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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】第１セルラー基地局から周辺のアクティブ状態
にある第２セルラーユーザに対する下り干渉を低減させ
、第２セルラーユーザと第２セルラー基地局との通信品
質を保証できる、２層以上の無線ネットワークカバレッ
ジを有する無線セルラーネットワークにおける干渉抑制
方法およびその装置を提供する。
【解決手段】無線セルラーネットワークにおける干渉抑
制方法は、アクティブ状態にある第２セルラーユーザが
周辺のある第１セルラー基地局の下り干渉を受ける場合
、第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける
第２セルラーユーザが現在存在していることを通知し、
第１セルラー基地局が、自局との通信を行っている第１
セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを再割
り当てすることを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線セルラーネットワークにおける干渉抑制方法であって、
　アクティブ状態にある第２セルラーユーザが周辺のある第１セルラー基地局の下り干渉
を受ける場合、前記第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける前記第２セルラ
ーユーザが現在存在していることを通知し、
　前記第１セルラー基地局が、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用され
るスペクトルリソースを再割り当てする、
ことを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける前記第２セルラーユーザが存
在していることを通知することには、
　前記第２セルラーユーザが、それに対して下り干渉を生じる前記第１セルラー基地局が
周辺に存在していることを検出した場合、前記第２セルラーユーザに対して下り干渉を生
じる前記第１セルラー基地局の物理セルＩＤ（ＰＣＩ）が付けられている測定報告を、第
２セルラー基地局へ送信し、
　前記第２セルラー基地局が、受信された前記第１セルラー基地局の前記ＰＣＩが混同さ
れるかどうかを判断し、該ＰＣＩが混同された場合、前記第１セルラー基地局のＥ－ＵＴ
ＲＡＮセルグローバルＩＤ（ＥＣＧＩ）を読み取る旨のメッセージを前記第２セルラーユ
ーザへ送信し、かつ、前記第２セルラーユーザから報告された前記第１セルラー基地局の
前記ＥＣＧＩを受信し、該ＰＣＩが混同されない場合、前記第２セルラーユーザから報告
された前記第１セルラー基地局の前記ＰＣＩにより、前記第１セルラー基地局の前記ＥＣ
ＧＩを得て、
　前記第２セルラー基地局が、前記第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる前記第
１セルラー基地局の前記ＥＣＧＩが付けられている第２セルラーユーザ到達メッセージを
、モビリティマネージメントエンティティ（ＭＭＥ）に送信し、
　前記ＭＭＥが、受信された前記第２セルラーユーザ到達メッセージを、前記第２セルラ
ーユーザに対して下り干渉を生じる前記第１セルラー基地局に転送する、
ことを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける前記第２セルラーユーザが存
在していることを通知することには、
　前記第２セルラーユーザが、それに対して下り干渉を生じる前記第１セルラー基地局が
周辺に存在していることを検出した場合、予約されたリソースブロックの１つまたは複数
のサブキャリアで信号を送信し、
　前記第１セルラー基地局が、前記予約されたリソースブロックの前記サブキャリアでエ
ネルギー検出を行い、前記予約されたリソースブロックの前記サブキャリアで検出された
エネルギーが予め設定された閾値より大きい場合、前記第１セルラー基地局の下り干渉を
受ける前記第２セルラーユーザが存在していると判断する、
ことを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２セルラーユーザが、それに対して下り干渉を生じる前記第１セルラー基地局が
周辺に存在していることを検出することには、
　前記第２セルラーユーザが、自局で受信した基地局の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）が
予め設定された閾値を超えるかどうかを検出し、超えた場合、前記ＲＳＲＰが閾値を超え
た基地局の物理セルＩＤ（ＰＣＩ）が特定の加入者グループのセルＩＤの範囲に属するか
どうか、および、前記基地局が前記第２セルラーユーザのワイトリストにあるかどうか、
をさらに判断し、
　前記ＲＳＲＰが閾値を超えた基地局の中に、前記ＰＣＩが特定の加入者グループのセル
ＩＤの範囲に属して、かつ前記第２セルラーユーザのワイトリストにない基地局が存在し
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ている場合、前記第２セルラーユーザが、それに対して下り干渉を生じる前記第１セルラ
ー基地局が周辺に存在していると判断できる、
ことを含むことを特徴とする請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１セルラー基地局が、自局との通信を行っている前記第１セルラーユーザで使用
される前記スペクトルリソースを再割り当てすることには、
　前記第１セルラー基地局との通信を行っていて、かつ元々共有スペクトルリソースを使
用している前記第１セルラーユーザに、前記第２セルラー基地局と共有しないスペクトル
リソースを再割り当てして、前記第２セルラー基地局と共有するスペクトルリソースを解
放し、および／または、
　前記第１セルラー基地局との通信を行っている前記第１セルラーユーザの非リアルタイ
ムサービスで使用されるスペクトルリソースを、部分的にまたは全部解放し、および／ま
たは、
　前記第１セルラーユーザのサービス品質（ＱｏＳ）またはユーザ体感品質（ＱｏＥ）を
低減させないという前提で、前記第１セルラー基地局との通信を行っている前記第１セル
ラーユーザのリアルタイムサービスで使用されるスペクトルリソースを、部分的に解放し
、および／または、
　前記第２セルラー基地局と前記第２セルラーユーザとの通信で使用されるクリティカル
スペクトルリソースを解放する、
ことを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２セルラーユーザが、アクティブ状態からアイドル状態に遷移する場合、または
、前記第２セルラーユーザに対して干渉を生じる前記第１セルラー基地局の下り干渉が予
め設定された閾値より小さくなることを検出した場合、前記第１セルラー基地局に対して
、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の下り干渉を受けなくなることを通知
する、
ことをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１セルラー基地局は、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の下り干
渉を受けなくなることを知ると、自局との通信を行っている前記第１セルラーユーザで使
用されるスペクトルリソースを再割り当てする、
ことをさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１セルラー基地局に対して、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の
下り干渉を受けなくなることを通知することには、
　前記第２セルラーユーザが、前記第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる前記第
１セルラー基地局のＰＣＩまたはＥＣＧＩが付けられている測定報告を、第２セルラー基
地局に送信し、
　前記第２セルラー基地局が、前記第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる前記第
１セルラー基地局の前記ＥＣＧＩが付けられている第２セルラーユーザ出発メッセージを
、ＭＭＥに送信し、
　前記ＭＭＥが前記第２セルラーユーザ出発メッセージを前記第１セルラー基地局に転送
する、
ことを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１セルラー基地局に対して、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の
下り干渉を受けなくなることを通知することには、
　前記第２セルラーユーザが、予約されたリソースブロックの１つまたは複数のサブキャ
リアでの信号送信を停止する、
ことを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記第１セルラー基地局に対して、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の
下り干渉を受けなくなることを通知することには、
　前記第２セルラーユーザが、予約されたリソースブロックの第２サブキャリアで信号を
送信し、
　前記第１セルラー基地局が、前記予約されたリソースブロックの前記第２サブキャリア
でエネルギー検出を行い、前記第２サブキャリアのエネルギーが予め設定された閾値より
大きいことが検出された場合、該第１セルラー基地局の下り干渉を受ける前記第２セルラ
ーユーザが周辺に存在しないと判断する、
ことを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　無線セルラーネットワークにおける干渉抑制方法であって、
　アクティブ状態にある第２セルラーユーザが周辺のある第１セルラー基地局の下り干渉
を受ける場合、第２セルラー基地局が、前記第１セルラー基地局で使用されていないスペ
クトルリソースを、前記第２セルラーユーザに再割り当てする、
ことを含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記第２セルラー基地局が、前記第１セルラー基地局で使用されていない前記スペクト
ルリソースを、前記第２セルラーユーザに再割り当てすることには、
　前記第２セルラー基地局が、自局の一部または全部のスペクトルリソースを解放して、
前記第１セルラー基地局で使用されていないスペクトルリソースを、前記第２セルラーユ
ーザに再割り当てする、
ことを含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２セルラーユーザが、アクティブ状態からアイドル状態に遷移する場合、または
、前記第２セルラーユーザに対して干渉を生じる前記第１セルラー基地局の下り干渉が予
め設定された閾値より小さくなることを検出した場合、前記第２セルラー基地局が、前記
第２セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを再割り当てする、
ことをさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記スペクトルリソースが、サブキャリア、リソースブロック、コンポーネントキャリ
ア、またはキャリアバンドである、ことを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１５】
　基地局であって、
　自局の下り干渉を受ける第２セルラーユーザが存在していることを表す第２セルラーユ
ーザ到達メッセージを、モビリティマネージメントエンティティ（ＭＭＥ）から受信する
通知受信手段と、
　前記第２セルラーユーザ到達メッセージを受信した後、自局との通信を行っている第１
セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを再割り当てするリソース割り当て手段
と、
を含むことを特徴とする基地局。
【請求項１６】
　ユーザ端末であって、
　自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在するかどうかを検出す
る干渉検出手段と、
　自局に対して下り干渉を生じる前記第１セルラー基地局が周辺に存在していることが検
出された場合、自局に対して下り干渉を生じる前記第１セルラー基地局の物理セルＩＤ（
ＰＣＩ）が付けられている測定報告を、第２セルラー基地局へ報告する干渉報告手段と、
を含むことを特徴とするユーザ端末。
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【請求項１７】
　前記第２セルラー基地局からの、前記第１セルラー基地局のＥＣＧＩを読み取る旨のメ
ッセージを受信した後、自局に対して下り干渉を生じる前記第１セルラー基地局の前記Ｅ
ＣＧＩを決定して、決定された前記ＥＣＧＩを前記第２セルラー基地局に報告するＥ－Ｕ
ＴＲＡＮセルグローバルＩＤ（ＥＣＧＩ）報告手段、をさらに含むことを特徴とする請求
項１６に記載のユーザ端末。
【請求項１８】
　基地局であって、
　第２セルラーユーザからの、前記第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セ
ルラー基地局の物理セルＩＤ（ＰＣＩ）が含まれている測定報告を受信する測定報告受信
手段と、
　受信された前記第１セルラー基地局の前記ＰＣＩが混同されるかどうかを判断し、該Ｐ
ＣＩが混同された場合、前記第１セルラー基地局のＥＣＧＩを読み取る旨のメッセージを
前記第２セルラーユーザへ送信し、かつ、前記第２セルラーユーザからフィードバックさ
れた前記第１セルラー基地局のＥＣＧＩを受信し、該ＰＣＩが混同されない場合、前記第
２セルラーユーザから報告された前記第１セルラー基地局の前記ＰＣＩにより、前記第１
セルラー基地局のＥＣＧＩを得るＥ－ＵＴＲＡＮセルグローバルＩＤ（ＥＣＧＩ）読み取
り手段と、
　前記第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる前記第１セルラー基地局の前記ＥＣ
ＧＩが少なくとも付けられている第２セルラーユーザ到達メッセージを、モビリティマネ
ージメントエンティティ（ＭＭＥ）へ送信する通知手段と、
を含むことを特徴とする基地局。
【請求項１９】
　基地局であって、
　予約されたリソースブロックのサブキャリアでエネルギー検出を行い、検出されたエネ
ルギーが予め設定された閾値より大きい場合、自局の下り干渉を受ける第２セルラーユー
ザが周辺に存在していると判断する信号検出手段と、
　自局の下り干渉を受ける第２セルラーユーザが周辺に存在していると判断した後、自局
との通信を行っている第１セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを再割り当て
することで、自局から前記第２セルラーユーザに対する下り干渉を低減させるリソース割
り当て手段と、
を含むことを特徴とする小セルラー基地局。
【請求項２０】
　前記リソース割り当て手段は、
 自局との通信を行っていて、かつ元々共有スペクトルリソースを使用している前記第１
セルラーユーザに、第２セルラー基地局と共有しないスペクトルリソースを割り当てるこ
とにより、前記第２セルラー基地局と共有するスペクトルリソースを解放する非共有リソ
ース再割り当てモジュール、および／または、
　自局との通信を行っている前記第１セルラーユーザの非リアルタイムサービスで使用さ
れるスペクトルリソースを、部分的にまたは全部解放する非リアルタイムサービスリソー
ス解放モジュール、および／または、
　前記第１セルラーユーザのサービス品質（ＱｏＳ）またはユーザ体感品質（ＱｏＥ）を
低減させないという前提で、自局との通信を行っている前記第１セルラーユーザのリアル
タイムサービスで使用されるスペクトルリソースを、部分的に解放するリアルタイムサー
ビスリソース解放モジュール、および／または、
　前記第２セルラー基地局と前記第２セルラーユーザとの通信で使用されるクリティカル
スペクトルリソースを解放するクリティカルスペクトルリソース解放モジュール、
を含むことを特徴とする請求項１５または１９に記載の基地局。
【請求項２１】
　ユーザ端末であって、
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　自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在するかどうかを検出す
る干渉検出手段と、
　前記自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在していることが検
出された場合、予約されたリソースブロックの１つまたは複数のサブキャリアで信号を送
信する干渉通知手段と、
を含むことを特徴とするユーザ端末。
【請求項２２】
　前記干渉検出手段は、
　自局で受信した基地局の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）が予め設定された閾値を超える
かどうかを検出する基準信号受信電力検出モジュールと、
　前記ＲＳＲＰが予め設定された閾値を超えた基地局のＰＣＩが特定の加入者グループの
セルＩＤの範囲に属するかどうか、および、前記基地局が自局のワイトリストにあるかど
うかを判断し、前記基地局のＰＣＩが特定の加入者グループのセルＩＤの範囲に属して、
かつ前記基地局が自局のワイトリストにない場合、自局に対して下り干渉を生じる第１セ
ルラー基地局が周辺に存在していることが検出されたと決定する基地局ＩＤ判断モジュー
ルと、
を含むことを特徴とする請求項１６または２１に記載のユーザ端末。
【請求項２３】
　基地局であって、
　第２セルラーユーザからの、該第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セル
ラー基地局の物理セルＩＤ（ＰＣＩ）が含まれている測定報告を受信する測定報告受信手
段と、
　前記第１セルラー基地局で使用されていないスペクトルリソースを前記第２セルラーユ
ーザに再割り当てするリソース割り当て手段と、
を含むことを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は無線通信技術分野に関し、特に、無線セルラーネットワークにおける干渉抑制
方法およびその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
  無線セルラーネットワークは、セルラー形式のネットワ－ク構成を利用して、モバイル
ユーザに音声やデ－タなどの通信サービスを提供する。通常、１つのセルラーセルは、一
定の範囲の無線通信伝送のカバレッジを提供する。ここで、無線伝送のカバレッジ半径が
最大となるセルラーセルは、マクロセルラーセル（Ｍａｃｒｏｃｅｌｌ）である。複数の
マクロセルラーセルによって、広範囲でシームレスな無線通信伝送のカバレッジを実現で
きる。マクロセルラーセルをサポートする基地局は、マクロセルラー基地局と呼ばれ、送
信電力がより大きく、アンテナの架設高さがより高い。例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥまたは
３ＧＰＰ　ＬＴＥ―Ａネットワークにおける基地局ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）などである。
【０００３】
  無線セルラーネットワークの容量を増大させるとともに、そのカバレッジエリアにおけ
る無線通信サービスの品質を高めるために、ホットスポットエリアや室内では、マクロセ
ルラーよりも伝送半径が小さい無線セルラーセルのカバレッジ形式、例えば、マイクロセ
ルラー（Ｍｉｃｒｏｃｅｌｌ）、ピコセルラー（Ｐｉｃｏｃｅｌｌ）、およびフェムトセ
ルラー（Ｆｅｍｔｏｃｅｌｌ）などを採用してよい。これらのマクロセルラーよりも伝送
半径が小さい無線セルラーセルの基地局は、通常、マクロセルラー基地局に比べて、送信
電力が小さく、アンテナの架設高さが低い。
【０００４】
  通常、前記異なる伝送半径を有する無線セルラーセルは、局所領域内に同時に存在でき



(7) JP 2010-288282 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

る。その場合、異なる伝送半径を有する無線セルラーセルの基地局は、カバレッジ範囲が
重なる領域内で、２層以上の無線ネットワークの重なるカバレッジを提供する。つまり、
伝送半径がより大きい無線セルラーセル（例えば、マクロセルラーセル）は、１層の無線
ネットワークカバレッジを提供し、伝送半径がより小さい無線セルラーセル（例えば、フ
ェムトセルラー）は、他の１層の無線ネットワークカバレッジを提供する。
【０００５】
  本発明において、説明の便宜上、２層以上の無線ネットワークカバレッジを有する無線
セルラーネットワークのうち、比較的大きな伝送半径を有する無線セルラーセルを大セル
ラーセルと呼び、比較的小さな伝送半径を有する無線セルラーセルを小セルラーセルと呼
ぶ。ここで、大セルラーセルの伝送半径は、小セルラーセルの伝送半径より大きい。例え
ば、マクロセルラーセルとマイクロセルラーセルあるいはピコセルラーセルあるいはフェ
ムトセルラーセルとの重なるカバレッジを有する無線セルラーネットワークにおいて、大
セルラーセルとは、マクロセルラーセルを指し、小セルラーセルとは、マイクロセルラー
セルあるいはピコセルラーセルあるいはフェムトセルラーセルを指す。マイクロセルラー
セルとピコセルラーセルあるいはフェムトセルラーセルとの重なるカバレッジを有する無
線セルラーネットワークにおいて、大セルラーセルとは、マイクロセルラーセルを指し、
小セルラーセルとは、ピコセルラーセルあるいはフェムトセルラーセルを指す。ピコセル
ラーセルとフェムトセルラーセルとの重なるカバレッジを有する無線セルラーネットワー
クにおいて、大セルラーセルとは、ピコセルラーセルを指し、小セルラーセルとは、フェ
ムトセルラーセルを指す。相応的に、大セルラーセルの基地局は大セルラー基地局と呼ば
れ、例えば、マクロセルラー基地局である。小セルラーセルの基地局は小セルラー基地局
と呼ばれ、例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥまたは３ＧＰＰ　ＬＴＥ―Ａネットワークにおいて
、フェムトセルラーカバレッジをサポートする家庭基地局（ＨｅＮＢ：Ｈｏｍｅ　ｅＮｏ
