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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非対称の下り線と上り線トラヒックチャネルフィールドを含む時間分割多元接続時間フ
レームにおいて無線チャネルを配置するための方法であって、
　非対称の下り線及び上り線トラヒックチャネルフィールドを複数の領域に分割し、各領
域に推定セル間干渉値を対応付け、
　複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を求め、
　分割された各領域に対応する推定セル間干渉値と複数の移動ユニットの内の１つの移動
ユニットのセル間干渉に対する感受性とに基づき、分割された複数の領域の内の１つを選
択するとともに、選択された領域における無線チャネルを当該移動ユニットに割当てる過
程を含む方法。
【請求項２】
　非対称の下り線及び上り線トラヒックチャネルフィールドが併せて３つの領域に分割さ
れ、第１の領域が下り線トラヒックチャネルフィールドにのみ一致し、第２の領域が上り
線トラヒックチャネルフィールドにのみ一致し、第３の領域が下り線トラヒックチャネル
フィールドの一部と上り線トラヒックチャネルフィールドの一部と一致する請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記複数の領域の内の１つを選択し、選択された領域における無線チャネルを複数の移
動ユニットの内の１つに割当てる過程が、
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　第３の領域に対応する推定セル間干渉値が第１及び第２の領域に対応する推定セル間干
渉値より大きく、その１つの移動ユニットのセル間干渉に対する感受性が比較的低いと判
断された場合に、第３の領域を選択し、第３の領域の無線チャネルをその１つの移動ユニ
ットに割当てる過程を含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の領域の内の１つを選択し、選択された領域における無線チャネルを複数の移
動ユニットの内の１つに割当てる過程が、
　第１の領域に対応する推定セル間干渉値が第３の領域に対応する推定セル間干渉値より
低く、その１つの移動ユニットのセル間干渉に対する感受性が比較的高いと判断された場
合に、第１の領域を選択し、第１の領域の下り線無線チャネルをその１つの移動ユニット
に割当てる過程を含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の領域の内の１つを選択し、選択された領域における無線チャネルを複数の移
動ユニットの内の１つに割当てる過程が、
　第２の領域に対応する推定セル間干渉値が第３の領域に対応する推定セル間干渉値より
低く、その１つの移動ユニットのセル間干渉に対する感受性が比較的高いと判断された場
合に、第２の領域を選択し、第２の領域の上り線無線チャネルをその１つの移動ユニット
に割当てる過程を含む請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の移動ユニットの各々のセル間干渉に対する感受性を求める過程が、複数の移
動ユニットの各々の信号強度を測定する過程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の移動ユニットの各々のセル間干渉に対する感受性を求める過程が、複数の移
動ユニットの各々の信号品質を測定する過程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　時間分割多元接続（ＴＤＭＡ）のチャネル配置方式を採用する同期セルラー無線通信ネ
ットワークにおける、非対称の下り線及び上り線トラヒックチャネルフィールドを含むＴ
ＤＭＡ時間フレームに対応する下り線及び上り線チャネルを割当てるための方法であって
、
　下り線及び上り線トラヒックチャネルフィールドを併せて３つ以上の領域に分割し、該
３つ以上の領域が、
　下り線トラヒックチャネルフィールドにのみ一致する第１の領域、
　上り線トラヒックチャネルフィールドにのみ一致する第２の領域、及び
　下り線トラヒックチャネルフィールドの一部と上り線トラヒックチャネルフィールドの
一部と一致する第３の領域であって、それに対応する推定セル間干渉が第１又は第２の領
