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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カバレッジが重なっている複数のマクロセルと複数のピコセルとを含む異種ネットワー
クにおいて、ピコセルからのダウンリンク送信を受信する受信器設定を適合させる移動体
端末により実施される方法であって、前記方法は、
　前記ピコセルとの接続を確立する工程と、
　前記ピコセルにより、リンク不均衡ゾーンで動作している移動体端末へのダウンリンク
送信のために予約される複数のサブフレームの第１のサブセットを示すサブフレーム割当
て情報を前記ネットワークから受信する工程と、
　前記移動体端末が前記ピコセルによりサービスを受けるとき受信性能の悪化を防止する
ために前記複数のサブフレームの前記第１のサブセットにおいてのみ送信される信号に基
づいて、受信器の自動利得制御回路における受信器パラメータをリンク不均衡ゾーンで動
作しているときに前記移動体端末により使用される第１の受信器設定に適合させる工程と
、
　前記複数のサブフレームの第２のサブセットにおいて送信される信号に基づいて、前記
受信器パラメータを第２の受信器設定に適合させる工程と、
　前記複数のサブフレームの前記第１のサブセットと前記第２のサブセットのそれぞれに
おいて信号を受信するために、前記移動体端末により、前記第１の受信器設定と前記第２
の受信器設定との間で切り替えを実行する工程と、
　前記移動体端末がリンク不均衡ゾーンで動作しているとき、前記受信器パラメータのた



(2) JP 5890412 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

めの前記第１の受信器設定を用いて、前記ピコセルにより前記複数のサブフレームの前記
第１のサブセットにおいて送信されるデータを受信しデコードする工程とを有することを
特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数のサブフレームの前記第１のサブセットの間に送信される信号に基づいて、前
記受信器の前記自動利得制御回路における前記受信器パラメータを前記第１の受信器設定
に適合させる工程は、前記複数のサブフレームの前記第１のサブセットにおいて送信され
る信号に基づいて、前記自動利得制御回路のための自動利得制御パラメータを設定する工
程を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のサブフレームの前記第１のサブセットの間に送信される信号に基づいて、前
記受信器の前記自動利得制御回路における前記受信器パラメータを前記第１の受信器設定
に適合させる工程は、前記ピコセルにより前記複数のサブフレームの前記第１のサブセッ
トにおいて送信される信号に基づいて、信号測定回路のための測定パラメータの受信器設
定に適合させる工程を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信器パラメータのための前記第２の受信器設定を用いて、前記複数のサブフレー
ムの前記第２のサブセットにおいて隣接マクロセルにより送信される信号を受信する工程
をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　隣接マクロセルから前記受信した信号についての信号品質測定を実行する工程をさらに
有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　移動体端末であって、
　ダウンリンクチャネルで基地局により送信された信号を受信する受信器と、
　アップリンクチャネルで前記基地局に信号を送信する送信器と、
　ピコセルとの接続を確立し、前記ピコセルによるダウンリンク送信のために予約された
複数のサブフレームの内の第１のサブセットを示すサブフレーム割当て情報をネットワー
クから受信し、前記移動体端末が前記ピコセルによりサービスを受けるとき受信性能の悪
化を防止するために前記複数のサブフレームの前記第１のサブセットにおいてのみ送信さ
れる信号に基づいて、受信器の自動利得制御回路における受信器パラメータを前記移動体
端末がリンク不均衡ゾーンで動作しているときに使用される第１の受信器設定に適合させ
、前記複数のサブフレームの第２のサブセットにおいて送信される信号に基づいて、前記
受信器パラメータを第２の受信器設定に適合させ、前記複数のサブフレームの前記第１の
サブセットと前記第２のサブセットのそれぞれにおいて信号を受信するために、前記第１
の受信器設定と前記第２の受信器設定との間で切り替えを実行し、前記受信器パラメータ
のための前記第１の受信器設定を用いて、前記ピコセルにより前記複数のサブフレームの
前記第１のサブセットにおいて送信されるデータを受信しデコードするよう構成されたプ
ロセッサとを有することを特徴とする移動体端末。
【請求項７】
　前記プロセッサはさらに、前記複数のサブフレームの前記第１のサブセットにおいて送
信される信号に基づいて、前記自動利得制御回路のための自動利得制御パラメータを設定
するよう構成されたことを特徴とする請求項６に記載の移動体端末。
【請求項８】
　前記プロセッサはさらに、前記ピコセルにより前記複数のサブフレームの前記第１のサ
ブセットにおいて送信される信号に基づいて、信号測定回路のための信号測定パラメータ
の受信器設定に適合させるよう構成されたことを特徴とする請求項６に記載の移動体端末
