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(57)【要約】
【課題】ビームフォーミングに関連する負荷を軽減しつ
つ干渉の増加を抑えることを可能にする。
【解決手段】３次元ビームを形成可能な指向性アンテナ
により形成される個別の３次元ビームに割り当てられる
セル識別情報を取得する取得部と、
　上記セル識別情報に基づいて、上記個別の３次元ビー
ムによるリファレンス信号の送信を制御する制御部と、
を備える通信制御装置が提供される。上記制御部は、使
用可能なリソースブロックのうちの限定されたリソース
ブロックで上記リファレンス信号が送信されるように、
上記送信を制御する。
【選択図】図２２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報を取得する取得部と、
　前記セル識別情報に基づいて、前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送信
を制御する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、使用可能なリソースブロックのうちの限定されたリソースブロックで前
記リファレンス信号が送信されるように、前記送信を制御する、
通信制御装置。
【請求項２】
　前記限定されたリソースブロックは、限定された時間内のリソースブロックである、請
求項１に記載の通信制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は、限定された時間内に前記個別の３次元ビームのためのシステム情報が送
信されるように、前記個別の３次元ビームによる前記システム情報の送信を制御する、請
求項２に記載の通信制御装置。
【請求項４】
　前記制御部は、限定された時間内に前記個別の３次元ビームのための同期信号が送信さ
れるように、前記個別の３次元ビームによる前記同期信号の送信を制御する、請求項２に
記載の通信制御装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記限定された時間を示す情報の送信を制御する、請求項２に記載の通
信制御装置。
【請求項６】
　前記限定された時間は、セルごとに決定される時間であり、隣接セルについて決定され
る限定された時間とは異なる、請求項２に記載の通信制御装置。
【請求項７】
　前記限定された時間は、限定された無線フレームである、請求項２に記載の通信制御装
置。
【請求項８】
　前記限定されたリソースブロックは、使用可能な周波数帯域のうちの限定された周波数
帯域内のリソースブロックである、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記個別の３次元ビームによるマスタ情報ブロックの送信を制御し、
　前記マスタ情報ブロックは、前記限定された周波数帯域の帯域幅を示す情報を含む、
請求項８に記載の通信制御装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記個別の３次元ビームによるシステム情報ブロックの送信を制御し、
　前記システム情報ブロックは、前記使用可能な周波数帯域を示す情報を含む、
請求項９に記載の通信制御装置。
【請求項１１】
　前記セル識別情報は、隣接セルに割り当てられるセル識別情報とは、リファレンス信号
についてのリソース割当てパターンが異なる、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記限定されたリソースブロックを特定するための情報の送信を制御す
る、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項１３】
　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報を取得することと、
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　前記セル識別情報に基づいて、前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送信
をプロセッサにより制御することと、
を含み、
　前記リファレンス信号は、使用可能なリソースブロックのうちの限定されたリソースブ
ロックで送信される、
通信制御方法。
【請求項１４】
　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報に基づいて前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送
信を制御する基地局により、使用可能なリソースブロックのうちの前記リファレンス信号
が送信される限定されたリソースブロックを特定するための情報が送信されると、当該情
報を取得する取得部と、
　前記限定されたリソースブロックで送信される前記リファレンス信号についての測定を
行う通信制御部と、
を備える端末装置。
【請求項１５】
　前記限定されたリソースブロックは、限定された時間内のリソースブロックであり、
　前記限定されたリソースブロックを特定するための前記情報は、前記限定された時間を
示す情報を含む、
請求項１４に記載の端末装置。
【請求項１６】
　前記限定されたリソースブロックは、使用可能な周波数帯域のうちの限定された周波数
帯域内のリソースブロックであり、
　前記限定されたリソースブロックを特定するための前記情報は、前記限定された周波数
帯域の帯域幅を示す情報を含む、
請求項１４に記載の端末装置。
【請求項１７】
　前記限定された周波数帯域の帯域幅を示す前記情報は、前記個別の３次元ビームにより
送信されるマスタ情報ブロックに含まれる、請求項１６に記載の端末装置。
【請求項１８】
　前記取得部は、前記使用可能な周波数帯域の帯域幅を示す情報を含むシステム情報ブロ
ックが前記個別の３次元ビームにより送信されると、当該システム情報ブロックに含まれ
る前記情報を取得し、
　前記通信制御部は、前記使用可能な周波数帯域内の割り当てられる無線リソースを使用
するように、前記端末装置による無線通信を制御する、
請求項１７に記載の端末装置。
【請求項１９】
　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報に基づいて前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送
信を制御する基地局により、使用可能なリソースブロックのうちの前記リファレンス信号
が送信される限定されたリソースブロックを特定するための情報が送信されると、当該情
報を取得することと、
　前記限定されたリソースブロックで送信される前記リファレンス信号についての測定を
プロセッサにより行うことと、
を含む通信制御方法。
【請求項２０】
　プログラムを記憶するメモリと、
　前記プログラムを実行可能な１つ以上のプロセッサと、
を備え、
　前記プログラムは、
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　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報に基づいて前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送
信を制御する基地局により、使用可能なリソースブロックのうちの前記リファレンス信号
が送信される限定されたリソースブロックを特定するための情報が送信されると、当該情
報を取得することと、
　前記限定されたリソースブロックで送信される前記リファレンス信号についての測定を
行うことと、
　を実行させるためのプログラムである、
情報処理装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、通信制御装置、通信制御方法、端末装置及び情報処理装置に関する。
【０００２】
　近年、複数のアンテナ素子を有する基地局が当該複数のアンテナ素子を使用して端末装
置へのビームを形成するビームフォーミングという技術が広く知られている。例えば、Ｌ
ＴＥ(Long　Term　Evolution)のリリース１０では、基地局が８本のアンテナを搭載する
ことが規格化されている。
【０００３】
　ビームフォーミングでは、各アンテナ素子の信号に重み係数を乗算することにより、所
望の方向へのビームが形成される。例えば、ＬＴＥにおいて、端末装置が、基地局により
送信されるリファレンス信号の受信に応じて、コードブックに含まれる重み係数のセット
（即ち、プリコーディング行列）のうちの推奨セットを選択し、基地局に通知する。ある
いは、基地局が、端末装置により送信されるリファレンス信号の受信に応じて、重み係数
のセットを算出する。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、端末装置が、コードブックに含まれる重み係数のセットの中
から望ましいセットを選択し、当該望ましいセットを基地局にフィードバックすることに
より、重み係数のセットを柔軟に決定することを可能にする技術が、開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２０１０－５３７５９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記特許文献１に開示されている技術を含む従来の技術では、基地局が有する
アンテナ素子の数の増加に伴い、ビームフォーミングに関連する負荷も増大し得る。例え
ば、アンテナ素子の数の増加に伴い、重み係数の数も増加するので、重み係数のセットを
算出するための処理が増大する。
【０００７】
　上記負荷の増大を抑えるために、個別のビームにセルＩＤを割り当てることにより、ビ
ームに対応する通信領域（即ち、ビームが届く領域）を仮想的なセルとして扱うことも、
考えられる。しかし、セルごとに送信されるＣＲＳ（Cell-Specific　Reference　Signal
）についてのリソース割当てパターン（即ち、リソースブロック内におけるＣＲＳへのリ
ソースエレメントの割当てのパターン）の数は限られているので、ＣＲＳ間での干渉が発
生し得る。一例として、ビームにより送信されるＣＲＳと隣接セルで送信されるＣＲＳと
の干渉が生じ得る。
【０００８】
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　そこで、ビームフォーミングに関連する負荷を軽減しつつ干渉の増加を抑えることを可
能にする仕組みが提供されることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示によれば、３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３
次元ビームに割り当てられるセル識別情報を取得する取得部と、
　上記セル識別情報に基づいて、上記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送信
を制御する制御部と、を備える通信制御装置が提供される。上記制御部は、使用可能なリ
ソースブロックのうちの限定されたリソースブロックで上記リファレンス信号が送信され
るように、上記送信を制御する。
【００１０】
　また、本開示によれば、３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個
別の３次元ビームに割り当てられるセル識別情報を取得することと、上記セル識別情報に
基づいて、上記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送信をプロセッサにより制
御することと、を含む通信制御方法が提供される。上記リファレンス信号は、使用可能な
リソースブロックのうちの限定されたリソースブロックで送信される。
【００１１】
　また、本開示によれば、３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個
別の３次元ビームに割り当てられるセル識別情報に基づいて上記個別の３次元ビームによ
るリファレンス信号の送信を制御する基地局により、使用可能なリソースブロックのうち
の上記リファレンス信号が送信される限定されたリソースブロックを特定するための情報
が送信されると、当該情報を取得する取得部と、上記限定されたリソースブロックで送信
される上記リファレンス信号についての測定を行う通信制御部と、を備える端末装置が提
供される。
【００１２】
　また、本開示によれば、３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個
別の３次元ビームに割り当てられるセル識別情報に基づいて上記個別の３次元ビームによ
るリファレンス信号の送信を制御する基地局により、使用可能なリソースブロックのうち
の上記リファレンス信号が送信される限定されたリソースブロックを特定するための情報
が送信されると、当該情報を取得することと、上記限定されたリソースブロックで送信さ
れる上記リファレンス信号についての測定をプロセッサにより行うことと、を含む通信制
御方法が提供される。
【００１３】
　また、本開示によれば、プログラムを記憶するメモリと、上記プログラムを実行可能な
１つ以上のプロセッサと、を備える情報処理装置が提供される。上記プログラムは、３次
元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り当てら
れるセル識別情報に基づいて上記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送信を制
御する基地局により、使用可能なリソースブロックのうちの上記リファレンス信号が送信
される限定されたリソースブロックを特定するための情報が送信されると、当該情報を取
得することと、上記限定されたリソースブロックで送信される上記リファレンス信号につ
いての測定を行うことと、を実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本開示によれば、ビームフォーミングに関連する負荷を軽減しつつ
干渉の増加を抑えることが可能となる。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではな
く、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、又
は本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】各アンテナ素子の位置とビームの３次元方向との関係を説明するための説明図で
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ある。
【図２】ビームフォーミングのための重み係数の利用手法の一例を説明するための説明図
である。
【図３】セクタアンテナにより形成されるセルの一例を説明するための説明図である。
【図４】ビームによるゲインの向上の例を説明するための説明図である。
【図５】アンテナ素子数とアンテナゲインのピークとの関係の例を説明するための説明図
である。
【図６】ＣＲＳについてのリソース割当てパターンの第１の例を説明するための説明図で
ある。
【図７】ＣＲＳについてのリソース割当てパターンの第２の例を説明するための説明図で
ある。
【図８】３次元ビームにより信号が送信されない場合のセルを説明するための説明図であ
る。
【図９】３次元ビームにより信号が送信される場合のセルを説明するための説明図である
。
【図１０】本開示の実施形態に係る通信システムの概略的な構成の一例を示す説明図であ
る。
【図１１】基地局により形成される３次元ビームの例を説明するための説明図である。
【図１２】３次元ビームによる信号の送受信の例を説明するための説明図である。
【図１３】本開示の実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。
【図１４】３次元ビームによりＣＲＳが送信される無線フレームの例を説明するための説
明図である。
【図１５】３次元ビームによりＣＲＳが送信される周波数帯域の例を説明するための説明
図である。
【図１６】本開示の実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図１７】、本開示の実施形態に係る基地局側の第１の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。
【図１８】、本開示の実施形態に係る基地局側の第２の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。
【図１９】、本開示の実施形態に係る基地局側の第３の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。
【図２０】、本開示の実施形態に係る基地局側の第４の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。
【図２１】、本開示の実施形態に係る基地局側の第５の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。
【図２２】、本開示の実施形態に係る基地局側の第６の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。
【図２３】、本開示の実施形態に係る端末装置側の通信制御処理の概略的な流れの一例を
示すフローチャートである。
【図２４】本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第１の例を示すブロ
ック図である。
【図２５】本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第２の例を示すブロ
ック図である。
【図２６】本開示に係る技術が適用され得るスマートフォンの概略的な構成の一例を示す
ブロック図である。
【図２７】本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置の概略的な構成の一
例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付の図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する