域に対応する推定セル間干渉より大きい第３の領域を含み、
　セル内で作動中の複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を求め
、
　割当てるチャネルが上り線用であるか下り線用であるかの判断と、セル内で作動中の複
数の移動ユニットの内の１つの移動ユニットに対応する感受性とに依って、第１の領域、
第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択するとともに、当該移動ユニットに上り線又
は下り線チャネルを割当てる過程を含む方法。
【請求項９】
　前記セル内で作動中の複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を
求める過程が、移動ユニットの対応する信号強度を測定し、信号強度の測定値を所定の閾
値と比較する過程を含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記セル内で作動中の複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を
求める過程が、移動ユニットの対応する信号品質を測定し、信号品質の測定値を所定の閾
値と比較する過程を含む請求項８に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記信号品質を測定する過程が、ビット誤り率（ＢＥＲ）を測定する過程を含む請求項
１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記信号品質を測定する過程が、パケット誤り率（ＰＥＲ）を測定する過程を含む請求
項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　複数の移動ユニットの各々に対応するセル間干渉の感受性に基づいてセル内で作動中の
複数の移動ユニットをランク付けする過程を更に含む請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　第１の領域、第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択し、セル内で作動中の複数の
移動ユニットの内の１つに上り線又は下り線チャネルを割当てる過程が、その１つの移動
ユニットのランクに依って行う請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記セル内で作動中の複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を
求める過程が、
　上り線期間中のセル間干渉に対する感受性を測定し、
　下り線期間中のセル間干渉に対する感受性を測定する過程を含む請求項８に記載の方法
。
【請求項１６】
　第１の領域、第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択し、セル内で作動中の複数の
移動ユニットの内の１つに上り線又は下り線チャネルを割当てる過程が、
　その１つの移動ユニットの上り線期間中に測定されたセル間干渉に対する感受性が比較
的低く、下り線期間中に測定されたセル間干渉に対する感受性が比較的低い場合に、第３
の領域における上り線又は下り線チャネルをその１つの移動ユニットに割当てる過程を含
む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　第１の領域、第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択し、セル内で作動中の複数の
移動ユニットの内の１つに上り線又は下り線チャネルを割当てる過程が、
　その１つの移動ユニットの下り線期間中に測定されたセル間干渉に対する感受性が比較
的高い場合に、第１の領域における下り線チャネルをその１つの移動ユニットに割当てる
過程を含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　第１の領域、第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択し、セル内で作動中の複数の
移動ユニットの内の１つに上り線又は下り線チャネルを割当てる過程が、
　その１つの移動ユニットの上り線期間中に測定されたセル間干渉に対する感受性が比較
的高い場合に、第２の領域における上り線チャネルをその１つの移動ユニットに割当てる
