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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のセルを形成して移動局との間で通信可能である第１の基地局と、
　第２のセルを形成して移動局との間で通信可能である第２の基地局と、
を備え、
　前記第１の基地局は、前記第１のセルに関する同一のセル情報を含む第１の無線信号を
、複数回送信可能であり、
　前記第２の基地局は、前記同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号を少なくとも
１回受信し、前記受信した前記第１の無線信号に含まれる前記セル情報を、所定時間の経
過または所定時刻まで有効とし、
　前記第２の基地局は、前記有効な前記セル情報を保持している間、前記有効な前記セル
情報と同一のセル情報を含む前記第１の無線信号の受信を行うことなく、前記第２のセル
における移動局へのダウンリンク無線信号を送信可能である、
移動通信システム。
【請求項２】
　前記第２の基地局は、前記セル情報に基づいて前記第２のセルに関する無線パラメータ
を調整するよう構成されている、請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記第２の基地局は、前記第１の無線信号の送信に使用される無線リソースとは異なる
他の無線リソースを使用して前記ダウンリンク無線信号を送信する、請求項１又は２に記
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載の移動通信システム。
【請求項４】
　前記第２の基地局は、前記第１の無線信号を受信する際に、前記第２のセルにおける移
動局に対する無線送信を一時的に停止する、請求項１～３のいずれか１項に記載の移動通
信システム。
【請求項５】
　前記第２の基地局は、前記第１の基地局による前記第１の無線信号の送信間隔より長い
周期で、前記セル情報を間欠的に取得する、請求項１～４のいずれか１項に記載の移動通
信システム。
【請求項６】
　前記第１の基地局は、前記セル情報の内容更新の有無を示す情報を含む第２の無線信号
をさらに送信する、請求項１～５のいずれか１項に記載の移動通信システム。
【請求項７】
　前記第１の基地局は、前記同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号を複数回を１
単位として送信し、前記１単位の送信後に前記セル情報の内容の更新が可能であり、
　前記第１の基地局は、新たに送信すべき前記セル情報の内容が直前の１単位の送信時と
同一である場合に、前記セル情報の内容更新が無いことを示す情報を含む前記第２の無線
信号を送信する、請求項６に記載の移動通信システム。
【請求項８】
　前記第２の基地局は、前記第２の無線信号を受信し、前記セル情報の内容更新が行われ
ていることを条件として前記第１の無線信号からの前記セル情報の読み出しを行う、請求
項６又は７に記載の移動通信システム。
【請求項９】
　前記第２の基地局は、前記同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号の合計送信回
数又は繰り返し送信期間を判定可能な送信ルール情報に基づいて前記セル情報の取得を行
う、請求項１～８のいずれか１項に記載の移動通信システム。
【請求項１０】
　前記送信ルール情報の少なくとも一部は、前記第１及び第２の基地局が接続される上位
ネットワークから前記第２の基地局に供給される、請求項９に記載の移動通信システム。
【請求項１１】
　前記送信ルール情報の少なくとも一部は、前記第１の基地局から無線送信される、請求
項９に記載の移動通信システム。
【請求項１２】
　前記送信ルール情報は、前記第１の無線信号の送信タイミング、前記同一の前記セル情
報を含む前記第１の無線信号の繰り返し送信期間、前記同一の前記セル情報を含む前記第
１の無線信号の合計送信回数のうち少なくとも１つを含む、請求項９～１１のいずれか１
項に記載の移動通信システム。
【請求項１３】
　前記第１の基地局は、予め定められた合計送信回数または繰り返し送信期間に従って、
同一内容の前記セル情報を含む前記第１の無線信号を複数回送信する、請求項１～１２の
いずれか１項に記載の移動通信システム。
【請求項１４】
　前記第１の基地局は、予め定められた合計送信回数に到達するまで、同一内容の前記セ
ル情報を含む前記第１の無線信号を繰り返し送信する、請求項１３に記載の移動通信シス
テム。
【請求項１５】
　前記第１の基地局は、予め定められた繰り返し送信期間の間、同一内容の前記セル情報
を含む前記第１の無線信号を繰り返し送信する、請求項１３に記載の移動通信システム。
【請求項１６】
　前記第１の無線信号は、同一内容の前記セル情報の何回目の送信であるかを示す送信順
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序番号に関する情報をさらに含む、請求項１～１５のいずれか１項に記載の移動通信シス
テム。
【請求項１７】
　前記所定時間をTとし、前記第１の無線信号の送信間隔をT_intervalとし、前記第１の
基地局による前記同一の前記セル情報の合計送信回数をNとし、前記第２の基地局が受信
した前記第１の無線信号に含まれる前記セル情報の送信順序番号をnとした場合に、前記
所定時間Tは、T = (N - n) * T_interval との式により決定される、請求項１～１６のい
ずれか１項に記載の移動通信システム。
【請求項１８】
　前記第２の基地局は、前記セル情報の取得に失敗した場合に、受信に失敗したセル情報
と同内容のセル情報を含む前記第１の無線信号を再度受信する、請求項１～１７のいずれ
か１項に記載の移動通信システム。
【請求項１９】
　前記セル情報は、前記第１のセルで使用されている無線リソースの情報及び前記第１の
セルの負荷状況を示す情報のうち少なくとも１つを含む、請求項１～１８のいずれか１項
に記載の移動通信システム。
【請求項２０】
　前記セル情報は、前記第１の基地局によるダウンリンク信号の送信電力に関する情報、
および前記第１の基地局におけるアップリンク・リファレンス信号の受信品質に関する情
報のうち少なくとも１つを含む、請求項１～１９のいずれか１項に記載の移動通信システ
ム。
【請求項２１】
　自身のセルを形成して移動局との間で無線通信を行う基地局装置であって、
　無線送受信部と、
　周辺セルを形成する周辺基地局から送信される第１の無線信号を受信するよう前記無線
送受信部を制御するとともに、前記第１の無線信号に含まれる前記周辺セルに関するセル
情報に基づいて、前記自身のセルに関する無線パラメータを調整する制御部と、
を備え、
　前記第１の無線信号の送信は、同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号を複数回
繰り返して送信するように行われ、
　前記制御部は、
　前記同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号を少なくとも１回受信するよう前記
無線送受信部を制御し、前記無線送受信部により受信された前記第１の無線信号に含まれ
る前記セル情報を所定時間の経過または所定時刻まで有効とし、
　前記無線送受信部は、前記制御部が前記有効な前記セル情報を保持している間、前記有
効な前記セル情報と同一のセル情報を含む前記第１の無線信号の受信を行うことなく、前
記自身のセルにおける移動局へのダウンリンク無線信号を送信可能である、
基地局装置。
【請求項２２】
　前記制御部は、前記セル情報に基づいて前記自身のセルに関する無線パラメータを調整
する、請求項２１に記載の基地局装置。
【請求項２３】
　前記無線送受信部は、前記第１の無線信号の送信に使用される無線リソースとは異なる
他の無線リソースを使用して前記ダウンリンク無線信号を送信する、請求項２１又は２２
に記載の基地局装置。
【請求項２４】
　前記無線送受信部は、前記第１の無線信号を受信する際に、前記自身のセルにおける移
動局に対する無線送信を一時的に停止する、請求項２１～２３のいずれか１項に記載の基
地局装置。
【請求項２５】
