
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の事業者が所定の周波数帯域を分け合い、各事業者が各々に分け与えられた周波数帯
域を使用して無線通信サービスを提供するセル方式の無線通信システムにおける周波数割
り当て方法において、
各事業者に分け与えられた周波数帯域のうち他の事業者に割り当てられた周波数帯域に隣
接する隣接周波数帯域を低出力の通信に割り当て、他の事業者に割り当てられた周波数帯
域に隣接しない非隣接周波数帯域を高出力の通信に割り当てることを特徴とする無線通信
システムにおける周波数割当方法。
【請求項２】
前記高出力の通信が高出力の移動局によって行われる通信であり、前記低出力の通信が低
出力の移動局によって行われる通信である
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システムにおける周波数割り当て方法。
【請求項３】
前記無線通信システムがマクロセルとマイクロセルとを有し、前記高出力の通信が前記マ
クロセルにおいて行われる通信であり、前記低出力の通信が前記マイクロセルにおいて行
われる通信である
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システムにおける周波数割り当て方法。
【請求項４】
前記高出力の通信が要求品質の高い通信であり、前記低出力の通信が要求品質の低い通信

10

20

JP 3847795 B2 2006.11.22



である
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システムにおける周波数割り当て方法。
【請求項５】
ある事業者に分け与えられた周波数帯域のうち前記非隣接周波数帯域の利用率が閾値より
も低い場合には、高出力の通信か低出力の通信かに拘わらず、当該通信に対して前記非隣
接周波数帯域を割り当てる
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システムの周波数割り当て方法。
【請求項６】
開始される通信の全てに非隣接周波数帯域を割り当て、非隣接周波数帯域の利用率が閾値
以上である場合には、既に非隣接周波数帯域を割り当てた通信に隣接周波数帯域の再割り
当てを行う
ことを特徴とする請求項５に記載の無線通信システムの周波数割り当て方法。
【請求項７】
網側においてトラヒックに応じて前記閾値を切り替えることを特徴とする請求項５に記載
の無線通信システムの周波数割り当て方法。
【請求項８】
非隣接周波数帯域であっても、当該事業者に対応した周波数帯域における最も高域側の通
信用周波数帯域または最も低域側の通信周波数帯域であるときは低出力の通信に割り当て
る
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システムにおける周波数割り当て方法。
【請求項９】
複数の事業者が所定の周波数帯域を分け合い、各事業者によって設置された網側通信設備
が、当該事業者に分け与えられた周波数帯域を使用した無線通信サービスを提供するセル
方式の無線通信システムにおいて、
前記各事業者によって設置された網側通信設備が、当該事業者に分け与えられた周波数帯
域のうち他の事業者に割り当てられた周波数帯域に隣接する隣接周波数帯域を低出力の通
信に割り当て、他の事業者に割り当てられた周波数帯域に隣接しない非隣接周波数帯域を
高出力の通信に割り当てる周波数割り当て手段を具備することを特徴とする無線通信シス
テム。
【請求項１０】
各事業者によって設置された基地局が前記周波数割り当て手段を具備することを特徴とす
る請求項９に記載の無線通信システム。
【請求項１１】
各事業者によって設置された移動通信交換局が前記周波数割り当て手段を具備することを
特徴とする請求項９に記載の無線通信システム。
【請求項１２】
ＣＤＭＡ方式により無線信号の授受を行う移動局および基地局を有することを特徴とする
請求項９に記載の無線通信システム。
【請求項１３】
複数の事業者が所定の周波数帯域を分け合い、当該事業者に分け与えられた周波数帯域を
使用した無線通信サービスを提供するために、セル方式の無線通信システムの網側通信設
備内に設けられる周波数割り当て装置において、
各事業者に分け与えられた周波数帯域のうち他の事業者に割り当てられた周波数帯域に隣
接する隣接周波数帯域を低出力の通信に割り当て、他の事業者に割り当てられた周波数帯
域に隣接しない非隣接周波数帯域を高出力の通信に割り当てる手段を具備することを特徴
とする周波数割り当て装置。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、複数の異なった事業者の通信設備によって構成された無線通信システム、その
周波数割り当て方法および周波数割り当て装置に関する。
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技術背景
一般に、携帯電話システムなどの無線通信システムでは、広いサービスエリアをカバーす
るために、セル方式が採用されている。このセル方式の無線通信システムでは、複数の基
地局がサービスエリア内に分散配置され、これらの基地局によりサービスエリア全域を隙
