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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘテロジニアスネットワークにおける通信制御方法において、
　第１の種類のセルと接続する第１ユーザ端末からの上りリンク干渉を、第２の種類のセ
ルで検出し、
　前記第２の種類のセルから前記第１の種類のセルに対して、前記検出された干渉の干渉
パターンを通知し、
　前記第１の種類のセルにおいて、前記干渉パターンに基づいて干渉源である前記第１ユ
ーザ端末を特定し、
　前記第１の種類のセルから前記第２の種類のセルに対して、前記特定された第１ユーザ
端末のためのスケジューリング情報を通知し、
　前記第２の種類のセルにおいて、前記第１ユーザ端末のためのスケジューリング情報に
基づいて、当該第２の種類のセルと接続する第２ユーザ端末のためのスケジューリングを
行う、
　ことを特徴とする通信制御方法。
【請求項２】
　ヘテロジニアスネットワークにおける通信制御方法において、
　第１の種類のセルと接続する第１ユーザ端末からの上りリンク干渉を、第２の種類のセ
ルで検出し、
　前記第２の種類のセルから前記第１の種類のセルに対して、前記検出された干渉の干渉
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パターンを通知し、
　前記第１の種類のセルにおいて、前記干渉パターンに基づいて干渉源である前記第１ユ
ーザ端末を特定し、
　前記第１の種類のセルにおいて、前記特定された第１ユーザ端末のためのスケジューリ
ング情報に基づいて、前記第２の種類のセルと接続する第２ユーザ端末のためのスケジュ
ーリングを決定し、
　前記第１の種類のセルから前記第２の種類のセルに対して、前記第２ユーザ端末のため
のスケジューリング情報を通知し、
　前記第２の種類のセルにおいて、前記第２ユーザ端末のためのスケジューリング情報に
基づいて、前記第２ユーザ端末のスケジューリングを行う、
　ことを特徴とする通信制御方法。
【請求項３】
　前記干渉パターンは、周波数方向と時間方向の双方の干渉情報を含むことを特徴とする
請求項１又は２に記載の通信制御方法。
【請求項４】
　前記干渉パターンは、周波数リソースブロックのすべてについて時間ブロックごとに所
定の単位時間にわたって干渉レベルを検出し、検出した干渉レベルのすべてを前記第１の
種類のセルに通知することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の通信制御方
法。
【請求項５】
　前記干渉パターンは、周波数リソースブロックのすべてについて時間ブロックごとに所
定の単位時間にわたって干渉レベルを検出し、所定の閾値を超える干渉レベルのブロック
位置情報のみを前記第１の種類のセルに通知することを特徴とする請求項１～３のいずれ
か１項に記載の通信制御方法。
【請求項６】
　前記第１の種類のセルから前記第２の種類のセルに対する通知は、Ｘ２シグナリングで
行われることを特徴とする請求項１又は２に記載の通信制御方法。
【請求項７】
　前記第１の種類のセルから前記第２の種類のセルに対する通知は、無線通信で行われる
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の通信制御方法。
【請求項８】
　前記第１の種類のセルから前記第２の種類のセルに対する通知は、下り物理制御チャネ
ルにより行われ、
　前記第２の種類のセルで行われる前記第２ユーザ端末に対するスケジューリングは、前
記第１の種類のセルからの前記下り物理制御チャネルによる通知のタイミングとオフセッ
トさせて行われることを特徴とする請求項７に記載の通信制御方法。
【請求項９】
　前記第１の種類のセルから前記第２の種類のセルに通知されるスケジューリング情報は
ＵＬグラントとＤＬグラントの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１又は２に
記載の通信制御方法。
【請求項１０】
　第１の種類のセルと、当該第１の種類のセルに接続する第１ユーザ端末と、第２の種類
のセルと、当該第２の種類のセルに接続する第２ユーザ端末とを含む通信システムであっ
て、