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　前記無線送受信部は、前記周辺基地局による前記第１の無線信号の送信間隔より長い周
期で、前記セル情報を間欠的に取得する、請求項２１～２４のいずれか１項に記載の基地
局装置。
【請求項２６】
　前記制御部は、前記セル情報の内容更新の有無を示す情報を含む第２の無線信号をさら
に受信するよう前記無線送受信部を制御し、前記セル情報の内容更新が行われていること
を条件として前記第１の無線信号からの前記セル情報の読み出しを行う、請求項２１～２
５のいずれか１項に記載の基地局装置。
【請求項２７】
　前記制御部は、前記同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号の合計送信回数又は
繰り返し送信期間を判定可能な送信ルール情報に基づいて、前記無線送受信部による前記
第１の無線信号の受信を制御する、請求項２１～２６のいずれか１項に記載の基地局装置
。
【請求項２８】
　前記送信ルール情報は、前記第１の無線信号の送信タイミング、前記同一の前記セル情
報を含む前記第１の無線信号の繰り返し送信期間、前記同一の前記セル情報を含む前記第
１の無線信号の合計送信回数のうち少なくとも１つを含む、請求項２７に記載の基地局装
置。
【請求項２９】
　自身のセルを形成して移動局との間で無線通信を行う基地局装置であって、
　無線送受信部と、
　周辺セルを形成する周辺基地局から送信される第１の無線信号を受信するよう前記無線
送受信部を制御するとともに、前記第１の無線信号に含まれる前記周辺セルに関するセル
情報に基づいて、前記自身のセルに関する無線パラメータを調整する制御部と、
を備え、
　前記第１の無線信号の送信は、同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号を複数回
繰り返して送信するように行われ、
　前記制御部は、前記同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号を少なくとも１回受
信するよう前記無線送受信部を制御し、前記無線送受信部により受信された前記第１の無
線信号に含まれる前記セル情報を所定時間の経過または所定時刻まで有効とし、
　前記所定時間をTとし、前記第１の無線信号の送信間隔をT_intervalとし、前記周辺基
地局による前記同一の前記セル情報の合計送信回数をNとし、前記基地局装置が受信した
前記第１の無線信号に含まれる前記セル情報の送信順序番号をnとした場合に、前記所定
時間Tは、T = (N - n) * T_interval との式により決定される、
基地局装置。
【請求項３０】
　自身のセルを形成して移動局との間で無線通信を行う基地局装置であって、
　無線送受信部と、
　周辺セルを形成する周辺基地局から送信される第１の無線信号を受信するよう前記無線
送受信部を制御するとともに、前記第１の無線信号に含まれる前記周辺セルに関するセル
情報に基づいて、前記自身のセルに関する無線パラメータを調整する制御部と、
を備え、
　前記第１の無線信号の送信は、同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号を複数回
繰り返して送信するように行われ、
　前記制御部は、前記同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号を少なくとも１回受
信するよう前記無線送受信部を制御し、前記無線送受信部により受信された前記第１の無
線信号に含まれる前記セル情報を所定時間の経過または所定時刻まで有効とし、
　前記制御部は、前記同一の前記セル情報を含む前記第１の無線信号の合計送信回数又は
繰り返し送信期間を判定可能な送信ルール情報に基づいて前記セル情報の取得を行い、
　前記送信ルール情報の少なくとも一部は、前記周辺基地局及び前記基地局装置が接続さ
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れる上位ネットワークから前記基地局装置に供給される、
基地局装置。
【請求項３１】
　第１のセルを形成して移動局との間で通信可能であるとともに、前記第１のセルに関す
るセル情報を含む第１の無線信号を送信できるよう構成された無線送受信部を備え、
　前記セル情報は、周辺基地局によって受信され、前記周辺基地局が形成するセルの無線
パラメータの調整に利用され、
　前記第１の無線信号は、複数回を１単位として繰り返し送信され、前記１単位の送信期
間中は同一内容のセル情報を含み、
　前記第１の無線信号は、同一内容の前記セル情報の何回目の送信であるかを示す送信順
序番号に関する情報をさらに含み、
　前記セル情報は、同一内容での前記１単位の送信後に内容の更新が可能とされる、
基地局装置。
【請求項３２】
　前記無線送受信部は、前記セル情報の内容更新の有無を示す情報を含む第２の無線信号
をさらに送信する、請求項３１に記載の基地局装置。
【請求項３３】
　前記無線送受信部は、新たに送信すべき前記セル情報の内容が直前の１単位の送信時と
同一である場合に、前記セル情報の内容更新が無いことを示す情報を含む前記第２の無線
信号を送信する、請求項３２に記載の基地局装置。
【請求項３４】
　前記無線送受信部は、同一内容の前記セル情報を含む前記第１の無線信号の合計送信回
数又は繰り返し送信期間の判定に使用される第１の情報を無線送信する、請求項３１～３
３のいずれか１項に記載の基地局装置。
【請求項３５】
　前記第１の情報は、前記第１の無線信号の送信タイミング、同一内容の前記セル情報を
含む前記第１の無線信号の繰り返し送信期間、同一内容の前記セル情報を含む前記第１の
無線信号の合計送信回数のうち少なくとも１つを含む、請求項３４に記載の基地局装置。
【請求項３６】
　前記セル情報は、前記第１のセルで使用されている無線リソースの情報及び前記第１の
セルの負荷状況を示す情報のうち少なくとも１つを含む、請求項３１～３５のいずれか１
項に記載の基地局装置。
【請求項３７】
（ａ）周辺セルに関する同一内容のセル情報を含み、前記周辺セルから複数回繰り返して
送信される第１の無線信号を少なくとも１回受信すること、
（ｂ）前記受信した前記第１の無線信号に含まれる前記セル情報を、所定時間の経過また
は所定時刻まで有効とすること、
（ｃ）前記セル情報に基づいて自身のセルに関する無線パラメータを調整すること、及び
（ｄ）前記有効な前記セル情報を保持している間、前記有効な前記セル情報と同一内容の
セル情報を含む前記第１の無線信号の受信を行うことなく、前記自身のセルにおける移動
局へのダウンリンク無線信号を送信すること、
を備える、基地局における無線パラメータの調整方法。
【請求項３８】
　前記ダウンリンク無線信号は、前記第１の無線信号の送信に使用される無線リソースと
は異なる他の無線リソースを使用して送信される、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第１の無線信号を受信する際に、前記自身のセルにおける移動局に対する無線送信
を一時的に停止する、請求項３７又は３８に記載の方法。
【請求項４０】
　第１のセルを形成して移動局との間で通信可能な基地局による情報送信方法であって、
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（ａ）前記第１のセルに関する同一内容のセル情報を含む第１の無線信号を、複数回を１
単位として繰り返し送信すること、及び
（ｂ）前記第１の無線信号によって送信される前記セル情報の内容の更新を、前記１単位
の送信終了を条件として行うこと、
を備え、
　前記第１の無線信号は、同一内容の前記セル情報の何回目の送信であるかを示す送信順
序番号に関する情報をさらに含み、
　前記セル情報は、周辺基地局によって受信され、前記周辺基地局が形成するセルの無線
パラメータの調整に利用される、情報送信方法。
【請求項４１】
　自身のセルを形成して移動局との間で無線通信を行う基地局に関する制御をコンピュー
タに実行させるためのプログラムであって、
　前記制御は、
（ａ）周辺セルに関する同一内容のセル情報を含み、前記周辺セルから複数回繰り返して
送信される第１の無線信号を少なくとも１回受信するよう前記基地局が備える無線通信部
を制御すること、
（ｂ）前記受信した前記第１の無線信号に含まれる前記セル情報を、所定時間の経過また
