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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの第１の移動局との間で第１の無線通信を行う無線通信手段と、
　無線周波数を含む無線リソースを前記第１の無線通信に割り当てるリソース割当手段と
、
　自装置の周辺に設置された基地局からの下り無線信号の受信品質を取得する他セル品質
情報取得手段と、
を備え、
　前記リソース割当手段は、前記受信品質が基準を下回る周波数帯域を優先的に、前記第
１の無線通信に割り当て可能な周波数帯域として決定し、当該割り当て可能な周波数帯域
の中から前記第１の無線通信に割り当てる無線周波数を決定し、
　前記リソース割当手段は、さらに、前記周辺に設置された基地局が形成するセルと少な
くとも一部が重なるセルを形成する他の基地局との間で前記割り当て可能な周波数帯域に
関する情報を交換し、前記割り当て可能な周波数帯域を前記他の基地局との間で同一にす
る、
　基地局装置。
【請求項２】
　自装置の周辺に設置された基地局との間で第２の無線通信を行う第２の移動局と、自装
置との接近を判定する判定手段をさらに備え、
　前記第２の移動局と自装置とが接近していると判定した場合に、前記割り当て可能な周
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波数帯域を決定する、請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記第２の移動局から受ける上り信号の受信電力に基づいて、前記第
２の移動局と前記自装置との接近を判定する、請求項２に記載の基地局装置。 
【請求項４】
　上位装置を介して、前記割り当て可能な周波数帯域に関する情報を前記他の基地局と交
換する、請求項１～３のいずれか１項に記載の基地局装置。
【請求項５】
　少なくとも一つの第１の移動局との間で第１の無線通信を行う第１の基地局の周辺に設
置された第２の基地局からの下り無線信号の受信品質を取得すること、及び
　前記受信品質が基準を下回る周波数帯域を、前記第１の無線通信に割り当て可能な周波
数帯域として優先的に選択し、当該割り当て可能な周波数帯域の中から前記第１の無線通
信に割り当てる無線周波数を決定すること、
を備え、
　前記決定することは、前記第２の基地局が形成するセルと少なくとも一部が重なるセル
を形成する他の基地局との間で前記割り当て可能な周波数帯域に関する情報を交換し、前
記割り当て可能な周波数帯域を前記他の基地局との間で同一にすることを含む、
無線リソースの割り当て方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の無線リソースの割り当て方法をコンピュータに実行させるプログラム
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局と移動局の間の通信に使用される無線リソースの制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年における携帯電話の普及に伴い、屋外だけでなく、特に屋内で携帯電話による音声
通信やデータ通信の需要が増大しており、今や屋内からの通信トラヒックが７割にまで達
する。このような需要の増大に対して、利用者宅内や小規模オフィス、商業施設内などの
屋内に設置可能な超小型の基地局の開発が進められている。そのような基地局がカバーす
る範囲は、屋外に設置される基地局のカバー範囲に比べて極めて小さいことから、フェム
トセルと呼ばれる。以下では、この超小型の基地局をフェムトセル基地局と呼ぶ。フェム
トセル基地局は、超小型のセルを少人数で占有できるので、データ通信速度を飛躍的に増
大させることができる。また、建物の高層階、地下街等の電波が届きにくい場所にも設置
できるので、カバレッジ（所要品質を満たす通信エリア）拡大手段としても注目されてい
る。
【０００３】
　フェムトセル基地局は、周辺基地局（例えば、マクロ基地局や、マクロ基地局より小型
のマイクロ基地局やピコ基地局）が形成するセルにオーバレイされるように設置されるか
、それらのセルがカバーしない不感地に設置される。フェムトセル基地局は、W-CDMA（Wi
deband Code Division Multiple Access）ではHome NodeB (HNB) 、E-UTRA（Evolved Uni
versal Terrestrial Radio Access）ではHome eNodeB (HeNB)と呼ばれる。フェムトセル
基地局はフェムトゲートウェー（GW）を介して上位ネットワーク（例えば通信事業者のコ
アネットワーク）に接続する。フェムトゲートウェーは、後述のW-CDMAではHome NodeB G
atewayと呼ばれ、E-UTRAではHome eNodeB Gatewayと呼ばれる。移動局がフェムトセルの
中にあるとき、フェムトセル基地局に登録されている移動局はフェムトセル基地局を介し
てネットワークと接続できる。一方、フェムトセル基地局に登録されていない移動局は、
フェムトセル基地局を介してネットワークに接続することができないか、登録されている
移動局に比べてフェムトセル基地局との通信が制限される。以下では、フェムトセル基地
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局に予め登録された移動局を「登録移動局」と呼ぶ。また、フェムトセル基地局へ予め登
録されていない移動局を「非登録移動局」と呼ぶ。さらに、以下では、フェムトセル基地
局に接続して通信を行う移動局を「フェムト移動局」と呼び、マクロ基地局に接続して通
信を行う移動局を「マクロ移動局」と呼ぶ。
【０００４】
　フェムトセル基地局は、携帯電話の無線通信規格ではW-CDMA、E-UTRA（LTE: Long Term
 Evolutionとも呼ばれる）等のシステムで、無線MAN（Wireless Metropolitan Area Netw
ork）の無線通信規格ではIEEE 802.16m等のシステムの中で使用することが検討されてい
る。フェムトセル基地局がW-CDMAで使用される場合は、無線通信方式としてCDMA（Code D
ivision Multiple Access）が採用され、上り回線と下り回線における送信電力制御を行
う個別チャネルを用いたデータ送受信や、下り回線における共用チャネルを用いたデータ
送受信が行われる。フェムトセル基地局がE-UTRAで使用される場合は、無線通信方式とし
てOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)及びSC-FDMA（Single Carrie
r Frequency Division Multiple Access）が使用され、無線周波数の帯域が複数の物理リ
ソースブロック（PRB：Physical Resource Block）に分割され、基地局に配置されたスケ
ジューラがＰＲＢの割当を行ない、割り当てられたＰＲＢを用いたデータ送受信が行われ
る。さらに、フェムトセル基地局がIEEE 802.16mで使用される場合は、無線通信方式とし
てOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が使用され、無線周波数の帯
域をサブキャリアに分割して、基地局に配置されたスケジューラがサブキャリアの割当を
行ない、割り当てたサブキャリアを用いたデータ送受信が行われる。なお、複数のサブキ
ャリアを束ねたものが、E-UTRAでいうところのリソースブロックに相当する。
【０００５】
　基地局は、そのカバーするエリアに向けてパイロット信号を送信する。移動局は、その
パイロット信号を受信することにより、同期確立及びチャネル推定等を行なって、基地局
との間でデータの送受信を行なう。そのため、移動局においてパイロット信号を良好な品
質で受信できるようにすることは、良好な通信品質を提供する必要条件である。このこと
は、フェムトセル基地局においても同様である。
【０００６】
　フェムトセル基地局を運用するに際して、フェムトセル基地局の周波数帯域と送信電力
制御の有無に関して複数の形態が提案されている。例えば、非特許文献１には、図１９～
２２に示すように４通りの形態が例示されている。
＜形態Ａ：図１９（ａ）及び（ｂ）＞
　フェムトセル基地局が周辺のマクロ基地局と異なる周波数帯域を使用し、フェムトセル
基地局の送信電力を固定する（送信電力制御を行わない）。
＜形態Ｂ：図２０（ａ）及び（ｂ）＞
　フェムトセル基地局がマクロ基地局と異なる周波数帯域を使用し、フェムトセル基地局
の送信電力を制御する。
＜形態Ｃ：図２１（ａ）及び（ｂ）＞
　フェムトセル基地局がマクロ基地局と同じ周波数帯域を使用し、フェムトセル基地局の
送信電力を制御する。
＜形態Ｄ：図２２（ａ）及び（ｂ）＞
　フェムトセル基地局が、マクロ基地局の使用周波数帯域のうちの一部と重なる周波数帯
域を使用する。ただし中央の一部の周波数帯域Ｒは制御チャネル用のため、フェムトセル
基地局は周波数帯域Ｒを使用しない。
【０００７】
　これらのうち、図２１（ａ）及び（ｂ）に示す形態Ｃの場合、つまりフェムトセル基地
局が周辺のマクロ基地局と重複する同一周波数帯域を使用する場合、マクロセルとフェム
トセルの間の干渉（以下、マクロ・フェムト間干渉と呼ぶ）が顕著になる。特に、マクロ
移動局がフェムトセル基地局に接続できない非登録移動局である場合、フェムトセル基地
局の近くに位置するマクロ移動局はフェムトセル基地局から強い下り干渉を受ける。この
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ため、フェムトセル基地局の下り送信電力を制御して、できるだけマクロ移動局の通信（