　前記第２の種類のセルは、前記第１ユーザ端末からの上りリンク干渉を検出して、検出
した干渉パターンを前記第１の種類のセルに通知する干渉パターン通知手段を有し、
　前記第１の種類のセルは、前記干渉パターンを取得する手段と、前記取得した干渉パタ
ーンに基づいて前記第１ユーザ端末を特定する特定手段と、前記特定された第１ユーザ端
末用のスケジューリング情報を前記第２の種類のセルに通知する通知手段と、を有し、
　前記第２の種類のセルは、前記第１ユーザ端末用のスケジューリング情報に基づいて、
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前記第２ユーザ端末のためのスケジューリングを実施する、
ことを特徴とする通信システム。
【請求項１１】
　第１の種類のセルと、当該第１の種類のセルに接続する第１ユーザ端末と、第２の種類
のセルと、当該第２の種類のセルに接続する第２ユーザ端末とを含む通信システムであっ
て、
　前記第２の種類のセルは、前記第１ユーザ端末からの干渉を検出して、検出した干渉パ
ターンを前記第１の種類のセルに通知する干渉パターン通知手段を有し、
　前記第１の種類のセルは、前記干渉パターンを取得する手段と、前記取得した干渉パタ
ーンに基づいて前記第１ユーザ端末を特定する特定手段と、前記特定された第１ユーザ端
末用のスケジューリング情報に基づき、前記第２ユーザ端末のためのスケジューリング決
定するするスケジューリング制御手段と、前記第２ユーザ端末のためのスケジューリング
情報を前記第２の種類のセルに通知するスケジューリング情報通知手段と、を有し、
　前記第２の種類のセルは、前記２ユーザ端末用のためのスケジューリング情報に基づい
て、前記第２ユーザ端末のスケジューリングを実施する、
ことを特徴とする通信システム。
【請求項１２】
　ヘテロジニアスネットワークで用いられる基地局装置であって、
　自セルに存在する第１ユーザ端末と通信を行う無線通信部と、
　前記ネットワーク内の異種セルから、前記第１ユーザ端末の前記異種セルに対する上り
リンク干渉パターンを取得する干渉パターン取得部と、
　前記干渉パターンに基づいて、前記第１ユーザ端末を特定する干渉端末特定部と、
　前記特定した第１ユーザ端末のためのスケジューリング情報を前記異種セルに通知する
スケジューリング情報通知部と、
　を備える基地局装置。
【請求項１３】
　前記第１ユーザ端末のためのスケジューリング情報に基づいて、前記異種セルと接続す
る第２ユーザ端末のための第２スケジューリング情報を生成するスケジューリング制御部
、をさらに備え、前記スケジューリング情報通知部は、前記異種セルに対して前記第２ス
ケジューリング情報を通知する、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局装置。
　　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘテロジニアスネットワークにおける通信制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Long Term Evolution）を発展させたLTE-Advancedでは、ヘテロジニアスネッ
トワークが積極的に検討されている。ヘテロジニアスネットワークとは、異なる種類のセ
ル、通信装置等が混在した状態で相互接続を行うネットワークである。たとえばマクロ基
地局（ＭｅＮＢ）に加えて、これとは送信電力や運用目的の異なる小型基地局（たとえば
フェムトセルを構成するHome eNodeB；ＨｅＮＢ）を配置して、異種セル間、異種セル内
での通信を行う。
【０００３】
　また、ヘテロジニアスネットワーク環境を前提として、ＨｅＮＢにおいてアクセスを許
可するユーザ端末（ＵＥ：User Equipment）を制限するクローズド・サブスクライバー・
グループ（ＣＳＧ）セルの検討が行われている。
【０００４】
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　ＭｅＮＢとＨｅＮＢが併存する環境では、ＭｅＮＢとＨｅＮＢを同一の周波数で運用す
る場合、相互の干渉が問題となる。干渉の具体的な場面として、次の２つの場合が考えら
れる。
【０００５】
　ケース１として、図１Ａに示すように、上りリンクでマクロセル（ＭｅＮＢ）１０と接
