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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の送信ポイントにおいて使用しているChannel State Information － Reference S
ignal（ＣＳＩ－ＲＳ）の設定情報を示すＣＳＩ－ＲＳ候補リストを、端末個別に通知さ
れる制御情報により受信する受信部と、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ候補リストに含まれるＣＳＩ－ＲＳの時間および周波数を含むリソー
ス位置情報（resourceConfig）に基づいて、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳのリソース情
報を特定し、前記特定したＣＳＩ－ＲＳを用いて受信電力を測定する、制御部と、
　前記受信電力の測定結果が予め設定された閾値以上の場合に、前記測定した受信電力の
結果を送信する送信部と、
　を具備する、
　無線通信端末。
【請求項２】
　前記ＣＳＩ－ＲＳ候補リストは、前記制御情報において、
　Cell specific Reference Signal（ＣＲＳ）による測定向け情報に含めて通知される、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項３】
　前記制御部は、前記特定されたＣＳＩ－ＲＳを用いてさらに受信品質を測定し、
　前記送信部は、前記受信品質を送信する、
　請求項１に記載の無線通信端末。



(2) JP 6518825 B2 2019.5.22

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記受信電力は、Reference Signal Reception Power（ＲＳＲＰ）である、
　請求項１記載の無線通信端末。
【請求項５】
　前記受信品質は、Channel State Information（ＣＳＩ）である、
　請求項３に記載の無線通信端末。
【請求項６】
　前記制御情報は、ＲＲＣシグナリングにより受信される、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項７】
　前記受信部は、前記受信電力に関する測定の設定（measurement configuration）を、
基地局装置から受信する、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項８】
　複数の送信ポイントにおいて使用しているChannel State Information － Reference S
ignal（ＣＳＩ－ＲＳ）の設定情報を示すＣＳＩ－ＲＳ候補リストを、端末個別に通知さ
れる制御情報により受信し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ候補リストに含まれるＣＳＩ－ＲＳの時間および周波数を含むリソー
ス位置情報（resourceConfig）に基づいて、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳのリソース情
報を特定し、
　前記特定したＣＳＩ－ＲＳを用いて受信電力を測定し、
　前記受信電力の測定結果が予め設定された閾値以上の場合に、前記測定した受信電力の
結果を送信する、
　無線通信方法。
【請求項９】
　前記ＣＳＩ－ＲＳ候補リストは、前記制御情報において、
　Cell specific Reference Signal（ＣＲＳ）による測定向け情報に含めて通知される、
　請求項８に記載の無線通信方法。
【請求項１０】
　前記特定されたＣＳＩ－ＲＳを用いてさらに受信品質を測定し、
　前記受信品質を送信する、
　請求項８に記載の無線通信方法。
【請求項１１】
　前記受信電力は、Reference Signal Reception Power（ＲＳＲＰ）である、
　請求項８記載の無線通信方法。
【請求項１２】
　前記受信品質は、Channel State Information（ＣＳＩ）である、
　請求項１０に記載の無線通信方法。
【請求項１３】
　前記制御情報を、ＲＲＣシグナリングにより受信する、
　請求項８に記載の無線通信方法。
【請求項１４】
　前記受信電力に関する測定の設定（measurement configuration）を、基地局装置から
受信する、
　請求項８に記載の無線通信方法。
【請求項１５】
　複数の送信ポイントにおいて使用しているChannel State Information － Reference S
ignal（ＣＳＩ－ＲＳ）の設定情報を示すＣＳＩ－ＲＳ候補リストを、端末個別に通知さ
れる制御情報により受信する受信処理と、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ候補リストに含まれるＣＳＩ－ＲＳの時間および周波数を含むリソー
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ス位置情報（resourceConfig）に基づいて、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳのリソース情
報を特定し、前記特定したＣＳＩ－ＲＳを用いて受信電力を測定する測定処理と、
　前記受信電力の測定結果が予め設定された閾値以上の場合に、前記測定した受信電力の
結果を送信する送信処理と、
　を制御する、
　集積回路。
【請求項１６】
　前記ＣＳＩ－ＲＳ候補リストは、前記制御情報において、
　Cell specific Reference Signal（ＣＲＳ）による測定向け情報に含めて通知される、
　請求項１５に記載の集積回路。
【請求項１７】
　前記測定処理は、前記特定されたＣＳＩ－ＲＳを用いてさらに受信品質を測定し、
　前記送信処理は、前記受信品質を送信する、
　請求項１５に記載の集積回路。
【請求項１８】
　前記受信電力は、Reference Signal Reception Power（ＲＳＲＰ）である、
　請求項１５記載の集積回路。
【請求項１９】
　前記受信品質は、Channel State Information（ＣＳＩ）である、
　請求項１７に記載の集積回路。
【請求項２０】
　前記制御情報は、ＲＲＣシグナリングにより受信される、
　請求項１５に記載の集積回路。
【請求項２１】
　前記受信処理は、前記受信電力に関する測定の設定（measurement configuration）を
、基地局装置から受信する、
　請求項１５に記載の集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信端末、無線通信方法および集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ－ＬＴＥ(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long 
Term Evolution、以下、ＬＴＥという)のRelease 8（以下、Rel.8という）では、下りリ
ンクの通信方式としてＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency Division Multiple Access）
が採用され、上りリンクの通信方式としてＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency D
ivision Multiple Access）が採用されている。
【０００３】
　Rel.8の下りリンクでは、データ信号（ＰＤＳＣＨ）を復調するための参照信号（リフ
ァレンス信号）として、Cell specific Reference Signal（以下、ＣＲＳという）が用い
られる。ＣＲＳは、セル内共通の参照信号として、セルＩＤに依存した時間・周波数リソ
ースで送信され、セルの全てのエリアをカバーするように送信される。また、ＣＲＳは、
全てのサブフレームで送信される。さらに、ＣＲＳは、リンクアダプテーション、および
、セル選択などの移動管理(Mobility Management)向けの測定のためにも使用される。す
なわち、端末（又はＵＥ（User Equipment）と呼ぶ）は、自機が接続しているセル（自セ
ル）および隣接セルのＣＲＳを用いて、受信電力（ＲＳＲＰ：Reference Signal Recepti
on Power）または受信品質（ＲＳＲＱ：Reference Signal Reception Quality）の測定を
行う。そして、端末は、例えば、隣接セルのＲＳＲＰが自セルのＲＳＲＰよりも３ｄＢ高
い場合等、所定の基準を満たす場合、当該隣接セルのセルＩＤおよびＲＳＲＰを報告する
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。このとき、隣接セルのセルＩＤに関する情報が報知されている場合、端末は、そのセル
ＩＤを用いてセルの検出を行うことができる（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
　一方、ＬＴＥ（Rel.8）をさらに進めたＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（以下、「LTE-A」ま
たは「Release 10（Rel.10）」という）では、下りリンクのＭＩＭＯ（Multiple Input M
ultiple Output）送信の拡張として、ＤＭＲＳ（DeModulation Reference Signal又は「U
E specific Reference Signal」と呼ぶ）を用いたデータ送信がサポートされている。セ
ル全体に向けて送信されるＣＲＳに対して、ＤＭＲＳは、データが割り当てられた端末向
けに送信されるため、Precodingによるビーム形成が可能であり、高スループットのデー
タ伝送が可能である（例えば、非特許文献２、３、４参照）。Rel.10において、ＤＭＲＳ
を用いた送信は送信モード９が設定された端末向けに用いることができる。
【０００５】
　また、リンクアダプテーションまたはスケジューリングに用いられるＣＳＩ（Channel 
State Information）はＣＳＩ－ＲＳを用いて測定される。ＣＳＩ－ＲＳは、各アンテナ(
アンテナポート)から異なるリソース（時間、周波数又はコード）で送信される。例えば
、ＣＳＩ－ＲＳは通常１０サブフレーム（１０ｍｓ）程度の間隔で送信される。また、端
末でＣＳＩ測定及び報告対象とすべきＣＳＩ－ＲＳのリソース情報は、基地局（又はｅＮ
Ｂと呼ぶ）から端末（ＵＥ）へ通知される。なお、ＣＳＩには、受信品質（ＳＩＮＲ）あ
るいは達成可能なデータレートを示すＣＱＩ（Channel Quality Indicator）および最適
なPrecoding Matrixを示すＰＭＩ（Precoding Matrix Indicator）が含まれる。
【０００６】
　また、Rel.10の次のReleaseであるRelease 11（以下、Rel.11という）では、カバーエ
リアの大きさが異なる複数の基地局を用いたヘテロジニアスネットワーク（Heterogeneou
s Network）におけるＣｏＭＰ（Coordinated Multi Point transmission and reception
）が検討されている。ヘテロジニアスネットワークは、マクロ基地局（ＨＰＮ（High Pow
er Node））とピコ基地局（ＬＰＮ（Low Power Node）又はＲＲＨ（Remote Radio Head）
）とから構成されるネットワークである。ＣｏＭＰでは、複数ノード（送信ポイント（Ｔ
Ｐ：Transmission Point））が協調して端末に対してデータの送受信を行う。ここで、従
来のシステムでは、各送信ポイントは異なるセルＩＤを有するセルを形成していた。よっ
て、セルＩＤに依存した時間・周波数リソース配置で送信されるＣＲＳは、セル毎に異な
る配置で送信される。これに伴い、データ（ＰＤＳＣＨ）も異なるリソース配置となるの
で、複数の送信ポイントからの協調送信は限定的となる。
【０００７】
　そこで、Rel.11では、同一セルＩＤを用いたＣｏＭＰ運用が検討されている（例えば非
特許文献５参照）。同一セルＩＤを用いたＣｏＭＰ運用とは、マクロセル（ＨＰＮ（マク
ロ基地局、Macro eNB）がカバーするセル）内の複数のＬＰＮ（ピコ基地局）に対して、
ＨＰＮのセルＩＤと同一のセルＩＤを付与する運用である（例えば図１参照）。このよう
な運用では、同一マクロセル内のＨＰＮおよびＬＰＮ（以降、送信ポイントと記載）のセ
ルＩＤが同一であるため、セルＩＤに依存したリソースで送信されるＣＲＳは、複数の送
信ポイントにおいて同一リソースで送信される。よって、端末では、各送信ポイントから
送信されたＣＲＳがＳＦＮ（Single Frequency Network）合成されて受信される。また、
ＣＲＳを用いて復調される各端末向けのデータ（ＰＤＳＣＨ）及び制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）は、ＣＲＳと同一の位相関係を維持するために全送信ポイントから同一の時間・周
波数リソースで送信される。そこで、Rel.11では、UE specific Reference Signal（例え
ばＤＭＲＳ）を用いて異なる送信ポイントから同一の時間・周波数リソースで異なる端末
向けのＰＤＳＣＨを送信することが検討されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】3GPP TS 36.331 V10.1.0, “Radio Resource Control (RRC) (Release 
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10),” March 2011
【非特許文献２】3GPP TS 36.211 V10.1.0, “Physical Channels and Modulation (Rele
ase 10),” March 2011
【非特許文献３】3GPP TS 36.212 V10.1.0, “Multiplexing and channel coding (Relea
se 10),” March 2011
【非特許文献４】3GPP TS 36.213 V10.1.0, “Physical layer procedures (Release 10)
,”March 2011
【非特許文献５】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-110649, Feb. 2011
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　同一セルＩＤを用いたＣｏＭＰ運用では、各端末に対して、各端末の近傍に位置する送
信ポイントのみからデータ送信を行うことにより、同一の時間・周波数リソースを離れた
送信ポイントで異なるユーザ向けリソースとして再利用することができる。これにより、
高効率かつ高スループットのシステム運用が可能となる。
【００１０】
　しかしながら、従来のシステムでは、各端末に対して適切な送信ポイントを選択するた
めには、各送信ポイントからそれぞれ異なるＣＳＩ－ＲＳ（各送信ポイント間で互いに異
なるリソースに配置されたＣＳＩ－ＲＳ）を送信する必要がある（例えば図２参照）。す
なわち、端末に対して、ＣＳＩ測定・報告対象のＣＳＩ－ＲＳとして、同一セルＩＤを有
するエリア内で使用されている全てのＣＳＩ－ＲＳリソースを通知し、ＣＳＩ測定・報告
させる必要がある。これにより、基地局は、端末から報告される、全ての送信ポイントの
ＣＳＩ－ＲＳに対するＣＳＩ測定結果に基づいて、適切な送信ポイントを決定することが
できる。
【００１１】
　しかしながら、ＣＳＩはデータ送信のリンクアダプテーションに用いられ、瞬時のフェ
ージング変動に追従するために比較的短い間隔で報告される必要がある。また、端末はＣ
ＳＩとして品質良好なＰＭＩ及び周波数（サブバンド）毎のＣＱＩの情報を報告するので
、ＣＳＩ測定結果のデータ量は比較的大きい。よって、端末が全ての送信ポイントのＣＳ
Ｉ－ＲＳに対するＣＳＩ測定結果を報告すると、ＣＳＩ測定結果の情報量が膨大となり、
上りリンクのデータスループット劣化を招く恐れがある。また、端末でのＣＳＩ測定（Ｃ
ＱＩ及びＰＭＩの算出）のための計算量が多くなり、端末のcomplexityが増大する。
【００１２】
　本発明の目的は、ＣＳＩ報告のオーバーヘッドを低減しつつ、適切な送信ポイントを選
択することができる無線通信端末、無線通信方法および集積回路を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様の無線通信端末は、複数の送信ポイントにおいて使用しているChannel 
State Information － Reference Signal（ＣＳＩ－ＲＳ）の設定情報を示すＣＳＩ－Ｒ
Ｓ候補リストを、端末個別に通知される制御情報により受信する受信部と、前記ＣＳＩ－
ＲＳ候補リストに含まれるＣＳＩ－ＲＳの時間および周波数を含むリソース位置情報（re
sourceConfig）に基づいて、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳのリソース情報を特定し、前
記特定したＣＳＩ－ＲＳを用いて受信電力を測定する、制御部と、前記受信電力の測定結
果が予め設定された閾値以上の場合に、前記測定した受信電力の結果を送信する送信部と
、を具備する構成を採る。
【００１４】
　本発明の一態様の無線通信端末において、前記ＣＳＩ－ＲＳ候補リストは、前記制御情
報において、Cell specific Reference Signal（ＣＲＳ）による測定向け情報に含めて通
知される。
【００１５】
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　本発明の一態様の無線通信方法は、複数の送信ポイントにおいて使用しているChannel 
State Information － Reference Signal（ＣＳＩ－ＲＳ）の設定情報を示すＣＳＩ－Ｒ
Ｓ候補リストを、端末個別に通知される制御情報により受信し、前記ＣＳＩ－ＲＳ候補リ
ストに含まれるＣＳＩ－ＲＳの時間および周波数を含むリソース位置情報（resourceConf
ig）に基づいて、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳのリソース情報を特定し、前記特定した
