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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上りリンクパケットアクセスにおいて時間及び周波数スケジューリングを行う基地局装
置であって：
　所定の周期及び所定の数の周波数ブロックからなる干渉量測定単位毎における上りリン
クの干渉量を測定する干渉量測定手段；
　前記上りリンクの干渉量が、所定の条件を満たしたか否かを判断する干渉量判断手段；
　前記所定の条件を満たした場合に、周辺セルに対してオーバロードインジケータの通知
を行うオーバロードインジケータ通知手段；
　を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の基地局装置において：
　前記干渉量判断手段は、前記干渉量測定単位毎に測定された干渉量が、所定の基準値以
上となる場合に、前記所定の条件を満たすと判断し、前記所定の基準値は、システムパラ
メータとして予め設定された値、上位装置からの制御信号によって設定された値及び自基
地局装置が自律的に制御する値のいずれか１つであることを特徴とする基地局装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の基地局装置において：
　前記干渉量判断手段は、前記干渉量測定単位毎に測定された干渉量の大きな方から所定
の基準数Ｎ個に関して、所定の条件を満たしたと判断し、前記基準数は、システムパラメ
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ータとして予め設定された値、上位装置からの制御信号によって設定された値及び自基地
局装置が自律的に制御する値のいずれか１つであることを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の基地局装置において：
　前記干渉量判断手段は、前記干渉量測定単位毎に測定された干渉量が、所定の基準値以
上となり、かつ、干渉量の大きな方から所定の基準数Ｎ個に関して、所定の条件を満たし
たと判断し、前記所定の基準値及び前記所定の基準数は、システムパラメータとして予め
設定された値、上位装置からの制御信号によって設定された値及び自基地局装置が自律的
に制御する値のいずれかであることを特徴とする基地局装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の基地局装置において：
　前記干渉量測定単位は、予め設定されたシステムパラメータ、上位装置からの制御信号
及び自基地局装置のいずれか１つにより設定されることを特徴とする基地局装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の基地局装置において：
　周辺セルから送信されたオーバロードインジケータに基づいて、対象とする干渉局の送
信電力を制御する送信電力制御手段；
　を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項７】
　上りリンクパケットアクセスにおいて時間及び周波数スケジューリングを行う基地局装
置における通信制御方法であって：
　所定の周期及び所定数の周波数ブロックからなる干渉量測定単位毎における上りリンク
の干渉量を測定する干渉量測定ステップ；
　前記上りリンクの干渉量が、所定の条件を満たしたか否かを判断する干渉量判断ステッ
プ；
　前記所定の条件を満たした場合に、周辺セルに対してオーバロードインジケータの通知
を行うオーバロードインジケータ通知ステップ；
　を有することを特徴とする通信制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、特に基地局装置及び通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡやＨＳＤＰＡ、ＨＳＵＰＡの発展型となる通信方式、すなわちＥｖｏｌｖ
ｅｄ　ＵＴＲＡ　ａｎｄ　ＵＴＲＡＮ（別名：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
，或いは，Ｓｕｐｅｒ　３Ｇ。以下，Ｅ－ＵＴＲＡ）が、第３世代移動通信システムの標
準化団体である３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ）により検討されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　Ｅ－ＵＴＲＡでは、Ｗ－ＣＤＭＡなどと異なり、無線区間も含めてオールパケットアク
セスとなる。とくに、上りリンクでは、Ｗ－ＣＤＭＡの発展型であるＨＳＵＰＡにおいて
も、パケットアクセスの要素は導入されているものの、個別チャネルに基づく回線交換型
通信となっており、上りリンクのアクセス方式はＥ－ＵＴＲＡとそれ以前のＷ－ＣＤＭＡ
やＨＳＵＰＡとで大きく異なる。大きな特徴として、オールパケットアクセスであり、か
つ、時間・周波数パケットスケジューリングが適用されることから、各セルにおける上り