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。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素については、
同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１７】
　また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符
号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機
能構成を有する複数の要素を、必要に応じて端末装置２００Ａ、２００Ｂ及び２００Ｃの
ように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別
する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、端末装置２００Ａ、２００Ｂ及び
２００Ｃを特に区別する必要が無い場合には、単に端末装置２００と称する。
【００１８】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．はじめに
　２．通信システムの概略的な構成
　３．基地局の構成
　４．端末装置の構成
　５．処理の流れ
　６．応用例
　　６．１．基地局に関する応用例
　　６．２．端末装置に関する応用例
　７．まとめ
【００１９】
　＜＜１．はじめに＞＞
　まず、図１～図９を参照して、ビームフォーミングに関する動向、ビームフォーミング
に関するいくつかの考察、及びビームフォーミングに関する課題を説明する。
【００２０】
　（ビームフォーミングに関する動向）
　近年の移動体データ通信端末の普及により、爆発的に増加するトラフィックへの対応が
急務となっている。そのため、３ＧＰＰ（Third　Generation　Partnership　Project）
では、ＭＵ－ＭＩＭＯ（Multi-User　Multiple-Input　and　Multiple-Output）、ＣｏＭ
Ｐ（Coordinated　Multipoint　transmission/reception）等の、通信容量を増加させる
ための技術が検討されている。
【００２１】
　ＬＴＥのリリース１０では、基地局が８本のアンテナを搭載することが規格化されてい
る。よって、当該アンテナによれば、ＳＵ－ＭＩＭＯ（Single-User　Multiple-Input　a
nd　Multiple-Output）の場合に８レイヤのＭＩＭＯを実現することができる。８レイヤ
のＭＩＭＯとは、独立な８つのストリームを空間的に多重する技術である。また、４ユー
ザに２レイヤのＭＵ－ＭＩＭＯを実現することもできる。
【００２２】
　端末装置ではアンテナの配置のためのスペースが小さいこと、及び端末装置の処理能力
には限界があることに起因して、端末装置のアンテナを増やすことは難しい。しかし、近
年のアンテナ実装技術の進歩により、基地局に１００本程度のアンテナを配置することは
不可能ではなくなってきている。
【００２３】
　このように１００本程度のアンテナを基地局が備えることにより、アンテナにより形成
されるビームの半値幅（－３ｄＢのアンテナゲインを伴う角度）は、狭くなることが予想
される。即ち、鋭いビームを形成することが可能になることが予想される。さらに、アン
テナ素子を平面に配置することにより、所望の３次元方向へのビームを形成することが可
能になる。このような３次元方向へのビームで、基地局よりも高い位置にある特定のビル
に向けて信号を送信することが、提案されている。
【００２４】
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　また、アンテナ本数が増えるので、ＭＵ－ＭＩＭＯでのユーザ数を増やすことが可能に
なる。端末装置のアンテナ数が２本である場合には、１つの端末装置についての空間的に
独立したストリームの数は２本であるので、１つの端末装置についてのストリーム数を増
やすよりも、ＭＵ－ＭＩＭＯのユーザ数を増やす方が合理的である。以上の様な理由でＬ
ＴＥのダウンリンクにおけるビームフォーミングの高度化が期待されている。
【００２５】
　アンテナ本数が多くなるほど鋭いビームが形成でき、多くのセクタを形成できることの
で、基地局当たりのユーザの多重数を多くできる。
【００２６】
　（３次元ビームフォーミングの重み係数の算出手法）
　ビームフォーミングのための各アンテナ素子の重み係数は、複素数として表される。こ
の点について図１を参照して具体的に説明する。
【００２７】
　図１は、各アンテナ素子の位置とビームの３次元方向との関係を説明するための説明図
である。図１を参照すると、格子状に配置されたアンテナ素子が示されている。また、ア
ンテナ素子が配置された平面上の直行する２つの軸ｘ、ｙ、及び、当該平面に直行する１
つの軸ｚも示されている。ここで、形成すべきビームの方向は、例えば、角度phi（ギリ
シャ文字）及び角度theta（ギリシャ文字）で表される。角度phi（ギリシャ文字）は、ビ
ーム方向のうちのｘｙ平面の成分とｘ軸とのなす角度である。また、角度theta（ギリシ
ャ文字）は、ビーム方向とｚ軸とのなす角度である。この場合に、例えば、ｘ軸方向にお
いてｍ番目に配置され、ｙ軸方向においてｎ番目に配置されるアンテナ素子の重み係数Ｖ

ｍ，ｎは、以下のように表され得る。
【００２８】
【数１】

【００２９】
　ｆは周波数であり、ｃは光速である。また、ｊは複素数における虚数単位である。また
、ｄｘは、ｘ軸方向におけるアンテナ素子の間隔であり、ｄｙは、ｙ軸方向におけるアン
テナ素子間の間隔である。なお、アンテナ素子の座標は、以下のように表される。
【００３０】

【数２】

【００３１】
　所望の３次元方向が決定されると、当該方向及び周波数ｆに基づいて、各アンテナ素子
の重み係数を上述した式により求めることができる。このような重み係数は例えば図２に
示されるように用いられる。
【００３２】
　図２は、ビームフォーミングのための重み係数の利用手法の一例を説明するための説明
図である。図２を参照すると、各アンテナ素子７１に対応する送信信号７３には、各アン
テナ素子７１の重み係数７５が複素乗算される。そして、重み係数７５が複素乗算された
当該送信信号が、アンテナ素子７１から送信される。例えば、重み係数７５の複素乗算は
、デジタル信号に対して行われる。
【００３３】
　重み係数の算出の手法の一例を説明したが、重み係数の算出手法はこれに限られない。
様々な算出手法が適用され得る。
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【００３４】
　（ＬＴＥにおけるビームフォーミング）
　ＬＴＥにおけるビームフォーミングは、コードブックに基づくプリコーディングを使用
する方式と、コードブックに基づかないプリコーディングを使用する方式とに大別される
。また、コードブックに基づくプリコーディングを使用する方式には、閉ループによる手
法と開ループによる手法とがある。
【００３５】
　（３次元ビームによる仮想的なセルの形成）
　一般的なビームフォーミングでは、基地局が有するアンテナ素子の数の増加に伴い、ビ
ームフォーミングに関連する負荷も増大し得る。例えば、アンテナ素子の数の増加に伴い
、重み係数の数も増加するので、重み係数のセットを算出するための処理が増大する。即
ち、端末装置又は基地局の処理の観点での負荷が増大する。また、例えば、アンテナ素子
の数の増加に伴い、コードブックのサイズが大きくなるので、重み係数の推奨セットの通
知のためにより多くの無線リソースが必要になり、その結果オーバーヘッドが増大する。
即ち、無線リソースの観点での負荷が増大する。
【００３６】
　上記負荷の増大を抑えるために、個別の３次元ビーム（即ち、３次元方向へのビーム）
にセルＩＤを割り当てることにより、３次元ビームに対応する通信領域（即ち、ビームが
届く領域）を仮想的なセルとして扱うことも、考えられる。この場合に、例えば、基地局
が個別の３次元ビームのためのＣＲＳを当該個別の３次元ビームにより送信することが考
えられる。さらに、例えば、基地局が上記個別の３次元ビームのための同期信号又はシス
テム情報などを当該個別の３次元ビームにより送信することも考えられる。上記同期信号
は、例えば、ＰＳＳ（Primary　Synchronization　Signal）及びＳＳＳ（Secondary　Syn
chronization　Signal）を含む。また、上記システム情報は、例えば、マスタ情報ブロッ
ク（Master　Information　Block：ＭＩＢ）及びシステム情報ブロック（System　Inform
ation　Block：ＳＩＢ）を含む。
【００３７】
　例えば、端末装置は、３次元ビームに対応する通信領域（即ち、仮想的なセル）に入る
と、３次元ビームにより送信される同期信号を用いて同期し、３次元ビームにより送信さ
れるシステム情報を取得する。そして、端末装置は、３次元ビームにより送信されるＣＲ
Ｓについての測定（measurement）を行い、当該測定の結果が所定の条件を満たすと、基
地局への当該測定の報告を行う。その後、例えば、基地局は、上記通信領域（即ち、仮想
的なセル）への上記端末装置のハンドオーバを行う。
【００３８】
　例えば、基地局は、３次元ビームに対応する仮想的なセルに属する端末装置へのダウン
リンク信号に重み係数を乗算することにより、当該ダウンリンク信号を上記３次元ビーム
により送信する。なお、基地局は、上記端末装置からのアップリンク信号に重み係数を乗
算することにより、アップリンクのビームフォーミング処理を行ってもよい。
【００３９】
　（基地局のセルの大きさ）
　従来の基地局のサービスエリアの大きさ（即ち、セルの大きさ）は、使用される周波数
帯域における伝搬損失特性から求められる。なお、許容伝搬損失は、端末装置の所要受信
電力、基地局の送信電力、及び送受信アンテナゲインなどから求められる。
【００４０】
　基地局がダウンリンクで送信するＣＲＳは、基地局ごとに割り当てられるセルＩＤに応
じて一意に決まる信号系列で構成される。端末装置は、基地局によりダウンリンクで送信
されるＣＲＳの受信強度を測定し、例えばあるセルについての当該受信強度が所定の強度
を超える場合に基地局に報告する。そして、基地局は、例えば、上記端末装置の上記ある
セルへのハンドオーバを決定する。即ち、ＣＲＳの送信電力は、サービスエリアの大きさ
に影響する。
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【００４１】
　（無指向性エリア）
　例えば、セルの中心に配置され、当該セル全体にサービスを提供する基地局は、無指向
性アンテナを有する。無指向性アンテナとは、水平面での指向性を有さず、どの方向にも
一様に電波を放射するアンテナである。無指向性アンテナにより形成されるサービスエリ
アの大きさは、基地局の送信電力と伝搬損失とによって決まる。
【００４２】
　また、例えば、市街地のような多数の端末装置が存在するエリアでは、セルの中心に基
地局を配置するのではなく、３つのセル（セクタとも呼ばれる）が接する位置に基地局が
配置される。これにより、１つの基地局が、３つのセルでサービスを提供することが可能
になる。このような場合に、基地局は、上記３つのセルに電波を放射するセクタアンテナ
を有する。セクタアンテナは、ダイポールアンテナの背面に金属製の反射器を配置するこ
とにより実現される。以下、図３を参照して、セクタアンテナにより形成されるセルの具
体例を説明する。
【００４３】
　図３は、セクタアンテナにより形成されるセルの一例を説明するための説明図である。
図３を参照すると、３つのセル（セクタ）を形成するセクタアンテナのビーム幅（－６０
度～６０度）が示されている。当該ビーム幅は、アンテナゲインが－３ｄＢとなる幅とし
て定義される。このようなビームが３つの方向に向けられることにより、３つのセルが形
成される。形成される３つのセルの大きさも、基地局の送信電力と伝搬損失とにより決ま
る。
【００４４】
　なお、本明細書では、ビームフォーミングを伴わない電波に対応するサービスエリアを
無指向性エリアと呼ぶ。当該電波は、例えば、無指向性アンテナにより放射される無指向
性の電波であってもよく、又はセクタアンテナにより放射されるセクタビームであっても
よい。あるいは、上記電波は、指向性アンテナが有する複数のアンテナ素子の一部により
放射される電波であってもよい。なお、上記無指向性エリアは、送信電力及び伝搬損失か
ら大きさが決まるサービスエリアとも言える。
【００４５】
　（指向性エリア）
　本明細書では、３次元ビームのような鋭いビームに対応するサービスエリア（通信領域
）を指向性エリアと呼ぶ。無指向性エリア内の電波強度は、セルの中心に近いほど強く、
セルの周辺に近いほど弱いが、指向性エリア内の電波強度は、比較的一定に保たれている
。
【００４６】
　（３次元ビームによるダウンリンクでの干渉）
　３次元ビームは高い位置（例えば、高層ビルの高い位置）に向けて放射されることが想
定されている。そのため、例えば３次元ビームは、隣接セル内の高い位置（例えば、隣接
セル内の高層ビルの高い位置）にも到達し得る。即ち、上記３次元ビームは、隣接セルの
無指向性エリア、又は隣接セルの指向性エリアに到達し得る。そのため、３次元ビームに
起因して、隣接セルにおいて干渉が発生し、通信品質、及びユーザの通信容量などが低下
し得る。
【００４７】
　（ビーム幅とアンテナゲイン）
　ビームが鋭くなると、放射される電波のエネルギーが集中するので、ゲインが上がる。
以下、図４を参照してよりこの点をより詳細に説明する。
【００４８】
　図４は、ビームによるゲインの向上の例を説明するための説明図である。図４を参照す
ると、アンテナが配置される位置７７が示されている。例えば、無指向性アンテナが位置
７７に配置される場合に、当該無指向性アンテナにより放射される電波は、球状の領域７
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８に到達する。一方、３次元ビームを形成可能な指向性アンテナが位置７７に配置される
場合に、当該指向性アンテナにより放射される放射角theta（ギリシャ文字）の電波（即
ち、当該指向性アンテナにより形成される放射角thetaの３次元ビーム）は、領域７９に
到達する。このように、ビームが鋭くなると、電波の到達領域が狭くなり、電波のエネル
ギーが狭い領域に集中する。一例として、球状の領域７８に到達する電波を放射する無指
向性アンテナのアンテナゲインが１である場合に、放射角thetaの３次元ビームを形成す
る指向性アンテナのアンテナゲインＧは以下のように表される。
【００４９】
【数３】

【００５０】
　なお、指向性アンテナのアンテナ素子数が増えると、指向性アンテナによってより鋭い
ビームを形成することが可能になる。即ち、指向性アンテナのアンテナ素子数が増えると
、指向性アンテナのゲインのピークが向上する。以下、この点について、図５を参照して
具体例を説明する。
【００５１】
　図５は、アンテナ素子数とアンテナゲインのピークとの関係の例を説明するための説明
図である。図５を参照すると、アンテナ素子数に対するアンテナゲインを示すグラフが示
されている。このように、アンテナ素子数が増加すると、アンテナゲインのピークが向上
する。
【００５２】
　（ビームフォーミングに関する課題）
　上述したように、一般的なビームフォーミングでは、基地局が有するアンテナ素子の数
の増加に伴い、ビームフォーミングに関連する負荷も増大し得る。例えば、重み係数のセ
ットを算出するための処理が増大する。即ち、端末装置又は基地局の処理の観点での負荷
が増大する。また、例えば、重み係数の推奨セットの通知のためにより多くの無線リソー
スが必要になり、その結果オーバーヘッドが増大する。即ち、無線リソースの観点での負
荷が増大する。
【００５３】
　また、上述したように、上記負荷の増大を抑えるために、個別のビームにセルＩＤを割
り当てることにより、ビームに対応する通信領域（即ち、ビームが届く領域）を仮想的な
セルとして扱うことも、考えられる。この場合に、例えば、基地局が個別の３次元ビーム
のためのＣＲＳを当該個別の３次元ビームにより送信することが考えられる。さらに、例
えば、基地局が上記個別の３次元ビームのための同期信号（例えば、ＰＳＳ及びＳＳＳ）
又はシステム情報（例えば、ＭＩＢ及びＳＩＢ）などを当該個別の３次元ビームにより送
信することも考えられる。
【００５４】
　・ＣＲＳ間での干渉
　しかし、セルごとに送信されるＣＲＳについてのリソース割当てパターン（即ち、リソ
ースブロック内におけるＣＲＳへのリソースエレメントの割当てのパターン）の数は限ら
れているので、ＣＲＳ間での干渉が発生し得る。一例として、ビームにより送信されるＣ
ＲＳと隣接セルで送信されるＣＲＳとの干渉が生じ得る。
【００５５】
　より具体的には、例えば、ＣＲＳの信号系列として、５０４種類の信号系列（即ち、５
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０４種類のセルＩＤに対応する信号系列）が用意されている。一方、ＣＲＳについてのリ
ソース割当てパターン（即ち、周波数方向へのシフトのパターン）として、６種類の割当
てパターンしか用意されていない。ＣＲＳについてのリソース割当てパターンが基地局間
で重複しないようにセルＩＤを決定し、ＣＲＳ間での干渉を回避することは容易である。
しかし、多数のビームに別々のセルＩＤを割り当てると、いずれかのビームと隣接セルと
の間でＣＲＳについてのリソース割当てパターンが同一になり得る。そのため、ＣＲＳ間
での干渉が生じる可能性がある。以下、図６及び図７を参照して、ＣＲＳについてのリソ
ース割当てパターンの具体例を説明する。
【００５６】
　図６は、ＣＲＳについてのリソース割当てパターンの第１の例を説明するための説明図
である。図６を参照すると、サブフレーム８１内で時間方向に並ぶ２つのリソースブロッ
ク８３が示されている。各リソースブロック８３は、時間方向において、１スロット（即
ち、７ＯＦＤＭシンボル）の幅を有する。また、各リソースブロック８３は、周波数方向