は所定時刻まで有効とすること、
（ｃ）前記セル情報に基づいて自身のセルに関する無線パラメータを調整すること、及び
（ｄ）前記有効な前記セル情報を保持している間、前記有効な前記セル情報と同一のセル
情報を含む前記第１の無線信号の受信を行うことなく、前記自身のセルにおける移動局へ
のダウンリンク無線信号を送信するよう前記無線通信部を制御すること、
を備える、プログラム。
【請求項４２】
　第１のセルを形成して移動局との間で通信可能な基地局に関する制御をコンピュータに
実行させるためのプログラムであって、
　前記制御は、
（ａ）前記第１のセルに関する同一内容のセル情報を含む第１の無線信号を、複数回を１
単位として繰り返し送信すること、及び
（ｂ）前記第１の無線信号によって送信される前記セル情報の内容の更新を、前記１単位
の送信終了を条件として行うこと、
を備え、
　前記第１の無線信号は、同一内容の前記セル情報の何回目の送信であるかを示す送信順
序番号に関する情報をさらに含み、
　前記セル情報は、周辺基地局によって受信され、前記周辺基地局が形成するセルの無線
パラメータの調整に利用される、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホーム基地局を含む移動通信システムに関し、特に、ホーム基地局が形成す
るセルのコンフィグレーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　3GPP （Third Generation Partnership Project）等の標準化機関では、利用者宅内、
オフィス内などに設置可能な小型基地局の標準化が進められている。この小型基地局は、
ユーザによって宅内や小規模オフィス等に設置され、ADSL（Asymmetric Digital Subscri
ber Line）や光ファイバ回線等の固定回線であるアクセス回線を通じてコアネットワーク
に接続される。このような小型基地局は、一般的に、フェムト基地局、フェムトセル基地
局、又はホーム基地局と呼ばれている。また、小型基地局が形成するセルは、従来のマク
ロセルに比べて極めて小さい。このため、小型基地局が形成するセルは、フェムトセル又
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はホームセル等と呼ばれている。なお、セルとは、基地局のカバレッジエリアを意味する
。
【０００３】
　3GPPは、このような小型基地局を Home Node B（HNB）及び Home evolved Node B（HeN
B）と定義して標準化作業を進めている。HNBはUTRAN （UMTS (Universal Mobile Telecom
munications System) Terrestrial Radio Access Network）向けの小型基地局であり、He
NBはLTE（Long Term Evolution）/ E-UTRAN (Evolved UTRAN) 向けの小型基地局である。
本明細書では、上述したような小型基地局を「ホーム基地局」と呼び、ホーム基地局によ
って形成されるセルを「ホームセル」と呼ぶ。なお、3GPPで検討されているUTRAN、E-UTR
AN向けのホーム基地局を指す場合には、3GPPでの呼称にならって、HNB若しくはHeNB、又
はこれらを総称してH(e)NBと呼ぶ。また、H(e)NBによって形成されるホームセルを、「H(
e)NBセル」と呼ぶ。
【０００４】
　3GPP Release 8では、H(e)NBは、ユーザによって管理される基地局として標準化されて
いる（非特許文献１を参照）。しかしながら、ユーザが、H(e)NB及びH(e)NBセルのコンフ
ィグレーション（無線周波数、スクランブリングコード／フィジカルセルＩＤ、ダウンリ
ンク送信電力等）を適切に設定することは難しい。このため、H(e)NBセルのコンフィグレ
ーションが適切に行われていないことに起因して、M(e)NBセルとH(e)NBセルとの干渉問題
が発生することが懸念されている。ここで、M(e)NBセルとは、M(e)NB（マクロNodeB又は
マクロeNodeB）が生成するマクロセルである。3GPP Release 8では、H(e)NBは、M(e)NBの
パフォーマンスに重大な悪影響を与えないようにすることが要求されている。
【０００５】
　H(e)NBセルとM(e)NBセルとの干渉を抑制するため、H(e)NBは、無線パラメータを自律的
に設定する機能（セルフコンフィグレーション、オートコンフィグレーション等と呼ばれ
る）を持つことが検討されている。ここで、無線パラメータとは、無線通信の特性を規定
するパラメータであって、具体的には、無線周波数帯域、スクランブリングコード、パイ
ロット信号（CPICH：Common Pilot Channel）の送信電力、リファレンス信号の送信電力
、移動局によるアップリンク送信電力の最大値等である。また、自律的なセルフコンフィ
グレーションを行うために、H(e)NBが周辺のマクロセルからのダウンリンク信号を受信す
る機能（Network Listen Mode、Radio Environment Measurement等と呼ばれる）を持つこ
とも検討されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3GPP TR 25.820 v8.2.0 (2008-09)、"3G Home Node B (HNB) study ite
m Technical Report"
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本願の発明者は、M(e)NBによる自律的なセルコンフィグレーションについて詳細に検討
を行った。M(e)NBセルに接続する移動局がH(e)NBセルからの干渉に耐え得るか否かは、M(
e)NBセルの負荷状況によって変動する。M(e)NBセルの負荷が大きい場合とは、M(e)NBセル
に多くの移動局が接続している場合や、近傍の他のセルや他の無線システムからの妨害波
のレベルが大きい場合などである。これらの場合には、M(e)NBセルに接続する移動局は、
既に大きな干渉に曝されている状態や干渉耐力の弱い状態にある。このため、H(e)NBセル
からの追加的な干渉によって、M(e)NBセルに接続する移動局の通信品質が低下するおそれ
がある。
【０００８】
　以上の考察に基づいて、本願の発明者は、M(e)NBセルに関する情報（マクロセル情報）
をM(e)NBから無線送信し、H(e)NBがM(e)NBから受信したマクロセル情報に基づいてH(e)NB
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セルに関する無線パラメータを調整する方法を考案した。マクロセル情報は、例えば、M(
e)NBセルで使用されている無線リソースの情報、M(e)NBセルの負荷状況などを含むとよい
。マクロセル情報に基づいてH(e)NBセルに関する無線パラメータを調整することで、H(e)
NBセルからM(e)NBセルに及ぶ干渉を効果的に抑制することができると考えられる。
【０００９】
　M(e)NBがマクロセル情報を送信する場合、報知チャネル（LTE の場合PBCH（Physical b
roadcast channel））やダウンリンク共有チャネル（LTE の場合PDSCH（Physical downli
nk shared channel））を用いて定期的に送信することが考えられる。H(e)NBは、M(e)NB
から定期的に送信されるマクロセル情報を取得して、自身のセルの無線パラメータを調整
すればよい。
【００１０】
　しかしながら、この調整方法では、H(e)NBは、H(e)NBに接続する移動局との通信状況に
応じてマクロセル情報の受信タイミングを決定する。つまり、H(e)NBによるマクロセル情
報の受信は、H(e)NBの都合のよいときに行われる。したがって、M(e)NBがマクロセル情報
の内容を更新すると、更新後のマクロセル情報を受信したか否かによって設定内容の異な
るH(e)NBがフィールドに存在することになる。このため、M(e)NB又は上位ネットワークの
主導によってM(e)NB又は上位ネットワークにとって都合のよいタイミングに、マクロセル