ＣＳＩ－ＲＳを用いて受信電力を測定し、前記受信電力の測定結果が予め設定された閾値
以上の場合に、前記測定した受信電力の結果を送信する。
【００１６】
　本発明の一態様の集積回路は、複数の送信ポイントにおいて使用しているChannel Stat
e Information － Reference Signal（ＣＳＩ－ＲＳ）の設定情報を示すＣＳＩ－ＲＳ候
補リストを、端末個別に通知される制御情報により受信する受信処理と、前記ＣＳＩ－Ｒ
Ｓ候補リストに含まれるＣＳＩ－ＲＳの時間および周波数を含むリソース位置情報（reso
urceConfig）に基づいて、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳのリソース情報を特定し、前記
特定したＣＳＩ－ＲＳを用いて受信電力を測定する測定処理と、前記受信電力の測定結果
が予め設定された閾値以上の場合に、前記測定した受信電力の結果を送信する送信処理と
、を制御する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ＣＳＩ報告のオーバーヘッドを低減しつつ、適切な送信ポイントを選
択することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】各マクロセル内で同一セルＩＤを用いたＣｏＭＰ運用を示す図
【図２】各送信ポイントで異なるＣＳＩ－ＲＳリソースを用いたＣｏＭＰ運用を示す図
【図３】本発明の実施の形態１に係るマクロ基地局の主要構成図
【図４】本発明の実施の形態１に係る端末の主要構成図
【図５】本発明の実施の形態１に係るマクロ基地局の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態１に係るピコ基地局の構成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態１に係るマクロ基地局および端末の処理を示す図
【図９】本発明の実施の形態１に係るCSI-RS configurationとマッピングパターンとの対
応付けの一例を示す図
【図１０】本発明の実施の形態１に係る１サブフレーム内のＣＳＩ－ＲＳの配置例を示す
図
【図１１】本発明の実施の形態２に係る非送信ＣＳＩ－ＲＳリソースの一例を示す図
【図１２】本発明の実施の形態２に係るＣＳＩ－ＲＳの設定例を示す図
【図１３】本発明の実施の形態３に係るマクロ基地局および端末の処理を示す図（報告方
法１）
【図１４】本発明の実施の形態３に係るマクロ基地局および端末の処理を示す図（報告方
法２）
【図１５】本発明の実施の形態４に係るExtension carrierの一例を示す図
【図１６】本発明の実施の形態５に係るＣｏＭＰ運用を示す図
【図１７】本発明の実施の形態５に係るマクロ基地局および端末の処理を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態
において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【００２０】
　［実施の形態１］
　［通信システムの概要］
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　本実施の形態に係る通信システムは、マクロ基地局（ＨＰＮ、Macro eNB）１００と、
ピコ基地局（ＬＰＮ、ＲＲＨ）２００と、端末３００とを有する。例えば、マクロ基地局
１００は、本実施の形態に係る送信装置に対応する。マクロ基地局１００、および、マク
ロ基地局１００のカバーエリア内に配置された複数のピコ基地局２００は端末３００に対
して協調して信号を送信する。
【００２１】
　マクロ基地局１００と、１つまたは複数のピコ基地局２００とは光ファイバ等の低遅延
かつ大容量のインタフェースで接続されている。
【００２２】
　また、マクロ基地局１００がカバーするセル（マクロセル）内において、マクロ基地局
１００およびピコ基地局２００には同一のセルＩＤが設定される。つまり、マクロ基地局
１００がカバーするマクロセル内の送信ポイントには同一のセルＩＤが設定される。よっ
て、マクロ基地局１００およびピコ基地局２００は、セルＩＤに依存した同一のリソース
（時間、周波数又はコード）でＣＲＳを送信する。
【００２３】
　一方、マクロ基地局１００がカバーするマクロセル内の各送信ポイントは、互いに異な
るconfiguration（リソース、アンテナポート等の設定）のＣＳＩ－ＲＳを送信する。
【００２４】
　また、以下の説明では、各送信ポイントは１つまたは複数のアンテナポートを有する。
【００２５】
　また、以下の説明では、端末３００は、ＣＳＩ－ＲＳを用いて、２種類の受信品質を測
定する。一方の受信品質（第１の受信品質）は、例えば、受信電力、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ
、ＳＩＮＲ、ＳＬＮＲ（Signal to Leakage plus Noise Ratio）等である。他方の受信電
力（第２の受信電力）は、ＣＳＩ（ＣＱＩおよびＰＭＩ）である。ここで、第１の受信品
質の測定に要する処理量は、第２の受信品質の測定に要する処理量よりも小さい。また、
第１の受信品質の通知に要する情報量は、第２の受信品質の測定に要する情報量よりも小
さい。
【００２６】
　図３は、本実施の形態に係るマクロ基地局１００の主要構成図である。マクロ基地局１
００において、送信部１０２が、参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を端末３００に送信し、受信
部１０３が、端末３００で複数の参照信号を用いて測定された、複数の参照信号のそれぞ
れに対する第１の受信品質（受信電力）であって、所定の条件を満たす第１の受信品質を
受信し、制御部１０１が、複数の参照信号のうち、第２の受信品質（ＣＳＩ）の測定対象
である少なくとも一つの特定の参照信号を決定する。また、受信部１０３は、端末３００
で特定の参照信号を用いて測定された、第２の受信品質を受信する。
【００２７】
　図４は、本実施の形態に係る端末３００の主要構成図である。端末３００において、測
定部３０３が、複数の送信ポイントからの複数の参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を用いて、複
数の参照信号のそれぞれに対する第１の受信品質（受信電力）を測定し、受信部３０１が
、複数の参照信号のうち、少なくとも一つの特定の参照信号に関する第１の情報（測定リ
スト）を受信し、測定部３０３が、第１の情報に基づいて、特定の参照信号を用いて、第
２の受信品質（ＣＳＩ）を測定し、送信部３０４が、所定の条件を満たす第１の受信品質
、および、第２の受信品質を報告する。
【００２８】
　［マクロ基地局１００の構成］
　図５は、本実施の形態に係るマクロ基地局１００の構成を示すブロック図である。
【００２９】
　図５に示すマクロ基地局１００において、制御部１０１は、各端末３００がＣＳＩ測定
・報告対象とするＣＳＩ－ＲＳ（つまり、送信ポイント）の制御、および、ピコ基地局２
００（ＲＲＨ）の制御を行う。
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【００３０】
　具体的には、制御部１０１は、マクロ基地局１００がカバーするマクロセル内の送信ポ
イント（マクロ基地局１００（ＨＰＮ）およびピコ基地局２００（ＬＰＮ））において使
用しているＣＳＩ－ＲＳのconfiguration（設定情報）を示すリストを、「CSI-RS候補リ
スト（CSI-RS candidate list：ＣＣＬ）」として作成する。つまり、「CSI-RS候補リス
ト」は複数のＣＳＩ－ＲＳを示す。なお、上りリンクの受信信号電力等から端末３００の
位置検出ができる場合、制御部１０１は、端末３００の近傍に位置する送信ポイント（Ｈ
ＰＮ／ＬＰＮ）のＣＳＩ－ＲＳのconfigurationのみをCSI-RS候補リストに含めてもよい
。
【００３１】
　また、制御部１０１は、端末３００がＣＳＩ－ＲＳを用いて測定する受信電力（ＲＳＲ
Ｐ）報告を行うか否かの基準である所定の条件（以下、報告条件という）を設定する。「
報告条件」として、例えば、受信電力（ＲＳＲＰ）が予め設定された閾値以上であること
等が挙げられる。すなわち、端末３００では、報告条件を満たす場合に受信電力測定結果
の報告が行われる。
【００３２】
　また、制御部１０１は、受信部１０３または基地局間ＩＦ１０４から入力される端末３
００からの信号（受信信号）に含まれる、ＣＳＩ－ＲＳに関する情報（上記報告条件を満
たしたＣＳＩ－ＲＳリソースの識別子、および、受信電力測定結果）を用いて、ＣＳＩ測
定・報告の対象とするＣＳＩ－ＲＳのconfiguration（すなわち、送信ポイント）を決定
する。すなわち、制御部１０１は、複数のＣＳＩ－ＲＳのうち、ＣＳＩの測定対象である
少なくとも１つの特定のＣＳＩ－ＲＳを決定する。制御部１０１は、決定したＣＳＩ－Ｒ
Ｓのconfiguration（少なくとも１つの特定のＣＳＩ－ＲＳ）を、「CSI-RS測定リスト（C
SI-RS measurement list：ＣＭＬ）」として生成する。つまり、「CSI-RS測定リスト」は
、上記特定のＣＳＩ－ＲＳを示す情報であって、CSI-RS候補リストに示される複数のＣＳ
Ｉ－ＲＳのうち、報告条件を満たす受信電力に対応する、少なくとも一つのＣＳＩ－ＲＳ
に関する情報を用いて決定される。ここで、CSI-RS測定リストとして、ＣＳＩ－ＲＳの時
間・周波数リソース等の情報を含めてもよいし、CSI-RS候補リストで付与されるＣＳＩ－
ＲＳリソースの識別子（つまり、CSI-RS候補リストの何番目のCSI-RS configurationであ
るかを示す情報）を用いてもよい。後者のＣＳＩ－ＲＳリソースの識別子を用いる場合は
、CSI-RS測定リストの通知情報量を削減可能である。
【００３３】
　また、制御部１０１は、受信部１０３または基地局間ＩＦ１０４から入力される端末３
００からの信号（受信信号）に含まれる、ＣＳＩ測定結果（ＣＱＩおよびＰＭＩ）を用い
て、ＤＭＲＳおよびデータ（ＰＤＳＣＨ）の送信に用いる送信ポイントに対する送信パラ
メータを決定する。つまり、制御部１０１は、ＣＳＩ測定結果に基づいてＰＤＳＣＨのス
ケジューリングを行う。送信ポイントに対する送信パラメータとしては、例えば、周波数
リソース、Precoding Matrix、送信電力等が挙げられる。この送信パラメータは、送信部
１０２および基地局間ＩＦ（インタフェース）１０４に出力される。
【００３４】
　また、制御部１０１は、ＣＳＩ－ＲＳ、ＣＲＳ、ＤＭＲＳ、ＰＤＣＣＨ等の送信に用い
る送信パラメータ（セルＩＤ、アンテナポート、時間・周波数リソース等）のconfigurat
ionを設定する。なお、マクロ基地局１００のセル（マクロセル）内では、セルＩＤは、
送信ポイント間で同一であり、セルＩＤに依存する、ＣＲＳのリソース（ＣＲＳリソース
）は、送信ポイント間で共通のリソースである。一方、ＣＳＩ－ＲＳは、送信ポイント毎
に異なるconfigurationとする。このconfigurationは、送信部１０２および基地局間ＩＦ
（インタフェース）１０４に出力される。
【００３５】
　以上のように制御部１０１で生成された「CSI-RS候補リスト」および「報告条件」は、
送信部１０２を介して各端末３００へ送信される。これらの情報は、報知情報として送信
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されてもよく、端末個別のＲＲＣ制御情報として通知されてもよい。または、CSI-RS候補
リストは、ＭＡＣヘッダに含めてもよい。また、「CSI-RS測定リスト」は、送信部１０２
を介して各端末３００へ送信される。この情報は、端末個別の制御情報として送信されて
もよく、ＲＲＣ制御情報として通知されてもよく、ＭＡＣヘッダまたはＰＤＣＣＨに含め
てもよい。
【００３６】
　送信部１０２は、制御部１０１から入力される情報（「CSI-RS候補リスト」、「報告条
件」および「CSI-RS測定リスト」を含む）に対して送信処理を施し、送信処理後の信号を
アンテナを介して送信する。また、送信部１０２は、制御部１０１から入力される送信パ
ラメータ（configuration）に従って、ＣＳＩ－ＲＳ、ＣＲＳ、ＤＭＲＳ、端末３００へ
のデータ信号（ＰＤＳＣＨ）および制御信号（ＰＤＣＣＨ）を送信する。
【００３７】
　受信部１０３は、アンテナを介して受信した信号に対して受信処理を施し、得られた受
信信号を制御部１０１に出力する。受信信号には、端末３００からのデータ信号、ＣＳＩ
－ＲＳに関する情報（上記「報告条件を満たしたＣＳＩ－ＲＳの情報」）、ＣＳＩ測定結
果（ＣＱＩおよびＰＭＩ）等が含まれる。
【００３８】
　基地局間ＩＦ１０４は、ピコ基地局２００との間で通信を行う。例えば、基地局間ＩＦ
１０４は、ピコ基地局２００から端末３００への送信に用いる送信パラメータおよび送信
データの転送、および、ピコ基地局２００が受信した端末３００からの受信データ（報告
条件を満たしたＣＳＩ－ＲＳの情報、および、ＣＳＩ測定結果を含む）の受信等を行う。
【００３９】
　［ピコ基地局２００の構成］
　図６は、本実施の形態に係るピコ基地局２００の構成を示すブロック図である。
【００４０】
　図６に示すピコ基地局２００において、基地局間ＩＦ２０１は、マクロ基地局１００（
図５）との間で通信を行う。例えば、基地局間ＩＦ２０１は、端末３００への送信に用い
る送信パラメータおよび送信データを、マクロ基地局１００から受け取り、受け取った送
信パラメータおよび送信データを送信部２０２に出力する。また、基地局間ＩＦ２０１は
、受信部２０３から入力される、端末３００からの受信データ（ＣＳＩ－ＲＳの測定結果
に関する情報（報告条件を満たしたＣＳＩ－ＲＳの情報）およびＣＳＩ測定結果（ＣＱＩ
およびＰＭＩ）を含む）を、マクロ基地局１００へ転送する。
【００４１】
　送信部２０２は、基地局間ＩＦ２０１から入力される送信パラメータに従って、端末３
００宛ての送信データをアンテナを介して送信する。
【００４２】
　受信部２０３は、アンテナを介して端末３００からの信号を受信する。端末３００から
の信号には、ユーザデータ、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果に関する情報（所定の条件を満たし
たＣＳＩ－ＲＳの情報）、ＣＳＩ測定結果（ＣＱＩおよびＰＭＩ）等が含まれる。
【００４３】
　［端末３００の構成］
　図７は、本実施の形態に係る端末３００の構成を示すブロック図である。端末３００は
、マクロ基地局１００（図５）またはピコ基地局２００（図６）と通信を行う。
【００４４】
　図７に示す端末３００において、受信部３０１は、アンテナを介して受信した信号に対
して受信処理を施し、受信信号を得る。受信信号には、マクロ基地局１００（ＨＰＮ）ま
たはピコ基地局２００（ＬＰＮ）から送信される、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、ＤＭＲＳ、デ
ータ信号（ＰＤＳＣＨ）、制御信号（ＰＤＣＣＨ）等が含まれる。さらに、受信信号には
、マクロ基地局１００から送信される、「CSI-RS候補リスト」、「報告条件」または、「
CSI-RS測定リスト」が含まれる。
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【００４５】
　なお、受信部３０１は、制御部３０２から指示されるリソースでデータ信号（ＰＤＳＣ
Ｈ）、または、ＣＳＩ－ＲＳを抽出する。受信部３０１は、ＣＳＩ－ＲＳを測定部３０３
に出力する。また、受信部３０１は、受信信号から「CSI-RS候補リスト」、「報告条件」
および「CSI-RS測定リスト」を抽出し、抽出した情報を制御部３０２に出力する。
【００４６】
　制御部３０２は、受信部３０１から入力される、「CSI-RS候補リスト」または「CSI-RS
測定リスト」に基づいて、ＣＳＩ－ＲＳのリソース情報（どのリソース（時間、周波数、
コード）にＣＳＩ－ＲＳが含まれているかを示す情報）を、受信部３０１に指示する。ま
た、制御部３０２は、例えば、制御情報（ＰＤＣＣＨ）に基づいて、下りリンクのデータ
信号（ＰＤＳＣＨ）のリソース情報（どのリソースのユーザデータを受信すべきかを示す
情報）を、受信部３０１に指示する。また、制御部３０２は、例えば、制御情報（ＰＤＣ
ＣＨ）に基づいて、上りリンクのデータ信号（ＰＵＳＣＨ）のリソース情報（どのリソー
スでユーザデータを送信すべきかを示す情報）を、送信部３０４に指示する。
【００４７】
　また、制御部３０２は、受信部３０１から入力される「報告条件（CSI-RS候補リストに
基づく受信電力測定結果の報告を行うか否かの基準となる条件）」を測定部３０３に出力
する。
【００４８】
　測定部３０３は、受信部３０１から入力されるＣＳＩ－ＲＳを用いて、CSI-RS候補リス
トに基づく受信電力（例えば、ＲＳＲＰ）測定を行う。すなわち、測定部３０３は、複数
の送信ポイントからの複数のＣＳＩ－ＲＳ（CSI-RS候補リストに示される複数のＣＳＩ－
ＲＳ）を用いて、複数のＣＳＩ－ＲＳのそれぞれに対する受信電力を測定する。受信電力
の測定結果は送信ポイントの選択に用いられる。測定部３０３は、比較的長い間（例えば
、数百ｍｓ）平均した受信電力を測定する。換言すると、測定部３０３は、比較的低頻度
で周期的に受信電力を測定する。
【００４９】
　また、測定部３０３は、測定した受信電力が「報告条件（例えば、受信電力が予め設定
された閾値以上）」を満たすか否かを判断する。測定部３０３は、測定した受信電力が報
告条件を満たす場合、当該受信電力に対応するＣＳＩ－ＲＳ（ＣＳＩ－ＲＳのリソースの
識別子）および受信電力を示す情報を含むＣＳＩ－ＲＳに関する情報を送信部３０４に出
力する。これにより、CSI-RS候補リストに示される複数のＣＳＩ－ＲＳのうち、報告条件
を満たす受信電力に対応する、少なくとも一つのＣＳＩ－ＲＳに関する情報が基地局１０
０へ送信される。当該ＣＳＩ－ＲＳに関する情報には、例えば、報告条件を満たす受信電
力に対応する当該ＣＳＩ－ＲＳを示す識別子、報告条件を満たす受信電力測定結果等が含
まれる。
【００５０】
　また、測定部３０３は、受信部３０１から入力されるＣＳＩ－ＲＳを用いて、CSI-RS測
定リストに基づくＣＳＩ（ＣＱＩおよびＰＭＩ）測定を行う。すなわち、測定部３０３は
、CSI-RS測定リストによって示される特定のＣＳＩ－ＲＳを用いてＣＳＩを測定する。Ｃ
ＳＩは実際のデータ送信におけるスケジューリング、リンクアダプテーション（ＭＣＳ制
御）およびPrecoding制御に用いられる。測定部３０３は、フェージング変動の小さい、
比較的短い間の平均したＣＳＩ（またはサブフレーム毎のＣＳＩ）を測定する。換言する
