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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】移動局装置とマクロセルを管理する基地局装置
及びホームセルを管理するホーム基地局装置を含む通信
システムにおいて、ホーム基地局装置に対する干渉を効
率的に調整することが可能な通信システム、基地局装置
及び移動局装置を提供する。
【解決手段】マクロセルを管理する基地局装置は、干渉
調整のために移動局装置の近辺にあるホームセルを管理
する基地局装置を特定する必要があるか否かを判定し、
特定する必要があると判定した場合に移動局装置に対し
てホームセルを管理する基地局装置の特定に必要な追加
情報の送信を要求し、移動局装置は、マクロセルを管理
する基地局装置の要求に基づき追加情報を取得し、少な
くとも追加情報をマクロセルを管理する基地局装置に送
信し、マクロセルを管理する基地局装置は、追加情報に
基づき干渉調整に関する制御メッセージを生成し、ホー
ムセルを管理する基地局装置に制御メッセージを送信す
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局装置と、マクロセルを管理する第１の基地局装置及びホームセルを管理する第２
の基地局装置とを備え、上りリンクの干渉調整を前記第１の基地局装置と前記第２の基地
局装置の間で行なう通信システムであって、
　前記第１の基地局装置は、干渉調整のために前記移動局装置の近辺にある前記第２の基
地局装置を特定する必要があるか否かを判定し、特定する必要があると判定した場合に前
記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求し、
　前記移動局装置は、前記第１の基地局装置の要求に基づき前記追加情報を取得し、少な
くとも前記追加情報を前記第１の基地局装置に送信し、
　前記第１の基地局装置は、前記追加情報に基づき干渉調整に関する制御メッセージを生
成し、前記制御メッセージを前記第２の基地局装置へ送信することを特徴とする通信シス
テム。
【請求項２】
　前記第１の基地局装置は、同一のセル識別子を持つ前記第２の基地局装置が前記第１の
基地局装置が管理するマクロセル内に存在する場合に、前記移動局装置に対して前記第２
の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求する必要があると判定することを特徴
とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記第１の基地局装置は、前記第２の基地局装置に干渉を与える前記移動局装置が特定
できない場合に、前記第２の基地局装置の近辺に位置する一つ以上の前記移動局装置に対
して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求する必要があると判定す
ることを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記第１の基地局装置は、前記第２の基地局装置が通信中状態である場合に、前記移動
局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求する必要があ
ると判定することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記追加情報は、前記第２の基地局装置の報知情報に含まれるセルグローバル識別子と
トラッキングエリア識別子のいずれか、または両方であることを特徴とする請求項２から
請求項４のいずれかに記載の通信システム。
【請求項６】
　前記移動局装置は、前記第１の基地局装置から前記第２の基地局装置の特定に必要な前
記追加情報の送信を要求されたときに、前記追加情報の取得のために自律的にギャップの
区間を生成して前記追加情報を取得することを特徴とする請求項５に記載の通信システム
。
【請求項７】
　前記追加情報は、ある受信品質以上の第２の基地局装置の周辺セルのセル識別子あるこ
とを特徴とする請求項２から請求項４のいずれかに記載の通信システム。
【請求項８】
　移動局装置と、マクロセルを管理する第１の基地局装置及びホームセルを管理する第２
の基地局装置とを備え、上りリンクの干渉調整を前記第１の基地局装置と前記第２の基地
局装置の間で行なう通信システムにおける基地局装置であって、
　前記第１の基地局装置は、干渉調整のために前記移動局装置の近辺にある前記第２の基
地局装置を特定する必要があるか否かを判定し、特定する必要があると判定した場合に前
記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求し、
　前記移動局装置が取得して送信した前記追加情報を受信し、
　前記追加情報に基づき干渉調整に関する制御メッセージを生成し、前記制御メッセージ
を前記第２の基地局装置へ送信することを特徴とする基地局装置。
【請求項９】
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　前記第１の基地局装置は、同一のセル識別子を持つ前記第２の基地局装置が前記第１の
基地局装置が管理するマクロセル内に存在する場合に、前記移動局装置に対して前記第２
の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求する必要があると判定することを特徴
とする請求項８に記載の基地局装置。
【請求項１０】
　前記第１の基地局装置は、前記第２の基地局装置に干渉を与える前記移動局装置が特定
できない場合に、前記第２の基地局装置の近辺に位置する一つ以上の前記移動局装置に対
して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求する必要があると判定す
ることを特徴とする請求項８に記載の基地局装置。
【請求項１１】
　前記第１の基地局装置は、前記第２の基地局装置が通信中状態である場合に、前記移動
局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求する必要があ
ると判定することを特徴とする請求項８に記載の基地局装置。
【請求項１２】
　移動局装置と、マクロセルを管理する第１の基地局装置及びホームセルを管理する第２
の基地局装置とを備え、上りリンクの干渉調整を前記第１の基地局装置と前記第２の基地
局装置の間で行なう通信システムにおける移動局装置であって、
　前記移動局装置は、前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報を第１の基地局装置
に送信するか否かを判定し、前記追加情報を送信すると判定した場合に前記追加情報の取
得を行い、少なくとも前記追加情報を前記第１の基地局装置に送信することを特徴とする
移動局装置。
【請求項１３】
　前記移動局装置は、前記第１の基地局装置から前記第２の基地局装置の特定に必要な前
記追加情報が必要であると要求された場合に、前記追加情報の送信が必要と判定すること
を特徴とする請求項１２に記載の移動局装置。
【請求項１４】
　前記移動局装置は、前記第１の基地局装置から事前に通知された前記第２の基地局装置
の特定に必要な前記追加情報の取得を開始するための追加情報受信条件が満たされた場合
に、前記追加情報の送信が必要と判定することを特徴とする請求項１２に記載の移動局装
置。
【請求項１５】
　前記追加情報受信は、複数のセル識別子と追加情報の受信開始を示す閾値のいずれか、
またはその両方であることを特徴とする請求項１４に記載の移動局装置。
【請求項１６】
　移動局装置と、マクロセルを管理する第１の基地局装置及びホームセルを管理する第２
の基地局装置とを備え、前記第１の基地局装置と前記第２の基地局装置の間の上りリンク
の干渉調整方法であって、
　前記第１の基地局装置において、干渉調整のために前記移動局装置の近辺にある前記第
２の基地局装置を特定する必要があるか否かを判定するステップと、特定する必要がある
と判定した場合に前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報
の送信を要求するステップとを含み、
　前記移動局装置において、前記第１の基地局装置の要求に基づき前記追加情報を取得す
るステップと、少なくとも前記追加情報を前記第１の基地局装置に送信するステップとを
含み、
　前記第１の基地局装置において、前記追加情報に基づき干渉調整に関する制御メッセー
ジを生成するステップと、前記制御メッセージを前記第２の基地局装置へ送信するステッ
プと、を含むことを特徴とする干渉調整方法。
【請求項１７】
　前記第１の基地局装置において、同一のセル識別子を持つ前記第２の基地局装置が前記
第１の基地局装置が管理するマクロセル内に存在する場合に、前記移動局装置に対して前
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記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求する必要があると判定すること
を特徴とする請求項１６に記載の干渉調整方法。
【請求項１８】
　前記第１の基地局装置において、前記第２の基地局装置に干渉を与える前記移動局装置
が特定できない場合に、前記第２の基地局装置の近辺に位置する一つ以上の前記移動局装
置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求する必要があると
判定することを特徴とする請求項１６に記載の干渉調整方法。
【請求項１９】
　前記第１の基地局装置において、前記第２の基地局装置が通信中状態である場合に、前