において１２サブキャリアの幅８５を有する。時間方向において１ＯＦＤＭの幅を有し、
周波数方向において１サブキャリアの幅を有する無線リソースは、リソースエレメントと
呼ばれる。各リソースブロック８３に含まれるいくつかのリソースエレメントが、ＣＲＳ
に割り当てられ、ＣＲＳは、割り当てられたリソースエレメントで送信される。具体的に
は、各リソースブロック内の１番目のＯＦＤＭシンボルに対応するリソースエレメントの
うちの、６サブキャリアの間隔を有する２つのリソースエレメントが、ＣＲＳに割り当て
られる。また、リソースブロック内の３番目のＯＦＤＭシンボルに対応するリソースエレ
メントのうちの、６サブキャリアの間隔を有する２つのリソースエレメントも、ＣＲＳに
割り当てられる。この例では、ＣＲＳは、リソースエレメント８７Ａ～８７Ｆで送信され
る。
【００５７】
　図７は、ＣＲＳについてのリソース割当てパターンの第２の例を説明するための説明図
である。図７を参照すると、図６と同様に、２つのリソースブロック８３が示されている
。この例では、ＣＲＳは、リソースエレメント８７Ｉ～８７Ｐで送信される。図７の例で
は、図６の例と比べて、ＣＲＳに割り当てられるリソースエレメントは、周波数方向にお
いて１サブキャリア分だけシフトされている。このような周波数方向におけるシフトとし
て６種類のシフトがあるので、ＣＲＳについてのリソース割当てパターンとして６種類の
リソース割当てパターンがある。
【００５８】
　以上のように、ＣＲＳについてのリソース割当てパターンは限られているので、ＣＲＳ
間での干渉が発生し得る。
【００５９】
　・無指向性エリアのための送信電力の減少
　また、基地局の送信電力は所定の最大送信電力を超えてはならないので、無指向性エリ
アでの信号の送信に加えて個別の３次元ビームによる信号（例えば、ＣＲＳ、同期信号、
システム情報など）の送信も行われると、無指向性エリアのための送信電力が減少し得る
。これは、ユーザの通信容量の減少、スループットの低下、又はセルの縮小などにつなが
り得る。
【００６０】
　一例として、３次元ビームによる信号の送信に起因して、無指向性エリアにおいてダウ
ンリンクで送信されるデータ信号の送信電力が減少する。その結果、ユーザの通信容量が
減少し、スループットが低下し得る。
【００６１】
　別の例として、３次元ビームによる信号の送信に起因して、無指向性エリアにおいてＣ
ＲＳの送信電力が減少する。そのため、ＣＲＳの受信強度が所定の受信強度を超える領域
が縮小し、無指向性エリアが縮小し得る。その結果、ユーザの通信容量が減少し、スルー
プットが低下し得る。以下、この点について図８及び図９を参照して具体例を説明する。
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【００６２】
　図８は、３次元ビームにより信号が送信されない場合のセルを説明するための説明図で
ある。図８を参照すると、互いに隣接する基地局９１Ａ及び基地局９１Ｂが示されている
。また、基地局９１Ａのセル９３Ａ及び基地局９１Ｂのセル９３Ｂも示されている。セル
９３Ａ及びセル９３Ｂは、無指向性エリアである。さらに、セル９３Ａ内に位置する端末
装置９５Ａ～９５Ｃ、及び、セル９３Ｂ内に位置する端末装置９５Ｄ～９５Ｈが、示され
ている。端末装置９５Ｄ～９５Ｈは、セル９３Ｂ内に位置する高層ビル９７内に位置する
。この例では、基地局９１Ａは、３次元ビームにより信号を送信していない。
【００６３】
　図９は、３次元ビームにより信号が送信される場合のセルを説明するための説明図であ
る。図９を参照すると、図８と同様に、基地局９１Ａ及び基地局９１Ｂ、並びに、端末装
置９５Ａ～９５Ｈが、示されている。この例では、基地局９１Ａは、３次元ビーム９９に
より信号（例えば、ＣＲＳ、同期信号など）を送信する。そして、上記３次元ビームによ
る上記信号の送信に起因する送信電力の増加に伴い、例えば、無指向性エリアにおけるＣ
ＲＳの送信電力が減少する。そのため、図９の例では、図８の例と比べて、無指向性エリ
アであるセル９３Ａは小さく、端末装置９５Ｃは、セル９３Ａ内に位置せず、通信できな
い。その結果、例えば、ユーザの通信容量が減少し、スループットが低下する。
【００６４】
　以上のように、無指向性エリアのための送信電力が減少し得る。そして、これは、例え
ばユーザの通信容量の減少、スループットの低下、又はセルの縮小などにつながり得る。
【００６５】
　そこで、本開示の実施形態は、例えば、ビームフォーミングに関連する負荷を軽減しつ
つ干渉の増加を抑えることを可能にする。また、本開示の実施形態は、例えば、ビームフ
ォーミングに関連する負荷を軽減しつつ無指向性エリアのための送信電力の減少を抑制す
る。
【００６６】
　＜＜２．通信システムの概略的な構成＞＞
　続いて、図１０～図１２を参照して、本開示の実施形態に係る通信システム１の概略的
な構成を説明する。図１０は、本開示の実施形態に係る通信システム１の概略的な構成の
一例を示す説明図である。図１０を参照すると、通信システム１は、基地局１００及び端
末装置２００を含む。通信システム１は、例えば、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、
又はこれらに準ずる通信方式に従ったシステムである。
【００６７】
　基地局１００は、端末装置２００との無線通信を行う。
【００６８】
　・無指向性エリアでの無線通信
　基地局１００は、セル１０内に位置する端末装置２００との無線通信を行う。セル１０
は、ビームフォーミングを伴わない電波に対応する通信領域（即ち、無指向性エリア）で
ある。
【００６９】
　例えば、基地局１００は、無指向性アンテナを備え、無指向性の電波により信号を送信
する。基地局１００は、例えば、無指向性の電波によりＣＲＳ（Cell-Specific　Referen
ce　Signal）を送信する。また、基地局１００は、例えば、無指向性の電波により、その
他の制御信号（例えば、同期信号、及びシステム情報など）及びデータ信号を送信する。
【００７０】
　なお、基地局１００は、無指向性アンテナの代わりに、セクタアンテナを備え、無指向
性ビームの代わりに、ビームフォーミングを伴わないセクタビームにより信号を送信して
もよい。また、基地局１００は、無指向性アンテナ及びセクタアンテナの代わりに、指向
性アンテナが有する複数のアンテナ素子の一部を用いて、ビームフォーミングを伴わない
電波により信号を送信してもよい。
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【００７１】
　・指向性エリアでの無線通信
　さらに、とりわけ本開示の実施形態では、基地局１００は、３次元ビーム（即ち、３次
元方向へのビーム）を形成可能な指向性アンテナを備え、３次元ビームによって信号を送
信する。以下、この点について図１１を参照して具体例を説明する。
【００７２】
　図１１は、基地局１００により形成される３次元ビームの例を説明するための説明図で
ある。図１１を参照すると、指向性アンテナ１０１が示されている。指向性アンテナ１０
１は、３次元ビームを形成可能である。図１１に示されるように、指向性アンテナ１０１
は、異なる３次元方向への複数の３次元ビーム２０を形成する。例えばこのように、指向
性アンテナ１０１は高い位置に配置され、３次元ビーム２０は、いずれかの方向（下方向
、上方向又は水平方向）に向かって放射される。そして、各３次元ビーム２０に対応する
通信領域３０に到達する。具体的には、３次元ビーム２０Ａが形成され、３次元ビーム２
０Ａは通信領域３０Ａに到達する。また、３次元ビーム２０Ｂが形成され、３次元ビーム
２０Ｂは通信領域３０Ｂに到達する。このように、３次元ビーム２０は通信領域３０に到
達する。その結果、通信領域３０内に位置する端末装置２００は、当該３次元ビーム２０
により送信される信号を受信することができる。
【００７３】
　さらに、基地局１００は、上記指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに
セルＩＤを割り当て、当該セルＩＤに基づいて、当該個別の３次元ビームによりＣＲＳを
送信する。即ち、基地局１００は、個別の３次元ビームに対応する通信領域（サービスエ
リア）を仮想的なセル（以下、「仮想セル」と呼ぶ）として扱う。
【００７４】
　具体的には、例えば、基地局１００は、指向性アンテナにより形成される３次元ビーム
にセルＩＤを割り当て、当該セルＩＤに対応するリソース割当てパターンで、当該セルＩ
Ｄに対応する信号系列のＣＲＳを送信する。また、例えば、基地局１００は、端末装置２
００による上記ＣＲＳについての測定結果が所定の条件を満たす場合に、上記個別の３次
元ビームに対応する通信領域（サービスエリア）への端末装置２００のハンドオーバを行
う。そして、基地局１００は、端末装置２００宛の信号を上記個別の３次元ビームにより
送信する。このように、個別の３次元ビームに対応する通信領域（サービスエリア）は仮
想的なセルとして扱われる。以下、図１２を参照して、３次元ビームによる無線通信の例
を説明する。
【００７５】
　図１２は、３次元ビームによる信号の送受信の例を説明するための説明図である。図１
２を参照すると、基地局１００並びに端末装置２００Ａ及び端末装置２００Ｂが示されて
いる。さらに、基地局１００により形成される３次元ビーム２０Ａ及びそれに対応する通
信領域３０Ａと、基地局１００により形成される３次元ビーム２０Ｂ及びそれに対応する
通信領域３０Ｂとが、示されている。基地局１００は、３次元ビーム２０Ａに第１のセル
ＩＤを割り当て、上記第１のセルＩＤに対応するりリソース割当てパターンで、当該第１
のセルＩＤに対応する信号系列のＣＲＳを送信する。そして、端末装置２００Ａは、上記
ＣＲＳについての測定を行い、当該測定の結果が所定の条件を満たすと、基地局１００へ
の当該測定の報告を行う。すると、例えば、基地局１００は、セル１０から通信領域３０
Ａ（仮想セル）への端末装置２００Ａのハンドオーバを行う。そして、基地局１００は、
端末装置２００Ａ宛の信号を３次元ビーム２０Ａにより送信する。同様に、基地局１００
は、３次元ビーム２０Ｂに第２のセルＩＤを割り当て、上記第２のセルＩＤに対応するり
リソース割当てパターンで、当該第２のセルＩＤに対応する信号系列のＣＲＳを送信する
。そして、端末装置２００Ｂは、上記ＣＲＳについての測定を行い、当該測定の結果が所
定の条件を満たすと、基地局１００への当該測定の報告を行う。すると、例えば、基地局
１００は、セル１０から通信領域３０Ｂ（仮想セル）への端末装置２００Ｂのハンドオー
バを行う。そして、基地局１００は、端末装置２００Ｂ宛の信号を３次元ビーム２０Ｂに
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より送信する。
【００７６】
　なお、基地局１００は、３次元ビーム２０Ａ及び３次元ビーム２０Ｂにより、同一の無
線リソース（例えば、同一のリソースブロック）を使用して信号を送信することができる
。３次元ビーム２０Ａは、３次元ビーム２０Ｂが到達する通信領域３０Ｂにはほとんど到
達せず、３次元ビーム２０Ｂは、３次元ビーム２０Ａが到達する通信領域３０Ａにはほと
んど到達しないからである。このように、３次元ビームによりユーザを多重化することが
できる。
【００７７】
　３次元ビームにより送信される信号（例えば、ＣＲＳ、同期信号など）の送信電力は、
当該３次元ビームのビーム幅に応じて設定されてもよい。例えば、３次元ビームを形成す
る場合の指向性アンテナのアンテナゲインは、無指向性アンテナ（又はセクタアンテナ）
のアンテナゲインと比べて大きくなる。そのため、指向性アンテナの上記アンテナゲイン
から無指向性アンテナ（又はセクタアンテナ）の上記アンテナゲインを差し引くことによ
り得られる差分がより大きいほど、３次元ビームにより送信される信号の送信電力がより
小さい値に設定されてもよい。
【００７８】
　また、指向性アンテナにより形成される３次元ビームのビーム幅、及び当該３次元ビー
ムの方向は、ユーザの状況（例えば、ユーザの配置及びユーザ数など）などに応じて設定
されてもよい。即ち、３次元ビームを形成するための重み係数のセットは、ユーザの状況
などに応じて設定されてもよい。また、指向性アンテナにより形成される３次元ビームは
、必要に応じて追加されてもよく、又は削除されてもよい。即ち、個々の３次元ビームは
、指向性アンテナにより新たに形成されてもよく、又は形成されなくなってもよい。
【００７９】
　・周波数方向及び時間方向での同期
　例えば、無指向性エリア（即ち、セル１０）の無線通信と、指向性エリア（即ち、３次
元ビームに対応する通信領域（仮想セル））の無線通信との間では、周波数方向及び時間
方向における同期（周波数同期及びタイミング同期）が維持されている。また、例えば、
互いに隣接するセル間でも、周波数方向及び時間方向における同期（周波数同期及びタイ
ミング同期）が維持されている。
【００８０】
　以上、本開示の実施形態に係る通信システム１の概略的な構成の一例を説明した。本開
示の実施形態に係る通信システム１は、ビームフォーミングに関連する負荷を軽減しつつ
干渉の増加を抑えることを可能にする。具体的な手法として、基地局１００は、個別の３
次元ビームに割り当てられるセルＩＤに基づいて、当該個別の３次元ビームによりＣＲＳ
を送信する。また、基地局１００は、使用可能なリソースブロック全てではなく、当該使
用可能なリソースブロックのうちの限定されたリソースブロックで、上記個別の３次元ビ
ームによりＣＲＳを送信する。
【００８１】
　＜＜３．基地局の構成＞＞
　続いて、図１３～図１５を参照して、本開示の実施形態に係る基地局１００の構成の一
例を説明する。図１３は、本開示の実施形態に係る基地局１００の構成の一例を示すブロ
ック図である。図１３を参照すると、基地局１００は、アンテナ部１１０、無線通信部１
２０、ネットワーク通信部１３０、記憶部１４０及び処理部１５０を備える。
【００８２】
　（アンテナ部１１０）
　アンテナ部１１０は、無線通信部１２０により出力される信号を電波として空間に放射
する。また、アンテナ部１１０は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部１
２０へ出力する。
【００８３】
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　・ビームフォーミングを伴わない電波
　アンテナ部１１０は、ビームフォーミングを伴わない電波を放射する。例えば、アンテ
ナ部１１０は、無指向性アンテナを含み、無指向性の電波を放射する。即ち、アンテナ部
１１０は、信号を無指向性の電波として空間に放射する。
【００８４】
　なお、アンテナ部１１０は、無指向性アンテナの代わりに、セクタアンテナを含み、ビ
ームフォーミングを伴わないセクタビームとして信号を空間に放射してもよい。また、ア
ンテナ部１１０は、無指向性アンテナ及びセクタアンテナを含まず、指向性アンテナを含
み、当該指向性アンテナが有する複数のアンテナ素子の一部の使用などにより、ビームフ
ォーミングを伴わない電波として信号を空間に放射してもよい。
【００８５】
　・３次元ビーム
　とりわけ本開示の実施形態では、アンテナ部１１０は、３次元ビーム（即ち、３次元方
向へのビーム）を形成可能な指向性アンテナを含み、３次元ビームを形成する。即ち、ア
ンテナ部１１０は、信号を３次元ビームとして空間に放射する。アンテナ部１１０は、例
えば、異なる３次元方向への複数の３次元ビームを形成する。
【００８６】
　アンテナ部１１０により形成される３次元ビームの３次元方向は、アンテナ素子に対応
する重み係数のセットに応じて決まる。例えば、アンテナ素子ごとの信号に対する重み係
数の乗算が処理部１５０（送信制御部１５５）により行われる。その結果、アンテナ部１
１０は、当該重み係数に応じて決まる３次元方向への３次元ビームを形成する。
【００８７】
　（無線通信部１２０）
　無線通信部１２０は、無線通信を行う。例えば、無線通信部１２０は、端末装置２００
へのダウンリンク信号を送信し、端末装置２００からのアップリンク信号を受信する。
【００８８】
　（ネットワーク通信部１３０）
　ネットワーク通信部１３０は、他の通信ノードと通信する。例えば、ネットワーク通信
部１３０は、他の基地局１００又はコアネットワークノードと通信する。
【００８９】
　（記憶部１４０）
　記憶部１４０は、基地局１００の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
【００９０】
　（処理部１５０）
　処理部１５０は、基地局１００の様々な機能を提供する。処理部１５０は、セルＩＤ割
当部１５１、情報取得部１５３、送信制御部１５５及びハンドオーバ制御部１５７を含む
。
【００９１】
　（セルＩＤ割当部１５１）
　セルＩＤ割当部１５１は、３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される
個別の３次元ビームにセル識別情報（以下、「セルＩＤ」と呼ぶ）を割り当てる。
【００９２】
　具体的には、例えば、セルＩＤ割当部１５１は、指向性アンテナにより形成される複数
の３次元ビームに異なるセルＩＤを割り当てる。これにより、当該複数の３次元ビームの
各々に対応する通信領域を仮想セルとして扱うことが可能になる。なお、上記複数の３次
元ビームの各々に割り当てられたセルＩＤは、例えば、記憶部１４０に記憶される。
【００９３】
　・セルＩＤに対応するリソース割当てパターン
　例えば、上記個別の３次元ビームに割り当てられる上記セルＩＤは、隣接セルに割り当
てられるセルＩＤとは、ＣＲＳについてのリソース割当てパターンが異なる。即ち、セル



(17) JP WO2015/045658 A1 2015.4.2

10

20

30

40

50

ＩＤ割当部１５１は、隣接セルに割り当てられるセルＩＤが対応するリソース割当てパタ
ーンとは異なるリソース割当てパターンに対応するセルＩＤを、上記個別の３次元ビーム
に割り当てる。上記隣接セルは、例えば、セル１０に隣接するセルのみではなく、セル１
０と一部又は全体で重なるスモールセル、及び／又はセル１０の近傍に位置するスモール
セルを含む。
【００９４】
　具体的には、例えば、図６に示されるようなリソース割当てパターンに対応するセルＩ
Ｄが、セル１０の隣接セルに割り当てられている。一方、図７に示されるようなリソース