ｄｅＢ）であり、それはユーザにより便利的に家庭あるいは事務室に配置することができ
る。
【０００６】
  ２層以上の無線ネットワークが重なるカバレッジを有する領域内において、モバイルユ
ーザのユーザ端末（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、大セルラーネットワーク
あるいは小セルラーネットワークにアクセスすることを選択できる。例えば、３ＧＰＰ　
ＬＴＥまたは３ＧＰＰ　ＬＴＥ―Ａネットワークにおいて、ｅＮＢはマクロセルラーカバ
レッジをサポートし、ＨｅＮＢはフェムトセルラーカバレッジをサポートする。ｅＮｏｄ
ｅＢとＨｅＮＢとの重なるカバレッジにおいて、ＵＥは、ｅＮＢあるいはＨｅＮＢにアク
セスすることを選択できる。本発明において、説明の便宜上、大セルラー基地局にアクセ
スするＵＥは大セルラーユーザ端末（ＭＵＥ）と総称され、小セルラー基地局にアクセル
するＵＥは家庭ユーザ端末（ＨＵＥ：Ｈｏｍｅ　ＵＥ）と総称される。
【０００７】
  上記２層以上の無線ネットワークカバレッジを有する通信環境下で、２層の無線ネット
ワークで使用されるスペクトル範囲は共有が存在可能であり、それに、２層の無線ネット
ワークで共有されるスペクトル範囲は全部または一部の使用可能なスペクトル範囲であっ
てもよい。例えば、２層の無線ネットワークの使用可能な総スペクトル帯域幅は２０ＭＨ
ｚであれば、２層の無線ネットワークで共有されるスペクトル範囲が全部の使用可能なス
ペクトル範囲である場合には、大セルラーネットワークおよび小セルラーネットワークは
いずれもその２０ＭＨｚのスペクトルリソースを使用できる一方、２層の無線ネットワー
クで共有されるスペクトル範囲が一部の使用可能なスペクトル範囲である場合には、大セ
ルラーネットワークはその中の一部のスペクトルリソース（例えば、１５ＭＨｚ）を使用
できる一方、小セルラーネットワークは全部の２０ＭＨｚのスペクトルリソースを使用で
きる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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  大セルラーネットワークおよび小セルラーネットワークで使用されるスペクトル範囲は
共有である場合、２層の無線ネットワークの間に、同一チャネル干渉が存在する。このよ
うに、周波数分割複信（ＦＤＤ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ
）システムにおいて、２層の無線ネットワークの間の干渉は、上りと下りとの４種類の干
渉に分けられ、即ち、大セルラー基地局からＨＵＥに対する下り干渉、小セルラー基地局
からＭＵＥに対する下り干渉、ＨＵＥから大セルラー基地局に対する上り干渉、およびＭ
ＵＥから小セルラー基地局に対する上り干渉を含む。アクティブ状態にあるＭＵＥと大セ
ルラー基地局とは通信を行っている時、ＭＵＥがある小セルラー基地局に比較的近い場合
、該ＭＵＥで受ける該小セルラー基地局の下り干渉は比較的重く、ＭＵＥと大セルラー基
地局との間の通信中断をもたらす恐れがある。また、アクティブ状態にあるＨＵＥと小セ
ルラー基地局とは通信を行っている時、ＨＵＥがある大セルラー基地局に比較的近い場合
、該ＨＵＥで受ける該大セルラー基地局の下り干渉は比較的重く、ＨＵＥと小セルラー基
地局との間の通信中断をもたらす恐れがある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
  上記の技術的課題を解決するために、本発明は、２層以上の無線ネットワークカバレッ
ジを有する無線セルラーネットワークにおける干渉抑制方法およびその装置を提供し、第
１セルラー基地局から周辺のアクティブ状態にある第２セルラーユーザに対する下り干渉
を低減させ、第２セルラーユーザと第２セルラー基地局との通信品質を保証できる。
【００１０】
  本発明の実施例に係る２層以上の無線ネットワークカバレッジを有する無線セルラーネ
ットワークにおける干渉抑制方法であって、アクティブ状態にある第２セルラーユーザが
周辺のある第１セルラー基地局の下り干渉を受ける場合、前記第１セルラー基地局に対し
て、その下り干渉を受ける第２セルラーユーザが現在存在していることを通知し、第１セ
ルラー基地局が、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用されるスペクトル
リソースを再割り当てする、ことを含む。
【００１１】
　前記第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける第２セルラーユーザが存在し
ていることを通知することには、前記第２セルラーユーザが、それに対して下り干渉を生
じる第１セルラー基地局が周辺に存在していることを検出した場合、前記第２セルラーユ
ーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局の物理セルＩＤ（ＰＣＩ）が付けられ
ている測定報告を、第２セルラー基地局へ送信し、第２セルラー基地局が、受信された第
１セルラー基地局のＰＣＩが混同されるかどうかを判断し、該ＰＣＩが混同された場合、
前記第１セルラー基地局のＥ－ＵＴＲＡＮセルグローバルＩＤ（ＥＣＧＩ）を読み取る旨
のメッセージを第２セルラーユーザへ送信し、かつ、第２セルラーユーザから報告された
第１セルラー基地局のＥＣＧＩを受信し、該ＰＣＩが混同されない場合、第２セルラーユ
ーザから報告された第１セルラー基地局のＰＣＩにより、前記第１セルラー基地局のＥＣ
ＧＩを得て、第２セルラー基地局が、前記第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる
第１セルラー基地局のＥＣＧＩが付けられている第２セルラーユーザ到達メッセージを、
モビリティマネージメントエンティティ（ＭＭＥ）に送信し、ＭＭＥが、受信された第２
セルラーユーザ到達メッセージを、前記第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第
１セルラー基地局に転送する、ことを含む。
【００１２】
　あるいは、前記第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける第２セルラーユー
ザが存在していることを通知することには、前記第２セルラーユーザが、それに対して下
り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在していることを検出した場合、予約され
たリソースブロックの１つまたは複数のサブキャリアで信号を送信し、第１セルラー基地
局が、予約されたリソースブロックのサブキャリアでエネルギー検出を行い、予約された
リソースブロックのサブキャリアで検出されたエネルギーが予め設定された閾値より大き
い場合、前記第１セルラー基地局の下り干渉を受ける第２セルラーユーザが存在している



(9) JP 2010-288282 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

と判断する、ことを含む。
【００１３】
　ここで、前記第２セルラーユーザが、それに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地
局が周辺に存在していることを検出することには、第２セルラーユーザが、自局で受信し
た基地局の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）が予め設定された閾値を超えるかどうかを検出
し、超えた場合、ＲＳＲＰが閾値を超えた基地局の物理セルＩＤ（ＰＣＩ）が特定の加入
者グループのセルＩＤの範囲に属するかどうか、および、前記基地局が第２セルラーユー
ザのワイトリストにあるかどうか、をさらに判断し、ＲＳＲＰが閾値を超えた基地局の中
に、ＰＣＩが特定の加入者グループのセルＩＤの範囲に属して、かつ第２セルラーユーザ
のワイトリストにない基地局が存在している場合、第２セルラーユーザが、それに対して
下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在していると判断できる、ことを含む。
【００１４】
　前記第１セルラー基地局が、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用され
るスペクトルリソースを再割り当てすることには、第１セルラー基地局との通信を行って
いて、かつ元々共有スペクトルリソースを使用している第１セルラーユーザに、第２セル
ラー基地局と共有しないスペクトルリソースを再割り当てして、第２セルラー基地局と共
有するスペクトルリソースを解放し、および／または、第１セルラー基地局との通信を行
っている第１セルラーユーザの非リアルタイムサービスで使用されるスペクトルリソース
を、部分的にまたは全部解放し、および／または、第１セルラーユーザのサービス品質（
ＱｏＳ）またはユーザ体感品質（ＱｏＥ）を低減させないという前提で、第１セルラー基
地局との通信を行っている第１セルラーユーザのリアルタイムサービスで使用されるスペ
クトルリソースを、部分的に解放し、および／または、第２セルラー基地局と第２セルラ
ーユーザとの通信で使用されるクリティカルスペクトルリソースを解放する、ことを含む
。
【００１５】
　上記方法において、前記第２セルラーユーザが、アクティブ状態からアイドル状態に遷
移する場合、または、第２セルラーユーザに対して干渉を生じる第１セルラー基地局の下
り干渉が予め設定された閾値より小さくなることを検出した場合、第１セルラー基地局に
対して、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の下り干渉を受けなくなること
を通知する、ことをさらに含む。
【００１６】
　上記方法において、第１セルラー基地局は、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー
基地局の下り干渉を受けなくなることを知ると、自局との通信を行っている第１セルラー
ユーザで使用されるスペクトルリソースを再割り当てする、ことをさらに含む。
【００１７】
　前記第１セルラー基地局に対して、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の
下り干渉を受けなくなることを通知することには、前記第２セルラーユーザが、前記第２
セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局のＰＣＩまたはＥＣＧＩが
付けられている測定報告を、第２セルラー基地局に送信し、第２セルラー基地局が、前記
第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局のＥＣＧＩが付けられ
ている第２セルラーユーザ出発メッセージを、ＭＭＥに送信し、ＭＭＥが第２セルラーユ
ーザ出発メッセージを前記第１セルラー基地局に転送する、ことを含む。
【００１８】
　前記第１セルラー基地局に対して、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の
下り干渉を受けなくなることを通知することは、前記第２セルラーユーザが、予約された
リソースブロックの１つまたは複数のサブキャリアでの信号送信を停止する、ことを含む