記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求する必
要があると判定することを特徴とする請求項１６に記載の干渉調整方法。
【請求項２０】
　前記追加情報は、前記第２の基地局装置の報知情報に含まれるセルグローバル識別子と
トラッキングエリア識別子のいずれか、または両方であることを特徴とする請求項１７か
ら請求項１９のいずれかに記載の干渉調整方法。
【請求項２１】
　前記移動局装置において、前記第１の基地局装置から前記第２の基地局装置の特定に必
要な前記追加情報の送信を要求されたときに、前記追加情報の取得のために自律的にギャ
ップの区間を生成して前記追加情報を取得することを特徴とする請求項２０に記載の干渉
調整方法。
【請求項２２】
　前記追加情報は、ある受信品質以上の第２の基地局装置の周辺セルのセル識別子あるこ
とを特徴とする請求項１７から請求項１９のいずれかに記載の干渉調整方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置と、マクロセルを管理する基地局装置及びホームセルを管理する
基地局装置を含む通信システムにおいて、ホームセルに対する干渉を効率的に調整可能な
通信システムと、干渉調整方法並びに該通信システムを使用する基地局装置及び移動局装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、家庭やオフィスなどでの少人数用の基地局装置の検討が進められている。少人数
用の基地局装置は、典型的には通常の基地局装置よりも小型であり、一般的なネットワー
ク回線を経由してコアネットワーク網と接続し、通信エリアの拡大やトラフィックの改善
、あるいはユーザー固有のサービスを提供するために使用される。
【０００３】
　また、標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）に
おいて、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency-Division Multiplexing）方式やリソースブロ
ックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速
な通信を実現させたＥｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（以降EUTRAと称する）が検討され、更にその発展形であるＡｄ
ｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡ（LTE-Advancedとも称される）の検討が進められている。
【０００４】
　個人利用の基地局装置はホーム基地局装置と呼ばれ、特に３ＧＰＰが規定する第３世代
のホーム基地局装置はホームノードＢ（Home NodeB）と称される。また、ＥＵＴＲＡ及び
Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡにおけるホーム基地局装置はホームイーノードＢ（Home e
NodeB）と称される。ホーム基地局装置は移動局装置が通信可能なエリア（セル）を管理
し、当該セルはホームセルと称される。ホームセルは、移動局装置と通信可能なエリアの
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大きさに応じてフェムトセルやピコセル、ナノセルとも称される。また、移動局装置があ
る基地局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルは移動局装置の在圏セルであ
り、その他の基地局装置のセルは周辺セルと称される。
【０００５】
　ホーム基地局装置は、基地局装置（マクロ基地局装置）が管理する移動局装置との通信
可能なエリア（マクロセル）に複数配置することも可能である。そのため、移動局装置と
基地局装置とが通信することによって、ホーム基地局装置に対して干渉が発生するという
問題が知られている（非特許文献１）。
【０００６】
　ホーム基地局装置が受ける干渉の代表的な例として、基地局装置と通信中の移動局装置
（マクロ移動局装置）が送信する上りリンク送信信号が、ホーム基地局装置と通信する移
動局装置（ホーム移動局装置）の上りリンク送信信号へ与える干渉がある。移動局装置の
上りリンク送信信号の干渉を低減させるための機能として、セル間干渉コーディネーショ
ン（ICIC; Inter Cell Interference Coordination）と呼ばれる基地局装置間で干渉情報
をやり取りすることによって、干渉を調整する方法が３ＧＰＰで採用されている（非特許
文献２、8.3.1節）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｖｏｄａｆｏｎｅ，　ＡＴ＆Ｔ，　Ａｌｃａｔｅｌ　Ｌｕｃｅｎｔ，　
ｐｉｃｏＣｈｉｐ　Ｄｅｓｉｇｎｓ，　Ｑｕａｌｃｏｍｍ　Ｅｕｒｏｐｅ，Ｒ４－０９１
９７６，３ＧＰＰ　ＴＳＧ－ＲＡＮ　ＷＧ４　＃５１，ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ，４－
８　Ｍａｙ　２００９
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４２３，Ｘ２　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ（Ｘ２ＡＰ）Ｖ８．６．０ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ
／Ｓｐｅｃｓ／ｈｔｍｌ－ｉｎｆｏ／３６４２３．ｈｔｍ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図１０は、本発明が解決しようとする課題について説明するための図であり、基地局装
置Ａと通信中の移動局装置がホーム基地局装置Ａの上りリンクに対して干渉を与える状態
にあることを示す。すなわち、ホーム基地局装置Ａの近辺に位置する移動局装置からの基
地局装置Ａに対する上りリンク送信信号は、ホーム基地局装置Ａの上りリンクに対して強
い干渉を与える。この場合、基地局装置Ａは、ホーム基地局装置Ａからの干渉情報に基づ
き移動局装置Ａに対して干渉を低減するように干渉調整を試みる。
【０００９】
　このとき、ホーム基地局装置Ａと同じセル識別子（PCI; Physical Cell Identifier）
を持つ別のホーム基地局装置Ｂがマクロセル内に存在していた場合、基地局装置Ａは、干
渉調整の対象となるホーム基地局装置を特定できないため、干渉調整の必要がないホーム
基地局装置Ｂの近辺に位置する移動局装置Ｂに対して制御を行ってしまう可能性がある。
このように、マクロセル内に同じセル識別子を持つホーム基地局装置が複数存在する場合
、基地局装置Ａは適切な干渉調整を行なうことが出来ないという問題が生じる。
【００１０】
　同様に、基地局装置Ａは、ホーム基地局装置Ａの近辺に位置する移動局装置Ａを特定で
きないため、ホーム基地局装置Ａの近辺に移動局装置Ａが存在することによる干渉の発生
を、ホーム基地局装置Ａに通知できないという問題がある。
【００１１】
　これらの問題により、ホーム基地局装置に対して従来の干渉調整方法は援用できず、上
りリンク送信信号の品質劣化やスループットの低下を引き起こしてしまう。
【００１２】
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　上記の課題を鑑みて、本発明は、ホーム基地局装置に対する上りリンク送信信号の干渉
を効率的に調整することが可能な通信システム、干渉調整方法、移動局装置及び基地局装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の通信システムは、移動局装置と、マクロセルを管理する第１の基地局装置及び
ホームセルを管理する第２の基地局装置とを備え、上りリンクの干渉調整を前記第１の基
地局装置と前記第２の基地局装置の間で行なう通信システムであって、前記第１の基地局
装置は、干渉調整のために前記移動局装置の近辺にある前記第２の基地局装置を特定する
必要があるか否かを判定し、特定する必要があると判定した場合に前記移動局装置に対し
て前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要求し、前記移動局装置は、前
記第１の基地局装置の要求に基づき前記追加情報を取得し、少なくとも前記追加情報を前
記第１の基地局装置に送信し、前記第１の基地局装置は、前記追加情報に基づき干渉調整
に関する制御メッセージを生成し、前記制御メッセージを前記第２の基地局装置へ送信す
ることを特徴とする。
【００１４】
　（２）また、本発明の通信システムにおいて、前記第１の基地局装置は、同一のセル識
別子を持つ前記第２の基地局装置が前記第１の基地局装置が管理するマクロセル内に存在
する場合に、前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送
信を要求する必要があると判定することを特徴とする。
【００１５】
　（３）また、本発明の通信システムにおいて、前記第１の基地局装置は、前記第２の基
地局装置に干渉を与える前記移動局装置が特定できない場合に、前記第２の基地局装置の
近辺に位置する一つ以上の前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な
追加情報の送信を要求する必要があると判定することを特徴とする。
【００１６】
　（４）また、本発明の通信システムにおいて、前記第１の基地局装置は、前記第２の基
地局装置が通信中状態である場合に、前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特