割当てパターンに対応するセルＩＤは、セル１０のいずれの隣接セルにも割り当てられて
いない。この場合に、セルＩＤ割当部１５１は、図７に示されるようなリソース割当てパ
ターンに対応するいずれかのセルＩＤを３次元ビームに割り当てる。
【００９５】
　これにより、基地局１００により形成されうる３次元ビームが隣接セルに到達する場合
であっても、当該３次元ビームにより送信されるＣＲＳは、隣接セル（無指向性エリア）
のＣＲＳに干渉しない。例えばこのように、ＣＲＳ間での干渉の増加を抑制することが可
能になる。
【００９６】
　なお、前記隣接セルは、全ての隣接セルのうちの、上記個別の３次元ビームの方向に位
置する隣接セルであってもよい。即ち、上記個別の３次元ビームに割り当てられる上記セ
ルＩＤは、当該個別の３次元ビームの方向に基づいて割り当てられてもよい。例えば、上
記個別の３次元ビームの方向にある隣接セルに割り当てられるセルＩＤが対応するリソー
ス割当てパターンと、上記個別の３次元ビームに割り当てられるセルＩＤに対応するリソ
ース割当てパターンとが異なるように、上記個別の３次元ビームにセルＩＤが割り当てら
れてもよい。
【００９７】
　さらに、上記個別の３次元ビームに割り当てられる上記セルＩＤは、隣接セルの基地局
により形成される３次元ビームに割り当てられるセルＩＤとは、ＣＲＳについてのリソー
ス割当てパターンが異なってもよい。これにより、基地局１００により形成されうる３次
元ビームが隣接セルに到達する場合であっても、当該３次元ビームにより送信されるＣＲ
Ｓは、隣接セルの基地局により形成される３次元ビームにより送信されるＣＲＳに干渉し
ない。例えばこのように、ＣＲＳ間での干渉の増加をさらに抑制することが可能になる。
【００９８】
　・セルＩＤの取得手法
　セルＩＤ割当部１５１は、例えば、ネットワーク通信部１３０を介して、コアネットワ
ークノード又は隣接セルの基地局から、当該隣接セルに割り当てられたセルＩＤを取得す
る。
【００９９】
　なお、セルＩＤ割当部１５１は、端末装置２００による測定の報告から、隣接セルのセ
ルＩＤを取得してもよい。セルＩＤ割当部１５１は、とりわけ、３次元ビームに対応する
通信領域（仮想セル）に属する端末装置２０９による測定の報告から、隣接セルのセルＩ
Ｄを取得してもよい。これにより、干渉が問題になり得る場合に、隣接セルに割り当てら
れるセルＩＤが対応するリソース割当てパターンとは異なるリソース割当てパターンに対
応するセルＩＤを、上記３次元ビームに適宜割り当てることが、可能になる。これは、例
えば、３次元ビームの方向にスモールセルが密集している場合に有用である。
【０１００】
　あるいは、基地局１００が、ダウンリンクの受信機を備え、セルＩＤ割当部１５１は、
隣接セルにより送信される信号（例えば、同期信号）から、当該隣接セルに割り当てられ
たセルＩＤを取得してもよい。
【０１０１】
　セルＩＤ割当部１５１は、隣接セルに割り当てられたセルＩＤと同様の手法で、隣接セ
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ルの基地局により形成されるビームに割り当てられたセルＩＤを取得してもよい。
【０１０２】
　（情報取得部１５３）
　情報取得部１５３は、３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別
の３次元ビームに割り当てられるセルＩＤを取得する。
【０１０３】
　例えば、上述したように、セルＩＤ割当部１５１は、複数の３次元ビームの各々に異な
るセルＩＤを割り当てる。すると、情報取得部１５３は、当該複数の３次元ビームの各々
に割り当てられたセルＩＤを取得する。そして、情報取得部１５３は、取得したセルＩＤ
を送信制御部１５５に提供する。
【０１０４】
　（送信制御部１５５）
　送信制御部１５５は、基地局１００による信号の送信を制御する。
【０１０５】
　・３次元ビームによるＣＲＳの送信
　とりわけ本開示の実施形態では、送信制御部１５５は、個別の３次元ビームに割り当て
られるセルＩＤに基づいて、当該個別の３次元ビームによるＣＲＳの送信を制御する。
【０１０６】
　具体的には、例えば、送信制御部１５５は、個別の３次元ビームに割り当てられたセル
ＩＤに対応するリソース割当てパターンで、当該セルＩＤに対応する信号系列のＣＲＳが
送信されるように、個別の３次元ビームによるＣＲＳの送信を制御する。
【０１０７】
　一例として、上記制御として、送信制御部１５５は、個別の３次元ビームに割り当てら
れたセルＩＤに対応するリソース割当てパターンのリソースエレメントに、当該セルＩＤ
に対応する信号系列のＣＲＳを挿入する。そして、送信制御部１５５は、挿入されたＣＲ
Ｓに上記個別の３次元ビームの重み係数を乗算する。これにより、上記リソース割当てパ
ターンで上記信号系列のＣＲＳが３次元ビームにより送信される。
【０１０８】
　このような３次元ビームによるＣＲＳの送信により、例えば、個別の３次元ビームに対
応する通信領域を仮想セルとして扱うことが可能になる。そのため、ビームフォーミング
に関連する負荷が軽減され得る。例えば、３次元ビームの重み係数の推奨セットが端末装
置２００ごとに算出される必要はない。そのため、アンテナ素子の数が増加したとしても
、重み係数のセットを算出するための処理は増大しない。即ち、端末装置２００又は基地
局１００の処理の観点での負荷が軽減され得る。また、例えば、重み係数の推奨セットが
基地局１００に通知される必要はない。そのため、アンテナ素子の数が増加したとしても
、重み係数の推奨セットの通知のために多くの無線リソースが必要にはなることはない。
即ち、無線リソースの観点での負荷が軽減され得る。
【０１０９】
　・限定されたリソースブロックでのＣＲＳの送信
　さらにとりわけ本開示の実施形態では、送信制御部１５５は、使用可能なリソースブロ
ックのうちの限定されたリソースブロックでＣＲＳが送信されるように、個別の３次元ビ
ームによるＣＲＳの送信を制御する。即ち、ＣＲＳは、使用可能なリソースブロック全て
ではなく、限定されたリソースブロックで、３次元ビームにより送信される。
【０１１０】
　これにより、例えば、干渉の増加を抑えることが可能になる。具体的には、例えば、上
記限定されたリソースブロックでは、基地局１００により形成される３次元ビームにより
送信されるＣＲＳと隣接セルで送信されるＣＲＳとの間で干渉が生じる可能性があるが、
上記限定されたリソースブロック以外のリソースブロックでは、上記干渉が生じない。そ
のため、ＣＲＳ間での干渉の増加が抑えられる。
【０１１１】
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　したがって、本開示の実施形態によれば、ビームフォーミングに関連する負荷を軽減し
つつ、干渉の増加を抑えることが可能となる。
【０１１２】
　また、例えば、無指向性エリアのための送信電力の減少を抑えることが可能になる。具
体的には、例えば、ＣＲＳが送信されるリソースブロックの数が限定されるので、３次元
ビームにより送信されるＣＲＳの数が少なり、３次元ビームによるＣＲＳの送信電力がよ
り小さくなる。よって、無指向性エリアのための送信電力の減少が抑えられる。その結果
、ユーザの通信容量の減少、スループットの低下、及びセルの縮小も抑えられ得る。
【０１１３】
　以下では、限定されるリソースブロックのより具体的な例を説明する。
【０１１４】
　　－限定された時間内のリソースブロックでのＣＲＳの送信
　上記限定されたリソースブロックは、例えば、限定された時間内のリソースブロックで
ある。また、当該限定された時間は、例えば、限定された無線フレームである。即ち、Ｃ
ＲＳは、限定された無線フレームで３次元ビームにより送信される。以下、この点につい
て図１４を参照して具体例を説明する。
【０１１５】
　図１４は、３次元ビームによりＣＲＳが送信される無線フレームの例を説明するための
説明図である。図１４を参照すると、システムフレーム番号（ＳＦＮ）付きの無線フレー
ムが示されている。この例では、限定された無線フレームは、Ｎ個の無線フレームのうち
の１つの無線フレームである。より具体的には、当該限定された無線フレームは、Ｎの整
数倍であるＳＦＮ（０、Ｎ、２Ｎなど）を伴う無線フレームである。即ち、Ｎの整数倍で
あるＳＦＮを伴う無線フレームで、ＣＲＳが３次元ビームにより送信される。
【０１１６】
　これにより、例えば、上記限定された時間（無線フレーム）内では、基地局１００によ
り形成される３次元ビームにより送信されるＣＲＳと隣接セルで送信されるＣＲＳとの間
で干渉が生じる可能性があるが、上記限定された時間以外の時間では、上記干渉が生じな
い。そのため、ＣＲＳ間での干渉の増加は、限定された時間内に抑えられる。
【０１１７】
　また、例えば、ＣＲＳが送信される時間（無線フレーム）が限定されるので、３次元ビ
ームによるＣＲＳの送信への電力割当ては、限定された時間（無線フレーム）内に抑えら
れる。よって、無指向性エリアのための送信電力の減少が、限定された時間内に抑えられ
る。その結果、ユーザの通信容量の減少、スループットの低下、及びセルの縮小も、限定
された時間内に抑えられ得る。
【０１１８】
　さらに、例えば、上記限定された無線フレームは、セルごとに決定される無線フレーム
であり、隣接セルについて決定される限定された無線フレームとは異なる。即ち、基地局
１００が３次元ビームによりＣＲＳを送信する無線フレームは、隣接セルの基地局が３次
元ビームによりＣＲＳを送信する無線フレームとは異なる。
【０１１９】
　図１４の例を再び参照すると、例えば、基地局１００は、Ｎの整数倍であるＳＦＮ（０
、Ｎ、２Ｎなど）を伴う無線フレームで、３次元ビームによりＣＲＳを送信する。一方、
隣接セルの基地局は、Ｎの整数倍プラス１であるＳＦＮ（１、Ｎ＋１、２Ｎ＋１など）を
伴う無線フレームで、３次元ビームによりＣＲＳを送信する。
【０１２０】
　これにより、例えば、基地局１００により形成される３次元ビームにより送信されるＣ
ＲＳと、隣接セルの基地局により形成される３次元ビームによる送信されるＣＲＳとの間
の干渉を抑えることが可能になる。
【０１２１】
　なお、上述したように、指向性エリア（即ち、３次元ビームに対応する通信領域又は仮
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想セル）では、限定された無線フレームでＣＲＳが送信されるが、無指向性エリアでは、
全ての無線フレームでＣＲＳが送信され得る。
【０１２２】
　　－限定された周波数帯域内のリソースブロックでのＣＲＳの送信
　上記限定されたリソースブロックは、例えば、使用可能な周波数帯域のうちの限定され
た周波数帯域内のリソースブロックである。即ち、ＣＲＳは、限定された周波数帯域で３
次元ビームにより送信される。以下、この点について図１５を参照して具体例を説明する
。
【０１２３】
　図１５は、３次元ビームによりＣＲＳが送信される周波数帯域の例を説明するための説
明図である。図１５を参照すると、コンポーネントキャリア４１及び無線フレーム４３に
わたる無線リソースが示されている。この例では、使用可能な周波数帯域は、コンポーネ
ントキャリア４１であり、限定された周波数帯域４５は、コンポーネントキャリア４１の
中央の７２サブキャリアを含む帯域（例えば、１．４ＭＨｚの帯域）である。即ち、周波
数方向に並ぶリソースブロックのうちの中央の６リソースブロックで、ＣＲＳが送信され
る。
【０１２４】
　これにより、例えば、上記限定された周波数帯域内では、基地局１００により形成され
る３次元ビームにより送信されるＣＲＳと隣接セルで送信されるＣＲＳとの間で干渉が生
じる可能性があるが、上記限定された周波数帯域以外の周波数帯域では、上記干渉が生じ
ない。そのため、ＣＲＳ間での干渉の増加は、限定された周波数帯域内に抑えられる。
【０１２５】
　また、例えば、ＣＲＳが送信される周波数帯域が限定されるので、３次元ビームによる
ＣＲＳの送信への電力割当ては、限定された周波数帯域内に抑えられる。よって、単位時
間（無線フレーム）あたりの、無指向性エリアのための送信電力の減少が、抑えられる。
その結果、単位時間（無線フレーム）あたりの、ユーザの通信容量の減少、スループット
の低下、及びセルの縮小が、抑えられ得る。
【０１２６】
　なお、上述したように、指向性エリア（即ち、３次元ビームに対応する通信領域又は仮
想セル）では、限定された周波数帯域内の各リソースブロックでＣＲＳが送信されるが、
無指向性エリアでは、使用可能な周波数帯域内の各リソースブロックでＣＲＳが送信され
得る。
【０１２７】
　・限定されたリソースブロックを特定するための情報の送信
　送信制御部１５５は、ＣＲＳが送信される限定されたリソースブロックを特定するため
の情報の送信を制御する。
【０１２８】
　　－第１の時間情報の送信
　上述したように、例えば、３次元ビームによりＣＲＳが送信される上記限定されたリソ
ースブロックは、限定された時間内のリソースブロックである。そして、送信制御部１５
５は、上記限定された時間を示す情報（以下、「第１の時間情報」と呼ぶ）の送信を制御
する。即ち、当該第１の時間情報が送信される。
【０１２９】
　例えば、送信制御部１５５は、上記第１の時間情報を含むシステム情報の送信を制御す
る。具体的には、例えば、送信制御部１５５は、上記第１の時間情報を含むシステム情報
の信号を、当該システム情報に割り当てられたリソースエレメントに挿入する。その結果
、上記第１の時間情報は、システム情報の一部として送信される。
【０１３０】
　また、例えば、送信制御部１５５は、ビームフォーミングを伴わない電波による上記第
１の時間情報の送信を制御する。具体的には、例えば、送信制御部１５５は、上記第１の
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時間情報を含むシステム情報の信号に、ビームフォーミングのための重み係数を乗算しな
い。その結果、上記第１の時間情報を含むシステム情報は、無指向性エリア（セル１０）
で送信される。
【０１３１】
　なお、上記第１の時間情報は、システム情報の一部として送信される代わりに、シグナ
リングにより個別に端末装置２００に送信されてもよい。
【０１３２】
　以上のように、ＣＲＳが送信される限定された時間（無線フレーム）を示す第１の時間
情報が送信される。これにより、端末装置２００は、３次元ビームによりＣＲＳが送信さ
れる限定された時間（無線フレーム）を知ることが可能になる。そのため、端末装置２０
０は、限定された時間（無線フレーム）で送信されるＣＲＳについての測定を行うことが
可能になる。即ち、３次元ビームに対応する通信領域（即ち、仮想セル）についての測定
が適切に行われる。その結果、３次元ビームに対応する通信領域へのハンドオーバが適切
に行われ得る。また、例えば、測定に要する端末装置２００の消費電力も抑えられ得る。
【０１３３】
　　－帯域幅情報の送信
　上述したように、例えば、３次元ビームによりＣＲＳが送信される上記限定されたリソ
ースブロックは、使用可能な周波数帯域のうちの限定された周波数帯域内のリソースブロ
ックである。そして、送信制御部１５５は、個別の３次元ビームによるマスタ情報ブロッ
ク（ＭＩＢ）の送信を制御し、上記ＭＩＢは、上記限定された周波数帯域の帯域幅を示す
情報（以下、「第１の帯域幅情報」）を含む。即ち、当該第１の帯域幅情報がＭＩＢの一
部として送信される。
【０１３４】
　具体的には、例えば、送信制御部１５５は、上記第１の帯域幅情報を含むＭＩＢの信号
を、当該ＭＩＢのためのリソースエレメント（即ち、ＰＢＣＨ（Physical　Broadcast　C
hannel）のリソースエレメント）に挿入する。そして、送信制御部１５５は、当該ＭＩＢ
の信号に重み係数を乗算する。その結果、上記第１の帯域幅情報は、３次元ビームにより
ＭＩＢの一部として送信される。
【０１３５】
　これにより、３次元ビームに対応する通信領域（仮想セル）に位置する端末装置２００
が、ＭＩＢに含まれる帯域幅の情報から、ＣＲＳが送信される限定された周波数帯域を知
ることが可能になる。そのため、端末装置２００は、限定された周波数帯域で送信される
ＣＲＳについての測定を行うことが可能になる。その結果、３次元ビームに対応する通信
領域へのハンドオーバが適切に行われ得る。
【０１３６】
　さらに、例えば、送信制御部１５５は、個別の３次元ビームによるシステム情報ブロッ
ク（ＳＩＢ）の送信を制御し、当該ＳＩＢは、上記使用可能な周波数帯域を示す情報（以
下、「第２の帯域幅情報」）を含む。即ち、当該第２の帯域幅情報がＳＩＢの一部として
送信される。
【０１３７】
　具体的には、例えば、送信制御部１５５は、上記第２の帯域幅情報を含むＳＩＢの信号
を、当該ＳＩＢに割り当てられたリソースエレメント（即ち、ＰＤＳＣＨ（Physical　Do
wnlink　Shared　Channel）のリソースエレメント）に挿入する。そして、送信制御部１
５５は、当該ＳＩＢの信号に重み係数を乗算する。その結果、上記第２の帯域幅情報は、
３次元ビームによりＳＩＢの一部として送信される。
【０１３８】
　これにより、３次元ビームに対応する通信領域（仮想セル）に位置する端末装置２００
は、限定された周波数帯域の帯域幅の情報がＭＩＢに含まれていたとしても、ＳＩＢに含
まれる帯域幅の情報から、実際に使用可能な周波数帯域を知ることが可能になる。そのた
め、端末装置２００は、実際に使用可能な周波数帯域において、割り当てられた無線リソ
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ースを使用して無線通信を行うことが可能になる。
【０１３９】
　なお、ＭＩＢには、使用可能な周波数帯域の帯域幅を示す第２の帯域幅情報ではなく、
限定された周波数帯域の帯域幅を示す第１の帯域幅情報が含まれるので、レガシー端末装
置は、例えば、限定された周波数帯域において無線通信を行う。
【０１４０】
　・限定された時間内での他の信号の送信
　　－限定された時間内での同期信号の送信
　例えば、送信制御部１５５は、限定された時間内に個別の３次元ビームのための同期信
号が送信されるように、当該個別の３次元ビームによる上記同期信号の送信を制御する。
また、当該限定された時間は、例えば、限定された無線フレームである。即ち、上記同期
信号は、限定された無線フレームで３次元ビームにより送信される。上記同期信号は、例