過程を含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　非対称の下り線と上り線トラヒックチャネルフィールドを含む時間分割多元接続時間フ
レームにおいて無線チャネルを配置するための装置であって、
　非対称の下り線及び上り線トラヒックチャネルフィールドを複数の領域に分割し、各領
域に推定セル間干渉値を対応付けるための手段、
　複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を求めるための手段、及
び
　分割された各領域に対応する推定セル間干渉値と複数の移動ユニットの内の１つの移動
ユニットのセル間干渉に対する感受性とに基づき、分割された複数の領域の内の１つを選
択するとともに、選択された領域における無線チャネルを当該移動ユニットに割当てるた
めの手段を含む装置。
【請求項２０】
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　非対称の下り線及び上り線トラヒックチャネルフィールドが併せて３つの領域に分割さ
れ、第１の領域が下り線トラヒックチャネルフィールドにのみ一致し、第２の領域が上り
線トラヒックチャネルフィールドにのみ一致し、第３の領域が下り線トラヒックチャネル
フィールドの一部と上り線トラヒックチャネルフィールドの一部と一致する請求項１９に
記載の装置。
【請求項２１】
　前記複数の領域の内の１つを選択し、選択された領域における無線チャネルを複数の移
動ユニットの内の１つに割当てるための手段が、
　第３の領域に対応する推定セル間干渉値が第１及び第２の領域に対応する推定セル間干
渉値より大きく、その１つの移動ユニットのセル間干渉に対する感受性が比較的低いと判
断された場合に、第３の領域を選択し、第３の領域の無線チャネルをその１つの移動ユニ
ットに割当てるための手段を含む請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記複数の領域の内の１つを選択し、選択された領域における無線チャネルを複数の移
動ユニットの内の１つに割当てるための手段が、
　第１の領域に対応する推定セル間干渉値が第３の領域に対応する推定セル間干渉値より
低く、その１つの移動ユニットのセル間干渉に対する感受性が比較的高いと判断された場
合に、第１の領域を選択し、第１の領域の下り線無線チャネルをその１つの移動ユニット
に割当てるための手段を含む請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記複数の領域の内の１つを選択し、選択された領域における無線チャネルを複数の移
動ユニットの内の１つに割当てるための手段が、
　第２の領域に対応する推定セル間干渉値が第３の領域に対応する推定セル間干渉値より
低く、その１つの移動ユニットのセル間干渉に対する感受性が比較的高いと判断された場
合に、第２の領域を選択し、第２の領域の上り線無線チャネルをその１つの移動ユニット
に割当てるための手段を含む請求項２０に記載の装置。
【請求項２４】
　前記複数の移動ユニットの各々のセル間干渉に対する感受性を求めるための手段が、
　複数の移動ユニットの各々の信号強度を測定するための手段を含む請求項１９に記載の
装置。
【請求項２５】
　前記複数の移動ユニットの各々のセル間干渉に対する感受性を求めるための手段が、
　複数の移動ユニットの各々の信号品質を測定するための手段を含む請求項１９に記載の
装置。
【請求項２６】
　時間分割多元接続（ＴＤＭＡ）のチャネル配置方式を採用する同期セルラー無線通信ネ
ットワークにおける、非対称の下り線及び上り線トラヒックチャネルフィールドを含むＴ
ＤＭＡ時間フレームに対応する下り線及び上り線チャネルを割当てるための装置であって
、
　下り線及び上り線トラヒックチャネルフィールドを併せて３つ以上の領域に分割する手
段であって、該３つ以上の領域が、
　下り線トラヒックチャネルフィールドにのみ一致する第１の領域、
　上り線トラヒックチャネルフィールドにのみ一致する第２の領域、及び
　下り線トラヒックチャネルフィールドの一部と上り線トラヒックチャネルフィールドの
一部と一致する第３の領域であって、それに対応する推定セル間干渉が第１又は第２の領
域に対応する推定セル間干渉より大きい第３の領域を含む手段、
　セル内で作動中の複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を求め
