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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１セル及び第２セルを管理する無線基地局であって、
　前記第１セルをサービングセルとする第１移動局によって送信される第１上りリンク信
号及び第２セルをサービングセルとする第２移動局によって送信される第２上りリンク信
号を受信するように構成されている受信部と、
　前記第１移動局に対して第１タイミング調整値を送信し、前記第２移動局に対して第２
タイミング調整値を送信するように構成されている送信部とを具備し、
　前記受信部は、前記第１移動局における前記第１上りリンク信号の送信タイミング及び
前記無線基地局における該第１上りリンク信号の受信タイミングの時間差である前記第１
セルにおける伝搬遅延に基づいて、前記第１タイミング調整値を算出するように構成され
ており、
　前記送信部は、前記第２移動局における前記第２上りリンク信号の送信タイミング及び
前記無線基地局における該第２上りリンク信号の受信タイミングの時間差である前記第２
セルにおける伝搬遅延と前記第１セルにおける伝搬遅延との間のオフセット値と前記第２
タイミング調整値との和を、前記第２タイミング調整値として送信するように構成されて
いることを特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　前記受信部は、前記第１移動局又は前記第２移動局から、前記オフセット値を取得する
ように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の無線基地局。
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【請求項３】
　前記受信部のうち、前記第１セル用の受信部において、前記オフセット値が算出される
ように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の無線基地局。
【請求項４】
　前記受信部のうち、前記第２セル用の受信部において、前記オフセット値が算出される
ように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の無線基地局。
【請求項５】
　前記第１セルは、マクロセルであり、
　前記第２セルは、ピコセルであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記
載の無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰで仕様化が進められているＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは、「ＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒ
ｅｇａｔｉｏｎ）」を行うことが検討されている。
【０００３】
　ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは、移動局ＵＥは、１つの無線基
地局ｅＮＢとの間で、異なる周波数帯域の複数の「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ
（ＣＣ）」を同時に用いて、ＣＡを行うことができるように構成されている。
【０００４】
　また、ＣＡが行われる場合、移動局ＵＥは、無線基地局からの指示に応じて、複数のＣ
Ｃの中から、１つをＰＣＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｅｒ）とし
て設定し、その他をＳＣＣ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｅｒ）
として設定するように構成されている。
【０００５】
　また、図６に示すように、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは、セ
ル中央に存在する移動局ＵＥ＃１及びセル端に存在する移動局ＵＥ＃２によって送信され
た上りリンク信号の無線基地局ｅＮＢにおけるＦＦＴ（Ｆｉｒｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔ
ｒａｎｓｆｏｒｍ）タイミング（復調処理のタイミング）を合わせるために、無線基地局
ｅＮＢと移動局ＵＥ＃１/ＵＥ＃２との間の伝搬遅延に応じて、移動局ＵＥ＃１/ＵＥ＃２
の上りリンク信号の送信タイミングを制御する「ＵＬ　Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｌｉｇｎｍｅｎ
ｔ（ＴＡ制御）」が行われるように構成されている。
【０００６】
　ここで、図７に示すように、移動局ＵＥ＃１/ＵＥ＃２が、下りリンク信号の受信タイ
ミングと同じタイミングで上りリンク信号を送信すると、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥ
＃１との間の伝搬遅延ＴＵＥ＃１及び無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥ＃２との間の伝搬遅
延ＴＵＥ＃２が異なるため、無線基地局ｅＮＢ側でＦＦＴタイミングの差が発生する。
【０００７】
　そして、無線基地局ｅＮＢにおける移動局ＵＥ＃１に係るＦＦＴタイミング及び移動局