と、測定部３０３は、比較的高頻度で周期的にＣＳＩを測定する。なお、ＣＳＩは、最大
スループットを実現可能なPrecoding Matrixを示すＰＭＩと、所定の誤り率で伝送可能な
データレートあるいはＭＣＳを示すＣＱＩとから構成される。
【００５１】
　つまり、測定部３０３は、ＣＳＩ－ＲＳを用いて、CSI-RS候補リストに基づいて複数の
送信ポイントの第１の受信品質（受信電力等）を測定するとともに、CSI-RS測定リストに
基づいて特定の送信ポイントの第２の受信品質（ＣＳＩ）を測定する。以上のように測定
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部３０３で測定された受信電力の測定結果（ＣＳＩ－ＲＳに関する情報）、または、ＣＳ
Ｉの測定結果は、送信部３０４に出力される。
【００５２】
　送信部３０４は、ユーザデータ（ＰＵＳＣＨ）、ＣＳＩ－ＲＳに関する情報（所定の条
件を満たしたＣＳＩ－ＲＳの情報）またはＣＳＩ測定結果（ＣＱＩおよびＰＭＩ）を含む
送信信号に対して送信処理を施し、送信処理後の信号をアンテナを介して送信する。なお
、送信部３０４は、制御部３０２からの指示に従って、ユーザデータを送信する。このよ
うにして、ＣＳＩ－ＲＳに関する情報（所定の条件を満たしたＣＳＩ－ＲＳの情報）また
はＣＳＩ測定結果（ＣＱＩおよびＰＭＩ）は、直接、または、端末３００が接続するピコ
基地局２００を介して、マクロ基地局１００へ報告される。
【００５３】
　［マクロ基地局１００及び端末３００の動作］
　以上の構成を有するマクロ基地局１００及び端末３００の動作について説明する。
【００５４】
　図８は、マクロ基地局１００（ｅＮＢと表す）および端末３００（ＵＥと表す）の処理
の流れを示すフロー図である。
【００５５】
　図８において、ステップ（以下、「ＳＴ」という）１０１では、マクロ基地局１００は
、制御部１０１で設定されたCSI-RS候補リスト（ＣＣＬ）を端末３００へ通知する。CSI-
RS候補リストには、マクロ基地局１００のセル（マクロセル）内の送信ポイント分（つま
り、ＣＳＩ－ＲＳ候補分）のconfigurationが含まれる。各ＣＳＩ－ＲＳ候補の識別子と
して、例えば、CSI-RS候補番号（または、CSI-RS configuration ID）が付与される。例
えば、図８では、CSI-RS候補リスト内には、CSI-RS候補番号１～６（CSI-RS 1～6）が含
まれる。
【００５６】
　また、ＣＳＩ－ＲＳに関するconfiguration（CSI-RS configuration）には、（１）ア
ンテナポート数（Antenna Ports Count）、（２）サブフレーム内の時間・周波数リソー
ス位置（resourceConfig）、（３）ＣＳＩ－ＲＳの送信周期と時間オフセット（subframe
Config）、（４）優先選択のための測定結果に対するオフセット（CSI-RS individual of
fset）等が含まれる。
【００５７】
　すなわち、CSI-RS候補リストには、上記（１）－（４）の情報から成るCSI-RS configu
rationが送信ポイント分（ＣＳＩ－ＲＳ候補分）含まれる。
【００５８】
　例えば、図９に示すように、CSI-RS configuration（RRCパラメータ名：resourceConfi
g）と時間・周波数領域におけるマッピングパターンとが対応付けられているとする。こ
の場合、「resourceConfig」は、図９に示すように、CSI-RS configuration IDを通知す
ることで特定される。例えば、図９に示すマッピングパターン（Pattern0～4）は、図１
０に示す物理リソースのマッピング（Pattern0～4）にそれぞれ対応する。
【００５９】
　また、「subframeConfig」は、例えば、所定の周期及び時間オフセット（サブフレーム
オフセット）の組合せによって定義される。例えば、周期が１０ｍｓ（１０サブフレーム
）で時間オフセットが０（０サブフレーム）であれば、サブフレーム＃０から１０ｍｓの
周期がＣＳＩ－ＲＳに設定される。
【００６０】
　また、「CSI-RS individual offset」は、各CSI-RS候補の測定結果に付与されるオフセ
ットである。これにより、例えば、混雑している送信ポイントのCSI-RSではオフセットを
低くすることで当該送信ポイントが選択されにくくする等の制御が可能となる。なお、「
CSI-RS individual offset」は、mobility measurementと同様のものが用いられてもよい
。
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【００６１】
　また、マクロ基地局１００は、受信電力の測定方法、および、受信電力測定結果の「報
告条件（Event）」を端末３００へ通知する（図示せず）。受信電力の測定方法として、
ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、受信ＳＩＲ（Signal to Interference Ratio）、受信ＳＬＮＲ（Si
gnal to Leakage plus Noise Ratio：所望信号電力対他セルの端末への与干渉電力(＋雑
音電力)比）等が挙げられる。
【００６２】
　また、「報告条件（Event）」として、測定結果が予め設定された閾値Ａを上回った場
合、測定結果が予め設定された閾値Ｂを下回った場合、または、測定結果が現在ＣＳＩ測
定対象（つまり，CSI-RS測定リスト）として指定されているＣＳＩ－ＲＳの測定結果を予
め設定された閾値Ｃ［ｄＢ］だけ上回った場合等が挙げられる。端末３００は、CCLに基
づいてCSI-RSを用いた受信電力が閾値を上回った場合、第１の受信品質を基地局１００に
送信する。このため、基地局１００は、端末３００に第２の受信品質を測定させるCSI-RS
候補（第２の情報：CML）として考慮すべき送信ポイントを適切なタイミングで知ること
ができる。また、端末３００は、CCLに基づいてCSI-RSを用いた受信電力が閾値を下回っ
た場合に、第１の受信品質を基地局１００に送信する。このため、基地局１００は、端末
３００に第２の受信品質を測定させるCSI-RS候補（第２の情報：CML）として考慮しなく
てよい送信ポイントを適切なタイミングで知ることができる。その結果、基地局１００は
、端末３００に適したCSI-RS候補を適切なタイミングで更新することができるため、適切
にスケジューリングすることができる。その結果、端末３００のスループットを向上する
ことができ、かつ、周波数リソースの有効活用を行うことができる。また、端末３００が
使用候補とされている送信ポイントの受信品質を、他の送信ポイントの受信品質が上回っ
た場合に第１の受信品質を送信することで、基地局１００は、より的確に第２の受信品質
を測定するCSI-RS候補を決定することができる。図８は、測定方法としてＲＳＲＰを用い
て、報告条件として、閾値Th_addを上回った場合、および、閾値Th_removeを下回った場
合とした場合の一例を示す。
【００６３】
　端末３００の測定部３０３は、ＳＴ１０１で通知されたCSI-RS候補リスト、および、マ
クロ基地局１００から通知された受信電力の測定方法に基づいて、ＣＳＩ－ＲＳを用いた
ＲＳＲＰ測定を行う。すなわち、図８では、測定部３０３は、CSI-RS候補リストに示され
るCSI-RS 1～6のCSI-RS configurationに基づいて、６種類のＣＳＩ－ＲＳ（つまり、６
個の送信ポイント）に対するＲＳＲＰを測定する。また、測定部３０３は、測定したＲＳ
ＲＰが報告条件を満たすか否かを判断する。図８では、CSI-RS候補リスト（CSI-RS 1～6
）のうち、CSI-RS 1およびCSI-RS 2のＲＳＲＰが閾値Th_addを上回っている。
【００６４】
　ＳＴ１０２では、端末３００は、CSI-RS候補リストに示される複数のＣＳＩ－ＲＳ候補
のうち、報告条件を満たすＲＳＲＰに対応する少なくとも一つのＣＳＩ－ＲＳ候補（つま
り、送信ポイント）に関する情報をマクロ基地局１００へ報告（送信）する。具体的には
、端末３００は、報告条件を満たすCSI-RS候補番号（図８ではCSI-RS 1およびCSI-RS 2）
および、報告条件を満たすＣＳＩ－ＲＳの測定結果（図８ではvalue 1およびvalue 2）を
マクロ基地局１００へ報告する。すなわち、マクロ基地局１００は、端末３００で複数の
ＣＳＩ－ＲＳを用いて測定された、複数のＣＳＩ－ＲＳのそれぞれに対する受信電力測定
結果であって、報告条件を満たす受信電力測定結果を受信する。なお、端末３００は、Ｒ
ＳＲＰ（受信電力）報告の際、CSI-RS候補番号のみを報告してもよい。
【００６５】
　マクロ基地局１００の制御部１０１は、ＳＴ１０２において端末３００から受け取った
情報（CSI-RS候補番号およびＲＳＲＰ測定結果）に基づいて、CSI-RS候補リストに示され
る複数のＣＳＩ－ＲＳ候補のうち、ＣＳＩ測定に用いるＣＳＩ－ＲＳ（ＣＳＩの測定対象
である特定のＣＳＩ－ＲＳ）を少なくとも一つ決定する。図８では、制御部１０１は、CS
I-RS 1およびCSI-RS 2を用いている送信ポイントの近傍に端末が存在していると判断する
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。または、図８では、制御部１０１は、端末３００においてCSI-RS 1およびCSI-RS 2を用
いている送信ポイントからの受信品質が他の送信ポイントよりも高いと判断する。そこで
、制御部１０１は、ＣＳＩ測定・報告対象のＣＳＩ－ＲＳを、CSI-RS 1およびCSI-RS 2に
決定する。換言すると、制御部１０１は、ＣＳＩ測定・報告対象の送信ポイントを、CSI-
RS 1を用いている送信ポイントおよびCSI-RS 2を用いている送信ポイントに決定する。
【００６６】
　または、制御部１０１は、CSI-RS 1およびCSI-RS 2の何れか一方をＣＳＩ測定・報告対
象の特定のＣＳＩ－ＲＳとして決定してもよい。この場合、制御部１０１は、例えば、CS
I-RS 1およびCSI-RS 2のうち、ＲＳＲＰの値（value 1およびvalue 2）が大きい方を、Ｃ
ＳＩ測定・報告対象のＣＳＩ－ＲＳとして決定してもよい。
【００６７】
　ＳＴ１０３では、マクロ基地局１００は、ＣＳＩ測定・報告対象として決定されたCSI-
RS 1およびCSI-RS 2を含むCSI-RS測定リスト（ＣＭＬ）を生成し、CSI-RS測定リストを端
末３００へ通知する。
【００６８】
　端末３００の測定部３０３は、ＳＴ１０３においてCSI-RS測定リストを受け取ると、CS
I-RS測定リストに示される特定のＣＳＩ－ＲＳ（CSI-RS 1およびCSI-RS 2）を用いて、Ｃ
ＳＩ（ＣＱＩおよびＰＭＩ）を測定する。つまり、測定部３０３は、マクロ基地局１００
で報告条件を満たすＲＳＲＰに対応する送信ポイントの情報を用いて決定された特定の送
信ポイントからのＣＳＩ－ＲＳを用いて、ＣＳＩを測定する。
【００６９】
　ＳＴ１０４では、端末３００は、測定されたＣＳＩをマクロ基地局１００へ報告する（
ＣＳＩフィードバック）。すなわち、マクロ基地局１００は、端末３００でCSI-RS測定リ
ストに示される特定のＣＳＩ－ＲＳを用いて測定されたＣＳＩを受信する。マクロ基地局
１００は、ＣＳＩフィードバックに基づいて、データ信号（ＰＤＳＣＨ）の送信方法、ま
たは、各送信ポイントでのPrecoding Matrixを設定する（ＣＳＩフィードバックに基づく
ＰＤＳＣＨスケジューリング）。これにより、各送信ポイントからデータおよびＤＭＲＳ
が送信される。
【００７０】
　なお、図８に示すように、ＣＳＩ－ＲＳを用いたＲＳＲＰ測定は、ＣＳＩ－ＲＳを用い
たＣＳＩ測定と比較して、長い間隔（低頻度）で実施される。また、ＣＳＩは、周期的に
報告されてもよく（periodic CSI reporting）、トリガ等の報告要求に応じて報告されて
もよい（aperiodic CSI reporting）。
【００７１】
　次いで、図８において、端末３００（測定部３０３）でのCSI-RS候補リストに基づくＲ
ＳＲＰ測定の結果、報告条件を満たす新たな測定結果が得られた場合について説明する。
【００７２】
　ＳＴ１０５において、端末３００は、ＳＴ１０２と同様、報告条件を満たすＲＳＲＰに
対応するＣＳＩ－ＲＳ候補（送信ポイント）に関する情報（CSI-RS候補番号および測定結
果）をマクロ基地局１００へ報告する。図８では、CSI-RS 1のＲＳＲＰが閾値Th_remove
を下回り、CSI-RS 3のＲＳＲＰが閾値Th_addを上回っている。よって、ＳＴ１０５では、
端末３００は、CSI-RS 1およびCSI-RS 3をマクロ基地局１００へ報告する。なお、ＲＳＲ
Ｐが閾値Th_removeを下回ったＣＳＩ－ＲＳの候補について測定結果の報告は不要である
。そこで、図８では、端末３００は、報告情報量削減のために、CSI-RS 1について、測定
結果（value 1）の代わりに、ＲＳＲＰが閾値Th_removeを下回った旨を示す情報（remove
）を報告する。
【００７３】
　ＳＴ１０６では、マクロ基地局１００の制御部１０１は、ＳＴ１０３と同様にして、CS
I-RS測定リスト（ＣＭＬ）を生成し、CSI-RS測定リストを端末３００へ通知する。この際
、制御部１０１は、ＳＴ１０５で受け取った情報に基づいて、ＣＳＩ測定・報告対象を再
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設定する。例えば、図８では、制御部１０１は、ＳＴ１０４においてＣＳＩ測定・報告対
象であったCSI-RS 1およびCSI-RS 2のうち、CSI-RS 1をＣＳＩ測定・報告対象から外し、
CSI-RS 3をＣＳＩ測定・報告対象に新たに加える。よって、ＳＴ１０６では、マクロ基地
局１００は、CSI-RS 1およびCSI-RS 2を含むCSI-RS測定リストを端末３００へ報告する。
【００７４】
　これにより、端末３００の測定部３０３は、CSI-RS測定リストに示されるＣＳＩ－ＲＳ
（CSI-RS 2およびCSI-RS 3）を用いて、ＣＳＩ（ＣＱＩおよびＰＭＩ）を測定する。よっ
て、ＳＴ１０７では、CSI-RS 1およびCSI-RS 2に対するＣＳＩフィードバックが行われる
。
【００７５】
　以降、マクロ基地局１００および端末３００では、同様の処理が継続して実施される。
【００７６】
　このようにして、マクロ基地局１００では、送信部１０２が、ＣＳＩ－ＲＳを端末３０
０に送信し、制御部１０１が、端末３００で複数の基地局（送信ポイント）からのＣＳＩ
－ＲＳを用いて測定された、各基地局の受信電力（第１の受信品質）に基づいて、複数の
基地局のうち、ＣＳＩ（第２の品質）の測定対象である特定の基地局を決定し、受信部１
０３が、端末３００で上記特定の基地局からのＣＳＩ－ＲＳを用いて測定された、上記特
定の基地局に対するＣＳＩを受信する。また、端末３００では、測定部３０３が、マクロ
基地局１００のカバーエリア内の複数の基地局（送信ポイント）からのＣＳＩ－ＲＳを用
いて、各基地局に対する受信電力（第１の受信品質）を測定し、測定部３０３が、複数の
基地局のうち、各基地局の受信電力（第１の受信品質）に基づいて決定される特定の基地
局のＣＳＩ－ＲＳを用いて、上記特定の基地局に対するＣＳＩ（第２の受信品質）を測定
し、測定されたＣＳＩをマクロ基地局１００へ報告する。
【００７７】
　すなわち、端末３００は、ＣＳＩ測定・報告を行う前に、受信電力（ＲＳＲＰ等）の測
定を行い、受信電力がより高い送信ポイントが使用しているＣＳＩ－ＲＳをマクロ基地局
１００へ報告する。これにより、マクロ基地局１００は、マクロセル内に存在する複数の
送信ポイントに設定された複数のＣＳＩ－ＲＳの中から、ＣＳＩ測定・報告対象のＣＳＩ
－ＲＳを一部に絞って設定することができる。
【００７８】
　ここで、図８に示すように、受信電力（ＲＳＲＰ）の報告周期は、ＣＳＩの報告周期と
比較して長い。また、受信電力の測定処理は、ＣＱＩおよびＰＭＩ等の詳細な情報を含む
ＣＳＩの測定処理と比較して処理量が小さい。さらに、受信電力の通知に要する情報量（
ビット数等）は、ＣＳＩの通知に要する情報量と比較して小さい。すなわち、端末３００
が報告条件を満たすＣＳＩ－ＲＳ候補（送信ポイント）の情報（CSI-RS候補番号、受信電
力等）をＣＳＩ測定前にマクロ基地局１００へ報告することによるフィードバック量の増
加よりも、ＣＳＩ測定・報告対象のＣＳＩ－ＲＳ（送信ポイント）を一部に絞ることによ
るフィードバック量の低減の方が、システムに与える影響はより大きくなる。つまり、端
末３００が全ての送信ポイントのＣＳＩ測定結果を報告する場合と比較して、端末３００
が所定の条件を満たすＣＳＩ－ＲＳ候補をマクロ基地局１００へ事前に報告して、ＣＳＩ
測定対象の送信ポイント（基地局）を限定することによるフィードバック量削減の効果は
大きい。
【００７９】
　こうすることで、ＣＳＩ報告のオーバーヘッドを低減しつつ、適切な送信ポイントを選
択することができる。
【００８０】
　さらに、本実施の形態では、マクロ基地局１００は、CSI-RS候補リストを端末３００へ
予め通知する。これにより、端末３００は、予め、各送信ポイントに対する送受信タイミ
ングの測定および設定を行うことができる。これにより、端末３００は、ユーザデータの
送信に用いる送信ポイントが変更される際、変更先の送信ポイントとの同期のための遅延
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を発生させることなく、変更先の送信ポイントを利用することができる。
【００８１】
　なお、本実施の形態において、端末３００は、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力（ＲＳＲ
Ｐ）測定を継続して行い、測定結果が報告条件を満たす場合に、報告条件を満たすＣＳＩ
－ＲＳ候補（送信ポイント）の情報をマクロ基地局１００へ報告する場合について説明し
た（例えば、図８参照）。しかし、本実施の形態において、報告条件を満たすＣＳＩ－Ｒ
Ｓ候補の報告は、これに限らず、次のようにしてもよい。以下、受信電力の報告方法１お
よび２について説明する。
【００８２】
　＜報告方法１＞
　マクロ基地局１００は端末３００に対して、現在使用している送信ポイントからの信号
の受信品質またはスループットが悪くなったと判断した場合に、受信電力の測定結果の報
告要求を端末３００に通知する。報告要求には、測定方法または報告対象のCSI-RS番号を
含めてもよい。端末３００はマクロ基地局１００から報告要求を受信した場合に、指定さ
れたＣＳＩ－ＲＳ（指定が無い場合には全てのＣＳＩ－ＲＳ）の測定結果を報告する。こ