るための手段、及び
　割当てるチャネルが上り線用であるか下り線用であるかの判断と、セル内で作動中の複
数の移動ユニットの内の１つの移動ユニットに対応する感受性とに依って、第１の領域、
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第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択するとともに、当該移動ユニットに上り線又
は下り線チャネルを割当てるための手段を含む装置。
【請求項２７】
　前記セル内で作動中の複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を
求めるための手段が、移動ユニットの対応する信号強度を測定するための手段、及び信号
強度の測定値を所定の閾値と比較するための手段を含む請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記セル内で作動中の複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を
求めるための手段が、移動ユニットの対応する信号品質を測定するための手段、及び信号
品質の測定値を所定の閾値と比較するための手段を含む請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記信号品質を測定するための手段が、ビット誤り率（ＢＥＲ）を測定するための手段
を含む請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記信号品質を測定するための手段が、パケット誤り率（ＰＥＲ）を測定するための手
段を含む請求項２８に記載の装置。
【請求項３１】
　複数の移動ユニットの各々に対応するセル間干渉の感受性に基づいてセル内で作動中の
複数の移動ユニットをランク付けするための手段を更に含む請求項２６に記載の装置。
【請求項３２】
　第１の領域、第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択し、セル内で作動中の複数の
移動ユニットの内の１つに上り線又は下り線チャネルを割当てるための手段において、そ
の１つの移動ユニットのランクに依って行われる請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記セル内で作動中の複数の移動ユニットの各々に対してセル間干渉に対する感受性を
求めるための手段が、
　上り線期間中のセル間干渉に対する感受性を測定するための手段、及び
　下り線期間中のセル間干渉に対する感受性を測定するための手段を含む請求項２６に記
載の装置。
【請求項３４】
　第１の領域、第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択し、セル内で作動中の複数の
移動ユニットの内の１つに上り線又は下り線チャネルを割当てるための手段が、
　その１つの移動ユニットの上り線期間中に測定されたセル間干渉に対する感受性が比較
的低く、下り線期間中に測定されたセル間干渉に対する感受性が比較的低い場合に、第３
の領域における上り線又は下り線チャネルをその１つの移動ユニットに割当てるための手
段を含む請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　第１の領域、第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択し、セル内で作動中の複数の
移動ユニットの内の１つに上り線又は下り線チャネルを割当てるための手段が、
　その１つの移動ユニットの下り線期間中に測定されたセル間干渉に対する感受性が比較
的高い場合に、第１の領域における下り線チャネルをその１つの移動ユニットに割当てる
ための手段を含む請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　第１の領域、第２の領域及び第３の領域の内の１つを選択し、セル内で作動中の複数の
移動ユニットの内の１つに上り線又は下り線チャネルを割当てるための手段が、
　その１つの移動ユニットの上り線期間中に測定されたセル間干渉に対する感受性が比較
的高い場合に、第２の領域における上り線チャネルをその１つの移動ユニットに割当てる
ための手段を含む請求項３３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の技術分野】