。
【００１９】
　前記第１セルラー基地局に対して、前記第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の
下り干渉を受けなくなることを通知することには、前記第２セルラーユーザが、予約され
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たリソースブロックの第２サブキャリアで信号を送信し、第１セルラー基地局が、予約さ
れたリソースブロックの第２サブキャリアでエネルギー検出を行い、第２サブキャリアの
エネルギーが予め設定された閾値より大きいことが検出された場合、該第１セルラー基地
局の下り干渉を受ける第２セルラーユーザが周辺に存在しないと判断する、ことを含む。
【００２０】
　また、本発明の実施例では、２層以上の無線ネットワークカバレッジを有する無線セル
ラーネットワークにおけるほかの干渉抑制方法が提供されている。該方法は、アクティブ
状態にある第２セルラーユーザが周辺のある第１セルラー基地局の下り干渉を受ける場合
、第２セルラー基地局が、第１セルラー基地局で使用されていないスペクトルリソースを
、第２セルラーユーザに再割り当てする、ことを含む。
【００２１】
　第２セルラー基地局が、第１セルラー基地局で使用されていないスペクトルリソースを
、第２セルラーユーザに再割り当てすることには、第２セルラー基地局が、自局の一部ま
たは全部のスペクトルリソースを解放して、第１セルラー基地局で使用されていないスペ
クトルリソースを、第２セルラーユーザに再割り当てする、ことを含む。
【００２２】
　上記方法は、前記第２セルラーユーザが、アクティブ状態からアイドル状態に遷移する
場合、または、第２セルラーユーザに対して干渉を生じる第１セルラー基地局の下り干渉
が予め設定された閾値より小さくなることを検出した場合、第２セルラー基地局が、前記
第２セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを再割り当てする、ことをさらに含
む。
【００２３】
　ここで、スペクトルリソースが、サブキャリア、リソースブロック、コンポーネントキ
ャリア、またはキャリアバンドである。
【００２４】
　本発明の実施例では、基地局が提供されている。該基地局は、自局の下り干渉を受ける
第２セルラーユーザが存在していることを表す第２セルラーユーザ到達メッセージを、モ
ビリティマネージメントエンティティ（ＭＭＥ）から受信する通知受信手段と、第２セル
ラーユーザ到達メッセージを受信した後、自局との通信を行っている第１セルラーユーザ
で使用されるスペクトルリソースを再割り当てするリソース割り当て手段と、を含む。
【００２５】
　本発明の実施例では、ユーザ端末が提供されている。該ユーザ端末は、自局に対して下
り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在するかどうかを検出する干渉検出手段と
、自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在していることが検出さ
れた場合、自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局の物理セルＩＤ（ＰＣＩ）
が付けられている測定報告を、第２セルラー基地局へ報告する干渉報告手段と、を含む。
【００２６】
　上記ユーザ端末は、第２セルラー基地局からの、第１セルラー基地局のＥＣＧＩを読み
取る旨のメッセージを受信した後、自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局の
ＥＣＧＩを決定して、決定されたＥＣＧＩを第２セルラー基地局に報告するＥ－ＵＴＲＡ
ＮセルグローバルＩＤ（ＥＣＧＩ）報告手段、をさらに含む。
【００２７】
　また、本発明の実施例では、ほかの基地局が提供されている。該基地局は、第２セルラ
ーユーザからの、前記第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局
の物理セルＩＤ（ＰＣＩ）が含まれている測定報告を受信する測定報告受信手段と、
　受信された第１セルラー基地局のＰＣＩが混同されるかどうかを判断し、該ＰＣＩが混
同された場合、前記第１セルラー基地局のＥＣＧＩを読み取る旨のメッセージを第２セル
ラーユーザへ送信し、かつ、第２セルラーユーザからフィードバックされた第１セルラー
基地局のＥＣＧＩを受信し、該ＰＣＩが混同されない場合、第２セルラーユーザから報告
された第１セルラー基地局のＰＣＩにより、前記第１セルラー基地局のＥＣＧＩを得るＥ
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－ＵＴＲＡＮセルグローバルＩＤ（ＥＣＧＩ）読み取り手段と、前記第２セルラーユーザ
に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局のＥＣＧＩが少なくとも付けられている第
２セルラーユーザ到達メッセージを、モビリティマネージメントエンティティ（ＭＭＥ）
へ送信する通知手段と、を含む。
【００２８】
　また、本発明の実施例では、ほかの基地局が提供されている。該基地局は、予約された
リソースブロックのサブキャリアでエネルギー検出を行い、検出されたエネルギーが予め
設定された閾値より大きい場合、自局の下り干渉を受ける第２セルラーユーザが周辺に存
在していると判断する信号検出手段と、自局の下り干渉を受ける第２セルラーユーザが周
辺に存在していると判断した後、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用さ
れるスペクトルリソースを再割り当てすることで、自局から第２セルラーユーザに対する
下り干渉を低減させるリソース割り当て手段と、を含む。
【００２９】
　前記リソース割り当て手段は、自局との通信を行っていて、かつ元々共有スペクトルリ
ソースを使用している第１セルラーユーザに、第２セルラー基地局と共有しないスペクト
ルリソースを割り当てることにより、第２セルラー基地局と共有するスペクトルリソース
を解放する非共有リソース再割り当てモジュール、および／または、自局との通信を行っ
ている第１セルラーユーザの非リアルタイムサービスで使用されるスペクトルリソースを
、部分的にまたは全部解放する非リアルタイムサービスリソース解放モジュール、および
／または、第１セルラーユーザのサービス品質（ＱｏＳ）またはユーザ体感品質（ＱｏＥ
）を低減させないという前提で、自局との通信を行っている第１セルラーユーザのリアル
タイムサービスで使用されるスペクトルリソースを、部分的に解放するリアルタイムサー
ビスリソース解放モジュール、および／または、第２セルラー基地局と第２セルラーユー
ザとの通信で使用されるクリティカルスペクトルリソースを解放するクリティカルスペク
トルリソース解放モジュール、を含む。
【００３０】
　また、本発明の実施例では、ほかのユーザ端末が提供されている。該ユーザ端末は、
　自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在するかどうかを検出す
る干渉検出手段と、自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在して
いることが検出された場合、予約されたリソースブロックの１つまたは複数のサブキャリ
アで信号を送信する干渉通知手段と、を含む。
【００３１】
　前記干渉検出手段は、自局で受信した基地局の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）が予め設
定された閾値を超えるかどうかを検出する基準信号受信電力検出モジュールと、ＲＳＲＰ
が予め設定された閾値を超えた基地局のＰＣＩが特定の加入者グループのセルＩＤの範囲
に属するかどうか、および、前記基地局が自局のワイトリストにあるかどうかを判断し、
前記基地局のＰＣＩが特定の加入者グループのセルＩＤの範囲に属して、かつ前記基地局
が自局のワイトリストにない場合、自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が
周辺に存在していることが検出されたと決定する基地局ＩＤ判断モジュールと、を含む。
【００３２】
　また、本発明の実施例では、ほかの基地局が提供されている。該基地局は、第２セルラ
ーユーザからの、該第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局の
物理セルＩＤ（ＰＣＩ）が含まれている測定報告を受信する測定報告受信手段と、
　第１セルラー基地局で使用されていないスペクトルリソースを第２セルラーユーザに再
割り当てするリソース割り当て手段と、を含む。
【発明の効果】
【００３３】
  本発明で提供された２層以上の無線ネットワークカバレッジを有する無線セルラーネッ
トワークにおける干渉抑制方法およびその装置は、アクティブ状態にある第２セルラーユ
ーザと第２セルラー基地局との通信が周辺の第１セルラー基地局の下り干渉を受ける場合
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、第１セルラー基地局に通知することにより、第１セルラー基地局がリソーススケジュー
リングによって、第１セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを調整し、第２セ
ルラーユーザに対する下り干渉を低減させることができる。あるいは、第２セルラー基地
局が、第２セルラーユーザに対してスペクトルリソースを再割り当てすることで、第１セ
ルラー基地局の下り干渉を回避する。これにより、第１セルラー基地局による第２セルラ
ーユーザと第２セルラー基地局との通信への影響を低減させる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施例に係る２層以上の無線ネットワークカバレッジを有する無線セル
ラーネットワークにおける干渉抑制方法のフローチャートである。
【図２】第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける第２セルラーユーザが現在
存在していることを通知する第１方法のフローチャートである。
【図３】第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける第２セルラーユーザが現在
存在していることを通知する第２方法のフローチャートである。
【図４】本発明の１つの実施例に係る第１セルラー基地局の内部構成を示す図である。
【図５】本発明の１つの実施例に係る第２セルラーユーザの内部構成を示す図である。
【図６】本発明の１つの実施例に係る第２セルラー基地局の内部構成を示す図である。
【図７】本発明のほかの実施例に係る第１セルラー基地局の内部構成を示す図である。
【図８】本発明のほかの実施例に係る第２セルラーユーザの内部構成を示す図である。
【図９】ＭＵＥの下りデータスループットと、ＭＵＥとマクロセルラー基地局との距離、
およびフェムトセルラー基地局の位置との関係を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
  本発明の目的、解決手段をさらに明確にするために、以下、図面を参照して実施例を挙