れにより、端末３００は、送信ポイントの変更が必要になりそうになったときにのみＣＳ
Ｉ－ＲＳの受信電力測定及び報告を行うので、端末３００における消費電力の低減及び報
告情報量の低減が可能となる。また、マクロ基地局１００は、各送信ポイントの混雑状況
等から送信ポイントを変更したいタイミングで端末３００にＣＳＩ－ＲＳの受信測定結果
を報告させることができる。また、端末３００は、報告条件を設定されると、CSI-RSを用
いて測定した受信品質が得られるとすぐに第１の受信品質を基地局１００に送信するため
、基地局１００はすぐに第２の情報を更新することができる。その結果、基地局１００は
、端末３００にスケジューリングをする送信ポイントをより柔軟に切り替えることができ
る。
【００８３】
　なお、端末３００は、本実施の形態と同様、報告要求を受信した場合に、報告条件を満
たしたＣＳＩ－ＲＳ（送信ポイント）の情報（CSI-RS候補番号および測定結果）のみを報
告してもよい。報告要求及び測定結果の報告は、ＲＲＣシグナリングでも実現可能である
。ただし、報告要求及び測定結果の報告を、ＭＡＣまたはＰＨＹシグナリングにすること
で、報告要求から測定結果の報告までの遅延の低減が可能となる。
【００８４】
　＜報告方法２＞
　端末３００は、CSI-RS候補リストがマクロ基地局１００から通知されると、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓの受信電力測定を行い、全てのＣＳＩ－ＲＳ（または指定されたＣＳＩ－ＲＳ）の測定
結果を周期的にマクロ基地局１００へ報告する。この際、報告周期はマクロ基地局１００
から別途通知される。これにより、マクロ基地局１００は、継続的に端末３００の状態（
各送信ポイントからの受信品質）をモニタすることができる。
【００８５】
　［実施の形態２］
　Rel.10では、ＣＳＩ－ＲＳへの干渉低減を目的として、zeroTxPowerCSI-RS（非送信Ｃ
ＳＩ－ＲＳ）が設定（configure）される。本実施の形態では、非送信ＣＳＩ－ＲＳを用
いたＣｏＭＰ運用を行う。
【００８６】
　例えば、図１１は、各送信ポイントにおける１サブフレーム内のＣＳＩ－ＲＳのマッピ
ングパターンの一例を示す。図１１では、送信ポイント１～３に対して、Pattern 0～2（
図１０参照）がそれぞれ設定されている。図１１に示すように、送信ポイント１～３にそ
れぞれ設定されたＣＳＩ－ＲＳのリソースを含むリソースが、zeroTxPowerCSI-RS（非送
信ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースに設定されている。図１１に示すように、非送信ＣＳＩ－Ｒ
Ｓのリソースには、データ信号（ＰＤＳＣＨ）は配置されない。また、図１１に示すよう
に、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソースでは、各送信ポイントから送信されるＣＳＩ－ＲＳが
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互いに異なるリソースにそれぞれ割り当てられている。また、Rel.10では、非送信ＣＳＩ
－ＲＳのリソースは、所定の周期のタイミング（例えば、５ｍｓ周期）で設定される（図
１１では図示せず）。
【００８７】
　すなわち、図１１に示すように、非送信ＣＳＩ－ＲＳを構成するリソース群において、
或る送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたリソースでは、当該送信ポイントのＣ
ＳＩ－ＲＳのみが送信され、データ信号（ＰＤＳＣＨ）および他の送信ポイントのＣＳＩ
－ＲＳが送信されない。例えば、図１１に示す送信ポイント１では、非送信ＣＳＩ－ＲＳ
のリソースのうち、送信ポイント１のＣＳＩ－ＲＳに割り当てられたリソースでＣＳＩ－
ＲＳが送信される。一方、図１１に示す送信ポイント１では、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソ
ースのうち、送信ポイント１のＣＳＩ－ＲＳに割り当てられたリソース以外のリソース（
つまり、送信ポイント２および３のＣＳＩ－ＲＳに割り当てられたリソース）ではデータ
が送信されない。他の送信ポイント２および３についても同様である。このように、或る
送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたリソースでは、他の送信ポイントから送信
されるＣＳＩ－ＲＳおよびデータが存在しないので、ＣＳＩ－ＲＳに対する干渉が軽減さ
れる。
【００８８】
　ここで、例えば、図１１に示す送信ポイント１に接続している端末は、送信ポイント１
のＣＳＩ－ＲＳ（ＣＳＩ測定対象）のリソースでは、送信ポイント１から送信されるＣＳ
Ｉ－ＲＳを受信する。一方で、図１１に示す送信ポイント１に接続している端末は、非送
信ＣＳＩ－ＲＳのリソースのうち、送信ポイント２（または送信ポイント３）のＣＳＩ－
ＲＳのリソースでも、送信ポイント２（または送信ポイント３）から送信されるＣＳＩ－
ＲＳを受信することが可能である。つまり、端末は、zeroTxPowerCSI-RS（非送信ＣＳＩ
－ＲＳ）のリソースにおいて、ＣＳＩ測定対象のＣＳＩ－ＲＳのみでなく、他のＣＳＩ－
ＲＳを受信することができる。
【００８９】
　そこで、本実施の形態では、端末は、実施の形態１におけるCSI-RS候補リストの代わり
に、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）のリソースを用いて、複数の基地局（送
信ポイント）から送信されるＣＳＩ－ＲＳの受信電力を測定する。
【００９０】
　以下、本実施の形態に係るマクロ基地局１００（図５）、ピコ基地局２００（図６）お
よび端末３００（図７）について説明する。
【００９１】
　［マクロ基地局１００の構成］
　マクロ基地局１００において、制御部１０１は、実施の形態１の動作に加え、以下の処
理を行う。ただし、制御部１０１は、CSI-RS候補リストを作成しない。
【００９２】
　制御部１０１は、マクロ基地局１００がカバーするセル（マクロセル）内の送信ポイン
トで使用しているＣＳＩ－ＲＳのリソースを含むリソース群を、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（ze
roTxPowerCSI-RS）のリソースとして設定（configure）する。なお、制御部１０１は、制
御対象端末３００の近傍の送信ポイントに設定されたＣＳＩ－ＲＳのリソースのみを含む
非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソースを設定してもよい。
【００９３】
　ここで、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソース情報（zeroTxPowerCSI-RS情報）は、例えば、
（１）ＣＳＩ－ＲＳの周期と時間オフセット（１つのsubframeConfig）、および、（２）
サブフレーム内の時間・周波数リソース位置（１つまたは複数のresourceConfig）で表さ
れる。なお、Rel.10では、zeroTxPowerCSI-RSに対して、周期と時間オフセット（subfram
e offset）の組み合わせは１つのみ設定（configure）可能である。すなわち、マクロセ
ル内の各送信ポイントでzeroTxPowerCSI-RSのサブフレームは共有される。
【００９４】
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　非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソース情報は、ＲＲＣパラメータ（zeroTxPowerCSI-RS）で設
定される。例えば、マクロ基地局１００は、図９および図１０のように予め設定されたCS
I-RS configurationと物理リソースとのマッピング関係において、非送信ＣＳＩ－ＲＳに
用いるCSI-RS configurationをビットマップで通知する。例えば、通知情報が［０　１　
０　０　１］の場合、端末３００では、図１０に示すPattern0～4のうち、Pattern 1およ
びPattern 4のリソースを用いたＣＳＩ－ＲＳが非送信ＣＳＩ－ＲＳとして設定される。
【００９５】
　また、制御部１０１は、マクロ基地局１００がカバーするマクロセル内の各送信ポイン
トに設定されるＣＳＩ－ＲＳの周期を、非送信ＣＳＩ－ＲＳの周期の整数倍（Ｎ倍）に設
定する。
【００９６】
　また、制御部１０１は、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソースにおける受信電力測定において
時間平均に用いるＣＳＩ－ＲＳの周期（受信電力測定周期）を設定する。
【００９７】
　以上のように設定した非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソース情報（zeroTxPowerCSI-RS情報）
、および、受信電力測定周期は、送信部１０２を介して端末３００へ通知される。また、
非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソース情報、受信電力測定周期、および、各送信ポイントに設定
されるＣＳＩ－ＲＳの周期（非送信ＣＳＩ－ＲＳの周期の整数倍）は、基地局間ＩＦ１０
４を介して各送信ポイント（ピコ基地局２００）へ通知される。なお、マクロ基地局１０
０は、各送信ポイントに設定されるＣＳＩ－ＲＳの周期を表す情報として、上記Ｎの値の
みを通知してもよい。
【００９８】
　送信部１０２は、実施の形態１の動作に加え、以下の処理を行う。
【００９９】
　送信部１０２は、制御部１０１で設定された非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソースにはデータ
信号（ＰＤＳＣＨ）を配置しない。また、送信部１０２は、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソー
スであっても、自機（マクロ基地局１００）のCSI-RS configurationで指定されているリ
ソースである場合には、当該リソースでＣＳＩ－ＲＳを送信する。
【０１００】
　［ピコ基地局２００の構成］
　本実施の形態に係るピコ基地局２００において、送信部２０２は、実施の形態１の動作
に加え、以下の処理を行う。送信部２０２は、マクロ基地局１００で設定された非送信Ｃ
ＳＩ－ＲＳのリソースにはデータ信号（ＰＤＳＣＨ）を配置しない。また、送信部２０２
は、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソースであっても、自機（ピコ基地局２００）のCSI-RS con
figurationで指定されているリソースである場合には、当該リソースでＣＳＩ－ＲＳを送
信する。
【０１０１】
　［端末３００の構成］
　受信部３０１は、実施の形態１の動作に加え、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソース情報、お
よび、受信電力測定周期の情報を受信する。非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソース情報は制御部
３０２および測定部３０３に出力され、受信電力測定周期の情報は測定部３０３に出力さ
れる。
【０１０２】
　制御部３０２は、実施の形態１の動作に加え、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソース情報に基
づいて、受信電力測定の対象となるＣＳＩ－ＲＳのリソース情報を受信部３０１に出力す
る。
【０１０３】
　測定部３０３は、実施の形態１の動作に加え、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソース情報、お
よび、受信電力測定周期の情報に基づいて、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定を行う。
例えば、測定部３０３は、非送信ＣＳＩ－ＲＳとして設定されたresourceConfigで指定さ
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れる、各サブフレーム内の時間・周波数リソースにおいて何れかの送信ポイントから送信
されるＣＳＩ－ＲＳを用いて、受信電力測定周期毎に受信電力を測定する。つまり、測定
部３０３は、所定の周期のタイミング（subframeConfig）で設定される非送信ＣＳＩ－Ｒ
Ｓのリソース群で複数の送信ポイントから送信されるＣＳＩ－ＲＳを用いて、各基地局に
対する受信電力を測定する。
【０１０４】
　送信部３０４は、実施の形態１の動作に加え、ＣＳＩ－ＲＳを用いて測定された受信電
力の報告の際、所定の条件（報告条件）を満たしたＣＳＩ－ＲＳ（送信ポイント）の情報
として、zeroTxPowerCSI-RSのresourceConfig番号（つまり、何番目のresource configur
ationの非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソースであるかを示す情報）に加え、オフセットの情報
を含める。
【０１０５】
　［マクロ基地局１００および端末３００の動作］
　図１２は、上述した非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）の設定、各送信ポイン
トのＣＳＩ－ＲＳの設定、および、端末３００での受信電力測定周期の設定の一例を示す
。
【０１０６】
　図１２では、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソースとして、resourceConfig＝１、かつ、subf
rame Config＝（周期＝５ｍｓ、オフセット＝０ｍｓ）が設定されている。すなわち、図
１２に示すように、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソースは、５ｍｓ毎に設定される。
【０１０７】
　また、図１２では、送信ポイント１のＣＳＩ－ＲＳのリソースとして、resourceConfig
＝１、かつ、周期＝１０ｍｓ、オフセット＝０ｍｓが設定されている。同様に、図１２で
は、送信ポイント２のＣＳＩ－ＲＳのリソースとして、resourceConfig＝１、かつ、周期
＝１０ｍｓ、オフセット＝４ｍｓが設定されている。つまり、各送信ポイントに設定され
るＣＳＩ－ＲＳの周期（１０ｍｓ）は、非送信ＣＳＩ－ＲＳの周期（５ｍｓ）の２倍（Ｎ
＝２）である。
【０１０８】
　また、図１２では、端末３００での受信電力測定周期として、１０ｍｓが設定されてい
る。
【０１０９】
　そこで、端末３００の測定部３０３は、オフセット＝０ｍｓ（例えばサブフレーム０）
から１０ｍｓの周期で、送信ポイント１から送信されるＣＳＩ－ＲＳを用いて受信電力測
定を行う。また、測定部３０３は、オフセット＝４ｍｓ（例えばサブフレーム４）から１
０ｍｓの周期で、送信ポイント２から送信されるＣＳＩ－ＲＳを用いて受信電力測定を行
う。つまり、端末３００は、図１２において、サブフレーム０（オフセット＝０ｍｓ）か
ら１０ｍｓ周期で取り出したＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定と、サブフレーム４（オ
フセット＝４ｍｓ）から１０ｍｓ周期で取り出したＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定と
の２種類の受信電力測定を行い、それぞれ時間平均を行う。
【０１１０】
　このように、端末３００は、非送信ＣＳＩ－ＲＳが設定された各リソースで、何れかの
送信ポイントから送信されたＣＳＩ－ＲＳを受信して、受信電力を測定する。つまり、本
実施の形態では、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）のリソース情報を、実施の
形態１で用いたCSI-RS候補リスト（各送信ポイントに設定されるＣＳＩ－ＲＳの情報）の
代わりに用いる。
【０１１１】
　これにより、実施の形態１と比較して、CSI-RS候補リストの通知が不要となるので、通
知情報の情報量を低減できる。すなわち、Rel.10と比較して、新たな通知情報（ＩＥ：In
formation Element）の設定が不要となり、システムのcomplexityを低減することができ
、かつ、基地局および端末のテスト工数を低減することができる。
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【０１１２】
　さらに、非送信ＣＳＩ－ＲＳのリソースにおいて、或る送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳが
割り当てられたリソースでは、当該送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳ以外の信号が送信されな
いので、端末３００は、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定を高精度で行うことができる
。
【０１１３】
　また、図１１に示すように、各送信ポイントが使用しているＣＳＩ－ＲＳのリソースで
は、データ信号（ＰＤＳＣＨ）が非送信となる。このため、マクロセル内で端末３００に
対する送信ポイントが切り替わる毎に、リソースブロック内のデータ信号（ＰＤＳＣＨ）
の配置パターンを変更する必要がないので、端末３００のcomplexityを低減することがで
きる。
【０１１４】
　なお、マクロ基地局１００から端末３００への通知情報の情報量低減のために、非送信
ＣＳＩ－ＲＳ（zero-TxPowerCSI-RS）の周期、および、subframe offsetは、１つのみ設
定されることが望ましい。このとき、仮に、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zero-TxPowerCSI-RS）
のリソースを各送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳの測定対象リソースとすると、セル内の異な
る送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳはすべて同一サブフレームで送信されることになる。この
場合、データ信号（ＰＤＳＣＨ）向けリソースが極端に少なくなり、スループット劣化を
招く恐れがある。
【０１１５】