下り通信）に干渉を与えないようにする必要がある。また、マクロ移動局は比較的遠方の
マクロ基地局と通信するため、送信電力が大きくなり、フェムトセル基地局に強い上り干
渉を与える。
【０００８】
　特許文献１及び２は、フェムトセル基地局を形態Ｃで運用している状況、言い換えると
フェムトセルとマクロセルが同一周波数帯域を使用している状況で、マクロ移動局がフェ
ムトセル基地局に近づいた場合に、マクロ・フェムト間干渉を低減する２つの方法を開示
している。具体的に述べると、第１の方法は、マクロ移動局が近傍にいることを検出した
ことを契機に、フェムトセル基地局によるパイロット信号の送信電力を低減し、フェムト
セル基地局の上り受信感度（上り所要品質を保つために必要な入力レベル）を鈍化する。
こうすることで、フェムトセル基地局がマクロ移動局の下り通信へ与える干渉を低減する
とともに、フェムトセル基地局の上り通信の干渉耐性が強くなり品質を維持できる。
【０００９】
　特許文献１及び２に開示された第２の方法は、マクロ移動局が近傍にいることを検出し
たことを契機に、マクロセルの使用する周波数帯域とは異なる別の帯域にフェムトセルの
使用周波数帯域を変更する、つまり図２１に示す形態Ｃから図２０に示す形態Ｂに移行す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－００４１８７号公報
【特許文献２】特開２０１０－０６２９５１号公報
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】3GPP TR 25.820 V8.2.0 (2008-09), 3rd Generation Partnership Proj
ect; Technical Specification Group Radio Access Networks; 3G Home NodeB Study It
em Technical Report (Release 8), p14-17
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　図１９～２２に示したように、フェムトセル基地局の使用する周波数帯域及びフェムト
セル基地局の送信電力制御に関していくつかの形態が提案されている。また、特許文献１
及び２に示されるように、形態Ｃで発生するマクロ・フェムト間干渉を低減する方法も検
討されている。しかしながら、それぞれの形態には依然として課題がある。
【００１３】
　形態Ａ及びＢのようにマクロ基地局と異なる周波数帯域をフェムトセル基地局に割り当
てできるかどうかは、通信事業者の状況に大きく左右される。例えば、マクロ基地局の運
用で周波数帯域が逼迫していること、又は予め使用が許可されている周波数帯域が少ない
等の事情によって、フェムトセル基地局に専用に割り当てるための周波数帯域を十分に確
保できない場合である。その場合、形態Ｃ又はＤのように、マクロ基地局とフェムトセル
基地局は周波数帯域を全部または一部共有する必要がある。
【００１４】
　形態Ｃでは、マクロ・フェムト間干渉の発生を避けられない。特許文献１及び２に記載
された上述の第１の方法のように、マクロ移動局とフェムトセル基地局が近づいた場合に
フェムトセル基地局の送信電力を低減することで、干渉をある程度回避できる。しかしな
がら、この方法による干渉回避には限界がある。例えば、フェムトセル基地局が設置され
ているのと同じ部屋の屋内に、そのフェムトセル基地局に接続できないマクロ移動局がい
る場合が挙げられる。この場合、特許文献１及び２に記載された上述の第１の方法によれ
ば、近傍にマクロ移動局がいることを契機としてフェムトセル基地局の送信電力が低減さ
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れる。しかしながら、仕様上の制約や配下の移動局との通信を継続する必要性からフェム
トセル基地局の送信電力には下限がある。マクロ移動局とフェムトセル基地局との間に互
いを遮蔽する壁などがないとすれば、マクロ移動局とフェムトセル基地局間の伝播損は、
互いに壁で隔てられているマクロ移動局とマクロ基地局間のそれに比べて非常に小さくな
る（例えば、数十dB程度）。その結果、フェムトセル基地局がたとえ最小の電力で送信し
ても、フェムトセル基地局からマクロ移動局への干渉波の電力はマクロ基地局からの希望
波の電力に比べて相対的に強くなる。場合によってはマクロ移動局が通信できなくなるお
それがある。また、特許文献１及び２に記載された上述の第２の方法は、通信事業者に対
して割り当てられた周波数帯域が十分でなければ採用できない。
【００１５】
　形態Ｄでは、フェムトセル基地局の周波数帯域は、マクロ基地局の使用周波数帯域のう
ちの一部に制限されている。この結果、マクロ移動局へ与える干渉を一部の帯域に制限で
きるので、干渉を受けるマクロ移動局がその帯域を使わないことで通信品質を維持できる
。しかしながら、フェムトセル基地局の割り当て可能な周波数帯域が常に少なくなってし
まい、フェムト移動局のスループットなどの通信品質が劣化してしまう。例えば、帯域を
半分に制限してしまうと、達成可能なピークレートが半分になるのでスループットも大幅
に低下してしまう。
【００１６】
　以上に述べたように、フェムトセル専用の周波数帯域が確保できる場合（つまり形態Ａ
及びＢ、並びに特許文献１及び２に記載の第２の方法）を除くと、形態Ｃ及びＤ、並びに
特許文献１及び２に記載の第１の方法のいずれの場合でも、マクロ移動局とフェムトセル
基地局が近づいた場合の干渉抑制が十分でなく、状況によってはマクロセル及びフェムト
セルの少なくとも一方の通信品質が劣化するおそれがある。
【００１７】
　本発明は、上述した知見に基づいてなされたものであって、本発明の目的は、マクロ基
地局及びフェムトセル基地局が同一の周波数帯域を使用する運用形態において、マクロ移
動局がフェムトセル基地局の近傍にいるような極端な状況においても、マクロ移動局の通
信品質とフェムト移動局の通信品質を共に維持できる基地局装置、無線通信システム、無
線リソース割当て方法、及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の第１の態様は、基地局装置である。当該基地局装置は、無線通信部、及びリソ
ース割当部を含む。前記無線通信部は、少なくとも一つの第１の移動局との間で第１の無
線通信を行う。前記リソース割当部は、無線周波数を含む無線リソースを前記第１の無線
通信に割り当てる。さらに、前記リソース割当部は、周辺の基地局との間で第２の無線通
信を行う第２の移動局との接近が推定される場合に、前記接近の前に前記第１の無線通信
に割り当て可能であった第１の周波数帯域の一部に制限された第２の周波数帯域の中から
前記第１の無線通信に割り当てる無線周波数を決定する。
【００１９】
　本発明の第２の態様は、無線通信システムである。当該無線通信システムは、第１の基
地局と、リソース割当部を含む。前記第１の基地局は、少なくとも一つの第１の移動局と
の間で第１の無線通信を行う。前記リソース割当部は、無線周波数を含む無線リソースを
前記第１の無線通信に割り当てる。さらに、前記リソース割当部は、周辺の基地局との間
で第２の無線通信を行う第２の移動局との接近が推定される場合に、前記接近の前に前記
第１の無線通信に割り当て可能であった第１の周波数帯域の一部に制限された第２の周波
数帯域の中から前記第１の無線通信に割り当てる無線周波数を決定する。
【００２０】
　本発明の第３の態様は、無線リソースの割り当て方法である。当該方法は、以下のステ
ップ（ａ）及び（ｂ）を含む。
　少なくとも一つの第１の移動局との間で第１の無線通信を行う第１の基地局と、第２の
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基地局との間で第２の無線通信を行う第２の移動局との接近を推定するステップ（ａ）、
及び
　前記接近が推定される場合に、前記接近の前に前記第１の無線通信に割り当て可能であ
った第１の周波数帯域の一部に制限された第２の周波数帯域の中から前記第１の無線通信
に割り当てる無線周波数を決定するステップ（ｂ）。
【００２１】
　本発明の第４の態様は、前述の本発明の第３の態様に係る無線リソースの割り当て方法
をコンピュータに行わせるプログラムである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明により、マクロ基地局及びフェムトセル基地局が同一の周波数帯域を使用する運
用形態において、マクロ移動局がフェムトセル基地局の近傍にいるような極端な状況にお
いても、マクロ移動局の通信品質とフェムト移動局の通信品質を共に維持できる基地局装
置、無線通信システム、無線リソース割当て方法、及びプログラムを提供することができ
る。
を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係るフェムトセル基地局の構成例を示すブロック図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態１に係るフェムトセル基地局によって行われる無線リソース
の割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態２に係るフェムトセル基地局の構成例を示すブロック図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態２に係るフェムトセル基地局によって行われる無線リソース
の割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態３に係るフェムトセル基地局によって行われる無線リソース
の割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態４に係るフェムトセル基地局によって行われる無線リソース