えば、ＰＳＳ及びＳＳＳを含み、ＰＳＳ及びＳＳＳは、３次元ビームに割り当てられたセ
ルＩＤに対応する信号系列を含む。
【０１４１】
　これにより、例えば、上記限定された時間（無線フレーム）内では、基地局１００によ
り形成される３次元ビームにより送信される同期信号と隣接セルで送信される同期信号と
の間で干渉が生じる可能性があるが、上記限定された時間以外の時間では、上記干渉が生
じない。そのため、同期信号間での干渉の増加は、限定された時間内に抑えられる。
【０１４２】
　また、例えば、同期信号が送信される時間（無線フレーム）が限定されるので、３次元
ビームによる同期信号の送信への電力割当ては、限定された時間（無線フレーム）内に抑
えられる。よって、無指向性エリアのための送信電力の減少が、限定された時間内に抑え
られる。その結果、ユーザの通信容量の減少、スループットの低下、及びセルの縮小も、
限定された時間内に抑えられ得る。
【０１４３】
　なお、上述したように、指向性エリア（即ち、３次元ビームに対応する通信領域又は仮
想セル）では、限定された無線フレームで同期信号が送信されるが、無指向性エリアでは
、全ての無線フレームで同期信号が送信され得る。
【０１４４】
　　－限定された時間内でのシステム情報の送信
　例えば、送信制御部１５５は、限定された時間内に個別の３次元ビームのためのシステ
ム情報が送信されるように、当該個別の３次元ビームによる上記システム情報の送信を制
御する。また、当該限定された時間は、例えば、限定された無線フレームである。即ち、
システム情報は、限定された無線フレームで３次元ビームにより送信される。上記システ
ム情報は、例えば、上記個別の３次元ビームに対応する通信領域（仮想セル）についての
ＭＩＢ及びＳＩＢを含む。
【０１４５】
　これにより、例えば、上記限定された時間（無線フレーム）内では、基地局１００によ
り形成される３次元ビームにより送信されるシステム情報と隣接セルで送信されるシステ
ム情報との間で干渉が生じる可能性があるが、上記限定された時間以外の時間では、上記
干渉が生じない。そのため、システム情報間での干渉の増加は、限定された時間内に抑え
られる。
【０１４６】
　また、例えば、システム情報が送信される時間（無線フレーム）が限定されるので、３
次元ビームによるシステム情報の送信への電力割当ては、限定された時間（無線フレーム
）内に抑えられる。よって、無指向性エリアのための送信電力の減少が、限定された時間
内に抑えられる。その結果、ユーザの通信容量の減少、スループットの低下、及びセルの
縮小も、限定された時間内に抑えられ得る。
【０１４７】
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　なお、上述したように、指向性エリア（即ち、３次元ビームに対応する通信領域又は仮
想セル）では、限定された無線フレームでシステム情報が送信されるが、無指向性エリア
では、その他の無線フレームでもシステム情報が送信され得る。
【０１４８】
　また、３次元ビームによりＣＲＳが送信される限定された無線フレーム、３次元ビーム
により同期信号が送信される限定された無線フレーム、及び、３次元ビームによりシステ
ム情報が送信される限定された無線フレームは、同一であってもよく、異なってもよい。
一例として、３次元ビームにより同期信号が送信される限定された無線フレーム、及び、
３次元ビームによりシステム情報が送信される限定された無線フレームは、３次元ビーム
によりＣＲＳが送信される限定された無線フレームのサブセットであってもよい。
【０１４９】
　・他の信号の送信が送信される限定された時間を示す時間情報の送信
　上述したように、例えば、限定された時間内に個別の３次元ビームのための同期信号が
送信される。そして、送信制御部１５５は、例えば、同期信号が送信される上記限定され
た時間を示す情報（以下、「第２の時間情報」と呼ぶ）の送信を制御する。例えば、当該
第２の時間情報は、上述した第１の時間情報（即ち、ＣＲＳが送信される限定された時間
を示す情報）と同様に送信される。即ち、例えば、上記第２の時間情報は、ビームフォー
ミングを伴わない電波によりシステム情報の一部として送信される。
【０１５０】
　また、上述したように、例えば、限定された時間内に個別の３次元ビームのためのシス
テム情報が送信される。送信制御部１５５は、例えば、システム情報が送信される上記限
定された時間を示す情報（以下、「第３の時間情報」と呼ぶ）の送信を制御する。例えば
、当該第３の時間情報は、上述した第１の時間情報（即ち、ＣＲＳが送信される限定され
た時間を示す情報）と同様に送信される。なお、第３の時間情報は、例えば、ＭＩＢが送
信される限定された時間を示す情報と、ＳＩＢが送信される限定された時間を示す情報と
を含む。即ち、例えば、上記第３の時間情報は、ビームフォーミングを伴わない電波によ
りシステム情報の一部として送信される。
【０１５１】
　なお、各時間情報に加えて、個々の３次元ビームに割り当てられるセルＩＤも、ビーム
フォーミングを伴わない電波によりシステム情報の一部として送信されてもよい。例えば
、上記セルＩＤは、隣接セルに関する情報の一部として送信されてもよい。また、上記セ
ルＩＤが仮想セル（３次元ビームに対応する通信領域）に割り当てられたセルＩＤである
ことを示す情報も、上記セルＩＤとともに送信されてもよい。
【０１５２】
　（ハンドオーバ制御部１５７）
　ハンドオーバ制御部１５７は、端末装置２００のハンドオーバを行う。
【０１５３】
　例えば、端末装置２００が、ＣＲＳについての測定を行い、当該測定の結果が所定の条
件を満たす場合には、基地局１００への当該測定の報告を行う。すると、ハンドオーバ制
御部１５７は、当該報告に基づいて、例えばハンドオーバの決定（Handover　Decision）
を行う。そして、ハンドオーバ制御部１５７は、ハンドオーバ実行（Handover　Executio
n）処理を行う。
【０１５４】
　上記ハンドオーバは、セル１０から隣接セルへの端末装置２００のハンドオーバを含む
。とりわけ本実施形態では、上記ハンドオーバは、例えば、セル１０から仮想セル（３次
元ビームに対応する通信領域）への端末装置２００のハンドオーバを含む。また、上記ハ
ンドオーバは、例えば、仮想セルからセル１０への端末装置２００のハンドオーバを含む
。
【０１５５】
　＜＜４．端末装置の構成＞＞
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　次に、図１６を参照して、本開示の実施形態に係る端末装置２００の構成の一例を説明
する。図１６は、本開示の実施形態に係る端末装置２００の構成の一例を示すブロック図
である。図１６を参照すると、端末装置２００は、アンテナ部２１０、無線通信部２２０
、記憶部２３０、入力部２４０、表示部２５０及び処理部２６０を備える。
【０１５６】
　（アンテナ部２１０）
　アンテナ部２１０は、無線通信部２２０により出力される信号を電波として空間に放射
する。また、アンテナ部２１０は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部２
２０へ出力する。
【０１５７】
　（無線通信部２２０）
　無線通信部２２０は、無線通信を行う。例えば、無線通信部２２０は、基地局１００か
らのダウンリンク信号を受信し、基地局１００へのアップリンク信号を送信する。
【０１５８】
　（記憶部２３０）
　記憶部２３０は、端末装置２００の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
【０１５９】
　（入力部２４０）
　入力部２４０は、端末装置２００のユーザによる入力を受け付ける。そして、入力部２
４０は、入力結果を処理部２６０に提供する。
【０１６０】
　（表示部２５０）
　表示部２５０は、端末装置２００のユーザに見せるための画面を表示する。例えば、表
示部２５０は、処理部２６０（表示制御部２６５）による制御に応じて、上記画面を表示
する。
【０１６１】
　（処理部２６０）
　処理部２６０は、端末装置２００の様々な機能を提供する。処理部２６０は、情報取得
部２６１、通信制御部２６３及び表示制御部２６５を含む。
【０１６２】
　（情報取得部２６１）
　・限定されたリソースブロックを特定するための情報の取得
　情報取得部２６１は、使用可能なリソースブロックのうちのＣＲＳが送信される限定さ
れたリソースブロックを特定するための情報が基地局１００により送信されると、当該情
報を取得する。
【０１６３】
　　－第１の時間情報の取得
　上述したように、例えば、上記限定されたリソースブロックは、限定された時間内のリ
ソースブロックである。そして、上記限定されたリソースブロックを特定するための上記
情報は、上記限定された時間を示す情報（即ち、第１の時間情報）を含む。上記限定され
た時間は、例えば、限定された無線フレームである。
【０１６４】
　具体的には、例えば、上記第１の時間情報を含むシステム情報が、セル１０内で、ビー
ムフォーミングを伴わない電波により送信される。そして、端末装置２００が、セル１０
内に位置する場合に、情報取得部２６１は、上記システム情報に含まれる上記第１の時間
情報を取得する。
【０１６５】
　　－帯域情報の取得
　上述したように、例えば、上記限定されたリソースブロックは、使用可能な周波数帯域
のうちの限定された周波数帯域内のリソースブロックである。そして、上記限定されたリ
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ソースブロックを特定するための上記情報は、上記限定された周波数帯域の帯域幅を示す
情報（即ち、第１の帯域幅情報）を含む。
【０１６６】
　具体的には、例えば、上記第１の帯域幅情報は、個別の３次元ビームにより送信される
マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）に含まれる。即ち、上記第１の帯域幅情報を含むＭＩＢが
、個別の３次元ビームにより送信される。そして、例えば、端末装置２００が、上記個別
の３次元ビームに対応する通信領域（仮想セル）内に位置する場合に、情報取得部２６１
は、上記ＭＩＢに含まれる上記第１の帯域幅情報を取得する。
【０１６７】
　さらに、例えば、情報取得部２６１は、上記使用可能な周波数帯域の帯域幅を示す情報
（即ち、第２の帯域幅情報）を含むシステム情報ブロック（ＳＩＢ）が上記個別の３次元
ビームにより送信されると、当該ＳＩＢに含まれる上記情報を（即ち、第２の帯域幅情報
）を取得する。例えば、端末装置２００が、上記個別の３次元ビームに対応する通信領域
（仮想セル）内に位置する場合に、情報取得部２６１は、上記ＳＩＢに含まれる上記第２
の帯域幅情報を取得する。
【０１６８】
　・他の信号が送信される限定された時間を示す情報の取得
　上述したように、例えば、限定された時間内に個別の３次元ビームのための同期信号が
、基地局１００により送信される。また、例えば、上記同期信号が送信される上記限定さ
れた時間を示す情報（即ち、第２の時間情報）も、基地局１００により送信される。する
と、情報取得部２６１は、上記限定された時間を示す情報（即ち、第２の時間情報）を取
得する。
【０１６９】
　また、上述したように、例えば、限定された時間内に個別の３次元ビームのためのシス
テム情報が、基地局１００により送信される。また、例えば、上記システム情報が送信さ
れる上記限定された時間を示す情報（即ち、第３の時間情報）も、基地局１００により送
信される。すると、情報取得部２６１は、上記限定された時間を示す情報（即ち、第３の
時間情報）を取得する。なお、当該第３の時間情報は、例えば、ＭＩＢが送信される限定
された時間を示す情報と、ＳＩＢが送信される限定された時間を示す情報とを含む。
【０１７０】
　（通信制御部２６３）
　・測定
　通信制御部２６３は、使用可能なリソースブロックのうちの限定されたリソースブロッ
クで送信されるＣＲＳについての測定を行う。
【０１７１】
　具体的には、例えば、通信制御部２６３は、上記第１の時間情報により示される限定さ
れた無線フレーム内のリソースブロックで送信されるＣＲＳについての測定を行う。また
、通信制御部２６３は、上記第１の帯域幅情報により示される帯域幅内のリソースブロッ
クで送信されるＣＲＳについての測定を行う。即ち、通信制御部２６３は、上記第１の時
間情報により示される限定された無線フレーム内で、上記第１の帯域幅情報により示され
る帯域幅内のリソースブロックで送信されるＣＲＳについての測定を行う。
【０１７２】
　上記通信制御部２６３は、例えば、ＲＳＲＰ（Reference　Signal　Received　Power）
及び／又はＲＳＲＱ（Reference　Signal　Received　Quality）などの測定を行う。
【０１７３】
　上記通信制御部２６３は、例えば、上記測定の結果（例えば、ＲＳＲＱ及び／又はＲＳ
ＲＱ）が所定の条件を満たす場合に、当該測定の報告を行う。一例として、ＲＳＲＱ又は
ＲＳＲＱが所定の閾値を超える場合に、上記通信制御部２６３は、基地局１００への上記
測定の報告を行う。
【０１７４】
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　・同期
　例えば、通信制御部２６３は、限定された時間内に個別の３次元ビームにより送信され
る同期信号を用いて同期処理を行う。具体的には、例えば、通信制御部２６３は、第２の
時間情報により示される無線フレームで３次元ビームにより送信される同期信号を用いて
同期処理を行う。
【０１７５】
　・仮想セル（指向性エリア）での無線通信の制御
　例えば、通信制御部２６３は、使用可能な周波数帯域内の割り当てられる無線リソース
を使用するように、端末装置２００による無線通信を制御する。
【０１７６】
　具体的には、例えば、通信制御部２６３は、上記第２の帯域幅情報により示される帯域
幅内のリソースブロック（無線リソース）のうちの端末装置２００に割り当てられるリソ
ースブロックを示す情報を取得する。当該無線リソースを示す情報は、ＰＤＣＣＨで送信
されるスケジューリング情報である。そして、通信制御部２６３は、例えば、端末装置２
００に割り当てられるダウンリンクのリソースブロックで信号を検出することにより、ダ
ウンリンクでの無線通信を制御する。また、通信制御部２６３は、例えば、端末装置２０
０に割り当てられるアップリンクのリソースブロックに信号を挿入することにより、アッ
プリンクでの無線通信を制御する。
【０１７７】
　（表示制御部２６５）
　表示制御部２６５は、表示部２５０による出力画面の表示を制御する。例えば、表示制
御部２６５は、表示部２５０により表示される出力画面を生成し、当該出力画面を表示部
２５０に表示させる。
【０１７８】
　＜＜５．処理の流れ＞＞
　続いて、図１７～図２４を参照して、本開示の実施形態に係る通信制御処理の例を説明
する。
【０１７９】
　（基地局側の第１の通信制御処理：セルＩＤの割当て）
　図１７は、本開示の実施形態に係る基地局側の第１の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。当該第１の通信制御処理は、３次元ビームへのセルＩＤ
の割当てに係る処理である。
【０１８０】
　３次元ビームが指向性アンテナにより新たに形成される場合に（Ｓ４０１：Ｙｅｓ）、
セルＩＤ割当部１５１は、新たに形成される３次元ビームにセルＩＤを割り当てる（Ｓ４
０３）。そして、情報取得部１５３は、割り当てられたセルＩＤを取得する（Ｓ４０５）
。
【０１８１】
　また、指向性アンテナによる３次元ビームの形成を停止する場合に（Ｓ４０７：Ｙｅｓ
）、セルＩＤ割当部１５１は、上記３次元ビーム（即ち、形成されなくなる３次元ビーム
）へのセルＩＤの割当てを解除する（Ｓ４０９）。そして、処理はステップＳ４０１へ戻
る。
【０１８２】
　（基地局側の第２の通信制御処理：時間情報の送信）
　図１８は、本開示の実施形態に係る基地局側の第２の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。当該第２の通信制御処理は、時間情報の送信に係る処理
である。
【０１８３】
　情報取得部１５３は、限定された無線フレームを示す時間情報を含むシステム情報を取
得する（Ｓ４１１）。例えば、当該システム情報は、３次元ビームによりＣＲＳが送信さ
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れる無線フレームを示す第１の時間情報、３次元ビームにより同期信号が送信される無線
フレームを示す第２の時間情報、及び３次元ビームによりシステム情報が送信される無線
フレームを示す第３の時間情報を含む。
【０１８４】
　そして、基地局１００は、送信制御部１５５の制御に応じて、ビームフォーミングを伴
わない電波により上記システム情報を送信する（Ｓ４１３）。当該電波は、無指向性アン
テナにより放射される無指向性の電波であってもよく、又はセクタアンテナにより放射さ
れるセクタビームであってもよい。あるいは、上記電波は、指向性アンテナが有する複数
のアンテナ素子の一部により放射される電波であってもよい。その後、処理はステップＳ
４１１へ戻る。
【０１８５】
　（基地局側の第３の通信制御処理：３次元ビームによる同期信号の送信）
　図１９は、本開示の実施形態に係る基地局側の第３の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。当該第３の通信制御処理は、３次元ビームによる同期信
号の送信に係る処理である。
【０１８６】
　無線フレームが、３次元ビームにより同期信号が送信される限定された無線フレームで
ある場合に（Ｓ４２１：Ｙｅｓ）、基地局１００は、送信制御部１５５の制御に応じて、
上記無線フレーム内で３次元ビームにより同期信号を送信する（Ｓ４２３）。当該同期信
号は、上記３次元ビームに割り当てられたセルＩＤに対応する信号系列を含む。
【０１８７】
　一方、無線フレームが、３次元ビームにより同期信号が送信される限定された無線フレ
ームではない場合に（Ｓ４２１：Ｎｏ）、基地局１００は、上記無線フレーム内で３次元
ビームにより同期信号を送信しない（Ｓ４２５）。
【０１８８】
　例えばこのような処理が無線フレームごとに繰り返される。
【０１８９】
　（基地局側の第４の通信制御処理：３次元ビームによるＭＩＢの送信）