ＵＥ＃２に係るＦＦＴタイミングの差が、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）長以上に
なると、セル内における直交性が保てず、移動局ＵＥ＃１と移動局ＵＥ＃２との間で干渉
が発生する。
【０００８】
　したがって、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥ＃１との間の伝搬遅延ＴＵＥ＃１及び無線
基地局ｅＮＢと移動局ＵＥ＃２との間の伝搬遅延ＴＵＥ＃２を考慮して、移動局ＵＥ＃１
/ＵＥ＃２における上りリンク信号の送信タイミングを設定し、無線基地局ｅＮＢにおけ
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る移動局ＵＥ＃１に係るＦＦＴタイミング及び移動局ＵＥ＃１に係るＦＦＴタイミングの
差がＣＰ長以下になるように制御する必要があるため、上述のように、ＴＡ制御を行う必
要がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　３６.３００
【非特許文献２】３ＧＰＰ　３６.３２１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述のように、ＴＡ制御は、セルごとに、無線基地局ｅＮＢにおいて各移動局ＵＥから
の上りリンク信号の受信タイミングが揃うように実施されるべきである。
【００１１】
　現在、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは、図８に示すように、セ
ル＃１（マクロセル）のカバレッジエリア内における高トラフィックエリアに、セル＃１
１（ピコセル）を配置するＨｅｔＮｅｔ構成について検討されている。
【００１２】
　例えば、かかるＨｅｔＮｅｔ構成において、移動局ＵＥ＃１が、ＣＡを行う場合（例え
ば、セル＃１を「Ｐｃｅｌｌ」とし、セル＃１１を「Ｓｃｅｌｌ」とする場合）、伝搬遅
延の違いから、無線基地局ｅＮＢにおける移動局ＵＥ＃１からセル＃１を介して送信され
た上りリンク信号の受信タイミング及び無線基地局ｅＮＢにおける移動局ＵＥ＃１からセ
ル＃１１を介して送信された上りリンク信号の受信タイミングが異なるため、セル＃１及
びセル＃１１ごとに別々のＴＡ制御を行うべきである。
【００１３】
　なお、移動局ＵＥが、異なる周波数帯域においてＣＡを行う場合には、無線特性の違い
も加わるため、個別のＴＡ制御を行うことがより好ましい。
【００１４】
　しかしながら、既存のＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは、ＣＡを
行っている移動局ＵＥに対して、Ｐｃｅｌｌにおける単一のＴＡ制御を行うことしか規定
されていない。
【００１５】
　したがって、図８に示すように、セル＃１（マクロセル）及びセル＃１１（ピコセル）
を用いてＣＡを行っている移動局ＵＥ＃１は、「Ｐｃｅｌｌ（セル＃１）」における「Ｔ
Ａ」を用いて、「Ｓｃｅｌｌ（セル＃１１）」における上りリンク信号の送信タイミング
を決定しているため、セル＃１１における「ＴＡ」を用いて、セル＃１１における上りリ
ンク信号の送信タイミングを決定している移動局ＵＥ＃２との間で、上りリンク信号の送
信タイミングにずれが生じ、セル＃１１における上り干渉の原因となってしまうという問
題点があった。
【００１６】
　かかるＨｅｔＮｅｔ構成において、無線基地局ｅＮＢにおける移動局ＵＥ＃１からセル
＃１を介して送信された上りリンク信号の受信タイミング及び無線基地局ｅＮＢにおける
移動局ＵＥ＃１からセル＃１１を介して送信された上りリンク信号の受信タイミングを揃
えるためには、図９に示すように、移動局ＵＥに対して、セル＃１及びセル＃１１におい
て異なるＴＡ制御（「ＴＡｍａｃｒｏ」を用いたＴＡ制御及び「ＴＡｐｉｃｏ」を用いた
ＴＡ制御）を行う必要がある。
【００１７】
　しかしながら、上述したように、既存のＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信シス
テムでは、ＣＡを行っている移動局ＵＥに対して、セル＃１及びセル＃１１において異な
るＴＡ制御を行うことができない。
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【００１８】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ＣＡを行っている移動局
ＵＥに対して「Ｐｃｅｌｌ」における単一のＴＡ制御しか行うことができない移動通信シ
ステムにおいて、セル＃１における「ＴＡ」を用いたＴＡ制御を行っている移動局ＵＥ＃
１及びセル＃１１における「ＴＡ」を用いたＴＡ制御を行っている移動局ＵＥ＃２の間の
上り干渉を抑制することができる無線基地局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】
【００１９】
　本発明の第１の特徴は、第１セル及び第２セルを管理する無線基地局であって、前記第
１セルをサービングセルとする第１移動局によって送信される第１上りリンク信号及び第
２セルをサービングセルとする第２移動局によって送信される第２上りリンク信号を受信
するように構成されている受信部と、前記第１移動局に対して第１タイミング調整値を送
信し、前記第２移動局に対して第２タイミング調整値を送信するように構成されている送
信部とを具備し、前記受信部は、前記第１移動局における前記第１上りリンク信号の送信
タイミング及び前記無線基地局における該第１上りリンク信号の受信タイミングの時間差