の割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態５に係るフェムトセル基地局によって行われる無線リソース
の割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態６に係るフェムトセル基地局の構成例を示すブロック図であ
る。
【図１０】本発明の実施の形態６に係るフェムトセル基地局によって行われる無線リソー
スの割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態７に係るフェムトGWの構成例を示すブロック図である。
【図１２】本発明の実施の形態６に係るフェムトGWによる処理手順の具体例を示すフロー
チャートである。
【図１３】本発明の実施の形態７に係るフェムトセル基地局によって行われる無線リソー
スの割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態８に係るフェムトセル基地局によって行われる無線リソー
スの割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態９に係るフェムトセル基地局の構成例を示すブロック図で
ある。
【図１６】本発明の実施の形態９に係るフェムトセル基地局によって行われる無線リソー
スの割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の実施の形態１に係るフェムトセル基地局における上り受信電力の時間
変化の一例を示す図である。
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【図１８】本発明の実施の形態１をLTEに適用した場合におけるデータチャネル及び制御
チャネルに対する周波数・時間リソース割当ての一例を示す図である。
【図１９】背景技術に係るフェムトセル基地局の周波数帯域及び送信電力制御の運用形態
の第１の例を示す図である。
【図２０】背景技術に係るフェムトセル基地局の周波数帯域及び送信電力制御の運用形態
の第２の例を示す図である。
【図２１】背景技術に係るフェムトセル基地局の周波数帯域及び送信電力制御の運用形態
の第３の例を示す図である。
【図２２】背景技術に係るフェムトセル基地局の周波数帯域及び送信電力制御の運用形態
の第４の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　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。
【００２５】
＜発明の実施の形態１＞
　図１は本実施の形態にかかる無線通信システムの構成例を示す図である。本実施形態に
かかる無線通信システムは、フェムトセル基地局１、登録移動局２－１、非登録移動局２
－２、及び周辺基地局３（例えばマクロ基地局、マイクロ基地局、またはピコ基地局）を
含む。フェムトセル基地局１は、フェムトセル６を形成する。フェムトセル基地局１はフ
ェムトゲートウェー（GW）４を介してネットワーク５に接続する。周辺基地局３は、周辺
セル７（例えばマクロセル、マイクロセル、又はピコセル）を形成する。フェムトセル６
は、周辺セル７内によって少なくとも一部がオーバレイされてもよいし、周辺セル７と重
ならないように位置してもよい。登録移動局２－１は、フェムトセル基地局１への接続が
許可された移動局である。非登録移動局２－２は、フェムトセル基地局１への接続が許可
されていない移動局である。以下では、周辺基地局３がマクロ基地局、周辺セル７がマク
ロセル、非登録移動局２－２がマクロ移動局であるものとして説明する。また、登録移動
局２－１をフェムト移動局と呼ぶ。
【００２６】
　図２は、本実施の形態に係るフェムトセル基地局１の構成例を示すブロック図である。
フェムトセル基地局１は、無線通信部１０、及び無線リソース割当部１１を有する。無線
通信部１０は、受信アンテナを介して移動局からの上り信号を受信する。受信したデータ
はフェムトGW４に送信される。さらに、無線通信部１０は、制御データ、及びフェムトGW
４から受信したユーザデータを含む下り信号を生成し、送信アンテナを介して下り信号を
無線送信する。無線通信部１０は、Ｗ－ＣＤＭＡやＥ－ＵＴＲＡ、またはIEEE 802.16m等
の無線方式に適合した基地局側の通信部とすればよい。ここでは、無線通信部１０の構成
の詳細に関する説明は省略する。
【００２７】
　無線リソース割当部１１は、無線通信部１０とフェムト移動局２－１の間の無線通信に
使用される無線リソースを決定し、これを無線通信部１０に対して指示する。以下では、
無線通信部１０とフェムト移動局２－１の間の無線通信を便宜的に「フェムト無線通信」
と呼ぶ。フェムト無線通信は、上り無線通信及び下り無線通信を含む。無線リソース割当
部１１によって決定される無線リソースは、下り無線通信に使用される無線周波数、及び
上り無線通信に使用される無線周波数のうち少なくとも一方を含む。
【００２８】
　より具体的に述べると、無線リソース割当部１１は、マクロ移動局２－２とフェムトセ
ル基地局１の接近が推定される場合に、この接近の前にフェムト無線通信に割り当て可能
であった周波数帯域（以下、第１の周波数帯域ＦＢ１）の一部に制限された周波数帯域（
以下、第２の周波数帯域ＦＢ２）の中からフェムト無線通信に割り当てる無線周波数を決
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定する。ＦＢ１からＦＢ２への制限は、下り信号及び上り信号のいずれか一方でもよいし
、下り信号及び上り信号の両方について行ってもよい。下り信号の使用周波数帯域を狭め
ることによって、フェムトセル基地局１からマクロ移動局２－２への下り干渉を低減でき
る。一方、上り信号の使用周波数帯域を狭めることによって、マクロ移動局２－２からフ
ェムトセル基地局１への上り干渉を低減できる。無線リソース割当部１１は、必要に応じ
て、フェムト移動局２－１に制限した後の周波数帯域ＦＢ２の情報を報知してもよい。
【００２９】
　接近前の使用可能な周波数帯域ＦＢ１から、接近後の使用可能な周波数帯域ＦＢ２をど
のように選択するかは、様々な具体的態様が考えられる。例えば、ＦＢ１のうち予め定め
られた割合（例えば、５０％、４０％等）をＦＢ２としてもよい。ＦＢ１の中からＦＢ２
として選ばれる周波数範囲を予め定めておいてもよいし、制限を行う際に動的に決定して
もよい。さらに、例えばＥ－ＵＴＲＡの場合、１サブフレーム内において制御チャネルに
使用される周波数帯域とユーザデータを送信するためのデータチャネルに使用される周波
数帯域の両方を同じ比率で削減してもよい。また、制御チャネルに使用される周波数帯域
とデータチャネルに使用される周波数帯域との間で削減率を変えてもよい。例えば、制御
チャネルに使用される周波数帯域をＦＢ２においても維持し、データチャネルに使用され
る周波数帯域を削減してもよい。
【００３０】
　マクロ移動局２－２とフェムトセル基地局１の接近判定は、フェムトセル基地局１が行
ってもよいし、他の装置（例えばマクロ基地局３、フェムトGW４、ネットワーク５内に配
置された装置、フェムト移動局２－１、又はマクロ移動局２－２、）が行ってもよい。マ
クロ移動局２－２とフェムトセル基地局１の接近は、例えば以下の指標（１）～（５）の
うち少なくとも１つを用いて判定することできる。
（１）フェムトセル基地局１における上り受信電力の増大；
（２）マクロ移動局２－２におけるフェムトセル基地局１からの下り受信電力の増大；
（３）フェムトセル基地局１の位置情報とマクロ移動局２－２の位置情報とを用いて計算
されるこれら２つの装置間距離の減少；
（４）フェムトセル基地局１におけるマクロ移動局２－２からの接続要求の受信；
（５）フェムトセル基地局１におけるネットワーク５経由でのマクロ移動局２－２のハン
ドオーバ要求の受信。
【００３１】
　図３は、無線リソース割当部１１によって行われる無線リソースの割り当て手順の具体
例を示すフローチャートである。マクロ移動局２－２がフェムトセル基地局１に接近して
いない場合（ステップＳ１１でＮＯ）、無線リソース割当部１１は、フェムト無線通信の
ために割り当て可能な周波数帯域をＦＢ１のまま維持する（ステップＳ１２）。一方、マ
クロ移動局２－２がフェムトセル基地局１に接近した場合（ステップＳ１１でＹＥＳ）、
無線リソース割当部１１は、フェムト無線通信のために割り当て可能な周波数帯域をＦＢ
２に狭める（ステップＳ１３）。ステップＳ１４では、無線リソース割当部１１は、現在
接続中のフェムト移動局２－１との間の無線通信（データチャネル及び制御チャネル）に
具体的に割り当てる無線周波数をＦＢ２の中から決定して、これを無線通信部１０に指示
する。Ｅ－ＵＴＲＡの場合、ステップＳ１４は、スケジューラによるリソースブロックの
スケジューリングに相当する。
【００３２】
　上述したように、本実施の形態に係るフェムトセル基地局１は、マクロ移動局２－２と
フェムトセル基地局１が接近していなければ、周波数帯域（ＦＢ１）の全体をフェムト無
線通信に使用できる。これに対して、マクロ移動局２－２とフェムトセル基地局１の接近
が推定される場合には、フェムトセル基地局１は、フェムト無線通信に使用可能な周波数
帯域（ＦＢ２）を接近前に使用可能な周波数帯域（ＦＢ１）の一部に狭める。
【００３３】
　例えば、Ｅ－ＵＴＲＡの場合、下りのフェムト無線通信に使用する周波数帯域を狭める
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ことによって、マクロ移動局２－２がフェムトセル基地局１から強い干渉を受ける下り周
波数帯域はＦＢ１全体からＦＢ２に減少する。マクロ移動局２－２は、帯域ＦＢ２の受信
