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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって、無線端末と通信する無線基地局であって
、
現在の時刻が高トラヒック時間帯に含まれる場合に、自局から送信されるパイロット信
号によって、いずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があ
ると判定する判定部と、
ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信を制御す
るパイロット信号送信制御部と、を備え、
前記パイロット信号送信制御部は、
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前記判定部によって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、ユーザデータ領域
のすべて、または、ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領
域以外の領域において前記パイロット信号の送信を停止、または前記パイロット信号の電
力を低減し、
前記ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領域以外の領域
において前記パイロット信号の送信を停止させる場合に、当該無線端末に対し、当該無線
端末用のユーザデータ領域のパイロット信号を使用することを指示する、無線基地局。
【請求項２】
ＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって、無線端末と通信する無線基地局であって
、
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自局に隣接する無線基地局からのダウンリンク信号が干渉を受けている場合に、自局か
ら送信されるパイロット信号によって、いずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号
が干渉を受ける可能性があると判定する判定部と、
ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信を制御す
るパイロット信号送信制御部と、を備え、
前記パイロット信号送信制御部は、
前記判定部によって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、ユーザデータ領域
のすべて、または、ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領
域以外の領域において前記パイロット信号の送信を停止、または前記パイロット信号の電
力を低減し、
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前記ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領域以外の領域
において前記パイロット信号の送信を停止させる場合に、当該無線端末に対し、当該無線
端末用のユーザデータ領域のパイロット信号を使用することを指示する、無線基地局。
【請求項３】
ＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって、無線端末と通信する無線基地局であって
、
自局から無線端末へのダウンリンク信号の強度または通信品質に基づいて、自局から送
信されるパイロット信号によって、いずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干
渉を受ける可能性があるか否かを判定する判定部と、
ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信を制御す
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るパイロット信号送信制御部と、を備え、
前記パイロット信号送信制御部は、
前記判定部によって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、ユーザデータ領域
のすべて、または、ユーザデータ領域のうち、無線端末との通信に使用していない領域に
おいて前記パイロット信号の送信を停止、または前記パイロット信号の電力を低減し、
前記無線端末との通信に使用していない領域において前記パイロット信号の送信を停止
させる場合に、当該無線端末に対し、当該無線端末用のユーザデータ領域のパイロット信
号を使用することを指示する、無線基地局。
【請求項４】
前記判定部は、前記無線端末へのダウンリンク信号のＣＩＮＲと、ＲＳＳＩとの関係に
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基づいて、前記干渉を受ける可能性があるか否かを判定する、請求項３記載の無線基地局
。
【請求項５】
前記判定部は、前記無線端末の信号の送信電力と、前記無線端末へのダウンリンク信号
のＲＳＳＩとの関係に基づいて、前記干渉を受ける可能性があるか否かを判定する、請求
項３記載の無線基地局。
【請求項６】
前記判定部は、前記無線端末の信号の送信電力と、前記無線端末へのダウンリンク信号
のＣＩＮＲとの関係に基づいて、前記干渉を受ける可能性があるか否かを判定する、請求
項３記載の無線基地局。
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【請求項７】
前記判定部は、前記無線端末へのダウンリンク信号のＣＩＮＲと、隣接する無線基地局
から前記無線端末へのダウンリンク信号のＣＩＮＲとの関係に基づいて、前記干渉を受け
る可能性があるか否かを判定する、請求項３記載の無線基地局。
【請求項８】
前記判定部は、前記無線端末へのダウンリンク信号のＲＳＳＩと、隣接する無線基地局
から前記無線端末へのダウンリンク信号のＲＳＳＩとの関係に基づいて、前記干渉を受け
る可能性があるか否かを判定する、請求項３記載の無線基地局。
【請求項９】
前記無線基地局は、さらに、
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前記無線端末へのダウンリンク信号の通信品質が基準品質よりも高い場合に、非空間多
重方式から空間多重方式へ通信方式を切替る切替部を備え、前記切替部は、前記判定部に
よって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、前記非空間多重方式から前記空間
多重方式への通信方式の切替を停止する、請求項３記載の無線基地局。
【請求項１０】
前記無線基地局は、さらに、
前記無線端末へのダウンリンク信号の通信品質が基準品質よりも高い場合に、非空間多
重方式から空間多重方式へ通信方式を切替る切替部を備え、前記切替部は、前記判定部に
よって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、前記干渉を受ける可能性があると
判定されない場合よりも前記基準品質を高くする、請求項３記載の無線基地局。
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【請求項１１】
無線基地局と無線端末とがＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって通信し、かつ複
数の無線基地局が基地局制御センターと接続される無線通信システムであって、
前記無線基地局は、
前記基地局制御センターから、自局に隣接する無線基地局からのダウンリンク信号が干
渉を受けていることの通知を受けた場合に、自局から送信されるパイロット信号によって
、いずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判定す
る判定部と、
ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信を制御す
るパイロット信号送信制御部と、を備え、
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前記パイロット信号送信制御部は、
前記判定部によって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、ユーザデータ領域
のすべて、または、ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領
域以外の領域において前記パイロット信号の送信を停止、または前記パイロット信号の電
力を低減し、
前記ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領域以外の領域
において前記パイロット信号の送信を停止させる場合に、当該無線端末に対し、当該無線
端末用のユーザデータ領域のパイロット信号を使用することを指示し、
前記基地局制御センターは、
無線基地局から干渉を受けていることの通知を受けた場合に、前記無線基地局に隣接す
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る無線基地局に前記干渉を受けていることを通知する、無線通信システム。
【請求項１２】
無線基地局と無線端末とがＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって通信する無線通
信システムであって、
無線基地局は、
自局から無線端末へのダウンリンク信号の強度または通信品質に基づいて、自局から送
信されるパイロット信号によって、いずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干
渉を受ける可能性があるか否かを判定する判定部と、
ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信を制御す
るパイロット信号送信制御部と、を備え、
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前記パイロット信号送信制御部は、
前記判定部によって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、ユーザデータ領域
のすべて、または、ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領
域以外の領域において前記パイロット信号の送信を停止、または前記パイロット信号の電
力を低減し、
前記ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領域以外の領域
において前記パイロット信号の送信を停止させる場合に、当該無線端末に対し、当該無線
端末用のユーザデータ領域のパイロット信号を使用することを指示し、
前記無線端末は、
前記無線基地局から送信されるダウンリンク信号の強度または通信品質をＯＦＤＭＡフ

50

(4)