である前記第１セルにおける伝搬遅延に基づいて、前記第１タイミング調整値を算出する
ように構成されており、前記送信部は、前記第２移動局における前記第２上りリンク信号
の送信タイミング及び前記無線基地局における該第２上りリンク信号の受信タイミングの
時間差である前記第２セルにおける伝搬遅延と前記第１セルにおける伝搬遅延との間のオ
フセット値と前記第２タイミングの調整値との和を、前記第２タイミング調整値として送
信するように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明によれば、ＣＡを行っている移動局ＵＥに対して「Ｐｃｅ
ｌｌ」における単一のＴＡ制御しか行うことができない移動通信システムにおいて、セル
＃１における「ＴＡ」を用いたＴＡ制御を行っている移動局ＵＥ＃１及びセル＃１１にお
ける「ＴＡ」を用いたＴＡ制御を行っている移動局ＵＥ＃２の間の上り干渉を抑制するこ
とができる無線基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１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】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動局及び無線基地局における信号の送受信タイ
ミングについて説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【図６】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【図７】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【図８】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【図９】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通
信システムである。
【００２３】
　図１の例では、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥ＃１は、無線
基地局ｅＮＢとの間で、セル＃１及びセル＃１１を同時に用いて、信号の送受信を行って
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いる、すなわち、ＣＡを行っているものとする。
【００２４】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局ｅＮＢ配下に
、マクロセルとして、セル＃１が設けられており、ピコセルとして、セル＃１１が設けら
れている。
【００２５】
　例えば、セル＃１（マクロセル）では、周波数帯域Ｆ１のＣＣが用いられており、セル
＃１１（ピコセル）では、周波数帯域Ｆ２のＣＣが用いられている。
【００２６】
　図１に示すように、例えば、周波数帯域Ｆ１として、エリアカバレッジ範囲を重視した
コア（カバレッジ）バンドが用いられ、周波数帯域Ｆ２として、高速な通信を重視した容
量バンドが用いられることが想定されている。
【００２７】
　例えば、周波数帯域Ｆ１として、８００ＭＨｚ帯や２ＧＨｚ帯等が用いられ、周波数帯
域Ｆ２として、３.５ＧＨｚ帯等が用いられてもよい。
【００２８】
　また、例えば、各ＣＣの帯域幅は、６ＲＢ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）、１５Ｒ
Ｂ、２５ＲＢ、５０ＲＢ、７５ＲＢ又は１００ＲＢのいずれかであってもよい。なお、１
ＲＢは、１８０ｋＨｚである。
【００２９】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、セル＃１のカバレッジエリアとセル＃
１１のカバレッジエリアとが地理的に重畳するように構成されている。
【００３０】
　移動局ＵＥ＃１の構成及び移動局ＵＥ＃２の構成は、基本的に同一であるため、以下、
移動局ＵＥ＃１及び移動局ＵＥ＃２を総称した移動局ＵＥとして説明する。図２に示すよ
うに、移動局ＵＥは、受信部１１と、送信部１２とを具備している。
【００３１】
　受信部１１は、移動局ＵＥが通信中の無線基地局ｅＮＢから、各種信号を受信するよう
に構成されている。例えば、受信部１１は、かかる無線基地局ｅＮＢから、下りリンク信
号を受信するように構成されている。また、受信部１１は、かかる無線基地局ｅＮＢから
「ＴＡ」を受信するように構成されている。
【００３２】
　例えば、移動局ＵＥが、セル＃１を「Ｐｃｅｌｌ」として通信中である場合、受信部１
１は、無線基地局ｅＮＢから「ＴＡｍａｃｒｏ」を受信するように構成されている。
【００３３】
　一方、移動局ＵＥが、セル＃１１を「Ｐｃｅｌｌ」として通信中である場合、受信部１
１は、無線基地局ｅＮＢから「ＴＡｐｉｃｏ」を受信するように構成されている。
【００３４】
　送信部１２は、移動局ＵＥが通信中の無線基地局ｅＮＢに対して、各種信号を送信する
ように構成されている。例えば、送信部１２は、かかる無線基地局ｅＮＢに対して、上り
リンク信号を送信するように構成されている。
【００３５】
　ここで、送信部１２は、単一の「ＴＡ」を用いて、ＴＡ制御（送信タイミング制御）を
行うように構成されている。
【００３６】
　例えば、移動局ＵＥが、セル＃１を「Ｐｃｅｌｌ」とし、セル＃１１を「Ｓｃｅｌｌ」
としてＣＡを行っている場合には、送信部１２は、受信部１１によって受信された「ＴＡ