　図２０は、本開示の実施形態に係る基地局側の第４の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。当該第４の通信制御処理は、３次元ビームによるＭＩＢ
の送信に係る処理である。
【０１９０】
　無線フレームが、３次元ビームによりＭＩＢが送信される限定された無線フレームであ
る場合に（Ｓ４４１：Ｙｅｓ）、基地局１００は、送信制御部１５５の制御に応じて、上
記無線フレーム内で３次元ビームによりＭＩＢを送信する（Ｓ４４３）。当該ＭＩＢは、
３次元ビームによりＣＲＳが送信される限定された周波数帯域の帯域幅を示す第１の帯域
幅情報を含む。
【０１９１】
　一方、無線フレームが、３次元ビームによりＭＩＢが送信される限定された無線フレー
ムではない場合に（Ｓ４４１：Ｎｏ）、基地局１００は、上記無線フレーム内で３次元ビ
ームによりＭＩＢを送信しない（Ｓ４４５）。
【０１９２】
　例えばこのような処理が無線フレームごとに繰り返される。
【０１９３】
　（基地局側の第５の通信制御処理：３次元ビームによるＳＩＢの送信）
　図２１は、本開示の実施形態に係る基地局側の第５の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。当該第５の通信制御処理は、３次元ビームによるＳＩＢ
の送信に係る処理である。
【０１９４】
　無線フレームが、３次元ビームによりＳＩＢが送信される限定された無線フレームであ
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る場合に（Ｓ４６１：Ｙｅｓ）、基地局１００は、送信制御部１５５の制御に応じて、上
記無線フレーム内で３次元ビームによりＳＩＢを送信する（Ｓ４６３）。当該ＳＩＢは、
使用可能な周波数帯域の帯域幅を示す第２の帯域幅情報を含む。
【０１９５】
　一方、無線フレームが、３次元ビームによりＳＩＢが送信される限定された無線フレー
ムではない場合に（Ｓ４６１：Ｎｏ）、基地局１００は、上記無線フレーム内で３次元ビ
ームによりＳＩＢを送信しない（Ｓ４６５）。
【０１９６】
　例えばこのような処理が無線フレームごとに繰り返される。
【０１９７】
　（基地局側の第６の通信制御処理：３次元ビームによるＣＲＳの送信）
　図２２は、本開示の実施形態に係る基地局側の第６の通信制御処理の概略的な流れの一
例を示すフローチャートである。当該第６の通信制御処理は、３次元ビームによるＣＲＳ
の送信に係る処理である。
【０１９８】
　無線フレームが、３次元ビームによりＣＲＳが送信される限定された無線フレームであ
る場合に（Ｓ４８１：Ｙｅｓ）、基地局１００は、送信制御部１５５の制御に応じて、上
記無線フレーム内で、限定された周波数帯域内のリソースブロックで、３次元ビームによ
りＣＲＳを送信する（Ｓ４８３）。当該ＣＲＳは、上記３次元ビームに割り当てられたセ
ルＩＤに対応する信号系列を含む。また、上記ＣＲＳは、各リソースブロック内で、上記
セルＩＤに対応するリソース割当てパターンで送信される。
【０１９９】
　一方、無線フレームが、３次元ビームによりＣＲＳが送信される限定された無線フレー
ムではない場合に（Ｓ４８１：Ｎｏ）、基地局１００は、上記無線フレーム内で３次元ビ
ームによりＣＲＳを送信しない（Ｓ４８５）。
【０２００】
　例えばこのような処理が無線フレームごとに繰り返される。
【０２０１】
　（端末装置側の通信制御処理）
　図２３は、本開示の実施形態に係る端末装置側の通信制御処理の概略的な流れの一例を
示すフローチャートである。当該通信制御処理は、３次元ビームに対応する通信領域（仮
想セル）において当該３次元ビームにより送信される同期信号を用いて端末装置２００が
同期した後に開始される。なお、上記通信制御処理の開始時点において、端末装置２００
は、各時間情報（第１の時間情報、第２の時間情報及び第３の時間情報）を既に取得して
いる。
【０２０２】
　まず、情報取得部２６１は、第３の時間情報により示される限定された無線フレームで
３次元ビームにより送信されるＭＩＢを取得する（Ｓ５０１）。当該ＭＩＢは、３次元ビ
ームによりＣＲＳが送信される限定された周波数帯域の帯域幅を示す第１の帯域幅情報を
含む。
【０２０３】
　また、情報取得部２６１は、第３の時間情報により示される限定された無線フレームで
３次元ビームにより送信されるＳＩＢを取得する（Ｓ５０３）。当該ＳＩＢは、使用可能
な周波数帯域を示す第２の帯域幅情報を含む。
【０２０４】
　通信制御部２６３は、第１の時間情報により示される上記限定された無線フレームで上
記限定された周波数帯域内のリソースブロックで３次元ビームにより送信されるＣＲＳに
ついての測定を行う（Ｓ５０５）。そして、当該測定の結果が所定の条件を満たす場合に
（Ｓ５０７：Ｙｅｓ）、通信制御部２６３は、基地局１００への上記測定の報告を行う（
Ｓ５０９）。そうでなければ（Ｓ５０７：Ｎｏ）、通信制御部２６３は、当該報告を行わ
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ない。
【０２０５】
　その後、通信制御部２６３が、上記３次元ビームに対応する通信領域（仮想セル）につ
いての測定を終了する場合に（Ｓ５１１：Ｙｅｓ）、処理は終了する。そうでなければ（
Ｓ５１１：Ｎｏ）、処理はステップＳ５０５へ戻る。なお、一例として、通信制御部２６
３は、上記３次元ビームに対応する通信領域（仮想セル）における同期状態を維持できな
くなった場合に、上記測定を終了する。
【０２０６】
　なお、ステップＳ５０５～Ｓ５１１が繰り返される間に、上記３次元ビームに対応する
通信領域（仮想セル）への端末装置２００のハンドオーバが行われ得る。
【０２０７】
　＜＜６．応用例＞＞
　本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局１００は、マクロ
ｅＮＢ又はスモールｅＮＢなどのいずれかの種類のｅＮＢ（evolved　Node　B）として実
現されてもよい。スモールｅＮＢは、ピコｅＮＢ、マイクロｅＮＢ又はホーム（フェムト
）ｅＮＢなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするｅＮＢであってよい。その代
わりに、基地局１００は、ＮｏｄｅＢ又はＢＴＳ（Base　Transceiver　Station）などの
他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局１００は、無線通信を制御する本体（
基地局装置ともいう）と、本体とは別の場所に配置される１つ以上のＲＲＨ（Remote　Ra
dio　Head）とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続
的に基地局機能を実行することにより、基地局１００として動作してもよい。
【０２０８】
　また、例えば、端末装置２００は、スマートフォン、タブレットＰＣ（Personal　Comp
uter）、ノートＰＣ、携帯型ゲーム端末、携帯型／ドングル型のモバイルルータ若しくは
デジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として
実現されてもよい。また、端末装置２００は、Ｍ２Ｍ（Machine　To　Machine）通信を行
う端末（ＭＴＣ（Machine　Type　Communication）端末ともいう）として実現されてもよ
い。さらに、端末装置２００は、これら端末に搭載される無線通信モジュール（例えば、
１つのダイで構成される集積回路モジュール）であってもよい。
【０２０９】
　＜６．１．基地局に関する応用例＞
　（第１の応用例）
　図２４は、本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第１の例を示すブ
ロック図である。ｅＮＢ８００は、１つ以上のアンテナ８１０、及び基地局装置８２０を
有する。各アンテナ８１０及び基地局装置８２０は、ＲＦケーブルを介して互いに接続さ
れ得る。
【０２１０】
　アンテナ８１０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、基地局装置８２０による無線信号の送受信のた
めに使用される。とりわけ本開示の実施形態では、少なくとも１つのアンテナ８１０は、
３次元ビームを形成可能な指向性アンテナである。ｅＮＢ８００は、図２４に示したよう
に複数のアンテナ８１０を有し、複数のアンテナ８１０は、例えばｅＮＢ８００が使用す
る複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図２４にはｅＮＢ８００が複数の
アンテナ８１０を有する例を示したが、ｅＮＢ８００は単一のアンテナ８１０を有しても
よい。
【０２１１】
　基地局装置８２０は、コントローラ８２１、メモリ８２２、ネットワークインタフェー
ス８２３及び無線通信インタフェース８２５を備える。
【０２１２】
　コントローラ８２１は、例えばＣＰＵ又はＤＳＰであってよく、基地局装置８２０の上
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位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ８２１は、無線通信インタフ
ェース８２５により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパ
ケットをネットワークインタフェース８２３を介して転送する。コントローラ８２１は、
複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパ
ケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ８
２１は、無線リソース管理（Radio　Resource　Control）、無線ベアラ制御（Radio　Bea
rer　Control）、移動性管理（Mobility　Management）、流入制御（Admission　Control
）又はスケジューリング（Scheduling）などの制御を実行する論理的な機能を有してもよ
い。また、当該制御は、周辺のｅＮＢ又はコアネットワークノードと連携して実行されて
もよい。メモリ８２２は、ＲＡＭ及びＲＯＭを含み、コントローラ８２１により実行され
るプログラム、及び様々な制御データ（例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジ
ューリングデータなど）を記憶する。
【０２１３】
　ネットワークインタフェース８２３は、基地局装置８２０をコアネットワーク８２４に
接続するための通信インタフェースである。コントローラ８２１は、ネットワークインタ
フェース８２３を介して、コアネットワークノード又は他のｅＮＢと通信してもよい。そ
の場合に、ｅＮＢ８００と、コアネットワークノード又は他のｅＮＢとは、論理的なイン
タフェース（例えば、Ｓ１インタフェース又はＸ２インタフェース）により互いに接続さ
れてもよい。ネットワークインタフェース８２３は、有線通信インタフェースであっても
よく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワ
ークインタフェース８２３が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフ
ェース８２３は、無線通信インタフェース８２５により使用される周波数帯域よりもより
高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
【０２１４】
　無線通信インタフェース８２５は、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）又はＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｃｅｄなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ８１０を介し
て、ｅＮＢ８００のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェー
ス８２５は、典型的には、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ８２６及びＲＦ回路８２７な
どを含み得る。ＢＢプロセッサ８２６は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化
／逆多重化などを行なってよく、各レイヤ（例えば、Ｌ１、ＭＡＣ（Medium　Access　Co
ntrol）、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）及びＰＤＣＰ（Packet　Data　Convergence　
Protocol））の様々な信号処理を実行する。ＢＢプロセッサ８２６は、コントローラ８２
１の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。ＢＢプロセッサ８
２６は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及
び関連する回路を含むモジュールであってもよく、ＢＢプロセッサ８２６の機能は、上記
プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基
地局装置８２０のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上
記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、ＲＦ回路８２
７は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ８１０を介して無線信
号を送受信する。
【０２１５】
　無線通信インタフェース８２５は、図２４に示したように複数のＢＢプロセッサ８２６
を含み、複数のＢＢプロセッサ８２６は、例えばｅＮＢ８００が使用する複数の周波数帯
域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース８２５は、図２４に示した
ように複数のＲＦ回路８２７を含み、複数のＲＦ回路８２７は、例えば複数のアンテナ素
子にそれぞれ対応してもよい。なお、図２４には無線通信インタフェース８２５が複数の
ＢＢプロセッサ８２６及び複数のＲＦ回路８２７を含む例を示したが、無線通信インタフ
ェース８２５は単一のＢＢプロセッサ８２６又は単一のＲＦ回路８２７を含んでもよい。
【０２１６】
　（第２の応用例）
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　図２５は、本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第２の例を示すブ
ロック図である。ｅＮＢ８３０は、１つ以上のアンテナ８４０、基地局装置８５０、及び
ＲＲＨ８６０を有する。各アンテナ８４０及びＲＲＨ８６０は、ＲＦケーブルを介して互
いに接続され得る。また、基地局装置８５０及びＲＲＨ８６０は、光ファイバケーブルな
どの高速回線で互いに接続され得る。
【０２１７】
　アンテナ８４０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、ＲＲＨ８６０による無線信号の送受信のために
使用される。とりわけ本開示の実施形態では、少なくとも１つのアンテナ８１０は、３次
元ビームを形成可能な指向性アンテナである。ｅＮＢ８３０は、図２５に示したように複
数のアンテナ８４０を有し、複数のアンテナ８４０は、例えばｅＮＢ８３０が使用する複
数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図２５にはｅＮＢ８３０が複数のアン
テナ８４０を有する例を示したが、ｅＮＢ８３０は単一のアンテナ８４０を有してもよい
。
【０２１８】
　基地局装置８５０は、コントローラ８５１、メモリ８５２、ネットワークインタフェー
ス８５３、無線通信インタフェース８５５及び接続インタフェース８５７を備える。コン
トローラ８５１、メモリ８５２及びネットワークインタフェース８５３は、図２４を参照
して説明したコントローラ８２１、メモリ８２２及びネットワークインタフェース８２３
と同様のものである。
【０２１９】
　無線通信インタフェース８５５は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、ＲＲＨ８６０及びアンテナ８４０を介して、ＲＲＨ
８６０に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェー
ス８５５は、典型的には、ＢＢプロセッサ８５６などを含み得る。ＢＢプロセッサ８５６
は、接続インタフェース８５７を介してＲＲＨ８６０のＲＦ回路８６４と接続されること
を除き、図２４を参照して説明したＢＢプロセッサ８２６と同様のものである。無線通信
インタフェース８５５は、図２５に示したように複数のＢＢプロセッサ８５６を含み、複
数のＢＢプロセッサ８５６は、例えばｅＮＢ８３０が使用する複数の周波数帯域にそれぞ
れ対応してもよい。なお、図２５には無線通信インタフェース８５５が複数のＢＢプロセ
ッサ８５６を含む例を示したが、無線通信インタフェース８５５は単一のＢＢプロセッサ
８５６を含んでもよい。
【０２２０】
　接続インタフェース８５７は、基地局装置８５０（無線通信インタフェース８５５）を
ＲＲＨ８６０と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８５７は、基
地局装置８５０（無線通信インタフェース８５５）とＲＲＨ８６０とを接続する上記高速
回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０２２１】
　また、ＲＲＨ８６０は、接続インタフェース８６１及び無線通信インタフェース８６３
を備える。
【０２２２】
　接続インタフェース８６１は、ＲＲＨ８６０（無線通信インタフェース８６３）を基地
局装置８５０と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８６１は、上