JP 5644028 B2 2014.12.24

レームまたはＯＦＤＭフレームの上りのサブフレームを用いて送信する、無線通信システ
ム。
【請求項１３】
無線基地局と無線端末とがＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって通信し、かつ複
数の無線基地局が基地局制御センターと接続される無線通信システムにおける無線通信方
法であって、
いずれかの無線基地局が、自局から無線端末へのダウンリンク信号の強度または通信品
質に基づいて、自局から前記無線端末へのダウンリンク信号が干渉を受けているか否かを
判定するステップと、
前記いずれかの無線基地局が、前記干渉を受けていると判定された場合に、前記基地局
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制御センターにダウンリンク信号が干渉を受けていることを通知するステップと、
前記基地局制御センターが、前記いずれかの無線基地局からダウンリンク信号が干渉を
受けていることの通知を受けた場合に、前記無線基地局に隣接する無線基地局に前記ダウ
ンリンク信号が干渉を受けていることを通知するステップと、
前記隣接する無線基地局が、前記基地局制御センターから、自局に隣接する無線基地局
からのダウンリンク信号が干渉を受けていることの通知を受けた場合に、自局から送信さ
れるパイロット信号によって、いずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を
受ける可能性があると判定するステップと、
前記隣接する無線基地局が、ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパ
イロット信号の送信を制御するステップと、を備え、
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前記制御するステップは、
前記干渉を受ける可能性があると判定された場合、ユーザデータ領域のすべて、または
、ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領域以外の領域にお
いて前記パイロット信号の送信を停止、または前記パイロット信号の電力を低減するステ
ップと、
前記ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領域以外の領域
において前記パイロット信号の送信を停止させる場合に、当該無線端末に対し、当該無線
端末用のユーザデータ領域のパイロット信号を使用することを指示するステップと、を含
む、無線通信方法。
【請求項１４】
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無線基地局と無線端末とがＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって通信する無線通
信システムにおける無線通信方法であって、
前記無線端末が、前記無線基地局から送信されるダウンリンク信号の強度または通信品
質をＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームの上りのサブフレームを用いて送信する
ステップと、
前記無線基地局が、前記無線端末から受信した自局から無線端末へのダウンリンク信号
の強度または通信品質に基づいて、自局から送信されるパイロット信号によって、いずれ
かの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があるか否かを判定する
ステップと、
前記無線基地局が、ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット
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信号の送信を制御するステップと、を備え、
前記送信を制御するステップは、
前記干渉を受ける可能性があると判定された場合に、ユーザデータ領域のすべて、また
は、ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領域以外の領域に
おいて前記パイロット信号の送信を停止、または前記パイロット信号の電力を低減するス
テップと、
前記ユーザデータ領域のうち、通信している無線端末用のユーザデータ領域以外の領域
において前記パイロット信号の送信を停止させる場合に、当該無線端末に対し、当該無線
端末用のユーザデータ領域のパイロット信号を使用することを指示するステップと、を含
む、無線通信方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法に関し、特にパイロット
信号の送信制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
無線通信システムでは、複数の通信装置が、互いに同一または近い周波数の信号を送信
することによって、これらの信号間の干渉が問題となることがある。干渉によって無線シ
ステム全体のスループットが低下する。
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【０００３】
これに対して、たとえば、特許文献１に記載の装置では、異なる周波数チャネルを用い
る第１の無線ネットワークと第２の無線ネットワークを中継する無線中継装置において、
第１の無線ネットワークの端末に相当する第１のインタフェース部と、第２の無線ネット
ワークの基地局に相当する第２のインタフェース部と、第１の無線ネットワークの送受信
タイミングに同期して第２の無線ネットワークの送受信タイミングを設定するスケジュー
ラとを備え、第２のインタフェース部は、スケジューラで決定した第２の無線ネットワー
クのダウンリンク送信期間およびアップリンク受信期間を第２の無線ネットワークの端末
に通知し、第２の無線ネットワークの送受信タイミングを制御する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０−５６６５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、特許文献１では、パイロット信号による干渉を防止するための構成が記
載されていない。たとえば、ＷｉＭＡＸ(Worldwide Interoperability for Microwave Ac
cess）通信システムにおいて、無線基地局は、常時パイロット信号を送信しており、たと
え、無線端末との通信が行なわれていないときでも、パイロット信号を送信し続けている
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。
【０００６】
そのため、同一の周波数を利用する２つの無線基地局が隣接しており、いずれか一方の
無線基地局が無線端末と通信しており、他方の無線基地局が無線端末と通信していない場
合には、無線端末と通信していない無線基地局から送信されるパイロット信号が、無線端
末と通信している無線基地局からの信号に干渉を与える場合がある。
【０００７】
それゆえに、本発明の目的は、パイロット信号による干渉を防止することができる無線
基地局、無線通信システムおよび無線通信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
上記課題を解決するために、本発明は、ＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって、
無線端末と通信する無線基地局であって、現在の時刻が高トラヒック時間帯に含まれる場
合に、自局から送信されるパイロット信号によって、いずれかの無線端末で受信するダウ
ンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判定する判定部と、ＯＦＤＭＡフレームまた
はＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信を制御するパイロット信号送信制御
部とを備え、パイロット信号送信制御部は、判定部によって干渉を受ける可能性があると
判定された場合に、ユーザデータ領域のすべてまたは一部においてパイロット信号の送信
を停止、またはパイロット信号の電力を低減する。
【０００９】
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本発明は、ＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって、無線端末と通信する無線基地
局であって、自局に隣接する無線基地局からのダウンリンク信号が干渉を受けている場合
に、自局から送信されるパイロット信号によって、いずれかの無線端末で受信するダウン
リンク信号が干渉を受ける可能性があると判定する判定部と、ＯＦＤＭＡフレームまたは
ＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信を制御するパイロット信号送信制御部
とを備え、パイロット信号送信制御部は、判定部によって干渉を受ける可能性があると判
定された場合に、ユーザデータ領域のすべてまたは一部においてパイロット信号の送信を
停止、またはパイロット信号の電力を低減する。
【００１０】
好ましくは、パイロット信号送信制御部は、ユーザデータ領域のうち、自局用のパイロ

10

ット信号送信領域以外の領域においてパイロット信号の送信を停止、またはパイロット信
号の電力を低減する。
【００１１】
本発明は、ＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって、無線端末と通信する無線基地
局であって、自局から無線端末へのダウンリンク信号の強度または通信品質に基づいて、
自局から送信されるパイロット信号によって、いずれかの無線端末で受信するダウンリン
ク信号が干渉を受ける可能性があるか否かを判定する判定部と、ＯＦＤＭＡフレームまた
はＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信を制御するパイロット信号送信制御
部とを備え、パイロット信号送信制御部は、判定部によって干渉を受ける可能性があると
判定された場合に、ユーザデータ領域のすべてまたは一部においてパイロット信号の送信
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を停止、またはパイロット信号の電力を低減する。
【００１２】
好ましくは、判定部は、無線端末へのダウンリンク信号のＣＩＮＲと、ＲＳＳＩとの関
係に基づいて、干渉を受ける可能性があるか否かを判定する。
【００１３】
好ましくは、判定部は、無線端末の信号の送信電力と、無線端末へのダウンリンク信号
のＲＳＳＩとの関係に基づいて、干渉を受ける可能性があるか否かを判定する。
【００１４】
好ましくは、判定部は、無線端末の信号の送信電力と、無線端末へのダウンリンク信号
のＣＩＮＲとの関係に基づいて、干渉を受ける可能性があるか否かを判定する。
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【００１５】
好ましくは、判定部は、無線端末へのダウンリンク信号のＣＩＮＲと、隣接する無線基
地局から無線端末へのダウンリンク信号のＣＩＮＲとの関係に基づいて、干渉を受ける可
能性があるか否かを判定する。
【００１６】
好ましくは、判定部は、無線端末へのダウンリンク信号のＲＳＳＩと、隣接する無線基
地局から無線端末へのダウンリンク信号のＲＳＳＩとの関係に基づいて、干渉を受ける可
能性があるか否かを判定する。
【００１７】
好ましくは、パイロット信号送信制御部は、ユーザデータ領域のうち、無線端末との通