品質が劣化していることを、品質情報（例えばCQI: Channel Quality Indication）の送
信によってマクロ基地局３に報告する。マクロ基地局３は、マクロ移動局２－２に無線リ
ソースをスケジューリングする際、マクロ移動局２－２から受信した品質情報に基づいて
リソースブロックを割り当てる。具体的には、マクロ基地局３のスケジューラは、帯域Ｆ
Ｂ２の受信品質が悪いマクロ移動局２－２に対して、ＦＢ２以外の周波数を使用するリソ
ースブロックを割り当てる。これによって、フェムトセル基地局１とこれに接近したマク
ロ移動局２－２は、帯域ＦＢ１の全体のうちの互いに異なる周波数範囲を使用する状態が
達成される。つまり、フェムトセル基地局１はＦＢ２を使用し、マクロ移動局２－２はＦ
Ｂ２を除く他の周波数を使用する。
【００３４】
　つまり、本実施の形態に係る基地局１は、マクロ基地局３及びフェムトセル基地局１が
同一の周波数帯域ＦＢ１を使用する運用形態において、マクロ移動局２－２がフェムトセ
ル基地局１の近傍に接近した場合に、フェムトセル基地局１の使用周波数帯域をＦＢ１に
含まれる一部の帯域（ＦＢ２）に狭めることとした。これにより、マクロ移動局２－２が
フェムトセル基地局１の近傍にいるような極端な状況においても、マクロ移動局２－２の
通信品質とフェムト移動局２－１の通信品質を共に維持できる。
【００３５】
　また、本実施の形態で述べた無線リソース割当部１１による帯域制限処理は、ＡＳＩＣ
（Application Specific Integrated Circuit）、ＤＳＰ（Digital Signal 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、これら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。
【００３６】
　これらのプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-transi
tory computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することがで
きる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tangib
le storage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（
例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体
（例えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／
Ｗ、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯＭ
（Erasable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memory））を含む。ま
た、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transitory compute
r readable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ
可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体
は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピ
ュータに供給できる。
【００３７】
　本実施の形態で述べたフェムトセル基地局１の変形について、以下に述べる発明の実施
の形態２～９において詳しく説明する。
【００３８】
＜発明の実施の形態２＞
　本実施の形態では、フェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２の接近判定をフェムト
セル基地局１が行う例について説明する。さらに、本実施の形態では、フェムトセル基地
局１における上り受信電力の増大を指標として接近判定を行う例について説明する。さら
にまた、本実施の形態では、E-UTRAのように、周波数及び時間を含む無線リソースの動的
割り当てを行う多元接続方式に好適な無線リソース割当部１１の構成例について説明する
。
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【００３９】
　本実施の形態にかかる無線通信システムの構成例は、図１と同様である。図４は、本実
施の形態にかかるフェムトセル基地局１の構成例を示すブロック図である。図４において
、接近判定部１２は、マクロ移動局２－２とフェムトセル基地局１の接近を判定する。マ
クロ移動局２－２とフェムトセル基地局１の接近は、空間的な距離に基づいて判定しても
よいし、伝播損に基づく電波的な距離に基づいて判定してもよい。本実施形態では、無線
通信部１０が受信した上り回線の受信電力P_ulを測定し、受信電力P_ulを閾値と比較する
ことで接近を判定する。
【００４０】
　図４に示す無線リソース割当部１１は、無線リソース制御部１１１、リソース・スケジ
ューリング部１１３、自セル品質情報取得部１１２を含む。無線リソース制御部１１１は
、接近判定部１２の判定結果に基づいて、無線リソースの調整を決定する。具体的に述べ
ると、無線リソース制御部１１１は、マクロ移動局２－２とフェムトセル基地局１が接近
している否かに応じて、フェムト無線通信に使用可能な周波数帯域を帯域ＦＢ１の全体と
するか、その一部（ＦＢ２）に制限するかを決定する。
【００４１】
　自セル品質情報取得部１１２は、フェムトセル６内にいて、フェムト移動局２－１によ
って測定されたフェムトセル基地局１の下り信号の受信品質を示す品質情報を含む測定報
告を取得する。W-CDMAの場合では、全周波数帯域を用いて送信されるパイロット信号を受
信する際の受信電力(RSCP: Received Signal Code Power) 、又は受信品質（SINR: Signa
l-to-Interference plus Noise power Ratio, Ec/Io等）とすればよい。E-UTRAの場合、
下り信号の受信品質は、所定の下りリソースエレメントを用いて送られるレファレンス信
号を受信する際の受信電力（RSRP: Reference Signal Received Power）、又は受信品質
（RSRQ: Reference Signal Received Quality）とすればよい。実際に測定する項目や報
告周期等の設定は、上位のネットワーク５からフェムトセル基地局１に通知すればよい。
測定報告は、CQI(Channel Quality Indicator)に離散化されて、上り制御チャネルを用い
てフェムト移動局２－１からフェムトセル基地局１に送信される。CQIの作り方は、全帯
域で１つとする方法、及び分割した周波数単位で作る方法など複数の方法の中から適宜選
べばよい。
【００４２】
　リソース・スケジューリング部１１３は、フェムト移動局２－１と無線通信部１０の間
の無線通信（フェムト無線通信）に対する無線リソースのスケジューリングを行う。この
スケジューリングには、自セル品質情報取得部１１２によって取得された下り受信品質の
品質情報と、無線リソース制御部１１１による帯域制限結果が反映される。下り受信品質
を参照することで、リソース・スケジューリング部１１３は、周波数・時間で分割された
各リソース単位（例えばE-UTRAのリソースブロック）を用いて送信できる通信レートを決
定する。複数のフェムト移動局２－１がフェムトセル基地局１に接続している場合、リソ
ース・スケジューリング部１１３は、複数の移動局２－１から報告された品質情報に基づ
いて、各移動局に割り当てるリソースを決定する。
【００４３】
　図５は、本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１によって行われる無線リソースの
割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。図５と図３を比較すると、図５のフ
ローチャートは、ステップＳ１１に代えてステップＳ２０及びＳ２１を含む。ステップＳ
２０及びＳ２１は、マクロ移動局２－２とフェムトセル基地局１の接近判定に関する。
【００４４】
　ステップＳ２０では、接近判定部１２は、上り受信電力P_ulを測定する。上り受信電力
P_ulは、リソースブロック毎に測定してもよいし、全周波数帯域にわたる積算値や平均値
でもよい。上り受信電力P_ulは、フェムト移動局２－１、及びフェムトセル基地局１周辺
に位置するマクロ移動局２－２が上り信号を送信するのに伴い時間的に変動し、かつ周波
数軸上でも変動する。P_ulを測定する際、特にフェムト移動局２－１及びマクロ移動局２
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－２がデータを送信中のときは、フェムト移動局２－１の寄与を除いて、マクロ移動局２
－２からの上り信号の受信電力をP_ulとすればよい。これに代えて、フェムト移動局２－
１が送信していない状態で測定した受信電力をP_ulとしてもよい。さらに、P_ulはある時
刻の瞬時値でもよいし、ある期間にわたって測定された複数のサンプルの平均値、中央値
、代表値、又は上位からX％の値等の統計値としてもよい（Xは正の整数）。
【００４５】
　ステップＳ２１では、接近判定部１２は、P_ulを所定の閾値Ａと比較する。閾値Ａは、
P_ulの測定の定義に応じて設定すればよい。すなわち、P_ulがリソースブロック毎の測定
結果であるか、全周波数帯域での測定結果であるか、マクロ移動局２－２のみの寄与の測
定結果であるか、フェムト移動局２－１の寄与を含む全受信電力の測定結果であるか、等