間なく覆う多数のセル（ゾーン）が形成される。これらのセル内において、移動局は、基
地局を利用し、他者との通信を行うことができる。
このような移動通信サービスを提供する事業者には、特定の周波数帯域が予め割り当てら
れる。そして、無線通信システムの各セルでは、この周波数帯域内の通信チャネルを利用
して移動局と基地局との間の通信が行われる。
最近では、この移動局および基地局間の無線通信方式として、ＣＤＭＡ（ Code Division 
Multiple Access；符号分割多重接続）方式が注目されている。このＣＤＭＡ方式の無線
通信システムにおいて、移動局および基地局は、送信すべき信号に対して拡散符号を用い
たスペクトラム拡散を施し、このスペクトル拡散のなされた信号を相手方に向けて送信す
る。ここで、同時に通信を行う複数の移動局に対しては、異なった拡散符号が割り当てら
れる。従って、ＣＤＭＡ方式の無線通信システムでは、同一セル内または隣接した複数の
セル内の複数の移動局が同一周波数を使用して、基地局との間での無線信号の授受を行う
ことができる。
図７は、ＣＤＭＡ方式の無線通信システムにおけるセル群を例示するものである。このＣ
ＤＭＡ無線通信システムでは、セル内での基地局および移動局間の通信のための通信用周
波数として、ｆ 1、ｆ 2、ｆ 3、ｆ 4の４種類が用意されている。ただし、全てのセルにおい
て、これらの４種類の通信用周波数の使用を認める必要はなく、例えば、都心などトラヒ
ックの高い所では通信用周波数ｆ 1～ｆ 4の使用を認め、郊外などトラヒックが低い所では
通信用周波数ｆ 1のみ使用を認め、その他の地域では、トラヒックの増加に対応し、通信
用周波数ｆ 2、ｆ 3、ｆ 4という具合に使用可能な通信用周波数を順次追加していけばよい
。
図８は、郊外から都心に向かうに従って、各セル内で使用可能な通信用周波数の種類を増
やしていった場合のシステム容量のマップを例示するものである。各セルでは、各移動局
毎に異なった拡散符号を用いることにより、同一周波数帯域に複数の通信チャネルを設定
し、これらにより複数のトラヒックを取り扱うことができる。そして、同時に取り扱うこ
とができるトラヒックの量、すなわち、各セル毎のシステム容量は、各セルにおいて使用
可能な周波数の個数に依存することとなる。従って、要求されるシステム容量が都心にお
いて多く、郊外に向かうに従って少なくなる場合には、図８に例示するように、各セルに
おいて使用可能な通信用周波数の個数を都心から郊外に向かうに従って少なくすればよい
。なお、図８に示す例では、エリア全体で同一の通信用周波数ｆ 1を利用できるようにな
っている。このようにした場合、セル間の移動等によって使用する通信用周波数を切り替
える必要がなく、拡散符号の切替のみを行えばよいため、通信の瞬断を最小限とすること
ができる。
図９は、ＣＤＭＡ方式の無線通信システムにおいて、ある事業者に割り当てられた特定周
波数帯域内の複数の通信用周波数帯域を例示したものである。
これらの通信用周波数帯域は、周波数軸上、周波数間隔Ｂ 1、Ｂ 2、…で並んでいる。なお
、周波数間隔Ｂ 1、Ｂ 2、…は同一の値としてもよい。基地局および移動局は、これらの各
通信用周波数帯域のいずれかを使用し、相手方との間で無線信号の授受を行う。
しかし、例えば移動局において、ある通信用周波数帯域の無線信号を送信電力増幅器が増
幅して出力するときに非線形歪み等が発生すると、その通信用周波数帯域に隣接している
通信用周波数帯域（以下、隣接周波数帯域という）への漏洩信号が生じる。
図１０に示されるように、この漏洩信号の電力は、一般に隣接周波数帯域において最も顕
著に現れ、さらにその次の隣りの隣接周波数帯域になると非常に小さくなる。
大きな電力を持った漏洩信号は、隣接周波数帯域を使用している移動局や基地局の受信動
作に影響を与える。ここで、移動局や基地局は、このような隣接周波数帯域からの漏洩信
号を減衰させる受信フィルタを有している。しかし、この受信フィルタの帯域外減衰特性
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が十分なものでないと、隣接周波数帯域からの干渉（以下、隣接チャネル干渉という）の
影響が大きくなってしまう。
この隣接チャネル干渉は、移動局や基地局において、受信感度の低下や雑音混入を引き起
こす。このため、図１１に示されるように、各通信用周波数帯域間には隣接チャネル干渉
を抑制するためにガードバンドＧが設けられる。
このガードバンドＧの幅は、無線通信システムのシステム容量を左右する。
さらに詳述すると、理論上のシステム容量Ｓは、下記式（１）により与えられる。
Ｓ＝Ｃ（Ｗ -ＫＧ）／Ｄ＝ＣＮ　　……（１）
上記式（１）において、Ｃは同一の通信用周波数帯域を利用可能な通信チャネルの数、Ｗ
は移動通信サービスの事業者に割り当てられた全周波数帯域の帯域幅、Ｋはこの周波数帯
域内に設けられるガードバンドの数、Ｇは各ガードバンドの幅、Ｄは個々の通信用周波数
帯域の帯域幅、Ｎは通信用周波数帯域の個数である。
ここで、図１２に示されるように、ガードバンドＧが狭ければ、通信用周波数帯域の個数
Ｎを多くとれるのでシステム容量Ｓを高くすることができる。しかし、ガードバンドＧが
狭いと、隣接チャネル干渉量が大きくなる。さらにガードバンドＧがあまりに狭い場合に