　これに対して、本実施の形態では、マクロ基地局１００は、各送信ポイントのＣＳＩ－
ＲＳの周期を非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）の周期の整数倍とし、かつ、送
信ポイント間で異なるオフセットを設定する。さらに、マクロ基地局１００は、非送信Ｃ
ＳＩ－ＲＳ（zero-TxPowerCSI-RS）のリソース情報に加えて、受信電力測定に用いるサブ
フレームの周期を端末３００に通知する。そして、端末３００は通知された受信電力測定
の周期で受信電力を測定する。これにより、各送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳを分散したサ
ブフレームで送信することができる。これにより、各送信ポイントからのＣＳＩ－ＲＳが
或るサブフレームのみに集中することを防ぎ、データスループットの劣化を抑えることが
できる。
【０１１６】
　また、端末３００がマクロ基地局１００に受信電力の測定結果を報告する際、報告条件
を満たしたＣＳＩ－ＲＳのresource config番号に加えて、受信電力の測定に用いたサブ
フレームオフセットの情報も報告する。これにより、マクロ基地局１００は、報告条件を
満たしたＣＳＩ－ＲＳがどの送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳであるかを判断でき、端末３０
０に対してＣＳＩ測定・報告対象のＣＳＩ－ＲＳを適切に設定できる。
【０１１７】
　このようにして、本実施の形態によれば、ＣＳＩ報告のオーバーヘッドを低減しつつ、
適切な送信ポイントを選択することができる。さらに、本実施の形態によれば、実施の形
態１と比較して、ＣＳＩ測定・報告に要する通知情報を低減することができる。
【０１１８】
　なお、本実施の形態の動作と実施の形態１の動作とを状況に応じて切り替えてもよい。
この場合、マクロ基地局１００は、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）をCSI-RS
候補リストとして代用するか（本実施の形態を適用するか）、CSI-RS候補リストを新たに
通知するか（実施の形態１を適用するか）、を選択し、端末３００へ通知してもよい。例
えば、通知情報の情報量を極力低減したい場合にはzeroTxPowerCSI-RSをCSI-RS候補リス
トとして代用する等、柔軟な運用が可能となる。
【０１１９】
　また、本実施の形態では、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）のリソースを、
受信電力測定対象のＣＳＩ－ＲＳのリソース（つまり、CSI-RS候補リスト）として設定す
る場合について説明した。しかし、本実施の形態において、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTx



(20) JP 6518825 B2 2019.5.22

10

20

30

40

50

PowerCSI-RS）のリソースの一部のみを、受信電力測定対象のリソースとして設定しても
よい。この場合、マクロ基地局１００は、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）の
リソースのうち、どのresource configを受信電力測定対象とするかを示す情報を端末３
００に通知する。例えば、非送信CSI-RSリソースとして隣接セル(異なるセルＩＤ)で使用
しているＣＳＩ－ＲＳのリソースを含める場合、または、端末３００の近傍の送信ポイン
トで使用しているＣＳＩ－ＲＳのリソースのみを測定対象とする場合等、非送信ＣＳＩ－
ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）のリソースと、受信電力測定対象のＣＳＩ－ＲＳのリソース
とが異なる場合に効果的である。
【０１２０】
　また、本実施の形態では、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）として、送信周
期とサブフレームオフセットとからなる１つの情報のみが設定される場合について説明し
た。しかし、非送信ＣＳＩ－ＲＳ（zeroTxPowerCSI-RS）の各リソースに対して、送信周
期とサブフレームオフセットとからなる情報を通知してもよい。これにより、非送信ＣＳ
Ｉ－ＲＳを複数のサブフレームに分散して設定することが可能となり、１つのサブフレー
ムでＰＤＳＣＨ向けのリソース量が減少することを防ぐことができる。
【０１２１】
　［実施の形態３］
　本実施の形態では、マクロセル間（異なるセルＩＤのセル間）でハンドオーバした後に
おける送信ポイントの選択方法について説明する。
【０１２２】
　以下、本実施の形態に係るマクロ基地局１００（図５）、ピコ基地局２００（図６）お
よび端末３００（図７）について説明する。
【０１２３】
　［マクロ基地局１００の構成］
　マクロ基地局１００において、制御部１０１は、実施の形態１の動作（マクロセル内の
送信ポイント選択に関する動作）に加え、以下の処理（他セル内での送信ポイント選択に
関する動作）を行う。
【０１２４】
　制御部１０１は、他セル（隣接セル。つまり、マクロ基地局１００のカバーエリア内の
複数の送信ポイントとは異なるセルＩＤを持つ送信ポイント）を測定対象とするmeasurem
ent（ＣＲＳを用いた受信電力測定）の設定を端末３００毎に決定する。measurementの設
定（measurement configuration：measConfig）としては、測定対象のキャリア周波数、
セルＩＤの情報、測定方法（ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ等）、measurement reportの報告条件等
が挙げられる。measurementの設定（measConfig）は、送信部１０２を介して各端末３０
０へ通知される。
【０１２５】
　また、制御部１０１は、上記measurementの対象とした他セル内の各送信ポイント（つ
まり、measurementの対象とした他セルと同一のセルＩＤを持つ複数の送信ポイント）で
使用されているＣＳＩ－ＲＳのconfigurationを、他セルの「CSI-RS候補リスト」として
生成する。他セルの「CSI-RS候補リスト」は送信部１０２を介して各端末３００へ通知さ
れる。なお、制御部１０１は、設定対象端末３００の近傍に位置する他セルの送信ポイン
トで使用されているＣＳＩ－ＲＳのみを他セルの「CSI-RS候補リスト」に含めて、受信電
力の測定対象として設定してもよい。
【０１２６】
　また、制御部１０１は、受信部１０３または基地局間ＩＦ１０４を介して受信する各端
末３００からの測定結果の報告（measurement report。つまり、ＣＲＳを用いた受信電力
測定結果）に基づいて、他セルへのハンドオーバを行うか否かを判断する。制御部１０１
は、他セルへのハンドオーバを行う場合、ハンドオーバの実施に必要な情報を基地局間Ｉ
Ｆ１０４に出力する。
【０１２７】
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　また、制御部１０１は、受信部１０３または基地局間ＩＦ１０４を介して受信する各端
末３００からの信号（受信信号）に含まれる、他セルのＣＳＩ－ＲＳに関する情報（ＣＳ
Ｉ－ＲＳを用いた受信電力測定結果の報告を行うか否かの基準となる所定の条件（ＣＳＩ
－ＲＳを用いた受信電力測定結果の報告条件）を満たしたＣＳＩ－ＲＳリソースの識別子
、および、受信電力測定結果）を用いて、他セルのＣＳＩ測定・報告の対象とするＣＳＩ
－ＲＳのconfiguration（すなわち、送信ポイント）を決定する。制御部１０１は、決定
したＣＳＩ－ＲＳのconfigurationを、他セルの「CSI-RS測定リスト」とする。
【０１２８】
　なお、measurement対象である他セルと同一のセルＩＤを持つ複数の送信ポイントから
送信されるＣＳＩ－ＲＳは、送信ポイント毎に異なるリソースで送信され、ＣＲＳは、当
該他セルのセルＩＤに基づいて決められるリソースで送信される。
【０１２９】
　基地局間ＩＦ１０４は、制御部１０１から入力されるハンドオーバの情報を他の基地局
へ通知し、他の基地局との間でハンドオーバに必要な情報のやり取りを行う。
【０１３０】
　［端末３００の構成］
　端末３００において、測定部３０３は、受信部３０１を介して受信したmeasurementの
設定（measConfig）に含まれる周波数、セルＩＤ等に従って、ＣＲＳを用いて受信電力を
測定する。ＣＲＳを用いた受信電力の測定方法は、measurementの設定（measConfig）で
指定された測定方法（ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ等）である。また、測定部３０３は、ＣＲＳに
よる受信電力測定結果が、measurementの設定（measConfig）に含まれる報告条件を満た
すか否かを判断する。ＣＲＳによる受信電力測定結果が報告条件を満たす場合、測定部３
０３は、measurement対象である他のセルの情報（例えば、周波数、セルＩＤ等）、およ
び、測定結果（ＣＲＳを用いた受信電力測定結果）を、送信部３０４を介してマクロ基地
局１００またはピコ基地局２００へ送信する。
【０１３１】
　また、測定部３０３は、他のセルのＣＲＳによる受信電力測定結果がmeasurementの報
告条件を満たす場合、さらに、当該他のセルのCSI-RS候補リストに示される複数のＣＳＩ
－ＲＳを用いて、複数のＣＳＩ－ＲＳのそれぞれに対応する受信電力を測定する。そして
、測定部３０３は、測定結果（ＣＳＩ－ＲＳ番号、測定値等）を送信部３０４を介してマ
クロ基地局１００またはピコ基地局２００へ送信する。つまり、測定部３０３は、マクロ
基地局１００のカバーエリア外の他のマクロ基地局（他のセル）からのＣＲＳを用いて測
定された受信電力がmeasurementの報告条件を満たした場合、当該他のマクロ基地局のカ
バーエリア内の送信ポイント（他の基地局、および、他のマクロ基地局のカバーエリア内
に配置された複数のピコ基地局）からのＣＳＩ－ＲＳを用いて、他の基地局の各送信ポイ
ントに対する受信電力を測定する。ここで、前述したように、ＣＳＩ－ＲＳは送信ポイン
ト毎に異なるリソースで送信される。また、ＣＲＳは、マクロ基地局１００のカバーエリ
ア内の送信ポイントと、他のマクロ基地局のカバーエリア内の送信ポイントとで異なるリ
ソースが使用され、各カバーエリア内の送信ポイントにおいて同一リソースで送信される
（例えば図１参照）。なお、端末３００は、CSI-RS候補リストに示されるＣＳＩ－ＲＳの
うち、測定値が上位（受信電力がより高い）ＣＳＩ－ＲＳの測定結果のみを報告してもよ
く、測定値が予め設定された基準値を満たすＣＳＩ－ＲＳの測定結果のみを報告してもよ
い。このようにすることで、報告するCSI-RSの測定結果の数を削減することができるため
、報告のためのメッセージサイズを小さくすることができる。
【０１３２】
　［マクロ基地局１００および端末３００の動作］
　以上の構成を有するマクロ基地局１００及び端末３００の動作について説明する。以下
では、端末３００における、他セルの送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定
結果の報告方法１および２について説明する。
【０１３３】
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　＜報告方法１（図１３）＞
　図１３は、マクロ基地局１００（ｅＮＢと表す）および端末３００（ＵＥと表す）の処
理の流れを示すフロー図である。
【０１３４】
　図１３において、ＳＴ２０１では、マクロ基地局１００は、制御部１０１で設定された
measurement configuration（ＣＲＳを用いる受信電力測定のパラメータ（測定対象の他
のセルのセルＩＤ、測定方法等））を端末３００毎に設定し、通知する。この際、マクロ
基地局１００は、測定対象の他のセルについてのCSI-RS候補リスト（other cell CSI-RS 
candidate lists）も端末３００へ通知する。
【０１３５】
　端末３００の測定部３０３は、ＳＴ２０１においてmeasurement configurationを受け
取ると、ＣＲＳを用いた受信電力（例えば、ＲＳＲＰ）測定を行う。また、測定部３０３
は、ＣＲＳを用いた測定結果が報告条件を満たすか否かを判断する。例えば、報告条件と
して、ＣＲＳを用いた測定結果が予め設定された閾値Th_crsを上回るか否かが判断される
。ＣＲＳを用いた測定結果（図１３では、Cell id 1のセルの測定結果）が閾値Th_crsを
上回ると、測定部３０３は、当該セル（Cell id 1のセル）のCSI-RS候補リストに基づい
て、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力（例えば、ＲＳＲＰ）測定を行う。
【０１３６】
　ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力（例えば、ＲＳＲＰ）測定が完了すると、ＳＴ２０２で
は、端末３００は、ＣＲＳを用いた受信電力測定結果（measurementの報告条件を満たすc
ell id、測定値等）、および、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果（CSI-RS id、測
定値等）を含むmeasurement reportをマクロ基地局１００に報告する。
【０１３７】
　ＳＴ２０３では、マクロ基地局１００は、ＳＴ２０２において端末３００から受け取っ
たmeasurement reportに基づいて、端末３００にハンドオーバさせるか否かを判断する。
マクロ基地局１００は、端末３００にハンドオーバさせる場合には、ハンドオーバ先の基
地局との間でハンドオーバに必要な情報（端末情報、設定情報等）のやり取りを行うとと
もに、端末３００に対して、ハンドオーバコマンド（Handover command）としてハンドオ
ーバ指示およびハンドオーバ先の設定情報を通知する。
【０１３８】
　ＳＴ２０４では、端末３００は、ＳＴ２０３においてマクロ基地局１００から受け取っ
た設定情報に基づいて、ハンドオーバ先の基地局へＲＡＣＨを送信する。
【０１３９】
　ＳＴ２０５では、端末３００のハンドオーバ先の基地局は、ＳＴ２０４において端末３
００からのＲＡＣＨを検出すると、端末３００に対してRACH responseを送信する。
【０１４０】
　ＳＴ２０６では、端末３００は、ＳＴ２０５においてハンドオーバ先の基地局からのRA
CH responseを受け取ると、RACH responseで指示された上りリソースでハンドオーバ完了
メッセージ（HO complete）を送信する。
【０１４１】
　このように、端末３００は、ＣＲＳを用いた受信電力測定結果が報告条件を満たした後
に、CSI-RS候補リストに基づくＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定を開始する。つまり、
端末３００は、他のセル（ここではCell id 1のセル。送信ポイント）、および、当該セ
ルと同一のセルＩＤを持つ複数の送信ポイントからの複数のＣＳＩ－ＲＳを用いて測定し
た、複数のＣＳＩ－ＲＳのそれぞれに対する受信電力（ＲＳＲＰ）を、measurementの報
告条件を満たしたＣＲＳの受信電力測定結果を報告するタイミングで報告する。このため
、本実施の形態では、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定を常に行う場合と比較して、端
末３００での消費電力を低減することができる。
【０１４２】
　また、端末３００は、他のマクロ基地局のセル内の送信ポイントに対するＣＳＩ－ＲＳ
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を用いた受信電力測定結果を、measurementの報告条件を満たした受信電力測定結果（Ｃ
ＲＳを用いた受信電力測定結果）を報告するタイミングで報告する。つまり、端末３００
は、ＣＲＳを用いた受信電力測定結果と、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果とを同
一メッセージ（図１３ではmeasurement report）としてマクロ基地局１００に報告する。
これにより、各測定結果の報告に必要なヘッダ、ＣＲＣ、または、当該メッセージの送信
に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ等のオーバーヘッドを低減することができる。
【０１４３】
　なお、ハンドオーバ先となり得る他のマクロ基地局でのＣＳＩ測定・報告対象を示すCS
I-RS測定リスト（図１３では図示せず）は、ハンドオーバコマンド（図１３に示すＳＴ２
０３）に含めてもよい。この場合、ハンドオーバ完了後にCSI-RS測定リストを追加で通知
する必要がなくなり、遅延をさらに低減できる。
【０１４４】
　＜報告方法２＞
　図１４は、マクロ基地局１００（ｅＮＢと表す）および端末３００（ＵＥと表す）の処
理の流れを示すフロー図である。なお、図１４において、報告方法１（図１３）と同一の
処理には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【０１４５】
　図１４において、ＳＴ３０１では、ＣＲＳを用いた受信電力測定結果（図１４では、Ce
ll id 1のセルの測定結果）が予め設定された閾値Th_crsを上回ると、測定部３０３は、
当該セルのCSI-RS候補リストに基づいて、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力（例えば、ＲＳ
ＲＰ）測定を行うとともに、ＣＲＳを用いた受信電力測定結果を含むmeasurement report
をマクロ基地局１００に報告する。
【０１４６】
　ＳＴ３０２では、端末３００は、ＳＴ２０５においてハンドオーバ先の基地局からのRA
CH responseを受け取ると、RACH responseで指示された上りリソースでハンドオーバ完了
メッセージ（HO complete）を送信する。ここで、ハンドオーバ完了メッセージの中には
、ハンドオーバ先の基地局（他のマクロ基地局）内の送信ポイントからのＣＳＩ－ＲＳを
用いた受信電力測定結果が含まれる。つまり、端末３００は、他のマクロ基地局のカバー
エリア内の送信ポイントに対するＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果を、マクロ基地