40

信に使用していない領域においてパイロット信号の送信を停止、またはパイロット信号の
電力を低減する。
【００１８】
好ましくは、無線基地局は、さらに、無線端末へのダウンリンク信号の通信品質が基準
品質よりも高い場合に、非空間多重方式から空間多重方式へ通信方式を切替る切替部を備
え、切替部は、判定部によって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、非空間多
重方式から空間多重方式への通信方式の切替を停止する。
【００１９】
好ましくは、無線基地局は、さらに、無線端末へのダウンリンク信号の通信品質が基準
品質よりも高い場合に、非空間多重方式から空間多重方式へ通信方式を切替る切替部を備
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え、切替部は、判定部によって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、干渉を受
ける可能性があると判定されない場合よりも基準品質を高くする。
【００２０】
本発明は、無線基地局と無線端末とがＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって通信
し、かつ複数の無線基地局が基地局制御センターと接続される無線通信システムであって
、無線基地局は、基地局制御センターから、自局に隣接する無線基地局からのダウンリン
ク信号が干渉を受けていることの通知を受けた場合に、自局から送信されるパイロット信
号によって、いずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があ
ると判定する判定部と、ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイロッ
ト信号の送信を制御するパイロット信号送信制御部とを備え、パイロット信号送信制御部
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は、判定部によって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、ユーザデータ領域の
すべてまたは一部においてパイロット信号の送信を停止、またはパイロット信号の電力を
低減し、基地局制御センターは、無線基地局から干渉を受けていることの通知を受けた場
合に、無線基地局に隣接する無線基地局に干渉を受けていることを通知する。
【００２１】
本発明は、無線基地局と無線端末とがＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって通信
する無線通信システムであって、無線基地局は、自局から無線端末へのダウンリンク信号
の強度または通信品質に基づいて、自局から送信されるパイロット信号によって、いずれ
かの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があるか否かを判定する
判定部と、ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信
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を制御するパイロット信号送信制御部とを備え、パイロット信号送信制御部は、判定部に
よって干渉を受ける可能性があると判定された場合に、ユーザデータ領域のすべてまたは
一部においてパイロット信号の送信を停止、またはパイロット信号の電力を低減し、無線
端末は、無線基地局から送信されるダウンリンク信号の強度または通信品質をＯＦＤＭＡ
フレームまたはＯＦＤＭフレームの上りのサブフレームを用いて送信する。
【００２２】
本発明は、無線基地局と無線端末とがＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって通信
し、かつ複数の無線基地局が基地局制御センターと接続される無線通信システムにおける
無線通信方法であって、いずれかの無線基地局が、自局から無線端末へのダウンリンク信
号の強度または通信品質に基づいて、自局から無線端末へのダウンリンク信号が干渉を受
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けているか否かを判定するステップと、いずれかの無線基地局が、干渉を受けていると判
定された場合に、基地局制御センターにダウンリンク信号が干渉を受けていることを通知
するステップと、基地局制御センターが、いずれかの無線基地局からダウンリンク信号が
干渉を受けていることの通知を受けた場合に、無線基地局に隣接する無線基地局にダウン
リンク信号が干渉を受けていることを通知するステップと、隣接する無線基地局が、基地
局制御センターから、自局に隣接する無線基地局からのダウンリンク信号が干渉を受けて
いることの通知を受けた場合に、自局から送信されるパイロット信号によって、いずれか
の無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判定するステップ
と、隣接する無線基地局が、ＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイ
ロット信号の送信を制御するステップとを備え、制御するステップは、干渉を受ける可能
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性があると判定された場合、ユーザデータ領域のすべてまたは一部においてパイロット信
号の送信を停止、またはパイロット信号の電力を低減するステップとを含む。
【００２３】
本発明は、無線基地局と無線端末とがＯＦＤＭＡ方式またはＯＦＤＭ方式によって通信
する無線通信システムにおける無線通信方法であって、無線端末が、無線基地局から送信
されるダウンリンク信号の強度または通信品質をＯＦＤＭＡフレームまたはＯＦＤＭフレ
ームの上りのサブフレームを用いて送信するステップと、無線基地局が、無線端末から受
信した自局から無線端末へのダウンリンク信号の強度または通信品質に基づいて、自局か
ら送信されるパイロット信号によって、いずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号
が干渉を受ける可能性があるか否かを判定するステップと、無線基地局が、ＯＦＤＭＡフ
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レームまたはＯＦＤＭフレームに含まれるパイロット信号の送信を制御するステップとを
備え、送信を制御するステップは、干渉を受ける可能性があると判定された場合に、ユー
ザデータ領域のすべてまたは一部においてパイロット信号の送信を停止、またはパイロッ
ト信号の電力を低減するステップとを含む。
【発明の効果】
【００２４】
本発明によれば、パイロット信号による干渉を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態の無線通信システムの構成を表わす図である。
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【図２】本発明の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。
【図３】本発明の実施形態のＯＦＤＭＡフレームの構成を表わす図である。
【図４】通信している無線端末で測定された自局が送信したダウンリンク信号の搬送波電
力対干渉雑音電力比（ＤＬ＿ＣＩＮＲ）と受信信号強度（ＤＬ＿ＲＳＳＩ）の関係を表わ
すグラフである。
【図５】ＰＵＳＣクラスタの構成を表わす図である。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、パイロット信号の送信例を表わす図である。
【図７】ダウンリンク信号の通信レベルの例を表わす図である。
【図８】第１の切替テーブルによるダウンリンク信号の通信レベル切替ルールを表わす図
である。
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【図９】第１の実施形態のパイロット信号の送信制御、通信レベル切替の制御の動作手順
を表わすフローチャートである。
【図１０】通信している無線端末の送信電力と通信している無線端末で測定された自局が
送信したダウンリンク信号の搬送波電力対干渉雑音電力比（ＤＬ＿ＣＩＮＲ）との関係を
表わすグラフである。
【図１１】第２の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベル
切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。
【図１２】通信している無線端末の送信電力と通信している無線端末で測定された自局が
送信したダウンリンク信号の受信信号強度（ＤＬ＿ＲＳＳＩ）との関係を表わすグラフで
ある。
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【図１３】第３の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベル
切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。
【図１４】第４の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベル
切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。
【図１５】第２の切替テーブルによる通信レベル切替ルールを表わす図である。
【図１６】第５の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベル
切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。
【図１７】（ａ）〜（ｃ）は、それぞれ無線基地局Ａ、Ｂ、Ｃに対して定められた自局用
のパイロット送信領域の例を表わす図である。
【図１８】第６の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベル
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切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
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］
（無線通信システムの構成）
図１は、本発明の実施形態の無線通信システムの構成を表わす図である。
【００２７】
図１を参照して、無線基地局Ａ〜Ｃが配置されている。ここで、ゾーンｚ１、ｚ２、ｚ
３は、それぞれ無線基地局Ａ、Ｂ、Ｃからの電波が届く範囲を表わす。無線基地局Ａのゾ
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ーンｚ１は、他の無線基地局Ｂ、Ｃのゾーンｚ２、ｚ３と重複している。そのため、たと
えば無線端末＃２が無線基地局Ａと通信しているときに、無線端末＃２が無線基地局Ａか
ら受信した信号は、無線基地局Ｂからの信号による干渉を受ける。無線基地局Ａ〜Ｃは、
ネットワークケーブル３を介して基地局制御センター１と接続する。
【００２８】
（無線基地局の構成）
図２は、本発明の実施形態の無線基地局の構成を表わす図である。
【００２９】
図２を参照して、この無線基地局２は、第１のアンテナ１０と、第２のアンテナ１１と
、送信部１３と、受信部１２と、ＭＡＣ（Media Access Control）層処理部１４と、第１
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の結合／分配器８２と、第２の結合／分配器８３とを備える。
【００３０】
第１の結合／分配器８２は、たとえばサーキュレータで構成され、送信部１３からの信
号を第１のアンテナ１０へ出力し、第１のアンテナ１０からの信号を受信部１２へ出力す
る。
【００３１】
第２の結合／分配器８３は、たとえばサーキュレータで構成され、送信部１３からの信
号を第２のアンテナ１１へ出力し、第２のアンテナ１１からの信号を受信部１２へ出力す
る。
【００３２】
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送信部１３は、マルチアンテナ送信信号処理部２４と、サブキャリア配置部２３と、Ｉ
ＦＦＴ部（Inverse First Fourier Transform）２２と、ＣＰ（Cyclic Prefix）付加部２
１と、ＲＦ(Radio Frequency)部２０とを備える。
【００３３】
サブキャリア配置部２３は、たとえばＰＵＳＣ（Partial Usage of Subchannels)に基
づいて、サブキャリアを配置する。
【００３４】
マルチアンテナ送信信号処理部２４は、設定されたＭＩＭＯ通信方式がＭＡＴＲＩＸ−
Ａの場合に、１つのデータストリームを時空間符号化（たとえばアラムーチ符号化）し、
設定されたＭＩＭＯ通信方式がＭＡＴＲＩＸ−Ｂの場合に、複数のデータストリームを空