は、隣接チャネル干渉の影響を受ける通信チャネルの使用が制限されることとなるので、
却ってシステム容量の低下を招くこととなる。
一方、図１３に示されるように、ガードバンドＧを広くすれば、隣接チャネル干渉を小さ
く抑えることができる。しかし、この場合にはシステム容量Ｓが低下することとなる。
隣接チャネル干渉を抑制し、かつ、必要なシステム容量を確保するためには、ガードバン
ドＧの幅を広げるという方法のみに頼るのではなく、これ以外に、隣接チャネル干渉を抑
制するための手段を別途設ける必要がある。
このため、従来のセル方式の無線通信システムでは、必要な通信品質を維持し得る範囲で
、移動局や基地局の送信電力増幅回路の送信出力を可能な限り低く抑える送信出力制御を
行うことにより、隣接チャネル干渉を抑制していた。
例えば、図１４において、移動局が基地局に近く、基地局における移動局からの受信信号
の品質が高いときは、移動局の送信出力は低出力とされる。一方、移動局が基地局から遠
く離れており、基地局における移動局からの受信信号の品質が低いときには、移動局の送
信出力は高出力とされる。
さて、複数の事業者が同一または重複したサービスエリアにおいて移動通信サービスを提
供することがある。この場合、各事業者は、そのサービスのために用意された周波数帯域
を分け合って使用することとなる。図１５（ａ）および（ｂ）は、その例を示すものであ
る。まず、図１５（ａ）に示す例では、ある移動通信サービスのために用意された周波数
帯域が３分割され、分割された各周波数帯域が事業者Ａ、ＢおよびＣに各々分け与えられ
ている。また、図１５（ｂ）に示す例では、ある移動通信サービスのために用意された周
波数帯域が事業者ＡおよびＢに分け与えられている。各事業者は、各々に分け与えられた
周波数帯域を使用して通信サービスを提供する。
ここで、各事業者に対応した基地局および移動局では、送信出力制御が行われ、結果とし
て隣接チャネル干渉の影響は最小限となる。
しかし、複数の事業者が重複したサービスエリア内で移動通信サービスを提供する場合、
たとえ各事業者に対応した基地局および移動局が協働して送信出力制御を行ったとしても
、異なった事業者間で干渉量の大きな隣接チャネル干渉が生じ、これを十分に抑制するこ
とができない場合がある。
以下、図１６を参照し、この異なった事業者間の隣接チャネル干渉の問題が生じる典型例
について説明する。
図１６において、基地局２０Ａは事業者Ａの通信設備であり、基地局２０Ｂは事業者Ｂの
通信設備である。また、セル１０Ａは基地局２０Ａによって形成されたセルであり、セル
１０Ｂは基地局２０Ｂによって形成されたセルである。そして、移動局３０Ａは、事業者
Ａと契約しているユーザの移動局であり、移動局３０Ｂは事業者Ｂと契約しているユーザ
の移動局である。
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図１６に示されるように、事業者Ａの基地局２０Ａは、事業者Ｂの基地局２０Ｂによって
形成されるセル１０Ｂの端に配置されている。異なった事業者の各基地局がこのような地
理的関係にあるとき、同一事業者内において生じるものよりも干渉量の大きな隣接チャネ
ル干渉が起こりうる。
まず、図１６において、移動局３０Ｂは、事業者Ａに割り当てられた周波数帯域と隣接す
る通信チャネルを用いて通信中であるとする。
この場合において、移動局３０Ｂが、遠方の基地局２０Ｂへ送信信号を到達させるために
、事業者Ａの基地局２０Ａ近傍において、最大出力で送信する状況が起こり得る。
このとき、移動局３０Ｂによって送信された上り送信波には、移動局３０Ｂに割り当てら
れた上りチャネルに対応した信号の他、この上りチャネルと隣接するチャネル、すなわち
、事業者Ａの基地局２０Ａが使用している通信チャネルに対応した漏洩信号が含まれてい
る。この漏洩信号は、事業者Ａの基地局２０Ａに対する干渉となる。セル１０Ａに存在す
る移動局３０Ａは、この干渉の影響によって通信品質が低下するのを補うために、送信出
力を増加する必要がある。
ここで、移動局３０Ａが、図１６に示されるように、セル１０Ａの端に移動すしたとする
と、移動局３０Ａは基地局２０Ａとの距離に応じて送信出力を高くする必要がある。
しかし、図１６に例示するように、移動局３０Ａが基地局２０Ａから遠く、隣接チャネル
干渉の原因となる漏洩信号を出力する移動局３０Ｂが基地局２０Ａの直ぐ近くに所在する
場合には、移動局３０Ａおよび基地局２０Ａ間の通信に対し、極めて大きな干渉量の隣接
チャネル干渉が及ぶこととなる。
この場合、移動局３０Ａが送信出力を最大にしても、移動局３０Ｂからの漏洩信号による
隣接チャネル干渉の影響を低減することができなくなる可能性が高い。
一般に、移動局および基地局は、いずれもその数が多い。また、サービスエリア内の移動
局は、任意に移動する。
従って、隣接チャネル干渉によるシステム容量の低下は、サービスエリア内における所定
の品質が得られない場所の比率の増加あるいは同一地点において所定の品質が得られない
時間比率の増加として現れる。
移動通信サービスのユーザの信頼を得るためには、この所定品質が得られない場所や時間
の比率を低減する必要がある。
発明の開示
この発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ある
