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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信サービスを処理するための方法であって、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するステップと、
　前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界と前記ダウンリンク
境界との間の前記エリアに通信サービスがあるときに、あらかじめ設定されたルールに従
って前記通信サービスを処理するステップと、
を含み、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを前記判断するステップの前に、
周波数内測定レポート、端末のアクティブセット情報、または前記端末によって開始され
た無線リソース制御接続要求において伝達されている、前記端末が位置するロケーション
における前記マクロ基地局の信号品質および前記ミクロ基地局の信号品質を取得するステ
ップをさらに含み、
　前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界と前記ダウンリンク
境界との間の前記エリアは、前記端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基
地局情報に従ってマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフト
ハンドオーバエリアに分割され、前記端末が前記マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエ
リアに位置するとき、前記端末の前記アクティブセットは、前記マクロ基地局のみの情報
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を含み、前記端末が前記マクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに位置するとき、前記
端末の前記アクティブセットは、前記ミクロ基地局と前記マクロ基地局の両方の情報を含
む方法。
【請求項２】
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを前記判断するステップは特に、
　周波数内測定レポートが取得されたときに、前記端末がすでに、同じ周波数を共有する
前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界と前記ダウンリンク境
界との間の前記エリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ前記端末の前記
通信サービスが前記マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあると判断するステッ
プ、または
　前記端末の前記アクティブセット情報が取得され、前記端末の前記アクティブセット情
報が前記マクロ基地局と前記ミクロ基地局の両方の情報を含むときに、前記端末がすでに
、同じ周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境
界と前記ダウンリンク境界との間の前記エリアに入っているときの接続状態にあると判断
し、かつ前記端末の前記通信サービスが前記マクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに
あると判断するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを前記判断するステップは特に、
　前記無線リソース制御接続要求において伝達されている、前記端末が位置する前記ロケ
ーションにおける前記ミクロ基地局の前記信号品質と固定信号品質オフセットとの合計が
、前記端末が位置する前記ロケーションにおける前記マクロ基地局の前記信号品質と同等
以上であるときに、同じ周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前
記アップリンク境界と前記ダウンリンク境界との間に通信サービスがあると判断し、同じ
周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界と前
記ダウンリンク境界との間の前記エリアにおいて前記端末の前記無線リソース制御接続要
求が開始されていると判断するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　あらかじめ設定されたルールに従って前記通信サービスを前記処理するステップは特に
、
　感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータを取得し、感度抑圧度を計算するた
めに使用される前記パラメータに従って感度抑圧度を計算するステップと、
　前記計算された感度抑圧度に従って前記ミクロ基地局の受信機感度を低減して、前記マ
クロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界および前記ダウンリンク境界
を一致させるステップと
を含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　同じ周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境
界と前記ダウンリンク境界との間の前記エリアにおける通信サービスを周期的に照会する
ステップと、
　同じ周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境
界と前記ダウンリンク境界との間の前記エリアに通信サービスがないことが把握されたと
きに、前記ミクロ基地局の前記受信機感度を回復して、前記マクロ基地局および前記ミク
ロ基地局の前記アップリンク境界を元のロケーションに戻すステップと
をさらに含む、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するように構成された判断
ユニットと、
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　前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界と前記ダウンリンク
境界との間の前記エリアに通信サービスがあると前記判断ユニットが判断したときに、あ
らかじめ設定されたルールに従って前記通信サービスを処理するように構成された処理ユ
ニットと、
　取得ユニットと、
を含み、
　前記取得ユニットは、同じ周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局
の前記アップリンク境界と前記ダウンリンク境界との間の前記エリアに通信サービスがあ
るかどうかを前記判断ユニットが判断する前に、周波数内測定レポート、端末のアクティ
ブセット情報、または端末によって開始された無線リソース制御接続要求において伝達さ
れている、前記端末が位置するロケーションにおける前記マクロ基地局の信号品質および
前記ミクロ基地局の信号品質を取得するように構成され、
　前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界と前記ダウンリンク
境界との間の前記エリアは、前記端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基
地局情報に従ってマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフト
ハンドオーバエリアに分割され、前記端末が前記マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエ
リアに位置するとき、前記端末の前記アクティブセットは、前記マクロ基地局のみの情報
を含み、前記端末が前記マクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに位置するとき、前記
端末の前記アクティブセットは、前記ミクロ基地局と前記マクロ基地局の両方の情報を含
むネットワーク制御装置。
【請求項７】
　前記判断ユニットは特に、
　前記取得ユニットが周波数内測定レポートを取得したときに、前記端末がすでに、同じ
周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界と前
記ダウンリンク境界との間の前記エリアに入っているときの接続状態にあると判断し、か
つ前記端末の前記通信サービスが前記マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにある
と判断する、または
　前記取得ユニットが前記端末の前記アクティブセット情報を取得し、前記端末の前記ア
クティブセット情報が前記マクロ基地局と前記ミクロ基地局の両方の情報を含むときに、
前記端末がすでに、同じ周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前
記アップリンク境界と前記ダウンリンク境界との間の前記エリアに入っているときの接続
状態にあると判断し、かつ前記端末の前記通信サービスが前記マクロ/ミクロソフトハン
ドオーバエリアにあると判断するように構成される、請求項6に記載の装置。
【請求項８】
　前記判断ユニットは特に、前記取得ユニットによって取得されて前記無線リソース制御
接続要求において伝達されている、前記端末が位置する前記ロケーションにおける前記ミ
クロ基地局の前記信号品質と固定信号品質オフセットとの合計が、前記端末が位置する前
記ロケーションにおける前記マクロ基地局の前記信号品質と同等以上であるときに、同じ
周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界と前
記ダウンリンク境界との間に通信サービスがあると判断し、同じ周波数を共有する前記マ
クロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界と前記ダウンリンク境界との
間の前記エリアにおいて前記端末の前記無線リソース制御接続要求が開始されていると判
断するように構成される、請求項6に記載の装置。
【請求項９】
　前記処理ユニットは、
　感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータを取得するように構成された取得サ
ブユニットと、
　前記取得サブユニットによって取得され、感度抑圧度を計算するために使用される前記
パラメータに従って感度抑圧度を計算するように構成された計算サブユニットと、
　前記計算サブユニットによって計算された前記感度抑圧度に従って前記ミクロ基地局の
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受信機感度を低減して、前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境
界および前記ダウンリンク境界を一致させるように構成された感度調整ユニットと
を含む、請求項6から8のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記処理ユニットは、
　同じ周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境
界と前記ダウンリンク境界との間の前記エリアにおける通信サービスを周期的に照会する
ように構成された照会サブユニット
をさらに含み、
　前記感度調整ユニットは、同じ周波数を共有する前記マクロ基地局および前記ミクロ基
地局の前記アップリンク境界と前記ダウンリンク境界との間の前記エリアに通信サービス
がないことを前記照会サブユニットが把握したときに、前記ミクロ基地局の前記受信機感
度を回復して、前記マクロ基地局および前記ミクロ基地局の前記アップリンク境界を元の