リンクの無線リソースが割り当てられる移動局は、ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　
Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）毎に、また、リソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌ
ｏｃｋ：　ＲＢ）毎に異なる。この結果、あるセルにおける上りリンクの送信によりその
周辺セルに対して与える他セル干渉量は、ＴＴＩ毎に大きく変動し、さらに、ＲＢ毎にも
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大きく変動する。図１にＴＴＩ毎の干渉量の変動の例を示す。図１において、横軸はＴＴ
Ｉであり、縦軸は正規化干渉電力であり、ラウンドロビンスケジューリング（ＲＲ（Ｒｏ
ｕｎｄ　Ｒｏｂｉｎ）　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）と、プロポーショナルフェアネススケジ
ューリング（ＰＦ（Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ　Ｆａｉｒｎｅｓｓ）　ｓｃｈｅｄｕｌｉ
ｎｇ）について示す。この結果、両スケジューリング方式においても、上りリンクのＳＩ
ＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ－ｔｏ－Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｒａｔｉｏ）は大きく変動し、通信品質が劣化する。従って、この他セル干渉の変
動をいかに低減するかが課題となっている。
【０００４】
　他セル干渉を低減する方法として、オーバロードインジケータ（ＯＬＩ：　Ｏｖｅｒｌ
ｏａｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）と呼ばれる制御信号を用いる方法がＨＳＵＰＡにおいて検
討されている（例えば、非特許文献２参照）。図２に示すように、各基地局では、上りリ
ンクの干渉量を測定し、周辺セルに対してネットワークを経由してＯＬＩを用いて通知す
る。周辺セルからＯＬＩを通知された基地局は、周辺セルに与える干渉量が大きいと判断
される場合には、ＴＰＣ（transmission　power　control）コマンドにより移動局の送信
電力を低減させる。このようにすることで、他セル干渉量を制御、例えば低減し、システ
ム全体のスループット特性やユーザスループット特性を改善する。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＲ２５．８１４（Ｖ７．１．０），"Ｐｈｙｓｉｃａｌ"　
Ｌａｙｅｒ　Ａｓｐｅｃｔｓ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ，"　Ｏｃｔｂｅｒ　
２００６．
【非特許文献２】３ＧＰＰ，　Ｒ１－０７０８７０，　ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏ，　ＮＥＣ
，　Ｐａｎａｓｏｎｉｃ，　Ｓｈａｒｐ，　Ｔｏｓｈｉｂａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，
　"Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎ　Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｕ
ｐｌｉｎｋ"　Ｍａｒ．　２００７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【０００６】
　Ｅ－ＵＴＲＡにおいては、ＨＳＵＰＡとは異なり、前述の通り、時間・周波数パケット
スケジューリングが適用されることから、他セル干渉量はＴＴＩ毎に、また、ＲＢ毎に送
信割り当てされる移動局が異なり、干渉量が大きく変動する。このため、他セル干渉量の
制御を効果的に行うためには、時間軸方向についてはＴＴＩ毎に、周波数軸方向について
はＲＢ毎にＯＬＩを通知する必要がある。Ｅ－ＵＴＲＡにおいては、ＴＴＩは０．５ｍｓ
ｅｃであり、１秒間あたり２０００回のＯＬＩの通知が必要となる。また、ＲＢ数は、例
えば１０ＭＨｚ帯域幅の場合、５０であり、５０個のＲＢに関するＯＬＩ情報を通知する
必要がある。これは、ネットワークにおいて大きな負荷となるだけでなく、ＯＬＩの送受
信処理を行う基地局装置においても大きな負荷となる。このため、現実的には、時間軸方
向はＴＴＩ毎ではなく、例えば１秒毎に平均的な干渉量に基づいてＯＬＩを通知したり、
周波数軸方向については、ＲＢ毎ではなく、帯域全体で平均化した干渉量に基づいてＯＬ
Ｉを通知したりする方法、すなわち、制御の分解能を小さくした方法が検討されている。
【０００７】
　しかしながら、このような平均的な干渉量に基づく制御では、瞬時瞬時、かつ、ＲＢ毎
に干渉量が大きく変動するＥ－ＵＴＲＡ上りリンクパケットアクセスにおいては他セル干