続するＭＵＥ１１が、近傍のＨｅＮＢ２０に与える干渉がある。ＨｅＮＢ２０がアクセス
を許可した移動局ＨｅＵＥ（Home eUE）２１から信号を受信しているときに、その近傍で
ＭＵＥ１１がマクロセル１０の提供リンクで通信を行う場合、図中の破線で示すように、
ＭＵＥ１１の通信波はＨｅＮＢ２０にとって大きな干渉となる。
【０００６】
　ケース２として、図１Ｂに示すように、下りリンクにおいてＨｅＮＢ２０がＭＵＥ１１
に与える干渉がある。ＭＵＥ１１がマクロセルＭｅＮＢ１０から信号を受信しているとき
に、その近傍でＨｅＮＢ２０が配下のＨｅＵＥ２１に送信を行う場合、図中の破線で示す
ように、ＨｅＮＢ２０の送信波は、ＭＵＥ１１にとって見過ごすことのできない干渉とな
る。
【０００７】
　このような干渉の問題は、ＭＵＥ１１がＨｅＮＢ２０のＣＳＧに属していないnon-CSG
端末である場合に限られるわけではない。ＭＵＥ１１がＣＳＧに属するユーザ端末であっ
たとしても、ＨｅＮＢの近傍でマクロセルと接続するときには、同様の問題が生じる。ま
た、ＨｅＮＢがマクロセルの端部又は境界に隣接して位置する場合にも同様の問題が生じ
る。
【０００８】
　セル間干渉制御の手法はいくつか提案されているが、公知の手法でヘテロジニアスネッ
トワークの干渉制御を効果的に行うには、限界がある。たとえば、受信干渉レベルの大き
な周波数リソースを近隣のセルに通知するＸ２シグナリング（マクロセル間での有線によ
るオーバーロードインジケータの通知）の手法が知られている（たとえば、非特許文献１
参照）。しかし、この通知パターンには時間方向のグラニュラリティ（粒度）がないため
、ヘテロジニアスネットワークにおいて干渉源となるＭＵＥの特定を精度良く行うことは
困難である。
【０００９】
　別の方法として、ＵＥが受信レベルの強い近隣セルを発見したときにそれをマクロ基地
局に通知する測定報告（Measurement Report）を利用する手法が知られている（たとえば
、非特許文献２参照）。しかし、Measurement Reportは特定のイベントをトリガとして行
われ、必ずしも常に行われるわけではない。また、ＵＥがマクロセルに対して報告を送る
ため、無線のリソースを消費する上、ＵＥにとっての負担が大きい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】3GPP TS 36.423
【非特許文献２】3GPP TS 36.331
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明は、ヘテロジニアスなネットワークにおいて、第１の種類のセル（たと
えばマクロセル）と通信する移動局（ＭＵＥ）と、第２の種類のセル（たとえばフェムト
セル）との間の相互干渉を効果的に低減することのできる通信制御方法、通信システム、
及び基地局装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題を解決するために、干渉源となるユーザ端末を特定するための干渉パターン
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の通知を異種セル間で行い、干渉源の特定に基づいて適切なスケジューリングを行う。
【００１３】
　具体的には、第１の側面では、ヘテロジニアスネットワークにおける通信制御方法を提
供する。この方法では、
　第１の種類のセルと接続する第１ユーザ端末からの上りリンク干渉を、第２の種類のセ
ルで検出し、
　前記第２の種類のセルから前記第１の種類のセルに対して、前記検出された干渉の干渉
パターンを通知し、
　前記第１の種類のセルにおいて、前記干渉パターンに基づいて干渉源である前記第１ユ
ーザ端末を特定し、
　前記第１の種類のセルから前記第２の種類のセルに対して、前記特定された第１ユーザ
端末のためのスケジューリング情報を通知し、
　前記第２の種類のセルにおいて、前記第１ユーザ端末のためのスケジューリング情報に
基づいて、当該第２の種類のセルと接続する第２ユーザ端末のためのスケジューリングを
行う。
【００１４】
　第２の側面では、ヘテロジニアスネットワークにおける通信制御方法において、
　第１の種類のセルと接続する第１ユーザ端末からの上りリンク干渉を、第２の種類のセ