ｍａｃｒｏ」を用いて、セル＃１及びセル＃１１におけるＴＡ制御を行うように構成され
ている。
【００３７】



(6) JP 5905749 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

　具体的には、図３の例に示すように、送信部１２は、受信部１１によって下りリンク信
号を受信するタイミングｔ４よりも「ＴＡｍａｃｒｏ」だけ前のタイミングｔ０を、セル
＃１及びセル＃１１における上りリンク信号の送信タイミングと決定するように構成され
ていてもよい。
【００３８】
　一方、移動局ＵＥが、セル＃１１を「Ｐｃｅｌｌ」として通信中である場合には、送信
部１２は、受信部１１によって受信された「ＴＡｐｉｃｏ」を用いて、セル＃１１におけ
るＴＡ制御を行うように構成されている。
【００３９】
　具体的には、図３の例に示すように、送信部１２は、受信部１１によって下りリンク信
号を受信するタイミングｔ３よりも「ＴＡｐｉｃｏ」だけ前のタイミングｔ１を、セル＃
１１における上りリンク信号の送信タイミングと決定するように構成されていてもよい。
【００４０】
　ここで、セル＃１１における伝搬遅延Ｔｐｄ，ｐｉｃｏは、セル＃１１内での移動局Ｕ
Ｅにおける上りリンク信号の送信タイミング及び無線基地局ｅＮＢにおける当該上りリン
ク信号の受信タイミングの時間差である。
【００４１】
　また、セル＃１における伝搬遅延Ｔｐｄ，ｍａｃｒｏは、セル＃１内での移動局ＵＥに
おける上りリンク信号の送信タイミング及び無線基地局ｅＮＢにおける当該上りリンク信
号の受信タイミングの時間差である。
【００４２】
　なお、移動局ＵＥが、セル＃１を「Ｐｃｅｌｌ」とし、セル＃１１を「Ｓｃｅｌｌ」と
してＣＡを行っている場合、送信部１２は、セル＃１１における伝搬遅延Ｔｐｄ，ｐｉｃ

ｏとセル＃１における伝搬遅延Ｔｐｄ，ｍａｃｒｏとの間のオフセット値である「ＤＬ/
ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」を算出し、無線基地局ｅＮＢに対して報告するように構成
されていてもよい。
【００４３】
　図４に示すように、無線基地局ｅＮＢは、受信部２１と、送信部２２とを具備している
。
【００４４】
　受信部２１は、無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて通信中の移動局ＵＥから、各種信
号を受信するように構成されている。
【００４５】
　例えば、受信部２１は、セル＃１をサービングセルとする移動局ＵＥ＃１によって送信
された上りリンク信号（第１上りリンク信号）や、セル＃１１をサービングセルとする移
動局ＵＥ＃２によって送信された上りリンク信号（第２上りリンク信号）等を受信するよ
うに構成されている。
【００４６】
　ここで、受信部２１は、移動局ＵＥ＃１における上りリンク信号の送信タイミング及び
無線基地局ｅＮＢにおける当該上りリンク信号の受信タイミングの時間差であるセル＃１
における伝搬遅延Ｔｐｄ，ｍａｃｒｏに基づいて、上述の「ＴＡｍａｃｒｏ」を算出する
ように構成されている。
【００４７】
　かかる場合、図３に示すように、「ＴＡｍａｃｒｏ」は、セル＃１における伝搬遅延Ｔ

