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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のリソースブロックにより１つのコンポーネントキャリアが構成され、且つ複数の
コンポーネントキャリアにより１つの周波数帯が構成されており、３ＧＰＰ規格で規定さ
れるキャリアアグリゲーション技術をサポートする移動通信システムの基地局であって、
　使用を制限するコンポーネントキャリア又は使用制限を解除するコンポーネントキャリ
アを他の基地局が決定するために、前記他の基地局に対して、コンポーネントキャリア又
は周波数帯に関する第１乃至第３の情報の少なくとも１つの情報をＸ２インターフェイス
又はＳ１インターフェイス上で送信し、
　前記第１の情報は、自基地局配下の無線端末が使用可能又は使用不能なコンポーネント
キャリアを示す情報であり、
　前記第２の情報は、自基地局配下の無線端末が使用可能又は使用不能な周波数帯を示す
情報であり、
　前記第３の情報は、コンポーネントキャリア単位での自基地局の通信能力を示す情報で
あることを特徴とする基地局。
【請求項２】
　複数のリソースブロックにより１つのコンポーネントキャリアが構成され、且つ複数の
コンポーネントキャリアにより１つの周波数帯が構成されており、３ＧＰＰ規格で規定さ
れるキャリアアグリゲーション技術をサポートする移動通信システムの基地局であって、
　使用を制限するコンポーネントキャリア又は使用制限を解除するコンポーネントキャリ
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アを自基地局が決定するために、他の基地局から、コンポーネントキャリア又は周波数帯
に関する第１乃至第３の情報の少なくとも１つの情報をＸ２インターフェイス又はＳ１イ
ンターフェイス上で受信し、
　前記第１の情報は、前記他の基地局配下の無線端末が使用可能又は使用不能なコンポー
ネントキャリアを示す情報であり、
　前記第２の情報は、前記他の基地局配下の無線端末が使用可能又は使用不能な周波数帯
を示す情報であり、
　前記第３の情報は、コンポーネントキャリア単位での前記他の基地局の通信能力を示す
情報であることを特徴とする基地局。
【請求項３】
　複数のリソースブロックにより１つのコンポーネントキャリアが構成され、且つ複数の
コンポーネントキャリアにより１つの周波数帯が構成されており、３ＧＰＰ規格で規定さ
れるキャリアアグリゲーション技術をサポートする移動通信システムにおける基地局の制
御方法であって、
　使用を制限するコンポーネントキャリア又は使用制限を解除するコンポーネントキャリ
アを前記他の基地局が決定するために、前記他の基地局に対して、コンポーネントキャリ
ア又は周波数帯に関する第１乃至第３の情報の少なくとも１つの情報をＸ２インターフェ
イス又はＳ１インターフェイス上で送信するステップを有し、
　前記第１の情報は、自基地局配下の無線端末が使用可能又は使用不能なコンポーネント
キャリアを示す情報であり、
　前記第２の情報は、自基地局配下の無線端末が使用可能又は使用不能な周波数帯を示す
情報であり、
　前記第３の情報は、コンポーネントキャリア単位での自基地局の通信能力を示す情報で
あることを特徴とする制御方法。
【請求項４】
　複数のリソースブロックにより１つのコンポーネントキャリアが構成され、且つ複数の
コンポーネントキャリアにより１つの周波数帯が構成されており、３ＧＰＰ規格で規定さ
れるキャリアアグリゲーション技術をサポートする移動通信システムにおける基地局の制
御方法であって、
　使用を制限するコンポーネントキャリア又は使用制限を解除するコンポーネントキャリ
アを自基地局が決定するために、他の基地局から、コンポーネントキャリア又は周波数帯
に関する第１乃至第３の情報の少なくとも１つの情報をＸ２インターフェイス又はＳ１イ
ンターフェイス上で受信するステップを有し、
　前記第１の情報は、前記他の基地局配下の無線端末が使用可能又は使用不能なコンポー
ネントキャリアを示す情報であり、
　前記第２の情報は、前記他の基地局配下の無線端末が使用可能又は使用不能な周波数帯
を示す情報であり、
　前記第３の情報は、コンポーネントキャリア単位での前記他の基地局の通信能力を示す
情報であることを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャリアアグリゲーション技術をサポートする移動通信システムの基地局及
びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速・大容量の通信を実現する次世代移動通信システムとして、標準化団体である３Ｇ
ＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）では
、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を高度化したＬＴＥ　Ａｄｖａｎ
ｃｅｄの標準化が進められている。
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【０００３】
　ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄは、ＬＴＥとの後方互換性を確保しながら広帯域化を実現す
るために、ＬＴＥのキャリア（周波数帯域）をコンポーネントキャリアと位置付け、複数
のコンポーネントキャリアをまとめて使用して無線通信を行うキャリアアグリゲーション
技術が導入される（例えば非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術仕様　ＴＳ　３６．３００　Ｖ１０．３．０、「５．５　
Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄにおいては、上述したキャリアアグリゲーション
技術における干渉を低減する検討が種々行われている。
【０００６】
　そこで、本発明は、３ＧＰＰ規格で規定されるキャリアアグリゲーション技術をサポー
トする移動通信システムにおいて、上述の課題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。
【０００８】
　本発明に係る基地局の特徴は、３ＧＰＰ規格で規定されるキャリアアグリゲーション技
術をサポートする移動通信システムの基地局（例えば、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１）であっ
て、他の基地局（例えば、マクロ基地局ＭｅＮＢ）に対して、使用を制限するコンポーネ
ントキャリア又は使用制限を解除するコンポーネントキャリアを前記他の基地局が決定す
るための情報をＸ２インターフェイス又はＳ１インターフェイス上で送信することを要旨
とする。ここで、コンポーネントキャリアの使用制限とは、例えばコンポーネントキャリ
アの使用停止又は送信電力低下を意味する。
【０００９】
　本発明に係る基地局の特徴は、３ＧＰＰ規格で規定されるキャリアアグリゲーション技
術をサポートする移動通信システムの基地局（例えば、マクロ基地局ＭｅＮＢ）であって
、他の基地局（例えば、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１）から、使用を制限するコンポーネント