ロケーションに戻すように構成される、請求項9に記載の装置。
【請求項１１】
　プログラムを記憶することができ、前記プログラムは実行されたときに、請求項1から5
のいずれか一項に記載のステップを含む、コンピュータ記憶媒体。
【請求項１２】
　ネットワーク制御装置と、端末と、マクロ基地局と、ミクロ基地局とを含み、
　前記ネットワーク制御装置は、請求項6から10のいずれか一項に記載の装置である、ネ
ットワークシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、特に、通信サービスを処理するための方法、装置、
およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線サービスに対する要求が絶え間なく増大する中、絶え間なく増大するサービス要求
を満たすために、一般に、マクロネットワークにミクロ基地局を配備することによって容
量拡大が実施される。
【０００３】
　ミクロ基地局およびマクロ基地局が同じ周波数で配備されているとき、マクロ基地局お
よびミクロ基地局のパイロットチャネル(Pilot Channel)送信電力が異なるので、マクロ
基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界およびダウンリンク境界は異なるロケーシ
ョンにある。マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界は、ユーザ機器(UE、u
ser equipment)のアップリンク送信信号がマクロ基地局側に到達する場合の信号対雑音比
(SNR、signal to noise ratio)およびミクロ基地局側に到達する場合のSNRが同じである
ロケーションと定義される。マクロ基地局およびミクロ基地局のダウンリンク境界は、UE
によって受信される、マクロ基地局のパイロットチャネルの受信信号コードパワー(RSCP
、received signal code power)およびミクロ基地局のパイロットチャネルのRSCPが同じ
であるロケーションと定義され、UEはそのロケーション越えるときにサービスセルを変更
する。マクロ基地局およびミクロ基地局の不統一なアップリンク境界およびダウンリンク
境界は、マクロ基地局の端におけるUEからミクロ基地局にアップリンク干渉を引き起こし
、また、マクロ基地局のアップリンク無線リンク(RL、radio link)の信号受信に影響を与
えて、マクロ基地局の低サービススループットレートをもたらすことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、マクロ基地局の端における通信に関与する端末によってミクロ基
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地局に引き起こされる干渉を低減し、マクロ基地局のサービススループットレートを改善
することができる、通信サービスを処理するための方法を提供する。本発明の実施形態は
、対応する装置およびシステムをさらに提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第1の態様では、本発明の一実施形態は、通信サービスを処理するための方法を提供し
、本方法は、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するステップと、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アに通信サービスがあるときに、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処
理するステップと
を含む。
【０００６】
　第1の態様に関して、第1の可能な実施方法では、同じ周波数を共有するマクロ基地局お
よびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービス
があるかどうかを判断するステップの前に、本方法は、周波数内測定レポート、端末のア
クティブセット情報、または端末によって開始された無線リソース制御接続要求において
伝達されている、端末が位置するロケーションにおけるマクロ基地局の信号品質およびミ
クロ基地局の信号品質を取得するステップをさらに含む。
【０００７】
　第1の態様の第1の可能な実施方法に関して、第2の可能な実施方法では、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アは、端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基地局情報に従ってマクロ/
ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに分
割され、端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアに位置するとき、端末のアク
ティブセットは、マクロ基地局のみの情報を含み、端末がマクロ/ミクロソフトハンドオ
ーバエリアに位置するとき、端末のアクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の
両方の情報を含み、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するステップは特に、周波
数内測定レポートが取得されたときに、端末がすでに、同じ周波数を共有するマクロ基地
局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに入ってい
るときの接続状態にあると判断し、かつ端末の通信サービスがマクロ/ミクロ非ソフトハ
ンドオーバエリアにあると判断するステップを含む。
【０００８】
　第1の態様の第1の可能な実施方法に関して、第3の可能な実施方法では、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アは、端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基地局情報に従ってマクロ/
ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに分
割され、端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアに位置するとき、端末のアク
ティブセットは、マクロ基地局のみの情報を含み、端末がマクロ/ミクロソフトハンドオ
ーバエリアに位置するとき、端末のアクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の
両方の情報を含み、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するステップは特に、端末
のアクティブセット情報が取得され、端末のアクティブセット情報がマクロ基地局とミク
ロ基地局の両方の情報を含むときに、端末がすでに、同じ周波数を共有するマクロ基地局
およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに入っている
ときの接続状態にあると判断し、かつ端末の通信サービスがマクロ/ミクロソフトハンド
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オーバエリアにあると判断するステップを含む。
【０００９】
　第1の態様の第1の可能な実施方法に関して、第4の可能な実施方法では、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するステップは特に、端末
が位置するロケーションにおけるミクロ基地局の信号品質と無線リソース制御接続要求に
おいて伝達されている固定信号品質オフセットとの合計が、端末が位置するロケーション
におけるマクロ基地局の信号品質と同等以上であるときに、同じ周波数を共有するマクロ
基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間に通信サービス
があると判断し、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク
境界とダウンリンク境界との間のエリアにおいて端末の無線リソース制御接続要求が開始
されていると判断するステップを含む。
【００１０】
　第1の態様の第2または第3の可能な実施方法に関して、第5の可能な実施方法では、
　あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理するステップは特に、周波数
間共通カバレージマクロ基地局に通信サービスをハンドオーバするステップを含む。
【００１１】
　第1の態様の第4の可能な実施方法に関して、第6の可能な実施方法では、
　あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理するステップは特に、無線リ
ソース制御プロトコルを使用することによって、周波数間共通カバレージマクロ基地局に
通信サービスを転送するステップを含む。
【００１２】
　第1の態様および第1の態様の第1の可能な実施方法から第4の可能な実施方法のいずれか
1つに関して、第7の可能な実施方法では、
　あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理するステップは特に、
　感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータを取得し、感度抑圧度を計算するた
めに使用されるパラメータに従って感度抑圧度を計算するステップと、
　計算された感度抑圧度に従ってミクロ基地局の受信機感度を低減して、マクロ基地局お
よびミクロ基地局のアップリンク境界およびダウンリンク境界を一致させるステップと
を含む。
【００１３】
　第1の態様の第5または第6の可能な実施方法に関して、第8の可能な実施方法では、通信
サービスのハンドオーバまたは転送が失敗した後に、本方法は、感度抑圧度を計算するた
めに使用されるパラメータを取得し、感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータ
に従って感度抑圧度を計算するステップと、計算された感度抑圧度に従ってミクロ基地局
の受信機感度を低減して、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界およびダ
ウンリンク境界を一致させるステップとをさらに含む。
【００１４】
　第1の態様の第7または第8の可能な実施方法に関して、第9の可能な実施方法では、本方
法は、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアにおける通信サービスを周期的に照会するステップと、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがないことが把握されたときに、ミクロ基地局の
受信機感度を回復して、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界を元のロケ
ーションに戻すステップと
をさらに含む。
【００１５】
　第1の態様の第2または第3の可能な実施方法に関して、第10の可能な実施方法では、
　あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理するステップは特に、
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　通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあるとき
に、端末の送信電力を直接的または間接的に低減するステップ
を含む。
【００１６】
　第1の態様の第2または第3の可能な実施方法に関して、第11の可能な実施方法では、
　あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理するステップは特に、
　通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあるときに
、マクロ基地局の専用物理制御チャネルの電力オフセットを再設定するステップ
を含む。
【００１７】
　第2の態様では、本発明の一実施形態はネットワーク制御装置を提供し、本装置は、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するように構成された判断
ユニットと、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アに通信サービスがあると判断ユニットが判断したときに、あらかじめ設定されたルール
に従って通信サービスを処理するように構成された処理ユニットと
を含む。
【００１８】
　第2の態様に関して、第1の可能な実施方法では、本装置は取得ユニットをさらに含み、
　取得ユニットは、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリン
ク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断ユニット
が判断する前に、周波数内測定レポート、端末のアクティブセット情報、または端末によ
って開始された無線リソース制御接続要求において伝達されている、端末が位置するロケ
ーションにおけるマクロ基地局の信号品質およびミクロ基地局の信号品質を取得するよう
に構成される。
【００１９】
　第2の態様の第1の可能な実施方法に関して、第2の可能な実施方法では、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アは、端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基地局情報に従ってマクロ/
ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに分
割され、端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアに位置するとき、端末のアク
ティブセットは、マクロ基地局のみの情報を含み、端末がマクロ/ミクロソフトハンドオ
ーバエリアに位置するとき、端末のアクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の
両方の情報を含み、
　判断ユニットは特に、取得ユニットが周波数内測定レポートを取得したときに、端末が
すでに、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダ
ウンリンク境界との間のエリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ端末の
通信サービスがマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあると判断するように構成
される。
【００２０】
　第2の態様の第1の可能な実施方法に関して、第3の可能な実施方法では、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アは、端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基地局情報に従ってマクロ/
ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに分
割され、端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアに位置するとき、端末のアク
ティブセットは、マクロ基地局のみの情報を含み、端末がマクロ/ミクロソフトハンドオ
ーバエリアに位置するとき、端末のアクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の
両方の情報を含み、
　判断ユニットは特に、取得ユニットが端末のアクティブセット情報を取得し、端末のア
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クティブセット情報がマクロ基地局とミクロ基地局の両方の情報を含むときに、端末がす
でに、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウ
ンリンク境界との間のエリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ端末の通
信サービスがマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあると判断するように構成され
る。
【００２１】
　第2の態様の第1の可能な実施方法に関して、第4の可能な実施方法では、
　判断ユニットは特に、取得ユニットによって取得されて無線リソース制御接続要求にお
いて伝達されている、端末が位置するロケーションにおけるミクロ基地局の信号品質と固
定信号品質オフセットとの合計が、端末が位置するロケーションにおけるマクロ基地局の
信号品質と同等以上であるときに、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地
局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間に通信サービスがあると判断し、同じ周
波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界
との間のエリアにおいて端末の無線リソース制御接続要求が開始されていると判断するよ
うに構成される。
【００２２】
　第2の態様の第2または第3の可能な実施方法に関して、第5の可能な実施方法では、
　処理ユニットは特に、周波数間共通カバレージマクロ基地局に通信サービスをハンドオ
ーバするように構成される。
【００２３】
　第2の態様の第4の可能な実施方法に関して、第6の可能な実施方法では、
　処理ユニットは特に、無線リソース制御プロトコルを使用することによって、周波数間
共通カバレージマクロ基地局に通信サービスを転送するように構成される。
【００２４】
　第2の態様および第2の態様の第1から第6の可能な実施方法のいずれか1つに関して、第7
の可能な実施方法では、
　処理ユニットは、
　感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータを取得するように構成された取得サ
ブユニットと、
　取得サブユニットによって取得され、感度抑圧度を計算するために使用されるパラメー
タに従って感度抑圧度を計算するように構成された計算サブユニットと、
　計算サブユニットによって計算された感度抑圧度に従ってミクロ基地局の受信機感度を
低減して、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界およびダウンリンク境界
を一致させるように構成された感度調整ユニットと
を含む。
【００２５】
　第2の態様の第7の可能な実施方法に関して、第8の可能な実施方法では、
　処理ユニットは、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアにおける通信サービスを周期的に照会するように構成された照会
サブユニット
をさらに含み、
　感度調整ユニットは、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップ
リンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがないことを照会サブユニ
ットが把握したときに、ミクロ基地局の受信機感度を回復して、マクロ基地局およびミク
ロ基地局のアップリンク境界を元のロケーションに戻すように構成される。
【００２６】
　第2の態様の第2または第3の可能な実施方法に関して、第9の可能な実施方法では、
　処理ユニットは特に、通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオ
ーバエリアにあるときに、端末の送信電力を直接的または間接的に低減するように構成さ
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れる。
【００２７】
　第2の態様の第2または第3の可能な実施方法に関して、第10の可能な実施方法では、
　処理ユニットは特に、通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロソフトハンドオー
バエリアにあるときに、マクロ基地局の専用物理制御チャネルの電力オフセットを再設定
するように構成される。
【００２８】
　第3の態様では、本発明の一実施形態はコンピュータ記憶媒体を提供し、コンピュータ
記憶媒体はプログラムを記憶することができ、プログラムは実行されたときに、通信サー
ビスを処理するための上記方法のステップの一部または全部を含む。
【００２９】
　第4の態様では、本発明の一実施形態はネットワーク制御装置を提供し、ネットワーク
制御装置は入力装置と、出力装置と、メモリと、プロセッサとを含み、
　プロセッサは以下のステップ、すなわち、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するステップと、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アに通信サービスがあるときに、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処
理するステップと
を実行する。
【００３０】
　第4の態様に関して、第1の可能な実施方法では、プロセッサは以下のステップ、すなわ
ち、
　周波数内測定レポート、端末のアクティブセット情報、または端末によって開始された
無線リソース制御接続要求において伝達されている、端末が位置するロケーションにおけ
るマクロ基地局の信号品質およびミクロ基地局の信号品質を取得するステップ
をさらに実行する。
【００３１】
　第4の態様の第1の可能な実施方法に関して、第2の可能な実施方法では、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アは、端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基地局情報に従ってマクロ/
ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに分
割され、端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアに位置するとき、端末のアク
ティブセットは、マクロ基地局のみの情報を含み、端末がマクロ/ミクロソフトハンドオ
ーバエリアに位置するとき、端末のアクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の
両方の情報を含み、
　周波数内測定レポートを取得したときに、プロセッサは、端末がすでに、同じ周波数を
共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間
のエリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ端末の通信サービスがマクロ
/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあると判断する。
【００３２】
　第4の態様の第1の可能な実施方法に関して、第3の可能な実施方法では、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アは、端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基地局情報に従ってマクロ/
ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに分