ｐｄ，ｍａｃｒｏの２倍である。
【００４８】
　また、セル＃１及びセル＃１１を用いたＣＡを行っている移動局ＵＥが存在しない場合
、受信部２１は、移動局ＵＥ＃２における上りリンク信号の送信タイミング及び無線基地
局ｅＮＢにおける当該上りリンク信号の受信タイミングの時間差であるセル＃１１におけ
る伝搬遅延Ｔｐｄ，ｐｉｃｏに基づいて、上述の「ＴＡｐｉｃｏ」を算出するように構成
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されている。
【００４９】
　かかる場合、図３に示すように、「ＴＡｐｉｃｏ」は、セル＃１１における伝搬遅延Ｔ

ｐｄ，ｐｉｃｏの２倍である。
【００５０】
　一方、セル＃１及びセル＃１１を用いたＣＡを行っている移動局ＵＥが存在する場合、
受信部２１は、セル＃１１における伝搬遅延Ｔｐｄ，ｐｉｃｏとセル＃１における伝搬遅
延Ｔｐｄ，ｍａｃｒｏとの間のオフセット値である「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ

」を算出するように構成されている。
【００５１】
　かかる場合、図３に示すように、「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」は、「Ｔｐｄ

，ｍａｃｒｏ－Ｔｐｄ，ｐｉｃｏ」によって算出される。
【００５２】
　例えば、受信部２１のうち、セル＃１用の受信部２１或いはセル＃１１用の受信部２１
において、かかる「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」が算出されるように構成されて
いてもよい。
【００５３】
　ここで、受信部２１は、移動局ＵＥ＃１又は移動局ＵＥ＃２から、上述の「ＤＬ/ＵＬ
　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」を取得するように構成されていてもよい。
【００５４】
　送信部２２は、無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて通信中の移動局ＵＥに対して、各
種信号を送信するように構成されている。
【００５５】
　例えば、送信部２２は、移動局ＵＥ＃１に対して「ＴＡｍａｃｒｏ」を送信し、移動局
ＵＥ＃２に対して「ＴＡｐｉｃｏ」を送信するように構成されている。
【００５６】
　ここで、セル＃１及びセル＃１１を用いたＣＡを行っている移動局ＵＥが存在する場合
、上述の「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」と「ＴＡｐｉｃｏ」との和を「ＴＡｐｉ

ｃｏ」として送信するように構成されている。
【００５７】
　なお、３ＧＰＰでは、セル＃１における下りリンク信号の送信タイミング及びセル＃１
における下りリンク信号の送信タイミングの時間差を「１.３ｍｓ」以内に収めるように
規定されている。
【００５８】
　図５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作、具体的には、本実施形態
に係る無線基地局ｅＮＢの動作について説明する。
【００５９】
　図５に示すように、ステップＳ１０１において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥ＃１
及び移動局ＵＥ＃２によって送信された上りリンク信号から、上述の「ＴＡｍａｃｒｏ」
及び「ＴＡｐｉｃｏ」を算出する。
【００６０】
　ステップＳ１０２において、無線基地局ｅＮＢは、セル＃１及びセル＃１１を用いたＣ
Ａを行っている移動局ＵＥが存在するか否かについて判定する。
【００６１】
　セル＃１及びセル＃１１を用いたＣＡを行っている移動局ＵＥが存在しないと判定され
た場合、本動作は、ステップＳ１０３に進み、セル＃１及びセル＃１１を用いたＣＡを行
っている移動局ＵＥが存在すると判定された場合、本動作は、ステップＳ１０４に進む。
【００６２】
　ステップＳ１０３において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥ＃１及び移動局ＵＥ＃２
に対して、上述の「ＴＡｍａｃｒｏ」及び「ＴＡｐｉｃｏ」を送信し、かかる「ＴＡｍａ
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ｃｒｏ」及び「ＴＡｐｉｃｏ」に基づく受信タイミングにおいて受信処理を行う。
【００６３】
　一方、ステップＳ１０４において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥ＃１に対して、上
述の「ＴＡｍａｃｒｏ」を送信し、移動局ＵＥ＃２に対して、上述の「ＴＡｐｉｃｏ」の
代わりに、「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」と「ＴＡｐｉｃｏ」との和を「ＴＡｐ