キャリア又は使用制限を解除するコンポーネントキャリアを前記基地局が決定するための
情報をＸ２インターフェイス又はＳ１インターフェイス上で受信することを要旨とする。
【００１０】
　本発明に係る制御方法の特徴は、３ＧＰＰ規格で規定されるキャリアアグリゲーション
技術をサポートする移動通信システムにおける基地局の制御方法であって、他の基地局に
対して、使用を制限するコンポーネントキャリア又は使用制限を解除するコンポーネント
キャリアを前記他の基地局が決定するための情報をＸ２インターフェイス又はＳ１インタ
ーフェイス上で送信するステップを有することを要旨とする。
【００１１】
　本発明に係る制御方法の特徴は、３ＧＰＰ規格で規定されるキャリアアグリゲーション
技術をサポートする移動通信システムにおける基地局の制御方法であって、他の基地局か
ら、使用を制限するコンポーネントキャリア又は使用制限を解除するコンポーネントキャ
リアを前記基地局が決定するための情報をＸ２インターフェイス又はＳ１インターフェイ
ス上で受信するステップを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、３ＧＰＰ規格で規定されるキャリアアグリゲーション技術をサポート
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する移動通信システムにおいて、干渉を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る移動通信システムで使用されるコンポーネントキャリア
の構成を説明するための図である。
【図３】本発明の実施形態に係るマクロ基地局のブロック構成図である。
【図４】本発明の実施形態に係るピコ基地局のブロック構成図である。
【図５】本発明の実施形態に係る移動通信システムの動作概要を説明するための図である
。
【図６】図６（ａ）は、マクロ基地局が一部のコンポーネントキャリアの使用を停止した
ケースを説明するための図であり、図６（ｂ）は、マクロ基地局が一部のコンポーネント
キャリアの送信電力を所定電力未満に低下させたケースを説明するための図である。
【図７】本発明の実施形態に係るコンポーネントキャリアの使用停止に係る移動通信シス
テムの動作シーケンス図である。
【図８】本発明の実施形態に係るコンポーネントキャリアの使用再開に係る移動通信シス
テムの動作シーケンス図である。
【図９】本発明の実施形態に係る判断用情報の送信要求に対して肯定応答が行われる場合
のシーケンス図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る判断用情報の送信要求に対して否定応答が行われる場
合のシーケンス図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る判断用情報の送信時のシーケンス図である。
【図１２】本発明の実施形態に係るコンポーネントキャリアの使用停止／再開通知に対し
て肯定応答が行われる場合のシーケンス図である。
【図１３】本発明の実施形態に係るコンポーネントキャリアの使用停止／再開通知に対し
て肯定応答が行われる場合のシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図面を参照して、本発明の実施形態について、（１）移動通信システムの構成、（２）
移動通信システムの動作、（３）実施形態の効果、（４）その他の実施形態の順に説明す
る。以下の実施形態における図面において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号
を付す。
【００１５】
　（１）移動通信システムの構成
　（１．１）全体構成
　図１は、本実施形態に係る移動通信システム１の全体構成図である。本実施形態に係る
移動通信システム１は、ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ（３ＧＰＰリリース１０以降）に基づ
いて構成される。
【００１６】
　図１に示すように、移動通信システム１は、無線アクセスネットワークであるＥ－ＵＴ
ＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０を有する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、ヘテロジーニアスネットワ
ークとして構成されており、送信電力（すなわち、サービスエリア範囲）の異なる複数種
類の基地局によって構成される。
【００１７】
　ヘテロジーニアスネットワークは、高電力基地局（いわゆる、マクロ基地局）だけでは
なく、サービスエリア範囲の小さい低電力基地局（例えば、ピコ基地局やフェムト基地局
）を効果的に配置するものである。なお、ヘテロジーニアスネットワークは、高電力基地
局の負荷を低電力基地局に分散させることができるものの、低電力基地局が高電力基地局
からの干渉の影響を受け、そのような基地局間干渉による通信品質の劣化が問題視されて
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いる。
【００１８】
　本実施形態では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、大型のセル（マクロセル）を形成するマクロ
基地局ＭｅＮＢと、小型のセル（ピコセル）を形成する２つのピコ基地局ＰｅＮＢ（Ｐｅ
ＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２）とを含む。
【００１９】
　ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２は、例えば、マクロ基地局ＭｅＮＢのサービ
スエリア範囲内であって、高トラフィック地帯（いわゆる、ホットゾーン）に配置される
。なお、マクロ基地局ＭｅＮＢのサービスエリア範囲内に配置されるピコ基地局ＰｅＮＢ
の数は、２つに限らず、１つであってもよく、３つ以上であってもよい。
【００２０】
　マクロ基地局ＭｅＮＢのサービスエリア範囲は、マクロ基地局ＭｅＮＢが形成する複数
のセルによってカバーされる。同様に、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１のサービスエリア範囲は
、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１が形成する複数のセルによってカバーされ、ピコ基地局ＰｅＮ
Ｂ＃２のサービスエリア範囲は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃２が形成する複数のセルによって
カバーされる。ここで、セルとは、無線通信エリアの最小単位である。
【００２１】
　マクロ基地局ＭｅＮＢ、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１、及びピコ基地局ＰｅＮＢ＃２のそれ
ぞれは、上述したキャリアアグリゲーション技術をサポートする。本実施形態では、１つ
のセルは、１つのコンポーネントキャリアに対応している。
【００２２】
　マクロ基地局ＭｅＮＢ、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１、及びピコ基地局ＰｅＮＢ＃２のそれ
ぞれには、１又は複数の無線端末ＵＥが接続する。キャリアアグリゲーション技術をサポ