げながら、本発明をさらに詳しく説明する。
【００３６】
  説明の便宜上、本発明では、２層以上の無線ネットワークカバレッジを有する無線セル
ラーネットワークにおいて、第１層のネットワークカバレッジに関する基地局およびユー
ザ端末を、それぞれ第１セルラー基地局および第１セルラーユーザと呼び、同様に、第２
層のネットワークカバレッジに関する基地局およびユーザ端末を、それぞれ第２セルラー
基地局および第２セルラーユーザと呼ぶ。本発明では、第１セルラー基地局は大セルラー
基地局であってもよい。この場合、第２セルラー基地局とは小セルラー基地局を指し、第
１セルラーユーザおよび第２セルラーユーザはそれぞれＭＵＥおよびＨＵＥを指す。相応
に、第１セルラー基地局は小セルラー基地局であってもよい。この場合、第２セルラー基
地局とは大セルラー基地局を指し、第１セルラーユーザおよび第２セルラーユーザはそれ
ぞれＨＵＥおよびＭＵＥを指す。
【００３７】
  ２層以上の無線ネットワークカバレッジを有する従来の無線セルラーネットワークにお
いて、第１セルラー基地局は、その周辺にその下り干渉を受ける第２セルラーユーザがあ
るかどうかを知ることができないので、ほかのアイドルなスペクトルリソースを有しても
、該第１セルラー基地局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用されるスペクト
ルリソースを調整することにより、第２セルラーユーザで使用されるスペクトルリソース
を解放することがない。また、第２セルラー基地局は、自局との通信を行っている第２セ
ルラーユーザがその周辺の第１セルラー基地局の下り干渉を受けていることを知ることが
できないので、ほかのアイドルなスペクトルリソースを有しても、該第２セルラー基地局
との通信を行っている第２セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを調整するこ
とにより、第１セルラー基地局の下り干渉を回避することがない。上記の問題を解決する
ために、即ち、２層以上の無線ネットワークカバレッジを有する無線セルラーネットワー
クにおいて、第１セルラー基地局から周辺のアクティブ状態にある第２セルラーユーザに
対する下り干渉を低減させ、さらに、第２セルラーユーザと第２セルラー基地局との通信
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品質を保証するために、本発明の実施例では、２層以上の無線ネットワークカバレッジを
有する無線セルラーネットワークにおける干渉抑制方法が提供されている。
【００３８】
 （実施例１）
  本実施例で提供された無線セルラーネットワークにおける干渉抑制方法の処理フローは
、図１に示すように、主に、アクティブ状態にある第２セルラーユーザが周辺のある第１
セルラー基地局の下り干渉を受ける場合、第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を
受ける第２セルラーユーザが存在していることを通知するステップ１０１と、第１セルラ
ー基地局が、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用されるスペクトルリソ
ースを再割り当てすることで、該第１セルラー基地局から上記第２セルラーユーザに対す
る下り干渉を低減させるステップ１０２と、を含む。
【００３９】
  説明すべきものとして、本発明の実施例では、上記スペクトルリソースは、サブキャリ
ア（Ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ）、リソースブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃ
ｋ）、コンポーネントキャリア（ＣＣ：Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）、または
キャリアバンド（Ｂａｎｄ）であってもよい。
【００４０】
  さらに、上記第２セルラーユーザがアクティブ状態からアイドル状態に遷移する場合、
あるいは、第１セルラー基地局から上記第２セルラーユーザに対する下り干渉が予め設定
された閾値より小さくなる場合、上記の方法は、第１セルラー基地局に対して、上記第２
セルラーユーザが該第１セルラー基地局の下り干渉をもう受けないことを通知するステッ
プ１０３と、第１セルラー基地局が、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使
用されるスペクトルリソースを再割り当てするステップ１０４と、をさらに含むようにし
てもよい。
【００４１】
  上記ステップ１０１において、第２セルラーユーザ自身により、上記の検出過程を完成
してもよいし、無線セルラーネットワークにおけるほかのエンティティ（例えば、ドライ
ブテスト装置）により、上記の検出過程を完成してもよい。つまり、本発明の実施例にお
いて、周辺のある第１セルラー基地局の下り干渉を受けるアクティブ状態にある第２セル
ラーユーザがあるかどうかの検出を、どのエンティティにより完成するかが制限されない
。ある第１セルラー基地局からある第２セルラーユーザに対する下り干渉が一定の閾値に
達したことを検出した後、第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける第２セル
ラーユーザが存在していることを通知する。上記の通知過程を完成するために、本実施例
では、第１セルラー基地局に通知するための２種類の方法が提供されている。以下、第２
セルラーユーザ自身により検出を完成する場合を例として、本実施例で提供された２種類
の方法について詳しく説明する。
【００４２】
  方法１：
  本方法１において、第２セルラーユーザは、その周辺のある第１セルラー基地局の下り
干渉が一定の閾値に達したことを検出した後、自局との通信を行っている第２セルラー基
地局、および、コアネットワークにあるモビリティマネージメントエンティティ（ＭＭＥ
：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）により、第１セルラー基地局に
対して、その下り干渉を受ける第２セルラーユーザが現在存在していることを通知する。
【００４３】
  以下、さらに図２を参照して、第１セルラー基地局が小セルラー基地局であって、第２
セルラーユーザがＭＵＥである場合を例として、上記方法１の実行過程について詳しく説
明する。
【００４４】
  図２は、上記の方法１を採用して、小セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける
ＭＵＥが現在存在していることを通知する場合のフローを示す。図２に示すように、該方
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法は、以下のステップを含む。
【００４５】
  ステップ２０１で、アクティブ状態にあるＭＵＥは、それに対して下り干渉を生じる小
セルラー基地局が周辺に存在するかどうかを検出し、該ＭＵＥに対して下り干渉を生じる
小セルラー基地局が周辺に存在していることが検出された場合、ステップ２０２を実行す
る。
【００４６】
  アクティブ状態にあるＭＵＥの受ける下り干渉が比較的大きい場合、該ＭＵＥと大セル
ラー基地局との下り通信の性能を低下させてしまう。例えば、パケット紛失率および伝送
遅延を増大させるなどである。この場合、ＭＵＥは、それに対して下り干渉を生じる小セ
ルラー基地局が周辺に存在するかどうかを検出する。
【００４７】
  また、本ステップにおいて、ＭＵＥが、それに対して下り干渉を生じる小セルラー基地
局が周辺に存在するかどうかを検出する方法は、具体的には、以下のステップを含む。
【００４８】
  ステップ２０１１で、ＭＵＥは、自局で受信した基地局の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ
：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）が予め設定され
た閾値を越えるかどうかを検出し、超えた場合、ステップ２０１２を実行する。
【００４９】
  ステップ２０１２で、ＭＵＥは、ＲＳＲＰが閾値を超えた該基地局の物理セルＩＤ（Ｐ
ＣＩ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ）が特定の加入者グループ（ＣＳＧ：Ｃｌｏｓ
ｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ）のセルＩＤの範囲（ｃｓｇ－ＰｈｙｓＣｅｌ
ｌＩｄＲａｎｇｅ）に属するかどうか、および、該基地局がＭＵＥのワイトリストにある
かどうか、をさらに判断し、該基地局のＰＣＩが特定の加入者グループのセルＩＤの範囲
に属して、かつ該基地局がＭＵＥのワイトリストにない場合、ＭＵＥは、それに対して下
り干渉を生じる小セルラー基地局が周辺に存在していると判断できる。
【００５０】
  上記ステップ２０１１において、ＭＵＥにより検出された、ＲＳＲＰが予め設定された
閾値を超えた基地局は、小セルラー基地局を含むことも可能であるし、大セルラー基地局
を含むことも可能である。従って、ＭＵＥは、検出された、ＲＳＲＰが予め設定された閾
値を超えた基地局が小セルラー基地局であるかどうか、をさらに判断する必要がある。本
実施例において、基地局のＰＣＩがＣＳＧのセルＩＤの範囲に属するかどうかを判断する
ことにより、該基地局が小セルラー基地局であるかどうかを判断することができる。具体
的には、ＭＵＥにより検出された、ＲＳＲＰが予め設定された閾値を超えた基地局のＰＣ
ＩがＣＳＧのセルＩＤの範囲に属すると、検出された基地局は小セルラー基地局である。
【００５１】
  また、ＭＵＥに比較的近い小セルラー基地局がＭＵＥのアクセスを許可する場合、ＭＵ
Ｅは該小セルラー基地局にアクセスすることを選択できる。この場合、該小セルラー基地
局のＲＳＲＰは予め設定された閾値を超えても、該小セルラー基地局は該ＭＵＥに対して
下り干渉を生じることがない。一般的に、ＭＵＥのアクセスを許可しない小セルラー基地
局でしか、該ＭＵＥに対して下り干渉を生じることがない。従って、ＭＵＥに対して下り
干渉を生じる小セルラー基地局を決定する過程において、ＲＳＲＰが予め設定された閾値
を超えた小セルラー基地局はＭＵＥのアクセスを許可するかどうか、をさらに判断する必
要がある。一般的に、ＭＵＥには、該ＭＵＥのアクセスを許可する小セルラー基地局を記
録するためのワイトリストが格納されている。従って、本実施例において、ＲＳＲＰが予
め設定された閾値を超えた小セルラー基地局が、ＭＵＥのワイトリストにあるかどうかを
判断することにより、該小セルラー基地局が、該ＭＵＥのアクセスを許可するかどうかを
判断することができる。具体的には、該小セルラー基地局が該ＭＵＥのワイトリストにな
い場合、該小セルラー基地局が該ＭＵＥのアクセスを許可せず、さらに、該小セルラー基
地局が該ＭＵＥに対して下り干渉を生じると決定することができる。
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【００５２】
  上記ステップ２０１１において、ＭＵＥは、複数の基地局のＲＳＲＰが予め設定された
閾値を超えたことを検出した場合、まず、その中にＲＳＲＰが最大となる基地局に対して