局１００から他のマクロ基地局へのハンドオーバ完了メッセージを送信するタイミングで
報告する。
【０１４７】
　すなわち、報告方法２では、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定の完了を待たずに、Ｃ
ＲＳを用いた受信電力測定結果（measurement report）がマクロ基地局１００へ報告され
る点が報告方法１と異なる。すなわち、端末３００は、他のセル（ここではCell id 1の
セル。送信ポイント）、および、当該他のセルと同一のセルＩＤを持つ複数の送信ポイン
トからの複数のＣＳＩ－ＲＳを用いて測定した、複数のＣＳＩ－ＲＳのそれぞれに対する
受信電力（ＲＳＲＰ）を、当該他のセルへのハンドオーバ完了メッセージを報告するタイ
ミングで送信する。これにより、ＣＲＳを用いた受信電力測定結果（measurement report
）の遅延が低減されるので、マクロ基地局１００は、報告方法１と比較して、ハンドオー
バの判断をより早いタイミングで行うことができる。これは、特に伝搬路の時間変動が早
い場合に効果的である。
【０１４８】
　また、報告方法１ではmeasurement reportの中にＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結
果を含ませたのに対して（図１３に示すＳＴ２０２）、報告方法２ではハンドオーバ完了
メッセージの中にＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果を含ませた（図１４に示すＳＴ
３０２）。つまり、報告方法２では、報告方法１と比較して、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信
電力測定結果の報告は、遅いタイミングとなる。しかし、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力
測定結果は、ハンドオーバ先のセルでの送信ポイントの選択に用いられる。つまり、ＣＳ
Ｉ－ＲＳを用いた受信電力測定結果は、ハンドオーバ完了後に使用される。このため、Ｃ
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ＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果がハンドオーバ完了メッセージに含まれることは問
題にならない。さらに、ＣＲＳを用いた受信電力測定結果が報告条件を満たしたからとい
って必ずしも端末３００がハンドオーバするわけではない。よって、報告方法１では、ハ
ンドオーバしなかった場合にはＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果の報告が無駄にな
るのに対して、報告方法２では、ハンドオーバ完了後にＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測
定結果が報告されるので、当該報告が無駄になることはない。
【０１４９】
　以上、他セルの送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果の報告方法１お
よび２について説明した。
【０１５０】
　このようにして、マクロ基地局１００は、他セルの送信ポイントが使用しているＣＳＩ
－ＲＳの情報（CSI-RS候補リスト）を端末３００に通知する。また、端末３００は、他セ
ルの送信ポイントが使用しているＣＳＩ－ＲＳの受信電力を測定し、マクロ基地局１００
へ報告する。これにより、マクロ基地局１００は、端末３００が他セルへハンドオーバし
た後のデータ送信に用いるべき適切な送信ポイントを、遅延を低減しつつ選択することが
できる。すなわち、本実施の形態では、ハンドオーバが完了してからCSI-RS候補リストを
通知して測定結果を報告させる場合と比較して、ハンドオーバ後のデータ送信開始までの
遅延を低減できる。
【０１５１】
　［実施の形態４］
　Rel.10では、単位バンド（Component Carrier：ＣＣ）を幾つか束ねた帯域を用いた通
信、所謂Carrier aggregation（ＣＡ）がサポートされる。「単位バンド」は、例えば、
最大２０ＭＨｚの幅を持つ帯域であって、通信帯域の基本単位として定義される。また、
Rel.11では、下りリンク向けにExtension carrier（non-backward compatible carrier）
が検討されている。Extension carrierでは、ＤＭＲＳのみがサポートされ、オーバーヘ
ッド低減のためにＣＲＳは送信されない（例えば、「3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-100
359, Jan. 2010」参照)。すなわち、Extension carrierでは、ＤＭＲＳのみを用いた運用
により高効率の伝送が可能となる。
【０１５２】
　なお、Extension carrierにはＣＳＩ－ＲＳは配置される。すなわち、Extension carri
erには、ＣＳＩ－ＲＳが配置され、かつ、ＣＳＩ－ＲＳとは異なるＣＲＳが配置されない
。
【０１５３】
　本実施の形態では、Carrier aggregation時に、Extension carrier等のＣＲＳが送信さ
れないComponent Carrier（ＣＣ）を用いるシステムを想定する。つまり、端末は複数の
ＣＣを用いて通信する。
【０１５４】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１～３で想定されるヘテロジニアスネットワークに
適用されてもよく、マクロ基地局のみで構成されるホモネットワークに適用されてもよい
。以下では、本実施の形態をホモネットワークに適用する場合について説明する（図１５
参照）。
【０１５５】
　以下、本実施の形態に係るマクロ基地局１００（図５）および端末３００（図７）につ
いて説明する。
【０１５６】
　［マクロ基地局１００の構成］
　マクロ基地局１００において、制御部１０１は、実施の形態１の動作に加え、以下の処
理を行う。
【０１５７】
　制御部１０１は、端末３００に対して現在使用しているＣＣ以外の他のＣＣを測定対象
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とするmeasurement configurationを設定する。ここで、測定対象となるＣＣが通常のＣ
Ｃ（ＣＲＳを含むＣＣ）の場合には、制御部１０１は、当該ＣＣのキャリア周波数、セル
ＩＤ等を含むmeasurement configurationを設定する。一方、測定対象となるＣＣがExten
sion carrier（ＣＲＳを含まないＣＣ）の場合には、制御部１０１は、Extension carrie
r向けの設定情報（キャリア周波数、および、CSI-RS候補リスト）を、送信部１０２を介
して端末３００へ通知する。
【０１５８】
　また、制御部１０１は、受信部１０３を介して受信した、端末３００からの信号に基づ
いて、端末３００に対してＣＣを追加するか否かを判断する。端末３００からの信号には
、通常のＣＣ（ＣＲＳを含むＣＣ）向けのmeasurement report、または、ＣＳＩ－ＲＳを
用いた受信電力測定結果が含まれる。つまり、制御部１０１は、追加されるＣＣが通常の
ＣＣ（ＣＲＳを含むＣＣ）の場合には、ＣＲＳを用いた受信電力測定結果に基づいて、Ｃ
Ｃの追加を判断する。一方、制御部１０１は、追加されるＣＣがExtension carrierの場
合、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果に基づいて、ＣＣの追加を判断する。制御部
１０１は、端末３００に対してＣＣを追加する場合、端末３００にＣＣ追加指示を通知す
る。
【０１５９】
　［端末３００の構成］
　端末３００において、受信部３０１は、制御部３０２から入力されるＣＣのキャリア周
波数等の設定情報に従って、端末３００に設定されたＣＣからデータを抽出する。
【０１６０】
　制御部３０２は、受信部３０１を介してマクロ基地局１００からＣＣ追加指示を受け取
ると、追加するＣＣのキャリア周波数等の設定情報を受信部３０１に出力する。
【０１６１】
　測定部３０３は、受信部３０１を介してマクロ基地局１００からmeasurement configur
ationを受け取ると、measurement configurationに含まれる通常のＣＣ向けの設定情報（
キャリア周波数、セルＩＤ等）に基づいて、ＣＲＳを用いた受信電力測定を行う。測定さ
れた受信電力の測定結果が、マクロ基地局１００から通知される報告条件を満たす場合、
測定結果（通常のＣＣ向けのmeasurement report）は送信部３０４を介してマクロ基地局
１００へ送信される。
【０１６２】
　一方、測定部３０３は、受信部３０１を介してマクロ基地局１００からExtension carr
ier向けの設定情報を受け取ると、設定情報に含まれるCSI-RS候補リストに基づいて、設
定情報で指示されたキャリア周波数において、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定を行う
。測定された受信電力の測定結果が、マクロ基地局１００から通知される報告条件を満た
す場合、測定結果（ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果）は送信部３０４を介してマ
クロ基地局１００へ送信される。
【０１６３】
　このように、本実施の形態では、端末３００に対してExtension carrier（ＣＲＳが配
置されないＣＣ）が新たに追加される際、端末３００において、測定部３０３が、ＣＲＳ
が配置されないＣＣの周波数において、マクロ基地局１００から送信されるＣＳＩ－ＲＳ
を用いて受信電力を測定し、送信部３０４が、測定部３０３で測定されたＣＳＩ－ＲＳを
用いた受信電力測定結果が所定の条件を満たす場合、当該受信電力測定結果をマクロ基地
局１００へ報告する。つまり、端末３００は、ＣＲＳが配置されていないExtension carr
ierに対して、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定を行い、測定結果をマクロ基地局１０
０へ報告（つまり、ＣＳＩ－ＲＳベースの受信品質報告）する。こうすることで、Carrie
r aggregation時に、ＣＲＳが配置されていないExtension carrierを用いる場合でも、マ
クロ基地局１００は、伝搬路状態が良好なExtension carrierを選択して、端末３００に
設定することができる。
【０１６４】
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　なお、Component carrierは、キャリア周波数およびセルＩＤにより定義されるセルと
同義なものと見なすこともできる。また、Carrier aggregation時には、端末毎に１つのP
rimary Component Carrier（ＰＣＣまたはＰＣｅｌｌ（Primary Cell）と呼ばれる）、お
よび、１つまたは複数のSecondary Component Carrier（ＳＣＣまたはＳＣｅｌｌ（Secon
dary Cell）と呼ばれる）が設定される。例えば、ＰＣＣ（ＰＣｅｌｌ）は、報知情報（
例えば、ＳＩＢ２（System Information Block type2））を送信している単位バンドであ
る。
【０１６５】
　また、Extension carrierに限らず、ＣＲＳが配置されず、ＣＳＩ－ＲＳが配置されるC
omponent carrierであれば本発明を適用することができる。
【０１６６】
　また、本実施の形態において、ヘテロジニアスネットワークが適用される場合には、端
末３００は、端末３００に対してExtension carrier（ＣＲＳが配置されないＣＣ）が新
たに追加される際、ＣＲＳが配置されないＣＣの周波数において、複数の送信ポイントか
ら送信される複数のＣＳＩ－ＲＳを用いて、複数のＣＳＩ－ＲＳのそれぞれの受信電力を
測定し、所定の条件を満たす受信電力測定結果をマクロ基地局１００へ報告すればよい。
【０１６７】
　［実施の形態５］
　本実施の形態では、各端末の上りリンクにおける受信基地局（または受信ポイント（re
ception point：ＲＰ）と呼ぶ)を、下りリンクにおける送信基地局（つまり、送信ポイン
ト（ＴＰ））とは別に選択する。なお、各端末に対して選択される受信ポイントは１つで
あっても複数であってもよい。
【０１６８】
　図１６は、本実施の形態におけるＣｏＭＰの運用例を示す。図１６に示す端末に対して
、下りリンクでは、ＲＳＲＰ（受信電力）が所定の閾値を上回った３つの送信ポイント＃
１，＃２，＃３から信号が送信されている。
【０１６９】
　一方、図１６に示す端末に対して、上りリンクでは、パスロス（path loss。受信ポイ
ントと端末との間の伝搬減衰量）が所定の閾値を下回った１つの受信ポイント＃３で端末
から送信される信号が受信されている。この際、図１６に示す端末は、受信ポイント＃３
で十分な受信品質で受信できるような送信電力で信号を送信する。例えば、図１６に示す
端末は、近傍の受信ポイント＃３で受信可能なできるだけ低い送信電力で信号を送信する
。例えば、端末は、次式（１）で表される送信電力制御（ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａの送信
電力制御）における係数ＰＬ（パスロス）の算出時には、受信ポイント＃３からの信号を
用いて測定されたＲＳＲＰを用いる。なお、ＲＳＲＰは実施の形態１と同様にＣＳＩ－Ｒ
Ｓを用いて測定される。
【数１】

【０１７０】
　なお、式（１）において、PはＰＵＳＣＨ（データ）の送信電力を示し、PMAXは端末で
許容される送信電力の最大値を示し、Mは送信帯域幅を示し、P0はセル毎または端末毎に
設定される値を示し、αは１以下の係数を示し、ΔTFは変調方式などによって変わる値を
示し、fは送信電力制御コマンドによる制御値を示す。また、referenceSignalPowerは、
パスロス算出の基準となる受信ポイント（以下、パスロスリファレンスとなる受信ポイン
ト）での送信電力を示す。つまり、パスロス算出の基準となる受信ポイントでの送信電力
と、端末でのＲＳＲＰの平均値（higher layer filtered RSRP）との差が、パスロス（受
信ポイントと端末との間の伝搬減衰量）として算出される。
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【０１７１】
　ここで、基地局が端末からの信号を正常に受信するためには、基地局と端末との間で受
信ポイントの認識が同じである必要がある。このため、基地局は、端末が送信電力制御の
際のパスロス（ＰＬ）算出に用いる受信ポイント（パスロスリファレンスとなる受信ポイ
ント）の情報を端末に通知する必要がある。ここで、パスロスはＣＳＩ－ＲＳを用いて測
定されるＲＳＲＰに基づいて算出される。このため、基地局は、パスロス算出の際、ＣＳ
Ｉ－ＲＳの情報（リソース、タイミングなど）を端末に通知する必要がある。よって、端
末の移動などにより頻繁に受信ポイントが変わる場合には、受信ポイントの情報の通知に
かかるオーバーヘッドが膨大になる。
【０１７２】
　また、端末において高精度なパスロスを得るためには、十分長い平均化が必要である。
このため、受信ポイントの変更の度にＣＳＩ－ＲＳの設定情報が通知されるのでは、新た
な受信ポイントからのＣＳＩ－ＲＳを用いた高精度なパスロスの算出において遅延が生じ
てしまう。
【０１７３】
　そこで、本実施の形態では、上記実施の形態において下りリンクで用いていたCSI-RS候
補リストを上りリンクにおける受信ポイント（ＲＰ）の選択にも使用する。
【０１７４】
　以下、本実施の形態に係るマクロ基地局１００（図５）、ピコ基地局２００（図６）お
よび端末３００（図７）について説明する。
【０１７５】
　［マクロ基地局１００の構成］
　マクロ基地局１００において、制御部１０１は、実施の形態１の動作（送信ポイント選
択に関する動作）に加え、以下の処理（受信ポイント選択に関する動作）を行う。
【０１７６】
　制御部１０１は、端末３００がＣＳＩ－ＲＳを用いて測定する受信電力（ＲＳＲＰ）の
報告を行うか否かの基準である所定の条件（以下、報告条件という）として、実施の形態
１で説明した下りリンクの送信ポイント選択向けの報告条件に加え、上りリンクの受信ポ
イント選択向けの報告条件を設定する。設定される報告条件は、例えば、CSI-RS候補リス
トに含めて端末３００へ通知される。
【０１７７】
　つまり、CSI-RS候補リスト内において、ＣＳＩ－ＲＳを用いて測定されるＲＳＲＰ（受
信電力）の報告条件として、下りリンクにおける送信ポイント（ＴＰ）選択用の報告条件
、及び、上りリンクにおける受信ポイント（ＲＰ）選択用の報告条件の２種類が設定され
る。例えば、下りリンク（ＤＬ）向けの報告条件として、ＲＳＲＰが所定値を上回る場合
（送信ポイントを追加する条件：ＴＰ追加条件）、又は、ＲＳＲＰが所定値を下回る場合
（送信ポイントを削除する条件：ＴＰ削除条件）等がある。また、上りリンク（ＵＬ）向
けの報告条件として、パスロスが所定値を下回る場合（受信ポイントを追加する条件：Ｒ
Ｐ追加条件）、又は、パスロスが所定値を上回る場合（受信ポイントを削除する条件：Ｒ
Ｐ削除条件）等がある。
【０１７８】
　また、制御部１０１は、受信部１０３または基地局間ＩＦ１０４から入力される端末３
００からの信号（受信信号）に含まれる、ＣＳＩ－ＲＳに関する情報（上記ＵＬ向けの報
告条件を満たしたＣＳＩ－ＲＳリソースの識別子および受信電力測定結果）を用いて、端
末３００の上り送信電力制御におけるパスロス算出の基準とする受信ポイント（パスロス
リファレンスとなる受信ポイント）を決定する。つまり、制御部１０１は、端末３００か
ら報告されるＲＳＲＰの情報（ＵＬ向けの報告条件を満たしたＣＳＩ－ＲＳの情報）に基
づいて受信ポイント（ＲＰ）を選択する。すなわち、制御部１０１は、複数のＣＳＩ－Ｒ
Ｓのうち、端末３００においてパスロス算出に用いられる少なくとも１つの特定のＣＳＩ
－ＲＳを決定する。そして、基地局１００は、CSI-RS候補リストで通知済みの識別子（CS
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I-RS index）を用いて、上り送信電力制御のパスロスリファレンスとする受信ポイント（
ＲＰ）に関する情報を端末３００へ通知する。
【０１７９】
　ここで、例えば、CSI-RS候補リストは比較的長い間隔でシグナリングされるRRCシグナ