特定の周波数帯域を複数の事業者に割り当てたセル方式に係る無線通信システムにおいて
、事業者間において隣接する通信用周波数帯域間において生じる漏洩電力の干渉を低減し
て、システム容量の低下を大幅に抑えることにある。
上記目的を達成するため、この発明は、複数の事業者が所定の周波数帯域を分け合い、各
事業者が各々に分け与えられた周波数帯域を使用して無線通信サービスを提供するセル方
式の無線通信システムにおける周波数割り当て方法において、各事業者に分け与えられた
周波数帯域のうち他の事業者に割り当てられた周波数帯域に隣接する隣接周波数帯域を低
出力の通信に割り当て、他の事業者に割り当てられた周波数帯域に隣接しない非隣接周波
数帯域を高出力の通信に割り当てることを特徴とする無線通信システムにおける周波数割
当方法を提供するものである。
この発明によれば、他の事業者の周波数帯域に隣接しない非隣接周波数帯域が高出力の通
信に割り当てられるとともに、他の事業者の周波数帯域に隣接する隣接周波数帯域が低出
力の通信に割り当てられるので、一の事業者と他の事業者との隣接チャネルにおいて、漏
洩電力による干渉を低減させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
図１は、この発明の第１の実施形態である無線通信システムの構成を示す図である。
図２は、同実施形態における周波数割り当て方法を示す図である。
図３は、この発明の第２の実施形態である無線通信システムの基地局の構成を示すブロッ
ク図である。
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図４は、同実施形態の変形例における周波数割り当て装置の構成を示すブロック図である
。
図５は、この発明の第３の実施形態である無線通信システムにおける周波数割り当て方法
を示す図である。
図６は、この発明の第４の実施形態である無線通信システムにおける周波数割り当て方法
を示す図である。
図７は、セル方式の無線通信システムにおける周波数配置の一例を示す図である。
図８は、セル方式の無線通信システムにおける周波数配置とシステム容量との関係を示す
図である。
図９は、通信サービス用の周波数帯域内に設けられた複数の通信用周波数帯域を例示した
図である。
図１０は、送信時の漏洩信号によって発生する隣接チャネル干渉を説明するための図であ
る。
図１１は、隣接チャネル干渉防止のためにガードバンドを設けた場合の通信用周波数帯域
の配置例を示す図である。
図１２は、ガードバンドを狭くした場合の通信用周波数帯域の配置例を示す図である。
図１３は、ガードバンドを広くした場合の通信用周波数帯域の配置例を示す図である。
図１４は、隣接チャネル干渉の影響を防止するために行われる送信出力制御を説明するた
めの図である。
図１５（ａ）および（ｂ）は、複数の事業者が１つの周波数帯域を分け合って通信サービ
スを提供する場合の例を示す図である。
図１６は、異なった事業者に属する２つの移動局間に生じる隣接チャネル干渉を説明する
ための図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
＜第１の実施形態＞
図１は、この発明の第１の実施形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。この
無線通信システムでは、事業者Ａ、ＢおよびＣが移動通信サービスを提供する。また、こ
の無線通信システムは、ＣＤＭＡ（ Code Division Multiple Access；符号分割多重接続
）方式の移動通信システムである。
図１において、移動通信交換局２Ａおよび基地局３Ａは事業者Ａの通信設備、移動通信交
換局２Ｂおよび基地局３Ｂは事業者Ｂの通信設備、移動通信交換局２Ｃおよび基地局３Ｃ
は事業者Ｃの通信設備である。なお、各事業者は、図示された以外にも多数の基地局や移
動通信交換局を有しているが、図面が煩雑になるのを防止するため、これらの図示を省略
した。
また、図１において、移動局４Ａは事業者Ａと契約しているユーザの移動局、移動局４Ｂ
は事業者Ｂと契約しているユーザの移動局、移動局４Ｃは事業者Ｃと契約しているユーザ
の移動局である。事業者Ａと契約しているユーザは、移動局Ａにより、事業者Ａの通信設
備を利用して他者との通信を行うことができる。他の事業者Ｂ、Ｃと契約しているユーザ
も同様であり、各々の移動局により、各々が契約している事業者の通信設備を利用して他
者との通信を行うことができる。
各事業者のサービスエリアは、相互に重複している。各事業者は、移動通信サービスを提
供するため、各々のサービスエリア内に上記基地局を満遍なく設けている。このため、各
事業者の基地局が接近して配置され、異なった事業者の基地局に対応した各セルがオーバ
ラップする場合がある。このため、何等対策を講じないとすると、上述した異なった事業
者間の隣接チャネル干渉の問題が生じることとなる。
そこで、本実施形態における各事業者に対応した通信設備および移動局では、他の事業者
に割り当てられた周波数帯域と隣接する通信用周波数帯域を低出力の通信に割り当て、そ
れ以外の通信用周波数帯域を高出力の通信に割り当てる。
この周波数割り当て方法を図２を参照して説明すると、次の通りである。