ｉｃｏ」として送信し、かかる「ＴＡｍａｃｒｏ」及び「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉ

ｃｏ」に基づく受信タイミングにおいて受信処理を行う。
【００６４】
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、セル＃１及びセル＃１１を
用いたＣＡを行っている移動局ＵＥが存在する場合には、無線基地局ｅＮＢは、移動局Ｕ
Ｅ＃２に対して、「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」と「ＴＡｐｉｃｏ」との和を「
ＴＡｐｉｃｏ」として送信するように構成されているため、移動局ＵＥ＃１からの上りリ
ンク信号の受信タイミング（ＦＦＴタイミング）及び移動局ＵＥ＃２からの上りリンク信
号の受信タイミング（ＦＦＴタイミング）をＣＰ長以内に収めることができ、干渉の発生
確率を低減することができる。
【００６５】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００６６】
　本実施形態の第１の特徴は、セル＃１（第１セル）及びセル＃１１（第２セル）を管理
する無線基地局ｅＮＢであって、セル＃１をサービングセルとする移動局ＵＥ＃１（第１
移動局）によって送信される第１上りリンク信号及びセル＃１１をサービングセルとする
移動局ＵＥ＃２（第２移動局）によって送信される第２上りリンク信号を受信するように
構成されている受信部２１と、移動局ＵＥ＃１に対して「ＴＡｍａｃｒｏ（第１タイミン
グ調整値）」を送信し、移動局ＵＥ＃２に対して「ＴＡｐｉｃｏ（第２タイミング調整値
）」を送信するように構成されている送信部２２とを具備し、受信部２１は、移動局ＵＥ
＃１における第１上りリンク信号の送信タイミング及び無線基地局ｅＮＢにおける第１上
りリンク信号の受信タイミングの時間差であるセル＃１における伝搬遅延Ｔｐｄ，ｍａｃ

ｒｏに基づいて「ＴＡｍａｃｒｏ」を算出するように構成されており、送信部２２は、移
動局ＵＥ＃２における第２上りリンク信号の送信タイミング及び無線基地局ｅＮＢにおけ
る第２上りリンク信号の受信タイミングの時間差であるセル＃１１における伝搬遅延Ｔｐ

ｄ，ｐｉｃｏとセル＃１における伝搬遅延Ｔｐｄ，ｍａｃｒｏとの間のオフセット値であ
る「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」と「ＴＡｐｉｃｏ」との和を「ＴＡｐｉｃｏ」
として送信するように構成されていることを要旨とする。
【００６７】
　本実施形態の第１の特徴において、受信部２１は、移動局ＵＥ＃１又は移動局ＵＥ＃２
から、上述の「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」を取得するように構成されていても
よい。
【００６８】
　本実施形態の第１の特徴において、受信部２１のうち、セル＃１用の受信部２１におい
て、かかる「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」が算出されるように構成されていても
よい。
【００６９】
　本実施形態の第１の特徴において、受信部２１のうち、セル＃２用の受信部２１におい
て、かかるオフセット値「ＤＬ/ＵＬ　ＯＦＦＳＥＴｐｉｃｏ」が算出されるように構成
されていてもよい。
【００７０】
　なお、上述の移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施さ
れてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施され
てもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００７１】
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　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００７２】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、かか
る記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥ及び無線
基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【００７３】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００７４】
ｅＮＢ…無線基地局
１１、２１…受信部
１２、２２…送信部

【図１】 【図２】
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