30

間多重化する。
【００３５】
ＩＦＦＴ部２２は、マルチアンテナ送信信号処理部２４から出力される複数のサブキャ
リア信号（周波数領域の信号）をＩＦＦＴによって、時間領域の信号（ＯＦＤＭＡ（Orth
ogonal Frequency Division Multiple Access）シンボル）に変換する。
【００３６】
ＣＰ付加部２１は、ＯＦＤＭＡシンボルの後尾部分と同じ信号をＣＰとしてＯＦＤＭＡ
シンボルの先頭に付加する。
【００３７】
ＲＦ部２０は、無線周波数帯にアップコンバートするアップコンバータ、アップコンバ
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ートされた信号を増幅する電力増幅回路、増幅された信号のうち所望帯域の信号成分のみ
を通過させて第１のアンテナ１０および第２のアンテナ１１へ出力するバンドパスフィル
タなどを含む。
【００３８】
受信部１２は、ＲＦ部１５と、ＣＰ除去部１６と、ＦＦＴ部１７と、サブキャリア配置
部１８と、マルチアンテナ受信信号処理部８１とを備える。
【００３９】
ＲＦ部１５は、第１のアンテナ１０および第２のアンテナ１１から出力される信号のう
ち所望帯域の信号成分のみを通過させるバンドパスフィルタ、ＲＦ信号を増幅する低雑音
増幅回路、ＲＦ信号をダウンコンバートするダウンコンバータなどを含む。
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【００４０】
ＣＰ除去部１６は、ＲＦ部１５から出力される信号からＣＰを除去する。
ＦＦＴ部１７は、ＣＰ除去部１６から出力される時間領域の信号をＦＦＴによって、周
波数領域の信号に変換して、複数のサブキャリアに復調する。
【００４１】
サブキャリア配置部１８は、たとえばＰＵＳＣに基づいて、ＦＦＴ部１７から出力され
る各サブキャリアを抽出する。
【００４２】
マルチアンテナ受信信号処理部８１は、たとえば、サブキャリア配置部１８から出力さ
れる信号をアダプティブアレイ受信処理する。
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【００４３】
ＭＡＣ層処理部１４は、ユーザデータ送信管理部３４と、符号化部３３と、変調部３２
と、復調部２５と、復号部２６と、ユーザデータ受信管理部２７とを備える。
【００４４】
ユーザデータ送信管理部３４は、無線端末３へ送信するユーザデータを管理する。
符号化部３３は、切替部３１から指示されるＭＣＳ（Modulation and Code Scheme）の
符号化レートに従って、符号化されたダウンリンク信号を符号化する。
【００４５】
変調部３２は、切替部３１から指示されるＭＣＳの変調方式に従って、無線端末３への
ダウンリンク信号を変調する。
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【００４６】
復調部２５は、無線端末３からのアップリンク信号を復調する。
復号部２６は、復調されたアップリンク信号を復号する。
【００４７】
ユーザデータ受信管理部２７は、無線端末３から受信したユーザデータを管理する。
さらに、ＭＡＣ層処理部１４は、通信品質管理部３５と、ネットワーク通信部３６と、
切替テーブル記憶部３８と、通信レベル切替部３９と、パイロット信号送信制御部４０と
、干渉判定部３７とを備える。
【００４８】
ネットワーク通信部３６は、基地局制御センター１から、自局に隣接する無線基地局か
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らのダウンリンク信号が干渉を受けていることを知らせる干渉情報を受信する。また、ネ
ットワーク通信部３６は、基地局制御センター１へ、自局のダウンリンク信号が干渉を受
けていることを知らせる干渉情報を送信する。
【００４９】
図３は、ＯＦＤＭＡフレームの構成を表わす図である。
図３を参照して、ＯＦＤＭＡフレームは、下りサブフレームと、上りサブフレームから
なる。
【００５０】
下りサブフレームは、制御領域と、ユーザデータ領域とを含む。制御領域は、プリアン
ブルと、ＤＬ−ＭＡＰと、ＵＬ−ＭＡＰとを含む。
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【００５１】
プリアンブルは、同期確立などのために既知の信号が配置される。ＤＬ−ＭＡＰ（Down
link Map）は、下りの無線リソースの割当情報が配置される。たとえば、ＤＬ−ＭＡＰに
は、下りのユーザデータのバースト領域、レンジング信号の送信周期（レンジング周期）
、下りのユーザデータのＭＣＳ、無線端末の速度状態などに関する情報が配置される。Ｕ
Ｌ−ＭＡＰ（Uplink Map）は、上りの無線リソースの割当情報が配置される。たとえば、
ＵＬ−ＭＡＰには、上りのユーザデータのバースト領域、上りのユーザデータのＭＣＳな
どの情報が配置される。
【００５２】
ユーザデータ領域には、下りのユーザデータが配置される。
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上りサブフレームは、制御領域と、ユーザデータ領域とを含む。制御領域は、レンジン
グ領域と、ＣＱＩＣＨ領域と、ＡＣＫＣＨ領域とを含む。
【００５３】
レンジング領域には、レンジング信号が配置される。ＣＱＩＣＨ（channel quality in
formation channel）領域は、チャネル品質を表わす信号が配置される。ＡＣＫＣＨ（Ack
nowledgement Channel）領域は、チャネル確認応答を表わす信号が配置される。
【００５４】
ユーザデータ領域には、上りのユーザデータが配置される。
通信品質管理部３５は、通信している無線端末から、上りサブフレームのＣＱＩＣＨに
を用いて、通信している無線端末で測定された自局が送信したダウンリンク信号の搬送波

