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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下りリンクマルチポイント送信に関わる複数の無線基地局装置のチャネル品質測定結果
、及び平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局装置に関するセル情報を含
む上りリンク信号を受信する受信手段と、
　前記チャネル品質測定結果及び前記セル情報から、平均受信レベルが第１しきい値範囲
内にある無線基地局装置のうち平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局
装置があるかどうかを判定する判定手段と、
　平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置がある場合に、両無線基
地局装置の少なくとも一方の送信電力を制御する送信電力制御手段と、を具備し、
　前記送信電力制御手段は、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装
置がある場合に、移動端末装置における前記両無線基地局装置それぞれからの平均受信レ
ベルが略等しくなるように前記送信電力を制御することを特徴とする無線基地局装置。
【請求項２】
　平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置がない場合に、最も平均
受信レベルが高い無線基地局装置からのみ送信を行うことを特徴とする請求項１記載の無
線基地局装置。
【請求項３】
　前記送信電力制御手段は、すべての移動端末装置に対する送信電力を調整することによ
り前記両無線基地局装置の送信電力を補正することを特徴とする請求項１又は請求項２記
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載の無線基地局装置。
【請求項４】
　前記送信電力制御手段は、セル端の移動端末装置以外の移動端末装置に対する送信電力
を下げることにより両無線基地局装置の送信電力を補正することを特徴とする請求項１又
は請求項２記載の無線基地局装置。
【請求項５】
　移動端末装置からフィードバックされた、各無線基地局装置からの受信電力の比の情報
を用いて前記チャネル品質測定結果を補正するチャネル品質測定結果補正手段を具備する
ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の無線基地局装置。
【請求項６】
　前記複数の無線基地局装置は、無線基地局装置とこの無線基地局装置と光張り出し構成
で接続された複数の遠隔無線装置とで構成されていることを特徴とする請求項１から請求
項５のいずれかに記載の無線基地局装置。
【請求項７】
　下りリンクマルチポイント送信に関わる複数の無線基地局装置から参照信号を含む下り
リンク信号をそれぞれ受信する受信手段と、前記参照信号を用いてチャネル品質を測定す
るチャネル品質測定手段と、前記チャネル品質の測定結果を含むフィードバック情報を前
記複数の無線基地局装置にそれぞれ送信する送信手段と、を具備する移動端末装置と、
　下りリンクマルチポイント送信に関わる複数の無線基地局装置のチャネル品質測定結果
、及び平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局装置に関するセル情報を含
む上りリンク信号を受信する受信手段と、前記チャネル品質測定結果及び前記セル情報か
ら、平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局装置のうち平均受信レベル差
が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置があるかどうかを判定する判定手段と、平均
受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置がある場合に、両無線基地局装
置の少なくとも一方の送信電力を制御する送信電力制御手段と、を具備する無線基地局装
置と、を含み、
　前記送信電力制御手段は、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装
置がある場合に、前記移動端末装置における前記両無線基地局装置それぞれからの平均受
信レベルが略等しくなるように前記送信電力を制御することを特徴とする無線通信システ
ム。
【請求項８】
　前記送信手段は、前記フィードバック情報を時分割で前記複数の無線基地局装置に送信
することを特徴とする請求項７記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記送信手段は、前記フィードバック情報をコード多重して前記複数の無線基地局装置
に送信することを特徴とする請求項７記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　前記送信手段は、前記フィードバック情報を複数の送信アンテナから前記複数の無線基
地局装置にＭＩＭＯ送信することを特徴とする請求項７記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　前記チャネル品質の測定結果が端末固有の参照信号を用いて求められることを特徴とす
る請求項７から請求項１０のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項１２】
　前記チャネル品質の測定結果がチャネル品質測定用参照信号を用いて求められ、その測
定結果を補正して得られることを特徴とする請求項７から請求項１０のいずれかに記載の
無線通信システム。
【請求項１３】
　前記チャネル品質の測定結果が直交化されたチャネル品質測定用参照信号を用いて求め
られることを特徴とする請求項７から請求項１０のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項１４】
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　前記移動端末装置は、各無線基地局装置からの受信電力の比の情報を用いて前記測定結
果を補正することを特徴とする請求項１２又は請求項１３記載の無線通信システム。