。
【請求項９】
　前記プロセッサはさらに、前記受信器パラメータのための前記第２の受信器設定を用い
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て、前記複数のサブフレームの前記第２のサブセットにおいて隣接マクロセルにより送信
される信号を受信するよう構成されたことを特徴とする請求項６に記載の移動体端末。
【請求項１０】
　前記プロセッサはさらに、前記複数のサブフレームの前記第２のサブセットにおいて隣
接マクロセルにより送信された信号についての信号品質測定を実行するよう構成されたこ
とを特徴とする請求項６に記載の移動体端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般にはカバレッジが重複する低電力ノードと高電力ノードとが混在する異種
ネットワークに関し、特に、異種ネットワークで動作する移動体端末による受信器設定の
アダプテーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロングタームエボルーション（ＬＴＥ）（３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース１０）として知ら
れる第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）の標準化技術は異種ネットワー
クをサポートしている。異種ネットワークにおいては、異なるサイズをもちカバレッジ領
域が重複する複数のセルが混在して展開される。例えば、異種ネットワークは、相対的に
高電力の基地局によりサービスされるマクロセルのカバレッジ領域内に相対的に低電力の
基地局によりサービスされる複数のピコセルを展開するかもしれない。異種ネットワーク
はまた、相対的に低電力の家庭用基地局と中継局とを展開して室内での改善されたサービ
スを提供することもできる。ピコ基地局や家庭用基地局や中継局のような低電力ノードを
高電力基地局によりカバレッジが備えられるマクロセル内に展開する目的は、セル分割利
得によりシステム容量を改善するとともに、そのネットワーク全体を通じて超高速データ
アクセスを経験することを大きな領域でユーザに提供することにある。異種展開方式は、
マクロセルをより高密度なネットワーク展開に代わる１つの代替案を示しており、特に、
トラフィックホットスポット、即ち、低電力のノードによりサービスを受けているユーザ
が高密度にいる小さな地理的な領域をカバーするのに効果的である。異種ネットワークで
は、マクロセルにサービスを行う基地局と比較して低電力ノードの出力電力に大きな不均
衡が生じるかもしれない。例えば、マクロセルにおける基地局の出力電力は４６ｄＢｍの
オーダであるかもしれないが、ピコセルにおける低電力ノードの出力電力は３０ｄＢｍ未
満であるかもしれない。ある異種ネットワークでは、マクロセルとピコセルとは同じ搬送
波周波数で運用され、移動体端末がマクロセルとピコセルの両方のサービスを受ける領域
で動作しているときには、セル間干渉調整（ＩＣＩＣ）技術が用いられて干渉を処理する
。例えば、スケジューリング制限が適用され、その場合にはマクロ基地局が一定のサブフ
レームで送信しないようにされる。そのフレームは“ブランク”サブフレーム或いは制限
されたサブフレームと呼ばれることもある。ピコセルはこれらの“ブランク”サブフレー
ムを用いてデータを、マクロ基地局からの干渉を受けることなくピコセルのセル周縁部近
くのリンク不均衡ゾーンで動作している移動体端末に送信することができる。
【０００３】
　マクロ基地局がダウンリンク送信をスケジュールすることを回避するブランクサブフレ
ームを導入することで、ピコ基地局の近くにある移動体端末は全てのサブフレームでスケ
ジュールされる。しかしながら、リンク不均衡ゾーンにいる移動体端末はサブフレーム間
で大きな信号強度変動がある信号を受信する。例えば、制限を受けないサブフレーム（そ
こではマクロ基地局がダウンリンクで送信を行う）において、ピコセルから送信されるパ
イロットシンボルとデータはマクロセルからのパイロットよりも最大で１０ｄＢ弱いこと
があり得る。もし、移動体端末がこれらの信号強度が弱い信号に基づいて受信器設定を適
合させるなら、その結果は受信性能の悪化となるかもしれない。
【発明の概要】
【０００４】
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　本発明はカバレッジ領域が重なっている複数のマクロ基地局と複数のピコ基地局とを含
む異種ネットワークにおいて動作する移動体端末に対する受信器設定を適合させる方法と
装置を提供する。その代表的な実施例では、移動体端末はサブフレームの割当てについて
情報を取得し、そのサブフレーム割当て情報を用いて受信器設定を適合させるために用い
る信号を選択する。例えば、複数のサブフレームの第１のサブセットがピコセルに割当て
られリンク不均衡ゾーンで動作する移動体端末へのダウンリンク送信のために用いられる
。
【０００５】
　移動体端末は、その移動体端末がリンク不均衡ゾーンで動作しているときに使用される
複数の受信器設定の第１のセットをもつと良い。この場合、その移動体端末は複数のサブ
フレームの内の第１のサブセットで送信される信号に基づいて、複数の受信器設定の第１
のセットを適合させることができ、それはピコセルのために予約されるものである。その