ートする無線端末ＵＥは、複数のコンポーネントキャリアをまとめて無線通信に使用でき
る。言い換えると、キャリアアグリゲーション技術をサポートする無線端末ＵＥは、複数
のサービングセルとの無線通信を同時に行うことができる。
【００２３】
　移動通信システム１においては、（相互に隣接する）基地局を相互接続するためのＸ２
インターフェイスが設定される。本実施形態では、マクロ基地局ＭｅＮＢとピコ基地局Ｐ
ｅＮＢ＃１との間、マクロ基地局ＭｅＮＢとピコ基地局ＰｅＮＢ＃２との間、ピコ基地局
ＰｅＮＢ＃１とピコ基地局ＰｅＮＢ＃２との間に、Ｘ２インターフェイスがそれぞれ設定
される。
【００２４】
　さらに、移動通信システム１は、移動管理装置ＭＭＥ／ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷと保
守監視装置ＯＡＭとを有する。移動管理装置ＭＭＥは、無線端末ＵＥに対する各種モビリ
ティ制御を行うように構成される。ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、無線端末ＵＥが送受信
するユーザデータの転送制御を行うように構成される。保守監視装置ＯＡＭは、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ１０の保守及び監視を行うように構成される。各基地局ｅＮＢとＥＰＣ（移動管理
装置ＭＭＥ／ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ）との間には、各基地局ｅＮＢをＥＰＣに接続す
るためのＳ１インターフェイスが設定される。
【００２５】
　（１．２）コンポーネントキャリアの構成
　次に、移動通信システム１で使用されるコンポーネントキャリアの構成を説明する。
【００２６】
　図２は、移動通信システム１で使用されるコンポーネントキャリアの構成を説明するた
めの図である。ここでは、コンポーネントキャリア数が４であるケースを説明するが、コ
ンポーネントキャリア数は２又は３であってもよく、５以上であってもよい。また、複数
のコンポーネントキャリアが周波数方向に連続するケースを説明するが、各コンポーネン
トキャリアが周波数方向に分散していてもよい。例えば、コンポーネントキャリアが８０
０ＭＨｚ帯と１．５ＧＨｚ帯とに分散していることがある。
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【００２７】
　図２に示すように、マクロ基地局ＭｅＮＢ、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１、及びピコ基地局
ＰｅＮＢ＃２のそれぞれは、４つのコンポーネントキャリアＣＣ＃１～ＣＣ＃４を使用可
能である。コンポーネントキャリアＣＣ＃１～ＣＣ＃４のそれぞれは、ＬＴＥの１キャリ
ア（周波数帯域）に相当する。すなわち、コンポーネントキャリアＣＣ＃１～ＣＣ＃４の
それぞれは、周波数方向において複数のリソースブロック（ＲＢ）によって構成される。
ここでリソースブロックとは、無線端末ＵＥへ割り当てられる無線リソースの単位である
。
【００２８】
　図２に示す各コンポーネントキャリアの電力は、説明の便宜上、下りリンクにおいてキ
ャリアアグリゲーションを構成した場合の、各コンポーネントキャリアの基地局送信電力
を示している。図２に示すように、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２のそれぞれ
の各コンポーネントキャリアの送信電力は、マクロ基地局ＭｅＮＢの各コンポーネントキ
ャリアの送信電力よりも低い。
【００２９】
　このため、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２のそれぞれに接続する各無線端末
ＵＥは、各コンポーネントキャリアにおいて、マクロ基地局ＭｅＮＢからの干渉の影響を
受ける。また、無線端末ＵＥは、無線端末ＵＥにおける受信電力が最も高い基地局に接続
する（又は待ち受けを行う）ことが一般的であるため、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１又はピコ
基地局ＰｅＮＢ＃２の周辺に位置する無線端末ＵＥであっても、マクロ基地局ＭｅＮＢに
接続してしまうことがある。
【００３０】
　本実施形態では、このような問題を解決するために、マクロ基地局ＭｅＮＢ、ピコ基地
局ＰｅＮＢ＃１、及びピコ基地局ＰｅＮＢ＃２が連携してコンポーネントキャリア単位で
の基地局間干渉制御を行う。このような基地局間干渉制御の詳細については後述する。
【００３１】
　（１．３）マクロ基地局の構成
　次に、マクロ基地局ＭｅＮＢの構成を説明する。図３は、マクロ基地局ＭｅＮＢのブロ
ック構成図である。
【００３２】
　図３に示すように、マクロ基地局ＭｅＮＢは、アンテナ１０１と、無線通信部１１０と
、ネットワーク通信部１２０と、記憶部１３０と、制御部１４０とを有する。
【００３３】
　アンテナ１０１は、１又は複数のアンテナ素子を用いて構成され、無線信号の送受信に
用いられる。
【００３４】
　無線通信部１１０は、複数のコンポーネントキャリアを同時に使用して無線通信を行う
ように構成される。詳細には、無線通信部１１０は、例えば無線周波数（ＲＦ）回路やベ
ースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、コンポーネントキャリア毎に、アンテナ１
０１を介して無線信号を送受信する。
【００３５】
　送信については、無線通信部１１０は、コンポーネントキャリア毎に、制御部１４０か
ら入力される送信信号の符号化及び変調を行った後、アップコンバート及び増幅を行って
アンテナ１０１に出力する。受信については、無線通信部１１０は、コンポーネントキャ
リア毎に、アンテナ１０１から入力される受信信号の増幅及びダウンコンバートを行った
後、復調及び復号を行って制御部１４０に出力する。
【００３６】
　ネットワーク通信部１２０は、Ｘ２インターフェイスを介して、隣接基地局（本実施形
態では、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２）との基地局間通信を行う。また、ネ
ットワーク通信部１２０は、Ｓ１インターフェイスを介して、コアネットワーク（すなわ
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ち、移動管理装置ＭＭＥ、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ、保守監視装置ＯＡＭ）との通信を
行う。
【００３７】
　記憶部１３０は、例えばメモリを用いて構成され、マクロ基地局ＭｅＮＢの制御等に用
いられる各種の情報を記憶する。本実施形態では、記憶部１３０は、ピコ基地局ＰｅＮＢ
＃１が形成する各セルの識別情報（セルＩＤ）をピコ基地局ＰｅＮＢ＃１の識別情報（基
地局ＩＤ）と対応付けて記憶している。また、記憶部１３０は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃２
が形成する各セルの識別情報（セルＩＤ）をピコ基地局ＰｅＮＢ＃２の識別情報（基地局
ＩＤ）と対応付けて記憶している。上述したように、セル毎にコンポーネントキャリアが
異なるため、セルＩＤによりコンポーネントキャリアを識別できる。