記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０２２３】
　無線通信インタフェース８６３は、アンテナ８４０を介して無線信号を送受信する。無
線通信インタフェース８６３は、典型的には、ＲＦ回路８６４などを含み得る。ＲＦ回路
８６４は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ８４０を介して無
線信号を送受信する。無線通信インタフェース８６３は、図２５に示したように複数のＲ
Ｆ回路８６４を含み、複数のＲＦ回路８６４は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対
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応してもよい。なお、図２５には無線通信インタフェース８６３が複数のＲＦ回路８６４
を含む例を示したが、無線通信インタフェース８６３は単一のＲＦ回路８６４を含んでも
よい。
【０２２４】
　図２４及び図２５に示したｅＮＢ８００及びｅＮＢ８３０において、図１３を参照して
説明したセルＩＤ割当部１５１、情報取得部１５３、送信制御部１５５及びハンドオーバ
制御部１５７は、無線通信インタフェース８２５並びに無線通信インタフェース８５５及
び／又は無線通信インタフェース８６３において実装されてもよい。また、これら機能の
少なくとも一部は、コントローラ８２１及びコントローラ８５１において実装されてもよ
い。
【０２２５】
　＜６．２．端末装置に関する応用例＞
　（第１の応用例）
　図２６は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン９００の概略的な構成の一
例を示すブロック図である。スマートフォン９００は、プロセッサ９０１、メモリ９０２
、ストレージ９０３、外部接続インタフェース９０４、カメラ９０６、センサ９０７、マ
イクロフォン９０８、入力デバイス９０９、表示デバイス９１０、スピーカ９１１、無線
通信インタフェース９１２、１つ以上のアンテナスイッチ９１５、１つ以上のアンテナ９
１６、バス９１７、バッテリー９１８及び補助コントローラ９１９を備える。
【０２２６】
　プロセッサ９０１は、例えばＣＰＵ又はＳｏＣ（System　on　Chip）であってよく、ス
マートフォン９００のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メ
モリ９０２は、ＲＡＭ及びＲＯＭを含み、プロセッサ９０１により実行されるプログラム
及びデータを記憶する。ストレージ９０３は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記
憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース９０４は、メモリーカード又はＵＳＢ（Univ
ersal　Serial　Bus）デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン９００へ接続する
ためのインタフェースである。
【０２２７】
　カメラ９０６は、例えば、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）又はＣＭＯＳ（Complem
entary　Metal　Oxide　Semiconductor）などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。
センサ９０７は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサ
などのセンサ群を含み得る。マイクロフォン９０８は、スマートフォン９００へ入力され
る音声を音声信号へ変換する。入力デバイス９０９は、例えば、表示デバイス９１０の画
面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチ
などを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス９１０は、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの画面を
有し、スマートフォン９００の出力画像を表示する。スピーカ９１１は、スマートフォン
９００から出力される音声信号を音声に変換する。
【０２２８】
　無線通信インタフェース９１２は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９１
２は、典型的には、ＢＢプロセッサ９１３及びＲＦ回路９１４などを含み得る。ＢＢプロ
セッサ９１３は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化／逆多重化などを行なっ
てよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路９１４は、ミキサ
、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ９１６を介して無線信号を送受信す
る。無線通信インタフェース９１２は、ＢＢプロセッサ９１３及びＲＦ回路９１４を集積
したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース９１２は、図２６
に示したように複数のＢＢプロセッサ９１３及び複数のＲＦ回路９１４を含んでもよい。
なお、図２６には無線通信インタフェース９１２が複数のＢＢプロセッサ９１３及び複数
のＲＦ回路９１４を含む例を示したが、無線通信インタフェース９１２は単一のＢＢプロ
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セッサ９１３又は単一のＲＦ回路９１４を含んでもよい。
【０２２９】
　さらに、無線通信インタフェース９１２は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通
信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）方式などの他の種類
の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ
９１３及びＲＦ回路９１４を含んでもよい。
【０２３０】
　アンテナスイッチ９１５の各々は、無線通信インタフェース９１２に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９１６の接続先を切り替
える。
【０２３１】
　アンテナ９１６の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、無線通信インタフェース９１２による無線信号
の送受信のために使用される。スマートフォン９００は、図２６に示したように複数のア
ンテナ９１６を有してもよい。なお、図２６にはスマートフォン９００が複数のアンテナ
９１６を有する例を示したが、スマートフォン９００は単一のアンテナ９１６を有しても
よい。
【０２３２】
　さらに、スマートフォン９００は、無線通信方式ごとにアンテナ９１６を備えてもよい
。その場合に、アンテナスイッチ９１５は、スマートフォン９００の構成から省略されて
もよい。
【０２３３】
　バス９１７は、プロセッサ９０１、メモリ９０２、ストレージ９０３、外部接続インタ
フェース９０４、カメラ９０６、センサ９０７、マイクロフォン９０８、入力デバイス９
０９、表示デバイス９１０、スピーカ９１１、無線通信インタフェース９１２及び補助コ
ントローラ９１９を互いに接続する。バッテリー９１８は、図中に破線で部分的に示した
給電ラインを介して、図２６に示したスマートフォン９００の各ブロックへ電力を供給す
る。補助コントローラ９１９は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン９０
０の必要最低限の機能を動作させる。
【０２３４】
　図２６に示したスマートフォン９００において、図１６を用いて説明した情報取得部２
６１及び通信制御部２６３は、無線通信インタフェース９１２において実装されてもよい
。また、これら機能の少なくとも一部は、プロセッサ９０１又は補助コントローラ９１９
において実装されてもよい。
【０２３５】
　（第２の応用例）
　図２７は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置９２０の概略的な
構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置９２０は、プロセッサ９２
１、メモリ９２２、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）モジュール９２４、センサ
９２５、データインタフェース９２６、コンテンツプレーヤ９２７、記憶媒体インタフェ
ース９２８、入力デバイス９２９、表示デバイス９３０、スピーカ９３１、無線通信イン
タフェース９３３、１つ以上のアンテナスイッチ９３６、１つ以上のアンテナ９３７及び
バッテリー９３８を備える。
【０２３６】
　プロセッサ９２１は、例えばＣＰＵ又はＳｏＣであってよく、カーナビゲーション装置
９２０のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ９２２は、ＲＡＭ及び
ＲＯＭを含み、プロセッサ９２１により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
【０２３７】
　ＧＰＳモジュール９２４は、ＧＰＳ衛星から受信されるＧＰＳ信号を用いて、カーナビ
ゲーション装置９２０の位置（例えば、緯度、経度及び高度）を測定する。センサ９２５
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は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。
データインタフェース９２６は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク９４
１に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
【０２３８】
　コンテンツプレーヤ９２７は、記憶媒体インタフェース９２８に挿入される記憶媒体（
例えば、ＣＤ又はＤＶＤ）に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス９２９
は、例えば、表示デバイス９３０の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又
はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス９３
０は、ＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生
されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ９３１は、ナビゲーション機能又は再生さ
れるコンテンツの音声を出力する。
【０２３９】
　無線通信インタフェース９３３は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９３
３は、典型的には、ＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５などを含み得る。ＢＢプロ
セッサ９３４は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化／逆多重化などを行なっ
てよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路９３５は、ミキサ
、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ９３７を介して無線信号を送受信す
る。無線通信インタフェース９３３は、ＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５を集積
したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース９３３は、図２７
に示したように複数のＢＢプロセッサ９３４及び複数のＲＦ回路９３５を含んでもよい。
なお、図２７には無線通信インタフェース９３３が複数のＢＢプロセッサ９３４及び複数
のＲＦ回路９３５を含む例を示したが、無線通信インタフェース９３３は単一のＢＢプロ
セッサ９３４又は単一のＲＦ回路９３５を含んでもよい。
【０２４０】
　さらに、無線通信インタフェース９３３は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通
信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ方式などの他の種類の無線通信方式をサポート
してもよく、その場合に、無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５
を含んでもよい。
【０２４１】
　アンテナスイッチ９３６の各々は、無線通信インタフェース９３３に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９３７の接続先を切り替
える。
【０２４２】
　アンテナ９３７の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、無線通信インタフェース９３３による無線信号
の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置９２０は、図２７に示したように
複数のアンテナ９３７を有してもよい。なお、図２７にはカーナビゲーション装置９２０
が複数のアンテナ９３７を有する例を示したが、カーナビゲーション装置９２０は単一の
アンテナ９３７を有してもよい。
【０２４３】
　さらに、カーナビゲーション装置９２０は、無線通信方式ごとにアンテナ９３７を備え
てもよい。その場合に、アンテナスイッチ９３６は、カーナビゲーション装置９２０の構
成から省略されてもよい。
【０２４４】
　バッテリー９３８は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図２７に示し
たカーナビゲーション装置９２０の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー９３
８は、車両側から給電される電力を蓄積する。
【０２４５】
　図２７に示したカーナビゲーション装置９２０において、図１６を用いて説明した情報
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取得部２６１及び通信制御部２６３は、無線通信インタフェース９３３において実装され
てもよい。また、これら機能の少なくとも一部は、プロセッサ９２１において実装されて
もよい。
【０２４６】
　また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置９２０の１つ以上のブロ
ックと、車載ネットワーク９４１と、車両側モジュール９４２とを含む車載システム（又
は車両）９４０として実現されてもよい。車両側モジュール９４２は、車速、エンジン回
転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク９４
１へ出力する。
【０２４７】
　＜＜７．まとめ＞＞
　ここまで、図１～図２７を参照して、本開示の実施形態に係る通信装置及び各処理を説
明した。本開示に係る実施形態によれば、情報取得部１５３は、３次元ビームを形成可能
な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り当てられるセルＩＤを取得
する。そして、送信制御部１５５は、上記個別の３次元ビームに割り当てられる上記セル
ＩＤに基づいて、上記個別の３次元ビームによるＣＲＳの送信を制御する。とりわけ、送
信制御部１５５は、使用可能なリソースブロックのうちの限定されたリソースブロックで
ＣＲＳが送信されるように、上記個別の３次元ビームによるＣＲＳの送信を制御する。
【０２４８】
　このような３次元ビームによるＣＲＳの送信により、例えば、個別の３次元ビームに対
応する通信領域を仮想セルとして扱うことが可能になる。そのため、ビームフォーミング
に関連する負荷が軽減され得る。例えば、３次元ビームの重み係数の推奨セットが端末装
置２００ごとに算出される必要はない。そのため、アンテナ素子の数が増加したとしても
、重み係数のセットを算出するための処理は増大しない。即ち、端末装置２００又は基地
局１００の処理の観点での負荷が軽減され得る。また、例えば、重み係数の推奨セットが
基地局１００に通知される必要はない。そのため、アンテナ素子の数が増加したとしても
、重み係数の推奨セットの通知のために多くの無線リソースが必要にはなることはない。
即ち、無線リソースの観点での負荷が軽減され得る。
【０２４９】
　さらに、例えば、干渉の増加を抑えることが可能になる。具体的には、例えば、上記限
定されたリソースブロックでは、基地局１００により形成される３次元ビームにより送信
されるＣＲＳと隣接セルで送信されるＣＲＳとの間で干渉が生じる可能性があるが、上記
限定されたリソースブロック以外のリソースブロックでは、上記干渉が生じない。そのた
め、ＣＲＳ間での干渉の増加が抑えられる。
【０２５０】
　したがって、本開示の実施形態によれば、ビームフォーミングに関連する負荷を軽減し
つつ、干渉の増加を抑えることが可能となる。
【０２５１】
　また、例えば、無指向性エリアのための送信電力の減少を抑えることが可能になる。具
体的には、例えば、ＣＲＳが送信されるリソースブロックの数が限定されるので、３次元
ビームにより送信されるＣＲＳの数が少なり、３次元ビームによるＣＲＳの送信電力がよ
り小さくなる。よって、無指向性エリアのための送信電力の減少が抑えられる。その結果
、ユーザの通信容量の減少、スループットの低下、及びセルの縮小も抑えられ得る。
【０２５２】
　・限定された時間内のリソースブロックでのＣＲＳの送信
　上記限定されたリソースブロックは、例えば、限定された時間内のリソースブロックで