渉量の効果的な制御ができないという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した課題に鑑み、時間軸方向及び周波数軸方向の制御の分解能
を保ったまま、オーバロードインジケータの制御信号量を低減し、現実的なオーバロード
インジケータの制御信号量に基づいて効果的な他セル干渉量の制御を可能とする基地局装
置及び通信制御方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の基地局装置は、
　上りリンクパケットアクセスにおいて時間及び周波数スケジューリングを行う基地局装
置であって：
　所定の周期及び所定数の周波数ブロックからなる干渉量測定単位毎における上りリンク
の干渉量を測定する干渉量測定手段；
　前記上りリンクの干渉量が、所定の条件を満たしたか否かを判断する干渉量判断手段；
　前記所定の条件を満たした場合に、周辺セルに対してオーバロードインジケータの通知
を行うオーバロードインジケータ通知手段；
　を備えることを特徴の１つとする。
【００１０】
　本発明の通信制御方法は、
　上りリンクパケットアクセスにおいて時間及び周波数スケジューリングを行う基地局装
置における通信制御方法であって：
　所定の周期及び所定数の周波数ブロックからなる干渉量測定単位毎における上りリンク
の干渉量を測定する干渉量測定ステップ；
　前記上りリンクの干渉量が、所定の条件を満たしたか否かを判断する干渉量判断ステッ
プ；
　前記所定の条件を満たした場合に、周辺セルに対してオーバロードインジケータの通知
を行うオーバロードインジケータ通知ステップ；
　を有することを特徴の１つとする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の実施例によれば、時間軸方向及び周波数軸方向の制御の分解能を保ったまま、
オーバロードインジケータの制御信号量を低減し、現実的なオーバロードインジケータの
制御信号量に基づいて効果的な他セル干渉量の制御を可能とする基地局装置及び通信制御
方法を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ説明する。実施例を説明するための全図に
おいて、同一機能を有するものは同一符号を用い、繰り返しの説明は省略する。
【００１３】
　図３を参照しながら、本発明の実施例に係る移動局及び基地局装置を有する無線通信シ
ステムについて説明する。
【００１４】
　無線通信システム１０００は、例えばＥ－ＵＴＲＡが適用されるシステムである。無線
通信システム１０００は、基地局装置（ｅＮＢ：　ｅＮｏｄｅ　Ｂ）２００（２００１、
２００２・・・２００ｌ、ｌはｌ＞０の整数）と、基地局装置２００と通信する複数の移
動局１００ｎ（１００１、１００２、１００３、・・・１００ｎ、ｎはｎ＞０の整数）と
を備える。基地局装置２００は、上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置３００と接続
され、アクセスゲートウェイ装置３００は、コアネットワーク４００と接続される。移動
局１００ｎはセル５０（５０１、５０２）において基地局装置２００とＥ－ＵＴＲＡによ
り通信を行っている。本実施例では、２個のセルについて示すが、３個以上のセルについ
ても適用できる。
【００１５】
　各移動局（１００１、１００２、１００３、・・・１００ｎ）は、同一の構成、機能、
状態を有するので、以下では特段の断りがない限り移動局１００ｎとして説明を進める。
説明の便宜上、基地局装置と無線通信するのは移動局であるが、より一般的には移動端末
も固定端末も含むユーザ装置（ＵＥ：　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）でよい。



(5) JP 4848309 B2 2011.12.28

10

20

30

40

50

【００１６】
　無線通信システム１０００では、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦ
ＤＭ（直交周波数分割多元接続）が、上りリンクについてはＳＣ－ＦＤＭＡ（シングルキ
ャリア－周波数分割多元接続）が適用される。ＯＦＤＭは、周波数帯域を複数の狭い周波
数帯域（サブキャリア）に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行う
マルチキャリア伝送方式である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、周波数帯域を端末毎に分割し、複数
の端末が互いに異なる周波数帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャ
リア伝送方式である。
【００１７】
　ここで、Ｅ－ＵＴＲＡにおける通信チャネルについて説明する。
【００１８】
　下りリンクについては、各移動局１００ｎで共有される物理下りリンク共有チャネル（
ＰＤＳＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