【００３８】
　制御部１４０は、例えばＣＰＵを用いて構成され、マクロ基地局ＭｅＮＢが備える各種
の機能を制御する。本実施形態では、制御部１４０は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅ
ＮＢ＃２と連携してコンポーネントキャリア単位での基地局間干渉制御を行うように構成
される。
【００３９】
　（１．４）ピコ基地局の構成
　次に、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１の構成を説明する。図３は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１の
ブロック構成図である。ピコ基地局ＰｅＮＢ＃２はピコ基地局ＰｅＮＢ＃１と同様に構成
されるため、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃２の構成の説明は省略する。
【００４０】
　図３に示すように、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１は、アンテナ２０１と、無線通信部２１０
と、ネットワーク通信部２２０と、記憶部２３０と、制御部２４０とを有する。
【００４１】
　アンテナ２０１は、１又は複数のアンテナ素子を用いて構成され、無線信号の送受信に
用いられる。
【００４２】
　無線通信部２１０は、複数のコンポーネントキャリアを同時に使用して無線通信を行う
ように構成される。詳細には、無線通信部２１０は、例えば無線周波数（ＲＦ）回路やベ
ースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、コンポーネントキャリア毎に、アンテナ２
０１を介して無線信号を送受信する。
【００４３】
　送信については、無線通信部２１０は、コンポーネントキャリア毎に、制御部２４０か
ら入力される送信信号の符号化及び変調を行った後、アップコンバート及び増幅を行って
アンテナ２０１に出力する。受信については、無線通信部２１０は、コンポーネントキャ
リア毎に、アンテナ２０１から入力される受信信号の増幅及びダウンコンバートを行った
後、復調及び復号を行って制御部２４０に出力する。
【００４４】
　ネットワーク通信部２２０は、Ｘ２インターフェイスを介して、隣接基地局（本実施形
態では、マクロ基地局ＭｅＮＢ及びピコ基地局ＰｅＮＢ＃２）との基地局間通信を行う。
また、ネットワーク通信部２２０は、Ｓ１インターフェイスを介して、コアネットワーク
（すなわち、移動管理装置ＭＭＥ、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ、保守監視装置ＯＡＭ）と
の通信を行う。
【００４５】
　記憶部２３０は、例えばメモリを用いて構成され、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１の制御等に
用いられる各種の情報を記憶する。本実施形態では、記憶部２３０は、マクロ基地局Ｍｅ
ＮＢが形成する各セルの識別情報（セルＩＤ）をマクロ基地局ＭｅＮＢの識別情報（基地
局ＩＤ）と対応付けて記憶している。上述したように、セル毎にコンポーネントキャリア
が異なるため、セルＩＤによりコンポーネントキャリアを識別できる。
【００４６】
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　制御部２４０は、例えばＣＰＵを用いて構成され、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１が備える各
種の機能を制御する。本実施形態では、制御部２４０は、マクロ基地局ＭｅＮＢと連携し
てコンポーネントキャリア単位での基地局間干渉制御を行うように構成される。
【００４７】
　（２）移動通信システムの動作
　（２．１）動作概要
　次に、図５及び図６を参照して、移動通信システム１の動作概要を説明する。図５は、
移動通信システム１の動作概要を説明するための図である。
【００４８】
　図５に示すように、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２は、マクロ基地局ＭｅＮ
Ｂのサービスエリア範囲内に配置されている。また、マクロ基地局ＭｅＮＢのサービスエ
リア範囲内に位置する複数の無線端末ＵＥのうち、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１には無線端末
ＵＥ＃１が接続し、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃２には無線端末ＵＥ＃２が接続し、それ以外の
無線端末ＵＥはマクロ基地局ＭｅＮＢに接続している。
【００４９】
　上述したように、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２のそれぞれに接続する各無
線端末ＵＥは、各コンポーネントキャリアにおいて、マクロ基地局ＭｅＮＢからの干渉の
影響を受け、通信品質が劣化する。また、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１の周辺に位置する無線
端末ＵＥ＃３やピコ基地局ＰｅＮＢ＃２の周辺に位置する無線端末ＵＥ＃４がマクロ基地
局ＭｅＮＢに接続してしまうため、マクロ基地局ＭｅＮＢの負荷分散が図れない。
【００５０】
　このため、マクロ基地局ＭｅＮＢは、マクロ基地局ＭｅＮＢのサービスエリア範囲内の
状況に応じて、コンポーネントキャリアＣＣ＃１～ＣＣ＃４のうち一部のコンポーネント
キャリアの使用を停止する、又は、当該一部のコンポーネントキャリアの送信電力を低下
させる。
【００５１】
　図６（ａ）は、マクロ基地局ＭｅＮＢがコンポーネントキャリアＣＣ＃１～ＣＣ＃４の
うち一部のコンポーネントキャリアの使用を停止したケースを説明するための図である。
図６（ａ）に示すように、マクロ基地局ＭｅＮＢがコンポーネントキャリアＣＣ＃３及び
ＣＣ＃４の使用を停止することによって、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２のそ
れぞれは、コンポーネントキャリアＣＣ＃３及びＣＣ＃４においてマクロ基地局ＭｅＮＢ
からの干渉の影響が回避される。
【００５２】
　図６（ｂ）は、マクロ基地局ＭｅＮＢがコンポーネントキャリアＣＣ＃１～ＣＣ＃４の
うち一部のコンポーネントキャリアの送信電力を所定電力未満に低下させたケースを説明
するための図である。図６（ｂ）に示すように、マクロ基地局ＭｅＮＢがコンポーネント
キャリアＣＣ＃３及びＣＣ＃４の送信電力を所定電力未満に低下させることによって、ピ
コ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２のそれぞれは、コンポーネントキャリアＣＣ＃３
及びＣＣ＃４においてマクロ基地局ＭｅＮＢからの干渉の影響が緩和される。
【００５３】
　その結果、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１に接続する無線端末ＵＥ＃１の通信品質及びピコ基
地局ＰｅＮＢ＃２に接続する無線端末ＵＥ＃２の通信品質を改善可能になると共に、ピコ
基地局ＰｅＮＢ＃１の周辺に位置する無線端末ＵＥ＃３がピコ基地局ＰｅＮＢ＃１に接続