情報の更新を行うことが困難である。
【００１１】
　本発明は、発明者による上述の考察に基づいてなされたものである。すなわち、本発明
の目的は、ホームセルの無線パラメータ調整に利用されるマクロセル情報をマクロ基地局
（3GPPではM(e)NB）から無線送信する際に、マクロ基地局又は上位ネットワークの主導に
よるマクロセル情報の更新を容易にし、大きな遅延を生じることなく複数のホーム基地局
が更新後のマクロセル情報を利用することに寄与可能な、移動通信ステム、基地局装置、
方法、及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の態様にかかる移動通信システムは、第１のセルを形成して移動局との間
で通信可能である第１の基地局、及び第２のセルを形成して移動局との間で通信可能であ
る第２の基地局を含む。前記第１の基地局は、前記第１の基地局は、前記第１のセルに関
する同一のセル情報を含む第１の無線信号を、複数回送信可能である。前記第２の基地局
は、前記同一の前記第１のセルに関するセル情報を含む第１の無線信号を少なくとも１回
受信し、前記受信した前記第１の無線信号に含まれる前記セル情報を、所定時間の経過ま
たは所定時刻まで有効とする。
【００１３】
　本発明の第２の態様は、自身のセルを形成して移動局との間で無線通信を行う基地局装
置に関する。当該基地局装置は、無線送受信部および制御部を含む。前記制御部は、周辺
セルを形成する周辺基地局から送信される第１の無線信号を受信するよう前記無線送受信
部を制御する。前記周辺基地局からの第１の無線信号の送信は、同一の前記セル情報を含
む前記第１の無線信号を複数回繰り返して送信するように行われる。前記制御部は、前記
第１の無線信号に含まれる前記周辺セルに関するセル情報に基づいて、前記自身のセルに
関する無線パラメータを調整する。ここで、前記制御部は、前記同一の前記第１のセルに
関するセル情報を含む第１の無線信号を少なくとも１回受信するよう前記無線送受信部を
制御し、前記無線送受信部により受信された前記第１の無線信号に含まれる前記セル情報
を所定時間の経過または所定時刻まで有効とする。
【００１４】
　本発明の第３の態様は、無線送受信部を有する基地局装置に関する。前記無線送受信部
は、第１のセルを形成して移動局との間で通信可能であるとともに、前記第１のセルに関
するセル情報を含む第１の無線信号を送信できるよう構成されている。ここで、前記セル
情報は、周辺基地局によって受信され、前記周辺基地局が形成するセルの無線パラメータ



(9) JP 5321410 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

の調整に利用される。また、前記第１の無線信号は、複数回を１単位として繰り返し送信
され、前記１単位の送信期間中は同一内容のセル情報を含む。さらに、前記セル情報は、
同一内容での前記１単位の送信後に内容の更新が可能とされる。
【００１５】
　本発明の第４の態様は、基地局における無線パラメータの調整方法に関する。当該方法
は、以下の（ａ）～（ｃ）を含む。
（ａ）周辺セルに関する同一内容のセル情報を含み、前記周辺セルから複数回繰り返して
送信される第１の無線信号を少なくとも１回受信すること、
（ｂ）前記受信した前記第１の無線信号に含まれる前記セル情報を、所定時間の経過また
は所定時刻まで有効とすること、及び
（ｃ）前記セル情報に基づいて自身のセルに関する無線パラメータを調整すること。
【００１６】
　本発明の第５の態様は、第１のセルを形成して移動局との間で通信可能な基地局による
情報送信方法に関する。当該方法は、以下の（ａ）～（ｂ）を含む。
（ａ）前記第１のセルに関する同一内容のセル情報を含む第１の無線信号を、複数回を１
単位として繰り返し送信すること、及び
（ｂ）前記第１の無線信号によって送信される前記セル情報の内容の更新を、前記１単位
の送信終了を条件として行うこと。
【００１７】
　本発明の第６の態様は、自身のセルを形成して移動局との間で無線通信を行う基地局に
関する制御をコンピュータに実行させるためのプログラムに関する。前記制御は、以下の
（ａ）～（ｃ）を含む。
（ａ）周辺セルに関する同一内容のセル情報を含み、前記周辺セルから複数回繰り返して
送信される第１の無線信号を少なくとも１回受信するよう前記基地局が備える無線通信部
を制御すること、
（ｂ）前記受信した前記第１の無線信号に含まれる前記セル情報を、所定時間の経過また
は所定時刻まで有効とすること、及び
（ｃ）前記セル情報に基づいて自身のセルに関する無線パラメータを調整すること。
【００１８】
　本発明の第７の態様は、第１のセルを形成して移動局との間で通信可能な基地局に関す
る制御をコンピュータに実行させるためのプログラムである。前記制御は、以下の（ａ）
～（ｂ）を含む。
（ａ）前記第１のセルに関する同一内容のセル情報を含む第１の無線信号を、複数回を１
単位として繰り返し送信すること、及び
（ｂ）前記第１の無線信号によって送信される前記セル情報の内容の更新を、前記１単位
の送信終了を条件として行うこと。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、ホームセルの無線パラメータ調整に利用されるマクロセル情報をマクロ
基地局（3GPPではM(e)NB）から無線送信する際に、マクロ基地局又は上位ネットワークの
主導によるマクロセル情報の更新を容易にし、大きな遅延を生じることなく複数のホーム
基地局が更新後のマクロセル情報を利用することに寄与可能な、移動通信ステム、基地局
装置、方法、及びプログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施の形態にかかる移動通信システムのネットワーク構成例を示
す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるホーム基地局の無線パラメータ調整手順の具
体例を示すシーケンス図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるマクロ基地局の構成例を示すブロック図であ
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る。
【図４】発明の第１の実施の形態におけるホーム基地局の構成例を示すブロック図である
。
【図５】本発明の第１の実施の形態におけるマクロ基地局によるマクロセル情報の送信手
順の具体例を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第１の実施の形態におけるホーム基地局による無線パラメータ調整手順
の具体例を示すフローチャートである。
【図７】LTE/E-UTRANのダウンリンク無線フレーム構造を示す図である。
【図８】MBSFNサブフレーム構造の具体例を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態にかかる移動通信システムのネットワーク構成例を示
す図である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態におけるホーム基地局の無線パラメータ調整手順の
具体例を示すシーケンス図である。
【図１１】LTE/E-UTRANのダウンリンク無線フレーム構造を示す図である。
【図１２】発明の第３の実施の形態にかかる移動通信システムのネットワーク構成例を示
す図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態におけるホーム基地局による無線パラメータ調整手
順の具体例を示すフローチャートである。
【図１４】MBSFNサブフレーム構造の具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に
説明する。各図面において、同一要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のた
め、必要に応じて重複説明は省略される。
【００２２】
＜第１の実施の形態＞
　図１は、本実施の形態にかかる移動通信システムのネットワーク構成例を示す図である
。図１は、本実施の形態にかかる移動通信システムがEPS（Evolved Packet System）であ