、ステップ２０１２の判断を行い、ステップ２０１２の条件が満たされた場合、該基地局
を、該ＭＵＥに対して下り干渉を生じる小セルラー基地局とする。逆に、ステップ２０１
２の条件が満たされない場合、検出されたＲＳＲＰが予め設定された閾値を超えた複数の
基地局の中から、ＲＳＲＰが次に最大となる基地局を選択して、それに対してステップ２
０１２の判断を行う。ステップ２０１２の条件を満たした小セルラー基地局を検索し、か
つ、検索された小セルラー基地局を、該ＭＵＥに対して下り干渉を生じる小セルラー基地
局とするまで、このように類推する。つまり、ＲＳＲＰが閾値を超えた基地局の中に、Ｐ
ＣＩが特定の加入者グループのセルＩＤの範囲に属して、かつＭＵＥのワイトリストにな
い基地局が存在している場合、ＭＵＥは、それに対して下り干渉を生じる小セルラー基地
局が周辺に存在していると判断することができ、かつ、その中にＲＳＲＰが最大となる基
地局を、該ＭＵＥに対して下り干渉を生じる小セルラー基地局とすることができる。
【００５３】
  ステップ２０２で、ＭＵＥは、該ＭＵＥに対して下り干渉を生じる小セルラー基地局の
ＰＣＩが付けられている測定報告を、大セルラー基地局へ送信する。
【００５４】
  ステップ２０３で、大セルラー基地局は、受信された小セルラー基地局のＰＣＩが混同
されるかどうかを判断し、該ＰＣＩが混同された場合、ステップ２０４を実行し、該ＰＣ
Ｉが混同されない場合、ＭＵＥから報告された小セルラー基地局のＰＣＩにより、該小セ
ルラー基地局のＥ－ＵＴＲＡＮ（進化型ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク）セルグ
ローバルＩＤ（ＥＣＧＩ：Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｅｒ）を得て、それから、ステップ２０６を実行する。ここで、各小セルラー基地局のＥ
ＣＧＩは、一意的に該小セルラー基地局を識別できる。
【００５５】
  ステップ２０４で、大セルラー基地局は、該小セルラー基地局のＥＣＧＩを読み取る旨
のメッセージをＭＵＥへ送信する。
【００５６】
  ステップ２０５で、ＭＵＥは、小セルラー基地局のＥＣＧＩを読み取る旨のメッセージ
を受信した後、小セルラー基地局のＰＣＩにより、該小セルラー基地局のＥＣＧＩを決定
して、決定された小セルラー基地局のＥＣＧＩを大セルラー基地局に報告する。
【００５７】
  ステップ２０６で、大セルラー基地局はＭＵＥ到達（ＭＵＥ　ＡＲＲＩＶＡＬ）メッセ
ージをＭＭＥに送信する。上記ＭＵＥ　ＡＲＲＩＶＡＬメッセージには、少なくとも、該
ＭＵＥに対して下り干渉を生じる小セルラー基地局のＥＣＧＩが付けられている。
【００５８】
  また、上記ＭＵＥ　ＡＲＲＩＶＡＬメッセージには、該ＭＵＥで使用されるリソースブ
ロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）の情報がさらに付けられているようにし
てもよい。
【００５９】
  本ステップにおいて、大セルラー基地局は、自局のＳ１インタフェースを介して、ＭＵ
Ｅ　ＡＲＲＩＶＡＬメッセージをＭＭＥに送信するようにしてもよい。
【００６０】
  ステップ２０７で、ＭＭＥは、受信されたＭＵＥ　ＡＲＲＩＶＡＬメッセージを、該メ
ッセージにおけるＥＣＧＩに対応する小セルラー基地局、即ち、ＭＵＥに対して下り干渉
を生じる小セルラー基地局に転送して、該小セルラー基地局に対して、その下り干渉を受
けるＭＵＥが存在していることを通知する。
【００６１】
  この場合、ＭＵＥ　ＡＲＲＩＶＡＬメッセージを受信した小セルラー基地局は、自局が
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既にあるＭＵＥに対して下り干渉を生じたことを知る。次に、ステップ１０２におけるス
ペクトルリソースの再割り当てを行うことができる。
【００６２】
  方法２：
  本方法において、第２セルラーユーザは、その周辺のある第１セルラー基地局の下り干
渉が一定の閾値に達したことを検出した後、該第１セルラー基地局に直接的に通知するこ
とで、自局が該第１セルラー基地局の下り干渉を受けていることを表す。上記方法を実現
するために、上りスペクトルリソースにおいて、１つのリソースブロックＲＢを予約する
必要があり、第２セルラーユーザは、該予約されたＲＢを利用することで、第１セルラー
基地局に対して、自局が該第１セルラー基地局の下り干渉を受けていることを通知する。
第１セルラー基地局、第２セルラー基地局および第２セルラーユーザは、予約されたリソ
ースブロックの位置に基づいて、相応するリソース予約を行う。例えば、正常の通信過程
において、第２セルラーユーザは、上りデータ伝送に該リソースブロックを使用しない。
【００６３】
  以下、さらに図３を参照して、第１セルラー基地局が小セルラー基地局であって、第２
セルラーユーザがＭＵＥである場合を例として、上記方法２の実行過程について詳しく説
明する。
【００６４】
  図３は、上記方法２を採用して、小セルラー基地局に対して、その下り干渉を受けるＭ
ＵＥが現在存在していることを通知する場合のフローを示す。図３に示すように、該方法
は、主に以下のステップを含む。
【００６５】
  ステップ３０１で、アクティブ状態にあるＭＵＥは、それに対して下り干渉を生じる小
セルラー基地局が周辺に存在するかどうかを検出し、該ＭＵＥに対して下り干渉を生じる
小セルラー基地局が周辺に存在していることが検出された場合、ステップ３０２を実行す
る。
【００６６】
  上記ステップ３０１において、ＭＵＥは、ステップ２０１１および２０１２に示した方
法を採用して、それに対して下り干渉を生じる小セルラー基地局が周辺に存在するかどう
かを検出してよい。
【００６７】
  ステップ３０２で、ＭＵＥは、予約されたリソースブロックの１つまたは複数のサブキ
ャリアで信号を送信する。
【００６８】
  ステップ３０３で、小セルラー基地局は、予約されたリソースブロックのサブキャリア
でエネルギー検出を行い、予約されたリソースブロックのサブキャリアで検出されたエネ
ルギーが予め設定された閾値より大きい場合、該小セルラー基地局の下り干渉を受けるＭ
ＵＥが存在していると判断する。
【００６９】
  説明すべきものとして、図２および図３に示す２種類の方法はいずれも、第１セルラー
基地局が小セルラー基地局であって、第２セルラーユーザがＭＵＥであり、かつ、ＭＵＥ
自身により小セルラー基地局の下り干渉を検出する場合を例として説明したものである。
上記のように、無線セルラーネットワークにおけるほかのエンティティにより、第１セル
ラー基地局の下り干渉を受ける第２セルラーユーザが存在するかどうかを検出してもよい
。また、第１セルラー基地局は大セルラー基地局であってもよく、第２セルラーユーザは
ＨＵＥであってもよい。
【００７０】
  この場合、第１セルラー基地局は、自局が既にある第２セルラーユーザに対して下り干
渉を生じたことを知っている。次に、ステップ１０２におけるスペクトルリソースの再割
り当てを行うことができる。
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【００７１】
  同様、上記２種類の方法に対して、ステップ１０３における第１セルラー基地局に対し
て、該第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の下り干渉を受けなくなることを通知
する方法も２種類があってもよい。
【００７２】
  方法１：
  第２セルラーユーザがアクティブ状態からアイドル状態に遷移する場合、あるいは、第
２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局のＲＳＲＰが予め設定さ
れた閾値より小さいことを検出した場合、第２セルラーユーザは測定報告を第２セルラー
基地局に送信する。該測定報告には、その前に該第２セルラーユーザに対して下り干渉を
生じる第１セルラー基地局のＰＣＩまたはＥＣＧＩが付けられている。具体的には、同様
に、小セルラー基地局を第１セルラー基地局とする場合を例として、ステップ１０１の実
行過程において、ＭＵＥは、大セルラー基地局からの、小セルラー基地局のＥＣＧＩを読
み取る旨のメッセージを受信したことがある場合、本ステップで送信される測定報告には
、小セルラー基地局のＥＣＧＩが付けられ、上記のメッセージを受信したことがない場合
、小セルラー基地局のＰＣＩが付けられるようにしてもよい。
【００７３】
  第２セルラー基地局は、第２セルラーユーザから報告された測定報告を受信した後、第
２セルラーユーザ出発メッセージをＭＭＥに送信する。該第２セルラーユーザ出発メッセ
ージにも、その前に第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局の
ＥＣＧＩが付けられる。本ステップにおいて、第２セルラー基地局は、自局のＳ１インタ
フェースを介して、第２セルラーユーザ出発メッセージをＭＭＥに送信するようにしても
よい。
【００７４】
  ＭＭＥは、第２セルラーユーザ出発メッセージを、該メッセージにおけるＥＣＧＩに対
応する第１セルラー基地局に転送し、該第１セルラー基地局に対して、該第２セルラーユ
ーザが該第１セルラー基地局の下り干渉を受けなくなることを通知する。
【００７５】
  その後、第１セルラー基地局は、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用
されるスペクトルリソースを再割り当てすることができ、即ち、該第１セルラー基地局の
下り干渉を受ける第２セルラーユーザが周辺に存在しない状況に基づいて、無線リソース
管理をすることができる。
【００７６】
  方法２：
  第２セルラーユーザがアクティブ状態からアイドル状態に遷移する場合、あるいは、第
２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局のＲＳＲＰが予め設定さ
れた閾値より小さいことを検出した場合、第２セルラーユーザは、予約されたリソースブ
ロックの１つまたは複数のサブキャリアでの信号送信を停止してよい。この時、第１セル
ラー基地局により、予約されたリソースブロックのサブキャリアで検出されたエネルギー
が予め設定された閾値より小さい場合、第１セルラー基地局は、該第２セルラーユーザが
自局の下り干渉を受けなくなることを知ることができる。
【００７７】
  また、上記ステップ３０２において、第２セルラーユーザは、予約されたリソースブロ
ックにおけるいずれか１つまたは複数のサブキャリアを選択して、信号を送信することで
、自局がある第１セルラー基地局の下り干渉を既に受けたことを表すと、第２セルラーユ
ーザがアクティブ状態からアイドル状態に遷移する場合、あるいは、第２セルラーユーザ
に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局のＲＳＲＰが予め設定された閾値より小さ
いことを検出した場合、第２セルラーユーザは、予約されたリソースブロックのほかの１
つまたは複数のサブキャリアを選択して、信号を送信することで、自局が第１セルラー基
地局の下り干渉を受けなくなることを表すようにしてもよい。
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【００７８】