する可能性及びピコ基地局ＰｅＮＢ＃２の周辺に位置する無線端末ＵＥ＃４がピコ基地局
ＰｅＮＢ＃２に接続する可能性を高めることができる。
【００５４】
　マクロ基地局ＭｅＮＢ及びピコ基地局ＰｅＮＢ（ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２）は、
このようなコンポーネントキャリア制御に係る情報をやり取りすることによって、マクロ
基地局ＭｅＮＢがコンポーネントキャリアの使用停止（又は送信電力低下）することによ
る不具合を回避でき、かつ、コンポーネントキャリアの使用停止（又は送信電力低下）に
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より得られる改善効果を大きくすることができる。
【００５５】
　（２．２）動作シーケンス
　以下において、マクロ基地局ＭｅＮＢとピコ基地局ＰｅＮＢ（ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮ
Ｂ＃２）との間の基地局間シグナリングを中心に、移動通信システム１の動作シーケンス
を説明する。
【００５６】
　まず、コンポーネントキャリアの使用停止に係る移動通信システム１の動作シーケンス
を説明する。図７は、コンポーネントキャリアの使用停止に係る移動通信システム１の動
作シーケンス図である。
【００５７】
　図７に示すように、ステップＳ１１において、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１は、マクロ基地
局ＭｅＮＢが使用停止するコンポーネントキャリアを判断するための情報を、Ｘ２インタ
ーフェイスを介してマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。マクロ基地局ＭｅＮＢは、当該情
報を受信する。
【００５８】
　ここで、マクロ基地局ＭｅＮＢが使用停止するコンポーネントキャリアを判断するため
の情報としては、例えば以下の第１の情報～第４の情報のうち少なくとも１つが使用でき
る。
【００５９】
　第１の情報は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１のサービスエリア範囲内にある（又はピコ基地
局ＰｅＮＢ＃１に接続する）各無線端末ＵＥのうち、キャリアアグリゲーション技術をサ
ポートしていない無線端末ＵＥが使用可能なコンポーネントキャリア、又はキャリアアグ
リゲーション技術をサポートしていない無線端末ＵＥが使用不能なコンポーネントキャリ
アを示す情報である。例えば、無線端末ＵＥが使用可能なコンポーネントキャリアをマク
ロ基地局ＭｅＮＢが使用停止すると、当該無線端末ＵＥはピコ基地局ＰｅＮＢ＃１からマ
クロ基地局ＭｅＮＢへのハンドオーバ（又はセル再選択）ができなくなるといった不具合
があるため、かかる事態を防止するために上記情報をマクロ基地局ＭｅＮＢに通知するこ
とが効果的である。
【００６０】
　第２の情報は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１のサービスエリア範囲内にある（又はピコ基地
局ＰｅＮＢ＃１に接続する）各無線端末ＵＥのうち、使用可能バンド（周波数帯）が限定
されている無線端末ＵＥが使用可能なバンド、又は使用可能バンドが限定されている無線
端末ＵＥが使用不能なバンドを示す情報である。例えば、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１のサー
ビスエリア範囲内に８００ＭＨｚ帯しか使用できない無線端末ＵＥがある場合に、マクロ
基地局ＭｅＮＢが８００ＭＨｚ帯に相当する全コンポーネントキャリアを使用停止すると
、当該無線端末ＵＥはピコ基地局ＰｅＮＢ＃１からマクロ基地局ＭｅＮＢへのハンドオー
バ（又はセル再選択）ができなくなるといった不具合があるため、かかる事態を防止する
ために上記情報をマクロ基地局ＭｅＮＢに通知することが効果的である。
【００６１】
　なお、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１に接続する無線端末ＵＥか
らピコ基地局ＰｅＮＢ＃１に通知される通信能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）に
基づいて、上述した第１の情報及び第２の情報を取得できる。あるいは、ピコ基地局Ｐｅ
ＮＢ＃１は、移動管理装置ＭＭＥ又は保守監視装置ＯＡＭに対して問い合わせを行うこと
によって上述した第１の情報及び第２の情報を取得してもよい。
【００６２】
　第３の情報は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１の通信能力を示す情報である。例えば、ピコ基
地局ＰｅＮＢ＃１の能力に起因して、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１の使用可能なコンポーネン
トキャリアがコンポーネントキャリアＣＣ＃１及びＣＣ＃２に限定されている場合で、マ
クロ基地局ＭｅＮＢがコンポーネントキャリアＣＣ＃１～ＣＣ＃４を使用できる場合には
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、マクロ基地局ＭｅＮＢは、コンポーネントキャリアＣＣ＃１及び／又はＣＣ＃２を使用
停止することが好ましいため、上記情報をマクロ基地局ＭｅＮＢに通知することが効果的
である。
【００６３】
　第４の情報は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１がマクロ基地局ＭｅＮＢから受けるコンポーネ
ントキャリア毎の下りリンクの干渉レベルを示す情報である。例えば、マクロ基地局Ｍｅ
ＮＢは、下りリンクにおいてピコ基地局ＰｅＮＢ＃１に大きな干渉を与えているコンポー
ネントキャリアを使用停止することが好ましいため、上記情報をマクロ基地局ＭｅＮＢに
通知することが効果的である。なお、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１は、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃
１に接続する無線端末ＵＥからピコ基地局ＰｅＮＢ＃１に通知される無線状態情報（ＣＱ
Ｉ等）に基づいて上述した情報を取得できる。
【００６４】
　ステップＳ１２において、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃２は、マクロ基地局ＭｅＮＢが使用停
止するコンポーネントキャリアを判断するための情報を、Ｘ２インターフェイスを介して
マクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。マクロ基地局ＭｅＮＢは、当該情報を受信する。ここ
で、マクロ基地局ＭｅＮＢが使用停止するコンポーネントキャリアを判断するための情報
としては、上述した第１の情報～第４の情報のうち少なくとも１つが使用できる。
【００６５】
　ステップＳ１３において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、使用停止するコンポーネントキャ
リアの判断を行う。詳細には、マクロ基地局ＭｅＮＢは、マクロ基地局ＭｅＮＢが何れか
のコンポーネントキャリアを停止すべきか否か、及び、どのコンポーネントキャリアを停