定に必要な追加情報の送信を要求する必要があると判定することを特徴とする。
【００１７】
　（５）また、本発明の通信システムにおいて、前記追加情報は、前記第２の基地局装置
の報知情報に含まれるセルグローバル識別子とトラッキングエリア識別子のいずれか、ま
たは両方であることを特徴とする。
【００１８】
　（６）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記第１の基地局装
置から前記第２の基地局装置の特定に必要な前記追加情報の送信を要求されたときに、前
記追加情報の取得のために自律的にギャップの区間を生成して前記追加情報を取得するこ
とを特徴とする。
【００１９】
　（７）また、本発明の通信システムにおいて、前記追加情報は、ある受信品質以上の第
２の基地局装置の周辺セルのセル識別子あることを特徴とする。
【００２０】
　（８）また、本発明の基地局装置は、移動局装置と、マクロセルを管理する第１の基地
局装置及びホームセルを管理する第２の基地局装置とを備え、上りリンクの干渉調整を前
記第１の基地局装置と前記第２の基地局装置の間で行なう通信システムに適用される基地
局装置であって、前記第１の基地局装置は、干渉調整のために前記移動局装置の近辺にあ
る前記第２の基地局装置を特定する必要があるか否かを判定し、特定する必要があると判
定した場合に前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送
信を要求し、前記移動局装置が取得して送信した前記追加情報を受信し、前記追加情報に
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基づき干渉調整に関する制御メッセージを生成し、前記制御メッセージを前記第２の基地
局装置へ送信することを特徴とする。
【００２１】
　（９）また、本発明の基地局装置において、前記第１の基地局装置は、同一のセル識別
子を持つ前記第２の基地局装置が前記第１の基地局装置が管理するマクロセル内に存在す
る場合に、前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信
を要求する必要があると判定することを特徴とする。
【００２２】
　（１０）また、本発明の基地局装置において、前記第１の基地局装置は、前記第２の基
地局装置に干渉を与える前記移動局装置が特定できない場合に、前記第２の基地局装置の
近辺に位置する一つ以上の前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な
追加情報の送信を要求する必要があると判定することを特徴とする。
【００２３】
　（１１）また、本発明の基地局装置において、前記第１の基地局装置は、前記第２の基
地局装置が通信中状態である場合に、前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特
定に必要な追加情報の送信を要求する必要があると判定することを特徴とする。
【００２４】
　（１２）また、本発明の移動局装置は、移動局装置と、マクロセルを管理する第１の基
地局装置及びホームセルを管理する第２の基地局装置とを備え、上りリンクの干渉調整を
前記第１の基地局装置と前記第２の基地局装置の間で行なう通信システムに適用される移
動局装置であって、前記移動局装置は、前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報を
第１の基地局装置に送信するか否かを判定し、前記追加情報を送信すると判定した場合に
前記追加情報の取得を行い、少なくとも前記追加情報を前記第１の基地局装置に送信する
ことを特徴とする。
【００２５】
　（１３）また、本発明の移動局装置は、前記第１の基地局装置から前記第２の基地局装
置の特定に必要な前記追加情報が必要であると要求された場合に、前記追加情報の送信が
必要と判定することを特徴とする。
【００２６】
　（１４）また、本発明の移動局装置は、前記第１の基地局装置から事前に通知された前
記第２の基地局装置の特定に必要な前記追加情報の取得を開始するための追加情報受信条
件が満たされた場合に、前記追加情報の送信が必要と判定することを特徴とする。
【００２７】
　（１５）また、本発明の移動局装置において、前記追加情報受信は、複数のセル識別子
と追加情報の受信開始を示す閾値のいずれか、またはその両方であることを特徴とする。
【００２８】
　（１６）また、本発明の干渉調整方法は、移動局装置と、マクロセルを管理する第１の
基地局装置及びホームセルを管理する第２の基地局装置とを備え、前記第１の基地局装置
と前記第２の基地局装置の間に適用される上りリンクの干渉調整方法であって、前記第１
の基地局装置において、干渉調整のために前記移動局装置の近辺にある前記第２の基地局
装置を特定する必要があるか否かを判定するステップと、特定する必要があると判定した
場合に前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要
求するステップとを含み、前記移動局装置において、前記第１の基地局装置の要求に基づ
き前記追加情報を取得するステップと、少なくとも前記追加情報を前記第１の基地局装置
に送信するステップとを含み、前記第１の基地局装置において、前記追加情報に基づき干
渉調整に関する制御メッセージを生成するステップと、前記制御メッセージを前記第２の
基地局装置へ送信するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２９】
　（１７）また、本発明の干渉調整方法は、前記第１の基地局装置は同一のセル識別子を
持つ前記第２の基地局装置が前記第１の基地局装置が管理するマクロセル内に存在する場
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合に、前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必要な追加情報の送信を要
求する必要があると判定することを特徴とする。
【００３０】
　（１８）また、本本発明の干渉調整方法は、前記第１の基地局装置において、前記第２
の基地局装置に干渉を与える前記移動局装置が特定できない場合に、前記第２の基地局装
置の近辺に位置する一つ以上の前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の特定に必
要な追加情報の送信を要求する必要があると判定することを特徴とする。
【００３１】
　（１９）また、本発明の干渉調整方法は、前記第１の基地局装置において、前記第２の
基地局装置が通信中状態である場合に、前記移動局装置に対して前記第２の基地局装置の
特定に必要な追加情報の送信を要求する必要があると判定することを特徴とする。
【００３２】
　（２０）また、本発明の干渉調整方法において、前記追加情報は、前記第２の基地局装
置の報知情報に含まれるセルグローバル識別子とトラッキングエリア識別子のいずれか、
または両方であることを特徴とする。
【００３３】
　（２１）また、本発明の干渉調整方法は、前記移動局装置において、前記第１の基地局
装置から前記第２の基地局装置の特定に必要な前記追加情報の送信を要求されたときに、
前記追加情報の取得のために自律的にギャップの区間を生成して前記追加情報を取得する
ことを特徴とする。
【００３４】
　（２２）また、本発明の干渉調整方法において、前記追加情報は、ある受信品質以上の
第２の基地局装置の周辺セルのセル識別子あることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３５】
　以上説明したように、本発明によれば、ホーム基地局装置に対する上りリンク送信信号
の干渉を効率的に調整することが可能な通信システム、干渉調整方法、移動局装置及び基
地局装置を提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施形態に係る通信システムの一例を示した図である。
【図２】本発明の実施形態に係る移動局装置の一例を示したブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る基地局装置の一例を示したブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る干渉調整の方法を示したシーケンスチャートの一
例である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る基地局装置が追加情報を要求するか否かを判定す
るためのフローチャートの一例である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る干渉調整の方法を示したシーケンスチャートの一
例である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る基地局装置が追加情報を要求するか否かを判定す
るためのフローチャートの一例である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る追加情報の取得方法を示したシーケンスチャート
の一例である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る移動局装置が追加情報を取得するか否かを判定す
るためのフローチャートの一例である。
【図１０】ホーム基地局装置に対して上りリンクの干渉が発生する場合の一例について示
した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の実施形態を説明する前に、本発明に関する物理チャネルと干渉調整方法につい