に応じて適切な値を閾値Ａに設定すればよい。
【００４６】
　図５に示したその他のステップＳ１２～１４は、図３に示したステップＳ１２～１４と
同様である。
【００４７】
＜発明の実施の形態３＞
　本実施の形態では、フェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２の接近時における制限
された無線周波数帯域ＦＢ２の決め方の一例について説明する。具体的に述べると、本実
施の形態では、フェムト無線通信に割り当て可能な周波数帯域を制限する際に、データチ
ャネル用の周波数帯域を優先して狭める。
【００４８】
　本実施の形態にかかる無線通信システムの構成例は、図１と同様である。また、本実施
の形態にかかるフェムトセル基地局１の構成例は、図２又は図４と同様である。図６は、
本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１によって行われる無線リソースの割り当て手
順の具体例を示すフローチャートである。ステップＳ３３に示すように、本実施の形態で
は、無線リソース制御部１１１は、マクロ移動局２－２の接近時に、制御チャネル用の帯
域幅を維持したまま、データチャネル用の帯域幅を縮小する。
【００４９】
　データチャネルと制御チャネルの両方に関して周波数帯域を制限する場合に比べて、本
実施の形態は、無線通信システムの全体構成への影響を少なくできる。
【００５０】
＜発明の実施の形態４＞
　本実施の形態では、フェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２の接近時における制限
された無線周波数帯域ＦＢ２の決め方の他の例について説明する。具体的に述べると、本
実施の形態では、フェムト無線通信に割り当て可能な周波数帯域を制限する際に、フェム
トセル基地局１に接続中のフェムト移動局２－１の数に応じて、制限後の帯域幅を決定す
る。
【００５１】
　本実施の形態にかかる無線通信システムの構成例は、図１と同様である。また、本実施
の形態にかかるフェムトセル基地局１の構成例は、図２又は図４と同様である。図７は、
本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１によって行われる無線リソースの割り当て手
順の具体例を示すフローチャートである。ステップＳ４３に示すように、本実施の形態で
は、無線リソース制御部１１１は、制限後の周波数帯域ＦＢ２の帯域幅を、フェムトセル
基地局１に接続中のフェムト移動局２－１の数に応じて決定する。例えば、接続中のフェ
ムト移動局２－１の数が少ないとき（１台等）は、周波数帯域を制限することで影響を受
ける移動局が少ないので、制限後の周波数帯域ＦＢ２の帯域幅を相対的に狭くすればよい
。これとは反対に、接続中のフェムト移動局２－１の数が多いとき（５台等）は、周波数
帯域を制限することで影響を受ける移動局が多いので、制限後の周波数帯域ＦＢ２の帯域
幅を相対的に広くすればよい。なお、帯域制限を行う際にどの帯域を制限するかを示す優
先度を予め設定しておき、フェムト移動局２－１の接続数の増加に応じて、優先度の高い
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帯域から順に使用不可とする帯域を選択してもよい。
【００５２】
　本実施の形態は、フェムトセル基地局１に接続するフェムト移動局２－１の数に応じて
、制限後の周波数帯域ＦＢ２の帯域幅を決定する。このため、フェムト移動局２－１の通
信品質（例えばスループット）への影響を考慮することができる。
【００５３】
＜発明の実施の形態５＞
　本実施の形態では、フェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２の接近時における制限
された無線周波数帯域ＦＢ２の決め方のさらに他の例について説明する。具体的に述べる
と、本実施の形態では、接続中のフェムト移動局２－１が使用するベアラのQoS（Quality
 of service）に応じて、制限後の帯域幅を決定する。
【００５４】
　本実施の形態にかかる無線通信システムの構成例は、図１と同様である。また、本実施
の形態にかかるフェムトセル基地局１の構成例は、図２又は図４と同様である。図８は、
本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１によって行われる無線リソースの割り当て手
順の具体例を示すフローチャートである。ステップＳ５３に示すように、本実施の形態で
は、無線リソース制御部１１１は、制限後の周波数帯域ＦＢ２の帯域幅を、接続中のフェ
ムト移動局２－１が使用するベアラのQoSに応じて決定する。
【００５５】
　ベアラは、基地局・移動局間で音声やデータなどのサービスを提供するために設定され
るトラヒック伝送用の回線である。QoSは、音声やデータなどのサービスを提供する上で
の優先度や、所定の品質を達成するための目標値を規定する。一般に、音声の方がデータ
（FTP、Web、メール等）よりQoSは高い。従って、例えば、接続中のフェムト移動局２－
１のベアラがデータ用の場合は要求されるQoSが比較的低いので、制限後の周波数帯域Ｆ
Ｂ２の帯域幅を相対的に狭くすればよい。逆に、接続中のフェムト移動局２－１のベアラ
が音声用の場合は要求されるQoSが比較的高いので、制限後の周波数帯域ＦＢ２の帯域幅
を相対的に広くすればよい。なお、帯域制限を行う際にどの帯域を制限するかを示す優先
度を予め設定しておき、接続中のフェムト移動局２－１が使用するベアラのQoSが低い場
合に、優先度の高い帯域から順に使用不可とする帯域を選択してもよい。
【００５６】
　本実施形態は、フェムトセル基地局１に接続するフェムト移動局２－１のベアラのQoS
に応じて、制限後の周波数帯域ＦＢ２の帯域幅を決定する。このため、フェムト移動局２
－１の通信品質（例えばスループット）への影響を考慮することができる。
【００５７】
＜発明の実施の形態６＞
　本実施の形態では、フェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２の接近時における制限
された無線周波数帯域ＦＢ２の決め方のさらに他の例について説明する。具体的に述べる
と、本実施の形態では、マクロ基地局３からの下り信号の受信品質をフェムト移動局２－
１又はフェムトセル基地局１が測定し、マクロ基地局３からの下り信号の受信品質に基づ
いて、制限前の全体ＦＢ１に含まれるどの周波数（周波数帯域）を不使用にするかを決定
する。
【００５８】
　本実施の形態にかかる無線通信システムの構成例は、図１と同様である。図９は、本実
施の形態にかかるフェムトセル基地局１の構成例を示すブロック図である。図９において
、他セル品質情報取得部１１４は、フェムト移動局２－１によって測定されたマクロ基地
局３からの下り信号の受信品質の測定結果を取得する。下り回線の受信品質は、W-CDMAの
場合では、全周波数帯域を用いて送信されるパイロット信号を受信する際の受信電力(RSC
P)、又は受信品質（SINR, Ec/Io等）とすればよい。E-UTRAの場合、下り信号の受信品質
は、所定の下りリソースエレメントを用いて送られるレファレンス信号を受信する際の受
信電力（RSRP）、又は受信品質（RSRQ）とすればよい。実際に測定する項目や報告周期等
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の設定は、上位のネットワーク５からフェムトセル基地局１又はフェムト移動局２－１に
通知すればよい。
【００５９】
　図９に示す無線リソース制御部１１１は、マクロ基地局３からの下り信号の受信品質に
基づいて、制限前の全体ＦＢ１に含まれるどの周波数（周波数帯域）を不使用にするかを
決定する。
【００６０】
　図１０は、本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１によって行われる無線リソース
の割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。図１０と図５を比較すると、図１
０のフローチャートは、ステップＳ１３に代えてステップＳ６３を含む。さらに、図１０
には、ステップＳ６０が追加されている。ステップＳ６０では、他セル品質情報取得部１
１４は、マクロ基地局３からの下り信号の受信品質の測定結果をフェムト移動局２－１か
ら受信する。マクロ基地局３からの下り信号の受信品質は、所定の時刻の報告値でもよい
し、所定の期間に取得した複数のサンプルの平均値や、中央値、代表値、又は上位からX
％の値等の統計値としてもよい（Xは正の整数）。
【００６１】
　ステップＳ６３では、無線リソース制御部１１１は、制限後の周波数帯域ＦＢ２、言い
換えると制限前の帯域ＦＢ１のうち不使用とする帯域を、マクロ基地局３からの下り信号
の受信品質の測定結果に基づいて決定する。具体的には、無線リソース制御部１１１は、
マクロ基地局３からの下り信号の受信品質が基準を下回る周波数帯域を、制限後の周波数
帯域ＦＢ２として優先的に選択する。何故なら、マクロ基地局３は、マクロ移動局２－２
によるマクロ基地局３からの下り信号の受信品質が低い帯域を使用する無線リソース（リ
ソースブロック等）を、そのマクロ移動局２－２に対して割り当てる可能性が小さいため
である。つまり、フェムトセル基地局１及びフェムト移動局２－１の近傍に位置するマク
ロ移動局２－２に対しては、フェムト移動局２－１によって測定されたマクロ基地局３の
受信品質が低い周波数帯域が割り当てられにくいと推定できる。したがって、この帯域を
フェムトセル基地局１が使用しても、マクロ移動局２－２への干渉は小さくなる。
【００６２】
　以上に述べたように、本実施の形態は、マクロ移動局２－２への影響が少ないと推定さ