止することが効果的かを判断する。マクロ基地局ＭｅＮＢは、上述した第１の情報～第４
の情報に基づいて、コンポーネントキャリアの使用停止することによる不具合を回避する
ように、かつ、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２のそれぞれで得られる改善効果
が大きくなるように、使用停止するコンポーネントキャリアの判断を行う。
【００６６】
　ステップＳ１４において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、Ｘ２インターフェイスを介して、
使用停止するコンポーネントキャリアをピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２に通知
（報知）する。ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２は、当該通知を受信する。本実
施形態では、使用停止するコンポーネントキャリアの通知は、使用停止するコンポーネン
トキャリアに対応するセルのセルＩＤを通知することで行われる。当該通知は、使用停止
を実行するタイミングを示す情報（例えば、何サブフレーム後に停止するかの情報）を含
んでもよい。
【００６７】
　ステップＳ１５において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、使用停止の通知（ステップＳ１４
）から一定時間経過した際に、コンポーネントキャリアの使用停止を実行する。例えば、
マクロ基地局ＭｅＮＢは、停止対象のコンポーネントキャリアの送信電力をゼロにする。
あるいは、一定時間の経過を停止条件とすることに代えて、使用停止通知に対する肯定応
答がピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２のそれぞれから得られたことを停止条件と
してもよい。
【００６８】
　コンポーネントキャリアの使用停止の通知（ステップＳ１４）を受けたピコ基地局Ｐｅ
ＮＢ（ＰｅＮＢ＃１又はＰｅＮＢ＃２）は、例えば以下の第１の動作又は第２の動作の少
なくとも一方の動作を行ってもよい。
【００６９】
　第１の動作として、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ピコ基地局ＰｅＮＢに接続する無線端末Ｕ
Ｅのうちキャリアアグリゲーション技術をサポートする無線端末ＵＥに対して、使用停止
を通知されたコンポーネントキャリアに含まれるリソースブロックを優先的に割り当てる
。
【００７０】
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　第２の動作として、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ピコ基地局ＰｅＮＢに接続する無線端末Ｕ
Ｅのうちキャリアアグリゲーション技術をサポートしない無線端末ＵＥに対して、使用停
止を通知されたコンポーネントキャリアに対応するセルへのハンドオーバを優先的に行う
。
【００７１】
　なお、本動作シーケンスでは、コンポーネントキャリアの使用停止を通知（ステップＳ
１４）した後にコンポーネントキャリアの使用停止を実行（ステップＳ１５）しているが
、コンポーネントキャリアの使用停止を通知する前又は通知と同時に、コンポーネントキ
ャリアの使用停止を実行してもよい。
【００７２】
　次に、コンポーネントキャリアの使用再開に係る移動通信システム１の動作シーケンス
を説明する。図８は、コンポーネントキャリアの使用再開に係る移動通信システム１の動
作シーケンス図である。
【００７３】
　図８に示すように、ステップＳ２１において、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１は、マクロ基地
局ＭｅＮＢが使用再開するコンポーネントキャリアを判断するための情報を、Ｘ２インタ
ーフェイスを介してマクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。マクロ基地局ＭｅＮＢは、当該情
報を受信する。ここで、マクロ基地局ＭｅＮＢが使用再開するコンポーネントキャリアを
判断するための情報としては、例えば上述した第１の情報～第４の情報のうち少なくとも
１つが使用できる。
【００７４】
　ステップＳ２２において、ピコ基地局ＰｅＮＢ＃２は、マクロ基地局ＭｅＮＢが使用再
開するコンポーネントキャリアを判断するための情報を、Ｘ２インターフェイスを介して
マクロ基地局ＭｅＮＢに送信する。マクロ基地局ＭｅＮＢは、当該情報を受信する。ここ
で、マクロ基地局ＭｅＮＢが使用再開するコンポーネントキャリアを判断するための情報
としては、上述した第１の情報～第４の情報のうち少なくとも１つが使用できる。
【００７５】
　ステップＳ２３において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、使用再開するコンポーネントキャ
リアの判断を行う。詳細には、マクロ基地局ＭｅＮＢは、マクロ基地局ＭｅＮＢが何れか
のコンポーネントキャリアを使用再開すべきか否か、及び、どのコンポーネントキャリア
を使用再開することが効果的かを判断する。マクロ基地局ＭｅＮＢは、上述した第１の情
報～第４の情報に基づいて、コンポーネントキャリアの使用再開することによる不具合を
回避するように、使用再開するコンポーネントキャリアの判断を行う。
【００７６】
　ステップＳ２４において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、Ｘ２インターフェイスを介して、
使用再開するコンポーネントキャリアをピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２に通知
（報知）する。ピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２は、当該通知を受信する。本実
施形態では、使用再開するコンポーネントキャリアの通知は、使用再開するコンポーネン
トキャリアに対応するセルのセルＩＤを通知することで行われる。当該通知は、使用停止
を実行するタイミングを示す情報（例えば、何サブフレーム後に再開するかの情報）を含
んでもよい。
【００７７】
　ステップＳ２５において、マクロ基地局ＭｅＮＢは、使用再開を通知（ステップＳ２４
）から一定時間経過した際に、コンポーネントキャリアの使用再開を実行する。例えば、
マクロ基地局ＭｅＮＢは、再開対象のコンポーネントキャリアの送信電力を元に（標準レ
ベルに）戻す。あるいは、一定時間の経過を再開条件とすることに代えて、使用再開通知
に対する肯定応答がピコ基地局ＰｅＮＢ＃１及びＰｅＮＢ＃２のそれぞれから得られたこ
とを再開条件としてもよい。
【００７８】
　コンポーネントキャリアの使用再開を通知（ステップＳ２４）されたピコ基地局ＰｅＮ
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Ｂ（ＰｅＮＢ＃１又はＰｅＮＢ＃２）は、通常の状態に戻すとしてもよいし、例えば以下
の第１の動作又は第２の動作の少なくとも一方の動作を行ってもよい。
【００７９】
　第１の動作として、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ピコ基地局ＰｅＮＢに接続する無線端末Ｕ