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図２に示す例では、事業者Ａに割り当てられた周波数帯域には、通信用周波数帯域Ａ１、
Ａ２、Ａ３およびＡ４がある。事業者Ａに対応した各セルでは、これらの通信用周波数帯
域Ａ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４のうち任意のものを選択し、基地局および移動局間の通信
のための通信チャネルに用いることが可能である。また、各セルでは、複数の移動局が異
なる拡散符号を使用することにより、同一の通信用周波数帯域を使用した無線通信を同時
に行うことが可能である。
ここで、通信用周波数帯域Ａ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４のうち最も周波数の低い通信用周
波数帯域Ａ１は、事業者Ｂ用の通信用周波数帯域Ｂ４と隣接しており、最も周波数の高い
通信用周波数帯域Ａ４は、事業者Ｃ用の通信用周波数帯域Ｃ１と隣接している。これらの
通信用周波数帯域を、以下、便宜上、隣接周波数帯域と呼ぶ。
本実施形態に係る無線通信システムにおいて、この隣接周波数帯域Ａ１およびＡ４は、低
出力の通信に優先的に割り当てられる。
一方、通信用周波数帯域Ａ２およびＡ３は、他の事業者ＢおよびＣ用の周波数帯域から離
れている。これらの通信用周波数帯域を、以下、便宜上、非隣接周波数帯域と呼ぶ。
本実施形態に係る無線通信システムにおいて、この非隣接周波数帯域Ａ２およびＡ３は、
高出力の通信に優先的に割り当てられる。
他の事業者Ｂ、Ｃに対応したセルでも同様である。すなわち、事業者Ｂに対応したセルで
は、隣接周波数帯域Ｂ４が低出力の通信に優先的に割り当てられる一方、非隣接周波数帯
域Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３は高出力の通信に優先的に割り当てられる。また、事業者Ｃに対応し
たセルでは、隣接周波数帯域Ｃ１が低出力の通信に優先的に割り当てられる一方、非隣接
周波数帯域Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４は高出力の通信に優先的に割り当てられるのである。
本実施形態によれば、各事業者に対応したセルにおいて、このような方法による周波数の
割り当てが行われるため、事業者間で隣接する隣接周波数帯域が通信に使用された場合に
その通信における送信出力が低くなる。
このため、例えば事業者ＡおよびＢに対応した各基地局並びに各基地局と無線通信を行う
２台の移動局が前掲図１６に示すような状況にあり、かつ、２台の移動局が隣接周波数帯
域Ａ１およびＢ４を各々使用して通信を行っているような場合であっても、各移動局が行
っている通信における送信出力が低いため、隣接チャネル干渉の干渉量を小さくすること
ができる。また、隣接チャネル干渉が大きい場合には各移動局の送信出力を増加させる制
御が行われることとなるが、各移動局の送信出力は元々低いため、送信出力の増加量を大
きくすることができ、異なった事業者間で生じる隣接チャネル干渉に起因する品質への影
響を有効に防止することができる。
なお、以上説明した実施形態では、３つの事業者により運用されるシステムを例に挙げた
が、勿論、本発明は４以上の事業者により運用されるシステムにも適用可能である。
また、以上説明した実施形態において、事業者Ｂにおける最も低域側の通信用周波数帯域
Ｂ１と、事業者Ｃにおける最も高域側の通信用周波数帯域Ｃ４は、他の事業者の周波数帯
域と隣接しない非隣接周波数帯域なので、高出力の通信に割り当てた。しかし、例えば新
規な事業者の参入などの事情を考慮し、これらの非隣接周波数帯域Ｂ１およびＣ４を低出
力の通信に割り当てるようにしてもよい。
＜第２の実施形態＞
上記第１の実施形態において、低出力の通信および高出力の通信の定義如何により、幾つ
かの実施形態が生じる。
本実施形態において、低出力の通信とは、例えば低出力の移動局による上り送信信号の送
信であり、高出力の通信とは、例えば高出力の移動局による上り送信信号の送信である。
ここで、低出力の移動局に該当するものとして、例えば音声通信専用の携帯電話などがあ
り、高出力の移動局に該当するものとしては、例えば高速データ通信機能を持った車載用
移動局などがある。
本実施形態では、あるセルに移動局が在圏したときに、そのセルの基地局またはその上位
の移動通信交換局がその移動局が高出力の移動局か低出力の移動局かを判別する。そして
、基地局または移動通信交換局は、その移動局が低出力の移動局である場合には、上り送
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信信号を送信するのための上りチャネルとして上述した隣接周波数帯域を優先的に使用し
、高出力の移動局である場合には、上述した非隣接周波数帯域を優先的に使用する。
このような周波数割り当て方法を実施するためには、例えば移動局がセルに在圏するとき
に、送信出力の大きさを示す情報を基地局に送信し、基地局がこの情報に基づいて移動局
の送信出力の高低を判定する、という方法により実施可能である。
図３は、この周波数割り当て方法を実施するための基地局の構成を示すものである。この
基地局は、移動局との間で無線信号の送受信を行う送受信機１００と、制御装置２００と