れる周波数帯域を、制限後の周波数帯域ＦＢ２として優先的に選択するので、マクロ・フ
ェムト間干渉を一層効果的に低減することができる。
【００６３】
＜発明の実施の形態７＞
　本実施の形態では、フェムトGW４配下の複数のフェムトセル基地局１の間で、制限後の
周波数帯域ＦＢ２として同じ周波数帯域を使用する例について説明する。本実施の形態に
かかる無線通信システムの構成例は、図１と同様である。また、本実施の形態にかかるフ
ェムトセル基地局１の構成例は、図４と同様である。ただし、本実施の形態にかかるフェ
ムトセル基地局１が有する無線リソース制御部１１１は、フェムトGW４と情報をやり取り
する。具体的には、無線リソース制御部１１１は、これまでの実施の形態と同様に制限後
の周波数帯域ＦＢ２を決定するが、決定した周波数帯域ＦＢ２の情報をフェムトGW４に報
告する。フェムトGW４は、複数のフェムトセル基地局１から同様の情報を取得し、周波数
帯域ＦＢ２として使用する帯域を決定し、決定した帯域の情報（以下、帯域指定情報と呼
ぶ）を各フェムトセル基地局１に送信する。無線リソース制御部１１１は、フェムトGW４
から受信した帯域指定情報に従い、制限後の周波数帯域ＦＢ２を再設定する。
【００６４】
　図１１は、本実施の形態に係るフェムトGW４の構成例を示すブロック図である。フェム
トセル基地局情報取得部４１は、フェムトセル基地局１がＦＢ２として決定した周波数帯
域に関する情報を取得する。帯域指定情報作成部４２は、フェムトセル基地局１から取得
した周波数帯域ＦＢ２の情報を、隣接する他のフェムトセル基地局１から既に受信済みの
周波数帯域ＦＢ２の情報と比較する。そして、帯域指定情報作成部４２は、隣接関係にあ
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る複数のフェムトセル基地局１が制限後の周波数帯域ＦＢ２として使用すべき帯域を指定
する帯域指定情報を作成する。帯域指定情報送信部４３は、帯域指定情報をフェムトセル
基地局１に送信する。
【００６５】
　本実施形態におけるフェムトGW４の動作について、図１２のフローチャートを参照して
説明する。ステップＳ７０１では、フェムトセル基地局情報取得部４１は、複数のフェム
トセル基地局１から順に周波数帯域ＦＢ２の情報を取得する。具体的には、フェムトセル
基地局情報取得部４１は、周波数帯域ＦＢ２として使用する帯域を示す情報を取得する。
【００６６】
　ステップＳ７０２では、帯域指定情報作成部４２は、ステップＳ７０１で取得した情報
に基づいて、隣接関係にある複数のフェムトセル基地局１の間で同一の周波数帯域が制限
後の周波数帯域ＦＢ２として使用されるように帯域指定情報を作成する。具体的には、帯
域指定情報作成部４２は、あるフェムトセル基地局１が周波数帯域ＦＢ２を報告してきた
場合、報告元の基地局に隣接する他のフェムトセル基地局１が存在しない場合は、報告さ
れた周波数帯域ＦＢ２を許可する旨の帯域指定情報を作成すればよい。これに対して、報
告元の基地局に隣接する他のフェムトセル基地局１が存在する場合であって、かつ当該他
のフェムトセル基地局１がまだ周波数帯域を制限していない場合、報告された周波数帯域
ＦＢ２を許可する旨の帯域指定情報を作成すればよい。さらに、報告元の基地局に隣接す
る他のフェムトセル基地局１が存在する場合であって、かつ当該他のフェムトセル基地局
１が既に周波数帯域を制限している場合、報告された周波数帯域ＦＢ２を拒否し、隣接す
る他のフェムトセル基地局１と同じ周波数帯域を使用するように指定する帯域指定情報を
作成すればよい。
【００６７】
　ステップＳ７０３では、帯域指定情報送信部４３は、報告元のフェムトセル基地局１に
対して、帯域指定情報を送信する。
【００６８】
　図１３は、本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１によって行われる無線リソース
の割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。図１３と図５を比較すると、図１
３のフローチャートは、ステップＳ１３に代えてステップＳ７３１～Ｓ７３３を含む。ス
テップＳ７３１では、無線リソース制御部１１１は、制限後の周波数帯域ＦＢ２を決定し
、ＦＢ２として選んだ帯域に関する情報をフェムトGW４に送信する。ステップＳ７３２で
は、無線リソース制御部１１１は、フェムトGW４から通知される帯域指定情報を受信する
。ステップＳ７３３では、無線リソース制御部１１１は、受信した帯域指定情報に示され
ている周波数帯域に合わせるように、制限後の周波数帯域ＦＢ２を再設定する。
【００６９】
　以上に述べたように、本実施の形態は、隣接関係にある複数のフェムトセル基地局１が
、制限後の周波数帯域ＦＢ２として同じ周波数帯域を使用する。したがって、複数のフェ
ムトセル基地局１が近接して集中的に配置されている場合であっても、マクロ移動局２－
２が使用するための空き帯域を作ることができる。
【００７０】
　なお、上述の説明では、フェムトGW４が帯域指定情報の生成を行う例について説明した
。しかしながら、帯域指定情報の生成は、ネットワーク５に配置された他の装置が行って
もよい。
【００７１】
＜発明の実施の形態８＞
　本実施の形態では、制限後の周波数帯域ＦＢ２から元の周波数帯域ＦＢ１に戻す手順の
具体例について説明する。本実施の形態にかかる無線通信システムの構成例は、図１と同
様である。また、本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１の構成例は、図４と同様で
ある。
【００７２】
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　図１４は、本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１によって行われる無線リソース
の割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。ステップＳ８０では、無線リソー
ス割当部１１は、実施形態２～７のいずれかのようにして、フェムト無線通信に割り当て
可能な周波数帯域をＦＢ１からＦＢ２に制限する。このときは、フェムト無線通信に割り
当てる周波数帯域を、ＦＢ１からＦＢ２に急激に切り替えるとよい。
【００７３】
　ステップＳ８１では、接近判定部１２は、上り受信電力P_ulを測定する。ステップＳ８
２では、接近判定部１２は、P_ulを所定の閾値Ｂと比較する。閾値Ｂは、接近を判定する
際の閾値Ａと同じでもよいが、異なる値でもよい。例えば、閾値Ｂは、閾値Ａより小さい
値に設定してもよい。
【００７４】
　上り受信電力P_ulが依然として閾値Ｂより高いと判定された場合（ステップＳ８２でＹ
ＥＳ）、無線リソース制御部１１１は、周波数帯域の制限を継続する（ステップＳ８３）
。フェムトセル基地局１の近傍にまだマクロ移動局２－２がいると推定されるためである
。
【００７５】
　これに対して、上り受信電力P_ulが閾値Ｂ以下であると判定された場合（ステップＳ８
２でＮＯ）、無線リソース制御部１１１は、周波数帯域の制限を解除する（ステップＳ８
４）。周波数帯域の制限を解除する場合には、急激にＦＢ２からＦＢ１に戻すのではなく
、使用する周波数帯域を除々に増加させるとよい。例えば、数秒～数分のオーダでゆっく
りとＦＢ１に戻すとよい。
【００７６】
　以上に述べたように、本実施の形態は、フェムト無線通信に割り当て可能な周波数帯域
を制限する際にはＦＢ１からＦＢ２に急に低減し、制限を解除する際には、制限時と比べ
てゆっくりと除々に割り当て可能な帯域をＦＢ２からＦＢ１まで増加する。これによって
、マクロ移動局２－２に対して急に大きな干渉を与えないようにできる。
【００７７】
＜発明の実施の形態９＞
　本実施の形態では、フェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２の接近判定の変形例に
ついて説明する。本実施の形態にかかる無線通信システムの構成例は、図１と同様である
。図１５は、本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１の構成例を示すブロック図であ
る。
【００７８】
　図１５に示す無線リソース制御部１１１は、マクロ基地局３、又はネットワーク５に配
置された装置から、接近判定に使用する情報（以下、接近判定情報）を受信する。そして
、無線リソース制御部１１１は、接近判定情報がフェムトセル基地局１とマクロ移動局２
－２の接近を示す場合にＦＢ１からＦＢ２への帯域制限を実施する。
【００７９】
　接近判定情報の一例は、マクロ移動局２－２によって測定されたフェムトセル基地局１
からの下り信号の受信品質である。フェムトセル基地局１は、マクロ基地局３から当該測
定結果を受信すればよい。マクロ基地局３は、マクロ移動局２－２が特定のフェムトセル
基地局１から強い干渉を受けたと検出すると、該当するフェムトセル基地局１に測定結果
を転送すればよい。フェムトセル基地局１からの下り信号の受信品質は、W-CDMAの場合で
は、全周波数帯域を用いて送信されるパイロット信号を受信する際の受信電力(RSCP)、又
は受信品質（SINR, Ec/Io等）とすればよい。E-UTRAの場合は、所定の下りリソースエレ
メントを用いて送られるレファレンス信号を受信する際の受信電力（RSRP）、又は受信品
質（RSRQ）とすればよい。
【００８０】
　接近判定情報の他の例は、フェムトセル基地局１の位置情報とマクロ移動局２－２の位
置情報とを用いて計算されるこれら２つの装置間の距離情報である。この距離計算は、フ



(16) JP 5696382 B2 2015.4.8

10

20

30

40

50

ェムトセル基地局１の位置を把握している装置、例えば、マクロ基地局３、ネットワーク