る場合について示している。なお、図１では、説明の簡略化のためにホーム基地局（HeNB
）１を１つのみ図示しているが、複数のホーム基地局がマクロセル１２内に配置される形
態が一般的である。また、ホームセル１１に接続する移動局７及びマクロセル１２に接続
する移動局８も複数台存在する形態が一般的である。以下では、ホームセル１１に接続す
る移動局７を"HUE（Home UE）"と呼び、マクロセル１２に接続する移動局８を"MUE（Macr
o UE）"と呼ぶ。
【００２３】
　HeNB１は、ホームセル１１を形成し、HUE７との間で双方向の無線通信を行う。HeNB１
は、上位ネットワーク１５にIP（Internet Protocol）ネットワーク等のアクセス回線を
介して接続されており、HUE７と上位ネットワーク１５との間でトラフィックを中継する
。図１の例では、上位ネットワーク１５は、ネットワークオペレータ（移動体通信事業者
）のコアネットワーク１５０及びHeNB-GW１５１を含む。HNB-GW１５１は、コアネットワ
ーク１５０とHeNB１の間に配置され、これらの間でユーザデータ及び制御データを中継す
る。
【００２４】
　MeNB６は、ホームセル１１に比べてセルサイズの大きいマクロセル１２を形成し、MUE
８との間で双方向の無線通信を行う。MeNB６は、上位ネットワーク１５に接続されており
、MUE８と上位ネットワーク１５との間でトラフィックを中継する。
【００２５】
　さらに、本実施の形態では、マクロセル１２による無線リソースの使用状況、マクロセ
ル１２の負荷状況などに応じてホームセル１１の無線パラメータを調整できるようにする
ため、MeNB６からマクロセル情報を無線送信する。HeNB１は、マクロセル情報を受信する
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とともに、マクロセル情報で示されるマクロセル１２の状況に応じて、ホームセル１１の
無線パラメータを調整する。以下では、マクロセル情報を利用したホームセル１１の無線
パラメータ調整の詳細について説明する。
【００２６】
　MeNB６は、マクロセル情報を含むダウンリンク信号を定期的に送信する。このとき、Me
NB６は、同一内容のマクロセル情報を含むダウンリンク信号を複数回繰り返して送信する
。具体的には、MeNB６は、同一内容のマクロセル情報を含むダウンリンク信号を複数回を
１単位として送信すればよい。例えば、５回単位での送信を行う場合、MeNB６は、定期的
な送信タイミングが到来する度に同一内容のマクロセル情報を５回続けて送信する。つま
り、マクロセル情報の内容更新を行う場合、MeNB６は、同一内容での５回目までの送信が
完了した後の６回目の送信時にマクロセル情報を更新し、６～１０回目の送信では更新後
のマクロセル情報を送信する。
【００２７】
　マクロセル情報は、マクロセル１２で使用されている無線リソースの情報およびマクロ
セル１２の負荷状況を示す情報のうち少なくとも１つを含むとよい。例えば、マクロセル
情報は、マクロセル１２で使用されている無線周波数又はリソースブロックの情報を含む
とよい。また、マクロセル１２の負荷状況を通知するため、マクロセル情報は、MeNB６に
よるダウンリンク信号の送信電力に関する情報、MeNB６におけるアップリンク信号の受信
品質に関する情報、及びMUE８におけるダウンリンク信号の受信品質に関する情報のうち
少なくとも１つを含むとよい。LTE/E-UTRANの場合、アップリンク信号の受信品質として
は、アップリンク・リファレンス信号の受信電力レベル又はSIR（Signal to Interferenc
e Ratio）を利用するとよい。ここで、アップリンク・リファレンス信号は、LTE／E-UTRA
NのMUE８から送信される復調リファレンス信号（DRS：Demodulation Reference Signal）
又はサウンド・リファレンス信号（SRS：Sound Reference Signal）である。また、UTRAN
の場合、MeNB６におけるアップリンク総受信電力（RTWP：Received Total Wideband Powe
r）をアップリンク信号の受信品質として利用するとよい。
【００２８】
　HeNB１は、ホームセル１１の運用中に、MeNB６から送信されるマクロセル情報を含むダ
ウンリンク信号を受信する。このとき、HeNB１は、HUE７に対するダウンリンク信号の送
信を一時的に停止してもよい。ここで、HeNB１は、MeNB６から複数回送信される同一内容
のマクロセル情報のうち少なくとも１つを取得できるように、MeNB６からのダウンリンク
信号の受信動作を行う。HeNB１は、マクロセル情報を取得した後、そのマクロセル情報を
所定時間の経過または所定時刻まで有効とすればよい。ここでマクロセル情報を有効とみ
なす所定期間は、MeNB６による同一内容のマクロセル情報を含むMeNBダウンリンク信号の
合計送信回数又は繰り返し送信期間に基づいて決定すればよい。HeNB１は、有効なマクロ
セル情報を保持している間は、MeNB６から送信されるダウンリンク信号の受信動作を行わ
なければよい。所定時間の経過または所定時刻の到来によってマクロセル情報が有効でな
くなった場合に、新たなマクロセル情報を取得するためにMeNB６からのダウンリンク信号
の受信動作を行えばよい。
【００２９】
　所定時間の計算は、例えば、以下の（１）式に従って行えばよい。
T = (N - n) * T_interval　　　（１）
　ここで、Tは所定時間である。T_intervalは、マクロセル情報を含むMeNBダウンリンク
信号の送信間隔である。Nは、同一内容のマクロセル情報を含むMeNBダウンリンク信号の
合計送信回数である。nは、HeNB１が受信したMeNBダウンリンク信号に含まれるマクロセ
ル情報が何回目の送信回数であるかを示す送信順序番号である。送信順序番号は、マクロ
セル情報とともにMeNBダウンリンク信号に含まれてもよい。
【００３０】
　具体的には、HeNB１は、マクロセル情報が同一内容で繰り返し送信される回数（合計送
信回数）又は繰り返し送信期間を判定可能な送信ルールにしたがって、MeNB６からのダウ
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ンリンク信号の受信動作を行えばよい。例えば、LTE／E-UTRANの場合、HeNB1は、マクロ
セル情報を搬送する物理チャネルがマッピングされるリソースエレメントと、同一内容で
の送信回数又は送信期間を特定できればよい。ここで、リソースエレメントは、ODFM（Or
thogonal Frequency Division Multiplexing）を採用するLTE/E-UTRANのダウンリンク無
線リソースの最小割り当て単位であり、周波数ドメインにおける１サブキャリア、時間ド
メインにおける１OFDMシンボルによって規定される。リソースエレメントの定義について
は、3GPPの技術仕様 TS36.211 に記載されている。
【００３１】
　送信ルールは、HeNB１が有するメモリ（不図示）に予め格納してもよい。また、送信ル
ールの少なくとも一部は、MeNB６から無線送信してもよい。例えば、合計送信回数又は繰
り返し送信期間を示す情報をマクロセル情報とともにMeNBダウンリンク信号に含めてもよ
い。また、送信ルールの少なくとも一部は、上位ネットワーク１５に配置された装置（例
えば、MME（Mobility Management Entity）、MCE（Multi-cell/multicast Coordination 
Entity）、管理サーバ等）からアクセス回線を経由してHeNB１に供給してもよい。
【００３２】
　HeNB１は、マクロセル情報を参照して、マクロセル１２で使用されている無線リソース
、マクロセル１２の負荷状況を判定し、ホームセル１１の無線パラメータを調整する。例
えば、HeNB１は、マクロセル１２で使用されている無線リソース（サブキャリア又はリソ
ースブロック）を回避するようにホームセル１１で使用する無線リソースを決定するとよ
い。また、HeNB１は、マクロセル１２の負荷状況に応じて、ホームセル１１からマクロセ
ル１２への干渉が基準レベル以下となるように、HeNB１のダウンリンク送信電力またはHU
E７のアップリンク送信電力を調整するとよい。
【００３３】