【請求項１５】
　移動端末装置において、下りリンクマルチポイント受信に関わる複数の無線基地局装置
から参照信号を含む下りリンク信号をそれぞれ受信する工程と、前記参照信号を用いてチ
ャネル品質を測定する工程と、前記チャネル品質の測定結果を含むフィードバック情報を
前記複数の無線基地局装置にそれぞれ送信する工程と、
　無線基地局装置において、下りリンクマルチポイント送信に関わる複数の無線基地局装
置のチャネル品質測定結果、及び平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局
装置に関するセル情報を含む上りリンク信号を受信する工程と、前記チャネル品質測定結
果及び前記セル情報から、平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局装置の
うち平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置があるかどうかを判定
する工程と、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置がある場合に
、両無線基地局装置の少なくとも一方の送信電力を制御する工程と、を具備し、
　前記送信電力を制御する工程において、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある
無線基地局装置がある場合に、移動端末装置における前記両無線基地局装置それぞれから
の平均受信レベルが略等しくなるように前記送信電力を制御することを特徴とする無線通
信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下りリンクのＣｏＭＰ送信（Coordinated　Multiple　Point　transmission
）に関する移動端末装置、無線基地局装置及び無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（3rd　Generation　Partnership　Project）で規定されるＬＴＥ（Long　Ter
m　Evolution）システム（非特許文献１）では、下りリンクにおいては、ＯＦＤＭＡ（Or
thogonal　Frequency　Division　Multiple　Access）が採用されている。よって、無線
基地局装置でのスケジューリングにより、基本的には、ある周波数及び時間の無線リソー
スを一つの移動端末装置（ＵＥ：User　Equipment）に割り当てるため、同一セル内のユ
ーザ間は周波数及び時間領域で直交している。しかしながら、ＬＴＥシステムでは、１セ
ル周波数繰り返しをベースとするため、周辺セルからの干渉が大きく、特にセル端に存在
するＵＥにおける干渉レベルは高い。このため、このような周辺セル干渉を補償し一定の
受信品質を維持するため、セル間干渉の対策が必要となる。
【０００３】
　３ＧＰＰでは、高速伝送をＬＴＥシステムよりも広いカバレッジで実現するためのＬＴ
Ｅ－Ａ（ＬＴＥ－Advanced）システムが検討されている。ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Advanced
）システムでは、さらなるセル間干渉対策として、協調マルチポイント送受信（ＣｏＭＰ
）が採用される。このＣｏＭＰにおいて、下りリンクでは、図１に示すように、自セル（
セルＡ）（Serving　cell）の無線基地局装置２Ａと、周辺セル（セルＢ）の無線基地局
装置２Ｂとから同時にデータ及び参照信号（ＲＳ）が移動端末装置１に送信される。この
とき、制御チャネル信号（ＰＤＣＣＨ信号）は、サービングセルであるセルＡの無線基地
局装置２Ａのみから送信される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】3GPP,　TR25.912　(V7.1.0),　"Feasibility　study　for　Evolved　U
TRA　and　UTRAN",　Sept.　2006
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　下りＣｏＭＰにおいては、２つの無線基地局装置２Ａ，２Ｂから信号を送信すると、図
２に示すように、移動端末装置１で受信した信号の平均受信レベルがそれぞれ異なるので
、すなわち、無線基地局装置２Ａ，２Ｂから送信された信号の平均受信レベルが等しくな
いので、不等利得ダイバーシチ受信になってしまいダイバーシチ利得が小さくなる。この
ため下りリンクの複数セル同時送信を適用してもセル端の移動端末装置の受信品質の改善
は小さい。
【０００６】
　また、ＬＴＥシステムの無線インターフェースでは、複数の無線基地局装置からの信号
を移動端末装置で同時に受信することは規定されていない。また、ＬＴＥシステムでは、
一つの無線基地局装置に対してのみチャネル品質情報（ＣＱＩ）などのフィードバック情
報をフィードバックすることが規定されている。このようなＬＴＥシステムで移動端末装
置がＣｏＭＰを適用することを想定すると、例えば、それぞれの無線基地局装置からの参
照信号に基づいて測定したＣＱＩをＣｏＭＰ合成し、合成後のＣＱＩをフィードバックす
ることになる。このため、下りＣｏＭＰ送信の場合には、各無線基地局装置との間のチャ
ネル品質情報をそれぞれフィードバックすることができないことになり、ＣｏＭＰ送信時
の最適な制御ができないことになる。
【０００７】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＬＴＥ－Ａシステムでの下りＣｏＭＰ
送信の際に最適な制御を行うことができる移動端末装置、無線基地局装置及び無線通信方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の無線通信システムは、下りリンクマルチポイント送信に関わる複数の無線基地
局装置から参照信号を含む下りリンク信号をそれぞれ受信する受信手段と、前記参照信号
を用いてチャネル品質を測定するチャネル品質測定手段と、前記チャネル品質の測定結果
を含むフィードバック情報を前記複数の無線基地局装置にそれぞれ送信する送信手段と、
を具備する移動端末装置と、下りリンクマルチポイント送信に関わる複数の無線基地局装