10

電力対干渉雑音電力比（ＤＬ＿ＣＩＮＲ（Carrier to Interference and Noise Ratio）
）および受信信号強度（ＤＬ＿ＲＳＳＩ（Receive Signal Strength Indicator））の通
知を受け、通知されたＤＬ＿ＣＩＮＲおよびＤＬ＿ＲＳＳＩを記憶する。
【００５５】
干渉判定部３７は、現在の時刻が、高トラヒック時間帯に含まれる場合には、自局から
送信されるパイロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダ
ウンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判定する。
【００５６】
また、干渉判定部３７は、ネットワーク通信部によって、自局に隣接する無線基地局か
らのダウンリンク信号が干渉を受けていることを知らせる干渉情報を受信した場合に、自
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局から送信されるパイロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信
するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判定する。
【００５７】
図４は、通信している無線端末で測定された自局が送信したダウンリンク信号の搬送波
電力対干渉雑音電力比（ＤＬ＿ＣＩＮＲ）と受信信号強度（ＤＬ＿ＲＳＳＩ）の関係を表
わすグラフである。
【００５８】
図４において、Ｌ１は干渉がない場合の曲線である。Ｌ２は干渉がある場合の曲線の一
例である。
【００５９】

30

干渉判定部３７は、Ｌ１の曲線で与えられる関係を予めテーブルまたは数式の形で記憶
している。干渉判定部３７は、自局と通信中の無線端末から受信したＤＬ＿ＣＩＮＲの値
Ｃ０に対して、予め記憶しているテーブルまたは数式に関係に従って、干渉がない場合の
ＤＬ＿ＲＳＳＩの通常値ＲＲ１を求める。干渉判定部３７は、この通常値ＲＲ１と、この
無線端末から受信したＤＬ＿ＲＳＳＩの値Ｒ１との差ΔＲ１を求める。干渉判定部３７は
、差ΔＲ１が所定の閾値以上である場合に、自局と通信中の無線端末へのダウンリンク信
号が干渉を受けていると判断する。また、干渉判定部３７は、この場合には、自局から送
信されるパイロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウ
ンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判定する。これは、自局と通信中の無線端末
へのダウンリンク信号が干渉を受けている場合には、高トラヒック状態にあり、自局から
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送信されるパイロット信号も他の所望信号に干渉を与える可能性があると考えられるから
である。
【００６０】
また、干渉判定部３７は、自局と通信中の無線端末から受信した自局のＤＬ＿ＣＩＮＲ
を所定値だけ減算した閾値を求め、この無線端末から受信した隣接基地局のＤＬ＿ＣＩＮ
Ｒがこの閾値以上のときには、自局と通信中の無線端末へのダウンリンク信号が干渉を受
けていると判断する。また、干渉判定部３７は、この場合には、自局から送信されるパイ
ロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号
が干渉を受ける可能性があると判定する。これは、隣接基地局からのダウンリンク信号の
ＤＬ＿ＣＩＮＲが大きいときには、高トラヒック状態にあり、自局から送信されるパイロ

50

(12)

JP 5644028 B2 2014.12.24

ット信号も他の所望信号に干渉を与える可能性があると考えられるからである。
【００６１】
パイロット信号送信制御部４０は、ＯＦＤＭＡの下りサブフレームのユーザデータ領域
に含まれるパイロット信号の送信を制御する。
【００６２】
下りサブフレームのユーザデータ領域は、通常は、図５に示すようなＰＵＳＣクラスタ
を単位として構成される。図５に示すように、１個のＰＵＳＣクラスタは、２個のシンボ
ルと１４個のサブキャリアで構成される。１シンボル当たり２個のサブキャリアでパイロ
ット信号が伝送される。
10

【００６３】
図６（ａ）および（ｂ）は、パイロット信号の送信例を表わす図である。図６（ａ）お
よび（ｂ）は、下りのユーザデータ領域全体を表わし、横軸はシンボルを表わし、縦軸は
サブキャリアを表わす。
【００６４】
パイロット信号送信制御部４０は、干渉判定部３７によって干渉を受ける可能性がある
と判定された場合に、自局と通信している無線端末がない場合に、全ユーザデータ領域で
、パイロット信号の送信を停止する。パイロット信号送信制御部４０は、図６（ａ）に示
すように、パイロット信号を送信しない。この場合、下りサブフレームのユーザデータ領
域を構成するすべてのクラスタは、パイロット信号を含まない。
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【００６５】
パイロット信号送信制御部４０は、干渉判定部３７によって干渉を受ける可能性がある
と判定された場合に、自局と通信している無線端末がある場合に、全ユーザデータ領域の
うちの通信している無線端末用の領域のみでパイロット信号を送信する。パイロット信号
送信制御部４０は、図６（ｂ）に示すように、通信している無線端末用の領域のみでパイ
ロット信号を送信する。この場合、下りサブフレームのユーザデータ領域のうち、通信し
ている無線端末用の領域を除く領域を構成するすべてのクラスタは、パイロット信号を含
まない。また、この場合、無線基地局は、無線端末が自己の端末用の領域のパイロット信
号を使用することを指示するために、ＤＬ＿ＭＡＰにおいて「dedicated pilot on」を設
定する。
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【００６６】
パイロット信号送信制御部４０は、制御領域でのパイロット信号の送信は、干渉の可能
性があっても停止しない。
【００６７】
通信レベル切替部３９は、現在のダウンリンク信号の通信レベルを管理する。
図７は、ダウンリンク信号の通信レベルの例を表わす図である。
【００６８】
図７を参照して、通信レベルテーブルは、通信レベルと、ＭＩＭＯ方式およびＭＣＳと
、データ伝送レートとの関係を表わす。
【００６９】
たとえば、通信レベルが「Ａ１」は、ＭＩＭＯ方式が「ＭＡＴＲＩＸ−Ａ」であり、Ｍ
ＣＳが「ＱＰＳＫ
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１／２」であり、データ伝送レートが「１」（ビット／シンボル）で