と、物理下りリンク制御チャネル(ＰＤＣＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
ｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ)とが用いられる。物理下りリンク制御チャネルは
下りＬ１／Ｌ２制御チャネルとも呼ばれる。上記物理下りリンク共有チャネルにより、ユ
ーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送される。また、物理下りリンク制御チャ
ネルにより、ダウンリンクスケジューリングインフォメーション（ＤＬ　Ｓｃｈｅｄｕｌ
ｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、アップリンクスケジューリンググラント（ＵＬ　Ｓｃｈ
ｅｄｕｌｉｎｇ　Ｇｒａｎｔ）、オーバロードインジケータ（Ｏｖｅｒｌｏａｄ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）、送信電力制御コマンドビット（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｏｗｅｒ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｂｉｔ）等が伝送される。ＤＬ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉ
ｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎには、例えば、物理下りリンク共有チャネルを用いて通信
を行うユーザのＩＤや、そのユーザデータのトランスポートフォーマットの情報、すなわ
ち、データサイズ、変調方式、ＨＡＲＱに関する情報や、下りリンクのリソースブロック
の割り当て情報等が含まれる。
【００１９】
　また、ＵＬ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｇｒａｎｔには、例えば、物理上りリンク共有チ
ャネルを用いて通信を行うユーザのＩＤや、そのユーザデータのトランスポートフォーマ
ットの情報、すなわち、データサイズ、変調方式に関する情報や、上りリンクのリソース
ブロックの割り当て情報、上りリンクの共有チャネルの送信電力に関する情報等が含まれ
る。ここで、上りリンクのリソースブロックとは、周波数リソースに相当し、リソースユ
ニットとも呼ばれる。
【００２０】
　また、Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
）とは、上りリンクの共有チャネルに関する送達確認情報のことである。
【００２１】
　上りリンクについては、各移動局１００ｎで共有して使用される物理上りリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）と、物理上りリンク制御チャネルとが用いられる。上記物理上りリンク共有チャネル
により、ユーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送される。また、物理上りリン
ク制御チャネルにより、下りリンクにおける共有物理チャネルのスケジューリング処理や
適応変復調及び符号化処理（ＡＭＣＳ：　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａ
ｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）に用いるための下りリンクの品質情報（ＣＱＩ：　
Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、及び物理下りリンク共有チャ
ネルの送達確認情報（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が伝
送される。送達確認情報の内容は、送信信号が適切に受信されたことを示す肯定応答(Ａ
ＣＫ：　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)又はそれが適切に受信されなかったことを示
す否定応答(ＮＡＣＫ：　Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)の何れか
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で表現される。
【００２２】
　物理上りリンク制御チャネルでは、ＣＱＩや送達確認情報に加えて、上りリンクの共有
チャネルのリソース割り当てを要求するスケジューリング要求（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ）や、パーシステントスケジューリング（Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈ
ｅｄｕｌｉｎｇ）におけるリリース要求（Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）等が送信さ
れてもよい。ここで、上りリンクの共有チャネルのリソース割り当てとは、あるサブフレ
ームの物理下りリンク制御チャネルを用いて、後続のサブフレームにおいて上りリンクの
共有チャネルを用いて通信を行ってよいことを基地局装置が移動局に通知することを意味
する。
【００２３】
　移動局１００ｎは、最適な基地局装置に対して通信を行う。図３の例では、移動局１０
０１及び１００２は基地局装置２００１と通信を行い、移動局１００３は基地局装置２０
０２と通信を行っている。このとき、移動局１００１及び１００２の上り送信は、周辺セ
ルである基地局装置２００２に対して干渉となる。前述の通り、この他セル干渉は、上り
リンクパケットスケジューリングによって、ＴＴＩ毎に、かつ、ＲＢごとに送信割り当て
が行われる移動局が変わるため、大幅に変動する。
【００２４】
　そこで、基地局装置２００２では、上りリンクの干渉量を測定し、測定した上りリンク
の干渉量の状態を通知するオーバロードインジケータ（ＯＬＩ：　ｏｖｅｒｌｏａｄ　ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）をネットワーク経由で基地局装置２００１に通知する。基地局装置２
００２からのＯＬＩを受信した基地局装置２００１は、通信中の移動局の送信電力を制御
する際に、このＯＬＩに基づいて送信電力を決定する。すなわち、基地局装置２００２は
、自基地局装置２００２以外の周辺セルをカバーする基地局装置、例えば基地局装置２０
０１のカバーするセルに在圏する移動局、例えば移動局１００１及び／又は１００２から
の上りリンクの干渉量が大きいと判断した場合に、移動局１００１及び／又は１００２の
送信電力を低減させるために、基地局装置２００１に対してＯＬＩを送信する。基地局装
置２００１は、ＯＬＩによって、自基地局装置２００１のカバーするエリアに在圏する移
動局１００１及び１００２が、自基地局装置２００１以外の基地局装置２００２に対して
大きな干渉を与えていると判断し、移動局１００１及び／又は１００２の送信電力を低減
させる。
【００２５】
　図４を参照しながら、本発明の実施例に係る基地局装置２００について説明する。
【００２６】
　本実施例に係る基地局装置２００は、無線部２０２と、干渉量測定手段としての他セル
干渉量測定部２０４と、干渉量判断手段としてのＯＬＩ送信判断部２０６と、オーバロー
ドインジケータ通知手段としてのＯＬＩ送信部２０８と、有線伝送路インタフェース２１
０とを備える。有線伝送路インタフェースは有線ネットワークと接続される。
【００２７】
　基地局装置２００は、上りリンク信号、例えば物理上りリンク共有チャネルを受信する
と、無線部２０２にて受信処理を行い、ベースバンド信号を得る。受信ベースバンド信号
は他セル干渉量測定部２０４に入力され、他セル干渉量測定部２０４において、他セル干
渉量が測定される。例えば、自基地局装置以外の基地局装置のカバーするエリアに在圏す
る移動局装置からの上りリンク信号が受信される。この干渉量は、干渉量測定周期毎及び
干渉量測定単位周波数ブロック毎、すなわち、干渉量測定単位毎に行われる。典型的には
、ＴＴＩ毎及びＲＢ毎に測定が行われるが、制御信号量や基地局の処理負荷等を考慮して
、複数ＴＴＩ毎及び／又は複数ＲＢ毎に行ってもよい。他セル干渉量測定部２０４は、測
定した他セル干渉量をＯＬＩ送信判断部２０６に入力する。
【００２８】
　ＯＬＩ送信判断部２０６は、他セル干渉量の測定結果に基づいて、周辺セルに対してＯ
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ＬＩを送信するか否かを決定する。例えば、予め設定されたある基準値に基づいて、各干
渉量測定単位における他セル干渉量がこの基準値以上となる場合にのみ、ＯＬＩを通知す
ると判断する。この基準値は、周辺セルの基地局装置に対して、対象とする干渉局、例え
ば在圏する移動局の送信電力を下げさせる必要があるか否かに基づいて決定される。例え
ば、各干渉量測定単位における他セル干渉量がこの基準値以上となる場合には、送信電力
を下げることを示すＯＬＩが周辺セルに送信され、周辺セルは、受信したＯＬＩに基づい
て送信電力の制御、この場合には、在圏する移動局に対して送信電力を下げる制御を行う
。従って、各干渉量測定単位における他セル干渉量が基準値を満たさない場合には、周辺
セルの基地局装置は移動局の送信電力を決定する際にＯＬＩを考慮する必要がないと判断
され、ＯＬＩは送信されない。
【００２９】
　ＯＬＩ送信部２０８は、ＯＬＩ送信判断部２０６においてＯＬＩを通知すると判断され
た場合に、周辺セルにＯＬＩを送信する。その結果、ＯＬＩは、有線伝送路インタフェー
ス２１０及び有線ネットワークを介して他の基地局装置に通知される。他の基地局装置は
、周辺セルから送信されたオーバロードインジケータに基づいて、対象とする干渉局の送
信電力を制御する。
【００３０】
　このようにすることにより、基地局装置２００１が在圏する移動局の送信電力を決定す