Ｅのうちキャリアアグリゲーション技術をサポートする無線端末ＵＥに対して、使用再開
を通知されたコンポーネントキャリアに含まれるリソースブロックを極力割り当てないよ
うにする。
【００８０】
　第２の動作として、ピコ基地局ＰｅＮＢは、ピコ基地局ＰｅＮＢに接続する無線端末Ｕ
Ｅのうちキャリアアグリゲーション技術をサポートしない無線端末ＵＥに対して、使用再
開を通知されたコンポーネントキャリアに対応するセルから他のセルへのハンドオーバを
優先的に行う。
【００８１】
　なお、本動作シーケンスでは、コンポーネントキャリアの使用再開を通知（ステップＳ
２４）した後にコンポーネントキャリアの使用再開を実行（ステップＳ２５）しているが
、コンポーネントキャリアの使用再開を通知する前又は通知と同時に、コンポーネントキ
ャリアの使用再開を実行してもよい。
【００８２】
　上述した動作シーケンスは、マクロ基地局ＭｅＮＢがコンポーネントキャリアの使用を
停止／再開するものであるが、図７の「使用停止」を「送信電力低下」と読み替え、かつ
図８の「使用再開」を「送信電力上昇（又は送信電力復帰）」と読み替えることで、上述
した動作シーケンスをコンポーネントキャリアの送信電力低下／上昇に適用できる。
【００８３】
　（２．３）基地局間シグナリングの具体例
　以下において、上述した動作シーケンスで使用される基地局間シグナリングの具体例を
説明する。
【００８４】
　まず、図９～図１１を参照して、使用停止するコンポーネントキャリア又は使用再開す
るコンポーネントキャリアを判断するための情報（以下、「判断用情報」と称する）の送
受信に係る基地局間シグナリングの具体例を説明する。図９～図１１において、ｅＮＢ１

は例えばマクロ基地局ＭｅＮＢに相当し、ｅＮＢ２は例えばピコ基地局ＰｅＮＢ＃１又は
ＰｅＮＢ＃２に相当する。
【００８５】
　図９は、判断用情報の送信要求に対して肯定応答が行われる場合のシーケンス図である
。
【００８６】
　図９に示すように、ｅＮＢ１は、Ｘ２インターフェイスを介して、判断用情報の定期報
告を要求するためのメッセージであるＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　ＲｅｑｕｅｓｔをｅＮＢ２に
送信する。ＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｑｕｅｓｔは、セルを指定するセルＩＤや、上述し
た第１の情報～第４の情報のうち報告を要求する情報のＩＤ、報告を行うべき時間間隔の
情報を含んでもよい。ｅＮＢ２は、ＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信した後、
Ｘ２インターフェイスを介して、ＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｑｕｅｓｔに対する肯定応答
メッセージであるＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　ＲｅｓｐｏｎｓｅをｅＮＢ１に送信する。なお、
ＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅにおいても上述した第１の情報～第４の情報の少
なくとも１つを含めてもよい。
【００８７】
　図１０は、判断用情報の送信要求に対して否定応答が行われる場合のシーケンス図であ
る。
【００８８】
　図１０に示すように、ｅＮＢ１は、Ｘ２インターフェイスを介して、判断用情報の定期
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報告を要求するためのメッセージであるＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　ＲｅｑｕｅｓｔをｅＮＢ２

に送信する。ＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｑｕｅｓｔは、セルを指定するセルＩＤや、上述
した第１の情報～第４の情報のうち報告を要求する情報のＩＤを含んでもよい。ｅＮＢ２

は、ＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信した後、Ｘ２インターフェイスを介して
、ＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｑｕｅｓｔに対する否定応答メッセージであるＣＣ　Ｓｔａ
ｔｕｓ　ＦａｉｌｕｒｅをｅＮＢ１に送信する。なお、ＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｆａｉｌｕ
ｒｅにおいても上述した第１の情報～第４の情報の少なくとも１つを含めてもよい。
【００８９】
　図１１は、判断用情報の送信時のシーケンス図である。図１１の動作シーケンスは、ｅ
ＮＢ２がＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを送信した後において行われるが、ｅＮ
Ｂ２がＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｆａｉｌｕｒｅを送信した後においては行われない。
【００９０】
　図１１に示すように、ｅＮＢ２は、Ｘ２インターフェイスを介して、判断用情報（上述
した第１の情報～第４の情報のうち報告を要求された情報）を含んだメッセージであるＣ
Ｃ　Ｓｔａｔｕｓ　ＵｐｄａｔｅをｅＮＢ１に送信する。なお、ＣＣ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｕ
ｐｄａｔｅの定期報告は、ｅＮＢ１が定期報告の停止をｅＮＢ２に要求するまで継続され
てもよい。
【００９１】
　なお、上述した図９及び図１０のシーケンスを省略し、予め定められた種類の情報をｅ
ＮＢ２からｅＮＢ１に送信するとしてもよい。
【００９２】
　次に、図１２及び図１３を参照して、使用停止するコンポーネントキャリアの通知又は
使用再開するコンポーネントキャリアの通知に係る基地局間シグナリングの具体例を説明
する。図１２及び図１３において、ｅＮＢ１は例えばマクロ基地局ＭｅＮＢに相当し、ｅ
ＮＢ２は例えばピコ基地局ＰｅＮＢ＃１又はＰｅＮＢ＃２に相当する。
【００９３】
　図１２は、コンポーネントキャリアの使用停止／再開通知に対して肯定応答が行われる
場合のシーケンス図である。
【００９４】
　図１２に示すように、ｅＮＢ１は、Ｘ２インターフェイスを介して、コンポーネントキ
ャリアの使用停止／再開を示す情報を含んだメッセージであるｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　ＵｐｄａｔｅをｅＮＢ２に送信する。コンポーネントキャリアの使用停止を
示す情報は、例えばＣｅｌｌ　Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ＩＥ
である。Ｃｅｌｌ　Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ＩＥは、使用停
止するコンポーネントキャリアに対応するセルＩＤを含む。また、コンポーネントキャリ
アの使用再開を示す情報は、例えばＣｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ　ＩＥである。Ｃｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ＩＥは、