を有している。ここで、制御装置２００は、送受信機１００を含む基地局各部の制御をす
るための装置（図示略）の他、移動局に対する通信用周波数の割り当てを行う周波数割り
当て装置３００を含んでいる。この周波数割り当て装置３００は、出力種別判定部３０１
と、周波数決定部３０２を含んでいる。
上述したように、この基地局によって形成されるセルに新たに在圏することとなった移動
局は、送信出力の大きさを示す情報を基地局に向けて送信する。この情報は基地局の送受
信機１００によって受信され、周波数割り当て装置３００に供給される。周波数割り当て
装置３００内の出力種別判定部３０１は、この移動局からの受信情報に基づき当該移動局
が高出力の移動局か低出力の移動局かを判定する。そして、周波数決定部３０２は、上記
割り当て方法に従い、この出力種別判定部３０１における判定結果に対応した通信用周波
数帯域を求め、その通信用周波数帯域を当該移動局に割り当てるべき旨の周波数割り当て
指令を送受信機１００に送る。送受信機は、この周波数割り当て指令に従って、当該移動
局に上りチャネルを割り当てる。なお、このような割り当て方法を採る以外に、例えばネ
ットワークのデータベースに蓄積された移動局情報に基づいて、当該移動局が高出力の移
動局か低出力の移動局かを判断し、この判断結果に従って上りチャネルの割り当てを行っ
てもよい。
ところで、送信出力の高い移動局のトラヒックに比べ、送信出力の低い移動局のトラヒッ
クが大きくなる場合がある。
かかる場合に、本実施形態に係る方法により周波数割り当てを行うと、隣接周波数帯域を
利用したトラヒックが多くなり、非隣接周波数帯域を使用したトラヒックは少なくなる。
しかし、非隣接周波数帯域のトラヒックが小さく、この非隣接周波数帯域に通信チャネル
を設定する余裕が残っているのなら、移動局の送信出力如何によらず、なるべく非隣接周
波数帯域の使用を認めた方が、事業者間の隣接チャネル干渉を防止する上で望ましい。
そこで、本実施形態の好ましい変形例では、非隣接周波数帯域を使用したトラヒックが少
なく、非隣接周波数帯域に通信チャネルを設定する余裕が残っている場合には、送信出力
の低い移動局に対しても非隣接周波数帯域を割り当てる、という方法をとる。
勿論、この方法では、非隣接周波数帯域に割り当てるべき送信出力の高い移動局のトラヒ
ックが相当数ある場合には、送信出力の低い移動局よりも送信出力の高い移動局に対する
周波数割当を優先する。
この変形例に係る周波数割り当て方法を実施するため、例えば図４に示す周波数割り当て
装置を基地局内の制御装置内に設ける。この周波数割り当て装置では、前掲図３の周波数
割り当て装置に対してトラヒック監視部３０３が追加されている。
この変形例では、非隣接周波数帯域のシステム容量がシミュレーションなどの方法により
予め求められる。そして、非隣接周波数帯域を利用したトラヒックがこのシステム容量の
何パーセントに達したら上述した移動局の送信出力に応じた周波数割り当ての実施を開始
するかが予め定められ、そのパーセンテージが閾値として各基地局の周波数割り当て装置
内の周波数決定部３０２に予め設定される。
トラヒック監視部３０３は、基地局の送受信機を経由して行われる通信のトラヒックを監
視し、各通信用周波数帯域毎に当該通信用周波数帯域を利用したトラヒックの量を求めて
周波数決定部３０２に報告する。
周波数決定部３０２は、このトラヒック監視部３０３からの報告を監視し、非隣接周波数
帯域を使用したトラフィックが上記閾値よりも小さいときは、新たにセルに在圏すること
となった移動局に対し、その移動局が送信出力の高い移動局であるか送信出力の低い移動
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局であるかに拘わらず、非隣接周波数帯域を割り当てるための周波数割り当て指令を前掲
図３の送受信機に送る。その後、非隣接周波数帯域を使用したトラヒックが上記閾値以上
になると、周波数決定部３０２は、非隣接周波数帯域を使用している送信出力の低い移動
局について、使用する通信用周波数帯域を隣接周波数帯域に変更させるための周波数切替
指令を前掲図３の送受信機に送る。送受信機は、この指令に従い、該当する移動局の上り
チャネルの周波数を隣接周波数帯域に変更するための処理を行う。また、非隣接周波数帯
域を使用したトラヒックが上記閾値以上である期間、周波数決定部３０２は、送信出力の
高い移動局に非隣接周波数帯域を割り当て、送信出力の低い移動局に隣接周波数帯域を割
り当てる周波数割り当て方法を実施する。
以上の構成によれば、非隣接周波数帯域を使用したトラヒックが小さいときは、移動局に
対しその送信出力の高低如何に拘わらず非隣接周波数帯域が割り当てられ、非隣接周波数
帯域を使用したトラヒックが大きいときは、移動局の送信出力の高低に応じて通信用周波
数帯域の割り当てが行われることとなる。
ところで、基地局に接続される移動局の数の変化により基地局が受ける干渉量が変化する
。
従って、干渉量の変化に応じた適切な周波数割り当てを行えるようにするため、閾値を変
更することができるように構成しておくことが望ましい。
すなわち、基地局に接続される移動局の数が少ない場合にはトラヒックの大小判定をする
ための閾値を大きくし、基地局に接続される移動局の数が多い場合には閾値を小さくする