移動体端末はまた、隣接マクロセルでの信号測定を実行するときに用いられる複数の受信
器設定の第２のセットをもつこともできる。その移動体端末は、複数のサブフレームの第
２のセットにおいて隣接マクロセルにより送信される信号に基づいて、複数の受信器設定
の第２のセットを適合させることができる。
【０００６】
　本発明のいくつかの実施例は、移動体端末がカバレッジが重なっている複数のマクロセ
ルと複数のピコセルとを含む異種ネットワークにおいて動作しているときに、受信器設定
を適合させる移動体端末により実施される方法を含む。
【０００７】
　１つの代表的な方法において、移動体端末は、ピコセルとの接続を確立し、ピコセルに
より、リンク不均衡ゾーンで動作している移動体端末へのダウンリンク送信のために予約
される複数のサブフレームの第１のサブセットを示すサブフレーム割当て情報をネットワ
ークから受信する。そのサブフレーム割当て情報は、マクロセル或いはピコセルに接続さ
れたときに移動体端末により受信される。そのサブフレーム割当て情報に基づいて、移動
体端末は、複数のサブフレームの第１のサブセットにおいてのみ送信される信号を用いて
受信器パラメータのための第１の受信器設定を適合させる。その移動体端末は、リンク不
均衡ゾーンで動作しているときに、第１の受信器設定を用いる。リンク不均衡ゾーンで動
作している間、その移動体端末が、ピコセルにより複数のサブフレームの第１のサブセッ
トにおいて送信されるデータを受信しデコードするために、受信器パラメータのための第
１の受信器設定を用いることができる。
【０００８】
　本発明の他の実施例は、カバレッジ領域が重なっている複数のマクロセルと複数のピコ
セルとを含む異種ネットワークにおいて動作するよう構成された移動体端末を含む。１つ
の実施例では、その移動体端末は、ダウンリンクチャネルで基地局により送信された信号
を受信する受信器と、アップリンクチャネルでその基地局に信号を送信する送信器と、プ
ロセッサ回路とを含む。そのプロセッサ回路は、ピコセルによるダウンリンク送信のため
に予約された複数のサブフレームの第１のサブセットを示すサブフレーム割当て情報をネ
ットワークから受信する。そのプロセッサ回路は、複数のサブフレームの第１のサブセッ
トにおいてのみ送信されるパイロット信号とデータ信号との内の少なくともいずれかに基
づいて受信器パラメータのための第１の受信器設定を適合させる。移動体端末は、その移
動体がリンク不均衡ゾーンで動作しているときに、第１の受信器設定を用いて、ピコセル
により複数のサブフレームの第１のサブセットにおいて送信されるデータを受信しデコー
ドする。
【０００９】
　本発明はリンク不均衡ゾーンで動作しているピコセルによりサービスを受ける移動体端
末に対して受信器性能の改善を提供するものである。このシナリオでは、移動体端末は複
数のサブフレームの第１のセットで送信されたパイロット信号とデータ信号との内の少な
くともいずれかだけに基づいて受信器設定を適合させることができる。従って、その受信
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器設定は、リンク不均衡ゾーンで動作するときの移動体端末によりみられる干渉状態に対
して、おそらくはより良いマッチングとなるであるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】移動体通信ネットワークにおけるマクロセルとピコセルの展開を示す図である。
【図２】代表的なＯＦＤＭネットワークにおけるダウンリンク物理資源を示す図である。
【図３】代表的なＯＦＤＭネットワークにおける時間領域の代表的な構造を示す図である
。
【図４】ダウンリンクサブフレーム内のＬＴＥ物理制御チャネルとデータチャネルとセル
固有基準信号の代表的なマッピングを示す図である。
【図５】異種ネットワークにおけるリンク不均衡を示す図である。
【図６】ダウンリンクにおいてブランクサブフレームを用いたセル間干渉調整を示す図で
ある。
【図７】異種ネットワークにおける移動体端末で実施される、受信器設定を適合させる代
表的な方法を示す図である。
【図８】異種ネットワークで動作するよう構成された代表的な移動体端末を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　さて図面を参照して説明すると、図１は本発明の代表的な１実施例に従う異種通信ネッ
トワーク１０の代表例を図示している。本発明はＬＴＥ標準化のリリース１０で仕様が規
定されているロングタームエボルーション（ＬＴＥ）ネットワークの環境で説明される。
しかしながら、当業者であれば本発明は他の通信標準技術を用いた異種ネットワークにも
適用されることを認識するであろう。
【００１２】
　通信ネットワーク１０は、複数の高電力アクセスノードを含み、これらは通信ネットワ
ーク１０の各マクロセル２０における無線カバレッジを提供している。図１に示す代表的
な実施例では、低電力アクセスノードによりサービスを受ける３つのピコセル３０がマク
ロセル２０内に展開されている。低電力アクセスノードは、ピコ基地局或いは家庭用基地
局を含んでいても良い。便宜上、高電力アクセスノード２００と低電力アクセスノード３
００とはここでは、マクロ基地局２００、ピコ基地局３００として言及される。マクロ基
地局２００の出力電力は４６ｄＢｍのオーダにあると仮定される一方、ピコ基地局３００
の出力電力は３０ｄＢｍ未満であると仮定される。
【００１３】