本発明は一般的にセルラー無線通信システム等の無線通信システムに関するものである。
具体的に、本発明はセルラー無線通信システムにおけるチャネルの配置に関するものであ
る。
【０００２】
【背景技術】
セルラー無線通信システムにおいて、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、時間分割多元接
続（ＴＤＭＡ）及び符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）等、様々な多元接続方式が採用可能で
ある。ＦＤＭＡ方式を採用するシステムでは、周波数スペクトルを複数の不連続の周波数
帯域に分割し、各々の周波数帯域が個別の無線チャネルとなる。ＣＤＭＡ方式を採用する
システムでは、拡散コードと称する異なる変調コードによって各無線チャネルを区別する
。ＴＤＭＡ方式によるシステムでは、以下詳細に説明する通り、時間領域を時間フレーム
や時間スロットに分割することでチャネルを分離する。
【０００３】
図１には、代表的な時間分割２重（ＴＤＤ）のＴＤＭＡ時間フレーム１００を示す。一般
的に、ＴＤＤ－ＴＤＭＡによるシステムでは上り線チャネルと下り線チャネルを、共通の
周波数で時間的に分割する。具体的に、図１に、ＴＤＤ－ＴＤＭＡ時間フレーム１００が
下り線制御チャネル（ＤＬＣＣ）フィールド１０５、下り線トラヒックチャネルフィール
ド１１０、上り線トラヒックチャネルフィールド１１５及びランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）フィールド１２０を含む複数のフィールドに分割されていることが示してある
。下り線トラヒックチャネルフィールド１１０と上り線トラヒックチャネルフィールド１
１５は更に複数の時間スロット（図示せず）に分割されている。下り線トラヒックチャネ
ルフィールド１１０の場合、時間スロットをセルの基地局からセル内に位置する特定の移
動ユニット（例えば携帯電話等）に情報を伝送するために使用する。上り線トラヒックチ
ャネルフィールド１１５の場合、セル内の特定の移動ユニットからセルの基地局に情報を
伝送するために時間スロットを使用する。通常、ＤＬＣＣフィールド１０５は現在の下り
線期間において基地局から情報を受信すべき移動ユニットを指定し、指定された移動ユニ
ットがその情報を受信すべき時間スロットを指定する割り当てリストを、他のものも併せ
て含むものである。ＤＬＣＣフィールド１０５は、現在の上り線期間において時間スロッ
トが割当てられた移動ユニットを特定する割り当てリストも含むことができる。ＲＡＣＨ
フィールド１２０は、通常再送信要求を含む制御情報やスケジューリング情報等の情報を
伝送するために使用される。
【０００４】
図１は、ＴＤＭＡ時間フレーム１００が非対称の上り線／下り線形態を有することも示し
ている。これは、下り線トラヒックチャネルフィールド１１０の大きさ（即ち長さ）が上
り線トラヒックチャネルフィールド１１５の大きさと異なる可能性があることを意味する
。又、セル間においても下り線トラヒックチャネルフィールド１１０と上り線トラヒック
チャネルフィールド１１５の相対的な大きさが異なり得ることも示す。その結果、あるセ
ルにおいて下り線トラヒックチャネルフィールド１１０に属する時間間隔が、隣接又は近
接するセルにおいて上り線トラヒックチャネルフィールド１１５に属する時間間隔と、あ
る程度重複してしまう可能性がある。
【０００５】
あるセルの下り線トラヒックチャネルフィールド１１０が隣接又は近接するセルの上り線
トラヒックチャネルフィールド１１５と重複する場合、一方のセルにおける情報の伝送が
他方のセルの情報の伝送を妨害してしまう可能性が高くなる。即ち、一方のセルにおける
下り線トラヒックチャネルフィールド１１０と隣接又は近接するセルの上り線トラヒック
チャネルフィールド１１５との間の重複によって、チャネル間及び／又は同チャネル干渉
が起こり易くなる。２つのセルが周波数帯域の一部を共有（即ち再使用）し、よって同チ
ャネル干渉の可能性が高い場合に、特に大きな問題となる。図２に示すように、例えば第
１のセルにおける基地局２０５が第１のセルに位置する移動ユニット２１０等の移動ユニ
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ットから上り線通信を現在受信中であり、同時に第２のセルにおける基地局２１５が現在