  上記第２セルラーユーザは予約されたリソースブロックの１つまたは複数のサブキャリ
アを使用し、第１セルラー基地局に対して、自局が該第１セルラー基地局の下り干渉を受
けていることを通知する場合と区別するために、本発明の実施例において、予約されたリ
ソースブロックのサブキャリアを２つのグループに分けてもよい。各グループのサブキャ
リアには、少なくとも１つのサブキャリアが含まれている。ここで、第１グループのサブ
キャリアは、第１サブキャリアと呼ばれてもよく、第１セルラー基地局に対して、第２セ
ルラーユーザが該第１セルラー基地局の下り干渉を受けていることを通知することに用い
られる。第２グループのサブキャリアは、第２サブキャリアと呼ばれてもよく、第１セル
ラー基地局に対して、第２セルラーユーザが該第１セルラー基地局の下り干渉を受けなく
なることを通知することに用いられる。
【００７９】
  この場合で、第１セルラー基地局は、予約されたリソースブロックのサブキャリアでエ
ネルギー検出を行うことができる。第１サブキャリアのエネルギーが予め設定された閾値
より大きいことが検出された場合、第１セルラー基地局は、その下り干渉を受ける第２セ
ルラーユーザが周辺に存在していると判断する。第２サブキャリアのエネルギーが予め設
定された閾値より大きいことが検出された場合、第１セルラー基地局は、その下り干渉を
受ける第２セルラーユーザが周辺に存在しないと判断する。
【００８０】
  以下、上記ステップ１０２における第１セルラー基地局が、自局との通信を行っている
第１セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを再割り当てする方法について、詳
しく説明する。本発明の実施例において、第１セルラー基地局は、下記の４種類の方法に
より、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを
再割り当てしてよい。
【００８１】
  第１方法は、第１セルラー基地局および第２セルラー基地局でスペクトルリソースを部
分的に共有する場合、即ち、２層の無線ネットワークで共有されるスペクトル範囲が一部
の使用可能なスペクトル範囲であり、使用可能なスペクトル範囲が共有スペクトルリソー
スおよび非共有スペクトルリソースを含む場合に適用する。この場合、第１セルラー基地
局は、自局との通信を行っていて、かつ元々共有スペクトルリソースを使用している第１
セルラーユーザに、非共有スペクトルリソースを再割り当てすることができる。これによ
り、共有スペクトルリソースが解放され、第２セルラーユーザと第２セルラー基地局との
通信用に提供される。
【００８２】
  第２方法では、第１セルラー基地局が、自局との通信を行っている第１セルラーユーザ
の非リアルタイムサービスで使用されるスペクトルリソースを、部分的にまたは全部解放
する。
【００８３】
  第３方法では、第１セルラーユーザのサービス品質（ＱｏＳ：Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ）またはユーザ体感品質（ＱｏＥ：Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｅｘｐｅｒｉ
ｅｎｃｅ）を低減させないという前提で、第１セルラー基地局が、自局との通信を行って
いる第１セルラーユーザのリアルタイムサービスで使用されるスペクトルリソースを、部
分的に解放する。
【００８４】
  第４方法では、第２セルラー基地局と第２セルラーユーザとの通信で使用されるクリテ
ィカルスペクトルリソース、例えば、第２セルラー基地局と第２セルラーユーザとの間の
制御チャネルで使用されるスペクトルリソースや、第２セルラー基地局と第２セルラーユ
ーザとの間のリアルタイムサービスで使用されるスペクトルリソースなどを解放する。第
１セルラー基地局が、第２セルラー基地局と第２セルラーユーザとの通信で使用されるク
リティカルスペクトルリソースを知る方法は、下記の１）と２）とを含んでもよい。１）
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第１セルラー基地局および第２セルラー基地局のクリティカルスペクトルリソースを予め
設定する。例えば、ＰＤＣＣＨなどの制御チャネルのリソース位置は、標準規格で定義さ
れている。このように、第１セルラー基地局および第２セルラー基地局は、自分のクリテ
ィカルスペクトルリソースを、予め決定して相手に通知し、または、システム管理者によ
り直接設定することが可能になる。２）第１セルラー基地局と第２セルラー基地局との間
で、Ｘ２やＳ１などの基地局間インターフェースを介して、自分のクリティカルスペクト
ルリソースを定期的に交換する。例えば、プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）
などの情報は、ネットワークの具体的な干渉環境に応じて変化することが可能である。こ
の場合、第１セルラー基地局と第２セルラー基地局とは、ＰＣＣの位置設定情報を相互に
交換してもよい。これにより、相手のクリティカルスペクトルリソースの設定状況を得る
。
【００８５】
  上記４種類の方法について、第１セルラー基地局は、その中の任意の１種類、任意の２
種類、任意の３種類、または全部の４種類の方法を実行することにより、自局との通信を
行っている第１セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを再割り当てしてよい。
【００８６】
  また、上記方法１を採用して、第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける第
２セルラーユーザが現在存在していることを通知し、かつ、第１セルラー基地局で受信し
た第２セルラーユーザ到達メッセージには、第２セルラーユーザで使用されるＲＢの情報
が付けられている場合、第１セルラー基地局は、上記任意の１種類、任意の２種類、任意
の３種類、または全部の４種類の方法を採用して、第２セルラーユーザで使用されるＲＢ
をできるだけ解放してよい。これにより、第２セルラーユーザに対する下り干渉を低減さ
せる。
【００８７】
  （実施例２）
  第１セルラー基地局により、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用され
るスペクトルリソースを再割り当てすることで、第１セルラー基地局から第２セルラーユ
ーザに対する下り干渉を除去する以外に、第２セルラー基地局により、スペクトルリソー
スを再スケジューリングすることで、第１セルラー基地局から第２セルラーユーザに対す
る下り干渉を回避するようにしてもよい。
【００８８】
  具体的には、本実施例に係る無線セルラーネットワークにおける干渉抑制方法は、アク
ティブ状態にある第２セルラーユーザが周辺のある第１セルラー基地局の下り干渉を受け
る場合、第２セルラー基地局が、上記第２セルラーユーザで使用されるスペクトルリソー
スを再割り当てし、即ち、第１セルラー基地局で使用されていないスペクトルリソースを
第２セルラーユーザに再割り当てする、ことを含む。
【００８９】
  説明すべきものとして、本実施例では、上記スペクトルリソースは、Ｓｕｂ－ｃａｒｒ
ｉｅｒ、ＲＢ、ＣＣ、またはＢａｎｄであってもよい。また、本発明の実施例においても
、周辺のある第１セルラー基地局の下り干渉を受けるアクティブ状態にある第２セルラー
ユーザがあるかどうかを検出するエンティティが制限されない。即ち、第２セルラーユー
ザ自身により、上記検出を完成してもよいし、無線セルラーネットワークにおけるほかの
エンティティ（例えば、ドライブテスト装置）により、上記検出を完成してもよい。
【００９０】
  第１セルラー基地局で使用されていないスペクトルリソースを第２セルラーユーザに再
割り当てするために、本実施例に係る方法は、第２セルラー基地局が、まず、自分の一部
または全部のスペクトルリソースを解放し、次に、第１セルラー基地局の干渉を受ける第
２セルラーユーザにスペクトルリソースを再割り当てする、ことをさらに含むことが必要
になる可能性がある。具体的には、第２セルラー基地局は、スペクトルリソースの解放時
に、第２セルラーユーザのＱｏＳおよび／またはＱｏＥを考慮して、ＱｏＳまたはＱｏＥ
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要求が高くないサービスに対して先に解放してもよく、あるいは、自分のノンクリティカ
ルリソースを先に解放してもよい。
【００９１】
  さらに、上記第２セルラーユーザがアクティブ状態からアイドル状態に遷移する場合、
あるいは、第１セルラー基地局から上記第２セルラーユーザに対する下り干渉が予め設定
された閾値より小さくなる場合、上記の方法は、第２セルラー基地局が、上記第２セルラ
ーユーザで使用されるスペクトルリソースを再割り当てする、ことをさらに含んでもよい
。即ち、第２セルラー基地局は、自局との通信を行っている第２セルラーユーザが第１セ
ルラー基地局の下り干渉を受けない状況に基づいて、無線リソース管理をすることができ
る。
【００９２】
  上記干渉抑制方法を除いて、本発明の実施例において、また上記干渉抑制方法を実現す
る装置が提供されている。以下、図面を参照して、本発明の実施例に係る上記干渉抑制方
法を実現する装置について、詳しく説明する。
【００９３】
  具体的には、本発明の１つの実施例において、上記実施例１に対応して、上記方法１を
採用して、第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける第２セルラーユーザが現
在存在していることを通知する場合の第１セルラー基地局、第２セルラー基地局および第
２セルラーユーザが提供されている。
【００９４】
  図４に示すように、本実施例で提供された第１セルラー基地局の内部構成は、該第１セ
ルラー基地局の下り干渉を受けている第２セルラーユーザが存在することを表す第２セル
ラーユーザ到達メッセージを、ＭＭＥから受信する通知受信手段４０１と、第２セルラー
ユーザ到達メッセージを受信した後、該第１セルラー基地局との通信を行っている第１セ
ルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを再割り当てすることで、該第１セルラー
基地局から第２セルラーユーザに対する下り干渉を低減させるリソース割り当て手段４０
２と、を含む。ここで、上記リソース割り当て手段４０２は、上記ステップ１０２におけ
る４種類の方法を採用して、自局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用される
スペクトルリソースを再割り当てしてよく、具体的には、第１セルラー基地局との通信を
行っていて、かつ元々共有スペクトルリソースを使用している第１セルラーユーザに、非
共有スペクトルリソースを割り当て、共有スペクトルリソースを解放する非共有リソース
再割り当てモジュール４０２１、および／または、第１セルラー基地局との通信を行って
いる第１セルラーユーザの非リアルタイムサービスで使用されるスペクトルリソースを、
部分的にまたは全部解放する非リアルタイムサービスリソース解放モジュール４０２２、
および／または、第１セルラーユーザのＱｏＳまたはＱｏＥを低減させないという前提で
、第１セルラー基地局との通信を行っている第１セルラーユーザのリアルタイムサービス