あることを表わす。
【００７０】
「Ａ１〜Ａ７」のいずれかのレベルから「Ｂ１〜Ｂ７」のいずれかのレベルに変更する
場合、つまり、ＭＩＭＯ方式がＭＡＴＲＩＸ−ＡからＭＡＴＲＩＸ−Ｂに変更する場合に
、本明細書では、「ＭＡＴＲＩＸをレベルアップ」したと記載し、「Ｂ１〜Ｂ７」のいず
れかのレベルから「Ａ１〜Ａ７」のいずれかのレベルに変更する場合、つまり、ＭＩＭＯ
方式がＭＡＴＲＩＸ−ＢからＭＡＴＲＩＸ−Ａに変更する場合に、本明細書では、「ＭＡ
ＴＲＩＸをレベルダウン」したと記載する。また、同一のＭＩＭＯ方式において、データ
レートの高いＭＣＳに変更する場合に、本明細書では、「ＭＣＳをレベルアップ」したと
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記載し、データレートの低いＭＣＳに変更する場合に、本明細書では、「ＭＣＳをレベル
ダウン」したと記載する。
【００７１】
切替テーブル記憶部３８は、ダウンリンク信号の通信レベルの切替ルールを定めた第１
の切替テーブルを記憶する。
【００７２】
通信レベル切替部３９は、切替テーブル記憶部３８の第１の切替テーブルにしたがって
、通信レベルの切替え、すなわちダウンリンク信号のＭＩＭＯ通信方式とＭＣＳ（変調方
式および符号化レート）とを切替える。
10

【００７３】
図８は、第１の切替テーブルによるダウンリンク信号の通信レベル切替ルールを表わす
図である。
【００７４】
図８を参照して、たとえば、現在の通信レベルが「Ａ２」のときに、ダウンリンク信号
のパケットエラーレートＰＥＲが「５％」以上の場合には、通信レベルが「Ａ１」にレベ
ルダウンする。すなわち、通信レベル切替部３９は、ＭＣＳを「ＱＰＳＫ
「ＱＰＳＫ

３／４」から

１／２」に変更する。通信レベル切替部３９は、ＭＩＭＯ方式を「ＭＡＴＲ

ＩＸ−Ａ」で維持する。また、通信レベルが「Ａ２」のときに、ダウンリンク信号のパケ
ットエラーレートＰＥＲが「２％」以下の場合には、通信レベルが「Ａ３」にレベルアッ
プする。すなわち、通信レベル切替部３９は、ＭＣＳを「ＱＰＳＫ
ＱＡＭ

３／４」から「１６
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１／２」に変更する。通信レベル切替部３９は、ＭＩＭＯ方式を「ＭＡＴＲＩＸ

−Ａ」で維持する。また、現在の通信レベルが「Ａ７」のときに、ダウンリンク信号のパ
ケットエラーレートＰＥＲが「１％」以下の場合には、通信レベルが「Ｂ１」にレベルア
ップする。すなわち、通信レベル切替部３９は、ＭＣＳを「６４ＱＡＭ
ＱＰＳＫ

３／４」から「

１／２」に変更する。通信レベル切替部３９は、ＭＩＭＯ方式を「ＭＡＴＲＩ

Ｘ−Ａ」から「ＭＡＴＲＩＸ−Ｂ」に変更する。
【００７５】
通信レベル切替部３９は、干渉判定部３７によって干渉を受ける可能性があると判定さ
れた場合に、ダウンリンク信号のパケットエラーレートＰＥＲに係りなく、ＭＡＴＲＩＸ
−ＡからＭＡＴＲＩＸ−ＢへのＭＩＭＯ方式の切替えを停止する。すなわち、通信レベル
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切替部３９は、現在の通信レベルが「Ａ７」のときに、ダウンリンク信号のパケットエラ
ーレートＰＥＲが「１％」以下となっても、通信レベルを「Ａ７」で維持する。
【００７６】
（動作）
図９は、第１の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベル
切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。無線基地局は、所定の時間ごとに
図９のフローチャートの動作を実行する。
【００７７】
図９を参照して、まず、干渉判定部３７は、自局がいずれの無線端末とも通信中でない
場合において（ステップＳ１００でＮＯ）、現在の時刻が高トラヒック時間帯に含まれる
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場合には（ステップＳ１０１でＹＥＳ）、自局から送信されるパイロット信号によって、
自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性
があると判定する。この場合、パイロット信号送信制御部４０は、全ユーザデータ領域で
、パイロット信号の送信を停止する（ステップＳ１０２）。さらに、通信レベル切替部３
９は、ダウンリンク信号のパケットエラーレートＰＥＲに係りなく、ＭＡＴＲＩＸ−Ｂへ
の切替えを停止する（ステップＳ１０３）。
【００７８】
また、干渉判定部３７は、自局がいずれの無線端末とも通信中でない場合において（ス
テップＳ１００でＮＯ）、現在の時刻が高トラヒック時間帯に含まれない場合で（ステッ
プＳ１０１でＮＯ）、基地局制御センター１から隣接基地局の干渉情報を受信したときに
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は（ステップＳ１０４でＹＥＳ）、自局から送信されるパイロット信号によって、自局の
ゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性がある
と判定する。この場合、パイロット信号送信制御部４０は、全ユーザデータ領域で、パイ
ロット信号の送信を停止する（ステップＳ１０２）。さらに、通信レベル切替部３９は、
ダウンリンク信号のパケットエラーレートＰＥＲに係りなく、ＭＡＴＲＩＸ−Ｂへの切替
えを停止する（ステップＳ１０３）。
【００７９】
また、干渉判定部３７は、自局がいずれかの無線端末と通信中の場合において（ステッ
プＳ１００でＹＥＳ）、通信中の無線端末から受信したＤＬ＿ＣＩＮＲの値に対するＤＬ
＿ＲＳＳＩの通常値を求め、この通常値と、通信中の無線端末から受信したＤＬ＿ＲＳＳ
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Ｉの値との差が所定の閾値以上である場合には（ステップＳ１０６でＹＥＳ）、自局から
送信されるパイロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダ
ウンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判定する。この場合、パイロット信号送信
制御部４０は、全ユーザデータ領域のうちの通信中の無線端末用の領域以外の領域でのパ
イロット信号の送信を停止する（ステップＳ１０７）。さらに、ネットワーク通信部３６
は、基地局制御センター１へ、自局のダウンリンク信号が干渉を受けていることを知らせ
る干渉情報を送信する（ステップＳ１０８）。さらに、通信レベル切替部３９は、ダウン
リンク信号のパケットエラーレートＰＥＲに係りなく、ＭＡＴＲＩＸ−Ｂへの切替えを停
止する（ステップＳ１０９）。
【００８０】
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また、干渉判定部３７は、自局がいずれかの無線端末と通信中の場合において（ステッ
プＳ１００でＹＥＳ）、通信中の無線端末から受信したＤＬ＿ＣＩＮＲに対する通常値を
求め、この通常値と、通信中の無線端末から受信したＤＬ＿ＲＳＳＩとの差が所定の閾値
未満である場合には（ステップＳ１０６でＮＯ）、通信中の無線端末から受信した自局の
ＤＬ＿ＣＩＮＲを所定値だけ減算した閾値を求め、通信中の無線端末から受信した隣接基
地局のＤＬ＿ＣＩＮＲがこの閾値以上のときには、自局から送信されるパイロット信号に
よって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受け
る可能性があると判定する。この場合、パイロット信号送信制御部４０は、全ユーザデー
タ領域のうちの通信中の無線端末用の領域以外の領域でのパイロット信号の送信を停止す
る（ステップＳ１０７）。さらに、ネットワーク通信部３６は、基地局制御センター１へ
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、自局のダウンリンク信号が干渉を受けていることを知らせる干渉情報を送信する（ステ
ップＳ１０８）。さらに、通信レベル切替部３９は、ダウンリンク信号のパケットエラー
レートＰＥＲに係りなく、ＭＡＴＲＩＸ−Ｂへの切替えを停止する（ステップＳ１０９）
。
【００８１】
また、干渉判定部３７は、ステップＳ１００でＮＯ、ステップＳ１０１でＮＯ、かつス
テップＳ１０４でＮＯの場合、またはステップＳ１００でＮＯ、ステップＳ１０６でＮＯ
、かつステップＳ１１０でＮＯの場合には、自局から送信されるパイロット信号によって
、自局のゾーン内のいずれの無線端末で受信するダウンリンク信号も干渉を受ける可能性
がないと判断する。この場合、パイロット信号送信制御部４０は、全ユーザデータ領域で