ルで検出し、
　前記第２の種類のセルから前記第１の種類のセルに対して、前記検出された干渉の干渉
パターンを通知し、
　前記第１の種類のセルにおいて、前記干渉パターンに基づいて干渉源である前記第１ユ
ーザ端末を特定し、
　前記第１の種類のセルにおいて、前記特定された第１ユーザ端末のためのスケジューリ
ング情報に基づいて、前記第２の種類のセルと接続する第２ユーザ端末のためのスケジュ
ーリングを決定し、
　前記第１の種類のセルから前記第２の種類のセルに対して、前記第２ユーザ端末のため
のスケジューリング情報を通知し、
　前記第２の種類のセルにおいて、前記第２ユーザ端末のためのスケジューリング情報に
基づいて、前記第２ユーザ端末のスケジューリングを行う。
良好な構成例では、干渉パターンは、周波数方向と時間方向の双方の干渉情報を含む。
【００１５】
　別の側面では、ヘテロジニアスネットワークで用いられる基地局装置を提供する。基地
局装置は、
　自セルに存在する第１ユーザ端末と通信を行う無線通信部と、
　前記ネットワーク内の異種セルから、前記第１ユーザ端末の前記異種セルに対する上り
リンク干渉パターンを取得する干渉パターン取得部と、
　前記干渉パターンに基づいて、前記第１ユーザ端末を特定する干渉端末特定部と、
　前記特定した第１ユーザ端末のためのスケジューリング情報を前記異種セルに通知する
スケジューリング情報通知部と、
　を備える。
【発明の効果】
【００１６】
　上記の方法及び構成により、ある種類のセルから検出した干渉パターンを別の種類のセ
ルに通知することにより、ヘテロジニアスなネットワークにおいて干渉源を効率的に特定
し、異種セル間の相互干渉を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】上りリンクにおいて、マクロセルと通信するＭＵＥがＨｅＮＢに与える干渉を
説明するための図である。
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【図１Ｂ】下りリンクにおいて、ＨｅＮＢがマクロセルと通信するＭＵＥに与える干渉を
説明するための図である。
【図２】本発明の実施例１における通信制御シーケンスを示す図である。
【図３】第１実施例でＭｅＮＢに通知される干渉パターンの一例を示す図である。
【図４】ＭｅＮＢによるＭＵＥスケジューリング情報の通知方法の例を示す図である。
【図５】図２のシーケンスによる通信制御方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施例２における通信制御シーケンスを示す図である。
【図７】第２実施例でＭｅＮＢに通知される干渉パターンの一例を示す図である。
【図８】図６のシーケンスによる通信制御方法を示すフローチャートである。
【図９】実施形態において使用されるマクロ基地局ＭｅＮＢの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下で、図面を参照して本発明の良好な実施形態を説明する。実施例の通信制御方法及
びシステムは、図１Ａ、図１Ｂに示すように、送信電力や運用目的がそれぞれ異なる異種
のセル又は基地局を含むヘテロジニアスなネットワーク１に適用されるものとする。図１
Ａ，図１Ｂの例では、第１の種類のセル（たとえばマクロセルＭｅＮＢ）１０と、第２の
種類のセル（たとえばＨｅＮＢ）２０がネットワーク内に混在する。ＭＵＥ１１はマクロ
セルで提供されるリンクでＭｅＮＢ１０と通信し、ＨｅＵＥ２１はフェムトセルで提供さ
れるリンクでＨｅＮＢ２０と通信する。第１の種類のセルＭｅＮＢ１０と、第２の種類の
セルＨｅＮＢ２０とは、任意のインタフェース（例えばＸ２インタフェース）によって相
互に情報交換をできるものとする。
　このようなネットワーク構成で、ＭＵＥ１１が、ＨｅＮＢ２０の近傍に位置するときに
、相互干渉の問題が顕著化する。図１Ａの場合は、MＵＥ１１の上りリンク通信波は、Ｈ
ｅＮＢ２０のセル内の上りリンク通信にとって、干渉となる。また、図１Ｂの場合は、Ｈ
ｅＮＢ２０のＨｅＵＥとの下りリンク通信は、マクロセル１０からＭＵＥ１１への下りリ
ンク通信にとって干渉となる。以下では、このような干渉を回避するための具体的な手法
を提案する。
【実施例１】
【００１９】
　実施例全体を通して、ＭｅＮＢ１０は、ＨｅＮＢ２０から送られてくる干渉パターンに