割され、端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアに位置するとき、端末のアク
ティブセットは、マクロ基地局のみの情報を含み、端末がマクロ/ミクロソフトハンドオ
ーバエリアに位置するとき、端末のアクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の
両方の情報を含み、
　端末のアクティブセット情報を取得し、端末のアクティブセット情報がマクロ基地局と
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ミクロ基地局の両方の情報を含むときに、プロセッサは、端末がすでに、同じ周波数を共
有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間の
エリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ端末の通信サービスがマクロ/
ミクロソフトハンドオーバエリアにあると判断する。
【００３３】
　第4の態様の第1の可能な実施方法に関して、第4の可能な実施方法では、
　プロセッサが、端末によって開始された無線リソース制御接続要求において伝達されて
いる、端末が位置するロケーションにおけるマクロ基地局の信号品質およびミクロ基地局
の信号品質を取得し、端末が位置するロケーションにおけるミクロ基地局の、無線リソー
ス制御接続要求において伝達されている信号品質と固定信号品質オフセットとの合計が、
端末が位置するロケーションにおけるマクロ基地局の信号品質と同等以上であるときに、
プロセッサは、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境
界とダウンリンク境界との間に通信サービスがあると判断し、同じ周波数を共有するマク
ロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアにお
いて端末の無線リソース制御接続要求が開始されていると判断する。
【００３４】
　第4の態様の第2または第3の可能な実施方法に関して、第5の可能な実施方法では、
　プロセッサは、周波数間共通カバレージマクロ基地局に通信サービスをハンドオーバす
る。
【００３５】
　第4の態様の第4の可能な実施方法に関して、第6の可能な実施方法では、
　プロセッサは、無線リソース制御プロトコルを使用することによって、周波数間共通カ
バレージマクロ基地局に通信サービスを転送する。
【００３６】
　第4の態様および第4の態様の第1から第6の可能な実施方法のいずれか1つに関して、第7
の可能な実施方法では、
　プロセッサは、感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータを取得し、感度抑圧
度を計算するために使用されるパラメータに従って感度抑圧度を計算し、計算された感度
抑圧度に従ってミクロ基地局の受信機感度を低減して、マクロ基地局およびミクロ基地局
のアップリンク境界およびダウンリンク境界を一致させる。
【００３７】
　第4の態様の第7の可能な実施方法に関して、第8の可能な実施方法では、
　プロセッサは、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク
境界とダウンリンク境界との間のエリアにおける通信サービスを周期的に照会し、同じ周
波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界
との間のエリアに通信サービスがないことを把握したときに、ミクロ基地局の受信機感度
を回復して、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界を元のロケーションに
戻す。
【００３８】
　第4の態様の第2または第3の可能な実施方法に関して、第9の可能な実施方法では、
　プロセッサは、通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエ
リアにあるときに、端末の送信電力を直接的または間接的に低減する。
【００３９】
　第4の態様の第2または第3の可能な実施方法に関して、第10の可能な実施方法では、
　プロセッサは、通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリ
アにあるときに、マクロ基地局の専用物理制御チャネルの電力オフセットを再設定する。
【００４０】
　第5の態様では、本発明はネットワークシステムと、ネットワーク制御装置と、端末と
、マクロ基地局と、ミクロ基地局とを提供し、
　ネットワーク制御装置は、上記の技術的解決策におけるネットワーク制御装置である。
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【００４１】
　本発明の実施形態では、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアッ
プリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかが判断さ
れ、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエ
リアに通信サービスがあるときに、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスが
処理される。マクロ基地局およびミクロ基地局が同じ周波数で配備されているときに干渉
が存在する先行技術と比較して、本発明の実施形態において提供される方法を使用するこ
とによって、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスが処理され、それにより
、マクロ基地局の端における通信に関与する端末によってミクロ基地局に引き起こされる
干渉を低減し、マクロ基地局のサービススループットレートを改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の一実施形態による、通信サービスを処理するための方法の一実施形態の
概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による、例示的なシナリオの概略図である。
【図３】本発明の一実施形態による、アプリケーションシナリオ実施形態の概略図である
。
【図４】本発明の一実施形態による、アプリケーションシナリオ実施形態の別の概略図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態による、アプリケーションシナリオ実施形態の別の概略図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態による、ネットワーク制御装置の一実施形態の概略図である
。
【図７】本発明の一実施形態による、ネットワーク制御装置の別の実施形態の概略図であ
る。
【図８】本発明の一実施形態による、ネットワーク制御装置の別の実施形態の概略図であ
る。
【図９】本発明の一実施形態による、ネットワーク制御装置の別の実施形態の概略図であ
る。
【図１０】本発明の一実施形態による、ネットワーク制御装置の別の実施形態の概略図で
ある。
【図１１】本発明の一実施形態による、ネットワークシステムの一実施形態の概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本発明の実施形態は、マクロ基地局の端における通信に関与する端末によってミクロ基
地局に引き起こされる干渉を低減し、マクロ基地局のサービススループットレートを改善
することができる、通信サービスを処理するための方法を提供する。本発明の実施形態は
、対応する装置およびシステムをさらに提供する。方法、装置、およびシステムについて
、それぞれ以下で詳細に説明する。
【００４４】
　本発明の実施形態において提供されるネットワーク制御装置は、モバイル通信用グロー
バルシステム(GSM（登録商標）、global system of mobile communication)における基地
局コントローラ(BSC、Base Station Controller)、または符号分割多元接続(CDMA、code 
division multiple access)システムにおける無線ネットワークコントローラ(RNC、Radio
 Network Controller)、またはロングタームエボリューション(LTE、long term evolutio
n)システムにおけるeNodeに組み込まれた機能モジュールであってよく、機能モジュール
は、本発明の実施形態において提供されるネットワーク制御装置によって実行されるすべ
ての機能を実行することができる。
【００４５】
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　図1を参照すると、本発明の実施形態によって提供される通信サービスを処理するため
の方法の一実施形態は、以下のステップを含む。
【００４６】
　101.ネットワーク制御装置が、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局
のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを
判断する。
【００４７】
　本発明の実施形態におけるマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界および
ダウンリンク境界は、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界、ならびにマ
クロ基地局およびミクロ基地局のダウンリンク境界を指す。
【００４８】
　図2に示すように、ミクロ基地局300およびマクロ基地局100が同じ周波数で配備されて
いるとき、マクロ基地局100およびミクロ基地局300のパイロットチャネル送信電力、アッ
プリンク負荷、および受信機感度がすべて異なり得るので、マクロ基地局100およびミク
ロ基地局300のアップリンク境界およびダウンリンク境界は異なるロケーションにある。
その結果、同じ周波数を共有するマクロ基地局100およびミクロ基地局300のアップリンク
境界とダウンリンク境界との間にエリアが存在する。
【００４９】
　各端末はアクティブセットを維持し、端末のアクティブセットは、端末にサービスを提
供し得る基地局の情報を含む。同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局の
アップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに端末があるとき、端末は共通周波
数マクロ基地局によってサービスを提供される。しかしながら、端末がアップリンク境界
からダウンリンク境界に移動するプロセスでは、端末に対する共通周波数ミクロ基地局の
制御能力が徐々に増大する。本発明の実施形態では、端末がちょうどアップリンク境界に
入ったときには、端末のアクティブセットは共通周波数マクロ基地局のみを含み、端末が
あるポイントを越えたときに、端末のアクティブセットに共通周波数ミクロ基地局が追加
される。したがって、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリ
ンク境界とダウンリンク境界との間のエリアは、端末のアクティブセットに含まれる基地
局情報に従ってマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフトハ
ンドオーバエリアに分割され得る。端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアに
あるとき、端末のアクティブセットは、共通周波数マクロ基地局のみの情報を含み、端末
がマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあるとき、端末のアクティブセットは、同
