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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルとの間で無線リンクが設定されている際に、該複数のセルの各々のパイロッ
ト信号の受信品質を測定するように構成されている受信品質測定部と、
　前記複数のセルのうち、前記受信品質が最も良い第１セルに対して、該受信品質に対応
するチャネル品質情報を送信するように構成されているチャネル品質情報送信部と、
　前記複数のセルのうち、前記第１セル以外のセルに対して、該第１セルと同一のリソー
スでデータ信号を送信しないように要求する制御信号を送信するように構成されている制
御信号送信部とを具備し、
　前記制御信号送信部は、前記第１セル以外のセルにおける受信品質が所定閾値を下回る
場合にのみ、前記制御信号を送信することを特徴とする移動局。
【請求項２】
　移動局が、複数のセルとの間で無線リンクが設定されている際に、該複数のセルの各々
のパイロット信号の受信品質を測定する工程と、
　前記移動局が、前記複数のセルのうち、前記受信品質が最も良い第１セルに対して、該
受信品質に対応するチャネル品質情報を送信する工程と、
　前記移動局が、前記複数のセルのうち、前記第１セル以外のセルに対して、該第１セル
と同一のリソースでデータ信号を送信しないように要求する制御信号を送信する工程と、
　前記第１セル以外のセルを管理する無線基地局が、前記移動局から、前記制御信号を受
信した場合に、該第１セル以外のセルにおいて、該第１セルと同一のリソースでデータ信
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号を送信しないようにスケジューリングを行う工程とを有し、
　前記制御信号を送信する工程では、前記第１セル以外のセルにおける受信品質が所定閾
値を下回る場合にのみ、前記制御信号を送信することを特徴とする移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局、無線基地局及び移動通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰで規格化が進められているＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）方式の移動通信システムでは、複数のセルにおいて同一の周波数が繰り返し使用される
ように構成されている。
【非特許文献１】ＴＲ２５.８１４　Ｖ７.１.０，“Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ａ
ｓｐｅｃｔｓ　ｆｏｒ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）”、２００６年９月
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このように複数のセルにおいて同一の周波数が繰り返し使用されるよう
に構成されている移動通信システムでは、隣接するセル間で干渉（セル間干渉）が発生す
る可能性があるという問題点があった。
【０００４】
　特に、各無線基地局ｅＮＢが、自立分散的に、配下のセルにおいて使用する周波数を決
定するように構成されている移動通信システムでは、かかる問題点が顕著になる。
【０００５】
　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、複数のセルにおいて同一
の周波数が繰り返し使用されるように構成されている移動通信システムにおけるセル間干
渉を低減することができる移動局、無線基地局及び移動通信方法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】
【０００６】
　本発明の第１の特徴は、移動局であって、複数のセルとの間で無線リンクが設定されて
いる際に、該複数のセルの各々のパイロット信号の受信品質を測定するように構成されて
いる受信品質測定部と、前記複数のセルのうち、前記受信品質が最も良い第１セルに対し
て、該受信品質に対応するチャネル品質情報を送信するように構成されているチャネル品
質情報送信部と、前記複数のセルのうち、前記第１セル以外のセルに対して、該第１セル
と同一のリソースでデータ信号を送信しないように要求する制御信号を送信するように構
成されている制御信号送信部とを具備することを要旨とする。
【０００７】
　本発明の第２の特徴は、下りリンクにおけるスケジューリングを行うように構成されて
いるスケジューリング部を具備する無線基地局であって、前記スケジューリング部は、前
記無線基地局配下の第２セルを含む複数のセルとの間で無線リンクを設定している移動局
から、所定の制御信号を受信した場合に、該第２セルにおいて、該複数のセルに含まれる
第１セルと同一のリソースでデータ信号を送信しないようにスケジューリングを行うよう
に構成されていることを要旨とする。
【０００８】
　本発明の第２の特徴において、前記スケジューリング部は、前記複数のセルとの間で無