基づいて、ＨｅＮＢ２０にとっての干渉源となるＭＵＥを特定する。その後、特定したＭ
ＵＥのスケジューリング情報に基づいて、ＨｅＵＥ２１のスケジューリングを行うが、実
施例１では、ＨｅＮＢ２０がＭｅＮＢ１０から送られてくるＭＵＥ１１のスケジューリン
グ情報に基づいて、ＨｅＵＥ２１のためのスケジューリングを行う。すなわち、マクロ基
地局ＭｅＮＢ１０はＭＵＥ１１のスケジューリングを行い、ＨｅＮＢ２０はＨｅＵＥ２１
のスケジューリングを行う。
【００２０】
　図２は、実施例１における具体的な通信制御方法を示すシーケンス図である。
【００２１】
　まず、Ｓ１０１で、ＨｅＮＢ２０は上りリンクの干渉を測定して干渉パターンを生成す
る。干渉の測定は、周波数方向と時間方向の双方において行い、２次元的な干渉パターン
を生成する。干渉パターンの一例を図３に示す。図３の例では、与えられた周波数リソー
スブロック（ＲＢ）の全体にわたって、一定時間干渉レベルを測定する。たとえば、Ａ～
Ｆの周波数ＲＢを時間ブロック１～７の期間にわたって測定する。この例では、ＨｅＮＢ
２０は、送信時間インターバル（ＴＴＩ）に対して、ＴＴＩ×７の単位時間にわたって干
渉パターンを生成しているが、この例に限定されず、任意の単位時間を設定して干渉パタ
ーンを生成することができる。なお、LTEシステムのTTI長は、たとえば1 msecである。
【００２２】
　次に、Ｓ１０３で、ＨｅＮＢ２０は測定した干渉パターンをＭｅＮＢ１０に通知する。
干渉パターンの通知において、ＨｅＮＢ２０は例えば図３のＡ１～Ｆ７の全ての領域の干
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渉レベル（数値）をＭｅＮＢ１０に送信する。通知は、たとえばＸ２シグナリングにより
有線で行う。
【００２３】
　次に、Ｓ１０５で、ＭｅＮＢ１０は受信した干渉パターンに基づいて、ＨｅＮＢ２０に
とっての干渉源となっているＭＵＥ１１を特定する。干渉ＭＵＥ１１の特定は、受け取っ
た干渉パターンをＭｅＮＢ１０が有する過去のスケジューリング情報（例えばＵＬグラン
ト割当情報）と比較し、近似するパターンで上りリンクの通信を行っているＵＥを選択す
ることによって行う。ＨｅＮＢ２０から送られてくる上りリンク干渉パターンが時間方向
の干渉情報も含むため、ＭｅＮＢ１０は高い精度で干渉ＭＵＥを特定することができる。
【００２４】
　次に、Ｓ１０７で、ＭｅＮＢ１０は、スケジューリング情報をＭＵＥ１１に送信すると
ともに、ＭＵＥ１１のためのスケジューリング情報（ＵＬリソースの割当情報）をＨｅＮ
Ｂ２０に対しても通知する。ＭｅＮＢ１０からＭＵＥ１１及びＨｅＮＢ２０へのスケジュ
ーリング情報の通知方法としては、たとえば次のいずれかの方法で行うことができる。
【００２５】
　第１の方法として、ＭＵＥ１１に対してはＵＬグラント（無線）によって上りリンクの
リソース割り当て通知行い、ＨｅＮＢ２０にはＸ２シグナリング（有線）で通知する方法
がある。この方法は、有線部分での遅延が大きいため（たとえば、１０ｍｓ程度の遅延が
生じ得る）、たとえば数十ｍｓの長周期の割り当てが前提となる。
【００２６】
　第２の方法として、ＭＵＥ１１とＨｅＮＢ２０の双方に対して、ＵＬ／ＤＬグラントで
通知する。この方法による場合は、ＨｅＮＢ２０がマクロセルからの下りリンクを受信す
る機能を有していることを前提とする。この場合、ＨｅＮＢ２０でＰＤＣＣＨのブライン
ドデコーディング（blind decoding）を行うため、ＭＵＥ１１のUE-ＩＤ情報をＨｅＮＢ
２０が事前に知っておく必要がある。また、ＨｅＮＢ２０に対するＭＵＥスケジューリン
グ情報の通知を無線で行う場合は、下り制御信号の干渉の回避を考慮する必要がある。そ
こで、図４に示すように、ＭｅＮＢ１０とＨｅＮＢ２０との間でＰＤＣＣＨの送信タイミ
ングにオフセットを与えるセル間干渉調整制御を併せて行うのが望ましい。このタイミン
グオフセットは、制御信号の干渉回避に有利なだけではなく、ＨｅＮＢ２０がデコードし
たＭＵＥスケジューリング情報に基づいて自セルでスケジューリング（ＨｅＵＥ２１のた
めのスケジューリング）を行うための処理時間を要する観点からも好都合である。
【００２７】
　図２に戻って、Ｓ１０９で、ＨｅＮＢ２０は受け取ったＭＵＥスケジューリング情報に