じ周波数を共有するマクロ基地局とミクロ基地局の両方の情報を含む。
【００５０】
　マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアは、同じ周波数を共有するマクロ基地局お
よびミクロ基地局の非ソフトハンドオーバエリアを指し、マクロ/ミクロソフトハンドオ
ーバエリアは、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のソフトハンドオ
ーバエリアを指す。
【００５１】
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかは、端末のロケーション情報に従
って判断され得る。たとえば、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局の
アップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信に関与する端末があるかどう
かが、全地球測位システム(GPS、Global Positioning System)を使用することによって、
または別の方法で判断され、エリアに通信に関与する端末がある場合、それは、エリアに
通信サービスがあることを示す。
【００５２】
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するステップの前に、周波
数内測定レポート、端末のアクティブセット情報、または端末によって開始された無線リ
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ソース制御接続要求において伝達されている、端末が位置するロケーションにおけるマク
ロ基地局の信号品質およびミクロ基地局の信号品質を取得することもできる。
【００５３】
　周波数内測定レポートが取得されたときに、同じ周波数を共有するマクロ基地局および
ミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがあ
るかどうかを判断するステップは特に、端末がすでに、同じ周波数を共有するマクロ基地
局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに入ってい
るときの接続状態にあると判断し、かつ端末の通信サービスがマクロ/ミクロ非ソフトハ
ンドオーバエリアにあると判断するステップを含む。
【００５４】
　端末のアクティブセット情報が取得されたときに、同じ周波数を共有するマクロ基地局
およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービ
スがあるかどうかを判断するステップは特に、端末のアクティブセット情報が取得され、
端末のアクティブセット情報がマクロ基地局とミクロ基地局の両方の情報を含むときに、
端末がすでに、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境
界とダウンリンク境界との間のエリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ
端末の通信サービスがマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあると判断するステッ
プを含む。
【００５５】
　端末によって開始された無線リソース制御接続要求において伝達されている、端末が位
置するロケーションにおけるマクロ基地局の信号品質およびミクロ基地局の信号品質が取
得されたときに、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク
境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するステッ
プは特に、端末の無線リソース制御(RRC、Radio Resource Control)接続要求を受信する
ステップと、端末が位置するロケーションにおけるミクロ基地局の、無線リソース制御接
続要求において伝達されている信号品質と固定信号品質オフセットとの合計が、端末が位
置するロケーションにおけるマクロ基地局の信号品質と同等以上であるときに、同じ周波
数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界と
の間に通信サービスがあると判断し、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基
地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアにおいて端末の無線リソース
制御接続要求が開始されていると判断するステップとを含む。
【００５６】
　ネットワーク制御装置が周波数内測定レポートを取得したとき、それは、ミクロ基地局
およびマクロ基地局の信号品質関係が以下の式で表される条件を満たしていることを示す
。
【００５７】
【数１】

【００５８】
　ここで、MNewは、マクロ基地局の信号品質測定結果を示し、CIONewは、マクロ基地局と
ミクロ基地局との間の信号品質オフセットを示し、Miは、端末のアクティブセットにおけ
るアクティブセット信号品質を包括的に評価するために使用され得るすべての基地局の品
質測定値を示し、NAは、アクティブセットにおけるアクティブセット信号品質を包括的に
評価するために使用され得るすべての基地局の数を示し、MBestは、アクティブセット信
号品質の包括的評価における最良の基地局の信号品質測定結果を示し、Wは、アクティブ
セットの包括的信号品質の評価中における最良の基地局と他の基地局との間の重みを示し
、R1aは、周波数内測定レポートしきい値を示し、H1aは、周波数内測定レポートヒステリ
シスを示す。
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【００５９】
　式の左辺にあるMNew+CIONewは、マクロ基地局の包括的信号品質を示し、式の右辺は、
アクティブセットにおける基地局の包括的信号品質とトリガしきい値との間の差を示す。
【００６０】
　全般に、上記の式は、ミクロ基地局の包括的信号品質がアクティブセットにおける基地
局の包括的信号品質とトリガしきい値との間の差と同等以上であるときのみ、UEが周波数
内測定レポートをネットワーク制御装置に報告することになり、端末がマクロ/ミクロ非
ソフトハンドオーバエリアにあるときのみ、式中のすべてのパラメータ間の関係が上記の
式を満たすことができることを示す。
【００６１】
　したがって、ネットワーク制御装置が周波数内測定レポートを受信したとき、非ソフト
ハンドオーバエリアに通信サービスがあると判断され得る。
【００６２】
　マクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに関しては、ネットワーク制御装置は、すべ
ての制御対象UEのアクティブセットを監視し、UEのうちのいずれか1つのアクティブセッ
トがマクロ基地局とミクロ基地局の両方の情報を含むとき、それは、UEの通信サービスが
マクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあることを示す。
【００６３】
　102.マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間の
エリアに通信サービスがあるとき、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを
処理する。
【００６４】
　あらかじめ設定されたルールは複数のケースを含み得る。(1)感度抑圧を通じてマクロ
基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界を移動させて、マクロ基地局およびミクロ
基地局のアップリンク境界およびダウンリンク境界を一致させること。(2)周波数間ハン
ドオーバまたは転送。(3)ステップ(2)とステップ(1)とを結合すること。この場合、ステ
ップ(2)の動作が最初に実行され、周波数間ハンドオーバまたは転送が失敗した後にステ
ップ(1)における感度抑圧の動作が実行される。および(4)通信サービスに関与する端末が
マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあるときに、端末の送信電力を直接的また
は間接的に低減すること、または通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロソフトハ
ンドオーバエリアにあるときに、マクロ基地局の専用物理制御チャネルの電力オフセット
を再設定すること。
【００６５】
　ケース(1)の感度抑圧について、以下で説明する。
【００６６】
　感度抑圧は、受信機感度を低減することを意味する。本発明の実施形態における感度抑
圧は、ミクロ基地局の受信機感度を低減することを指す。アップリンク境界におけるUEの
アップリンク送信信号がマクロ基地局側に到達する場合の信号対雑音比およびミクロ基地
局側に到達する場合の信号対雑音比が同じであるという、マクロ基地局およびミクロ基地
局のアップリンク境界の定義に基づくと、ミクロ基地局の受信機感度が低減されたとき、
アップリンク境界におけるUEのアップリンク送信信号がミクロ基地局側に到達する場合の
以前の信号対雑音比およびマクロ基地局側に到達する場合の以前の信号対雑音比は異なる
。したがって、感度低減後のミクロ基地局の受信機感度に従って新しいアップリンク境界
が発見された場合、ミクロ基地局の受信機感度は低減されているので、新しいアップリン
ク境界のロケーションは必然的にミクロ基地局に近づく。このようにして、アップリンク
境界およびダウンリンク境界の一致が実現され得る。
【００６７】
　実際、ミクロ基地局の受信機感度が低減される前に、まず、アップリンク境界およびダ
ウンリンク境界を一致させるためにミクロ基地局の受信機感度から低減されるべき量を計
算する必要がある。ミクロ基地局の受信機感度から低減される必要がある量が感度抑圧度
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であり、感度抑圧度を計算する具体的プロセスは次の通りである。
【００６８】
　感度抑圧度の式:
TotalDesense(n)={PCPICHPowerMacro(n)-PCPICHPowerMicro(n)}+{AntGainMacro(n)-AntGa
inMicro(n)}+BGNMacro(n)-BGNMicro(n)
【００６９】
　ここでは、PCPICHPowerMacro(n)は、dbmで測定されたマクロ基地局の現在のパイロット
チャネル送信電力であり、PCPICHPowerMicro(n)は、dbmで測定されたミクロ基地局の現在
のパイロットチャネル送信電力であり、AntGainMacroはマクロアンテナ利得であり、AntG
ainMicroはミクロアンテナ利得であり、BGNMacro(n)は、dbmで測定されたマクロ基地局の
現在のノイズフロアであり、BGNMicro(n)は、dbmで測定されたミクロ基地局の現在のノイ
ズフロアである。
【００７０】
　まず、ネットワーク制御装置は、感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータを
取得し、感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータに従って感度抑圧度を計算す
る。感度抑圧度は、ミクロ基地局の受信機感度から低減される必要がある量であるので、
計算された感度抑圧度がミクロ基地局の元の受信機感度から差し引かれたときに、マクロ
基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界およびダウンリンク境界が一致するように
、ミクロ基地局の受信機感度が低減される。
【００７１】
　感度抑圧ソリューションでは、アップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに
通信サービスがあるときのみ感度抑圧が実行され、通信サービスがないときにはアクショ
ンは実行されない。ミクロ基地局の配備中の直接的感度抑圧と比較して、これは、ミクロ
基地局の感度抑圧によって引き起こされるマクロ基地局へのアップリンク干渉の確率を低
減する。
【００７２】
　感度抑圧後、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境
界とダウンリンク境界との間のエリアにおける通信サービスが周期的に照会される。
【００７３】
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがないことが把握されたとき、感度抑圧はキャン
セルされる。すなわち、ミクロ基地局の受信機感度を回復して、マクロ基地局およびミク
ロ基地局のアップリンク境界を元のロケーションに戻す。
【００７４】
　ケース(2)の周波数間ハンドオーバおよび転送について、以下で説明する。
【００７５】
　周波数間ハンドオーバは、端末がすでに、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミ
クロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに入っているときの接
続状態にある場合の、通信サービスのための処理ソリューションである。
【００７６】
　あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理するステップは特に、周波数
間共通カバレージマクロ近隣セルに通信サービスをハンドオーバするステップを含む。
【００７７】
　周波数間共通カバレージマクロ近隣セルは、本発明の実施形態においてサービスセルと
しての働きをするマクロ近隣セルと同じカバレージであるが、異なる動作周波数を有する
マクロ基地局である。
【００７８】
　転送は、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界と
ダウンリンク境界との間のエリアにおいて端末の無線リソース制御RRC接続要求が開始さ
れる場合の、通信サービスのための処理ソリューションである。
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【００７９】
　あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理するステップは特に、無線リ
ソース制御RRCプロトコルを使用することによって、周波数間共通カバレージマクロ近隣
セルに通信サービスを転送するステップを含む。
【００８０】
　転送の具体的プロセスは次の通りである。端末はネットワーク制御装置にRRC接続要求
を送り、この場合、接続要求は近隣セルマクロ基地局の信号品質を伝達する。ネットワー
ク制御装置が近隣セルの指示に従って、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ
基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアにおいて端末の無線リソー
ス制御RRC接続要求が開始されていると判断したとき、ネットワーク制御装置は端末にRRC
拒否メッセージを送り、この場合、拒否メッセージはターゲット周波数を伝達する。そし
て、端末が拒否メッセージを受信した後、サービスはターゲット周波数の周波数間共通カ
バレージ近隣セルマクロ基地局に転送される。
【００８１】
　マクロ基地局およびミクロ基地局が同じ周波数に配備されているときに干渉が生じるの
で、周波数間マクロ近隣セルへの転送またはハンドオーバの後、ミクロ基地局におけるUE
の干渉は解消され得る。
【００８２】
　周波数間ハンドオーバと転送の両方が失敗した場合、ケース(1)のソリューションに基
づいてアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアにおいて感度抑圧がさらに実
行され得る。これはケース(3)である。
【００８３】
　ケース(4)について、以下で説明する。
【００８４】
　あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理するステップは特に、
　通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあるとき
に、端末の送信電力を直接的または間接的に低減するステップと、
　通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあるときに
、マクロ基地局の専用物理制御チャネルの電力オフセットを再設定するステップと
を含む。
【００８５】
　UEがマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあるとき、ミクロ基地局はまだアク
ティブセットに追加されず、端末の送信電力を直接的に制限することで、UEによってミク
ロ基地局に引き起こされる干渉を低減することができる。あるいは、端末のサービスレー
トを低減することによって、または端末を高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA、hi
gh speed uplink packet access)チャネルから専用チャネル(DCH、Dedicated Channel)に
移すことによって、端末の送信電力が間接的に低減される。HSUPAチャネルのサービスレ
ートは高く、DCHチャネルのサービスレートは低いので、このようにして、端末の送信電
力を間接的に低減することもできる。本発明の実施形態では、端末の送信電力を間接的に
低減する2つの例のみが与えられており、実際には、端末の送信電力は他の方法を使用す
ることによって低減されてよく、端末の送信電力を低減するための方法は本明細書におい
て限定されていない。
【００８６】
　端末がマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあるとき、ミクロ基地局はすでにア
クティブセットに追加され、端末からミクロ基地局へのアップリンク経路損失は、マクロ
基地局へのアップリンク経路損失よりもはるかに小さくなる。この場合、ミクロ基地局の
電力制御が主要な役割を果たし、UEは、ミクロ基地局のアップリンク信号対干渉比(SIR、
Signal to Interference Ratio)目標を達成するために、送信電力を低減することを求め
られ得る。ただし、このときに、マクロ基地局に関しては、マクロ基地局によって受信さ
れるSIRは非常に悪く、そのSIR目標よりもはるかに低い。したがって、UEのアップリンク



(17) JP 6047841 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

制御チャネルを正確に復調することができない。専用物理制御チャネル(DPCCH、Dedicate
d Physical Control Channel)を正常に復調することができない場合、端末は、マクロ基
地局のアップリンクにおける同期外れとなり、DPCCHを正常に復調することができる場合
でも、高速専用物理制御チャネル(HS-DPCCH、High-Speed Dedicated Physical Control C
hannel)を正常に復調することはできず、その結果、エリア内の端末のスループットレー
トに影響が及ぶ。したがって、マクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアでは、マクロ基
地局の専用物理制御チャネルの電力オフセットを再設定することで、マクロ基地局のアッ
プリンクにおける受信品質を確保し、それにより、マクロ基地局における端末のスループ
ットレートを確保し、同期外しエラーを防ぐことができる。
【００８７】
　本発明の実施形態では、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアッ
プリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかが判断さ
れ、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエ
リアに通信サービスがあるときに、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスが
処理される。マクロ基地局およびミクロ基地局が同じ周波数で配備されているときに干渉
が存在する先行技術と比較して、本発明の実施形態において提供される方法を使用するこ
とによって、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスが処理され、それにより
、マクロ基地局の端における通信に関与する端末によってミクロ基地局に引き起こされる
干渉を低減し、マクロ基地局のサービススループットレートを改善することができる。
【００８８】
　理解の助けとなるように、以下では具体的なアプリケーションシナリオを例にとって、
本発明における通信サービスを処理するプロセスについて詳細に説明する。
【００８９】
　図3を参照すると、マクロ基地局100の送信電力は高く、一般に20ワット(W)であり、し
たがって、マクロ基地局100のカバレージ半径は大きく、一般に数百～数千メートルであ
る。ミクロ基地局300の送信電力は低く、一般に5W未満であり、したがって、ミクロ基地
局300のカバレージ半径は小さく、一般に数十～数百メートルにすぎない。ネットワーク
容量の拡大を実現するために、マクロ基地局100のカバレージにミクロ基地局300が配備さ
れ得る。大学のキャンパスを例にとると、信号がキャンパス全体をカバーするマクロ基地
局100が配備可能であり、教室や学生寮のような多数の加入者を有する場所に、加入者の
要求を満たすために共通周波数ミクロ基地局300が配備され得る。
【００９０】
　マクロ基地局100の範囲内における端末の通信サービスは、マクロ基地局100によって制
御され、端末がミクロ基地局300のカバレージに入ったとき、ユーザ端末の通信サービス
はミクロ基地局300によって制御される。
【００９１】
　図4を参照すると、マクロ基地局100およびミクロ基地局300のうちの1つを例にとると、
同じ周波数を共有するマクロ基地局100およびミクロ基地局300のアップリンク境界とダウ
ンリンク境界との間のエリアに端末が入ったとき、このときにマクロ基地局100が、端末
にサービスを提供する基地局であり、ミクロ基地局300が、まだ端末のアクティブセット
に追加されない場合、それは、端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにある
ことを示す。端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアに入った後、ミクロ基地
局300の信号品質と指定信号品質オフセットとの合計がマクロ基地局100の信号品質と同等
以上である場合、端末は、マクロ基地局100を介してネットワーク制御装置に周波数内測
定レポートを送る。ネットワーク制御装置は、周波数内測定レポートを受信したときに、
端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアに入っていると判断することができる
。ネットワーク制御装置が、端末のアクティブセットがマクロ基地局100とミクロ基地局3
00の両方の情報を含むことを監視することによって発見したとき、それは、端末がマクロ
/ミクロソフトハンドオーバエリアに入っていることを示す。
【００９２】
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　ネットワーク制御装置がRRC接続要求を受信し、接続要求において伝達されているマク
ロ基地局100の信号品質およびミクロ基地局300の信号品質に従って、ミクロ基地局300の
信号品質と固定信号品質オフセットとの合計がマクロ基地局100の信号品質と同等以上で