のである。
ここで、基地局に接続される移動局の数が少ないときには、閾値が大きいので、非隣接周
波数帯域のトラヒックがかなり増加するまで、高出力の移動局および低出力の移動局の両
方に非隣接周波数帯域が割り当てられ、非隣接周波数帯域のトラヒックが増加する。しか
し、このとき基地局が受ける干渉量が小さいので問題は生じない。
一方、基地局に接続される移動局の数が多い場合には、閾値が小さいので、非隣接周波数
帯域のトラヒックが比較的少ない段階で、低出力の移動局に対する隣接周波数帯域の割り
当てや再割り当てが行われる。
このように、基地局に多くの移動局が接続され、基地局が受ける干渉量が大きいときには
、各移動局が使用する通信用周波数帯域が非隣接周波数帯域と隣接周波数帯域とに適度に
分散されるため、干渉量の増加によって基地局が受ける悪影響を低減することができる。
なお、本実施形態およびその変形例では、周波数割り当て装置を基地局に設けたが、移動
通信交換局など、基地局以外の網側通信設備の中にこの周波数割り当て装置を設けてもよ
い。また、本実施形態以外の他の実施形態において周波数割り当て装置を設ける場合も同
様である。
＜第３実施形態＞
セル方式の無線通信システムにおいて、例えば郊外などのようにトラヒックが低い領域で
は、セル半径が比較的広いマクロセルが形成されている。一方、都心などのようにトラヒ
ックが高い領域では、マクロセルが形成されるとともに、これらのマクロセルではカバー
しきれないトラヒックを吸収するために、セル半径がマクロセルよりも狭いマイクロセル
が形成される。また、マクロセルではカバーし切れない隙間の部分をカバーするためにマ
イクロセルが形成される場合もある。本実施形態は、このようなマクロセル／マイクロセ
ル共存方式の無線通信システムに適用されるものである。
図５は、本実施形態に係る周波数割り当て方法を示すものである。本実施形態では、例え
ば事業者Ａの場合、この事業者Ａ用の各通信用周波数帯域のうち他の事業者Ｂ、Ｃの各周
波数帯域に隣接しない非隣接周波数帯域Ａ２、Ａ３はマクロセルにおいて使用し、他事業
者Ｂ、Ｃの各周波数帯域と隣接する隣接周波数帯域Ａ１、Ａ４はマイクロセルにおいて使
用する。
事業者ＢおよびＣの場合も同様であり、事業者Ｂ用の隣接周波数帯域Ｂ４および事業者Ｃ
用の隣接周波数帯域Ｃ１はそれぞれマイクロセルにおいて使用され、事業者Ｂ用の非隣接
周波数帯域Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３および事業者Ｃ用のの非隣接周波数帯域Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４は
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それぞれマクロセルにおいて使用される。
ここで、マクロセルは、例えばセル半径が１．５ｋｍ～数十ｋｍであり、セル内における
上り送信出力は最大数Ｗ、下り送信出力は数十Ｗである。また、マイクロセルは、例えば
セル半径が１００～３００ｍであり、セル内における上り送信出力は数ｍＷ～数十ｍＷ、
下り送信出力は１０ｍＷ～数百ｍＷである。
本実施形態によれば、マイクロセルの送信出力は、マクロセルのそれよりも低出力で運用
されるので、漏洩電力による隣接チャネルへの干渉を低減することが可能となる。
また、マイクロセルにおいては、移動局の上り送信出力が低いので、干渉に対応して送信
出力を増加させる制御を行う場合に、その送信出力の増加量を大きくとることができる。
このため、通信用周波数帯域Ａ１－Ｂ４間、あるいは、通信用周波数帯域Ａ４－Ｃ１間の
ように事業者同士で隣接するチャネル間において、マイクロセル間の干渉に容易に対処す
ることができる、という利点がある。
なお、以上説明した実施形態では、３つの事業者により運用されるシステムを例に挙げた
が、勿論、本発明は４以上の事業者により運用されるシステムにも適用可能である。
また、以上説明した実施形態において、事業者Ｂにおける最も低域側の通信用周波数帯域
Ｂ１と、事業者Ｃにおける最も高域側の通信用周波数帯域Ｃ４は、他の事業者の周波数帯
域と隣接しない非隣接周波数帯域なので、マクロセルにおいて使用するようにした。しか
し、例えば新規な事業者の参入などの事情を考慮し、これらの非隣接周波数帯域Ｂ１およ
びＣ４をマイクロセルにおいて使用するようにしてもよい。
＜第４実施形態＞
次に、本発明の第４実施形態に係る無線通信システムにおける周波数割り当て方法につい
て説明する。
一般に、ディジタル移動通信における音声通信では、双方向のリアルタイムの会話を妨げ
ることのないように、音声データを圧縮し、低い信号速度でその伝送が行われる。また、
ディジタル移動通信では有線通信に比べて大きな符号誤りが生じうるので、圧縮された音
声データの伝送に当たって、誤り訂正符号処理を施さなければならない。このため、伝送
品質、例えば、符号誤り率への要求値は比較的緩く設定されている（例：ＢＥＲ（ビット
エラーレート）＝１×１０ - 3）。
また、パケット通信においては、データが小さなブロックに分割され、各ブロックが無線
チャネルを介して伝送されるとともに、ブロックが誤った場合には再送信制御が行われる
。このため、比較的高いエラーレートで伝送する場合、あるいは、瞬断が起こった場合に