置のチャネル品質測定結果、及び平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局
装置に関するセル情報を含む上りリンク信号を受信する受信手段と、前記チャネル品質測
定結果及び前記セル情報から、平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局装
置のうち平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置があるかどうかを
判定する判定手段と、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置があ
る場合に、両無線基地局装置の少なくとも一方の送信電力を制御する送信電力制御手段と
、を具備する無線基地局装置と、を含み、前記送信電力制御手段は、平均受信レベル差が
第２しきい値範囲内にある無線基地局装置がある場合に、移動端末装置における前記両無
線基地局装置それぞれからの平均受信レベルが略等しくなるように前記送信電力を制御す
ることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の無線基地局装置は、下りリンクマルチポイント送信に関わる複数の無線基地局
装置のチャネル品質測定結果、及び平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地
局装置に関するセル情報を含む上りリンク信号を受信する受信手段と、前記チャネル品質
測定結果及び前記セル情報から、平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局
装置のうち平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置があるかどうか
を判定する判定手段と、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置が
ある場合に、両無線基地局装置の少なくとも一方の送信電力を制御する送信電力制御手段
と、を具備し、前記送信電力制御手段は、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある
無線基地局装置がある場合に、移動端末装置における前記両無線基地局装置それぞれから
の平均受信レベルが略等しくなるように前記送信電力を制御することを特徴とする。
【００１０】
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　本発明の無線通信方法は、移動端末装置において、下りリンクマルチポイント受信に関
わる複数の無線基地局装置から参照信号を含む下りリンク信号をそれぞれ受信する工程と
、前記参照信号を用いてチャネル品質を測定する工程と、前記チャネル品質の測定結果を
含むフィードバック情報を前記複数の無線基地局装置にそれぞれ送信する工程と、無線基
地局装置において、下りリンクマルチポイント送信に関わる複数の無線基地局装置のチャ
ネル品質測定結果、及び平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局装置に関
するセル情報を含む上りリンク信号を受信する工程と、前記チャネル品質測定結果及び前
記セル情報から、平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある無線基地局装置のうち平均
受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置があるかどうかを判定する工程
と、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置がある場合に、両無線
基地局装置の少なくとも一方の送信電力を制御する工程と、を具備し、前記送信電力を制
御する工程において、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある無線基地局装置があ
る場合に、移動端末装置における前記両無線基地局装置それぞれからの平均受信レベルが
略等しくなるように前記送信電力を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数の無線基地局装置からの参照信号を用いてチャネル品質を測定し
、それぞれのチャネル品質測定結果を含むフィードバック情報を複数の無線基地局装置に
それぞれ送信するので、ＬＴＥ－Ａシステムでの下りＣｏＭＰ送信の際の最適な制御を行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】下りＣｏＭＰを説明するための図である。
【図２】下りＣｏＭＰの際の平均受信レベルを示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る送信電力制御を説明するための図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る無線基地局装置及び移動端末装置を有する無線通信シ
ステムを示す図である。
【図５】（ａ），（ｂ）は、無線通信システムの構成を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る移動端末装置の概略構成を示すブロック図である。
【図７】図６に示す移動端末装置におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロック
図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の概略構成を示すブロック図である。
【図９】図８に示す無線基地局装置におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
　上述したように、ＬＴＥシステムの無線インターフェースでは、複数の無線基地局装置
からの信号を移動端末装置で同時に受信することは規定されていない。また、ＬＴＥシス
テムでは、下りリンクで送信された参照信号に対して１つのチャネル品質情報（ＣＱＩ）
などのフィードバック情報をフィードバックすることが規定されている。したがって、こ
のようなＬＴＥシステムで移動端末装置がＣｏＭＰを適用すると、参照信号に基づいて測