基づいて、ＭＵＥ１１に割り当てられるリソースと衝突しない形で、ＨｅＵＥ２１に対す
るスケジューリング（例えばＵＬリソースの割り当て）を行う。そして、Ｓ１１１でスケ
ジューリング情報をＨｅＵＥ２１に送信する。ＨｅＵＥ２１は、ＭＵＥ１１が行う上りリ
ンク通信と抵触しないリソースを用いて、ＨｅＮＢ２０への通信を行う。したがって、図
１Ａのケース１のような干渉（ＭＵＥ１１からＨｅＮＢ２０に対する干渉）を回避するこ
とができる。
【００２８】
　上記の手法は、図１Ｂのケース２の場合の干渉制御にも有効である。ＨｅＮＢ２０で測
定されたＭＵＥ１１からの干渉レベルが高いということは、ＭＵＥ１１が現在ＨｅＮＢ２
０の近傍に位置していることを意味する。このような状況では、ＨｅＮＢ２０からＨｅＵ
Ｅ２１への下りリンク通信は、近傍でマクロセルＭｅＮＢ１０からの信号を受信するＭＵ
Ｅ１１にとって見過ごせない干渉となる。
【００２９】
　そこで、いったん上りリンク干渉パターンから、ＨｅＮＢ２０にとっての干渉源となる
ＭＵＥ１１を特定したならば、マクロセルＭｅＮＢ１０は、Ｓ１０７で、ＭＵＥ１１に対
する下りリンクのスケジューリング情報（ＤＬグラント）もＨｅＮＢ２０に対して通知す
る。この場合、Ｓ１０９でＨｅＮＢ２０は、ＭＵＥ１１に割り当てられる下りリソースと
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衝突しないような形で、ＨｅＵＥ２１に対する下りリンクスケジューリングを行い、Ｓ１
１１において、そのスケジューリング情報（ＤＬグラント）をＰＤＣＣＨでＨｅＵＥ２１
に通知する。これによって、図１Ｂに示すケース２のような干渉（ＨｅＮＢ２０からＭＵ
Ｅ１１に対する干渉）を回避することができる。
【００３０】
　図５は、図２のシーケンスに応じた通信制御方法の処理フローである。図２のシーケン
スの説明と重複する部分が多いので、簡単に処理の流れを説明する。図２と同じステップ
には同じ番号を付してある。
【００３１】
　まず、Ｓ１０１で、ＨｅＮＢ２０は、ＭＵＥ１１からの上りリンク干渉を検出する。Ｓ
１０３で、ＨｅＮＢ２０は、周波数方向と時間方向の受信干渉パターンを、たとえば一定
の周期でＭｅＮＢ１０に通知する。Ｓ１０５で、ＭｅＮＢ１０はＨｅＮＢ２０での受信干
渉パターンと、自セルの過去のスケジューリング情報とから、干渉源となるＭＵＥ（干渉
ＭＵＥ）１１を特定する。Ｓ１０７で、ＭｅＮＢは、干渉ＭＵＥ１１のためのスケジュー
リング情報を、ＭＵＥ１１とＨｅＮＢ２０の双方に通知する。Ｓ１０９で、ＨｅＮＢ２０
は、ＭｅＮＢ１０から通知されたＭＵＥ１１のスケジューリング情報に基づいて、ＨｅＵ
Ｅ２１のスケジューリングを行う。
【００３２】
　ＭＵＥ１１がＨｅＮＢ２０のＣＳＧに属しないユーザ端末（non-CSG UE）である場合、
ＨｅＮＢ２０は、どのＭＵＥが自セルに対する干渉源となっているか認識することができ
ないが、測定した干渉パターンをＭｅＮＢ１０にフィードバックすることによって（Ｓ１
０３）、効率的にＭＵＥ１１との相互干渉を回避する形で、自セルのＨｅＵＥ２１に対す
るリソース割当を行うことができる（Ｓ１０９）。
【００３３】
　同様のことが、ＭＵＥ１１がＨｅＮＢ２０のＣＳＧに属する場合にも当てはまる。ＭＵ
Ｅ１１がＨｅＮＢ２０の近傍でマクロセルＭｅＮＢ１０と通信する場合には、ＨｅＮＢ２
０とＭＵＥ１１の双方にとって、互いの干渉が問題になるからである。したがって、ＭＵ
Ｅ１１がＨｅＮＢ２０のＣＳＧに属するか否かにかかわらず、図５の通信制御方法を有効
に用いることができる。
【実施例２】
【００３４】
　図６は、本発明の実施例２による通信制御を示すシーケンス図である。実施例２では、
マクロセルＭｅＮＢ１０は、ＭＵＥ１１のスケジューリングを行うだけでなく、ＨｅＵＥ
２１のスケジューリングも行い、フェムトセルＨｅＮＢ２０に対して、ＨｅＵＥ２１のた
めのスケジューリング情報を通知する点で、実施例１と異なる。
【００３５】
　まず、Ｓ２０１で、ＨｅＮＢ２０は上りリンクの干渉を測定して干渉情報を生成し、Ｓ
２０３でＭｅＮＢ１０に干渉パターンを通知する。Ｓ２０１の干渉の測定は、実施例１と
同様に、周波数方向と時間方向の双方において行うが、干渉パターンの生成は実施例１と