リングで通知され、受信ポイントの情報は比較的短い間隔のシグナリング可能なMACシグ
ナリングで通知される。
【０１８０】
　また、制御部１０１は、決定した受信ポイントに従って、端末３００が上りリンクで送
信するデータまたは参照信号のリソース等の設定情報（configuration）を各端末３００
について決定し、送信部１０２を介して各端末３００に通知する。ここで、制御部１０１
は、各受信ポイントで受信される複数の端末３００からの信号間で干渉が少なくなるよう
に制御する。例えば、制御部１０１は、ホッピングパタンが複数の端末３００間で同一に
なるようなランダムシードを設定する。また、上りリンクの設定情報（configuration）
としては、例えば、周波数／系列などの情報、仮想的なCell id（virtual Cell id）など
の情報も挙げられる。また、上りリンクの設定情報には、上り送信電力の調整のために受
信ポイントごとに設定された上りリンク送信電力のオフセット値（式（１）におけるP0又
は追加で設定されるオフセット値）を含めてもよい。
【０１８１】
　受信部１０３は、端末３００から送信される上りリンクのデータ（ＰＵＳＣＨ）、制御
信号（ＰＵＣＣＨ）、又は、参照信号（ＤＭＲＳ、ＳＲＳ）を受信する。
【０１８２】
　[ピコ基地局２００の構成]
　ピコ基地局２００では、実施の形態１の動作（下りリンクに関する動作）に加え、以下
の動作（上りリンクに関する動作）が追加される。
【０１８３】
　基地局間ＩＦ２０１は、受信部２０３から入力される端末３００からの受信データ（Ｐ
ＵＳＣＨ）をマクロ基地局１００へ転送する。
【０１８４】
　受信部２０３は、アンテナを介して端末３００からのデータ（ＰＵＳＣＨ）、参照信号
（ＤＭＲＳ、ＳＲＳ）などの上りリンクの信号を受信する。
【０１８５】
　［端末３００の構成］
　端末３００では、実施の形態１の動作（下りリンクに関する動作）に加え、以下の動作
（上りリンクに関する動作）が追加される。
【０１８６】
　受信部３０１は、上りリンク向けの報告条件、又は、上り送信電力制御の情報（パスロ
スリファレンスとする受信ポイント（ＣＳＩ－ＲＳ）の情報）が含まれる信号を、マクロ
基地局１００またはピコ基地局２００から受信し、受信信号を制御部３０２に出力する。
【０１８７】
　制御部３０２は、受信部３０１から入力される上り送信電力制御の情報（パスロスリフ
ァレンスとするＣＳＩ－ＲＳの情報を含む）に基づいて、パスロス測定に用いるＣＳＩ－
ＲＳを特定する。制御部３０２は、特定したＣＳＩ－ＲＳを示す情報を測定部３０３へ指
示する。
【０１８８】
　測定部３０３は、実施の形態１と同様、CSI-RS候補リストに示される複数のＣＳＩ－Ｒ
Ｓを用いて、複数のＣＳＩ－ＲＳのそれぞれに対する受信電力（例えば、ＲＳＲＰ）を測
定する。また、測定部３０３は、測定した受信電力が上りリンク向けの報告条件または下
りリンク向けの報告条件を満たすか否かを判断する。なお、上りリンク向けの報告条件と
してパスロスが含まれる場合（パスロスと閾値とを比較する場合）、測定部３０３は、測
定した受信電力（ＲＳＲＰ）とＣＳＩ－ＲＳ送信電力の情報（基地局１００から通知され
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る情報）とを用いて、パスロス（例えば、式（１）に示すＰＬ）を算出する。
【０１８９】
　測定部３０３は、測定した受信電力（またはパスロス）が報告条件を満たす場合、当該
受信電力に対応するＣＳＩ－ＲＳ（ＣＳＩ－ＲＳのリソースの識別子）および受信電力を
示す情報を含むＣＳＩ－ＲＳに関する情報を送信部３０４に出力する。ここで、測定部３
０３は、上りリンク向けの報告条件および下りリンク向けの報告条件のうち、いずれの報
告条件を満たしたかを示す情報もＣＳＩ－ＲＳに関する情報に含める。
【０１９０】
　また、測定部３０３は、制御部３０２から指示された上り送信電力制御の情報（パスロ
スリファレンスとするＣＳＩ－ＲＳの情報）に示される特定のＣＳＩ－ＲＳを用いて、上
り送信電力制御のためのパスロスを算出する。
【０１９１】
　［マクロ基地局１００及び端末３００の動作］
　以上の構成を有するマクロ基地局１００及び端末３００の動作について説明する。
【０１９２】
　図１７は、マクロ基地局１００（ｅＮＢと表す）および端末３００（ＵＥと表す）の処
理の流れを示すフロー図である。なお、図１７において、実施の形態１（図８）と同一の
処理には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【０１９３】
　ＳＴ１０１ａでは、マクロ基地局１００は、受信電力（例えば、ＲＳＲＰ）の測定方法
、および、受信電力測定結果の「報告条件（Event）」を端末３００へ通知する（図示せ
ず）。ここで、マクロ基地局１００は、報告条件として、下りリンクの送信ポイント選択
向けの報告条件（ＤＬ向け報告条件）、および、上りリンクの受信ポイント選択向けの報
告条件（ＵＬ向け報告条件）の２種類の報告条件を端末３００へ通知する。例えば、ＵＬ
向け報告条件として、パスロスが所定の閾値pl_add (UL)を下回った場合（受信ポイント
追加のための条件）、または、パスロスが所定の閾値pl_remove (UL)を上回った場合（受
信ポイント削除のための条件）を用いてもよい。
【０１９４】
　また、マクロ基地局１００は、CSI-RS候補リストの中に、上りリンク向けのパスロス算
出のためのＣＳＩ－ＲＳ送信電力情報を含める。ＣＳＩ－ＲＳ送信電力情報は、例えば、
各受信ポイントにおけるＣＳＩ－ＲＳの送信電力を示す。
【０１９５】
　端末３００の測定部３０３は、ＳＴ１０１ａで通知されたCSI-RS候補リスト、および、
マクロ基地局１００から通知された受信電力の測定方法に基づいて、ＣＳＩ－ＲＳを用い
たＲＳＲＰ測定を行う。すなわち、図１７では、測定部３０３は、CSI-RS候補リストに示
されるCSI-RS 1～6のCSI-RS configurationに基づいて、６種類のＣＳＩ－ＲＳ（つまり
、６個の送信ポイント（受信ポイント））に対するＲＳＲＰを測定する。また、測定部３
０３は、測定したＲＳＲＰが報告条件を満たすか否かを判断する。図１７では、CSI-RS候
補リスト（CSI-RS 1～6）のうち、CSI-RS 1およびCSI-RS 2のＲＳＲＰがＤＬ向け報告条
件の閾値Th_add (DL)を上回っており、CSI-RS 3のＲＳＲＰがＵＬ向け報告条件の閾値pl_
add (UL)を下回っている。
【０１９６】
　ＳＴ１０２ａでは、端末３００は、CSI-RS候補リストに示される複数のＣＳＩ－ＲＳ候
補のうち、報告条件を満たすＣＳＩ－ＲＳ候補番号、報告条件を満たすＣＳＩ－ＲＳの測
定結果に加えて、ＤＬ向けまたはＵＬ向けのいずれの報告条件を満たしたかを示す情報を
マクロ基地局１００へ報告する。図１７では、端末３００は、ＤＬ向け報告条件を満たし
たことを示す情報（図１７では「ＤＬ」）、ＤＬ向け報告条件を満たすCSI-RS候補番号（
図１７ではCSI-RS 1およびCSI-RS 2）および、ＤＬ向け報告条件を満たすＣＳＩ－ＲＳの
測定結果（図１７ではvalue 1およびvalue 2）をマクロ基地局１００へ報告する。同様に
、図１７では、端末３００は、ＵＬ向け報告条件を満たしたことを示す情報（図１７では
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「ＵＬ」）、ＵＬ向け報告条件を満たすCSI-RS候補番号（図１７ではCSI-RS 3）および、
ＵＬ向け報告条件を満たすＣＳＩ－ＲＳの測定結果（図１７ではvalue 3）をマクロ基地
局１００へ報告する。
【０１９７】
　マクロ基地局１００は、ＳＴ１０２ａにおいて端末３００から受け取った情報に基づい
て、送信ポイントの選択（ＤＬ向けの処理）および受信ポイントの選択（ＵＬ向けの処理
）を行う。なお、ＤＬ向けの処理（図１７に示すＳＴ１０３～ＳＴ１０７）については実
施の形態１と同一の処理であるので説明を省略する。
【０１９８】
　マクロ基地局１００は、ＳＴ１０２ａにおいて端末３００から報告された上りリンクに
関する情報に基づいて、当該端末３００の上りリンクにおける受信ポイントを選択または
変更する。図１７では、マクロ基地局１００の制御部１０１は、端末３００においてCSI-
RS 3を用いている受信ポイントに対するパスロスが他の受信ポイントよりも小さいと判断
する。そこで、制御部１０１は、当該端末３００に対する受信ポイントを、CSI-RS 3を用
いている受信ポイントに決定する。
【０１９９】
　ＳＴ４０１では、マクロ基地局１００は、決定した受信ポイントに関する送信電力制御
の設定情報（power control config）及び上りリンクのリソース設定情報（UL resource 
config）を端末３００に通知する。ここで、マクロ基地局１００は、送信電力制御の設定
情報として、例えば、端末３００において上り送信電力制御の際に用いるパスロス算出の
ためのＣＳＩ－ＲＳの情報として、ＣＳＩ－ＲＳの識別子（ＣＳＩ－ＲＳ候補リストで通
知済みの情報）を通知する。また、マクロ基地局１００は、上りリンクのリソース設定情
報として、例えば、ＰＵＳＣＨ、ＲＳ（ＤＭＲＳ、ＳＲＳ）、ＰＵＣＣＨ向けのリソース
設定情報（周波数/系列などの情報、ランダムシードとして用いるＩＤ情報等）、または
、上り送信電力の調整のために受信ポイントごとに設定された上りリンク送信電力のオフ
セット値（式（１）におけるP0又は追加で設定されるオフセット値）を通知する。
【０２００】
　ＳＴ４０２では、端末３００は、ＳＴ４０１においてマクロ基地局１００から通知され
た設定情報に従って、上り送信電力制御の設定を変更し、変更後の設定に従って、ＰＵＳ
ＣＨ（データ）、ＲＳ（ＤＭＲＳ、ＳＲＳ）、ＰＵＣＣＨ（制御情報）等の上りリンク信
号を送信する。
【０２０１】
　このように、マクロ基地局１００では、受信部１０３が、端末３００で複数の基地局（
送信ポイントまたは受信ポイント）からのＣＳＩ－ＲＳを用いて測定された各基地局のパ
スロス（第３の受信品質）に基づいて、複数の基地局のうち、上りリンクに関する報告条
件（所定の条件）を満たすパスロス（第３の受信品質）に対応する、少なくとも一つのＣ
ＳＩ－ＲＳに関する情報（第３の情報）を受信し、制御部１０１が、上りリンクに関する
報告条件を満たすパスロスに対応するＣＳＩ－ＲＳに関する情報に基づいて、特定のＣＳ
Ｉ－ＲＳ（つまり、端末３００の受信ポイントとする基地局のＣＳＩ－ＲＳ）を決定し、
送信部１０２が、決定された少なくとも一つの特定のＣＳＩ－ＲＳに関する情報（UL con
fig。第４の情報）を送信する。端末３００では、測定部３０３が、マクロ基地局１００
から通知されたCSI-RS候補リストに示される複数の基地局（送信ポイントまたは受信ポイ
ント）からのＣＳＩ－ＲＳを用いて、基地局（ＣＳＩ－ＲＳ）のそれぞれに対するパスロ
ス（第３の受信品質）を測定し、送信部３０４が、複数のＣＳＩ－ＲＳのうち、上りリン
クに関する報告条件（所定の条件）を満たすパスロス（第３の受信品質）に対応する、少
なくとも一つのＣＳＩ－ＲＳに関する情報（第３の情報）を、送信し、受信部３０１が、
複数のＣＳＩ－ＲＳのうち、上りリンクに関する報告条件を満たすパスロスに対応するＣ
ＳＩ－ＲＳに関する情報を用いて決定された、少なくとも一つの特定のＣＳＩ－ＲＳに関
する情報（UL config。第４の情報）を受信する。
【０２０２】
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　このようにして、本実施の形態では、下りリンクにおける送信ポイントの選択に加え、
上りリンクにおける受信ポイントの選択にも、CSI-RS候補リストを用いる。すなわち、本
実施の形態では、マクロ基地局１００および端末３００は、下りリンクにおける送信ポイ
ントの選択、及び、上りリンクにおける受信ポイントの選択において、同一のCSI-RS候補
リストを共通して使用する。こうすることで、受信ポイントの情報の通知に要する情報量
を削減できる。
【０２０３】
　また、本実施の形態では、上りリンクの報告条件を満たすＣＳＩ－ＲＳに関する情報に
は、実施の形態１で説明した下りリンクの報告条件を満たすＣＳＩ－ＲＳに関する情報と
同様、上りリンクの報告条件を満たすパスロスに対応するＣＳＩ－ＲＳを示す識別子、ま
たは、上りリンクの報告条件を満たすパスロスの測定結果が含まれる。つまり、受信品質
の測定結果（例えば、報告条件を満たした受信電力またはパスロス）が上りリンクと下り
リンクとで共通のフォーマットを用いて端末３００からマクロ基地局１００へ報告される
。これにより、端末３００とマクロ基地局１００との間のシグナリングのフォーマット数
の増加を防ぐことができ、簡易なシステムが構築可能となる。
【０２０４】
　また、本実施の形態では、マクロ基地局１００は、端末３００に対して予め通知してい
るCSI-RS候補リストに含まれるCSI-RSの識別子（CSI-RS index）を、決定した受信ポイン
トを示す情報（例えば、UL config）として、端末３００へ通知する。また、端末３００
は、マクロ基地局１００から通知されたCSI-RSの識別子（CSI-RS index）に基づいて、受
信ポイントを特定するとともに、CSI-RS候補リストの中から受信ポイントに対応するCSI-
RSの設定情報を特定する。これにより、受信ポイントの更新の度に、CSI-RSの設定情報を
通知する場合と比較して、受信ポイントの情報の通知にかかるオーバーヘッドを低減でき
る。
【０２０５】
　また、本実施の形態では、端末３００は、CSI-RS候補リストに示されるＣＳＩ－ＲＳを
用いてＲＳＲＰを予め測定している。このため、端末３００では、受信ポイントの変更が
通知された直後でも、十分長い平均化が為されたＲＳＲＰを得ることができる。よって、
本実施の形態によれば、端末３００では、受信ポイントの変更が通知された後に直ちに高
精度なパスロスを用いて送信電力制御を行うことができる。
【０２０６】
　なお、本実施の形態では、「ＵＬ向け報告条件」として、パスロスを用いる場合につい
て説明したが、「ＵＬ向け報告条件」はパスロスを用いる場合に限らない。例えば、「Ｕ
Ｌ向け報告条件」として、「ＲＳＲＰ＋Δ」が所定の閾値以上（または以下）の場合を条
件として用いてもよい。ここで、Δは、マクロ基地局１００とピコ基地局２００との間の
送信電力差に基づくオフセット値である。例えば、マクロ基地局１００の送信電力が43dB
mであり、或るピコ基地局２００の送信電力が30dBmであるとする。この場合、Δ＝13dB（
＝43-30）と設定してもよい。これは、マクロ基地局１００からの信号の受信電力よりも
ピコ基地局２００からの信号の受信電力が13dB低くなるような端末３００が上りリンクで
送信した信号は、マクロ基地局１００と当該ピコ基地局２００とで同一電力で受信される
ためである（ただし、双方の基地局の伝搬減衰特性が同一と仮定する）。このため、「Ｕ
Ｌ向け報告条件」において、ピコ基地局２００の受信電力（ＲＳＲＰ）にオフセットΔを
付加する。これにより、端末３００は、各基地局（マクロ基地局１００およびピコ基地局
２００）について、受信電力（ＲＳＲＰ）を用いて「ＵＬ向け報告条件」を満たしている
か否かを判断することができる。なお、この際、マクロ基地局１００は、受信ポイント毎
のオフセット値（Δ）を含むCSI-RS候補リストを端末３００へ通知する。また、「ＵＬ向
け報告条件」において、端末３００の上り送信電力制御の際にマクロ基地局１００からの
パスロスを用いて算出した送信電力値にオフセット値（Δ）を差し引いた値を、ピコ基地
局２００の送信電力値として設定してもよい。このように、本実施の形態において、「Ｕ
Ｌ向け報告条件」に用いる受信品質（上記第３の受信品質）は、各送信ポイントからのＣ
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ＳＩ－ＲＳを用いて測定される受信電力（上記第１の受信品質。ＲＳＲＰ）を用いて算出
される受信品質（パスロス、及び、ＲＳＲＰ＋Δ等）であればよい。
【０２０７】
　また、本実施の形態では、下りリンクの信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を用いて受信ポイントの
選択を行う場合について説明した。しかし、本実施の形態において、マクロ基地局１００
は、上りリンクの信号（例えば、ＳＲＳ（サウンディング向け参照信号））を用いて受信
ポイントの選択を行ってもよい。この場合、マクロ基地局１００は、CSI-RS候補リスト内
のCSI-RS識別子を用いて、選択した受信ポイントを通知することで、本実施の形態と同様
、受信ポイントの情報の通知にかかるオーバーヘッドの増加を抑えることができる。
【０２０８】
　また、本実施の形態では、下りリンクにおける送信ポイント選択向け報告条件、および
、上りリンクにおける受信ポイント選択向け報告条件の２種類の報告条件を用いる場合に
ついて説明した。しかし、本実施の形態において、用途の異なる複数の報告条件を設定す
るようにしてもよい。
【０２０９】
　また、本実施の形態において、送信ポイント（受信ポイント）あたり複数のアンテナが
ある場合には、アンテナ間の平均のＲＳＲＰを用いてパスロス（またはＲＳＲＰ＋Δ）を
算出してもよく、各アンテナのＲＳＲＰの合計を用いてパスロス（またはＲＳＲＰ＋Δ）
を算出してもよい。
【０２１０】
　また、下りリンクでは端末３００の近隣に位置する送信ポイントから信号を送信すべく
、送信ポイントの切替を行う。これに対して、上りリンクではマクロ基地局１００のみの
受信（または全基地局での受信）を行い、受信ポイントの切替を行わないような運用も考
えられる。または、上りリンクのみで受信ポイントの切替を行う運用も考えられる。そこ
で、マクロ基地局１００は、各送信ポイント／受信ポイント（ＣＳＩ－ＲＳ）について、
下りリンク向けのＲＳＲＰ報告対象、上りリンク向けのＲＳＲＰ報告対象、または、上下
リンク双方向けのＲＳＲＰ報告対象のいずれであるかを示す情報を、端末３００へ通知し
てもよい。このＲＳＲＰ報告対象を示す情報は、明示的に通知されてもよい。例えば、CS
I-RS候補リストで通知される各ＣＳＩ－ＲＳの送信電力情報が最大値であるＣＳＩ－ＲＳ
については、上りリンク向けのＲＳＲＰ報告の対象外としてもよい。ＣＳＩ－ＲＳの送信
電力情報が最大値である場合には算出されるパスロスは大きな値となるため、受信ポイン
トとして選択されることはないので、当該ＣＳＩ－ＲＳを報告の対象外としても問題ない
。また、ＲＳＲＰに加えるオフセット（CSI-RS individual offset）が最小値となるＣＳ
Ｉ－ＲＳについては、下りリンク向けのＲＳＲＰ報告の対象外としてもよい。オフセット