定したＣＱＩをフィードバックする際に、ＣｏＭＰ合成後のＣＱＩしかフィードバックで
きず、きめ細かい制御ができないことになる。
【００１４】
　そこで、本発明者らは、ＣｏＭＰ送信を行う際に、複数の無線基地局装置に対して個別
にチャネル品質情報をフィードバックする無線インターフェースを提案し、これによりＣ
ｏＭＰ送信を行う際における最適な制御を可能とした。
【００１５】
　ＣｏＭＰ送信を行う際に、複数の無線基地局装置に対して個別にチャネル品質情報（フ
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ィードバック情報）をフィードバックする方法としては、次の４つの方法が挙げられる。
【００１６】
（１）複数の無線基地局装置に対して上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）でチャネル品質情
報をサブフレーム毎に時分割で送信する方法。
　この場合においては、例えば、図１におけるセルＡのＣＱＩ、セルＢのＣＱＩ、及び合
成後のＣＱＩを時系列に送信する。もしくは、セルＡのＣＱＩとセルＢのＣＱＩとを時系
列に送信する。このとき、１つの無線基地局装置に対してチャネル品質情報を送信する頻
度が少なくなり、時間変動に対する追従性が劣化するが、無線基地局装置間の平均受信レ
ベルを等しくして、ダイバーシチ効果を高くすることが目的であるので、チャネル品質情
報を送信する頻度が少なくても問題はないと考えられる。ここで、平均受信レベルとは、
一定期間の受信レベルの平均値をいう。
【００１７】
（２）複数の無線基地局装置に対して上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）でチャネル品質情
報を送信する方法。
　この場合においても、１つの無線基地局装置に対してチャネル品質情報を送信する頻度
が少なくなり、時間変動に対する追従性が劣化するが、無線基地局装置間の平均受信レベ
ルを等しくして、ダイバーシチ効果を高くすることが目的であるので、チャネル品質情報
を送信する頻度が少なくても問題はないと考えられる。
【００１８】
（３）複数の無線基地局装置に対するチャネル品質情報をコード多重して送信する方法。
　例えば、巡回シフト法により異なる巡回シフトを付与して、各チャネル品質情報を直交
化する。この場合において、巡回シフト番号が制御情報として無線基地局装置から通知さ
れる。
【００１９】
（４）複数の無線基地局装置に対するチャネル品質情報を複数の送信アンテナからＭＩＭ
Ｏ（Multiple　Input　Multiple　Output）送信により送信する方法。
　上記のように、移動端末装置から複数の無線基地局装置に個別にチャネル品質情報（フ
ィードバック情報）をフィードバックする。無線基地局装置においては、このようにフィ
ードバックされたチャネル品質情報などを用いて、ＣｏＭＰ送信に関わる無線基地局装置
（ＣｏＭＰ候補セルの無線基地局装置）からの信号の移動端末装置における平均受信レベ
ルが等しくなるように、下りリンク送信の送信電力を制御する（方法１）。
【００２０】
　方法１について図３を用いて説明する。移動端末装置において、各セルの無線基地局装
置からの信号の平均受信レベルが図３に示す状態であるとする。このとき、まず、各セル
の平均受信レベルに対してしきい値判定を行い、しきい値Δ１以内であるセルがあるかど
うかを判定する。平均受信レベルがしきい値Δ１以内であるセルがある場合には、そのセ
ルがどのセルであるかの情報（セル情報）を無線基地局装置にフィードバックする。ここ
では、セル＃１、セル＃２及びセル＃５の平均受信レベルがしきい値Δ１以内であるので
、セル＃１、セル＃２及びセル＃５の情報が無線基地局装置にフィードバックされる。
【００２１】
　無線基地局装置においては、しきい値Δ１（第１しきい値）以内であるセルがある場合
に、移動端末装置がセル端にいると判定する。この判定まではハンドオーバーの手順と同
じである。次いで、無線基地局装置は、平均受信レベル差がしきい値Δ２（第２しきい値
）以内であるかどうかを判定する。平均受信レベル差がしきい値Δ２以内である場合には
、両者の平均受信レベルが等しくなるように送信電力を制御する（平均受信レベルを合わ
せるジョイント送信（Joint　Transmission））。ここでは、セル＃１の平均受信レベル
（セル＃１の無線基地局装置からの信号の平均受信レベル）とセル＃５の平均受信レベル
との間の差分（斜線部）がしきい値Δ２以内であるので、両者の平均受信レベルが等しく
なるように、セル＃１の無線基地局装置からの送信信号の送信電力及び／又はセル＃５の
無線基地局装置からの送信信号の送信電力を制御する。
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【００２２】
　送信電力の制御としては、各セルの総送信電力を一定とした上で、平均受信レベルが相
対的に低いセルに対する送信電力を上げるとともに平均受信レベルが相対的に高いセルに
対する送信電力を下げて両者の平均受信レベルを等しくする。あるいは、平均受信レベル
が相対的に低いセルに対する送信電力を上げる、あるいは、平均受信レベルが相対的に高
いセルに対する送信電力を下げて、両者の平均受信レベルを等しくする。図３に示す場合
においては、各セル＃１～＃６における総送信電力を一定とした状態で、セル＃１に対す
る送信電力を下げるとともにセル＃５に対する送信電力とを上げる。あるいは、セル＃５
に対する送信電力を上げる、あるいは、セル＃１に対する送信電力を下げて、両者の平均
受信レベルを等しくする。
【００２３】
　送信電力の制御として、各セルの総送信電力を一定とした上で、各移動端末装置に対す
る送信電力を補正して、両者の平均受信レベルを等しくしても良い。すなわち、ＣｏＭＰ
が適用される移動端末装置に対する送信電力を上げるために、他の移動端末装置に対する
送信電力を借りる。この場合においては、スケジューリングの際にＯＦＤＭシンボルの他
のＲＢ（リソースブロック）の送信電力を借りる。この場合においては、セル内のすべて
の移動端末装置に対する送信電力を調整することで補正しても良く、セル端に存在する移
動端末装置以外の移動端末装置に対する送信電力を下げることにより補正しても良い。
【００２４】
　ＣｏＭＰ候補セルの無線基地局装置間の平均受信レベル差が大きい場合には、相対的に