線リンクを設定している移動局に対して、前記下りリンクにおけるリソースを優先的に割
り当てるように構成されていてもよい。
【０００９】
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　本発明の第３の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、複数のセルとの間で無線リ
ンクが設定されている際に、該複数のセルの各々のパイロット信号の受信品質を測定する
工程と、前記移動局が、前記複数のセルのうち、前記受信品質が最も良い第１セルに対し
て、該受信品質に対応するチャネル品質情報を送信する工程と、前記移動局が、前記複数
のセルのうち、前記第１セル以外のセルに対して、該第１セルと同一のリソースでデータ
信号を送信しないように要求する制御信号を送信する工程と、前記第１セル以外のセルを
管理する無線基地局が、前記移動局から、前記制御信号を受信した場合に、該第１セル以
外のセルにおいて、該第１セルと同一のリソースでデータ信号を送信しないようにスケジ
ューリングを行う工程とを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように、本発明によれば、複数のセルにおいて同一の周波数が繰り返し使
用されるように構成されている移動通信システムにおけるセル間干渉を低減することがで
きる移動局、無線基地局及び移動通信方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図４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の構成につ
いて説明する。
【００１２】
　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、ＬＴＥ方式が適用されて
おり、複数の無線基地局ｅＮＢが、バックホール（Ｂａｃｋｈａｕｌ）回線を介して互い
に制御信号をやり取りすることによって、自立分散的に、各移動局ＵＥ（例えば、移動局
ＵＥ＃１）による移動通信を制御するように構成されている。
【００１３】
　なお、本発明は、ＬＴＥ方式が適用されている移動通信システムだけでなく、ＬＴＥ方
式以外の通信方式が適用されている移動通信システムにも適用可能である。
【００１４】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥ＃１（以下、ＵＥ）は、パイロット信
号受信部１１と、測定報告送信部１２と、ハンドオーバ指示信号受信部１３と、ハンドオ
ーバ処理部１４と、受信品質測定部１５と、ＣＱＩ送信部１６と、制御信号送信部１７と
を具備している。
【００１５】
　パイロット信号受信部１１は、移動局ＵＥによって無線リンク（具体的には、ＲＲＣコ
ネクション）が設定されている１つ又は複数のセルによって送信されているパイロット信
号（ＲＳ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を受信するように構成されている。
【００１６】
　また、パイロット信号受信部１１は、無線アクセスネットワーク装置（具体的には、無
線基地局ｅＮＢ）によって指定されている測定対象（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｏｂｊｅ
ｃｔ）のセルのパイロット信号を受信するように構成されている。
【００１７】
　測定報告送信部１２は、無線アクセスネットワーク装置（具体的には、無線基地局ｅＮ
Ｂ）によって指定されている報告条件（Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｃｒｉｔｅｒｉａ）に基づ
いて、パイロット信号受信部１１によって測定された受信品質を測定し、かかる測定結果
を通知するための測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）を送信するように
構成されている。
【００１８】
　ここで、測定報告送信部１２によって測定される受信品質としては、ＲＳＲＱ（Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）や、ＲＳＲＰ（Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）や、受信ＳＩＲ（Ｓｉ
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ｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）等が想定される。
【００１９】
　ハンドオーバ指示信号受信部１３は、無線アクセスネットワーク装置（具体的には、無
線基地局ｅＮＢ）から、ハンドオーバを開始するように指示するハンドオーバ指示信号を
受信するように構成されている。
【００２０】
　ハンドオーバ処理部１４は、ハンドオーバ指示信号受信部１３によって受信されたハン