あると判断したとき、ネットワーク制御装置は、アップリンク境界とダウンリンク境界と
の間のエリアに端末が入った後にRRC接続要求が開始されていると判断することができる
。
【００９３】
　図5を参照すると、第1のマクロ基地局110が共通周波数ミクロ基地局300とともに配備さ
れており、第1のマクロ基地局110は、第2のマクロ基地局120と異なる周波数であるが、同
じカバレージを有し、端末400が第1のマクロ基地局110およびミクロ基地局300のアップリ
ンク境界とダウンリンク境界との間のエリアにおいて通信サービスを開始し、その結果、
ネットワーク制御装置は無線リソース制御RRCメッセージを使用することによって、周波
数間共通カバレージ第2のマクロ基地局120に通信サービスを転送する。端末400がすでに
、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに入っているときの接続状態にある場合、通信サービスが周波数
間共通カバレージ第2のマクロ基地局120にハンドオーバされる。
【００９４】
　端末400がすでに、共通周波数第1のマクロ基地局110およびミクロ基地局300のアップリ
ンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに入っているときの接続状態にある場合の通
信サービスは、以下のソリューションを採用することによって処理されることもある。通
信サービスに関与する端末400がマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあるときに
、ネットワーク制御装置は、端末の送信電力を直接的または間接的に低減し、通信サービ
スに関与する端末400がマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあるときに、ネットワ
ーク制御装置は、第1のマクロ基地局110の専用物理制御チャネルの電力オフセットを再設
定する。ネットワーク制御装置がマクロ基地局を制御するにすぎず、ネットワーク制御装
置と端末との間の通信がマクロ基地局によって転送することを通じて達成される必要があ
ることに留意されたい。
【００９５】
　上記のアプリケーションシナリオにおける通信サービスの処理を通じて、本発明の実施
形態によって提供される技術的解決策が、マクロ基地局の端における通信に関与する端末
によってミクロ基地局に引き起こされる干渉を低減し、マクロ基地局のサービススループ
ットレートを改善することができることが詳述されている。
【００９６】
　図6を参照すると、本発明の実施形態によって提供されるネットワーク制御装置の一実
施形態は、判断ユニット201と処理ユニット202とを含む。
【００９７】
　判断ユニット201は、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップ
リンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断する
ように構成される。
【００９８】
　処理ユニット202は、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあると判断ユニット201が判断したときに、あ
らかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理するように構成される。
【００９９】
　本発明の実施形態では、判断ユニット201は、同じ周波数を共有するマクロ基地局およ
びミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスが
あるかどうかを判断し、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあると判断ユニット201が判断したときに、処
理ユニット202は、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処理する。先行
技術におけるネットワーク制御装置と比較して、本発明の実施形態において提供されるネ
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ットワーク制御装置は、マクロ基地局の端における通信に関与する端末によってミクロ基
地局に引き起こされる干渉を低減し、マクロ基地局のサービススループットレートを改善
することができる。
【０１００】
　図6に対応する実施形態に基づいて、図7を参照すると、本発明の実施形態によって提供
されるネットワーク制御装置の別の実施形態は、取得ユニット203をさらに含む。
【０１０１】
　取得ユニット203は、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップ
リンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断ユニ
ット201が判断する前に、周波数内測定レポート、端末のアクティブセット情報、または
端末によって開始された無線リソース制御接続要求において伝達されている、端末が位置
するロケーションにおけるマクロ基地局の信号品質およびミクロ基地局の信号品質を取得
するように構成される。
【０１０２】
　図7に対応する実施形態に基づいて、本発明の実施形態によって提供されるネットワー
ク制御装置の第1の随意の実施形態では、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アは、端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基地局情報に従ってマクロ/
ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに分
割され、マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアでは、端末のアクティブセットは、
マクロ基地局のみの情報を含み、マクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアでは、端末の
アクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の両方の情報を含み、
　判断ユニット201は特に、取得ユニット203が周波数内測定レポートを取得したときに、
端末がすでに、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境
界とダウンリンク境界との間のエリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ
端末の通信サービスがマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあると判断するよう
に構成される。
【０１０３】
　図7に対応する実施形態に基づいて、本発明の実施形態によって提供されるネットワー
ク制御装置の第2の随意の実施形態では、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アは、端末によって維持されるアクティブセットに含まれる基地局情報に従ってマクロ/
ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアに分
割され、マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアでは、端末のアクティブセットは、
マクロ基地局のみの情報を含み、マクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアでは、端末の
アクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の両方の情報を含み、
　判断ユニット201は特に、取得ユニット203が端末のアクティブセット情報を取得し、端
末のアクティブセット情報がマクロ基地局とミクロ基地局の両方の情報を含むときに、端
末がすでに、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界
とダウンリンク境界との間のエリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ端
末の通信サービスがマクロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあると判断するように構
成される。
【０１０４】
　図7に対応する実施形態に基づいて、本発明の実施形態によって提供されるネットワー
ク制御装置の第3の随意の実施形態では、
　判断ユニット201は特に、端末が位置するロケーションにおけるミクロ基地局の、取得
ユニット203によって取得されて無線リソース制御接続要求において伝達されている信号
品質と固定信号品質オフセットとの合計が、端末が位置するロケーションにおけるマクロ
基地局の信号品質と同等以上であるときに、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミ
クロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間に通信サービスがあると判断し
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、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアにおいて端末の無線リソース制御接続要求が開始されていると判
断するように構成される。
【０１０５】
　図7に対応する第1および第2の随意の実施形態に基づいて、本発明の実施形態によって
提供されるネットワーク制御装置の別の実施形態では、
　処理ユニット202は特に、周波数間共通カバレージマクロ基地局に通信サービスをハン
ドオーバするように構成される。
【０１０６】
　図7に対応する第3の随意の実施形態に基づいて、本発明の実施形態によって提供される
ネットワーク制御装置の別の実施形態では、
　処理ユニット202は特に、無線リソース制御プロトコルを使用することによって、周波
数間共通カバレージマクロ基地局に通信サービスを転送するように構成される。
【０１０７】
　ネットワーク制御装置のすべての上記実施形態に基づいて、図8を参照すると、本発明
の実施形態によって提供されるネットワーク制御装置の別の実施形態では、処理ユニット
202は、取得サブユニット2021と、計算サブユニット2022と、感度調整ユニット2023とを
含む。
【０１０８】
　取得サブユニット2021は、感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータを取得す
るように構成される。
【０１０９】
　計算サブユニット2022は、取得サブユニット2021によって取得され、感度抑圧度を計算
するために使用されるパラメータに従って感度抑圧度を計算するように構成される。
【０１１０】
　感度調整ユニット2023は、計算サブユニット2022によって計算された感度抑圧度に従っ
てミクロ基地局の受信機感度を低減して、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリン
ク境界およびダウンリンク境界を一致させるように構成される。
【０１１１】
　図8に対応する実施形態に基づいて、図9を参照すると、本発明の実施形態によって提供
されるネットワーク制御装置の別の実施形態では、処理ユニット202は、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアにおける通信サービスを周期的に照会するように構成された照会
サブユニット2024
をさらに含み、
　感度調整ユニット2023は、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のア
ップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがないことを照会サブ