る際にＯＬＩを考慮する必要がないと判断された場合には、基地局装置２００２からＯＬ
Ｉを通知しないで済む。このため、ＯＬＩによるネットワークの制御信号量伝送負荷及び
基地局装置におけるＯＬＩ送受信処理の負荷を大幅に低減することができる。
【００３１】
　このように構成した場合でも、各干渉量測定単位における他セル干渉量が基準値以上と
なる影響の大きな干渉量測定単位についてはＯＬＩが通知されるので、他セル干渉量を制
御する効果は十分得ることができる。
【００３２】
　本実施例においては、ＯＬＩを通知するか否かを判断するための基準値は、システムパ
ラメータとして最適な値が予め設定される。
【００３３】
　次に、本実施例に係る無線通信システムにおける基地局装置の動作について、図５を参
照して説明する。
【００３４】
　自基地局装置以外の基地局装置のカバーするエリアに在圏する移動局装置からの上りリ
ンク信号が受信される。
【００３５】
　他セル干渉量測定部２０４は、上りリンク信号に基づいて、他セル干渉量を測定する（
ステップＳ５０２）。
【００３６】
　ＯＬＩ送信判断部２０６は、ステップＳ５０２において測定された他セル干渉量が所定
の条件を満たすか否かを判断する（ステップＳ５０４）。例えば、他セル干渉量が予め設
定された所定の基準値以上となるか否かが判断される。
【００３７】
　他セル干渉量が所定の基準値を満たす場合（ステップＳ５０４：ＹＥＳ）、例えば他セ
ル干渉量が予め設定された所定の基準値以上となる場合、ＯＬＩ送信制御部２０６はオー
バロートインジケータを周辺セルに送信すると判断し、ＯＬＩ送信部２０８は、オーバロ
ードインジケータを周辺セルに送信する（ステップＳ５０６）。その後、ステップＳ５０
２に戻る。
【００３８】
　一方、他セル干渉量が所定の基準値を満たさない場合（ステップＳ５０４：ＮＯ）、例
えば他セル干渉量が予め設定された所定の基準値未満となる場合、ステップＳ５０２に戻
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る。
【００３９】
　次に、本発明の他の実施例にかかる無線通信システムについて説明する。
【００４０】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は、図３を参照して説明した無線通信システム
の構成と同様である。
【００４１】
　本実施例に係る基地局装置２００について、図６を参照して説明する。
【００４２】
　本実施例に係る基地局装置２００は、図４を参照して説明した基地局装置において、Ｏ
ＬＩ送信判断部２０６と接続された基準値制御部２１２を備える。基準値制御部２１２に
は、上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置３００から制御信号が入力される。
【００４３】
　上位局３００は、ネットワークのトラフィック状況や他セル干渉量の状況などに基づい
て制御信号を生成し、生成した制御信号を各基地局装置に対して送信する。上位局３００
により送信された制御信号は基地局装置２００に受信され、基準値制御部２１２に入力さ
れる。基準値制御部２１２は、入力された制御信号に基づいて、基準値を制御する。この
ようにすることにより、ＯＬＩを通知するか否かを判断するための基準値を、ネットワー
クのトラフィック状況や他セル干渉量の状況などに応じて柔軟に変更できる。
【００４４】
　次に、本発明の他の実施例にかかる無線通信システムについて説明する。
【００４５】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は、図３を参照して説明した無線通信システム
の構成と同様である。
【００４６】
　本実施例に係る基地局装置２００について、図７を参照して説明する。
【００４７】
　本実施例に係る基地局装置２００は、図４を参照して説明した基地局装置において、Ｏ
ＬＩ送信判断部２０６と接続された基準値決定部２１４を備える。基準値決定部２１４は
、ネットワークのトラフィック状況や他セル干渉量の状況などに基づいて自律的に基準値
を決定する。
【００４８】
　また、基準値決定部２１４は、干渉量測定単位毎に測定された他セル干渉量の測定結果
に基づいて、あるＴＴＩにおけるＲＢ（周波数ブロック）のうち、他セル干渉量が大きい
方から上位基準数Ｎ個（Ｎは、Ｎ＞０の整数）のＲＢについてのみＯＬＩを通知するよう
に基準数Ｎを決定するようにしてもよい。この場合、ＯＬＩ送信判断部２０６は、基準数
Ｎに基づいて、あるＴＴＩにおけるＲＢのうち、他セル干渉量が大きい方から基準数Ｎ個
のＲＢについてのみＯＬＩを送信すると判断する。これにより、基地局装置２００１には
、大きな影響を与えるＲＢについてのみＯＬＩが通知され、それ以外については通知され
ない。このため、ＯＬＩによるネットワークの制御信号量伝送負荷及び基地局装置２００
におけるＯＬＩ送受信処理の負荷を大幅に低減することができる。
【００４９】
　このように構成した場合でも、各干渉量測定単位における他セル干渉量が大きく、影響
の大きな干渉量測定単位についてはＯＬＩが通知されるので、他セル干渉量を制御する効