　いくらかの異種ネットワーク１０では、異なるレイヤ、即ち、図１におけるマクロセル
２０とピコセル３０との間の周波数分離が用いられて、マクロセル２０とピコセル３０と
の間の干渉を回避している。周波数分離が用いられるとき、マクロ基地局２００とピコ基
地局３００とは、搬送波周波数が重複しない異なる周波数で動作し、マクロレイヤとピコ
レイヤとの間の干渉を低減している。ピコセル３０における無線資源がマクロセル２０が
送信を行っているときに同時に用いられる場合、セル分離利得が得られる。しかしながら
、周波数分離は資源利用の非効率化を招くことにもなる。例えば、ピコセル３０の負荷が
軽く、その資源が十分に用いられていないとき、全ての搬送波周波数をマクロセル２０に
割当てることがより効率的であるかもしれない。しかしながら、レイヤ間の搬送波周波数
の分離は通常は静的なものである。
【００１４】
　いくつかの異種ネットワーク１０では、同じ搬送波周波数における無線資源は重なり合
うマクロセル２０とピコセル３０において送信を調整することによりマクロレイヤとピコ
レイヤにより共用される。この種の調整は、セル間干渉調整（ＩＣＩＣ）といわれる。一
定の無線資源が特定の時間の間はマクロセル２０に対して割当てられ、残りの資源がマク
ロセル２０からの干渉を受けることなくピコセル３０によりアクセスされる。複数のレイ



(6) JP 5890412 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

ヤにまたがる負荷分散に依存し、資源分割は異なる負荷分散を受け入れるために時間とと
もに変化する。搬送波周波数の分割とは対照的に、何らかの形でのＩＣＩＣを用いて複数
のレイヤにまたがる無線資源の共用は、複数のアクセスノード間の干渉の発生に依存して
多かれ少なかれ動的になされる。ＬＴＥでは、Ｘ２インタフェースが規定されて基地局２
００と基地局３００との間の異なる種類の情報を交換する。そのような情報交換の一例は
、基地局２００、３００が他の基地局２００、３００に一定の資源について送信電力を低
減するであろうことを通知するできることである。
【００１５】
　基地局２００、３００の間の時間同期には、マクロレイヤとピコレイヤとにまたがるＩ
ＣＩＣが異種ネットワークにおいて効率的に作用することを保証することが要求される。
時間同期は、同じ搬送波における資源がマクロ基地局とピコ基地局とにより共用される場
合、時間領域をベースにしたＩＣＩＣ方式にとって特に重要である。
【００１６】
　ＬＴＥはダウンリンクでは直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を、アップリンクでは離散
的フーリエ変換（ＤＦＴ）拡散ＯＦＤＭを用いる。基本的なＬＴＥダウンリンクの物理資
源は、時間－周波数グリッドとして見ることができる。図２はＬＴＥに関して代表的なＯ
ＦＤＭ時間－周波数グリッド５０の一部を図示している。一般的に言って、時間－周波数
グリッド５０は１ミリ秒のサブフレームへと分割される。各サブフレームは多数のＯＦＤ
Ｍシンボルを含む。マルチパス分散が極端に深刻なものであるとは予想されない状況で用
いられるのに適した通常の循環プレフィックス（ＣＰ）長に関し、サブフレームは１４個
のＯＦＤＭシンボルを含む。もし拡張循環プレフィックスが用いられるなら、サブフレー
ムは１２個のＯＦＤＭシンボルを含む。周波数領域において、物理資源は１５ＫＨｚの間
隔をもつ隣接した副搬送波へと分割される。副搬送波の数は、割当てられたシステムバン
ド幅に従って変化する。時間－周波数グリッド５０の最小要素が資源要素である。資源要
素は１ＯＦＤＭシンボル間隔の間に１つのＯＦＤＭ副搬送波を含む。
【００１７】
　ＬＴＥシステムでは、データは物理ダウンリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）として知
られるダウンリンク・トランスポートチャネルにより移動体端末に送信される。ＰＤＳＣ
Ｈは複数の移動体端末により共用される時間と周波数が多重化されたチャネルである。図
３に示されるように、ダウンリンク送信は１０ミリ秒の無線フレーム６０へと編成される
。各無線フレームは１０個の同じサイズのサブフレーム６２を含む。ダウンリンク送信を
受信するよう複数のユーザをスケジュールするために、ダウンリンクの時間－周波数資源
が資源ブロック（ＲＢ）と呼ばれる単位で割当てられる。各資源ブロックは１２個の副搬
送波（それは周波数スペクトラムでは隣接していても良いし、分散していても良い）と０
．５ミリ秒の１スロット（１サブフレームの半分）の拡がりがある。“資源ブロックペア
”という用語は１ミリ秒のサブフレーム全体を占める２つの連続する資源ブロックに言及
するものである。
【００１８】
　セル２０、３０の中で、基地局２００、３００は、物理アップリンク制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）或いは物理アップリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）で移動体端末１００から
のチャネル状態と品質情報（ＣＳＩ，ＣＱＩ）のレポートに基づいて、動的に移動体端末
１００へのダウンリンク送信をスケジュールする。ＣＱＩレポートは受信器により観測さ
れるような瞬間的なチャネル状態を示している。各サブフレームにおいて、基地局２００
、３００は、現在のダウンリンクサブフレームでデータを受信するようにスケジュールさ