第２セルに位置する移動ユニット２２０等の移動ユニットに下り線メッセージを送信中で
ある場合、第１セルの基地局２０５は、第２セルの基地局２１５からの信号を誤って受信
し兼ねない。図３に示す第２の例では、第１セルの移動ユニット３１０は第２セルに位置
する移動ユニット３２０の信号を拾ってしまう可能性がある。
【０００６】
時間分割方式におけるセル間干渉問題については、Ｇ・ポヴィー(Povey)等による"TDD-CD
MA Extension to FDD-CDMA Based Third Generation Cellular System", Proceedings of
 the ICUPC, IEEE (1997)に記載がある。ポヴィーは、ネットワーク内のセルを総合的に
同期化することを示唆している。しかし、大規模なセルラーネットワークにおいて、この
提案は余にも複雑となり、非現実的である。従って、ＴＤＭＡ時間フレームにおいて非対
称の上り線／下り線トラヒックチャネルフィールドによるセル間干渉を軽減及び／又は消
去する必要がある。
【０００７】
【発明の概要】
本発明は、ＴＤＤ－ＴＤＭＡ方式のネットワークにおいて上り線及び下り線の無線チャネ
ルを割当てる（即ち配置する）ためのより効果的な方法を提供するものである。概して云
えば、本発明は上り線と下り線の両期間における各移動ユニットの感受性を求めることで
これを実現する。その求めた結果に依って、移動ユニットに、上り線と下り線のトラヒッ
クチャネルフィールドの一方又は両方において無線チャネルを割当てる。
【０００８】
従って、本発明の目的は、非対称のＴＤＭＡ時間フレームを採用するＴＤＤ－ＴＤＭＡ方
式のネットワークにおいて効果的なチャネル配置方法を提供することである。
【０００９】
本発明の他の目的は、全体的なシステムの性能が向上するように、上り線及び／又は下り
線トラヒックチャネルに対して時間スロットを割当てることである。
【００１０】
本発明の更なる目的は、全体的にセル間干渉が減少するように、上り線及び／又は下り線
トラヒックチャネルに対して時間スロットを割当てることである。
【００１１】
本発明の一側面によると、上記の目的は、非対称の下り線及び上り線トラヒックチャネル
フィールドを含む時間分割多元接続の時間フレームに無線チャネルを配置するための方法
及び／又は装置によって実現する。この方法及び／又は装置は、非対称の下り線及び上り
線トラヒックチャネルフィールドを複数の領域に分割し、各領域に推定セル間干渉度を対
応させることを含む。又、複数の移動ユニットの各々のセル間干渉に対する感受性を連続
的に求める。そして、１つの領域を選択し、選択された領域に対応する推定セル間干渉度
と移動ユニットのセル間干渉に対する感受性に基づいてその領域に含まれる無線チャネル
を複数の移動ユニットの内の１つに割当てられる。
【００１２】
本発明の他の側面によると、上記の目的は、時間分割多元接続（ＴＤＭＡ）のチャネル配
置方式を採用する同期セルラー無線通信ネットワークにおいて非対象の下り線及び上り線
トラヒックチャネルフィールドを含むＴＤＭＡ時間フレームに関連する下り線及び上り線
チャネルを割当てるための方法及び／又は装置によって実現する。この方法及び／又は装
置は、下り線及び上り線トラヒックチャネルフィールドを全部で３つ以上の領域に分割す
る。３つの領域は、下り線トラヒックチャネルフィールドの一部と専属的に一致する第１
の領域と、上り線トラヒックチャネルフィールドの一部と専属的に一致する第２の領域と
、下り線トラヒックチャネルフィールドの一部と上り線トラヒックチャネルフィールドの
一部と一致する第３の領域を含む。第３の領域に対応する推定セル間干渉度は、第１及び
第２の領域に対応する推定セル間干渉度よりも高い。方法及び／又は装置は、更に、セル
内に作動する複数の移動ユニットの各々のセル間干渉に対する感受性を求め、３つ以上の
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領域の内の１つを選択し、チャネル配置の目的が上り線か下り線かの判断と移動ユニット
に対応する感受性に依ってセル内で作動する複数の移動ユニットの内の１つに上り線又は
下り線チャネルを割当てることを含むものである。
【００１３】
本発明は、時間分割２重の時間分割多元接続（ＴＤＤ－ＴＤＭＡ）方式のセルラーネット
ワークにおいて上り線及び下り線トラヒックチャネルフィールドに時間スロット（即ち、
無線チャネル）を配置する方法に関するものである。本発明によると、時間スロットは、