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て簡単に説明する。
　（１）物理チャネル
　ＥＵＴＲＡ及びＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡで使用される物理チャネル（または物理
シグナル）について説明を行なう。物理チャネルはＥＵＴＲＡ、及びＡｄｖａｎｃｅｄ　
ＥＵＴＲＡにおいて、今後追加、または、その構造が変更される可能性もあるが、変更さ
れた場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
【００３８】
　同期シグナル（Synchronization Signals）は、３種類のプライマリ同期シグナルと、
周波数領域で互い違いに配置される３１種類の符号から構成されるセカンダリ同期シグナ
ルとで構成され、プライマリ同期シグナルとセカンダリ同期シグナルの信号の組み合わせ
によって、基地局装置を識別する５０４通りのセル識別子（PCI）と、無線同期のための
フレームタイミングが示される。移動局装置は、セルサーチによって受信した同期シグナ
ルのセルＩＤを特定する。
【００３９】
　物理報知情報チャネル（PBCH; Physical Broadcast Channel）は、セル内の移動局装置
で共通に用いられる制御パラメータ（報知情報（システム情報）；System information）
を通知する目的で送信される。物理報知情報チャネルで通知されない報知情報は、下りリ
ンク制御チャネルで無線リソースが通知され、下りリンクデータチャネルを用いてレイヤ
３メッセージで送信される。報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識
別子（CGI; Cell Global Identifier）、ページングによる待ち受けエリアを管理するト
ラッキングエリア識別子（TAI; Tracking Area Identifier）などが通知される。
【００４０】
　下りリンクリファレンスシグナルは、セル毎に所定の電力で送信されるパイロットシグ
ナルである。また、下りリンクリファレンスシグナルは、所定の規則に基づき周波数・時
間位置で周期的に繰り返される既知の信号である。移動局装置は、下りリンクリファレン
スシグナルを受信することでセル毎の受信品質を測定する。また、移動局装置は、下りリ
ンクリファレンスシグナルと同時に送信される下りリンク制御チャネル、または下りリン
クデータチャネルの復調のための参照用の信号としても下りリンクリファレンスシグナル
を使用する。下りリンクリファレンスシグナルに使用される系列は、セル毎に識別可能な
系列が用いられる。なお、下りリンクリファレンスシグナルはセル専用ＲＳ（Cell-speci
fic reference signals）と記載される場合もあるが、その用途と意味は同じである。
【００４１】
　下りリンク制御チャネル（PDCCH; Physical Downlink Control Channel）は、各サブフ
レームの先頭からいくつかのＯＦＤＭシンボルで送信され、移動局装置に対して基地局装
置のスケジューリングに従った無線リソース割当て情報や、送信電力の増減の調整量を指
示する目的で使用される。移動局装置は、下りリンクデータや下りリンク制御データであ
るレイヤ３メッセージ（ページング、ハンドオーバーコマンドなど）を送受信する前に下
りリンク制御チャネルを受信し、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンク
グラントと呼ばれる無線リソース割当て情報を取得する必要がある。
【００４２】
　下りリンクデータチャネル（PDSCH; Physical Downlink Shared Channel）は、下りリ
ンクデータの他、下りリンク制御データであるレイヤ３メッセージとしてページングや報
知情報を通知するためにも使用される。下りリンクデータチャネルの無線リソース割当て
情報は、下りリンク制御チャネルで示される。
【００４３】
　上りリンクデータチャネル（PUSCH; Physical Uplink Shared Channel）は、主に上り
リンクデータと上りリンク制御データを送信し、下りリンクの受信品質やＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋなどの制御データを含めることも可能である。また、下りリンクと同様に上りリンクデ
ータチャネルの無線リソース割当て情報は、下りリンク制御チャネルで示される。
【００４４】
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　ランダムアクセスチャネル（PRACH; Physical Random Access Channel）は、プリアン
ブル系列を通知するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを持つ。ランダムア
クセスチャネルは、上りリンク送信タイミングが基地局装置と同期していない非同期状態
の移動局装置の基地局装置へのアクセス手順として用いられ、無線リソース要求や上りリ
ンク送信タイミングの調整に用いられる。なお、それ以外の物理チャネルは、本発明の各
実施形態に関わらないため詳細な説明は省略する。
【００４５】
　（２）干渉調整方法
　干渉調整方法として２つの方法がある。１つ目は、（ａ１）システム帯域幅をスケジュ
ーリングの最小単位であるリソースブロックの周波数帯域幅に分割し、（ａ２）リソース
ブロックの周波数帯域幅毎に基地局装置が受ける干渉量を測定し、（ａ３）測定結果から
システム周波数帯域全体の干渉量をリソースブロックの周波数帯域幅毎に示す表（干渉テ
ーブル）を生成し、（ａ４）作成した表を周辺の基地局装置に送信する、という方法であ
る。
【００４６】
　１つ目の干渉調整方法は、すでに干渉の影響を受けている基地局装置が、周辺の基地局
装置に対してその影響を軽減してもらう目的で使用される。
【００４７】
　２つ目の干渉調整方法は、（ｂ１）システム帯域幅をスケジューリングの最小単位であ
るリソースブロックの周波数帯域幅に分割し、（ｂ２）セルエッジの移動局装置がスケジ
ューリングされたリソースブロックに対応するリソースブロックの周波数帯域幅毎に識別
ビットを設定した表（干渉テーブル）を生成し、（ｂ３）作成した表を干渉調整が必要な
周辺の基地局装置に送信する、という方法である。
【００４８】
　２つ目の干渉調整方法は、干渉が発生することを事前に予測した基地局装置が、周辺の
基地局装置に対してその影響を回避してもらう目的で使用される。
【００４９】
　以上の事項を考慮しつつ、以下、図面を参照しつつ本発明の好適な実施形態について詳
細に説明する。なお、ホーム基地局装置は、緊急呼あるいは事前に登録されたユーザー（
移動局装置）以外のアクセスを制限することも可能である。登録されたユーザー以外のア
クセスを制限するホーム基地局装置のホームセルはＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒ
ｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ）セルと称される。
【００５０】
　＜第１の実施形態＞
　本発明の第１の実施形態について以下に説明する。本実施形態は、基地局装置がホーム
基地局装置に対して干渉を及ぼす可能性のある移動局装置を検出した場合に、当該移動局
装置に対してホーム基地局装置の特定に必要な追加情報を要求する方法に関する。
【００５１】
　図１は、本発明の実施形態に係る通信システムの構成の一例を示す図である。図１にお
いて、基地局装置Ａのマクロセル内にホーム基地局装置Ａとホーム基地局装置Ｂが配置さ
れ、基地局装置Ｂのマクロセル内にホーム基地局装置Ｃが配置されている。基地局装置と
ホーム基地局装置は、移動局装置の移動管理を行なう上位の制御局装置（ＥＵＴＲＡ、Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ　ＥＴＵＲＡではＭＭＥ（Mobility Management Entity））と接続されて
いる。また、制御局装置とホーム基地局装置との間に通信経路の効率化を目的として、制
御メッセージの送信先を適切に判断して通信経路の最適化を行なうゲートウェイ装置を備
えることも可能である（図１の例ではホーム基地局装置Ａとホーム基地局装置Ｂがゲート
ウェイ装置に接続されていることを示す）。
【００５２】
　さらに基地局装置は、他の基地局装置とネットワーク回線を経由して制御メッセージを
やり取りするためのインターフェース（３ＧＰＰではＸ２インターフェースと称される）
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を持つ（図１の例では、基地局装置Ａと基地局装置Ｂが接続されている）。一方、ホーム
基地局装置は、制御局装置またはゲートウェイ装置を経由して他のホーム基地局装置また
は基地局装置と制御メッセージをやり取りする。なお、基地局装置はリレー局装置であっ
ても良い。
【００５３】
　図２は、本発明の実施形態に係る移動局装置１００の一例を示すブロック図である。本
移動局装置１００は、受信部１０１、復調部１０２、復号部１０３、信号処理部１０４、
測定処理部１０５、制御部１０５、符号部１０７、変調部１０８、送信部１０９、上位レ
イヤ１１０から構成される。受信に先立ち、上位レイヤ１１０より制御部１０６へ移動局
装置制御情報が入力され、受信に関する移動局装置制御情報が受信制御情報として、受信
部１０１、復調部１０２、復号部１０３、信号処理部１０４へ適切に入力される。受信制
御情報は、受信スケジュール情報として、復調情報、復号化情報、受信周波数帯域の情報