れた移動体端末１００（これ以降、スケジュールされた移動体端末という）を識別するダ
ウンリンク制御情報（ＤＣＩ）とデータがスケジュールされた移動体端末へ送信される資
源ブロックとを送信する。ＤＣＩは通常、各サブフレームにおける最初の２つ、３つ、或
いは４つのＯＦＤＭシンボルで物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信され
る。
【００１９】
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　ダウンリンクで送信されるデータを復調するために、移動体端末１００はそのデータが
送信されるチャネルの推定を行う必要がある。移動体端末１００によるチャネル推定を容
易にするために、基地局２００、３００は移動体端末１００に知られている基準シンボル
をダウンリンクで送信する。知られた基準信号と受信信号との相関をとることにより、移
動体端末１００はチャネル推定を取得する。ＬＴＥでは、２つのタイプの基準信号がある
。即ち、セル固有基準信号と移動体端末固有基準シンボルである。セル固有基準シンボル
は通常、全てのダウンリンクサブフレームにおいて送信される。移動体端末１００はチャ
ネル推定の実行とモビリティ管理のための信号測定の実行との両方のためにセル固有基準
信号を用いることができる。移動体端末固有基準シンボルもまた、送信されてチャネル推
定のために用いられる。
【００２０】
　図４はダウンリンクサブフレームにおける物理制御チャネルとセル固有基準信号のマッ
ピングを示す図である。図４に示されているように、物理制御チャネルは、サブフレーム
の最初の３つのシンボルで送信される。ユーザデータは、基準信号が送信される資源要素
を除き、最後の１１個のシンボルで送信される。いくつかの実施例では、物理制御チャネ
ルは２個以下のシンボルを用いるので、データ送信が２番目か３番目のＯＦＤＭシンボル
で始めることができる。セル固有基準信号は第１番目、第５番目、第８番目、第１２番目
のサブフレームにおいて指定された副搬送波で送信される。
【００２１】
　ＬＴＥネットワーク１０との接続を確立するために、移動体端末１００はネットワーク
１０の中でセル２０、３０との同期を見出しこれを獲得し、セル２０、３０における同報
チャネルからシステムパラメータを読み出し、セル２０、３０との接続を確立するために
ランダムアクセス手順を実行する必要がある。これらのステップの最初は一般にセルサー
チと呼ばれる。セルサーチ手順において移動体端末１００をアシストするために、基地局
２００はダウンリンクで２つの同期信号を送信する。即ち、プライマリ同期信号（ＰＳＳ
）とセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）である。ＬＴＥ無線フレーム構造タイプ１（ＦＤＤ展
開のために使用）に関し、ＰＳＳとＳＳＳとがサブフレーム０と５の最初のスロットにお
ける最後の２つのＯＦＤＭシンボル内で送信される。ＬＴＥ無線フレーム構造タイプ２（
ＴＤＤ展開のために使用）に関し、ＳＳＳがサブフレーム０と５の最後のＯＦＤＭシンボ
ル内で送信される一方、ＰＳＳはサブフレーム１と６の３番目のＯＦＤＭシンボル内で送
信される。その同期信号はシステムバンド幅の中央で送信され、これは周波数領域におい
て６つの資源ブロックを占有する。ＦＤＤとＴＤＤの場合における同期信号の位置の違い
により、これがもし前もって知られていないなら、搬送波で用いられるデュープレックス
方式の検出が可能になる。
【００２２】
　セル２０、３０各々において送信される同期信号はそのセルアイデンティティを規定す
る特定のセットの手順を含む。ＬＴＥのために規定された５０４個の異なる物理セルアイ
デンティティ（ＰＣＩ）があり、各ＰＣＩは１つの具体的なダウンリンク基準信号手順に
対応している。ＰＣＩはさらに、１６８個のセルアイデンティティグループに分割され、
各グループは３つのＰＣＩをもつ。ＬＴＥ標準化技術では、同期信号の時間と周波数にお
けるロケーションを規定している。フレーム内の同期信号の時間領域の位置は、もしセル
２０、３０が周波数分割複信（ＦＤＤ）を用いているか、時分割複信（ＴＤＤ）を用いて
いるかに依存していくらか異なる。同期信号を検出することにより、移動体端末１００は
セル２０、３０のタイミングを取得し、そして、複数のシーケンスの内のいずれをセルが
送信しているのかを観測することにより、移動体端末１００はセル２０、３０を識別する
ことができる。一度、移動体端末１００がフレームタイミングとセル２０、３０のＰＣＩ
とを取得したなら、移動体端末１００はセル固有基準信号を識別し、セル２０、３０にア
クセスするために必要なシステム情報を受信することができる。
【００２３】
　移動体端末１００は電源投入時、即ち、初めにシステムにアクセスする時だけにセルサ



(8) JP 5890412 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

ーチを実行するのではない。モビリティをサポートするために、移動体端末１００は継続
的にサーチを行い、同期をとり、隣接セルにより送信される信号の受信品質を推定するこ
とが必要である。移動体端末１００は現在のサービングセルの受信品質と比較して隣接セ
ルからの信号の受信品質を評価し、（接続モードにある移動体端末１００に対しては）ハ
ンドオーバや（アイドルモードにある移動体端末１００に対しては）セル再選択が実行さ