　続いて以下では、図２のシーケンス図を参照して、ホームセル１１運用中のHeNB１によ
って行われるホームセル１１の無線パラメータ調整手順の具体例について説明する。ステ
ップＳ１０１では、MeNB６がマクロセル情報を含むダウンリンク信号（以下、MeNBダウリ
ンク信号）を送信する。ステップＳ１０２では、HeNB１が自身のダウンリンク信号（以下
、HeNBダウンリンク信号）の送信を一時停止し、MeNBダウリンク信号を受信する。ステッ
プＳ１０３では、HeNB１は、受信したMeNBダウンリンク信号からマクロセル情報を取得す
る。ステップＳ１０４では、HeNB１は、取得したマクロセル情報に基づいてホームセル１
１の無線パラメータを調整する。
【００３４】
　ステップＳ１０５では、ステップＳ１０１と同一内容のマクロセル情報が再送信される
。ここで、期間をT_intervalは、マクロセル情報の送信周期である。例えば、マクロセル
情報をLTE/E-UTRANの無線フレーム（10ms）毎に１回送信する場合であれば、期間T_inter
valは10msである。ステップＳ１０６では、HeNB１は、マクロセル情報を含むMeNBダウン
リンク信号が送信されるタイミングに合わせて、HeNBダウンリンク信号の送信を一時停止
する。なお、ここでは、ステップＳ１０２及びＳ１０３でのマクロセル情報の取得が成功
していると仮定する。この場合、HeNB１は、ステップＳ１０６においてMeNBダウンリンク
信号を受信する必要はない。同一内容のマクロセル情報を取得済みであってもMeNBマクロ
セル情報の送信を停止する理由は、周辺に配置された他のHeNB１によるMeNBダウンリンク
信号の受信を妨げないためである。
【００３５】
　ステップＳ１０７及びＳ１０８は、上述のステップＳ１０５及びＳ１０６と同様である
。なお、図２には示していないが、同一内容のマクロセル情報の送信期間が終了した後に
、HeNB１はステップＳ１０２の動作を再び実行する。
【００３６】
　以上に述べたように、MeNB６は、同一内容のマクロセル情報を繰り返し送信する。HeNB
１は、複数回送信される同一内容のマクロセル情報のうち少なくとも１つを取得できるよ
うに、MeNBダウンリンク信号の受信動作を行う。また、HeNB１は、マクロセル情報を取得
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した後、そのマクロセル情報を所定時間の経過または所定時刻まで有効とする。これによ
り、HeNB１は、同一内容のマクロセル情報が送信される回数または期間を考慮し、前にマ
クロセル情報を取得してからの経過時間に応じて新たな情報の取得を行うべきタイミング
を決定できる。また、MeNB６は、同一内容でのマクロセル情報の複数回の送信が完了した
ことを条件に、マクロセル情報の送信内容を変更できる。つまり、MeNB６又は上位ネット
ワーク１５の主導によるマクロセル情報の更新を容易に行うことができる。また、同一内
容で送信されるマクロセル情報の少なくとも１つをHeNB１が受信することで、HeNB１は、
更新後のマクロセル情報を大きな遅延なく利用することができる。
【００３７】
　なお、上述の説明では、MeNB６がマクロセル情報を生成する例を示した。しかしながら
、マクロセル情報の生成機能の配置は適宜変更可能である。例えば、上位ネットワーク１
５にて生成したマクロセル情報をMeNB６に供給してもよい。例えば、EPS/E-UTRANアーキ
テクチャでは、MeNBが論理チャネルを終端し、MeNBがマクロセルの無線リソース管理を行
う。このため、マクロセル情報の生成機能もMeNBに配置するとよい。一方、UMTS/UTRANア
ーキテクチャでは、RNC（Radio Network Controller）が、マクロセルの無線リソース管
理を行う。このため、UMTS/UTRANアーキテクチャでは、RNCがマクロセル情報を生成し、
マクロ基地局（MNB）にマクロセル情報を供給するとよい。
【００３８】
　次に、本実施の形態のMeNB６及びHeNB１の構成例について説明する。図３は、MeNB６の
構成例を示すブロック図である。図３において、無線通信部６０１は、送信データ処理部
６０２から供給される送信シンボル列に対して、レイヤマッピング（MIMO（Multiple Inp
ut/ Multiple Output）を行う場合）、プリコーディング（MIMOを行う場合）、リソース
エレメントへのマッピング、OFDM信号生成（IDFT：Inverse Discrete Fourier Transform
）、周波数変換、信号増幅等の各処理を行ってMeNBダウンリンク信号を生成する。生成さ
れたMeNBダウンリンク信号はアンテナから無線送信される。また、無線通信部６０１は、
MUE８から送信されるアップリンク信号を受信し、受信シンボル列を復元する。
【００３９】
　送信データ処理部６０２は、MUE８に向けて送信されるユーザデータを通信部６０４か
ら取得し、HeNB１に向けて送信される制御データ（マクロセル情報を含む）をマクロセル
情報制御部６０５から取得する。送信データ処理部６０２は、これらの送信データに対す
る誤り訂正符号化、レートマッチング、インタリービング等を行なってトランスポートチ
ャネルを生成する。さらに、送信データ処理部６０２は、トランスポートチャネルのデー
タ系列に対するスクランブル、変調シンボルマッピングを行って物理チャネル（PBCH(Phy
sical Broadcast Channel)、PMCH(Physical Multicast Channel)、PDCCH(Physical Downl
ink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)等）毎の送信シンボ
ル列を生成する。
【００４０】
　受信データ処理部６０３は、無線通信部６０１から供給される受信シンボル列から論理
チャネル毎の受信データを復元する。得られた受信データに含まれるユーザトラフィック
データと一部の制御データは、通信部６０４を経由してコアネットワーク１５０に転送さ
れる。
【００４１】
　マクロセル情報制御部６０５は、マクロセル情報を生成し、送信データ処理部１０２に
送る。なお、マクロセル情報は、上位ネットワークからマクロセル情報制御部６０５に供
給されてもよい。マクロセル情報制御部６０５は、マクロセル情報の同一内容での繰り返
し送信、マクロセル情報の更新を管理する。
【００４２】
　図４は、HeNB１の構成例を示すブロック図である。無線通信部１０１は、上述した無線
通信部６０１と同様の機能を有する。加えて、無線通信部１０１は、MeNB６を含む周辺基
地局からのダウンリンク信号を受信する機能（Network Listen Mode）を有する。なお、
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無線通信部１０１の具体的な構成では、HUE７からのアップリンク信号の受信と周辺基地
局からのダウンリンク信号の受信に１つの無線レシーバを兼用してもよい。また、無線通
信部１０１は、HUE７からのアップリンク信号の受信用レシーバと、周辺基地局からのダ
ウンリンク信号の受信用レシーバの２つを有してもよい。
【００４３】
　送信データ処理部１０２、受信データ処理部１０３、通信部１０４は、上述した送信デ
ータ処理部６０２、受信データ処理部６０３、通信部６０４と同様の機能を有する。加え
て、受信データ処理部１０３は、MeNB６からのMeNBダウリンク信号の受信データ列からマ
クロセル情報を取得した場合に、これをコンフィグレーション制御部１０５に送る。
【００４４】
　コンフィグレーション制御部１０５は、無線通信部１０１、送信データ処理部１０２、
及び受信データ処理部１０３を制御することで、HeNBダウンリンク信号送信の一時停止お
よびMeNBダウンリンク信号の受信を行う。コンフィグレーション制御部１０５は、受信デ
ータ処理部１０３によって取得されたマクロセル情報に従って、ホームセル１１の無線パ
ラメータを調整する。
【００４５】
　続いて以下では、MeNB６及びHeNB１の動作をフローチャートに従って説明する。図５は
、MeNB６によるマクロセル情報の送信動作の具体例を示すフローチャートである。ステッ
プＳ２０１では、マクロセル情報制御部６０５がマクロセル情報を生成する。ステップＳ