使用再開するコンポーネントキャリアに対応するセルＩＤを含む。ｅＮＢ２は、ｅＮＢ　
Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅを受信した後、Ｘ２インターフェイスを介し
て、ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅに対する肯定応答メッセージで
あるｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅをｅ
ＮＢ１に送信する。
【００９５】
　図１３は、コンポーネントキャリアの使用停止／再開通知に対して否定応答が行われる
場合のシーケンス図である。
【００９６】
　図１３に示すように、ｅＮＢ１は、Ｘ２インターフェイスを介して、コンポーネントキ
ャリアの使用停止／再開を示す情報を含んだメッセージであるｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　ＵｐｄａｔｅをｅＮＢ２に送信する。コンポーネントキャリアの使用停止を
示す情報は、例えばＣｅｌｌ　Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ＩＥ
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であり、コンポーネントキャリアの使用停止を示す情報は、例えばＣｅｌｌ　Ａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ＩＥである。ｅＮＢ２は、ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅを受信した後、Ｘ２インターフェイスを介して、ｅＮＢ　Ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅに対する否定応答メッセージであるｅＮＢ　Ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ　ＦａｉｌｕｒｅをｅＮＢ１に送信する。ｅＮ
Ｂ１は、ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｆａｉｌｕｒｅを受信す
ると、コンポーネントキャリアの使用停止／再開を中止することになる。
【００９７】
　なお、図１２及び図１３では、ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅを
利用する一例を説明したが、他のメッセージによりコンポーネントキャリアの使用停止／
再開通知を行ってもよい。例えば、ＵＥ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＬ
ａｓｔ　Ｖｉｓｉｔｅｄ　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに含まれるＣｅｌｌ　Ｔｙ
ｐｅ　ＩＥを新たに定義されたメッセージに含めて利用してもよい。
【００９８】
　（３）実施形態の効果
　以上説明したように、マクロ基地局ＭｅＮＢ及びピコ基地局ＰｅＮＢ（ＰｅＮＢ＃１及
びＰｅＮＢ＃２）が連携してコンポーネントキャリア単位での基地局間干渉制御を行うた
めの基地局間シグナリングを規定することによって、マクロ基地局ＭｅＮＢがコンポーネ
ントキャリアの使用停止（又は送信電力低下）することによる不具合を回避でき、かつ、
コンポーネントキャリアの使用停止（又は送信電力低下）により得られる改善効果を大き
くすることができる。
【００９９】
　また、上述した動作シーケンスを定期的に実行することによって、マクロ基地局ＭｅＮ
Ｂが適応的に（動的に）コンポーネントキャリアの使用停止／再開（又は送信電力低下／
上昇）を行うことが可能になる。これにより、干渉低減効果を大きくすることができると
共に、マクロ基地局ＭｅＮＢの消費電力も小さくすることができる。
【０１００】
　（４）その他の実施形態
　上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び
図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様
々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【０１０１】
　上述した実施形態では、マクロ基地局ＭｅＮＢ及びピコ基地局ＰｅＮＢが、Ｘ２インタ
ーフェイスを介して（Ｘ２インターフェイス上で）各種の情報をやり取りしていたが、Ｘ
２インターフェイスに限らず、Ｓ１インターフェイスを介して（Ｘ１インターフェイス上
で）各種の情報をやり取りしてもよい。例えば、上述した各種の情報（或いはメッセージ
）を、移動管理装置ＭＭＥ又は保守監視装置ＯＡＭなどを経由して伝送する構成としても
よい。
【０１０２】
　上述した実施形態では、マクロ基地局ＭｅＮＢがコンポーネントキャリアの使用停止／
再開（又は送信電力低下／上昇）を行うケースを説明したが、ピコ基地局ＰｅＮＢがコン
ポーネントキャリアの使用停止／再開（又は送信電力低下／上昇）を行ってもよい。この
場合、上述した動作シーケンスにおいてマクロ基地局ＭｅＮＢとピコ基地局ＰｅＮＢとの
関係を逆にすればよい。
【０１０３】
　また、上述した実施形態では、ヘテロジーニアスネットワークにおける異種基地局間の
シグナリングを主として説明したが、マクロ基地局間やピコ基地局間でも基地局間干渉は
生じ得るため、同種基地局間のシグナリングに適用してもよい。
【０１０４】
　さらに、上述した実施形態では、特に説明していないが、コンポーネントキャリアの使
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用停止／再開の判断のためのパラメータを保守監視装置ＯＡＭが提供してもよい。
【０１０５】
　なお、ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄにおいては、バックホールを無線により構成する基地
局であるリレーノードの採用が予定され、且つリレーノードにもＸ２インターフェイスが
採用される予定であるため、当該リレーノードを本発明に係る基地局としてもよい。
【０１０６】
　また、将来的には、１つのコンポーネントキャリアを分割して各分割キャリアを新たな
コンポーネントキャリアとして取り扱うことも想定されているが、本明細書において用語
「コンポーネントキャリア」は、そのような新たなコンポーネントキャリアも含むものと
する。
【０１０７】
　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。
【符号の説明】
【０１０８】
　ＭｅＮＢ…マクロ基地局、ＵＥ…無線端末、ＰｅＮＢ…ピコ基地局、ＭＭＥ…移動管理
装置、ＯＡＭ…保守監視装置、Ｓ－ＧＷ…ゲートウェイ装置、１…移動通信システム、１
０…Ｅ－ＵＴＲＡＮ、１０１…アンテナ、１１０…無線通信部、１２０…ネットワーク通
信部、１３０…記憶部、１４０…制御部、２０１…アンテナ、２１０…無線通信部、２２
０…ネットワーク通信部、２３０…記憶部、２４０…制御部

【図１】 【図２】
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