平均受信レベルの低い無線基地局装置への送信を停止（ＯＦＦ）し、最も平均受信レベル
の高い無線基地局装置からの送信のみとする（Water　filling）（方法２）。なお、この
平均受信レベルについては、平均受信レベルと第１しきい値とを比較する平均受信レベル
より短い区間での平均受信レベル（瞬時受信レベル）も含むものとする。
【００２５】
　方法２について図３を用いて説明する。移動端末装置において、各セルの無線基地局装
置からの信号の平均受信レベルが図３に示す状態であるとする。このとき、まず、各セル
の平均受信レベルに対してしきい値判定を行い、しきい値Δ１以内であるセルがあるかど
うかを判定する。平均受信レベルがしきい値Δ１以内であるセルがある場合には、そのセ
ルがどのセルであるかの情報（セル情報）を無線基地局装置にフィードバックする。ここ
では、セル＃１、セル＃２及びセル＃５の平均受信レベルがしきい値Δ１以内であるので
、セル＃１、セル＃２及びセル＃５の情報が無線基地局装置にフィードバックされる。
【００２６】
　無線基地局装置においては、しきい値Δ１（第１しきい値）以内であるセルがある場合
に、移動端末装置がセル端にいると判定する。この判定まではハンドオーバーの手順と同
じである。次いで、無線基地局装置は、平均受信レベル差がしきい値Δ２（第２しきい値
）以内であるかどうかを判定する。平均受信レベル差がしきい値Δ２以内である場合には
、平均受信レベルを合わせない状態でのジョイント送信を行い、平均受信レベル差がしき
い値Δ２を超える場合には、平均受信レベルが相対的に低いセルの無線基地局装置からの
送信をＯＦＦし、平均受信レベルが最も高いセルの無線基地局装置からのみ送信を行う（
ＤＣＳ：Dynamic　Cell　Selection）。図３においては、平均受信レベル差がしきい値Δ

２以内（セル＃１、セル＃５）の場合には、平均受信レベルを合わせない状態でのジョイ
ント送信を行い、平均受信レベル差がしきい値Δ２を超える（セル＃１、セル＃２）の場
合には、セル＃１の無線基地局装置からの送信のみを行う。
【００２７】
　また、方法１と方法２とをしきい値判定により切り替えるようにしても良い（モード切
り替え）（方法３）。
【００２８】
　方法３について図３を用いて説明する。移動端末装置において、各セルの無線基地局装
置からの信号の平均受信レベルが図３に示す状態であるとする。このとき、まず、各セル
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の平均受信レベルに対してしきい値判定を行い、しきい値Δ１以内であるセルがあるかど
うかを判定する。平均受信レベルがしきい値Δ１以内であるセルがある場合には、そのセ
ルがどのセルであるかの情報（セル情報）を無線基地局装置にフィードバックする。ここ
では、セル＃１、セル＃２及びセル＃５の平均受信レベルがしきい値Δ１以内であるので
、セル＃１、セル＃２及びセル＃５の情報が無線基地局装置にフィードバックされる。
【００２９】
　無線基地局装置においては、しきい値Δ１（第１しきい値）以内であるセルがある場合
に、移動端末装置がセル端にいると判定する。この判定まではハンドオーバーの手順と同
じである。次いで、無線基地局装置は、平均受信レベル差がしきい値Δ２（第２しきい値
）以内であるかどうかを判定する。平均受信レベル差がしきい値Δ２以内である場合には
、両者の平均受信レベルが等しくなるように送信電力を制御する（平均受信レベルを合わ
せるジョイント送信）。平均受信レベル差がしきい値Δ２を超える場合には、平均受信レ
ベルが相対的に低いセルの無線基地局装置からの送信をＯＦＦし、平均受信レベルが最も
高いセルの無線基地局装置からのみ送信を行う（ＤＣＳ）。図３においては、平均受信レ
ベル差がしきい値Δ２以内（セル＃１、セル＃５）の場合には、両者の平均受信レベルが
等しくなるように送信電力を制御し、平均受信レベル差がしきい値Δ２を超える（セル＃
１、セル＃２）の場合には、セル＃１の無線基地局装置からの送信のみを行う。この方法
３における送信電力の制御は方法１と同じである。
【００３０】
　図４は、本発明の実施の形態に係る移動端末装置及び無線基地局装置を有する無線通信
システムを示す図である。
【００３１】
　無線通信システムは、例えばＥ－ＵＴＲＡ（Evolved　UTRA　and　UTRAN）が適用され
るシステムである。無線通信システムは、無線基地局装置（ｅＮＢ：ｅＮｏｄｅＢ）２（
２１，２２・・・２ｌ、ｌはｌ＞０の整数）と、無線基地局装置２と通信する複数の移動
端末装置（ＵＥ）１ｎ（１１，１２，１３，・・・１ｎ、ｎはｎ＞０の整数）とを備える
。無線基地局装置２は、上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置３と接続され、アクセ
スゲートウェイ装置３は、コアネットワーク４と接続される。移動端末装置１ｎはセル５
（５１，５２）において無線基地局装置２とＥ－ＵＴＲＡにより通信を行っている。本実
施の形態では、２個のセルについて示しているが、本発明は３個以上のセルについても同
様に適用することができる。なお、各移動端末装置（１１，１２，１３，・・・１ｎ）は
、同一の構成、機能、状態を有するので、以下では特段の断りがない限り移動端末装置１

ｎとして説明を進める。
【００３２】
　無線通信システムでは、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦＤＭ（直
交周波数分割多元接続）が適用され、上りリンクについてはＳＣ－ＦＤＭＡ（シングルキ
ャリア－周波数分割多元接続）が適用される。ＯＦＤＭは、周波数帯域を複数の狭い周波
数帯域（サブキャリア）に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行う
マルチキャリア伝送方式である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、周波数帯域を端末毎に分割し、複数
の移動端末装置が互いに異なる周波数帯域を用いることで、移動端末装置間の干渉を低減
するシングルキャリア伝送方式である。
【００３３】
　ここで、Ｅ－ＵＴＲＡにおける通信チャネルについて説明する。