異なり、Ｓ２０３では、低減されたシグナリング量で干渉パターンの通知を行う。
【００３６】
　図７は、実施例２で通知される干渉パターンの例を示す図である。実施例１では、Ｍｅ
ＮＢ１０に通知する干渉パターンとして、干渉レベルの大きさやリソース位置に制限を加
えず、Ａ１～Ｆ７の全情報を定期的に通知していたが、これではシグナリング量が増大す
る。実施例２では、ＭｅＮＢ１０とＨｅＮＢ２０の間で、ＨｅＵＥ２１のためのスケジュ
ーリング情報も送受信されるため、干渉パターンのシグナリング量は抑制されるのが望ま
しい。
【００３７】
　そこで、図７に示すように、干渉レベルが所定の閾値を超えたリソースブロックの場所
情報のみを送る。図７の例では、グレイに色付けされたブロックの場所情報のみが送られ
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る。この方法であっても、閾値を越える周波数リソースに時間方向の干渉情報が加えられ
ているので、２次元的な干渉パターンの情報を少ないシグナリング量で通知することがで
きる。なお、時間方向の単位として実施例１と同様にＴＴＩを基準として１～７までを単
位時間としたが、この例に限られず、適切な任意の単位時間を設定できる。
【００３８】
　次に、Ｓ２０５で、ＭｅＮＢ１０は受信した干渉パターンに基づいて、ＨｅＮＢ２０に
とっての干渉源となっているＭＵＥ１１を特定する。干渉ＭＵＥ１１の特定は、受け取っ
た干渉パターンをＭｅＮＢ１０が有する過去のスケジューリング情報（例えばＵＬグラン
ト割当情報）と比較し、近似するパターンで上りリンクの通信を行っているＵＥを選択す
ることによって行う。ＨｅＮＢ２０から送られてくる閾値を超える干渉レベルのパターン
情報が時間方向の情報も含むため、ＭｅＮＢ１０は精度良く干渉ＭＵＥを特定することが
できる。
【００３９】
　次に、Ｓ２０７で、ＭｅＮＢ１０は、ＭＵＥ１１に対するスケジューリングだけではな
く、ＭＵＥ１１に対するスケジューリングに基づいて、ＨｅＮＢ２０のセル内にあるＨｅ
ＵＥ２１のためのスケジューリングも行う。したがって、ＭｅＮＢ１０はＭＵＥ１１にＭ
ＵＥスケジューリング情報を送るとともに、ＨｅＮＢ２０に対して、ＨｅＵＥ２１のため
のスケジューリング情報を送信する。ＨｅＵＥスケジューリング情報に加えて、ＭＵＥス
ケジューリング情報も任意で通知してもかまわない。
【００４０】
　次に、Ｓ２０９で、ＨｅＮＢ２０は、マクロセルＭｅＮＢ１０が決定したスケジューリ
ング方針に従い、自セル内のＨｅＵＥ２１のスケジューリングを実施し、Ｓ２１１でＨｅ
ＵＥスケジューリング情報をＰＤＣＣＨでＨｅＵＥ２１に通知する。
【００４１】
　実施例１と同様に、ＭＵＥスケジューリング情報と、ＨｅＵＥスケジューリング情報に
は、上りリソースの割当（ＵＬグラント）と、下りリソースの割当（ＤＬグラント）の双
方を含ませることができる。これによって、図１Ａのケース１の場合の干渉（近傍ＭＵＥ
からＨｅＮＢに対する上りリンクの干渉）も、図１Ｂのケース２の場合の干渉（ＨｅＮＢ
から近傍ＭＵＥに対する下りリンクの干渉）も、抑制することができる。
【００４２】
　図８は、実施例の通信制御方法の制御フローを示す図である。図６のシーケンスと重複
する部分が多いので、同じ工程については同じ番号を付して、簡単に流れを説明する。ま
ず、Ｓ２０１で、ＨｅＮＢ２０がＭＵＥ１１からの上りリンク干渉を検出する。Ｓ２０２
０で干渉レベルが所定の閾値を超えるか否かを判断する。所定の閾値以内の干渉レベルで
あれば、Ｓ２０１に戻って干渉測定を継続する。干渉レベルが所定の閾値を超える場合は
（Ｓ２０２でＹＥＳ）、Ｓ２０３に進み、ＨｅＮＢ２０は閾値を超えるリソースブロック
について時間パターン情報も加えて、たとえば一定周期でＭｅＮＢ１０に通知する。
【００４３】
　次に、Ｓ２０５で、ＭｅＮＢ１０は、受け取ったＨｅＮＢ２０の干渉パターンと、自セ
ルの過去のスケジューリング情報とから、ＨｅＮＢ２０にとって干渉源となるＭＵＥを特
定する。干渉ＭＵＥが特定されたならば、Ｓ２０７でＭｅＮＢ１０は、ＭＵＥスケジュー
リング情報に基づいてＨｅＵＥ２１のためのスケジューリングを行い、ＭＵＥスケジュー
リング情報をＭＵＥ１１に通知するとともに、ＨｅＵＥスケジューリング情報をＨｅＮＢ
２０に対して通知する。
【００４４】
