすると、以下の式（１１）で表されるプリ
アンブルの最大遅延時間ＴＭＡＸを求める。
【数１１】

【０１１７】
　なお、サンプリング周波数をｆｓ［Ｈｚ］とすると、電力プロファイルのピークサーチ
範囲のサンプル数ＮＰＳは、以下の式（１２）で表される。

【数１２】

【０１１８】
　例えば、第１のＨｅＮＢのセル半径が２０［ｍ］、サンプリング周波数が３０．７２［
ＭＨｚ］であり、光速を３×１０８［ｍ／ｓ］とすると、サンプル数ＮＰＳは５となる。
【０１１９】
　プリアンブル検出部７１１は、ＩＤＦＴ部７０９から入力された信号に対して、ピーク
サーチ範囲決定部７１０から入力されたピークサーチ範囲を対象として、プリアンブルの
検出を行う。
【０１２０】
　具体的には、プリアンブル検出部７１１は、まず、ＩＤＦＴ部７０９から入力された信
号ｚＨｅＮＢ（ｌ）を、以下の式（１３）で表される電力遅延プロファイルＰＨｅＮＢ（
ｌ）に変換する。

【数１３】

【０１２１】
　そして、プリアンブル検出部７１１は、電力遅延プロファイルＰＨｅＮＢ（ｌ）のうち
、０≦ｌ≦ＮＰＳの範囲に限定して、ピークサーチを行う。その結果、ＰＨｅＮＢ（ｌ）
のピークレベルが所定の判定閾値を超えていた場合に、プリアンブル検出部７１１は、プ
リアンブルが検出されたと判定する。
【０１２２】
　図２２は、ＨｅＮＢ７００におけるピークサーチ範囲の限定の効果を説明するための図
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である。横軸は時間を示し、縦軸は電力遅延プロファイルＰＨｅＮＢ（ｌ）のレベルを示
す。また、図２３は、比較のために、ＭｅＮＢ２００によるピークサーチ範囲を示す図で
ある。
【０１２３】
　図２２において、折れ線は、ＨｅＮＢ７００に属するＨＵＥがプリアンブルを送信して
おらず、かつ、他セルからのプリアンブルが時間ｔｐにＨｅＮＢ７００において受信され
ている状態における、電力遅延プロファイルの一例を示す。ここで、図２２に示すように
、電力遅延プロファイルが、他セルからのプリアンブルにより、時間ｔｐ付近で判定閾値
を超えているものとする。
【０１２４】
　ＨｅＮＢ７００のピークサーチ範囲が、図２３に示すＭｅＮＢ２００におけるピークサ
ーチ範囲のように広い場合、ＨｅＮＢ７００は、プリアンブルが検出されたとの誤判定を
行ってしまう。そこで、ＨｅＮＢ７００は、上述の通り、ピークサーチ範囲を、０～ＮＰ

Ｓの範囲に限定している。これにより、時刻ｔｐのピークは検出されず、プリアンブルは
検出されないと正しく判定を行うことができる。
【０１２５】
　ＭｅＮＢ２００のセル半径は広いため、ＭＵＥ２１０のプリアンブルが所望のタイミン
グから大きく遅れてＭｅＮＢ２００に到着することがある。そのため、ＭｅＮＢ２００は
、図２３に示すように、広い範囲に渡ってピークサーチを行う必要がある。これに対し、
ＨｅＮＢ７００のセル半径は狭いため、ＨＵＥのプリアンブルの遅延時間は非常に短く、
図２２に示すように、ピークサーチ範囲を絞ることが可能である。
【０１２６】
　このように、本実施の形態によれば、ＨｅＭＢにおけるプリアンブルの誤検出を低減す
ることができる。したがって、ＨＵＥの上り送信電力を低減することが可能となるので、
所定のリソースを確保しつつ、セル間のプリアンブルの干渉を更に抑制することができる
。特に、本実施の形態は、実施の形態１と組み合わせて実施する事により、遠方のＭＵＥ
からのプリアンブルの誤検出を効果的に防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明にかかるネットワーク管理装置、基地局装置及びネットワーク管理方法は、所定
のリソースを確保しつつ、セル間のプリアンブルの干渉を抑制することができるネットワ
ーク管理装置、基地局装置及びネットワーク管理方法として有用である。
【符号の説明】
【０１２８】
　１００　ネットワークシステム
　２００　ＭｅＮＢ
　２１０　ＭＵＥ
　３００　第１のＨｅＮＢ
　３１０　第１のＨＵＥ
　３２０　第１のセル
　４００　第２のＨｅＮＢ
　４１０　第２のＨＵＥ
　４２０　第２のセル
　５００　ＦＧＷ
　５１０　通信部
　５２０　パラメータ取得部
　５３０　パラメータ決定部
　５４０　パラメータ通知部
　７００　ＨｅＮＢ
　７０１　アンテナ
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　７０２　ＲＦ部
　７０３　ＣＰ除去部
　７０４　ＤＦＴ部
　７０５　制御部
　７０６　リソースデマッピング部
　７０７　プリアンブルレプリカ生成部
　７０８　相関演算部
　７０９　ＩＤＦＴ部
　７１０　ピークサーチ範囲決定部
　７１１　プリアンブル検出部

【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２１】 【図２２】
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