非対称の上り線／下り線トラヒックチャネルフィールドの採用による全体的なチャネル間
及び同チャネルのセル間干渉（セル間干渉と称する）の影響が大幅に軽減されるように配
置される。部分的に、本発明は同期ＴＤＤ－ＴＤＭＡ方式のセルラーネットワークにおい
て、ＴＤＭＡ時間フレームの異なる領域（即ち、時間間隔）が異なる程度のセル間干渉を
受けることを利用してこれを実現する。又、次の説明から、ある時間スロットにおいて上
り線及び下り線データを変調及び復調するために使用される特定の方法又は複数の方法は
本発明の性能に何ら影響を与えないことが明らかとなる。つまり、上り線及び／又は下り
線データが、例えば周波数変調方式、振幅変調方式又は符号分割変調方式（例えば広帯域
ＣＤＭＡ）等、何れの方式によって変調されているかにかかわらず、本発明は有効なチャ
ネル配置方法を提供することができる。
【００１４】
図４には、下り線トラヒックチャネルフィールド４０５及び上り線トラヒックチャネルフ
ィールド４１０を含むＴＤＭＡ時間フレーム４００の特定の部分を示す。図４に示すよう
に、ＴＤＭＡ時間フレーム４００のこの部分が３つの領域Ａ、Ｂ及びＣに分割され、領域
Ａが下り線トラヒックチャネル領域４０５の前部に一致し、領域Ｂが上り線トラヒックチ
ャネルフィールド４１０の後部に一致し、領域Ｃが下り線トラヒックチャネルフィールド
４０５及び上り線トラヒックチャネルフィールド４１０の両方に重複する中央部に一致す
る。
【００１５】
セルラーネットワークが実際に同期ネットワークであれば、３つの領域Ａ，Ｂ及びＣがそ
れぞれ異なるセル間干渉特性を有することは云うまでもない。例えば、領域Ａにおいては
、セル間干渉が隣接又は近接するセルの基地局からの発信によるものである可能性が高い
。その理由は、同期セルラーネットワークにおいて、下り線期間の始めには、基地局のみ
送信しており、情報を待っている作動中の移動ユニットは送信していないためである。領
域Ｂにおいて、セル間干渉は共通の、又は再使用された周波数帯域を共有する近接したセ
ルにおける移動ユニットからの発信によるものである可能性が高い。その理由は、同期セ
ルラーネットワークにおいて、上り線期間の終わりには、移動ユニットのみが送信中であ
り、基地局は送信していないためである。しかし、領域Ｃは非対称であるため、移動ユニ
ットも基地局も信号を発している可能性がある。よって、一般的に領域Ａ又は領域Ｂに比
較して領域Ｃに属するセル間干渉の方が強い。
【００１６】
本発明は、全体的にセル間干渉を最小化するように、例えば下り線トラヒックチャネルフ
ィールド４０５及び／又は上り線トラヒックチャネルフィールド４１０において移動ユニ
ットを時間スロットに割当てることで全体的なセル間干渉を最小化する。例えば、近接す
るセルにおける基地局から発せられるセル間干渉に対する感受性が低く、近接するセルに
おける移動局から発せられるセル間干渉に対する感受性が低い移動ユニットを領域Ｃの時
間スロットに割当てる。逆に、他のセルの基地局から発せられるセル間干渉に対する感受
性が高いが、他の移動ユニットから発せられるセル間干渉に対する感受性が低い移動ユニ
ットを、上り線用に領域Ｃより領域Ｂの時間スロットに割当てる。同様に、他のセルの移
動ユニットから発せられるセル間干渉に対する感受性が高いが、他のセルの基地局から発
せられるセル間干渉に対する感受性が低い移動ユニットを、下り線用に領域Ｃより領域Ａ
の時間スロットに割当てる。
【００１７】
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図５には、上記の方法を表すフローチャートを示す。図５において、ステップ５０１によ
って、下り線期間中の移動ユニットのセル間干渉に対する感受性が求められる。ステップ
５０５によって、上り線期間中の移動ユニットのセル間干渉に対する感受性が求められる
。そして、判断ブロック５１０によって、上り線と下り線期間の片方又は両方の間に移動
局がセル間干渉に感受性があるかを判断する。上り線期間と下り線期間の何れにおいても
移動局がセル間干渉に対する感受性がない場合、判断ステップ５１０のＮＯに従って、ス
テップ５１５において上り線及び／又は下り線用に領域Ｃ（図４を参照）の時間スロット
に移動局を割当てる。逆に、上り線と下り線の片方又は両方において移動局がセル間干渉
に対する感受性があると判断された場合、判断ステップ５１０のＹＥＳに従って、判断ス
テップ５２０によって、上り線及び下り線期間の両方においてセル間干渉に対する感受性