れるべきであるかどうかを判断する。接続モードにある移動体端末１００に対して、ネッ
トワーク１０は、移動体端末１００により提供された測定レポートに基づいてハンドオー
バの決定を行う。前述のように、セル固有基準信号は移動体端末１００により用いられて
その測定を実行する。
【００２４】
　移動体端末１００により提供された測定レポートは、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）と
基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）との内の少なくともいずれかの測定を含む。おそらくは構
成設定可能なオフセットにより補完されるこれらの測定がどのように用いられるのかに依
存して、移動体端末１００は最大受信強度でセル２０、３０に、或いは、最小の経路損失
でセル２０、３０に、或いは、これら２つの組み合わせてセル２０、３０に接続される。
これらの選択基準（受信電力や経路損失）は必ずしも同じ選択セル２０、３０になる結果
になる必要はない。その出力電力は異なるタイプのセル２０、３０に対して変化するので
、所与の移動体端末１０に対して、最大のＲＳＲＰとＲＳＲＱ測定値をもつセル２０、３
０と経路損失が最小であるセル２０、３０とが異なる可能性はある。この状況はここでは
リンク不均衡と呼ばれる。
【００２５】
　図５は、リンク不均衡が異種ネットワーク１０においてどのように発生するのかを図示
している。この例のために、ピコセル３０におけるピコ基地局３００の出力電力が３０ｄ
Ｂｍ以下のオーダにある一方、マクロ基地局２００の出力電力は４６ｄＢｍのオーダにあ
ることが現実的に仮定される。その結果、移動体端末１００がピコセル３０のセル周縁部
近くで動作しているとき、マクロセル２０からの受信信号強度がピコセル３０のそれより
もはるかに大きくなりえる。しかしながら、マクロセル２０における基地局２００に対す
る経路損失はピコセル３０におけるピコ基地局３００に対する経路損失よりも大きいかも
しれない。
【００２６】
　図５において、ダウンリンク境界は、マクロセル２０からとピコセル３０からの受信信
号強度が等しくなる地点を示す。アップリンク境界は、マクロセル２０とピコセル３０そ
れぞれにおいて基地局２００、３００に対する経路損失が等しくなる地点を示す。ダウン
リンク（ＤＬ）境界とアップリンク（ＵＬ）境界との間の領域はリンク不均衡ゾーンであ
る。ダウンリンクの観点からすれば、リンク不均衡ゾーンにおいて移動体端末１００がダ
ウンリンク受信電力に基づいてセル２０、３０を選択することがより良いことであるかも
しれず、アップリンクの観点からすれば、移動体端末１００の送信電力が限られているた
めに、経路損失に基づいてセル２０、３０を選択することがより良いことであるかもしれ
ない。このシナリオにおいて、システムの観点からすれば、たとえマクロセルのダウンリ
ンクがピコセルのダウンリンクより最大で１０～２０ｄＢ強いとしても、移動体端末１０
０がピコセル３０に接続するのが好ましいかもしれない。しかしながら、移動体端末１０
０がリンク不均衡ゾーン内で動作しているときには、マクロレイヤとピコレイヤとの間の
セル間干渉調整（ＩＣＩＣ）が必要である。
【００２７】
　複数のレイヤにまたがりＩＣＩＣを提供する１つのアプローチが、図６に図示されてい
る。その場合、干渉を与えるマクロセル２０はＰＤＣＣＨを送信しない。従って、いくら
かのサブフレームではデータがない。ピコセル３０はこれら“ブランク”サブフレームの
位置に気づいており、マクロセル２０でブランクサブフレームに揃えられるサブフレーム
においてセル周縁部にある移動体端末１００（リンク不均衡ゾーンの中で動作している移
動体端末１００）へのダウンリンク送信をスケジュールすることができる。この“ブラン
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ク”サブフレームはここで制限されたサブフレームと呼ばれる。なぜなら、ピコセルだけ
にこれらのサブフレームにおいてダウンリンク送信をスケジュールすることが許可されて
いるからである。マクロセルにダウンリンク送信をスケジュールすることが許可されてい
るサブフレームは、ここでは制限を受けないサブフレームと呼ばれる。伝統的な従来の移
動体端末について、マクロセル２０は依然として全てのサブフレームでセル固有基準シン
ボルを送信することが必要なので、制限されたサブフレームは完全に空というわけではな
いであろう。ダウンリンク境界内で動作している移動体端末１００は全てのサブフレーム
においてスケジュールされる。
【００２８】
　マクロ基地局２００がダウンリンク送信をスケジュールすることを回避する制限された
サブフレームを導入することで、ピコセル３０によりサービスを受けたり、ピコ基地局３
００に近接する移動体端末１００は全てのサブフレームにおいてスケジュールされる。し
かしながら、（ピコセル周縁部近くの）リンク不均衡ゾーンにいる移動体端末１００は異
なるサブフレームにおいて大きな信号強度変動をもつ信号を受信する。例えば、制限を受
けないサブフレームにおいてマクロ基地局２０がダウンリンクでの送信を行うとき、ピコ
セル３０から送信されるパイロット信号とデータ信号とはマクロセル２０からのパイロッ
ト信号よりも最大で１０ｄＢ弱いことがある。もし、移動体端末１００が制限を受けない
サブフレームにおいて送信した弱いパイロット信号に基づいて受信器設定を適合させるな
ら、その結果は受信性能の悪化となってしまうかもしれない。それ故に、ピコセル３０に