、各チャネルに関する受信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報などの情報が含
まれている。
【００５４】
　受信信号は、受信部１０１において受信される。受信部１０１は、受信制御情報で通知
された周波数帯域で信号を受信する。受信信号は復調部１０２へと入力される。復調部１
０２は、受信信号を復調して復号部１０３へと受信信号を入力する。復号部１０３は、受
信制御情報に基づき受信信号を正しく復号する。復号部１０３は、復号した受信信号を信
号処理部１０４へ入力する。信号処理部１０４は受信信号を下りリンクトラフィックデー
タと下りリンク制御データに適切に分離し、それぞれ上位レイヤ１１０へ入力する。また
、復号部１０３は測定に関する復号した受信信号を測定処理部１０５へ入力する。測定処
理部１０５は、セル毎の下りリンクリファレンスシグナルの受信品質の測定処理や、下り
リンク制御チャネルまたは下りリンクデータチャネルの受信誤り率の測定処理を行ない、
測定した受信品質をサンプル毎に平均化（フィルタリング）した下りリンク測定情報を生
成し、下りリンク測定情報を上位レイヤ１１０へ出力する。
【００５５】
　また、送信に先立ち、上位レイヤ１１０より制御部１０６へ移動局装置制御情報が入力
され、送信に関する移動局装置制御情報が送信制御情報として、符号部１０７、変調部１
０８、送信部１０９へ適切に入力される。送信制御情報は、送信信号の上りリンクスケジ
ューリング情報として、符号化情報、変調情報、送信周波数帯域の情報、各チャネルに関
する送信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報などの情報が含まれている。符号
部１０７には、上位レイヤ１１０より上りリンクトラフィックデータと上りリンク制御デ
ータとが入力される。符号部１０７は送信制御情報に従い、各データを適切に符号化し、
変調部１０８に出力する。変調部１０８は、符号部１０７からの入力を変調する。
【００５６】
　送信部１０９は、変調部１０８の出力を周波数領域にマッピングすると共に、周波数領
域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行なうと
共に送信する。上りリンク制御データが配置される上りリンクデータチャネルは、典型的
にはレイヤ３メッセージ（無線リソース制御メッセージ；RRCメッセージ）を構成する。
図２において、その他の移動局装置１００の構成要素は本実施形態に関係ないため省略し
てある。
【００５７】
　図３は、本発明の実施形態による基地局装置２００の一例を示すブロック図である。本
基地局装置２００は、受信部２０１、復調部２０２、復号部２０３、信号処理部２０４、
測定処理部２０５、制御部２０６、符号部２０７、変調部２０８、送信部２０９、上位レ
イヤ２１０、ネットワーク信号処理部２１１、周辺情報管理部２１２から構成される。
【００５８】
　上位レイヤ２１０は、下りリンクトラフィックデータと下りリンク制御データを符号部
２０７へ入力する。符号部２０７は、入力された各データを符号化し、変調部２０８へ入
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力する。変調部２０８は、符号化した信号の変調を行なう。また、変調部２０８において
、変調された信号に対して下りリンクリファレンスシグナルが多重され、周波数領域にマ
ッピングされる。送信部２０９は、変調部２０８から出力された周波数領域の信号を時間
領域の信号へ変換し、変換した信号を既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行なうと
共に送信する。下りリンク制御データが配置される下りリンクデータチャネルは、典型的
にはレイヤ３メッセージ（RRCメッセージ）を構成する。
【００５９】
　また、受信部２０１は、移動局装置１００からの受信信号をベースバンドのディジタル
信号に変換する。ディジタル信号は、復調部２０２へ入力されて復調される。復調部２０
２で復調された信号は続いて復号部２０３へ入力されて復号され、信号処理部２０４へ入
力される。信号処理部２０４は、受信信号を上りリンクトラフィックデータと上りリンク
制御データに適切に分離し、それぞれ上位レイヤ２１０へ入力する。また、復号部２０３
は測定に関する復号した受信信号を測定処理部２０５へ入力する。
【００６０】
　また、測定処理部２０５は、移動局装置１００が送信した上りリンクデータチャネルや
上りリンク制御チャネルの受信誤り率の測定、更に移動局装置１００毎の上りリンクの受
信品質やリソースブロック単位での周波数帯域の干渉を測定することで上りリンク測定情
報を生成し、上りリンク測定情報を上位レイヤ２１０へ出力する。これら各ブロックの制
御に必要な基地局装置制御情報は、上位レイヤ２１０より制御部２０６へ入力され、制御
部２０６より送信に関連する基地局装置制御情報は送信制御情報として、符号部２０７、
変調部２０８、送信部２０９の各ブロックに、受信に関連する基地局装置制御情報は受信
制御情報として、受信部２０１、復調部２０２、復号部２０３、信号処理部２０４の各ブ
ロックに適切に入力される。
【００６１】
　一方、ネットワーク信号処理部２１１は、基地局装置２００間あるいは制御局装置（ま
たはゲートウェイ装置）と基地局装置２００との間の制御メッセージの送信または受信を
行なう。制御メッセージはネットワーク回線を経由して送受信される。周辺情報管理部２
１２は、送信先または送信元の基地局装置（または制御局装置、ゲートウェイ装置）を特
定するためのネットワーク情報を管理する。ネットワーク情報は、例えばトラッキングエ
リア識別子（TAI）、セルグローバル識別子（CGI）、セル識別子（PCI）、ネットワーク
カラーコード、インターネットプロトコルアドレス（ＩＰアドレス）などの各装置のネッ
トワーク上でのアドレスを特定可能な情報から構成される。周辺情報管理部２１２は、必
要に応じてネットワーク信号処理部２１１にネットワーク情報を提供する。ネットワーク
信号処理部２１１と周辺情報管理部２１２は上位レイヤが管理する。図３において、その
他の基地局装置２００の構成要素は本実施形態に関係ないため省略してある。
【００６２】
　図４は、本発明の第１の実施形態の干渉調整方法について示したフローチャートの一例
である。図中の移動局装置は、図２の移動局装置１００と同じ構成でよい。また、図中の
基地局装置Ａと、ホーム基地局装置Ａまたはホーム基地局装置Ｂとは、送信電力や周波数
帯域幅、保持する制御情報などに違いがありえるが、図３の基地局装置２００と同じ構成
でよい。
【００６３】
　移動局装置は基地局装置Ａと通信中である。また、基地局装置Ａのマクロセル内には、
ホーム基地局装置Ａとホーム基地局装置Ｂが配置されている。また、基地局装置Ａは、制
御局装置またはゲートウェイ装置を経由してホーム基地局装置Ａ及びホーム基地局装置Ｂ
と接続されている。図４において、基地局装置Ａは移動局装置に対して周辺セルの測定に
必要な測定設定（measurement configuration）を通知済みであり、移動局装置は周辺セ
ルの測定を行っている状態から開始する。測定設定は、ＲＲＣメッセージに含まれて送信
される。
【００６４】
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　基地局装置Ａとホーム基地局装置Ａ、ホーム基地局装置Ｂは同じ周波数帯域で運用され
ている。ホーム基地局装置Ａのホームセルにはセル識別子としてＰＣＩ＃１、セルグロー
バル識別子としてＣＧＩ＃Ａが割り当てられており、ホーム基地局装置Ｂのホームセルに
はセル識別子としてＰＣＩ＃１、セルグローバル識別子としてＣＧＩ＃Ｂが割り当てられ
ている。移動局装置はホーム基地局装置Ａを測定可能であるが、ホーム基地局装置Ｂは測
定できないとする。
【００６５】
　このとき、移動局装置は、周期的または基地局装置Ａの設定に基づきイベント的に、周
辺セルの受信品質の測定結果を含むＲＲＣメッセージ（測定報告１）を基地局装置Ａへ送
信する（ステップＳ１０）。測定報告１には、測定した周辺セルとしてホーム基地局装置
Ａのセル識別子であるＰＣＩ＃１と、その測定結果が少なくとも含まれている。また、移
動局装置は、ホーム基地局装置ＡのホームセルがＣＳＧセルであって、かつ当該移動局装
置のアクセスを許可していることが特定できた場合、当該セルが自局のＣＳＧセルである
ことを示すＣＳＧ識別情報（ＣＳＧ識別子など）を設定して測定報告１を送信する。
【００６６】
　移動局装置から測定報告１を受信した基地局装置Ａは、ステップＳ１１で干渉調整の必
要性の判定と、干渉調整が必要な場合に、干渉調整のための制御メッセージの送信先を設
定するための追加情報が必要か否かを判定する追加情報要求判定の処理を行なう。基地局
装置Ａは、追加情報要求判定において追加情報が必要であると判定した場合、追加情報要
求メッセージを移動局装置に送信する（ステップＳ１２）。追加情報要求メッセージには
、追加情報を必要とするセルのセル識別子（図４ではＰＣＩ＃１）が少なくとも含まれる
。
【００６７】
　追加情報要求メッセージを受信した移動局装置は、ホーム基地局装置Ａから必要な追加
情報を取得する（ステップＳ１３）。ここで、移動局装置が取得して報告する追加情報と
して、（ａ）ホーム基地局装置Ａのセルグローバル識別子（ＣＧＩ＃Ａ）、（ｂ）ホーム
基地局装置Ａのトラッキングエリア識別子（ＴＡＩ）、（ｃ）ある受信品質以上の複数の
周辺セルのセル識別子、が考えられる。
【００６８】
　（ａ）の情報は、ホーム基地局装置Ａの報知情報から取得され、同じセル識別子が割り
当てられているセルを識別する場合に好適である。（ｂ）の情報は、ホーム基地局装置Ａ