ドオーバ指示信号に基づいて、ハンドオーバ処理を行うように構成されている。
【００２１】
　受信品質測定部１５は、移動局ＵＥによって複数のセルとの間で無線リンクが設定され
ている場合、すなわち、移動局ＵＥがソフトハンドオーバ状態である場合、かかる複数の
セルの各々によって送信されているパイロット信号の受信品質を測定するように構成され
ている。
【００２２】
　ここで、受信品質測定部１５によって測定される受信品質としては、測定報告送信部１
２によって測定される受信品質と同様に、ＲＳＲＱや、ＲＳＲＰや、受信ＳＩＲ等が想定
される。
【００２３】
　ＣＱＩ送信部１６は、移動局ＵＥによって無線リンクが設定されている複数のセルのう
ち、受信品質測定部１５によって測定された受信品質が最も良い第１セルに対して、かか
る受信品質に対応するＣＱＩ（チャネル品質情報：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）を送信するように構成されている。
【００２４】
　制御信号送信部１７は、移動局ＵＥによって無線リンクが設定されている複数のセルの
うち、受信品質測定部１５によって測定された受信品質が最も良い第１セル以外のセルに
対して、かかる第１セルと同一のリソース（例えば、リソースブロック）でデータ信号を
送信しないように要求する制御信号を送信するように構成されている。
【００２５】
　例えば、移動局ＵＥによって２つのセルとの間で無線リンクが設定されている場合、Ｃ
ＱＩ送信部１６は、受信品質が良い方の第１セルに対して、かかる受信品質に対応するＣ
ＱＩを送信し、制御信号送信部１７は、受信品質が悪い方の第２セルに対して、上述の制
御信号を送信するように構成されている。
【００２６】
　なお、制御信号送信部１７は、第１セル以外のセルにおける受信品質が所定閾値を下回
る場合にのみ、上述の制御信号を送信するように構成されていてもよい。
【００２７】
　図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２（以下、ｅＮ
Ｂ）は、測定報告受信部２１と、ハンドオーバ処理部２２と、ハンドオーバ指示信号送信
部２３と、制御信号受信部２４と、ＣＱＩ受信部２５と、スケジューリング部２６と、デ
ータ信号送信部２７とを具備している。
【００２８】
　測定報告受信部２１は、無線基地局ｅＮＢ配下のセルとの間で無線リンクが設定されて
いる移動局ＵＥによって送信された測定報告を受信するように構成されている。
【００２９】
　ハンドオーバ処理部２２は、測定報告受信部２１によって受信された測定報告に基づい
て、上述の移動局ＵＥがハンドオーバを開始すべきか否かについて決定するように構成さ
れている。
【００３０】
　なお、ハンドオーバ処理部２２は、他の無線基地局から受信した「セル端識別子」に応
じて、上述の移動局ＵＥがハンドオーバを開始すべきか否かについて決定するように構成
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されていてもよい。
【００３１】
　ここで、「セル端識別子」は、各移動局ＵＥがセル端に存在することを示す識別子であ
り、各移動局ＵＥから特定の無線基地局ｅＮＢに通知されるものである。例えば、移動局
ＵＥは、２つのセルのパイロット信号の受信品質の差が所定閾値内になった場合、セル端
に存在することになったと判定し、その旨を示す「セル端識別子」を、かかる２つのセル
のいずれかを管理する無線基地局ｅＮＢに対して通知してもよい。
【００３２】
　ハンドオーバ指示信号送信部２３は、ハンドオーバ処理部２２によってハンドオーバを
開始すべきであると判定された移動局ＵＥに対して、その旨を示すハンドオーバ指示信号
を送信するように構成されている。
【００３３】
　制御信号受信部２４は、無線基地局ｅＮＢ配下のセルとの間で無線リンクが設定されて
いる移動局ＵＥから、上述の制御信号を受信するように構成されている。
【００３４】
　ＣＱＩ受信部２５は、無線基地局ｅＮＢ配下のセルとの間で無線リンクが設定されてい
る移動局ＵＥから、上述のＣＱＩを受信するように構成されている。
【００３５】
　スケジューリング部２６は、下りリンクにおけるスケジューリングを行うように構成さ
れている。
【００３６】
　具体的には、制御信号受信部２４が、無線基地局ｅＮＢ配下の第２セルを含む複数のセ
ルとの間で無線リンクを設定している移動局ＵＥから、上述の制御信号を受信した場合に
、スケジューリング部２６は、かかる第２セルにおいて、該かかる数のセルに含まれる第
１セルと同一のリソースでデータ信号を送信しないようにスケジューリングを行うように
構成されている。
【００３７】
　例えば、図４に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１と無線基地局ｅＮＢ
＃１配下のセル＃２との間で無線リンクを設定している移動局ＵＥから、制御信号受信部
２４が、セル＃２においてセル＃１と同一のリソースブロック＃１でデータ信号を送信し
ないように要求する制御信号を受信し、ＣＱＩ受信部２５が、セル＃１に係るＣＱＩを受