おいても、データの伝送には支障が発生しない。
一方、ディジタルデータ通信では、一般に、高速のスループットを保証したサービスを提
供することが要求される。このため、データ圧縮や大きな冗長データなどを付加する強力
な誤り訂正などにも限度がある。さらに、ＴＶ会議などのようなアプリケーションにおい
て、高速のビデオデータを伝送する際に、パケット伝送のようなデータ誤りによる再送を
行うと、データ伝送時間の遅延量が大きく揺らぐため、ＴＶ会議等の双方向、リアルタイ
ムの用途への適用が難しくなるという問題がある。このような理由から、ディジタルデー
タ通信では、ＢＥＲ等の伝送品質に対する要求が厳しい。
従って、同じサービスエリアでサービスを提供する場合、ディジタルデータ通信では、音
声通信やパケット通信に比べて最大送信出力を高くする必要が生じる。
そこで、本実施形態では、図６に示されるように、各事業者に割り当てられた周波数帯域
内の各通信用周波数帯域のうち他の事業者に割り当てられた周波数帯域と隣接する隣接周
波数帯域Ａ１、Ａ４、Ｂ４、Ｃ１は、伝送品質の要求が低い音声通信やパケット通信に割
り当てる。
この場合、音声通信やパケット通信のチャネルは、低出力で運用可能なため、隣接チャネ
ルへの干渉を低減することができる。
一方、各事業者に割り当てられた周波数帯域内の各通信用周波数帯域のうち、他の事業者
の周波数帯域と隣接しない非隣接周波数帯域Ａ２、Ａ３、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｃ２、Ｃ３
、Ｃ４は、干渉による品質劣化が少ない。
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このため、これら非隣接周波数帯域は、高出力が必要な高速・高品質のディジタルデータ
通信に割り当てる。
ここで、ディジタルデータ通信のトラヒックに比べ、音声通信、パケット通信のトラヒッ
クが大きくなる場合がある。このような場合には、非隣接周波数帯域を音声通信、パケッ
ト通信に割り当てるとよい。
ただし、ディジタルデータ通信は、そのサービスの性質上、高速・高品質が要求されるた
め、非隣接周波数帯域に割り当てるべきディジタルデータ通信のトラヒックが相当数ある
場合には、音声通信、パケット通信よりもディジタルデータ通信への周波数割当を優先す
る構成が望ましい。
具体的な周波数割り当て制御の方法としては、次の２通りの方法がある。
（１）データ通信のトラヒックが少ないときは、音声通信およびパケット通信に対しても
非隣接周波数帯域を割り当てる。データ通信のトラヒックが多くなったときは、既に非隣
接周波数帯域を割り当てた音声通信やパケット通信に対して隣接周波数帯域への割り当て
変更を行う。また、データ通信のトラヒックが多いときは、新たに開始される音声通信や
パケット通信には隣接周波数帯域を割り当てる。
（２）全ての通信に対し、最初は非隣接周波数帯域を割り当てる。この割り当て後、デー
タ通信のトラヒックが多いときには、音声通信およびパケット通信に対し、非隣接周波数
帯域から隣接周波数帯域への割り当て変更を行う。
このような周波数割り当て方法を実施するためには、例えば前掲図４のような周波数割り
当て装置を基地局または移動通信交換局などの網内通信設備に設ければよい。ただし、こ
の場合、出力種別判定部３０１に代えて、新たに在圏した移動局が行う通信の種別を判定
する装置を設けるとともに、この装置によって判定された通信種別に従って当該移動局に
割り当てる通信用周波数帯域を決定するように周波数決定部３０２の構成を変更する必要
がある。
以上説明した本実施形態によれば、隣接周波数帯域が割り当てられた音声通信やパケット
通信では伝送速度は低く、その要求品質も低いので、その送信出力も低くて済む。このた
め、事業者間の干渉に対して送信出力を増加させる制御を行う場合に、その増加量を大き
くとることができるので、通信用周波数帯域Ａ１－Ｂ４間、あるいは、通信用周波数帯域
Ａ４－Ｃ１間のように事業者同士で隣接するチャネル間の干渉に対して送信出力を増加し
て対応できる、という利点がある。
さらに、パケット通信では、パケットが無線送信されるときしか漏洩信号の送出も起こら
ない。従って、本実施形態のように隣接周波数帯域をパケット通信に割り当てた場合には
、他の種類の通信に割り当てる場合に比べて、隣接チャネル干渉を引き起こす確率を低く
することができるという利点もある。
なお、以上説明した実施形態では、３つの事業者により運用されるシステムを例に挙げた
が、勿論、本発明は４以上の事業者により運用されるシステムにも適用可能である。
また、以上説明した実施形態において、事業者Ｂにおける最も低域側の通信用周波数帯域
Ｂ１と、事業者Ｃにおける最も高域側の通信用周波数帯域Ｃ４は、他の事業者の周波数帯
域と隣接しない非隣接周波数帯域なので、データ通信に割り当てた。しかし、例えば新規
な事業者の参入などの事情を考慮し、これらの非隣接周波数帯域Ｂ１およびＣ４を音声通
信やパケット通信に割り当てるようにしてもよい。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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