２０２では、マクロセル情報の送信回数を計数するためのカウンタＣの値をゼロにリセッ
トする。ステップＳ２０３では、カウンタＣの値が最大送信回数C_max未満であるかを判
定する。カウンタＣの値がC_max未満である場合（ステップＳ２０３でＹＥＳ）、制御部
６０５は、マクロセル情報を送信データ処理部６０２に供給する。送信データ処理部６０
２及び無線通信部６０１は、マクロセル情報を含むダウンリンク信号を送信する。ステッ
プＳ２０５では、カウンタＣの値を１だけ増加し、ステップＳ２０３に戻る。カウンタＣ
の値がC_maxに到達した場合（ステップＳ２０３でＮＯ）、新たな（更新された）マクロ
セル情報を生成するためステップＳ２０１に戻る。
【００４６】
　図５の例では、同一内容のマクロセル情報を繰り返し送信するために、最大送信回数C_
maxを用いている。しかしながら、同一内容のマクロセル情報を送信すべき期間T_maxを指
定してもよい。T_maxは、時間単位で指定してもよいし、10msの無線フレーム単位で指定
してもよい。
【００４７】
　図６は、HeNB１による無線パラメータ調整手順の具体例を示すフローチャートである。
ステップＳ３０１では、HeNB１は、マクロセル情報の送信タイミングにおいて、HeNBダウ
ンリンク信号の送信を一時停止し、MeNBダウンリンク信号の受信を行う。ステップＳ３０
２では、コンフィグレーション制御部１０５は、マクロセル情報の取得に成功したかを判
定する。マクロセル情報を取得できなかった場合（ステップＳ３０２でＮＯ）、HeNB１は
、ステップＳ３０１に戻って次に送信されるマクロセル情報の受信を試みる。
【００４８】
　一方、マクロセル情報の取得に成功した場合（ステップＳ３０２でＹＥＳ）、コンフィ
グレーション制御部１０５は、ホームセル１１の無線パラメータ調整を行う（ステップＳ
３０３）。その後、繰り返し送信が満了するまでの間、HeNB１は、マクロセル情報の送信
タイミングにおいて、HeNBダウンリンク信号の送信を一時停止する（ステップＳ３０４及
びＳ３０５）。なお、取得できたマクロセル情報と同一内容のセル情報をさらに受信する
必要はないため、HeNB１は、MeNBダウンリンク信号の受信動作を行う必要はない。
【００４９】
　図６のステップＳ３０３において、繰り返し送信の満了を判定するためには、MeNB６に
おける同一内容マクロセル情報の最大送信回数C_max又は送信期間期間T_maxを用いればよ
い。これらの情報は、HeNB１に予め設定してもよいし、上位ネットワーク１５からHeNB１
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に供給してもよい。
【００５０】
　このように、図６の動作フローによれば、HeNB１は、同一内容のマクロセル情報の先頭
から取得を試みる。そして、マクロセル情報の取得に成功した場合には、HeNB１は、後続
の同一内容のマクロセル情報の送信タイミングにおいて、自身のHeNBダウンリンク信号の
送信停止のみ行い、MeNBダウンリンク信号の受信を行わない。
【００５１】
　図７（Ａ）～（Ｃ）は、本実施の形態におけるLTE/E-UTRANのダウンリンク無線フレー
ム構造（type1）の具体例を示す図である。１無線フレームは、時間方向に１０個のサブ
フレーム＃０～＃９を含む。１つの無線フレームの長さは10msであり、１つのサブフレー
ムの長さは1msである。図７（Ａ）は、MeNB６から送信されるダウンリンク信号を示して
いる。斜線によりハッチングされたサブフレームは送信に使用されるサブフレームを示し
ている。また、黒く塗りつぶされたサブフレームは、マクロセル情報が送信されるサブフ
レームを表している。図７（Ａ）の例では、マクロセル情報を含むダウンリンク信号は、
各無線フレームの５番目のサブフレーム５００～５０３にマッピングされる。また、繰り
返し送信回数は「３」であり、サブフレーム５００～５０２で送信されるマクロセル情報
は同一内容とする。
【００５２】
　図７（Ｂ）は、HeNB１から送信されるダウンリンク信号を示している。斜線によりハッ
チングされたサブフレームは送信に使用されるサブフレームを示している。一方、白抜き
のサブフレームは、送信に使用されないサブフレームを示している。HeNB１は、マクロセ
ル情報が送信されるサブフレーム５００～５０３に対応するサブフレーム５１０～５１３
において、HeNBダウンリンク信号の送信を停止する。なお、HeNB１は、サブフレーム５１
０～５１３において、低送信電力での送信を行ってもよい。
【００５３】
　図７（C）は、HeNB１によるMeNBダウンリンク信号の受信動作の実行タイミングを示し
ている。斜線によりハッチングされたサブフレームは、HeNB1がMeNBダウンリンク信号の
受信動作を行うサブフレームを示している。HeNB１は、マクロセル情報が送信されるサブ
フレーム５００に対応するサブフレーム５２０おいてMeNBダウンリンク信号の受信動作を
行う。この受信動作によってマクロセル情報の取得に成功した場合、同一内容のマクロセ
ル情報が送信されるサブフレーム５０１及び５０２に対応するサブフレーム５２１及び５
２２では、HeNB1は受信動作を行わない。繰り返し送信が終了した後のサブフレーム５０
３に対応するサブフレーム５２３では、HeNB1はMeNBダウンリンク信号の受信動作を再び
実行する。
【００５４】
　本実施の形態の最後に、LTE/E-UTRANにおいてマクロセル情報の送信に使用可能な物理
チャネルの具体例について説明する。LTE/E-UTRANは、複数のUEに対してブロードキャス
ト情報を送信するために使用されるMBSFN（Multimedia Broadcast multicast service Si
ngle Frequency Network）サブフレームを規定している。また、3GPPのLTE-AdvancedのSt
udy Itemでは、中継局（以下RN：Relay node）の導入が検討されている。RNは、セル端に
いる移動局の通信速度の高速化や、eNBのセル範囲拡大等を目的とした技術の１つである
。eNBからRNへのデータ送信のためにMBSFNサブフレームを使用することが検討されている
。RNは、セル端にいる移動局（以下UE：User Equipment）の通信速度の高速化や、基地局
（以下eNB：Evolved Node B）のセル範囲拡大等を目的とした技術の１つである。具体的
には、eNBからRNに制御データを送信するための新たなダウンリンク制御チャネル（R-PDC
CHと呼ぶ）やRNに中継データを送信するための新たなダウンリンク共有チャネル（R-PDSC
Hと呼ぶ）をMBSFNサブフレームにマッピングすることが検討されている。
【００５５】
　マクロセル情報の送信に上述のMBSFNサブフレームを利用してもよい。具体的には、MeN
B６からHeNB１にデータ（マクロセル情報を含む）を送信するための物理チャネルを新た
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に定義し、これをMBSFNサブフレームにマッピングしてもよい。図８は、拡張されたMBSFN
サブフレーム８００のフォーマットの具体例を示す図である。MBSFNサブフレーム８００
にマッピングされたPDCCH及びPDSCHは、通常のMUE８向けの物理チャネルである。R-PDCCH
及びR-PDSCHは、上述したように、RN向けの物理チャネルである。H-PDCCH及びH-PDSCHは
、HeNB１向けのダウンリンク制御チャネル及びダウンリンク共有チャネルである。マクロ
セル情報は、H-PDSCHを用いて送信すればよい。H-PDCCHとH-PDSCHのマッピング方法は図
８に示す限りではない。
【００５６】
＜第２の実施の形態＞
　本実施の形態では、上述した第１の実施の形態の変形について説明する。第１の実施の
形態では、取得に成功したのと同一内容のマクロセル情報が送信されるタイミングにおい
て、HeNB１がHeNBダウンリンク信号の送信を停止する例を示した。これに対して、本実施
の形態では、取得に成功したのと同一内容のマクロセル情報が送信されるタイミングにお
いて、HeNBダウンリンク信号の送信を行う例について説明する。これにより、ホームセル
１１のキャパシティの減少を抑制できる。
【００５７】