40

、パイロット信号を送信する（ステップＳ１１１）。さらに、通信レベル切替部３９は、
ダウンリンク信号のパケットエラーレートＰＥＲに基づいて、ＭＡＴＲＩＸ−Ｂへの切替
えを実行する（ステップＳ１１２）。
【００８２】
以上のように、第１の実施形態によれば、自局から送信されるパイロット信号によって
、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能
性がある場合に、全ユーザデータ領域のうちの一部、またはすべての領域でのパイロット
信号の送信を停止するので、特に、同一周波数干渉に弱い通信システムにおいて、干渉に
よる劣化を低減することができ、その結果、システム全体の周波数利用効率が向上し、ス
ループット、エリア、キャパシティ性能を改善することができる。
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【００８３】
［第２の実施形態］
第２の実施形態の干渉判定部は、第１の実施形態の干渉判定部と、干渉の有無の判定の
方法が相違する。
【００８４】
図１０は、通信している無線端末の送信電力と通信している無線端末で測定された自局
が送信したダウンリンク信号の搬送波電力対干渉雑音電力比（ＤＬ＿ＣＩＮＲ）との関係
を表わすグラフである。
【００８５】
図１０において、Ｌ３は、干渉がない場合の曲線である。Ｌ４は、干渉がある場合の曲

10

線の一例である。
【００８６】
干渉判定部３７は、Ｌ３の曲線で与えられる関係を予めテーブル、または数式の形で記
憶している。干渉判定部３７は、無線端末から受信した無線端末の送信電力の値Ｐ０に対
して、予め記憶しているテーブルまたは数式に関係に従って、干渉がない場合のＤＬ＿Ｃ
ＩＮＲの通常値ＲＲ２を求める。干渉判定部３７は、この通常値ＲＲ２と、無線端末から
受信したＤＬ＿ＣＩＮＲの値Ｒ２との差ΔＲ２を求める。干渉判定部３７は、差ΔＲ２が
所定の閾値以上である場合に、自局から送信されるパイロット信号によって、自局のゾー
ン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判
定する。

20

【００８７】
（動作）
図１１は、第２の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベ
ル切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。無線基地局は、所定の時間ごと
に図１１のフローチャートの動作を実行する。
【００８８】
図１１のフローチャートが、図９のフローチャートと相違する点は、ステップＳ２０６
である。
【００８９】
すなわち、干渉判定部３７は、自局がいずれかの無線端末と通信中である場合において

30

（ステップＳ１００でＹＥＳ）、通信中の無線端末から受信した無線端末の送信電力の値
に対するＤＬ＿ＣＩＮＲの通常値を求め、この通常値と、通信中の無線端末から受信した
ＤＬ＿ＣＩＮＲの値との差が所定の閾値以上である場合には（ステップＳ２０６でＹＥＳ
）、自局から送信されるパイロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末
で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判定する。
【００９０】
［第２の実施形態の変形例］
図１２は、通信している無線端末の送信電力と通信している無線端末で測定された自局
が送信したダウンリンク信号の受信信号強度（ＤＬ＿ＲＳＳＩ）との関係を表わすグラフ
である。
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【００９１】
図１２において、Ｌ５は、干渉がない場合の曲線である。Ｌ６は、干渉がある場合の曲
線の一例である。
【００９２】
干渉判定部３７は、Ｌ５の曲線で与えられる関係を予めテーブル、または数式の形で記
憶している。
【００９３】
干渉判定部３７は、無線端末から受信した無線端末の送信電力の値Ｐ０に対して、予め
記憶しているテーブルまたは数式に関係に従って、干渉がない場合のＤＬ＿ＲＳＳＩの通
常値ＲＲ３を求める。干渉判定部３７は、この通常値ＲＲ３と、無線端末から受信したＤ
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Ｌ＿ＲＳＳＩの値Ｒ３との差ΔＲ３を求める。干渉判定部３７は、差ΔＲ３が所定の閾値
以上である場合に、自局から送信されるパイロット信号によって、自局のゾーン内のいず
れかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があると判定する。
【００９４】
［第３の実施形態］
第２の実施形態の干渉判定部は、第１および第２の実施形態の干渉判定部と、干渉の有
無の判定の方法が相違する。
【００９５】
（動作）
図１３は、第３の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベ

10

ル切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。無線基地局は、所定の時間ごと
に図１３のフローチャートの動作を実行する。
【００９６】
図１３のフローチャートが、図９のフローチャートと相違する点は、ステップＳ３１０
である。
【００９７】
すなわち、干渉判定部３７は、自局が無線端末と通信中でない場合において（ステップ
Ｓ１００でＹＥＳ）、無線端末から受信した自局のＤＬ＿ＲＳＳＩを所定値だけ減算した
閾値を求め、無線端末から受信した隣接基地局のＤＬ＿ＲＳＳＩがこの閾値以上のときに
は（ステップＳ３１０でＹＥＳ）、自局から送信されるパイロット信号によって、自局の
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ゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性がある
と判定する。
【００９８】
［第４の実施形態］
第４の実施形態のパイロット信号送信制御部は、第１の実施形態のパイロット信号送信
制御部と、干渉の可能性があると判定された場合のパイロット信号の送信制御の方法が相
違する。
【００９９】
（動作）
図１４は、第４の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベ
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ル切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。無線基地局は、所定の時間ごと
に図１４のフローチャートの動作を実行する。
【０１００】
図１４のフローチャートが、図９のフローチャートと相違する点は、ステップＳ４０２
およびＳ４０７である。
【０１０１】
すなわち、ステップＳ１０１またはステップ１０４によって、自局から送信されるパイ
ロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号
が干渉を受ける可能性があると判断した場合には、パイロット信号送信制御部４０は、全
ユーザデータ領域で、パイロット信号の電力を低減（たとえば、通常の１／２）する（ス
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テップＳ４０２）。
【０１０２】
ステップＳ１０６またはステップ１１０によって、自局から送信されるパイロット信号
によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受
ける可能性があると判定された場合には、パイロット信号送信制御部４０は、全ユーザデ
ータ領域のうちの通信中の無線端末用の領域以外の領域で、パイロット信号の電力を低減
（たとえば、通常の１／２）する（ステップＳ４０７）。
【０１０３】
［第５の実施形態］
第５の実施形態の通信レベル切替部は、第１の実施形態の通信レベル切替部と、干渉の
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可能性があると判定された場合の通信レベルの切替方法が相違する。
【０１０４】
通信レベル切替部３９は、干渉の可能性があると判定された場合には、切替テーブルを
第１の実施形態で説明した第１の切替テーブルから第２の切替テーブルに変更する。第２
の切替テーブルは、切替テーブル記憶部３８に記憶される。
【０１０５】
図１５は、第２の切替テーブルによる通信レベル切替ルールを表わす図である。
図１５の第２の切替テーブルが、図８の第１の切替テーブルと相違する点は、通信レベ
ルが「Ａ７」から「Ｂ１」にレベルアップするときの条件である。
10