で使用されるスペクトルリソースを、部分的に解放するリアルタイムサービスリソース解
放モジュール４０２３、および／または、
  第２セルラー基地局と第２セルラーユーザとの通信で使用されるクリティカルスペクト
ルリソースを解放するクリティカルスペクトルリソース解放モジュール４０２４、を含む
ようにしてもよい。
【００９５】
  図５に示すように、本実施例で提供された第２セルラーユーザの内部構成は、自局に対
して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在するかどうかを検出する干渉検出
手段５０１と、自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在している
ことが検出された場合、自局に対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局のＰＣＩが付
けられている測定報告を、第２セルラー基地局へ報告する干渉報告手段５０２と、を含む
。
【００９６】
  ここで、上記干渉検出手段５０１は、自局で受信した基地局のＲＳＲＰが予め設定され
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た閾値を超えるかどうかを検出する基準信号受信電力検出モジュール５０１１と、ＲＳＲ
Ｐが予め設定された閾値を超えた基地局のＰＣＩが特定の加入者グループのセルＩＤの範
囲に属するかどうか、および、該基地局が第２セルラーユーザのワイトリストにあるかど
うかを判断し、該基地局のＰＣＩが特定の加入者グループのセルＩＤの範囲に属して、か
つ該基地局が第２セルラーユーザのワイトリストにない場合、該第２セルラーユーザに対
して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在していることが検出されたと決定
する基地局ＩＤ判断モジュール５０１２と、を含む。
【００９７】
  本発明の実施例に係る第２セルラーユーザは、第２セルラー基地局からの、第１セルラ
ー基地局のＥＣＧＩを読み取る旨のメッセージを受信した後、自局に対して下り干渉を生
じる第１セルラー基地局のＥＣＧＩを決定して、決定されたＥＣＧＩを第２セルラー基地
局に報告するＥＣＧＩ報告手段５０３、をさらに含んでもよい。
【００９８】
  図６に示すように、本実施例に係る第２セルラー基地局の内部構成は、
  第２セルラーユーザからの、該第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セル
ラー基地局のＰＣＩが含まれている測定報告を受信する測定報告受信手段６０１と、受信
された第１セルラー基地局のＰＣＩが混同されるかどうかを判断し、該ＰＣＩが混同され
た場合、該第１セルラー基地局のＥＣＧＩを読み取る旨のメッセージを第２セルラーユー
ザへ送信し、かつ、第２セルラーユーザからフィードバックされた第１セルラー基地局の
ＥＣＧＩを受信し、該ＰＣＩが混同されない場合、第２セルラーユーザから報告された第
１セルラー基地局のＰＣＩにより、該第１セルラー基地局のＥＣＧＩを得るＥＣＧＩ読み
取り手段６０２と、該第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局
のＥＣＧＩが少なくとも付けられている第２セルラーユーザ到達メッセージを、ＭＭＥへ
送信する通知手段６０３と、を含む。
【００９９】
  また、本発明のほかの実施例において、実施例１に対応して、上記方法２を採用して、
第１セルラー基地局に対して、その下り干渉を受ける第２セルラーユーザが現在存在して
いることを通知する場合の第１セルラー基地局および第２セルラーユーザが提供されてい
る。
【０１００】
  図７に示すように、本実施例で提供された第１セルラー基地局の内部構成は、予約され
たリソースブロックのサブキャリアでエネルギー検出を行い、検出されたエネルギーが予
め設定された閾値より大きい場合、該第１セルラー基地局の下り干渉を受ける第２セルラ
ーユーザが周辺に存在していると判断する信号検出手段７０１と、該第１セルラー基地局
の下り干渉を受ける第２セルラーユーザが周辺に存在していると判断した後、該第１セル
ラー基地局との通信を行っている第１セルラーユーザで使用されるスペクトルリソースを
再割り当てすることで、該第１セルラー基地局から第２セルラーユーザに対する下り干渉
を低減させるリソース割り当て手段４０２と、を含む。
【０１０１】
  ここで、上記リソース割り当て手段４０２は、図４におけるリソース割り当て手段４０
２と同じであり、同様に、上記非共有リソース再割り当てモジュール４０２１、および／
または非リアルタイムサービスリソース解放モジュール４０２２、および／またはリアル
タイムサービスリソース解放モジュール４０２３、および／またはクリティカルスペクト
ルリソース解放モジュール４０２４を含む。
【０１０２】
  図８に示すように、本実施例で提供された第２セルラーユーザの内部構成は、該第２セ
ルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局が周辺に存在するかどうかを
検出する干渉検出手段５０１と、該第２セルラーユーザに対して下り干渉を生じる第１セ
ルラー基地局が周辺に存在していることが検出された場合、予約されたリソースブロック
の１つまたは複数のサブキャリアで信号を送信する干渉通知手段８０２と、を含む。
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【０１０３】
  ここで、上記干渉検出手段５０１は、図５に示した干渉検出手段５０１と同じであり、
即ち、同様に、上記基準信号受信電力検出モジュール５０１１および基地局ＩＤ判断モジ
ュール５０１２を含む。
【０１０４】
  また、本発明のほかの実施例において、実施例２に対応する第２セルラー基地局が提供
されている。該第２セルラー基地局は、第２セルラーユーザからの、該第２セルラーユー
ザに対して下り干渉を生じる第１セルラー基地局のＰＣＩが含まれている測定報告を受信
する測定報告受信手段６０１と、第１セルラー基地局で使用されていないスペクトルリソ
ースを第２セルラーユーザに再割り当てするリソース割り当て手段と、を含む。
【０１０５】
  本発明の実施例に係る干渉抑制方法、基地局、およびユーザ端末を使用することにより
、アクティブ状態にある第２セルラーユーザと第２セルラー基地局との通信が周辺の第１
セルラー基地局の下り干渉を受ける場合、第１セルラー基地局に通知することで、第１セ
ルラー基地局は、リソーススケジューリングによって、第１セルラーユーザで使用される
スペクトルリソースを調整して、第２セルラーユーザに対する下り干渉を低減させること
ができる。これにより、第２セルラーユーザと第２セルラー基地局との通信に対する影響
を低減させる。あるいは、アクティブ状態にある第２セルラーユーザと第２セルラー基地
局との通信が周辺の第１セルラー基地局の下り干渉を受ける場合、第２セルラー基地局は
、リソーススケジューリングによって、第２セルラーユーザで使用されるスペクトルリソ
ースを調整して、第１セルラー基地局の下り干渉を回避する。これにより、第２セルラー
ユーザと第２セルラー基地局との通信に対する影響を低減させる。
【０１０６】
  以下、３ＧＰＰ　ＬＴＥネットワークを用いて、シミュレーションモデルを提供する。
表１に示すように、本発明の実施例に係る干渉抑制方法に対して定量的にシミュレーショ
ンを行う。
【表１】
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  本例において、２層の無線セルラーネットワークは、マクロセルラーとフェムトセルラ
ーにより構成される。マクロセルラーのセル間の距離（Ｉｎｔｅｒ－Ｓｉｔｅ－Ｄｉｓｔ
ａｎｃｅ）は５００メートル（ｍ）であり、フェムトセルラー毎の伝送半径は１０ｍであ
る。各マクロセルラー基地局毎に３つのセクターがあり、各セクター毎に１０個のユーザ
が均等に分散される。各フェムトセルラー基地局毎に１つのセクターがあり、各フェムト
セルラーセル毎に４個のユーザが均等に分散される。
【０１０８】
  ３ＧＰＰ　ＬＴＥネットワークにおいて、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：Ｏｒｔｈｏ
ｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）技術
を採用し、各サブキャリア帯域幅は１５ＫＨｚ（千ヘルツ）であり、各リソースブロック
（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）は１２個のサブキャリアにより構成される。ス
ペクトル共用モードで、使用可能な総スペクトル帯域幅は２０ＭＨｚであり、ここで、マ
クロセルラーの使用可能なスペクトル帯域幅は２０ＭＨｚであり、フェムトセルラーの使
用可能なスペクトル帯域幅は２０ＭＨｚである。ユーザのリソーススケジューリング方法
について、ラウンドロビン（Ｒｏｕｎｄ　Ｒｏｂｉｎ）方式が採用される。ＭＵＥに平均
的に割り当てされたリソースブロックは１０個である。マクロセルラー基地局の送信電力
は４９ｄＢｍであり、フェムトセルラー基地局の最大送信電力は２０ｄＢｍであると仮定
される。基地局の総送信電力の１０％はパイロット信号の送信電力とされる。送信アンテ
ナと受信アンテナの数は、それぞれ１つと２つである。統計されたデータスループットは
、３０％のシグナリングオーバーヘッドを除去したデータスループットである。
【０１０９】
  図９は、ＭＵＥの下りデータスループットと、ＭＵＥとマクロセルラー基地局ｅＮＢと
の距離、およびフェムトセルラー基地局ＨｅＮＢの位置との関係を示す。図９において、
横軸は、ＭＵＥとマクロセルラー基地局との距離を示し、縦軸は、ＭＵＥの下りデータス
ループットを示す。図９から分かるように、ＭＵＥとｅＮＢとの距離に問わず、ＭＵＥが
ＨｅＮＢに比較的近いところ（１０ｍより小さい室内）に移動する場合、ＨｅＮＢの下り
干渉を受けるので、ＭＵＥの下りスループットを０Ｍｂｐｓに近づくように低減させる。
このように、ＭＵＥとｅＮＢとの行っている通信が中断されてしまう。
【０１１０】
  一方、図９における一番上の曲線は、本発明の実施例で提供された干渉抑制方法を採用
した後、ＭＵＥの下りデータスループットと、ＭＵＥとマクロセルラー基地局ｅＮＢとの
距離、およびフェムトセルラー基地局ＨｅＮＢの位置との関係を示す。該曲線から分かる
ように、ＨｅＮＢは、ＨＵＥのリソースを再調整することにより、ＭＵＥで使用されるリ
ソースブロックを回避できる。このように、ＭＵＥの受ける干渉を大幅に低減させ、ＭＵ
Ｅの下りデータスループットを向上させる。今回のシミュレーション過程において、Ｈｅ
ＮＢは、ＨＵＥのリソースを調整することにより、ＭＵＥに割り当てされた全ての１０個
のリソースブロックを回避できると仮定される。
【０１１１】
  上記は、本発明の好ましい実施例にすぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない
。本発明の精神と原則内で行われる種々の修正、均等置換え、改善などは全て本発明の保
護範囲内に含まれるべきである。
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