信した場合には、スケジューリング部２６は、リソースブロック＃１において、セル＃１
に対してデータ信号を送信し、セル＃２に対するデータ信号の送信を停止する。
【００３８】
　なお、スケジューリング部２６は、複数のセルとの間で無線リンクを設定している移動
局ＵＥに対して、すなわち、ソフトハンドオーバ状態の移動局ＵＥに対して、下りリンク
におけるリソースを優先的に割り当てるように構成されていてもよい。
【００３９】
　データ信号送信部２７は、スケジューリング部２６によって移動局ＵＥに割り当てられ
た下りリソースを用いて、当該移動局ＵＥに対してデータ信号を送信するように構成され
ている。
【００４０】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　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の動作、具体的には
、移動局ＵＥの動作について説明する。
【００４１】
　図５に示すように、ステップＳ１０１において、第１セルとの間で無線リンクを確立し
ている移動局ＵＥが、かかる第１セルを管理する無線基地局ｅＮＢからハンドオーバ指示
信号を受信した場合に、本動作は、ステップＳ１０２に進む。
【００４２】
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　ステップＳ１０２において、移動局ＵＥは、かかるハンドオーバ指示信号に応じて、第
１セルと第２セルとの間で無線リンクを設定することよって、ハンドオーバを開始する。
【００４３】
　ステップＳ１０３において、移動局ＵＥは、第１セル及び第２セルにおけるパイロット
信号の受信品質を測定する。ここで、第１セルにおけるパイロット信号の受信品質よりも
、第２セルにおけるパイロット信号の受信品質の方が良いものとする。
【００４４】
　ステップＳ１０４において、移動局ＵＥは、第２セルに対して、かかる第２セルの受信
品質に対応するＣＱＩを送信し、第１セルに対して、第２セルと同一リソースでデータ信
号を送信しないように要求する制御信号を送信する。
【００４５】
　ステップＳ１０５において、移動局ＵＥは、第２セルによって送信されたデータ信号を
受信する。かかる場合、第１セルからは、データ信号は送信されていないものとする。
【００４６】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局ＵＥが複数のセルとの間で無線リ
ンクを設定している場合に、かかる移動局ＵＥにおけるパイロット信号の受信品質の悪い
セルによるデータ信号の送信を停止することができるため、複数のセルにおいて同一の周
波数が繰り返し使用されるように構成されている移動通信システムにおけるセル間干渉を
低減することができる。
【００４７】
　また、本実施形態に係る移動通信システムによれば、セル端に存在する移動局ＵＥ、す
なわち、ソフトハンドオーバ状態にある移動局ＵＥに対して、下りリンクを優先的に割り
当てつつ、かかる移動局ＵＥにおけるパイロット信号の受信品質の悪いセルによるデータ
信号の送信を停止することができるため、下りリンクにおけるスループットを上げること
ができる。
【００４８】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局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。
【００４９】
　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。
【００５０】
　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。
【００５１】
　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。
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【図面の簡単な説明】
【００５２】
【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の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局によるデータ信号の送信方法について
説明するための図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５３】
ＵＥ…移動局
１１…パイロット信号受信部
１２…測定報告送信部
１３…ハンドオーバ指示信号受信部
１４、２２…ハンドオーバ処理部
１５…受信品質測定部
１６…ＣＱＩ送信部
１７…制御信号送信部
ｅＮＢ…無線基地局
２１…測定報告受信部
２３…ハンドオーバ指示信号送信部
２４…制御信号受信部
２５…ＣＱＩ受信部
２６…スケジューリング部
２７…データ信号送信部
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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