よりサービスを受け、リンク不均衡ゾーンにおいて動作している移動体端末１００は受信
器設定を適合させるために制限を受けないサブフレームにおいて送信された信号を用いる
べきではない。
【００２９】
　本発明の実施例では、移動体端末１００はその受信器設定を適合させる際にサブフレー
ム割当てについての情報を用いる。この概念の概要は、その受信器設定が用いられるとき
に移動体端末１００が経験するであろう干渉条件を反映する選択されたサブフレームにお
いてパイロット信号とデータ信号との内の少なくともいずれかを用いることである。例え
ば、移動体端末１００が２つ以上のセットの受信器設定を維持する。１つの代表的な実施
例では、移動体端末１００はピコセル３０によりサービスを受けリンク不均衡ゾーンで動
作する際に用いるための第１のセットの受信器設定と、隣接マクロセル２０のための信号
測定を実行する際に用いるための第２のセットの受信器設定とを有する。第１のセットの
受信器設定を適合させるため、移動体端末１００は制限されたサブフレームにおいて送信
されるパイロット信号とデータ信号との内の少なくともいずれかのみを用いる。前述のよ
うに、マクロセル２０は制限されたサブフレームでダウンリンクデータを送信しない。従
って、移動体端末１００がリンク不均衡ゾーンで動作する際に経験するであろう干渉条件
に基づいて、その受信器設定は適合されるであろう。第２のセットの受信器設定を適合さ
せるため、移動体端末１００は制限を受けないサブフレームにおいてマクロセル２０によ
り送信されるパイロット信号とデータ信号との内の少なくともいずれかを用いる。この場
合、その測定は、隣接マクロセル２０での信号測定を実行する際にその移動体端末により
見られるような干渉条件をより正確に反映するであろう。
【００３０】
　移動体端末１００は数多くの異なる方法でサブフレーム割当て情報を取得できる。移動
体端末１００はマクロセル２０或いはピコセル３０のいずれかよりシグナリングメッセー
ジでそのサブフレーム割当て情報を受信しても良い。例えば、そのサブフレーム割当て情
報はマクロセル２０とピコセル３０の両方における同報チャネルにおいて送信されると良
い。従って、移動体端末１００はマクロセル２０或いはピコセル３０における同報チャネ
ルからこれを読み出すことによりサブフレーム割当て情報を取得できる。いくつかの実施
例では、移動体端末１００は接続セットアップの間、或いは、ピコセル３０へのハンドオ
ーバの間に、無線資源制御（ＲＲＣ）メッセージでサブフレーム割当て情報を受信しても
良い。
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【００３１】
　移動体端末１００は１つ以上の受信器パラメータのための受信器設定を適合させるため
に選択されたサブフレームで受信される情報を用いることができる。ここで用いられてい
るように、“受信器パラメータ”という用語は受信器動作のある特徴を制御する変数を指
しており、“設定”という用語はそのパラメータに対する特定の値或いは変数を指してい
る。例えば、受信器は、その受信器における自動利得制御（ＡＧＣ）回路の動作を制御し
たり或いはその動作に影響を与える、１つ以上の調整可能なＡＧＣパラメータをもつこと
ができる。別の例としては、受信器は、その受信器における自動周波数制御（ＡＦＣ）回
路の動作を制御したり或いはその動作に影響を与える、１つ以上の調整可能なＡＦＣパラ
メータをもつことができる。いくつかの実施例では、その受信器パラメータは隣接セルに
関する信号品質測定を実行するために移動体端末１００により用いられる信号測定方法の
いくつかの特徴を制御する測定パラメータを有することができる。１つの代表的な実施例
では、その測定パラメータは測定に先立って基準信号に適用される前処理のタイプを制御
する。そのような前処理は注目する信号から、他のセルにより送信される基準信号をキャ
ンセルすることを含む。例えば、測定パラメータが設定されて移動体端末１００に、移動
体端末１００がリンク不均衡ゾーンで動作しているときに、制限されたサブフレームにお
いて受信された信号から、マクロセル２０により送信された基準信号に起因する干渉をキ
ャンセルさせるようにできる。
【００３２】
　図７は移動体端末１００により実施される受信器設定を適合させる代表的な方法４００
を図示している。移動体端末１００はカバレッジが重複する複数のマクロセル２０と複数
のピコセル３０とを含む異種ネットワークで動作することが仮定されている。移動体端末
１００は従来の方法に従ってピコセル３０との接続を確立する（ブロック４１０）。ピコ
セル３０のカバレッジ領域は少なくとも部分的には隣接マクロセル２０のカバレッジ領域
と重複している。移動体端末１００は、これ以降、制限されたサブフレームとして言及さ
れる複数のサブフレームの内の第１のセットがリンク不均衡ゾーンで動作している移動体
端末に対するピコセル３０によるダウンリンク送信のために予約されていることを示すサ
ブフレーム割当て情報を受信する（ブロック４２０）。前述のように、サブフレーム割当
て情報は、ピコセル３０へのハンドオーバへの前にマクロセル２０から、或いは、そのハ
ンドオーバ中或いはハンドオーバ後にピコセル３０から受信される。しかしながら、その
受信で、移動体端末１００はそのサブフレーム割当て情報を用いてその受信器設定を適合
させるのに用いる信号を選択する。受信器設定の例は、自動利得制御（ＡＧＣ）パラメー