　下りリンクについては、各移動端末装置１ｎで共有される物理下りリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ：Physical　Downlink　Shared　Channel）と、物理下りリンク制御チャネ
ル(ＰＤＣＣＨ：Physical　Downlink　Control　Channel)とが用いられる。物理下りリン
ク制御チャネルは下りＬ１／Ｌ２制御チャネルとも呼ばれる。上記物理下りリンク共有チ
ャネルにより、ユーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送される。また、物理下
りリンク制御チャネルにより、下りスケジューリング情報（DL　Scheduling　Informatio
n）、送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、上りスケジューリンググラント（UL　Schedul
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ing　Grant）、ＴＰＣコマンド（Transmission　Power　Control　Command）などが伝送
される。下りスケジューリング情報には、例えば、物理下りリンク共有チャネルを用いて
通信を行うユーザのＩＤや、そのユーザデータのトランスポートフォーマットの情報、す
なわち、データサイズ、変調方式、再送制御（ＨＡＲＱ：Hybrid　ARQ）に関する情報や
、下りリンクのリソースブロックの割り当て情報などが含まれる。
【００３４】
　また、上りスケジューリンググラントには、例えば、物理上りリンク共有チャネルを用
いて通信を行うユーザのＩＤや、そのユーザデータのトランスポートフォーマットの情報
、すなわち、データサイズ、変調方式に関する情報や、上りリンクのリソースブロックの
割り当て情報、上りリンクの共有チャネルの送信電力に関する情報などが含まれる。ここ
で、上りリンクのリソースブロックとは、周波数リソースに相当し、リソースユニットと
も呼ばれる。
【００３５】
　また、送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）とは、上りリンクの共有チャネルに関する送
達確認情報のことである。送達確認情報の内容は、送信信号が適切に受信されたことを示
す肯定応答（ＡＣＫ:Acknowledgement）又はそれが適切に受信されなかったことを示す否
定応答（ＮＡＣＫ：Negative　Acknowledgement）の何れかで表現される。
【００３６】
　上りリンクについては、各移動端末装置１ｎで共有して使用される物理上りリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical　Uplink　Shared　Channel）と、物理上りリンク制御
チャネル(ＰＵＣＣＨ：Physical　Uplink　Control　Channel)とが用いられる。上記物理
上りリンク共有チャネルにより、ユーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送され
る。また、物理上りリンク制御チャネルにより、下りリンクにおける共有物理チャネルの
スケジューリング処理や適応変復調及び符号化処理（ＡＭＣ：Adaptive　Modulation　an
d　Coding　scheme）に用いるための下りリンクのチャネル品質情報（ＣＱＩ：Channel　
Quality　Indicator）、及び物理下りリンク共有チャネルの送達確認情報が伝送される。
【００３７】
　物理上りリンク制御チャネルでは、ＣＱＩや送達確認情報に加えて、上りリンクの共有
チャネルのリソース割り当てを要求するスケジューリング要求（Scheduling　Request）
や、パーシステントスケジューリング（Persistent　Scheduling）におけるリリース要求
（Release　Request）などが送信されてもよい。ここで、上りリンクの共有チャネルのリ
ソース割り当てとは、あるサブフレームの物理下りリンク制御チャネルを用いて、後続の
サブフレームにおいて上りリンクの共有チャネルを用いて通信を行ってよいことを無線基
地局装置が移動端末装置に通知することを意味する。
【００３８】
　無線基地局装置２の構成については、図５（ａ）に示すように、無線基地局装置（ｅＮ
Ｂ）とこの無線基地局装置ｅＮＢと光張出し構成（光ファイバ）で接続された複数の遠隔
無線装置（ＲＲＥ：Remote　Radio　Equipment）とを含む構成でも良く、図５（ｂ）に示
す無線基地局装置（ｅＮＢ）でも良い。図５（ａ）に示す構成においては、遠隔無線装置
ＲＲＥ１，ＲＲＥ２を無線基地局装置ｅＮＢで集中的に制御するので、無線基地局装置ｅ
ＮＢで上述したセル情報やチャネル品質情報を用いて送信電力制御を行う。一方、図５（
ｂ）に示す構成においては、セル１の無線基地局装置ｅＮＢとセル２の無線基地局装置ｅ
ＮＢとの間のＸ２インターフェースで必要に応じてセル情報やチャネル品質情報をいずれ
かの無線基地局装置に送信して、その無線基地局装置で送信電力制御を行う。
【００３９】
　図６は、本発明の実施の形態に係る移動端末装置の概略構成を示すブロック図である。
　図６に示す移動端末装置１ｎは、アンテナ１１と、アンプ部１２と、送受信部１３と、
ベースバンド信号処理部１４と、呼処理部１５と、アプリケーション部１６とから主に構
成されている。
【００４０】



(10) JP 5189111 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

　このような構成の移動端末装置１ｎにおいて、下りリンク信号については、アンテナ１
１で受信された無線周波数信号がアンプ部１２で、ＡＧＣ（Auto　Gain　Control）の下
で受信電力が一定電力に補正されるように増幅される。増幅された無線周波数信号は、送
受信部１３においてベースバンド信号へ周波数変換される。このベースバンド信号は、ベ
ースバンド信号処理部１４で所定の処理（誤り訂正、復号など）がなされた後、呼処理部
１５及びアプリケーション部１６に送られる。呼処理部１５は、無線基地局装置２との通
信の管理などを行い、アプリケーション部１６は、物理レイヤやＭＡＣレイヤより上位の
レイヤに関する処理などを行う。本発明の移動端末装置１ｎにおいては、少なくとも下り