があるかの判断を行う。上り線及び下り線期間の両方において移動ユニットがセル間干渉
に対する感受性がないと判断した場合、判断ステップ５２０のＮＯに従って、判断ステッ
プ５２５において移動ユニットが下り線期間中にのみセル間干渉に感受性があるのか判断
する。ステップ５２５によって移動ユニットが下り線期間中にのみセル間干渉に感受性が
あると判断された場合、ステップ５３０によって、移動ユニットに、下り線期間の間に基
地局から情報を受信するために領域Ａに対応する時間スロットを割当て、好ましくは、上
り線期間の間に基地局に情報を送信するために領域Ｃに対応する時間スロットを割当てる
。判断ステップ５２５のＮＯに従って移動ユニットが下り線期間中にセル間干渉に対する
感受性がない場合、移動ユニットが上り線期間中にのみセル間干渉に対する感受性がある
こととする。よって、ステップ５３５に示す通り、移動ユニットに、上り線期間中に基地
局に情報を送信するために領域Ｂの時間スロットを割当て、好ましくは、下り線期間中に
基地局から情報を受信するために移動ユニットに領域Ｃの時間スロットを割当てる。しか
し、判断ステップ５２０のＹＥＳに従って、移動ユニットが、下り線及び上り線期間の両
方においてセル間干渉に感受性を有する場合、ステップ５４５に示すように、下り線期間
中に基地局から情報を受信するために移動ユニットに領域Ａに対応する時間スロットを割
当て、上り線期間中に基地局に情報を送信するために移動ユニットに領域Ｂに対応する時
間スロットを割当てることができる。
【００１８】
上述したように、上り線期間と下り線期間の片方又は両方において移動ユニットがセル間
干渉に対する感受性があるかの判断を行う必要がある。本発明の好適な実施形態において
、移動ユニットが上り線期間と下り線期間の片方又は両方においてセル間干渉に対する感
受性があるか否かの判断は、信号の強度の測定に基づくものである。換言すれば、上り線
期間において移動ユニットが送信する信号の強度を測定し、下り線期間において移動ユニ
ットが基地局から受信する信号の強度を測定する。次いで、信号強度の測定値を所定の閾
値と比較する。信号強度測定値が閾値を上回るとセル間干渉に対する感受性が無いことを
示し、信号強度測定値が閾値を下回るとセル間干渉に対する感受性があることを示す可能
性がある。当業者であれば、例えばビット誤り率（ＢＥＲ）又はデータパケット誤り率（
ＰＥＲ）等の信号品質の測定値も上り線及び下り線期間の間のセル間干渉に対する感受性
を示すものとして使用することができることを理解するであろう。
【００１９】
他の実施形態では、セル内で作動中の各移動ユニットの信号強度及び／又は信号品質を連
続的に測定する。そして、移動ユニットを、最低の信号強度及び／又は信号品質を示すも
のから最高の信号強度及び／又は信号品質を示すものまで、順番にランク付けする。高い
信号強度及び又は信号品質を示す移動ユニットに、領域Ｃの時間スロットを割当てる。比
較的低い信号強度及び／又は信号品質を示す移動ユニットに、領域Ａ又はＢの時間スロッ
トを割当てる。
【００２０】
本発明は、いくつかの実施例を挙げて説明した。しかし、当業者であれば、上記の実施例
以外にも他の形態で本発明が実施可能であることは明白であろう。又、これは本発明の概
念を逸脱せずに行うことができる。これらの実施例はあくまで例示的なものに過ぎず、発
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明を限定する意味に捉えるべきものではない。発明の範囲は上記説明ではなく添付の請求
項によって規定され、請求項の範囲に属するあらゆる変形及び均等物を包含するものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１には、非対称の上り線及び下り線トラヒックチャネルフィールドを含む代
表的なＴＤＤ－ＴＤＭＡ時間フレームを示す。
【図２】　図２には、基地局によるセル間干渉を示す。
【図３】　図３には、移動ユニットによるセル間干渉を示す。
【図４】　図４には、本発明によって、上り線及び下り線トラヒックチャネルフィールド
が分割される領域を示す。
【図５】　図５には、本発明による上り線及び下り線チャネルの配置方法を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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