　Ｓ２０９で、ＨｅＮＢ２０はＭｅＮＢ１０から通知されたＨｅＵＥスケジューリング情
報に基づいて、ＨｅＵＥ２１のスケジューリングを実施する。
【００４５】
　図９は、本発明の実施例で用いられるＭｅＮＢ１０の構成例を示す図である。ＭｅＮＢ
１０は、無線通信制御部６１と、Ｘ２送受信部６２と、干渉パターン受信部６３と、干渉
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ＭＵＥ特定部６４と、スケジューリング情報格納部と、スケジューリング制御部６６と、
スケジューリング情報通知部６７を有する。ＭｅＮＢ１０は、干渉パターン取得部６３に
おいて、無線通信制御部６１又はＸ２送受信部６２を介して、ＨｅＮＢ２０から干渉パタ
ーンを受け取る。干渉ＭＵＥ特定部６４は、干渉パターン取得部６３で取得した干渉パタ
ーンと、スケジューリング情報格納部６５に格納された過去のスケジューリング情報とを
比較して、今回受信した干渉パターンに近似するパターンで上りリソースが割り当てられ
ているＭＵＥを特定する。スケジューリング制御部６６は、ＭＵＥ１１に対するスケジュ
ーリングを行う。実施例２のように、ＭｅＮＢ１０がＨｅＵＥ２１のスケジューリングも
行う場合は、ＭＵＥ１１のためのスケジューリング情報に基づき、これと抵触しないよう
にＨｅＵＥ２１のためのスケジューリングを行う。
【００４６】
　スケジューリング情報通知部６７は、ＭＵＥ１１に対するスケジューリング情報（たと
えばＵＬグラント、ＤＬグラント）を通知するためのＰＤＣＣＨを生成して、無線通信制
御部６１に供給する。また、ＨｅＮＢ２０に対して無線でＭＵＥスケジューリング情報又
はＨｅＵＥスケジューリング情報（実施例２）を通知する場合は、予めＭＵＥ１１のUE-
ＩＤ情報をＨｅＮＢ２０に対して、たとえばX2インタフェースを介して、通知しておく。
無線通信制御部６１は、ＭＵＥ１１とＨｅＮＢ２０の双方に対して、ＭＵＥスケジューリ
ング情報を送信し、あるいは、ＭＵＥ１１に対してＭＵＥスケジューリング情報を送信し
、ＨｅＮＢ２０に対してＨｅＵＥスケジューリング情報を送信する。
　一方、ＨｅＮＢ２０に対してＸ２シグナリングでスケジューリング情報を通知する場合
は、スケジューリング情報通知部６７は長周期の割当情報を生成して、Ｘ２送受信部６２
に供給する。Ｘ２送受信部６２は、受け取ったスケジューリング情報をＨｅＮＢ２０に送
信する。
【００４７】
　以上述べたように、実施例１及び２の通信制御方法によれば、フェムトセルＨｅＮＢ２
０とマクロセルＭｅＮＢ１０との間のシグナリングのみで、効果的にヘテロジニアスネッ
トワークでの干渉制御を行うことができる。ＵＥからの余分なシグナリングやフィードバ
ック信号を不要とするので、無線リソースの使用を抑えることができ、ＵＥの負担増大を
防止することができる。
【００４８】
　なお、実施例１では図３のように全干渉レベルを通知し、実施例２では図７のように閾
値を超えるリソースブロック位置情報のみを通知する構成としたが、実施例１において図
７のような干渉パターンの送信方法を採用してシグナリング量の低減を図る構成としても
よい。逆に、実施例２において状況が許す場合は、図３のような全干渉レベル情報を通知
してＵＥの特定精度を向上する構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　通信ネットワークの分野、特にヘテロジニアスネットワークにおける通信制御に適用す
ることができる。
【符号の説明】
【００５０】
１　　ヘテロジニアスネットワーク
１０　マクロセルＭｅＮＢ（第１の種類のセル）
１１　ＭｅＵＥ（MeNBと接続するユーザ端末）
２０　ＨｅＮＢ（第２の種類のセル）
２１　ＨｅＵＥ（HeNBと接続するユーザ端末）
６１　無線通信制御部
６２　Ｘ２送受信部
６３　干渉パターン取得部
６４　干渉ＭＵＥ特定部
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６５　スケジューリング情報格納部
６６　スケジューリング制御部
６７　スケジューリング情報通知部

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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