５に配置されたOAM（Operation and Maintenance）サーバ等が行えばよい。マクロ移動局
２－２の位置情報は、例えば、移動局２－２に搭載されたＧＰＳ（Global Positioning S
ystem）受信機によって得られる位置情報を用いればよい。また、マクロ移動局２－２の
位置情報は、マクロ移動局２－２が報告する下り信号の測定情報を用いて推定してもよい
。
【００８１】
　例えばマクロ基地局３がフェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２の距離を推定する
場合について説明する。この場合、マクロ基地局３は、マクロセル７内に配置されたフェ
ムトセル基地局１の位置情報を参照する。フェムトセル基地局１の位置情報は、オペレー
タによってマクロ基地局３に予め設定されもよいし、OAMサーバからマクロ基地局３に自
動供給されてもよいし、マクロ基地局３がOAMサーバ等にアクセスすることで取得しても
よい。マクロ基地局３は、マクロ移動局２－２が報告する測定情報からマクロセル７内に
おけるマクロ移動局２－２の位置情報を取得し、これをフェムトセル基地局１の位置情報
と比較することで距離を推定すればよい。
【００８２】
　接近判定情報のさらに他の例は、フェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２の接近を
判定したことを示す通知である。この場合、マクロ基地局３、又はネットワーク５に配置
された装置が、フェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２の接近を判定し、その判定結
果をフェムトセル基地局１に通知すればよい。接近判定は、発明の実施の形態１～８並び
に本実施の形態で既に述べたいずれかの方法を用いて行えばよい。
【００８３】
　例えば、マクロ基地局３は、位置情報を用いた計算によって、マクロ移動局２－２が特
定のフェムトセル基地局１の近傍（例えば１０ｍ程度）に位置することを検出したら、マ
クロ基地局３は、マクロ移動局２－２が近傍にいることを示す通知を作成し、この特定の
フェムトセル基地局１に送信すればよい。
【００８４】
　図１６は、本実施の形態にかかるフェムトセル基地局１によって行われる無線リソース
の割り当て手順の具体例を示すフローチャートである。図１６と図５を比較すると、図１
６のフローチャートは、ステップＳ２０及びＳ２１に代えてステップＳ９１を含む。ステ
ップＳ９１では、無線リソース制御部１１１は、接近判定情報を受信したか否かを判定す
る。接近判定情報を受信した場合、又は接近判定情報の内容がフェムトセル基地局１とマ
クロ移動局２－２の接近を示す場合（ステップＳ９１でＹＥＳ）、無線リソース制御部１
１１は、フェムト無線通信に使用可能な周波数帯域をＦＢ２に制限する（ステップＳ１３
）。
【００８５】
＜その他の実施の形態＞
　上述した発明の実施の形態１から９は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式やＥ－ＵＴＲＡ方式の無線通
信システムに本発明を適用する場合について説明した。しかしながら、本発明の適用先の
無線通信方式は特に限定されるものではない。例えば、上り回線と下り回線で同一の無線
周波数を時間的に分けて使用するＴＤＤ（Time Division Duplex）方式を採用する無線通
信システム（例えばWiMAX、IEEE 802.16m）にも本発明は適用可能である。
【００８６】
　また、上述した発明の実施の形態のフェムトセル基地局の構成は一例であり、それ以外
の構成も可能である。例えば、周波数帯域の制限機能は、上位のフェムトGW４や、ＲＮＣ
（Ｒａｄｉｏ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、OAMサーバのようなネットワー
ク５に配置された装置によって実行されてもよい。例えば、無線リソース制御部１１１を
RNCに配置してもよい。この場合、RNCは、フェムトセル基地局１から接近判定結果を受信
し、周波数帯域の制限を実施すればよい。さらに、RNCは、周波数帯域の制限結果をフェ
ムトセル基地局１に送信すればよい。このように、無線リソース制御部１１１の機能は、
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フェムトセル基地局１とこれが接続する上位ネットワーク５との間で任意に分担させるこ
とが可能である。
【００８７】
　また、発明の実施の形態１～９は、フェムトセル基地局１に本発明を適用する場合につ
いて説明した。しかしながら、本発明はフェムトセル基地局１に限らず、フェムトセル基
地局１より広範囲をカバーするピコ基地局、マイクロ基地局、及び、マクロ基地局であっ
ても適用可能である。さらに、マクロ基地局とフェムトセル基地局間の干渉回避のためだ
けでなく、フェムトセル基地局間での干渉回避のためにも本発明は適用可能である。
【００８８】
　また、発明の実施の形態１～９は、非登録移動局としてのマクロ移動局２－２がフェム
トセル基地局１の近傍にいることを検出していた。しかしながら、マクロ移動局２－２は
、フェムトセル基地局１と通信可能な登録移動局であってもよい。例えば、登録移動局が
フェムトセル基地局１にハンドオーバする前にマクロ基地局３と通信している場合が想定
される。この登録移動局としてのマクロ移動局２－２に与える干渉を低減するために、登
録移動局としてのマクロ移動局２－２がフェムトセル基地局１の近傍にいることを検出し
てもよい。
【００８９】
　また、発明の実施の形態６は、フェムトセル基地局１と通信する登録移動局がマクロ基
地局３からの下り信号の受信品質を測定する具体例を示した。しかしながら、フェムトセ
ル基地局１自身がこれを測定してもよい。具体的には、フェムトセル基地局１に移動局の
ような下り受信電力測定機能を配置し、フェムトセル基地局１がマクロ基地局３の下り信
号の受信品質を測定すればよい。本機能はNetwork Listening Mode(NLM)と呼ばれ、近年
のフェムトセル基地局１に搭載されている機能である。NLMは通常フェムトセル基地局１
の起動時の電力設定に用いられるが、それ以外のタイミング、例えば、登録移動局と通信
していないとき、又は、登録移動局との通信中における送信停止タイミング（送信ギャッ
プ期間）に測定してもよい。

【００９０】
　また、発明の実施の形態７は、フェムトGW４を介してフェムトセル基地局１の使用周波
数帯域の制限情報をやり取りする具体例を示した。しかしながら、隣接関係にある複数の
フェムトセル基地局１の間で直接的に使用周波数帯域の制限情報を交換してもよい。この
場合、あるフェムトセル基地局１が使用周波数帯域の制限をしたら、その情報を隣接する
他のフェムトセル基地局１に送信すればよい。そして、当該他のフェムトセル基地局１は
、近傍に干渉を与えるマクロ移動局２－２がいると検出したら、受信した情報に基づいて
、情報送信元のフェムトセル基地局１と同じ帯域を制限後の周波数帯域ＦＢ２として使用
すればよい。
【００９１】
　以下では、上述した発明の実施の形態に対応するいくつかの応用例について、図面を参
照しながら詳細に説明する。
【００９２】
＜応用例１＞
　本応用例は、発明の実施の形態１～８で述べたフェムトセル基地局１とマクロ移動局２
－２の接近判定の例である。具体的には、上り受信電力P_ulを指標として、フェムトセル
基地局１とマクロ移動局２－２の接近を判定する例について説明する。P_ulの時間変化の
一例を図１７に示す。図１７は、上り受信電力P_ulの時間変化の例を示している。図１７
の横軸は時間、縦軸は上り受信電力P_ulである。図１７に示す閾値Ａは、フェムトセル基
地局１とマクロ移動局２－２の接近を判定する際に用いる閾値（発明の実施の形態２～７
を参照）である。図１７に示す閾値Ｂは、フェムトセル基地局１とマクロ移動局２－２が
離れたことを判定する際に用いる閾値（発明の実施の形態８を参照）である。
【００９３】
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　時刻Ｔ１に至るまでは上り受信電力が閾値Ａ以下であるから、マクロ移動局２－２はフ
ェムトセル基地局１からみて比較的遠方にいると考えられる。フェムトセル基地局１とマ
クロ移動局間の伝播損が大きいために、上り受信電力P_ulが小さくなっているためである
。従って、フェムトセル基地局１はマクロ移動局２－２の接近を判定しない。
【００９４】
　マクロ移動局２－２がフェムトセル基地局１に接近するにつれて、上り受信電力P_ulは
増大し、時刻Ｔ１において閾値Ａを上回る。フェムトセル基地局１は、P_ulが閾値Ａを超
える状態が時間TTT1 (Time To Trigger)以上継続した場合に、マクロ移動局２－２が近傍
にいると判定し、フェムト無線通信に割り当て可能な周波数の制限を実施する。マクロ移
動局２－２が近傍にいるかの判断に所定の時間TTT1を設けるのは、システムの安定性を確
保するためである。P_ulが閾値Ａを超えた時点で周波数制限を直ちに行うと、P_ulが閾値
Ａの周囲で変動する場合に、フェムトセル基地局１の周波数制限の動作の開始と停止が頻
繁に発生してしまう可能性が高い。したがって、この不安定を回避するために時間TTT1を
設けるとよい。
【００９５】
　マクロ移動局２－２がフェムトセル基地局１の近傍にいると判定されてからしばらく経
って時刻Ｔ２に至ると、P_ulが閾値Ｂ以下になる。このとき、フェムトセル基地局１はマ
クロ移動局２－２が遠ざかりつつあると認識し、この状態が時間TTT2だけ継続したらマク
ロ移動局２－２が十分に遠ざかったと判断し、周波数の制限を解除する。閾値Ｂは、閾値
Ａと同じ値でもよいが、図１７ではシステムにヒステリシスを持たせるために閾値Ｂを閾
値Ａより小さくしている。
【００９６】