ＣｏＭＰに関わる複数の無線基地局装置から参照信号を含む下りリンク信号をそれぞれ受
信する。
【００４１】
　上りリンク信号については、アプリケーション部１６からベースバンド信号処理部１４
に入力される。ベースバンド信号処理部１４では、再送制御の処理、スケジューリング、
伝送フォーマット選択、チャネル符号化などがなされて送受信部１３に転送される。送受
信部１３では、ベースバンド信号処理部１４から出力されたベースバンド信号を無線周波
数信号へ周波数変換する。周波数変換された信号は、その後、アンプ部１２で増幅されて
アンテナ１１から送信される。本発明の移動端末装置１ｎにおいては、チャネル品質の測
定結果を含むフィードバック情報を複数の無線基地局装置にそれぞれ送信する。
【００４２】
　図７は、図６に示す移動端末装置におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロッ
ク図である。
　ベースバンド信号処理部１４は、レイヤ１処理部１４１と、ＭＡＣ（Medium　Access　
Control）処理部１４２と、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）処理部１４３と、受信レベ
ル測定部１４４と、ＣＱＩ生成部１４５と、しきい値判定部１４６とから主に構成されて
いる。
【００４３】
　レイヤ１処理部１４１は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ１処理部１４１
は、例えば、下りリンクで受信した信号に対して、ＣＰ除去、高速フーリエ変換（ＦＦＴ
：Fast　Fourier　Transform）、周波数デマッピング、逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ：
Inverse　Discrete　Fourier　Transform）、データ復調などの処理を行う。また、レイ
ヤ１処理部１４１は、上りリンクで送信する信号に対して、データ変調、離散フーリエ変
換（ＤＦＴ）、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）、ＣＰ付加などの処
理を行う。
【００４４】
　ＭＡＣ処理部１４２は、下りリンクで受信した信号に対するＭＡＣレイヤでの再送制御
（ＨＡＲＱ）、下りスケジューリング情報の解析（ＰＤＳＣＨの伝送フォーマットの特定
、ＰＤＳＣＨのリソースブロックの特定）などを行う。また、ＭＡＣ処理部１４２は、上
りリンクで送信する信号に対するＭＡＣ再送制御、上りスケジューリング情報の解析（Ｐ
ＵＳＣＨの伝送フォーマットの特定、ＰＵＳＣＨのリソースブロックの特定）などの処理
を行う。
【００４５】
　ＲＬＣ処理部１４３は、下りリンクで受信したパケット／上りリンクで送信するパケッ
トに対して、パケットの分割、パケットの結合、ＲＬＣレイヤでの再送制御などを行う。
【００４６】
　受信レベル測定部１４４は、各周辺セルの無線基地局装置からの下りリンク信号の受信
レベルを測定する。測定された受信レベルは、しきい値判定部１４６で所定のしきい値範
囲内にあるかどうかのしきい値判定される。
【００４７】
　ＣＱＩ生成部１４５は、下りリンク信号に含まれる参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）（あるい
はＤＭ－ＲＳ）を用いてフィードバック情報であるチャネル品質情報（ＣＱＩ）（測定結
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果）を生成する。すなわち、ＣＱＩ生成部１４５は、少なくとも下りＣｏＭＰに関わる無
線基地局装置からの下りリンク信号に含まれるＣＳＩ－ＲＳを用いてそれぞれのＣＱＩを
生成する。
【００４８】
　本発明においては、移動端末装置で複数の無線基地局装置からＣＳＩ－ＲＳを受信する
ので、ＣＳＩ－ＲＳを直交化させておくことが考えられる。しかしながら、ＣＳＩ－ＲＳ
をセル間で直交させると、ＣｏＭＰを適用しない移動端末装置がセル干渉を受けないチャ
ネル品質を測定しまう。したがって、ＣｏＭＰ受信しない移動端末装置に対しては、実際
に他セル干渉を受けているにも関わらず他セル干渉を受けないチャネル品質でスケジュー
リングなどの制御が行われてしまう。
【００４９】
　実際には、ＣｏＭＰを適用しない移動端末装置が大半であるので、ＣＳＩ－ＲＳは基本
的にはセル間で非直交にしておくことが望ましい。ＣＳＩ－ＲＳをセル間で非直交とした
場合には、ＣｏＭＰを適用する移動端末装置においては、他セル干渉を受けたチャネル品
質を測定してしまうので、このチャネル品質を、他セル干渉を受けないチャネル品質に推
定あるいは補正する必要がある。したがって、ＣＱＩ生成部１４５は、受信したＣＳＩ－
ＲＳを用いてＣＱＩを生成し、そのＣＱＩを補正する。
【００５０】
　ＣＱＩの補正方法としては、次の４つが挙げられる。
１）ＭＣＳ（Modulation　and　Coding　Scheme）選択のためのチャネル品質を、端末固
有（UE-specific）の参照信号を用いて求める（方法１）。このような参照信号としては
、復調用参照信号（ＤＭ－ＲＳ）を用いることができる。ただし、この方法は、あるユー
ザに連続的に割り当てられた場合しか測定できないので、ＭＣＳ選択のためのチャネル品
質をＤＭ－ＲＳを用いて測定するモードと、ＭＣＳ選択のためのチャネル品質をＣＳＩ－
ＲＳを用いて測定するモードとでモード切り替えを行う。いずれかのモードを示すモード
情報は、無線基地局装置から通知される。したがって、ＣＱＩ生成部１４５は、モード情
報により、ＤＭ－ＲＳ又はＣＳＩ－ＲＳを用いてＭＣＳ選択のためのチャネル品質を測定
し、ＣＱＩを生成する。
【００５１】
２）ＭＣＳ選択のためのチャネル品質を、ＣＳＩ－ＲＳを用いて測定し、ＣｏＭＰ対象と
なる相手のセルの受信電力を測定して干渉電力から引くことにより、測定値（測定結果）
を補正する（方法２）。このように、方法２では、ＣｏＭＰ対象となる相手のセルからの
干渉がある状態でＣＱＩを測定し、干渉なしのＣＱＩを求めるための補正を行う。
【００５２】
３）ＭＣＳ選択のためのチャネル品質を、ＣｏＭＰ対象となる相手のセルからの干渉なし
で測定する。この場合には、例えば、直交化したＣＳＩ－ＲＳを用いてＭＣＳ選択のため
のチャネル品質を測定する（方法３）。
【００５３】