ある。また、当該限定された時間は、例えば、限定された無線フレームである。即ち、Ｃ
ＲＳは、限定された無線フレームで３次元ビームにより送信される。
【０２５３】
　これにより、例えば、上記限定された時間（無線フレーム）内では、基地局１００によ
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り形成される３次元ビームにより送信されるＣＲＳと隣接セルで送信されるＣＲＳとの間
で干渉が生じる可能性があるが、上記限定された時間以外の時間では、上記干渉が生じな
い。そのため、ＣＲＳ間での干渉の増加は、限定された時間内に抑えられる。
【０２５４】
　また、例えば、ＣＲＳが送信される時間（無線フレーム）が限定されるので、３次元ビ
ームによるＣＲＳの送信への電力割当ては、限定された時間（無線フレーム）内に抑えら
れる。よって、無指向性エリアのための送信電力の減少が、限定された時間内に抑えられ
る。その結果、ユーザの通信容量の減少、スループットの低下、及びセルの縮小も、限定
された時間内に抑えられ得る。
【０２５５】
　さらに、例えば、上記限定された無線フレームは、セルごとに決定される無線フレーム
であり、隣接セルについて決定される限定された無線フレームとは異なる。
【０２５６】
　これにより、例えば、基地局１００により形成される３次元ビームにより送信されるＣ
ＲＳと、隣接セルの基地局により形成される３次元ビームによる送信されるＣＲＳとの間
の干渉を抑えることが可能になる。
【０２５７】
　なお、例えば、送信制御部１５５は、上記限定された時間を示す情報（即ち、第１の時
間情報）の送信を制御する。
【０２５８】
　これにより、端末装置２００は、３次元ビームによりＣＲＳが送信される限定された時
間（無線フレーム）を知ることが可能になる。そのため、端末装置２００は、限定された
時間（無線フレーム）で送信されるＣＲＳについての測定を行うことが可能になる。即ち
、３次元ビームに対応する通信領域（即ち、仮想セル）についての測定が適切に行われる
。その結果、３次元ビームに対応する通信領域へのハンドオーバが適切に行われ得る。ま
た、例えば、測定に要する端末装置２００の消費電力も抑えられ得る。
【０２５９】
　・限定された周波数帯域内のリソースブロックでのＣＲＳの送信
　上記限定されたリソースブロックは、例えば、使用可能な周波数帯域のうちの限定され
た周波数帯域内のリソースブロックである。即ち、ＣＲＳは、限定された周波数帯域で３
次元ビームにより送信される。
【０２６０】
　これにより、例えば、上記限定された周波数帯域内では、基地局１００により形成され
る３次元ビームにより送信されるＣＲＳと隣接セルで送信されるＣＲＳとの間で干渉が生
じる可能性があるが、上記限定された周波数帯域以外の周波数帯域では、上記干渉が生じ
ない。そのため、ＣＲＳ間での干渉の増加は、限定された周波数帯域内に抑えられる。
【０２６１】
　また、例えば、ＣＲＳが送信される周波数帯域が限定されるので、３次元ビームによる
ＣＲＳの送信への電力割当ては、限定された周波数帯域内に抑えられる。よって、単位時
間（無線フレーム）あたりの、無指向性エリアのための送信電力の減少が、抑えられる。
その結果、単位時間（無線フレーム）あたりの、ユーザの通信容量の減少、スループット
の低下、及びセルの縮小が、抑えられ得る。
【０２６２】
　なお、例えば、送信制御部１５５は、個別の３次元ビームによるマスタ情報ブロック（
ＭＩＢ）の送信を制御し、上記ＭＩＢは、上記限定された周波数帯域の帯域幅を示す情報
（即ち、第１の帯域幅情報）を含む。
【０２６３】
　これにより、３次元ビームに対応する通信領域（仮想セル）に位置する端末装置２００
が、ＭＩＢに含まれる帯域幅の情報から、ＣＲＳが送信される限定された周波数帯域を知
ることが可能になる。そのため、端末装置２００は、限定された周波数帯域で送信される
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ＣＲＳについての測定を行うことが可能になる。その結果、３次元ビームに対応する通信
領域へのハンドオーバが適切に行われ得る。
【０２６４】
　さらに、例えば、送信制御部１５５は、個別の３次元ビームによるシステム情報ブロッ
ク（ＳＩＢ）の送信を制御し、当該ＳＩＢは、上記使用可能な周波数帯域を示す情報（即
ち、第２の帯域幅情報）を含む。
【０２６５】
　これにより、３次元ビームに対応する通信領域（仮想セル）に位置する端末装置２００
は、限定された周波数帯域の帯域幅の情報がＭＩＢに含まれていたとしても、ＳＩＢに含
まれる帯域幅の情報から、実際に使用可能な周波数帯域を知ることが可能になる。そのた
め、端末装置２００は、実際に使用可能な周波数帯域において、割り当てられた無線リソ
ースを使用して無線通信を行うことが可能になる。
【０２６６】
　・限定された時間内での他の信号の送信
　例えば、送信制御部１５５は、限定された時間内に個別の３次元ビームのための同期信
号が送信されるように、当該個別の３次元ビームによる上記同期信号の送信を制御する。
【０２６７】
　これにより、例えば、上記限定された時間（無線フレーム）内では、基地局１００によ
り形成される３次元ビームにより送信される同期信号と隣接セルで送信される同期信号と
の間で干渉が生じる可能性があるが、上記限定された時間以外の時間では、上記干渉が生
じない。そのため、同期信号間での干渉の増加は、限定された時間内に抑えられる。
【０２６８】
　また、例えば、同期信号が送信される時間（無線フレーム）が限定されるので、３次元
ビームによる同期信号の送信への電力割当ては、限定された時間（無線フレーム）内に抑
えられる。よって、無指向性エリアのための送信電力の減少が、限定された時間内に抑え
られる。その結果、ユーザの通信容量の減少、スループットの低下、及びセルの縮小も、
限定された時間内に抑えられ得る。
【０２６９】
　また、例えば、送信制御部１５５は、限定された時間内に個別の３次元ビームのための
システム情報が送信されるように、当該個別の３次元ビームによる上記システム情報の送
信を制御する。
【０２７０】
　これにより、例えば、上記限定された時間（無線フレーム）内では、基地局１００によ
り形成される３次元ビームにより送信されるシステム情報と隣接セルで送信されるシステ
ム情報との間で干渉が生じる可能性があるが、上記限定された時間以外の時間では、上記
干渉が生じない。そのため、システム情報間での干渉の増加は、限定された時間内に抑え
られる。
【０２７１】
　また、例えば、システム情報が送信される時間（無線フレーム）が限定されるので、３
次元ビームによるシステム情報の送信への電力割当ては、限定された時間（無線フレーム
）内に抑えられる。よって、無指向性エリアのための送信電力の減少が、限定された時間
内に抑えられる。その結果、ユーザの通信容量の減少、スループットの低下、及びセルの
縮小も、限定された時間内に抑えられ得る。
【０２７２】
　・セルＩＤに対応するリソース割当てパターン
　例えば、上記個別の３次元ビームに割り当てられる上記セルＩＤは、隣接セルに割り当
てられるセルＩＤとは、ＣＲＳについてのリソース割当てパターンが異なる。
【０２７３】
　これにより、基地局１００により形成されうる３次元ビームが隣接セルに到達する場合
であっても、当該３次元ビームにより送信されるＣＲＳは、隣接セル（無指向性エリア）
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のＣＲＳに干渉しない。例えばこのように、ＣＲＳ間での干渉の増加を抑制することが可
能になる。
【０２７４】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態を説明したが、本開示は係る例
に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、請求の範囲に記載された範疇内
において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても
当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
【０２７５】
　例えば、ダウンリンクにおいてビームフォーミングが行われる例を説明したが、本開示
は係る例に限定されない。例えば、アップリンクのビームフォーミング処理も行われても
よい。即ち、３次元ビームに対応する通信領域（仮想セル）に属する端末装置により送信
されるアップリンク信号に対して、アップリンクのビームフォーミング処理が行われても
よい。
【０２７６】
　また、無指向性エリアで使用される周波数帯域と、指向性エリアで使用される周波数帯
域とは、同一であってもよく、異なってもよく、又は一部重複してもよい。例えば、無指
向性エリアで使用される周波数帯域と、指向性エリアで使用される周波数帯域とは、それ
ぞれ、１つ以上のコンポーネントキャリアであり、同一であってもよく、異なってもよく
、又は一部重複してもよい。いずれにせよ、指向性エリアで使用されるコンポーネントキ
ャリアは、隣接セルの無指向性エリア（又は指向性エリア）で使用されるコンポーネント
キャリアと同一になり得る。
【０２７７】
　また、通信システムがＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、又はこれらに準ずる通信方
式に従ったシステムである例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、通
信システムは、別の通信規格に従ったシステムであってもよい。
【０２７８】
　また、本明細書の通信制御処理における処理ステップは、必ずしもフローチャートに記
載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、通信制御処理における処理
ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に
実行されてもよい。
【０２７９】
　また、通信制御装置（例えば、基地局装置）又は端末装置に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭ
及びＲＡＭ等のハードウェアに、上記通信制御装置又は上記端末装置の各構成と同等の機
能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、当該コンピュー
タプログラムを記憶させた記憶媒体も提供されてもよい。また、当該コンピュータプログ
ラムを記憶するメモリ（例えば、ＲＯＭ及びＲＡＭ）と、当該コンピュータプログラムを
実行可能な１つ以上のプロセッサ（例えば、ＣＰＵ、ＤＳＰなど）を含む情報処理装置（
例えば、処理回路、チップ）も提供されてもよい。
【０２８０】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的又は例示的なものであって限定的
ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本
明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０２８１】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報を取得する取得部と、
　前記セル識別情報に基づいて、前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送信
を制御する制御部と、
を備え、
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　前記制御部は、使用可能なリソースブロックのうちの限定されたリソースブロックで前
記リファレンス信号が送信されるように、前記送信を制御する、
通信制御装置。
（２）
　前記限定されたリソースブロックは、限定された時間内のリソースブロックである、前
記（１）に記載の通信制御装置。
（３）
　前記制御部は、限定された時間内に前記個別の３次元ビームのためのシステム情報が送
信されるように、前記個別の３次元ビームによる前記システム情報の送信を制御する、前
記（２）に記載の通信制御装置。
（４）
　前記制御部は、限定された時間内に前記個別の３次元ビームのための同期信号が送信さ
れるように、前記個別の３次元ビームによる前記同期信号の送信を制御する、前記（２）
又は（３）に記載の通信制御装置。
（５）
　前記制御部は、前記限定された時間を示す情報の送信を制御する、前記（２）～（４）
のいずれか１項に記載の通信制御装置。
（６）
　前記限定された時間は、セルごとに決定される時間であり、隣接セルについて決定され
る限定された時間とは異なる、前記（２）～（５）のいずれか１項に記載の通信制御装置
。
（７）
　前記限定された時間は、限定された無線フレームである、前記（２）～（６）のいずれ
か１項に記載の通信制御装置。
（８）
　前記限定されたリソースブロックは、使用可能な周波数帯域のうちの限定された周波数
帯域内のリソースブロックである、前記（１）～（７）のいずれか１項に記載の通信制御
装置。
（９）
　前記制御部は、前記個別の３次元ビームによるマスタ情報ブロックの送信を制御し、
　前記マスタ情報ブロックは、前記限定された周波数帯域の帯域幅を示す情報を含む、
前記（８）に記載の通信制御装置。
（１０）
　前記制御部は、前記個別の３次元ビームによるシステム情報ブロックの送信を制御し、
　前記システム情報ブロックは、前記使用可能な周波数帯域を示す情報を含む、
前記（９）に記載の通信制御装置。
（１１）
　前記セル識別情報は、隣接セルに割り当てられるセル識別情報とは、リファレンス信号
についてのリソース割当てパターンが異なる、前記（１）～（１０）のいずれか１項に記
載の通信制御装置。
（１２）
　前記制御部は、前記限定されたリソースブロックを特定するための情報の送信を制御す
る、前記（１）～（１１）のいずれか１項に記載の通信制御装置。
（１３）
　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報を取得することと、
　前記セル識別情報に基づいて、前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送信
をプロセッサにより制御することと、
を含み、
　前記リファレンス信号は、使用可能なリソースブロックのうちの限定されたリソースブ
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ロックで送信される、
通信制御方法。
（１４）
　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報に基づいて前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送
信を制御する基地局により、使用可能なリソースブロックのうちの前記リファレンス信号
が送信される限定されたリソースブロックを特定するための情報が送信されると、当該情
報を取得する取得部と、
　前記限定されたリソースブロックで送信される前記リファレンス信号についての測定を
行う通信制御部と、
を備える端末装置。
（１５）
　前記限定されたリソースブロックは、限定された時間内のリソースブロックであり、
　前記限定されたリソースブロックを特定するための前記情報は、前記限定された時間を
示す情報を含む、
前記（１４）に記載の端末装置。
（１６）
　前記限定されたリソースブロックは、使用可能な周波数帯域のうちの限定された周波数
帯域内のリソースブロックであり、
　前記限定されたリソースブロックを特定するための前記情報は、前記限定された周波数
帯域の帯域幅を示す情報を含む、
前記（１４）又は（１５）に記載の端末装置。
（１７）
　前記限定された周波数帯域の帯域幅を示す前記情報は、前記個別の３次元ビームにより
送信されるマスタ情報ブロックに含まれる、前記（１６）に記載の端末装置。
（１８）
　前記取得部は、前記使用可能な周波数帯域の帯域幅を示す情報を含むシステム情報ブロ
ックが前記個別の３次元ビームにより送信されると、当該システム情報ブロックに含まれ
る前記情報を取得し、
　前記通信制御部は、前記使用可能な周波数帯域内の割り当てられる無線リソースを使用
するように、前記端末装置による無線通信を制御する、
前記（１７）に記載の端末装置。
（１９）
　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報に基づいて前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送
信を制御する基地局により、使用可能なリソースブロックのうちの前記リファレンス信号
が送信される限定されたリソースブロックを特定するための情報が送信されると、当該情
報を取得することと、
　前記限定されたリソースブロックで送信される前記リファレンス信号についての測定を
プロセッサにより行うことと、
を含む通信制御方法。
（２０）
　プログラムを記憶するメモリと、
　前記プログラムを実行可能な１つ以上のプロセッサと、
を備え、
　前記プログラムは、
　３次元ビームを形成可能な指向性アンテナにより形成される個別の３次元ビームに割り
当てられるセル識別情報に基づいて前記個別の３次元ビームによるリファレンス信号の送
信を制御する基地局により、使用可能なリソースブロックのうちの前記リファレンス信号
が送信される限定されたリソースブロックを特定するための情報が送信されると、当該情
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報を取得することと、
　前記限定されたリソースブロックで送信される前記リファレンス信号についての測定を
行うことと、
　を実行させるためのプログラムである、
情報処理装置。
【符号の説明】
【０２８２】
　１　　　　通信システム
　１０　　　セル
　２０　　　３次元ビーム
　３０　　　通信領域
　１００　　基地局
　１５１　　セルＩＤ割当部
　１５３　　情報取得部
　１５５　　送信制御部
　１５７　　ハンドオーバ制御部
　２００　　端末装置
　２６１　　情報取得部
　２６３　　通信制御部
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