　図９は、本実施の形態にかかる移動通信システムのネットワーク構成例を示す図である
。本実施の形態のネットワーク構成は、第１の実施の形態と同様とすればよい。
【００５８】
　図１０は、本実施の形態のHeNB２によって行われるホームセル１１の無線パラメータ調
整手順を示すシーケンス図である。図１０のステップＳ１０１～Ｓ１０４は、図２に示し
たステップＳ１０１～Ｓ１０４と同様である。ここでは、ステップＳ１０２及びＳ１０３
でのマクロセル情報の取得が成功していると仮定する。
【００５９】
　ステップＳ１０５では、ステップＳ１０１と同一内容のマクロセル情報が再送信される
。ステップＳ４０６では、HeNB２は、マクロセル情報の受信動作を行わない。さらに、ス
テップＳ４０６において、HeNB２は、マクロセル情報の送信に使用される無線リソース（
リソースエレメント）を除く他の無線リソースを使用して、HUE７に対するHeNBダウンリ
ンク信号（図１０中のHUEデータ）を送信する。ステップＳ１０７及びＳ４０８は、上述
のステップＳ１０５及びＳ４０６と同様である。
【００６０】
　図１１（Ａ）～（Ｃ）は、本実施の形態におけるLTE/E-UTRANのダウンリンク無線フレ
ーム構造（type1）の具体例を示す図である。図１１（Ｂ）では、受信済みのマクロセル
情報と同一内容のマクロセル情報が送信されるタイミング（サブフレーム７１１及び７１
２）において、マクロセル情報の送信と衝突しないリソースエレメントを用いてHeNBダウ
ンリンク信号が送信される。この点は、上述した図７（Ｂ）と対照的である。
【００６１】
　上述した第１の実施の形態では、受信済みのマクロセル情報と同一内容のマクロセル情
報が送信されるタイミングにおいて、HeNBダウンリンク信号の送信を停止する例を示した
。この場合、ホームセル１１のセルキャパシティが減少するおそれがある。マクロセル情
報の送信に利用されているリソースエレメント及びその周辺のリソースエレメントをHeNB
１から移動局へのダウンリンク送信に利用することができないためである。これに対して
、本実施の形態では、受信済みのマクロセル情報と同一内容のマクロセル情報が送信され
るタイミングにおいてHeNBダウンリンク信号の送信が継続される。このため、ホームセル
１１のキャパシティの減少を抑制できる。また、マクロセル情報の送信に使用されるリソ
ースエレメント（すなわちサブキャリア）を使用しないため、周辺に配置された他のHeNB
１によるMeNBダウンリンク信号の受信を妨げない。
【００６２】
＜第３の実施の形態＞
　図１２は、本実施の形態にかかる移動通信システムのネットワーク構成例を示す図であ
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る。本実施の形態では、マクロセル情報に加えて、更新フラグをMeNB６から送信する例に
ついて説明する。更新フラグは、直前の１単位（複数回）の送信期間で送信されたマクロ
セル情報から内容が更新されたか否かを示す。更新フラグは、マクロセル情報と組み合わ
せて、かつマクロセル情報よりも前に送信するとよい。LTE/E-UTRANの場合、各サブフレ
ームにおいてマクロセル情報が送信されるリソースエレメントよりも先に送信される何れ
かのリソースエレメントに更新フラグを含む物理チャネルをマッピングすればよい。
【００６３】
　図１３は、本実施の形態にかかるHeNB３による無線パラメータ調整手順の具体例を示す
フローチャートである。図１３中のステップＳ３０１～Ｓ３０５における動作は、図６に
示した同一符号の各ステップと同様である。ステップＳ５０１では、マクロセル情報より
前に送信されている更新フラグをMeNBダウンリンク信号から取得し、更新フラグの内容を
判定する。更新フラグがオン、すなわちマクロセル情報が直前の１単位の送信期間での送
信内容から更新されている場合（ステップＳ５０１でＹＥＳ）、HeNB３は、MeNBダウンリ
ンク信号をさらに受信してデコードし、マクロセル情報を取得する（ステップＳ３０２）
。一方、更新フラグがオフである場合（ステップＳ５０１でＮＯ）、HeNB１は、マクロセ
ル情報の取得（ステップＳ３０２）をスキップする。これにより、HeNB３は、更新されて
いないマクロセル情報を取得するための無駄なMeNBダウンリンク信号の受信を停止するこ
と、又は無駄なMeNBダウンリンク信号のデコード処理を停止することができる。
【００６４】
　図１４は、図８に示した拡張されたMBSFNサブフレーム８００のフォーマットを改めて
示している。例えば、マクロセル情報は、H-PDSCHを用いて送信するとよい。このとき、
更新フラグは、H-PDSCH より先に送信されるH-PDCCHを用いて送信するとよい。
【００６５】
　なお、図１３のフローチャートは、第１の実施の形態の変形として示したが、本実施の
形態は第２の実施の形態と組み合わせてもよい。
【００６６】
＜第４の実施の形態＞
　上述した第１～第３の実施の形態では、HeNB１～３が同一内容のマクロセル情報のうち
先頭から取得を試みる例を示した。しかしながら、HeNB１～３は、複数回送信される同一
内容のマクロセル情報のうちいずれか１つの取得を行えばよく、必ずしも先頭から取得を
試みる必要はない。例えば、HeNB１～３は、N回繰り返し送信される同一内容のマクロセ
ル情報のうち、任意のM回目のマクロセル情報を取得すべくMeNBダウンリンク信号の受信
動作を行えばよい。ここで、Nは２以上の整数であり、Mは１以上N以下の整数である。
【００６７】
＜その他の実施の形態＞
　第１～第４の実施の形態では、EPS/E-UTRANの場合について具体的に説明した。しかし
ながら、これらの実施の形態で説明した、マクロセル情報に基づくホームセルの無線パラ
メータの調整手法は、UMTS等の他の移動通信システムにも当然に適用可能である。
【００６８】
　上述した第１～第４の実施の形態で述べた各装置（HeNB１～３、MeNB６）で行われる処
理は、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＤＳＰ（Digital Signa
l Processor）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）若しくはＣＰＵ（Central Processing
 Unit）又はこれらの組み合わせを含むコンピュータ・システムを用いて実現することが
できる。具体的には、シーケンス図又はフローチャートを用いて説明した各装置の処理手
順に関する命令群を含むプログラムをコンピュータ・システムに実行させればよい。
【００６９】
　これらのプログラムは、コンピュータ・システムがアクセス可能な様々な種類の記憶媒
体に格納することが可能である。また、このプログラムは、通信媒体を介して伝達される
ことが可能である。ここで、記憶媒体には、例えば、フレキシブルディスク、ハードディ
スク、磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＲＯＭカートリッジ、バ
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揮発性ＲＡＭカートリッジ等が含まれる。また、通信媒体には、電話回線等の有線通信媒
体、マイクロ波回線等の無線通信媒体等が含まれ、インターネットも含まれる。
【００７０】
　さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発
明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００７１】
１、２、３　ホーム基地局（HeNB）
６　マクロ基地局（MeNB）
７　ホームセルに接続する移動局（HUE）
８　マクロセルに接続する移動局（MUE）
１１　ホームセル
１２　マクロセル
１５　上位ネットワーク
１０１　無線通信部
１０５　コンフィグレーション制御部
１５０　コアネットワーク
１５１　HeNB-GW
６０１　無線通信部
６０５　マクロセル情報制御部
５００～５０３　サブフレーム
５１０～５１３　サブフレーム
５２０～５２３　サブフレーム
７１１～７１２　サブフレーム
【図１】 【図２】
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