の報知情報から取得され、ホームセルがそれぞれ違うＴＡＩを持つ場合に好適である。移
動局装置は、（ａ）と（ｂ）の情報をセットにしても良い。（ａ）と（ｂ）の情報は、取
得のために受信中断時間（ギャップ）が必要な場合がある。移動局装置は、ギャップが必
要な場合、追加情報の取得のために基地局装置Ａとの通信を一時的に中断し、ギャップの
区間において追加情報の取得を試みる。移動局装置は、基地局装置Ａから追加情報要求メ
ッセージを受信した後に移動局装置が自律的にギャップを生成し、測定を開始する。（ｃ
）の情報はギャップの生成を必要としない。
【００６９】
　移動局装置は、ホーム基地局装置Ａから追加情報を取得した後に再度測定結果を含むＲ
ＲＣメッセージ（測定報告２）を基地局装置Ａへ送信する（ステップＳ１４）。測定報告
２には、ホーム基地局装置Ａのセル識別情報（ＰＣＩ＃１）に加え、取得したホーム基地
局装置Ａの追加情報が含まれている。また、移動局装置は、ホーム基地局装置Ａのホーム
セルがＣＳＧセルであって、かつ当該移動局装置のアクセスを許可していることが受信し
た追加情報から特定できた場合、当該セルが自局のＣＳＧセルであることを示す識別情報
（ＣＳＧ識別情報）を測定報告２に含める。
【００７０】
　移動局装置から測定報告２を受信した基地局装置Ａは、制御対象基地局装置判定を行い
、干渉調整を行なうホーム基地局装置を判定する（ステップＳ１５）。制御対象基地局装
置判定の方法は、測定報告２で報告された追加情報に基づいて行なわれる。図４の場合、
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基地局装置Ａは測定報告２に基づきホーム基地局装置Ａを制御対象のホーム基地局装置と
して特定する。そして、基地局装置Ａは、干渉調整の対象がホーム基地局装置Ａであるこ
とを示すために干渉調整のための制御メッセージ（干渉情報）にホーム基地局装置Ａのセ
ルグローバル識別子（ＣＧＩ＃Ａ）を含めて生成し、制御局装置またはゲートウェイ装置
に対して送信する（ステップＳ１６）。なお、ＣＳＧ識別情報によって、ホーム基地局装
置Ａが移動局装置のアクセスを許可している場合、ハンドオーバーすれば良いため干渉調
整は不要である。
【００７１】
　基地局装置Ａは、ホーム基地局装置Ａの周辺に少なくとも一つ以上の移動局装置が位置
しており、当該移動局装置からの上りリンク送信信号がホーム基地局装置Ａに干渉を与え
る周波数帯域を示す情報を干渉情報に設定する。すなわち、基地局装置Ａは、干渉情報と
して、ホーム基地局装置Ａの近辺に位置する移動局装置に対して割り当て済みの上りリン
クのリソースブロックを示す識別ビットを設定した干渉テーブルを生成する。基地局装置
Ａは、当該干渉テーブルと、少なくともホーム基地局装置Ａのセルグローバル識別子（Ｃ
ＧＩ＃Ａ）を含む制御メッセージ（干渉情報）を生成する。基地局装置Ａは、ネットワー
ク経路の最適化のため、制御メッセージ（干渉情報）に基地局装置Ａのセルグローバル識
別子、トラッキングエリア識別子を含めても良い。
【００７２】
　制御局装置またはゲートウェイ装置は、受信した干渉情報を送信先のホーム基地局装置
Ａに転送する（ステップＳ１７）。干渉情報を受信したホーム基地局装置Ａは、干渉情報
に基づき適切に干渉調整を行なう（ステップＳ１８）。なお、基地局装置Ａは、制御局装
置やゲートウェイ装置を介さずに直接ホーム基地局装置Ａへ干渉情報を送信可能な構成で
あっても良い。本干渉情報を受信したホーム基地局装置Ａは、典型的には、干渉情報に含
まれている干渉テーブルで示された割り当て済みの上りリンクのリソースブロックを避け
たスケジューリングを行なうことで干渉調整を実現する。
【００７３】
　なお、移動局装置が追加情報の取得のためにギャップの生成が必要な場合であって、あ
る一定時間中に追加情報をホーム基地局装置Ａから受信できなかったときは、追加情報の
受信が失敗したことを基地局装置Ａに通知する。受信が失敗したか否かの判定は、移動局
装置が追加情報要求メッセージを受信してから所定の時間が経過したときに失敗と判定す
る。この所定の時間は、追加情報要求メッセージで移動局装置毎に指定されても良い。
【００７４】
　図４のステップＳ１１における基地局装置Ａの追加情報要求判定の詳細について、図５
を用いて説明する。
【００７５】
　基地局装置Ａは、移動局装置からＲＲＣメッセージである測定報告１を受信する（ステ
ップＳ２０）。そして、報告された周辺セルにホームセルが含まれていた場合、移動局装
置がアクセス可能であることを示すＣＳＧ識別情報が設定されているかを確認する（ステ
ップＳ２１）。ＣＳＧ識別情報が設定されている場合（ステップＳ２１でＹｅｓ）、基地
局装置Ａは干渉調整が不要であると判定し（ステップＳ２７）、処理を終了する。
【００７６】
　ＣＳＧ識別情報が設定されていない場合（ステップＳ２１でＮｏ）、当該ホームセルの
受信品質と干渉調整が必要となる基準を示す閾値とを比較する（ステップＳ２２）。比較
した結果、ホームセルの受信品質が閾値以上であった場合（ステップＳ２２でＹｅｓ）、
基地局装置Ａは干渉調整が必要であると判定する（ステップＳ２３）。一方、閾値未満で
あった場合（ステップＳ２２でＮｏ）、基地局装置Ａは干渉調整が不要であると判定し（
ステップＳ２７）、処理を終了する。
【００７７】
　干渉調整が必要な場合、基地局装置Ａは、続いてホームセルが特定可能か否かの判定を
行なう（ステップＳ２４）。ホームセルが特定可能な場合（ステップＳ２４でＹｅｓ）、
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基地局装置Ａは追加情報が不要と判定し（ステップＳ２５）、処理を終了する。マクロセ
ル内に同じセル識別子が割り当てられたホームセルが複数存在しているなどの理由でホー
ムセルが特定不可能な場合（ステップＳ２４でＮｏ）、基地局装置Ａは追加情報が必要で
あると判定し（ステップＳ２６）、処理を終了する。
【００７８】
　このように、第１の実施形態では、干渉調整として基地局装置２００はホーム基地局装
置に対して今後与える干渉を通知するために、移動局装置１００に対して移動局装置１０
０の近辺に配置されているホーム基地局装置を特定するために追加情報を要求する。移動
局装置１００は、ホーム基地局装置を特定するために追加情報を取得し、基地局装置２０
０に送信する。基地局装置２００は、受信した追加情報に基づき干渉調整に関する干渉情
報を生成することが出来る。本制御を用いることにより、同じセル識別子を持つセルが複
数の存在する場合であっても、基地局装置２００は適切な干渉調整を行なうことが可能と
なる。
【００７９】
　以上のように、基地局装置２００は、ホーム基地局装置が今後受ける干渉に対して干渉
調整を行なうために必要となる追加情報を移動局装置１００に要求し、移動局装置１００
が取得した追加情報を用いることで、干渉を受ける他の基地局装置２００（ホーム基地局
装置）に対して適切に干渉調整を実施することができる。このように、基地局装置２００
が適切な干渉調整を行なうことによって、干渉を原因とする移動局装置１００の上りリン
ク送信信号の品質劣化を抑制することが出来る。また、移動局装置１００のスループット
が向上し、再送回数が減少するために消費電力が削減される。
【００８０】
　＜第２の実施形態＞
　本発明の第２の実施形態について以下に説明する。本実施形態は、ホーム基地局装置か
ら干渉調整の要求を受けた基地局装置が、当該ホーム基地局装置の近辺に位置する移動局
装置の特定に必要な追加情報を移動局装置に要求する方法に関する。本実施形態に係る通
信システムの構成は図１と同じで良い。
【００８１】
　図６は、本発明の第２の実施形態の干渉調整方法について示したフローチャートの一例
である。図中の移動局装置は、図２の移動局装置１００と同じ構成でよい。また、図中の
基地局装置Ａと、ホーム基地局装置Ａまたはホーム基地局装置Ｂとは、送信電力や周波数
帯域幅、保持する制御情報などに違いがありえるが、図３の基地局装置２００と同じ構成
でよい。
【００８２】
　移動局装置は基地局装置Ａと通信中である。また、基地局装置Ａのマクロセル内には、
ホーム基地局装置Ａとホーム基地局装置Ｂが配置されている。また、基地局装置Ａは、制
御局装置またはゲートウェイ装置を経由してホーム基地局装置Ａ及びホーム基地局装置Ｂ
と接続されている。図４において、基地局装置Ａは移動局装置に対して周辺セルの測定に
必要な測定設定（measurement configuration）を通知済みであり、移動局装置は周辺セ
ルの測定を行っている状態から開始する。測定設定は、ＲＲＣメッセージに含まれて送信
される。
【００８３】
　基地局装置Ａとホーム基地局装置Ａ、ホーム基地局装置Ｂは同じ周波数帯域で運用され
ている。ホーム基地局装置Ａのホームセルにはセル識別子としてＰＣＩ＃１、セルグロー
バル識別子としてＣＧＩ＃Ａが割り当てられており、ホーム基地局装置Ｂのホームセルに
はセル識別子としてＰＣＩ＃１、セルグローバル識別子としてＣＧＩ＃Ｂが割り当てられ
ている。移動局装置はホーム基地局装置Ａを測定可能であるが、ホーム基地局装置Ｂは測
定できないとする。
【００８４】
　このとき、ホーム基地局装置Ａが周辺セルから受ける干渉（自局の移動局装置以外から
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受ける干渉）が一定値以上であることを検出し、周辺の基地局装置Ａに対して干渉調整が
必要であることと通知すると判定した場合、制御メッセージである干渉情報を生成し、制
御局装置またはゲートウェイ装置に対して送信する（ステップＳ３０）。
【００８５】
　ホーム基地局装置Ａは、干渉情報として当該ホーム基地局装置Ａが受ける上りリンクの
干渉量をリソースブロック毎に測定した情報を設定する。すなわち、ホーム基地局装置Ａ