タと、自動周波数制御（ＡＦＣ）パラメータと、そして、前述のような測定パラメータの
ための設定とを含む。受信器設定の１つ以上のセットが適合されても良い。代表的な実施
例では、移動体端末１００は、それがリンク不均衡ゾーンで動作している際に用いるため
に少なくとも第１のセットの受信器設定を含む。第１のセットの受信器設定を適合させる
ために、移動体端末１００は制限されたサブフレームにおいて送信されるパイロット信号
或いはデータ信号のみを用いる（ブロック４３０）。前述のように、マクロセル２０は制
限されたサブフレームでダウンリンクデータを送信しない。
【００３３】
　従って、その受信器設定は、移動体端末１００がリンク不均衡ゾーンで動作していると
きに経験するであろう干渉条件に基づいて適合されるであろう。移動体端末１００がリン
ク不均衡ゾーンで動作しているときに、その端末はピコセルからダウンリンク送信を受信
してデコードするために第１のセットの受信器設定を用いる（ブロック４４０）。
【００３４】
　本発明のいくつかの実施例では、移動体端末１００は隣接マクロセル２０で信号測定を
実行するのに用いられる第２のセットの受信器設定をオプション的に適合させることがで
きる。モビリティ管理のために、移動体端末１００は隣接マクロセル２０の受信信号強度
を測定する必要がある。移動体端末１００は、制限を受けないサブフレームにおいてマク
ロセル２０により送信された基準信号に基づいて、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）或いは
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ブフレームにおいて送信されたピコセルの基準信号に比べて１０ｄＢ高いので、ＡＧＣと
ＡＦＣの少なくともいずれかの異なるセットが必要とされる。従って、移動体端末１００
は、制限を受けないサブフレームにおいて受信したパイロット信号とデータ信号との内の
少なくともいずれかに基づいて信号測定を実行するために用いられる第２のセットの受信
器設定を適合させることができる（ブロック４５０）。移動体端末１００はそれから、マ
クロセル２０と関係した信号品質（ＲＳＲＰ或いはＲＳＲＱ）を測定するために第２のセ
ットの受信器設定を用いることができる（ブロック４６０）。
【００３５】
　図８は１つの代表的な実施例に従う移動体端末１００を図示している。移動体端末１０
０は、受信器フロンドエンド１１０、アナログデジタル変換器（ＡＤＣ）回路１２０、ベ
ースバンド処理回路１３０、及び制御回路１７０を含む。受信器フロントエンド１１０は
ＡＧＣ回路やＡＦＣ回路のような無線周波数回路を含む。受信器フロントエンド１１０は
受信信号を増幅して、その受信信号をベースバンド周波数にダウンコンバートする。ＡＤ
Ｃ回路１２０はアナログベースバンド信号をサンプルしてベースバンド処理回路１３０に
よる処理のために適したデジタルベースバンド信号を生成する。ベースバンド処理回路１
３０の主要な機能は、受信信号を復調してデコードすることである。ベースバンド処理回
路１３０は、受信信号を復調して復調シンボルを生成するための高速フーリエ変換（ＦＦ
Ｔ）回路１４０と、復調シンボルをデコードするためのデコーダ１５０と、復調器により
用いられるためのチャネル推定を生成するチャネル推定器１６０とを含む。制御回路１７
０は移動体端末１００の全体的な動作を制御する。制御回路１７０により実行される機能
の１つは、前述のように、受信器設定を適合させることである。例えば、その制御回路は
受信器フロントエンド１１０におけるＡＧＣ回路とＡＦＣ回路との内の少なくともいずれ
かの動作を制御する受信器パラメータを適合させる。ベースバンド処理回路１３０と制御
回路１７０は、１つ以上のマイクロプロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、或いは
、それらの組み合わせにより実装される。
【００３６】
　本発明はピコセル３０によりサービスを受けリンク不均衡ゾーンで動作している移動体
端末１００に対して受信器性能の改善を提供するものである。このシナリオでは、移動体
端末１００は複数の制限されたサブフレームで送信されたパイロット信号とデータ信号と
の内の少なくともいずれかだけに基づいて受信器設定を適合させることができる。従って
、その受信器設定は、リンク不均衡ゾーンで動作するときの移動体端末１００によりみら
れる干渉状態に対して、おそらくはより良いマッチングとなるであるであろう。移動体端
末１００はまた、制限を受けないサブフレームにおけるパイロット信号とデータ信号との
内の少なくともいずれかだけに基づいて隣接するマクロセル２０での信号測定を実行する
のに用いられる第２のセットの受信器設定を適合させることもできる。移動体端末１００
は、ピコセルからのダウンリンク送信を受信する際の第１のセットの受信器設定と信号品
質測定を行う際の第２のセットの受信器設定とを切り替えても良い。
【００３７】
　本発明はもちろん、本発明の範囲と本質的な特徴とを逸脱することなく、ここで説明さ
れた以外の他の具体的な方法で実現されても良い。それ故に、この実施例は全ての面にお
いて例示的なものとして考えられるものであり、限定的なものとして考えられるものでは
なく、添付した請求の範囲の意味と均等な範囲の中にある全ての変更は本発明に含まれる
ものであることが意図されている。
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