　なお、発明の実施の形態２で説明したように、上り受信電力Pulの測定方法には様々な
バリエーションがある。P_ulは、ノイズライズ、またはIoT (Interference over Thermal
 noise)のように、熱雑音に対する比率としてdB単位で表される物理量でもよい。さらに
、無線通信システムとの対応でみると、W-CDMA方式であれば、全周波数帯域に対する上り
受信電力を測定し、E-UTRA方式であれば、リソースブロック毎の上り受信電力を測定する
。特にE-UTRA方式の場合、リソースブロック毎の上り受信電力の合計値や平均値でもよい
が、各リソースブロックに対する上り受信電力を閾値Ａ（実際は閾値Ａをリソースブロッ
ク数で割った値）と比較してもよい。この場合、上り受信電力が閾値Ａを上回るリソース
ブロックの数が閾値を超える場合に、マクロ移動局２－２がフェムトセル基地局１の近傍
にいると判断することもできる。
【００９７】
＜応用例２＞
　本応用例は、発明の実施の形態１～９で述べた周波数帯域の制限動作をLTE（Long Term
 Evolution）に適用した場合を例として説明する。
【００９８】
　LTEにおける主なチャネルに対するリソースブロックの割り当て方を図１８に示す。図
１８は、1msecのサブフレーム内において、PDSCH（Physical Downlink Shared Channel）
、PDCCH（Physical Downlink Control Channel）、P-SCH（Primary Synchronization Cha
nnel）、S-SCH（Secondary Synchronization Channel）、及びBCH（Broadcast Channel）
が割り当てられるリソースブロックの配置を示している。PDSCHは、下りのユーザデータ
を送信するための共有データチャネルである。PDCCHは、周波数配置、変調方式、データ
量、再送情報等の下りのスケジューリング情報を送信するための制御チャネルである。P-
SCH及びS-SCHは、セルサーチに用いられる制御チャネルである。BCHは、報知情報を送信
するための制御チャネルである。PDSCHとPDCCHは、送信するユーザデータがある場合に、
毎サブフレームに全周波数帯域を用いて送信される。SCHは、5msec周期で周波数帯域の中
央の6RBを用いて送信される。BCHは、40msec周期中の4サブフレームで周波数帯域の中央
の6RBを用いて送信される。
【００９９】
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　図１８のような、データチャネル及び制御チャネルのリソース割り当てを用いるLTEに
対して、フェムトセル基地局１が実施する周波数帯域制限動作はいくつかのバリエーショ
ンが考えられる。その例を以下に示す。まず、接近前の全周波数帯域ＦＢ１を制御チャネ
ル用ＲＢとデータチャネル用ＲＢともに等比率で圧縮することで制限後の帯域ＦＢ２を得
る方法がある。例えば、10MHz の帯域ＦＢ１から5MHzの帯域ＦＢ２に狭める場合、制御チ
ャネル用ＲＢとデータチャネル用ＲＢをそれぞれ５０％圧縮すればよい。こうすることで
、マクロ移動局２－２に与える干渉として、中央のRBに配置される制御チャネルへの干渉
は回避でき、PDSCHやPDCCHに与える干渉は半分の周波数帯域に留めることができる。フェ
ムトセル基地局１の近傍にいるマクロ基地局３は、フェムトセル基地局１が使用しない5M
Hzを優先的にマクロ移動局２－２に割り当てるようにする。
【０１００】
　他の帯域制限方法は、全帯域ＦＢ１を維持しながら、中央のRBを制御チャネル（SCH、B
CH）に割り当てる時間タイミングが一致しないように、フェムトセル基地局１とマクロ基
地局３がタイミングをずらしてスケジューリングする方法である。LTEでは、中央のRBに
ある制御チャネルを割り当てるサブフレームが規定されている。そのため、フェムトセル
基地局１は、マクロ基地局３による制御チャネルの送信タイミング（つまり、送信サブフ
レーム）を認識し、マクロ基地局３が用いるサブフレームとは別のサブフレームにおいて
P-SCH、S-SHC及びBCHを送信すればよい。例えば、マクロ基地局３は、これらの制御チャ
ネルを送信するタイミング又はサブフレームを報知情報で送信すればよい。さらに、フェ
ムトセル基地局１は、マクロ基地局３が制御チャネルを割り当てるサブフレームには、PD
SCH及びPDCCHも割り当てないようにする。こうすることで、マクロ基地局が送信するSCH
及びBCHに対するフェムトセル基地局１からの干渉を回避できる。
【０１０１】
　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。
【０１０２】
　例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以
下には限られない。
（付記１）
　第１の移動局との間で第１の無線通信を行う無線通信手段と、
　無線周波数を含む無線リソースを前記第１の無線通信に割り当てるリソース割当手段と
、
を備え、
　前記リソース割当手段は、周辺の基地局との間で第２の無線通信を行う第２の移動局と
の接近が推定される場合に、前記接近の前に前記第１の無線通信に割り当て可能であった
第１の周波数帯域の一部に制限された第２の周波数帯域の中から前記第１の無線通信に割
り当てる無線周波数を決定する、
基地局装置。
【０１０３】
（付記２）
　前記リソース割当手段は、前記周辺の基地局から送信される下り無線信号の受信品質に
基づいて、前記第２の周波数帯域を決定する、付記１に記載の基地局装置。
【０１０４】
（付記３）
　前記リソース割当手段は、前記第１の周波数帯域のうち前記受信品質が基準を下回る周
波数帯を前記第２の周波数帯域として選択する、付記２に記載の基地局装置。
【０１０５】
（付記４）
　前記リソース割当手段は、前記第１の移動局によって測定された前記受信品質に基づい
て前記第２の周波数帯域を決定する、付記２又は３に記載の基地局装置。
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【０１０６】
（付記５）
　前記リソース割当手段は、前記第２の周波数帯域の帯域幅を、前記第１の無線通信の通
信品質に応じて動的に決定する、付記１に記載の基地局装置。
【０１０７】
（付記６）
　前記第２の移動局から受ける上り信号の受信電力に基づいて、前記第２の移動局と前記
無線局装置の接近を判定する判定手段をさらに備える、付記１～５のいずれか１項に記載
の基地局装置。
【０１０８】
（付記７）
　前記第１の無線通信は、データチャネル及び制御チャネルを含み、
　前記リソース割当手段は、前記データチャネルに割り当て可能な周波数帯域及び前記制
御チャネルに割り当て可能な周波数帯域のうち少なくとも一方を制限する、付記１～６の
いずれか１項に記載の基地局装置。
【０１０９】
（付記８）
　前記接近の推定は、前記第２の移動局と前記基地局装置との相対的な距離に基づいて行
われる、付記１～７のいずれか１項に記載の基地局装置。
【０１１０】
（付記９）
　前記基地局装置及び他の基地局装置を含む複数の基地局装置と通信可能な上位装置との
間、又は前記他の基地局装置との間で帯域制限に関する情報を交換することによって、前
記リソース割当手段は、制限後の前記第２の周波数帯域を前記他の基地局装置との間で同
一にする、付記１～８のいずれか１項に記載の基地局装置。
【０１１１】
（付記１０）
　第１の移動局との間で第１の無線通信を行う第１の基地局と、
　無線周波数を含む無線リソースを前記第１の無線通信に割り当てるリソース割当手段と
、
を備え、
　前記リソース割当手段は、周辺の第２の基地局との間で第２の無線通信を行う第２の移
動局の前記第１の基地局への接近が推定される場合に、前記接近の前に前記第１の無線通
信に割り当て可能であった第１の周波数帯域の一部に制限された第２の周波数帯域の中か
ら前記第１の無線通信に割り当てる無線周波数を決定する、
無線通信システム。
【０１１２】
（付記１１）
　第１の移動局との間で第１の無線通信を行う第１の基地局と、第２の基地局との間で第
２の無線通信を行う第２の移動局との接近を推定すること、及び
　前記接近が推定される場合に、前記接近の前に前記第１の無線通信に割り当て可能であ
った第１の周波数帯域の一部に制限された第２の周波数帯域の中から前記第１の無線通信
に割り当てる無線周波数を決定すること、
を備える、無線リソースの割り当て方法。
【０１１３】
（付記１２）
　無線リソースの割り当て方法をコンピュータに行わせるプログラムであって、
　前記方法は、
　第１の移動局との間で第１の無線通信を行う第１の基地局と、第２の基地局との間で第
２の無線通信を行う第２の移動局との接近を推定すること、及び
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　前記接近が推定される場合に、前記接近の前に前記第１の無線通信に割り当て可能であ
った第１の周波数帯域の一部に制限された第２の周波数帯域の中から前記第１の無線通信
に割り当てる無線周波数を決定すること、
を備える、プログラム。
【符号の説明】
【０１１４】
１　フェムトセル基地局
２－１　登録移動局（フェムト移動局）
２－２　非登録移動局（マクロ移動局）
３　周辺基地局（マクロ基地局）
４　フェムトゲートウェー（フェムトGW）
５　ネットワーク
６　フェムトセル
７　周辺セル（マクロセル）
１０　無線通信部
１１　無線リソース割当部
１２　接近判定部
１１１　無線リソース制御部
１１２　自セル品質情報取得部
１１３　リソース・スケジューリング部
１１４　他セル品質情報取得部

【図１】

【図２】

【図３】
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