は、上りリンクのリソースブロック毎に測定した干渉量の相対的な大きさを示す値を設定
した干渉テーブルを生成する。ホーム基地局装置Ａは、当該干渉テーブルと、少なくとも
ホーム基地局装置Ａのセルグローバル識別子（ＣＧＩ＃Ａ）を含む制御メッセージ（干渉
情報）を生成する。ホーム基地局装置Ａは、ネットワーク経路の最適化のため、制御メッ
セージ（干渉情報）に基地局装置Ａのセルグローバル識別子、トラッキングエリア識別子
を含めても良い。
【００８６】
　制御局装置またはゲートウェイ装置は、受信した干渉情報を送信先の基地局装置Ａに転
送する（ステップＳ３１）。なお、ホーム基地局装置Ａは、制御局装置やゲートウェイ装
置を介さずに直接基地局装置Ａへ干渉情報を送信可能な構成であっても良い。
【００８７】
　ホーム基地局装置Ａから干渉情報を受信した基地局装置Ａは、ステップＳ３２で、干渉
調整のために制御する移動局装置を特定するための追加情報が必要か否かを判定すると共
に、追加情報が必要な場合に、追加の情報を要求する移動局装置を抽出する追加情報要求
判定の処理を行なう。基地局装置Ａは、追加情報要求判定において追加情報が必要である
と判定した場合、ステップＳ３３で追加情報要求メッセージを一つ以上の移動局装置に送
信する。追加情報要求メッセージには、追加情報を必要とするセルのセル識別子（図６で
はＰＣＩ＃１）が少なくとも含まれる。
【００８８】
　追加情報要求メッセージを受信した移動局装置は、ホーム基地局装置Ａから必要な追加
情報を取得する（ステップＳ３４）。ここで、移動局装置が取得して報告する追加情報は
第１の実施形態で説明したものと同じ情報を用いる。
【００８９】
　移動局装置は、ホーム基地局装置Ａから追加情報を取得した後に測定結果を含むＲＲＣ
メッセージ（測定報告）を基地局装置Ａへ送信する（ステップＳ３５）。測定報告には、
ホーム基地局装置Ａのセル識別情報（ＰＣＩ＃１）に加え、取得したホーム基地局装置Ａ
の追加情報が少なくとも含まれている。移動局装置から測定報告を受信した基地局装置Ａ
は、測定報告で報告された追加情報に基づいて干渉調整が必要な移動局装置を特定し、特
定した当該移動局装置に対して干渉調整を行なう（ステップＳ３６）。
【００９０】
　基地局装置Ａが行なう干渉調整は、典型的には、ステップＳ３１で受信した干渉情報に
含まれている干渉テーブルで示された上りリンクのリソースブロック毎の干渉量を参照し
、干渉量が多いリソースブロックを避けたスケジューリングを行なう、または、干渉量が
多いリソースブロックにおける送信電力を下げるようにスケジューリングを行ない、干渉
を低減させる。
【００９１】
　なお、移動局装置が追加情報の取得のためにギャップの生成が必要な場合であって、あ
る一定時間中に追加情報をホーム基地局装置Ａから受信できなかったときは、追加情報の
受信が失敗したことを基地局装置Ａに通知する。受信が失敗したか否かの判定は、移動局
装置が追加情報要求メッセージを受信してから所定の時間が経過したときに失敗と判定す
る。この所定の時間は、追加情報要求メッセージで移動局装置毎に指定されても良い。
【００９２】
　図６のステップＳ３２における基地局装置Ａの追加情報要求判定の詳細について、図７
を用いて説明する。
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【００９３】
　基地局装置Ａは、ホーム基地局装置Ａから制御メッセージとして干渉情報を受信する（
ステップＳ４０）。そして、干渉情報に含まれるセルグローバル識別子から、ホーム基地
局装置Ａのホームセルのセル識別子を特定し、自身のマクロセル内に同一のセル識別子の
ホームセルが他に配置されているか否かを判定する（ステップＳ４１）。同一のセル識別
子のホームセルが存在しない場合、基地局装置Ａは追加情報が不要であると判定し（ステ
ップＳ４１でＮｏ）、処理を終了する。同じセル識別子のホームセルが存在した場合（ス
テップＳ４１でＹｅｓ）、基地局装置Ａは追加情報が必要であると判定する（ステップＳ
４３）。そして、追加情報の要求を行なう移動局装置を抽出し（ステップＳ４４）、処理
を終了する。
【００９４】
　ステップＳ４４において、基地局装置Ａは、移動局装置から報告された測定報告に含ま
れるホームセル（ＰＣＩ＃１）の受信品質が、ある値以上である移動局装置に対して追加
情報が必要であると判定する。つまり、基地局装置Ａは、ステップＳ４４でホーム基地局
装置Ａの近辺に位置している可能性のある移動局装置を抽出している（実際にはホーム基
地局装置Ｂの近辺に位置している場合もある）。
【００９５】
　このように、第２の実施形態では、基地局装置２００はホーム基地局装置からの干渉調
整の通知に従い、当該ホーム基地局装置の近辺に配置されている移動局装置１００を特定
するために、移動局装置１００に対して追加情報を要求する。移動局装置１００は、どの
ホーム基地局装置の近辺に位置しているかを特定するための追加情報を取得し、基地局装
置２００に送信する。基地局装置２００は、受信した追加情報に基づき干渉調整を実施す
ることが出来る。本制御を用いることにより、同じセル識別子を持つセルが複数の存在す
る場合であっても、基地局装置２００は適切な干渉調整を行なうことが可能となる。
【００９６】
　以上のように、基地局装置２００は、ホーム基地局装置が受けている干渉に対して干渉
調整を行なうために必要となる追加情報を移動局装置１００に要求し、移動局装置１００
が取得した追加情報を用いることで、干渉を受ける他の基地局装置２００（ホーム基地局
装置）に対して適切に干渉調整を実施することができる。このように、基地局装置２００
が適切な干渉調整を行なうことによって、干渉を原因とする移動局装置１００の上りリン
ク送信信号の品質劣化を抑制することが出来る。また、移動局装置１００のスループット
が向上し、再送回数が減少するために消費電力が削減される。
【００９７】
　＜第３の実施形態＞
　本発明の第３の実施形態について以下に説明する。本実施形態は、ホーム基地局装置を
自局のマクロセルに内包する基地局装置が、当該ホーム基地局装置の近辺に位置する移動
局装置の特定に必要な追加情報を受信するための条件を予め設定し、条件を満たした移動
局装置が自律的に追加情報をホーム基地局から受信し、受信した追加情報を基地局装置へ
報告する方法に関する。本実施形態に係る通信システムの構成は図１と同じで良い。
【００９８】
　図８は、本発明の第３の実施形態の干渉調整方法について示したフローチャートの一例
である。図中の移動局装置は、図２の移動局装置１００と同じ構成でよい。また、図中の
基地局装置Ａと、ホーム基地局装置Ａまたはホーム基地局装置Ｂとは、送信電力や周波数
帯域幅、保持する制御情報などに違いがありえるが、図３の基地局装置２００と同じ構成
でよい。
【００９９】
　移動局装置は基地局装置Ａと通信中である。また、基地局装置Ａのマクロセル内には、
ホーム基地局装置Ａとホーム基地局装置Ｂが配置されている。また、基地局装置Ａは、図
４と同様に、制御局装置またはゲートウェイ装置（図示せず）を経由してホーム基地局装
置Ａ及びホーム基地局装置Ｂと接続されている。
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【０１００】
　基地局装置Ａは、ＲＲＣメッセージを用いて追加情報受信条件を移動局装置に送信する
。追加情報受信条件は、報知情報または移動局装置毎の測定設定に含まれるのが好適であ
る。基地局装置Ａは、追加情報受信条件として少なくとも追加情報が必要なホームセルの
セル識別子（図８ではＰＣＩ＃１）を含めて送信する（ステップＳ５０）。また、基地局
装置Ａは必要に応じて、（１）複数のセル識別子、（２）追加情報の受信開始を示す閾値
、を含めることも可能である。
【０１０１】
　移動局装置は、基地局装置Ａから追加情報受信条件を受信した後、ホームセルから必要
な追加情報を受信するか否かを判定する追加情報取得判定を行なう（ステップＳ５１）。
そして、追加情報が必要だと判定された場合、移動局装置はホーム基地局装置Ａから必要
な追加情報を受信する（ステップＳ５２）。ここで、移動局装置が取得して報告する追加
情報は第１の実施形態で説明したものと同じ情報を用いる。移動局装置は、ホーム基地局
装置Ａから追加情報を取得した後に測定結果を含むＲＲＣメッセージ（測定報告）を基地
局装置Ａへ送信する（ステップＳ５３）。
【０１０２】
　測定報告には、ホーム基地局装置Ａのセル識別情報（ＰＣＩ＃１）に加え、取得したホ
ーム基地局装置Ａの追加情報が少なくとも含まれている。移動局装置から測定報告を受信
した基地局装置Ａは、測定報告で報告された追加情報に基づいて干渉調整が必要な移動局
装置を特定し、特定した当該移動局装置に対して干渉調整を行なう。
【０１０３】
　図８のステップＳ５１における移動局装置の追加情報取得判定の詳細について、図９を
用いて説明する。
【０１０４】
　移動局装置は、基地局装置Ａから追加情報受信条件を受信した場合、予め追加情報の受
信を開始するための条件を設定し、当該条件が満たされたか否かの判定を、周辺セルの測
定結果に基づいて行なう（ステップＳ６０）。条件を満たしていない場合、移動局装置は
、追加情報が不要と判定し（ステップＳ６１）、処理を終了する。一方、条件を満たした
場合、移動局装置は、追加情報が必要であると判定し、追加情報を当該ホームセルより受
信し（ステップＳ６２）、処理を終了する。
【０１０５】
　以下に、ステップＳ６０において移動局装置が当該条件を満たした否かの判定例を基地
局装置Ａから設定される条件毎に示す。例えば、移動局装置は、追加情報が必要なホーム
セルのセル識別子（ＰＣＩ＃１）のみが通知された場合であって、当該ホームセルのセル
識別子（ＰＣＩ＃１）を検出した場合、必要な追加情報をＰＣＩ＃１のホームセルから受