が最小値である場合には報告条件の閾値以上となり（報告条件を満たさず）、その受信ポ
イントが選択されることはほとんどないため、当該ＣＳＩ－ＲＳを報告の対象外としても
問題ない。また、上記送信電力情報の「最大値」またはオフセットの「最小値」となる場
合の動作は、明示的に設定してもよく、暗示的に動作させてもよい。これにより、下りリ
ンクのみでＣｏＭＰ、上りリンクのみでＣｏＭＰ、または、上下リンク双方でＣｏＭＰの
それぞれの運用形態に対応することが可能となる。また、上述したように、ＣＳＩ－ＲＳ
（つまり送信ポイント／受信ポイント）毎にＲＳＲＰ報告対象を設定するのではなくて、
端末（ＵＥ）毎に下りリンク向けのＲＳＲＰ報告対象、上りリンク向けのＲＳＲＰ報告対
象、上下リンク双方向けのＲＳＲＰ報告対象を、それぞれ通知してもよい。
【０２１１】
　以上、本発明の各実施の形態について説明した。
【０２１２】
　［他の実施の形態］
　（１）上記各実施の形態において、１つの送信ポイントが複数のアンテナポートを有す
る場合、端末は、CSI-RS候補リストに基づいて、各送信ポイントの異なるアンテナポート
から送信されるＣＳＩ－ＲＳを用いた測定結果の平均値（単純平均、加重平均、中央値等
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）を、マクロ基地局へ報告してもよい。各アンテナポートの測定結果の平均値を示す１つ
の測定結果のみが報告されるので、報告に要する情報量が低減される。また、送信ポイン
トが有する複数のアンテナポートでの測定結果を平均することにより、受信品質の測定精
度を向上させることが可能となる。
【０２１３】
　また、１つの送信ポイントが複数のアンテナポートを有する場合でも、端末は、１つの
アンテナポートから送信されるＣＳＩ－ＲＳを用いた測定結果、または限られた数のアン
テナポートから送信されるＣＳＩ－ＲＳを用いた測定結果の平均値を、マクロ基地局へ報
告してもよい。この場合、測定するリソースを必要最小限に限定できるので端末での処理
量の低減が可能である。
【０２１４】
　（２）上記各実施の形態において、端末がＣＳＩ－ＲＳを用いて測定する受信品質とし
ては、受信電力に限らず、例えば、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、ＳＩＮＲ、ＳＬＮＲ等を用いて
もよい。
【０２１５】
　（３）上記各実施の形態では、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果の報告条件とし
て、測定結果が閾値Ａ（またはTh_add）を上回った場合、測定結果が閾値Ｂ（またはTh_r
emove）を下回った場合、または、測定結果が、ＣＳＩ－ＲＳ測定対象として現在指定さ
れているＣＳＩ－ＲＳの測定結果をＣ［ｄＢ］上回った場合、等について説明した。しか
し、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果の報告条件は、これらに限らず、例えば、モ
ビリティ制御のためのmeasurement（例えば、「3GPP TS36.331 v10.1.0」参照）の報告条
件（Event）を用いてもよい。既存の条件（上記Event等）をＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電
力測定結果の報告条件として再利用することで、端末の簡素化およびテスト工数の低減が
可能となる。また、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果の報告条件は、伝搬路状態等
の電波環境以外の要因を考慮して設定されてもよい。例えば、報告条件として、高い料金
を支払うユーザの端末に対してより多くの送信ポイントを用いるような条件を設定しても
よい。
【０２１６】
　（４）上記各実施の形態では、マクロセル内の送信ポイント毎に異なるリソースでＣＳ
Ｉ－ＲＳが送信される場合について説明した。しかし、必ずしもマクロセル内の送信ポイ
ント毎に異なるリソースでＣＳＩ－ＲＳを送信する必要はない。例えば、或る端末に信号
が届く範囲（エリア）において、各送信ポイントが異なるリソースでＣＳＩ－ＲＳを送信
すればよい。すなわち、十分離れた場所、または、壁等で隔離された場所では、異なる送
信ポイントが同一リソースでＣＳＩ－ＲＳを送信してもよい。
【０２１７】
　（５）上記各実施の形態において、CSI-RS候補リスト内に、異なるセルＩＤのセル内の
送信ポイントが使用しているＣＳＩ－ＲＳのconfigurationを含めてもよい。この場合、C
SI-RS候補リスト内の各CSI-RS configurationの中にセルＩＤの情報を含めればよい。こ
れにより、端末は、受信電力の大きい送信ポイントを、異なるＩＤのセル間で選択するこ
とができる。
【０２１８】
　（６）上記各実施の形態において、複数の送信ポイントに対して１つのCSI-RS configu
rationを設定してもよい。例えば、送信ポイント１が有する２アンテナポートと、送信ポ
イント２が有する２アンテナポートとを合わせた４アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳとして
、１つのCSI-RS configurationを設定してもよい。この場合、４つのアンテナポートのＣ
ＳＩ－ＲＳに対して１つのＣＳＩ測定結果が報告されるので、報告情報の情報量が低減さ
れる。
【０２１９】
　（７）上記各実施の形態では、ＣＳＩ－ＲＳを用いる場合について説明したが、ＣＳＩ
－ＲＳの代わりに、各送信ポイントから異なるリソースで送信可能な信号またはチャネル
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を用いてもよい。例えば、ＣＳＩ－ＲＳの代わりに、同期用信号であるＰＳＳ／ＳＳＳ（
Primary Synchronization Signal/Secondary Synchronization Signal）を用いてもよい
。この場合、CSI-RS候補リストの代わりに、ＰＳＳ／ＳＳＳのconfiguration情報（スク
ランブリング系列等）がマクロ基地局から端末へ通知される。
【０２２０】
　（８）上記各実施の形態では、ＣＲＳが全ての送信ポイントから送信される場合につい
て説明したが、ＣＲＳは、例えば、マクロ基地局（ＨＰＮ）のみから送信されてもよい。
【０２２１】
　（９）上記各実施の形態では、マクロ基地局とピコ基地局とから構成されるネットワー
クを一例として説明した。しかし、マクロ基地局のみから構成されるネットワークであっ
ても、複数のマクロ基地局が同一のセルＩＤを用いる場合には、本発明を適用することが
できる。また、ピコ基地局はＲＲＨ（Remote Radio Head）等のように無線増幅部および
アンテナのみで構成されるものであってもよいし、通常の基地局のようにベースバンド処
理部が設けられていてもよい。
【０２２２】
　（１０）上記各実施の形態では、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果が報告条件を
満たした場合、端末が報告条件を満たした測定結果のみをマクロ基地局へ報告する場合に
ついて説明した。しかし、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果が報告条件を満たした
場合、端末は、全てのＣＳＩ－ＲＳの測定結果をマクロ基地局へ報告してもよい。この場
合、マクロ基地局は、報告された全てのＣＳＩ－ＲＳの中から、ＣＳＩ測定対象のＣＳＩ
－ＲＳ（送信ポイント）を決定すればよい。
【０２２３】
　（１１）上記各実施の形態で用いたzeroTxPowerCSI-RSおよびresourceConfig等は、例
えば、3GPP TS36.331 v10.1.0に記載のパラメータを用いてもよい。
【０２２４】
　（１２）上記各実施の形態において、Rel.8～10のＣＲＳを用いたmeasurement向けのme
asurement objectの中に、各セルまたはキャリアのCSI-RS候補リストを示す情報を含めて
、端末に通知してもよい。これにより、既存のシグナリングを再利用することにより簡易
なシステムが構築可能となる。
【０２２５】
　（１３）上記各実施形態では、（３）に記載したように、ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電
力測定結果の報告条件として、測定結果が閾値Ａ（またはTh_add）を上回った場合、測定
結果が閾値Ｂ（またはTh_remove）を下回った場合、または、測定結果が、ＣＳＩ－ＲＳ
測定対象として現在指定されているＣＳＩ－ＲＳの測定結果をＣ［ｄＢ］上回った場合、
等について説明した。ここで、第２の報告条件「測定結果が閾値Ｂ（またはTh_remove）
を下回った場合」は、さらに２つの報告条件に分割することができる。
【０２２６】
　１つ目の報告条件は、ＣＣＬで設定されたＣＳＩ－ＲＳを用いた測定結果が、閾値Ｂを
下回った場合に、第１の受信品質を報告する方法である。
【０２２７】
　２つ目の報告条件は、第１の報告条件「測定結果が閾値Ａ（またはTh_add）を上回った
場合」など、すでに基地局に報告された第１の受信品質に含まれるＣＳＩ－ＲＳの測定結
果が、閾値Ｂを下回った場合に、第１の受信品質を報告する方法である。このようにする
ことで、基地局が第２の情報に含めるＣＭＬとして設定している、あるいは、設定しよう
としているＣＳＩ－ＲＳ候補のうちいずれかの測定結果が閾値Ｂを下回ったときにだけ、
第１の受信品質が報告されるので、報告回数を減らすことができる。なお、端末が特定の
閾値を下回ったことを報告したＣＳＩ－ＲＳは、２つ目の報告条件の対象とするＣＳＩ－
ＲＳのリストから外してもよい。このようにすることで、基地局が特定の閾値を下回って
いることを把握しているＣＳＩ－ＲＳの受信品質を再び送信することを避けることができ
、報告回数を減らすことができる。なお、特定の閾値とは、閾値Ａの値でもよいし、閾値
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Ｂの値でもよいし、別途設定しても良い。
【０２２８】
　また、上記の報告条件を満たした場合の第１の受信品質の報告方法として以下の５つが
考えられる。
【０２２９】
　第１の報告方法では、端末は、上記報告条件を満たした場合にＣＳＩ－ＲＳ候補リスト
の全てのＣＳＩ－ＲＳの測定結果を報告する。このようにすることで、基地局では、候補
リスト内の全てのＣＳＩ－ＲＳに対してより最近のＣＳＩ－ＲＳ測定結果が得られるため
、より適切なＣＭＬの設定が可能である。
【０２３０】
　第２の報告方法では、端末は、上記報告条件を満たした場合に、特定の閾値を上回るＣ
ＳＩ－ＲＳの測定結果のみを第１の受信品質として基地局に報告する。このようにするこ
とで、報告されるＣＳＩ－ＲＳ測定結果が限定されるので、報告メッセージサイズを小さ
くすることができる。なお、特定の閾値とは、閾値Ａの値でもよいし、閾値Ｂの値でもよ
いし、別途設定しても良い。
【０２３１】
　第３の報告方法では、端末は、上記報告条件を満たした場合に、上記第１の報告条件「
測定結果が閾値Ａ（またはTh_add）を上回った場合」で報告された第１の受信品質に含ま
れるＣＳＩ－ＲＳの測定結果のうち、特定の閾値を上回るＣＳＩ－ＲＳの測定結果のみを
第１の受信品質として基地局に報告する。なお、特定の閾値とは、閾値Ａの値でもよいし
、閾値Ｂの値でもよいし、別途設定しても良い。このようにすることで、基地局は、どの
ＣＳＩ－ＲＳをＣＭＬの候補として適切かを判断することが出来ると共に、ＣＳＩ－ＲＳ
の測定結果の報告メッセージサイズを小さくすることができる。
【０２３２】
　第４の報告方法では、端末は、上記報告条件を満たした場合に、上記第１の報告条件「
測定結果が閾値Ａ（またはTh_add）を上回った場合」で報告された第１の受信品質に含ま
れるＣＳＩ－ＲＳの測定結果の全てのCSI-RSの測定結果を報告する。このようにすること
で、基地局が既に保持している各CSI-RSの測定結果を更新することができる。
【０２３３】
　第５の報告方法は、上記報告条件を満たした場合に、報告条件を満たしたCSI-RSの測定
結果のみを報告する方法である。このようにすることで、報告のメッセージサイズを最小
限に抑えることができる。
【０２３４】
　（１４）上記各実施の形態では、CRSはセル単位で設定され、セル内のユーザは共通のC
RSを用いる。一方、CSI-RSをセル固有または送信ポイント（TP）固有の設定、つまり、セ
ル内の全ユーザが共通のCSI-RS設定を用いるようにしてもよいし、ユーザ固有の設定にし
てもよい。ユーザ固有の設定の場合には、CSI-RSはユーザ固有に設定可能であり、ユーザ
ごとに受信するCSI-RSが異なってもよい。例えば、複数のTPから協調送信するようなCoMP
送信方法を用いるユーザには複数のTPから同一のリソースでCSI-RSを送信してもよい。こ
の場合、CoMP送信方法を用いるユーザは、複数のTPから同一のリソースで送信されたCSI-
RSを用いるのに対して、他のユーザは、１つのTPから送信されたCSI-RSを用いる。また別
の例として、混雑しているTPのCSI-RSを限定されたユーザにしか設定しないことにより、
TPに接続しているユーザのスループット低下を防ぐことができる。このように、CSI-RSを
ユーザ固有に設定することにより、様々な伝送方式を用いるユーザが混在する柔軟なシス
テムを構築可能できる。
【０２３５】
　（１５）上記実施の形態では、受信電力測定結果をマクロ基地局へ報告するようにした
が、ＬＰＮ又はピコ基地局など他のノードを介して報告するようにしてもよい。この場合
、端末は単にＬＰＮ又はピコ基地局などの他のノードへ報告データを送信する。
【０２３６】
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　（１６）上記実施の形態において、マクロ基地局とピコ基地局はそれぞれ異なる１つの
キャリア周波数を用いてもよいし、異なる組み合わせのキャリア周波数を用いてもよい。
例えば、マクロ基地局はf1のキャリア周波数、ピコ基地局はf2のキャリア周波数を用いる
ようにしてもよいし、マクロ基地局はf1とf2の２つのキャリア周波数用い、ピコ基地局は
f2の１つのキャリア周波数を用いるようにしてもよい。この場合、f1（つまりマクロ基地
局間）では実施の形態３で説明したようなＣＲＳを用いた受信電力測定結果の報告とそれ
に基づいたハンドオーバー（あるいは移動管理）を行い、f2（つまりピコ基地局間）では
ＣＳＩ－ＲＳを用いた受信電力測定結果の報告とそれに基づいたハンドオーバー（あるい
は移動管理）を行うようにしてもよい。この場合、それぞれの周波数で適切な受信電力測
定結果が得られるため端末をより高い受信品質のセルに接続させることができる。また、
実施の形態４のようにこれらのf1とf2をcarrier aggregationとして端末が両方を用いて
通信してもよい。この場合、端末はf1、f2それぞれにおける受信品質のよい基地局(ある
いはセル)に接続しながら通信できるため高いスループットを実現できる。
【０２３７】
　（１７）上記実施の形態において、Extension carrierはnew carrier type又はadditio
nal carrier typeと呼ばれることもある。また、Extension carrierはＰＢＣＨ又はＰＤ
ＣＣＨが送信されないキャリアとして定義される場合もある。
【０２３８】
　（１８）上記各実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート（
antenna port）でも同様に適用できる。
【０２３９】
　アンテナポートとは、１本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナ
を指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも１本の物理アンテナを指すとは限らず、複
数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
【０２４０】
　例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは
規定されず、基地局が異なる参照信号（Reference signal）を送信できる最小単位として
規定されている。
【０２４１】
　また、アンテナポートはプリコーディングベクトル（Precoding vector）の重み付けを
乗算する最小単位として規定されることもある。
【０２４２】
　（１９）上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説
明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能
である。
【０２４３】
　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
ＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを
含むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、
ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０２４４】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０２４５】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０２４６】



(37) JP 6518825 B2 2019.5.22

10

　２０１１年８月５日出願の特願２０１１－１７１７１０および２０１１年９月３０日出
願の特願２０１１－２１７２９８の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示
内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０２４７】
　本発明は、ＣＳＩ報告のオーバーヘッドを低減しつつ、適切な送信ポイントを選択する
ことができるものとして有用である。
【符号の説明】
【０２４８】
　１００　マクロ基地局
　１０１，３０２　制御部
　１０２，２０２，３０４　送信部
　１０３，２０３，３０１　受信部
　１０４，２０１　基地局間ＩＦ
　２００　ピコ基地局
　３００　端末
　３０３　測定部

【図１】 【図２】
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