果は十分得ることができる。
【００５０】
　また、基準値決定部２１４は、ある基準値及び基準数を設定し、各干渉量測定単位にお
いて、他セル干渉量がこの基準値以上となり、さらにその中で上位基準数Ｎ個（Ｎは、Ｎ
＞０の整数）のＲＢについてのみＯＬＩを通知するようにしてもよい。これにより、基準
値以上となる干渉量測定単位が多数ある場合には、ＯＬＩを通知する干渉量測定単位を上
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位基準数Ｎ個に限定することができる。このため、ＯＬＩによるネットワークの制御信号
量伝送負荷及び基地局装置２００におけるＯＬＩ送受信処理の負荷を大幅に低減すること
ができる。
【００５１】
　このように構成した場合でも、各干渉量測定単位における他セル干渉量が基準値以上と
なる影響の大きな干渉量測定単位についてはＯＬＩが通知されるので、他セル干渉量を制
御する効果は十分得ることができる。
【００５２】
　次に、本発明の他の実施例にかかる無線通信システムについて説明する。
【００５３】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は、図３を参照して説明した無線通信システム
の構成と同様である。
【００５４】
　本実施例に係る基地局装置２００について、図８を参照して説明する。
【００５５】
　本実施例に係る基地局装置２００は、図４を参照して説明した基地局装置において、他
セル干渉量測定部２０４と接続された他セル干渉量測定単位制御部２１６を備える。
【００５６】
　他セル干渉量測定単位制御部２１６は、干渉量を測定する時間単位及び／又は周波数ブ
ロック単位、すなわち、干渉量測定単位（ＯＬＩ通知単位）を変更する。この干渉量測定
単位は、予めシステムパラメータで最適な値を設定しておいてもよい。
【００５７】
　次に、本発明の他の実施例にかかる無線通信システムについて説明する。
【００５８】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は、図３を参照して説明した無線通信システム
の構成と同様である。
【００５９】
　本実施例に係る基地局装置２００について、図９を参照して説明する。
【００６０】
　本実施例に係る基地局装置２００は、図８を参照して説明した基地局装置において、他
セル干渉量測定単位制御部２１６に、上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置３００か
らの制御信号が入力されるようにしたものである。
【００６１】
　上位局３００は、ネットワークのトラフィック状況や他セル干渉量の状況などに基づい
て制御信号を生成し、生成した制御信号を各基地局に対して送信する。他セル干渉量測定
単位制御部２１６は、上位局３００により送信された制御信号に基づいて、干渉量測定単
位を制御する。また、他セル干渉量測定単位制御部２１６は、ネットワークのトラフィッ
ク状況や他セル干渉量の状況などに基づいて自律的に、干渉量測定単位を制御するように
してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】ＴＴＩ毎の干渉量の変動の一例を示す説明図である。
【図２】送信電力制御の一例を示す説明図である。
【図３】本発明の一実施例に係る無線通信システムを示す説明図である。
【図４】本発明の一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図５】本発明の一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。
【図６】本発明の一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図７】本発明の一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図８】本発明の一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図９】本発明の一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
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【符号の説明】
【００６３】
５０（５０１、５０２）　セル
１００（１００１、１００２、１００３、・・・、１００ｎ）　ユーザ装置
２００（２００１、２００２、・・・、２００ｌ）　基地局装置
２０２　無線部
２０４　他セル干渉測定部
２０６　ＯＬＩ送信判断部
２０８　ＯＬＩ送信部
２１０　有線伝送路インタフェース
２１２　基準値制御部
２１４　基準値決定部
２１６　他セル干渉量測定単位制御部
３００　アクセスゲートウェイ装置
４００　コアネットワーク
１０００　無線通信システム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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