信すると判定する。また、追加情報の受信開始を示す閾値が含まれていた場合、移動局装
置は、ＰＣＩ＃１のホームセルの受信品質が閾値を上回った場合（すなわち、当該ホーム
セルに接近した場合）に必要な追加情報を当該ホームセルから受信すると判定する。
【０１０６】
　また、追加情報が必要なホームセルのセル識別子（ＰＣＩ＃１）以外の複数のセル識別
子が含まれていた場合、移動局装置は、当該ホームセルのセル識別子（ＰＣＩ＃１）と通
知された複数のセル識別子のホームセルとが全て検出された場合、必要な追加情報をＰＣ
Ｉ＃１のホームセルから受信すると判定する。
【０１０７】
　このように、基地局装置Ａは、ホームセルのセル半径が比較的小さいためにホームセル
の近辺で測定可能な周辺セルのセル識別子が頻繁には変わらないことを利用し、複数のセ
ル識別子を含めることで移動局装置の近くにあるホーム基地局装置の検出精度を高めるこ
とが出来る。
【０１０８】
　また、追加情報が必要なホームセルのセル識別子（ＰＣＩ＃１）以外の複数のセル識別



(19) JP 2011-77964 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

子と閾値の両方が含まれていた場合、移動局装置は、当該ホームセルのセル識別子（ＰＣ
Ｉ＃１）と通知された複数のセル識別子のホームセルの受信品質が全て閾値を上回った場
合、必要な追加情報をＰＣＩ＃１のホームセルから受信すると判定する。なお、追加情報
が必要なホームセルのセル識別子は、一つではなく複数同時に指定されても良く、また、
ホームセルのセル識別子の範囲（例えば、ＰＣＩ＃ｎ～ＰＣＩ＃ｍ）を指定するものであ
っても良い。
【０１０９】
　このように、第３の実施形態では、移動局装置１００は、基地局装置２００に対して測
定報告を２度にわたって（図４における測定報告１（ステップＳ１０）、測定報告２（ス
テップＳ１４））送信する必要は無く、基地局装置２００より事前に受信した追加情報が
必要であることを示す条件を満たした場合に、当該追加情報を自律的に取得し、１度の測
定報告に追加情報を含めて基地局装置２００に送信する。基地局装置２００は、受信した
追加情報に基づき干渉調整を実施することが出来る。本制御を用いることにより、基地局
装置２００から移動局装置１００へのシグナリングを削減することが可能となる。
【０１１０】
　以上のように、基地局装置２００は、ホーム基地局装置に対して干渉調整を行なうため
に必要な追加情報を、移動局装置１００が自律的に受信して報告するための条件を事前に
送信する。このように、基地局装置２００は、事前に移動局装置１００に対して追加情報
が必要となる条件を送信するため、基地局装置２００と移動局装置１００との間のシグナ
リングを削減することが可能となり、また、干渉調整を開始するまでの処理時間を短縮す
ることが出来る。また、ギャップの生成を必要としないため、ギャップの区間において通
信が中断されず通信品質が向上する。
【０１１１】
　＜第４の実施形態＞
　本発明の第４の実施形態について以下に説明する。本実施形態は、ホーム基地局装置に
対する干渉調整が、実際にはホーム基地局装置がホーム移動局装置と通信通である場合に
のみ有効であることを考慮し、ホーム基地局装置が通信中（アクティブ状態）であるか、
非通信中状態（アイドル状態）であるかを基地局装置に通知する方法に関する。本実施形
態に係る通信システムの構成は図１と同じで良い。
【０１１２】
　本実施形態のホーム基地局装置は、自局の状態情報（アクティブ状態、アイドル状態）
を管理する。ホーム基地局装置は、ホーム移動局装置との通信を開始した場合（または任
意の移動局装置と緊急呼通信を開始した場合）に、周辺の基地局装置に対して自局がアク
ティブ状態となったことを基地局装置間の制御メッセージを用いて通知する。一方、終話
またはハンドオーバーなどにより、移動局装置とホーム移動局装置との通信が終了した場
合、周辺の基地局装置に対して自局がアイドル状態となったことを基地局装置間の制御メ
ッセージを用いて通知する。
【０１１３】
　なお、ホーム基地局装置は、基地局装置の代わりに制御局装置またはゲートウェイ装置
に対して自局の状態情報を通知し、制御局装置またはゲートウェイ装置が複数のホーム基
地局装置の状態情報を管理しても良い。また、基地局装置が、基地局装置間の制御メッセ
ージを用いて一つ以上のホーム基地局装置に対して状態情報を問い合わせることも可能で
ある。制御局装置またはゲートウェイ装置がホーム基地局装置の状態情報を管理している
場合、基地局装置は、制御局装置またはゲートウェイ装置に対して一つ以上のホーム基地
局装置の状態情報を問い合わせることも可能である。
【０１１４】
　本実施形態の基地局装置は、干渉調整が必要か否かを判定するために、第１の実施形態
の判定方法に加えて干渉調整の対象となるホーム基地局装置の状態情報を考慮する。すな
わち、基地局装置は、アクティブ状態のホーム基地局装置であって、なお且つ当該ホーム
基地局装置の近辺に移動局装置が位置する場合に干渉調整の必要があると判定する。制御
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局装置またはゲートウェイ装置がホーム基地局装置の状態情報を管理する場合、制御局装
置またはゲートウェイ装置は、基地局装置が送信した干渉調整のための制御メッセージ（
干渉情報）をアイドル状態であるホーム基地局装置に対して転送しないという制御を行な
うことも可能である。
【０１１５】
　このように、第４の実施形態では、ホーム基地局装置は、通信中（アクティブ状態）で
あるか非通信中状態（アイドル状態）であるかの状態情報を、基地局装置２００（または
制御局装置、ゲートウェイ装置）に対して送信する。基地局装置２００は、ホーム基地局
装置の状態情報に基づいて干渉調整の実施の有無を判定する。本制御を用いることにより
、基地局装置２００は、不要な干渉調整のための制御メッセージ（干渉情報）を送信する
必要がなくなる。
【０１１６】
　以上のように、ホーム基地局装置は、ホーム基地局装置が通信を行っているか否かを示
す状態情報を基地局装置２００に送信する。基地局装置２００は、ホーム基地局装置の状
態情報に基づいて干渉調整の実施の有無を判定するため、不要な干渉調整のための制御メ
ッセージ（干渉情報）が抑制され、ネットワーク回線の負荷を下げることができる。
【０１１７】
　なお、以上説明した実施形態は単なる例示に過ぎず、様々な変形例、置換例を用いて実
現することができる。説明の便宜上、実施形態の移動局装置１００及び基地局装置２００
を機能的なブロック図を用いて説明したが、移動局装置１００及び基地局装置２００の各
部の機能またはこれらの機能の一部を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り
可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステ
ムに読み込ませ、実行することにより移動局装置１００や基地局装置２００の制御を行な
っても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハー
ドウェアを含むものとする。
【０１１８】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体
」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを
送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場
合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一
定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述し
た機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに、前述した機能をコンピュー
タシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても
良い。
【０１１９】
　また、上記各実施形態に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬＳＩと
して実現してもよい。各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部または全部を
集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路または
汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積
回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
【０１２０】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請
求の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１２１】
１００…移動局装置
２００…基地局装置
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１０１、２０１…受信部
１０２、２０２…復調部
１０３、２０３…復号部
１０４、２０４…信号処理部
１０５、２０５…測定処理部
１０６、２０６…制御部
１０７、２０７…符号部
１０８、２０８…変調部
１０９、２０９…送信部
１１０、２１０…上位レイヤ
２１１…ネットワーク信号処理部
２１２…周辺情報管理部
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