【０１０６】
すなわち、図１５では、現在の通信レベルが「Ａ７」のときに、ダウンリンク信号のパ
ケットエラーレートＰＥＲが「０．５％」以下、通信レベルが「Ｂ１」にレベルアップす
る。この第２の切替テーブルの「０．５」％以下の基準品質は、第１の切替テーブルの「
１％」以下の基準品質よりも、通信品質が高い。この場合、通信レベル切替部３９は、Ｍ
ＣＳを「６４ＱＡＭ

３／４」から「ＱＰＳＫ

１／２」に変更し、ＭＩＭＯ方式を「Ｍ

ＡＴＲＩＸ−Ａ」から「ＭＡＴＲＩＸ−Ｂ」に変更する。
【０１０７】
（動作）
図１６は、第５の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベ
ル切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。無線基地局は、所定の時間ごと

20

に図１６のフローチャートの動作を実行する。
【０１０８】
図１６のフローチャートが、図９のフローチャートと相違する点は、ステップＳ５０３
、Ｓ５０９、Ｓ５１２である。
【０１０９】
すなわち、ステップＳ１０１、ステップＳ１０４、ステップＳ１０６、またはステップ
Ｓ１１０で、干渉判定部３７が、自局から送信されるパイロット信号によって、自局のゾ
ーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク信号が干渉を受ける可能性があると
判断した場合には、通信レベル切替部３９は、第２の切替テーブルを用いて、パケットエ
ラーレートＰＥＲに基づいて、通信レベルの切替えを実行する（ステップＳ５０３、ステ
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ップＳ５０９）。
【０１１０】
また、ステップＳ１０１、ステップＳ１０４、ステップＳ１０６、またはステップＳ１
１０で、干渉判定部３７が、自局から送信されるパイロット信号によって、自局のゾーン
内のいずれの無線端末で受信するダウンリンク信号も干渉を受ける可能性がないと判断し
た場合には、通信レベル切替部３９は、通常通り、第１の切替テーブルを用いて、パケッ
トエラーレートＰＥＲに基づいて、通信レベルの切替えを実行する（ステップＳ５１２）
。
【０１１１】
［第６の実施形態］

40

第６の実施形態のパイロット信号送信制御部は、第１の実施形態のパイロット信号送信
制御部と、干渉の可能性があると判定された場合のパイロット信号の送信制御の方法が相
違する。
【０１１２】
図１７（ａ）〜（ｃ）は、それぞれ無線基地局Ａ、Ｂ、Ｃに対して定められた自局用の
パイロット信号送信領域の例を表わす図である。図１７（ａ）〜（ｄ）は、下りのユーザ
データ領域全体を表わし、横軸はシンボルを表わし、縦軸はサブキャリアを表わす。
【０１１３】
図１７（ａ）に示すように、無線基地局Ａには、領域Ｘが自局用のパイロット信号送信
領域に割り当てられている。無線基地局Ａでは、干渉判定部３７によって、自局から送信
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されるパイロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウン
リンク信号が干渉を受ける可能性があると判定された場合には、パイロット信号送信制御
部４０は、全ユーザデータ領域のうちの領域Ｘ以外の領域においてパイロット信号の送信
を停止する。
【０１１４】
図１７（ｂ）に示すように、無線基地局Ｂには、領域Ｙが自局用のパイロット信号送信
領域に割り当てられている。無線基地局Ｂでは、干渉判定部３７によって、自局から送信
されるパイロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウン
リンク信号が干渉を受ける可能性があると判定された場合には、パイロット信号送信制御
部４０は、全ユーザデータ領域のうちの領域Ｙ以外の領域においてパイロット信号の送信

10

を停止する。
【０１１５】
図１７（ｃ）に示すように、無線基地局Ｃには、領域Ｚが自局用のパイロット信号送信
領域に割り当てられている。無線基地局Ｃでは、干渉判定部３７によって、自局から送信
されるパイロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウン
リンク信号が干渉を受ける可能性があると判定された場合には、パイロット信号送信制御
部４０は、全ユーザデータ領域のうちの領域Ｚ以外の領域においてパイロット信号の送信
を停止する。
【０１１６】
20

（動作）
図１８は、第６の実施形態の無線基地局におけるパイロット信号の送信制御、通信レベ
ル切替の制御の動作手順を表わすフローチャートである。無線基地局は、所定の時間ごと
に図１８のフローチャートの動作を実行する。
【０１１７】
図１８のフローチャートが、図９のフローチャートと相違する点は、ステップＳ６０２
である。
【０１１８】
干渉判定部３７は、ステップＳ１０１またはステップＳ１０４で、自局から送信される
パイロット信号によって、自局のゾーン内のいずれかの無線端末で受信するダウンリンク
信号が干渉を受ける可能性があると判定された場合には、パイロット信号送信制御部４０
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は、全ユーザデータ領域のうちの自局用のパイロット信号送信領域以外の領域においてパ
イロット信号の送信を停止する（ステップＳ６０２）。
【０１１９】
（変形例）
本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、たとえば以下のような変形例も
含む。
【０１２０】
（１）

ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）

本発明の実施形態では、ＯＦＤＭＡによる通信方式を一例として用いたが、これに限定
40

するものではなく、たとえば、ＯＦＤＭ方式であってもよい。
【０１２１】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０１２２】
１

基地局制御センター、２

アンテナ、１２
１６

送信部、１３

ＣＰ除去部、１７

無線基地局、３
受信部、１４

ネットワークケーブル、１０，１１

ＦＦＴ部、１８，２３

ＭＡＣ層処理部、１５，２０
サブキャリア配置部、２１

ＲＦ部、
ＣＰ付加
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(19)
部、２２

ＩＦＦＴ部、２４

号部、２７
、３８

マルチアンテナ送信信号処理部、２５

ユーザデータ受信管理部、３２

ータ送信管理部、３５

変調部、３３

通信品質管理部、３６

切替テーブル記憶部、３９

部、８１
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符号化部、３４

通信レベル切替部、４０

マルチアンテナ受信信号処理部、８２

干渉判定部

パイロット信号送信制御

第１の結合／分配器、８３

【図２】

復

ユーザデ

ネットワーク通信部、３７

合／分配器。

【図１】

復調部、２６

第２の結

(20)
【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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