ユニット2024が把握したときに、ミクロ基地局の受信機感度を回復して、マクロ基地局お
よびミクロ基地局のアップリンク境界を元のロケーションに戻すように構成される。
【０１１２】
　図7に対応する第1および第2の随意の実施形態に基づいて、本発明の実施形態によって
提供されるネットワーク制御装置の別の実施形態では、
　処理ユニット202は特に、通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロ非ソフトハンド
オーバエリアにあるときに、端末の送信電力を直接的または間接的に低減するように構成
される。
【０１１３】
　図7に対応する第1および第2の随意の実施形態に基づいて、本発明の実施形態によって
提供されるネットワーク制御装置の別の実施形態では、
　処理ユニット202は特に、通信サービスに関与する端末がマクロ/ミクロソフトハンドオ
ーバエリアにあるときに、マクロ基地局の専用物理制御チャネルの電力オフセットを再設
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定するように構成される。
【０１１４】
　本発明の複数の実施形態によって提供されるネットワーク制御装置はすべて、マクロ基
地局の端における通信に関与する端末によってミクロ基地局に引き起こされる干渉を低減
し、マクロ基地局のサービススループットレートを改善することができる。
【０１１５】
　本発明の一実施形態はコンピュータ記憶媒体をさらに提供し、コンピュータ記憶媒体は
プログラムを記憶することができ、プログラムは実行されたときに、上記実施形態におい
て記録された通信サービスを処理するための方法のステップの一部または全部を含む。
【０１１６】
　図10を参照すると、本発明の実施形態によって提供されるネットワーク制御装置の一実
施形態は、入力装置10と、出力装置20と、メモリ30と、プロセッサ40とを含む。
【０１１７】
　入力装置10、出力装置20、メモリ30、およびプロセッサ40は、バスを介して、または他
の方法で接続され得る。
【０１１８】
　入力装置10は、受信したデータをメモリ30に送信し、プロセッサ40は、第1のメモリ30
に記憶されたデータを処理し、出力装置20は、プロセッサ40によって処理されたデータを
出力する。
【０１１９】
　プロセッサ40は以下のステップ、すなわち、
　同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリ
ンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを判断するステップと、
　マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリ
アに通信サービスがあるときに、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービスを処
理するステップと
を実行する。
【０１２０】
　本発明のいくつかの実施形態では、プロセッサ40は以下のステップ、すなわち、
　周波数内測定レポート、端末のアクティブセット情報、または端末によって開始された
無線リソース制御接続要求において伝達されている、端末が位置するロケーションにおけ
るマクロ基地局の信号品質およびミクロ基地局の信号品質を取得するステップ
をさらに実行する。
【０１２１】
　本発明のいくつかの実施形態では、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境
界とダウンリンク境界との間のエリアは、端末によって維持されるアクティブセットに含
まれる基地局情報に従ってマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミク
ロソフトハンドオーバエリアに分割され、マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアで
は、端末のアクティブセットは、マクロ基地局のみの情報を含み、マクロ/ミクロソフト
ハンドオーバエリアでは、端末のアクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の両
方の情報を含む。
【０１２２】
　周波数内測定レポートを取得したときに、プロセッサ40は、端末がすでに、同じ周波数
を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との
間のエリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ端末の通信サービスがマク
ロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあると判断する。
【０１２３】
　本発明のいくつかの実施形態では、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境
界とダウンリンク境界との間のエリアは、端末によって維持されるアクティブセットに含
まれる基地局情報に従ってマクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアおよびマクロ/ミク
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ロソフトハンドオーバエリアに分割され、マクロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアで
は、端末のアクティブセットは、マクロ基地局のみの情報を含み、マクロ/ミクロソフト
ハンドオーバエリアでは、端末のアクティブセットは、ミクロ基地局とマクロ基地局の両
方の情報を含む。
【０１２４】
　端末のアクティブセット情報を取得し、端末のアクティブセット情報がマクロ基地局と
ミクロ基地局の両方の情報を含むときに、プロセッサ40は、端末がすでに、同じ周波数を
共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間
のエリアに入っているときの接続状態にあると判断し、かつ端末の通信サービスがマクロ
/ミクロソフトハンドオーバエリアにあると判断する。
【０１２５】
　本発明のいくつかの実施形態では、プロセッサ40が、端末によって開始された無線リソ
ース制御接続要求において伝達されている、端末が位置するロケーションにおけるマクロ
基地局の信号品質およびミクロ基地局の信号品質を取得し、端末が位置するロケーション
におけるミクロ基地局の、無線リソース制御接続要求において伝達されている信号品質と
固定信号品質オフセットとの合計が、端末が位置するロケーションにおけるマクロ基地局
の信号品質と同等以上であるときに、プロセッサ40は、同じ周波数を共有するマクロ基地
局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間に通信サービスがあ
ると判断し、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界
とダウンリンク境界との間のエリアにおいて端末の無線リソース制御接続要求が開始され
ていると判断する。
【０１２６】
　本発明のいくつかの実施形態では、プロセッサ40は、周波数間共通カバレージマクロ基
地局に通信サービスをハンドオーバする。
【０１２７】
　本発明のいくつかの実施形態では、プロセッサ40は、無線リソース制御プロトコルを使
用することによって、周波数間共通カバレージマクロ基地局に通信サービスを転送する。
【０１２８】
　本発明のいくつかの実施形態では、プロセッサ40は、感度抑圧度を計算するために使用
されるパラメータを取得し、感度抑圧度を計算するために使用されるパラメータに従って
感度抑圧度を計算し、計算された感度抑圧度に従ってミクロ基地局の受信機感度を低減し
て、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界およびダウンリンク境界を一致
させる。
【０１２９】
　本発明のいくつかの実施形態では、プロセッサ40は、同じ周波数を共有するマクロ基地
局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアにおける通
信サービスを周期的に照会し、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局の
アップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがないことを把握し
たときに、ミクロ基地局の受信機感度を回復して、マクロ基地局およびミクロ基地局のア
ップリンク境界を元のロケーションに戻す。
【０１３０】
　本発明のいくつかの実施形態では、プロセッサ40は、通信サービスに関与する端末がマ
クロ/ミクロ非ソフトハンドオーバエリアにあるときに、端末の送信電力を直接的または
間接的に低減する。
【０１３１】
　本発明のいくつかの実施形態では、プロセッサ40は、通信サービスに関与する端末がマ
クロ/ミクロソフトハンドオーバエリアにあるときに、マクロ基地局の専用物理制御チャ
ネルの電力オフセットを再設定する。
【０１３２】
　図11を参照すると、本発明の実施形態によって提供されるネットワークシステムの一実
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施形態は、マクロ基地局100と、ネットワーク制御装置200と、ミクロ基地局300と、端末4
00とを含む。
【０１３３】
　ネットワーク制御装置200は、複数のマクロ基地局100およびミクロ基地局300を制御す
る。
【０１３４】
　ネットワーク制御装置200は、同じ周波数を共有するマクロ基地局およびミクロ基地局
のアップリンク境界とダウンリンク境界との間のエリアに通信サービスがあるかどうかを
判断し、マクロ基地局およびミクロ基地局のアップリンク境界とダウンリンク境界との間
のエリアに通信サービスがあるときに、あらかじめ設定されたルールに従って通信サービ
スを処理するように構成される。
【０１３５】
　端末400は、通信サービスを実行するように構成される。
【０１３６】
　マクロ基地局100は、端末の通信を制御するように構成される。
【０１３７】
　ミクロ基地局300は、端末の通信を制御するように構成される。
【０１３８】
　当業者は、前述の実施形態における方法のステップの全部または一部が、関連ハードウ
ェアに命令するコンピュータプログラムによって実施され得ることを理解し得る。プログ
ラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。記憶媒体には、ROM、RAM、磁気ディ
スク、または光ディスクがあり得る。
【０１３９】
　上記では、本発明の実施形態によって提供される通信サービスを処理するための方法、
装置、およびシステムについて詳しく説明しており、本発明の原理および実施方法を詳述
するように具体例が適用されている。しかしながら、前述の実施形態の説明は単に、本発
明の方法および中心的概念を理解するのを助けるために使用されている。当業者は、本発
明の概念に従って具体的な実施方法および適用範囲に変更を加えることができる。結論と
して、本明細書で説明されている内容は、本発明に対する限定と解釈されるものではない
。
【符号の説明】
【０１４０】
　　10　入力装置
　　20　出力装置
　　30　メモリ、第1のメモリ
　　40　プロセッサ
　　100　マクロ基地局
　　110　第1のマクロ基地局、共通周波数第1のマクロ基地局
　　120　第2のマクロ基地局、周波数間共通カバレージ第2のマクロ基地局
　　200　ネットワーク制御装置
　　201　判断ユニット
　　202　処理ユニット
　　2021　取得サブユニット
　　2022　計算サブユニット
　　2023　感度調整ユニット
　　2024　照会サブユニット
　　203　取得ユニット
　　300　ミクロ基地局、共通周波数ミクロ基地局
　　400　端末
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