４）ＣｏＭＰ対象となる相手のセルからの干渉の有無を無線基地局装置で判断し、その判
断結果に応じてチャネル品質測定結果を補正する。したがって、無線基地局装置において
、ＣｏＭＰ対象となる相手のセルからの干渉があると判断した場合には、チャネル品質測
定結果を補正し、ＣｏＭＰ対象となる相手のセルからの干渉がないと判断した場合には、
移動端末装置からのチャネル品質測定結果を用いてＭＣＳ選択を行う。
【００５４】
　移動端末装置においてチャネル品質の測定結果を補正する場合には、各セルの受信電力
比の情報を用いる。ＣＱＩ生成部１４５は、各セルの受信電力比の情報を用いて、チャネ
ル品質の測定結果を補正する。なお、この受信電力比の情報は、移動端末装置から無線基
地局装置にフィードバックされる。
【００５５】
　しきい値判定部１４６は、各セルの平均受信レベルに対してしきい値判定を行い、しき
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い値Δ１以内であるセルがあるかどうかを判定する。平均受信レベルがしきい値Δ１以内
であるセルがある場合には、そのセルの情報（セル情報）を無線基地局装置にフィードバ
ックする。
【００５６】
　図８は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の概略構成を示すブロック図である
。
　図８に示す無線基地局装置２ｎは、アンテナ２１と、アンプ部２２と、送受信部２３と
、ベースバンド信号処理部２４と、呼処理部２５と、伝送路インターフェース２６とから
主に構成されている。
【００５７】
　このような構成の無線基地局装置２ｎにおいて、上りリンク信号については、アンテナ
２１で受信された無線周波数信号がアンプ部２２で、ＡＧＣの下で受信電力が一定電力に
補正されるように増幅される。増幅された無線周波数信号は、送受信部２３においてベー
スバンド信号へ周波数変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部２
４で所定の処理（誤り訂正、復号など）がなされた後、伝送路インターフェース２５を介
して図示しないアクセスゲートウェイ装置に転送される。アクセスゲートウェイ装置は、
コアネットワークに接続されており、各移動端末装置を管理している。また、上りリンク
に関しては、上りリンクのベースバンド信号に基づいて、無線基地局装置２で受信された
無線周波数信号の受信ＳＩＮＲ及び干渉レベルが測定される。
【００５８】
　呼処理部２５は、上位装置の無線制御局との間で呼処理制御信号を送受信し、無線基地
局装置２の状態管理やリソース割り当てをする。なお、上記レイヤ１処理部２４１とＭＡ
Ｃ処理部２４２における処理は、呼処理部２５において設定されている、無線基地局装置
２と移動端末装置１との間の通信状態に基づいてなされる。
【００５９】
　下りリンク信号については、上位装置から伝送路インターフェース２６を介してベース
バンド信号処理部２４に入力される。ベースバンド信号処理部２４では、再送制御の処理
、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化などがなされて送受信部２
３に転送される。送受信部２３では、ベースバンド信号処理部２４から出力されたベース
バンド信号を無線周波数信号へ周波数変換する。周波数変換された信号は、その後、アン
プ部２２で増幅されてアンテナ２１から送信される。
【００６０】
　図９は、図８に示す無線基地局装置におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロ
ック図である。
　ベースバンド信号処理部２４は、レイヤ１処理部２４１と、ＭＡＣ処理部２４２と、Ｒ
ＬＣ処理部２４３と、送信電力制御部２４４と、モード切り替え部２４５と、しきい値判
定部２４６と、ＣＱＩ補正部２４７とから主に構成されている。
【００６１】
　レイヤ１処理部２４１は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ１処理部２４１
は、例えば、上りリンクで受信した信号に対して、ＣＰ除去、高速フーリエ変換（ＦＦＴ
）、周波数デマッピング、逆フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse　Fast　Fourier　Transf
orm）、データ復調などの処理を行う。また、レイヤ１処理部２４１は、下りリンクで送
信する信号に対して、データ変調、離散フーリエ変換（ＤＦＴ：Discrete　Fourier　Tra
nsform））、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）、ＣＰ付加などの処理
を行う。
【００６２】
　ＭＡＣ処理部２４２は、上りリンクで受信した信号に対するＭＡＣレイヤでの再送制御
、上りリンク／下りリンクに対するスケジューリング、ＰＵＳＣＨ／ＰＤＳＣＨの伝送フ
ォーマットの選択、ＰＵＳＣＨ／ＰＤＳＣＨのリソースブロックの選択などの処理を行う
。
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【００６３】
　ＲＬＣ処理部２４３は、上りリンクで受信したパケット／下りリンクで送信するパケッ
トに対して、パケットの分割、パケットの結合、ＲＬＣレイヤでの再送制御などを行う。
【００６４】
　送信電力制御部２４４は、しきい値判定部２４６の判定結果に基づいて、移動端末装置
に対する送信電力を制御する。送信電力制御部２４４は、フィードバックされたチャネル
品質情報（ＣＱＩ）を用いて、ＣｏＭＰ送信に関わる無線基地局装置（ＣｏＭＰ候補セル
の無線基地局装置）からの信号の移動端末装置における平均受信レベルが等しくなるよう
に、下りリンク送信の送信電力を制御する（方法１）。また、送信電力制御部２４４は、
ＣｏＭＰ候補セルの無線基地局装置間の平均受信レベル差が大きい場合には、相対的に平
均受信レベルの低い無線基地局装置への送信を停止（ＯＦＦ）し、最も平均受信レベルの
高い無線基地局装置からの送信のみとする制御を行う（方法２）。また、送信電力制御部
２４４は、しきい値判定の結果により、方法１と方法２とを切り替えて送信電力制御を行
う（方法３）。
【００６５】
　モード切り替え部２４５は、後述するしきい値判定部２４６の判定結果に基づいて、送
信態様のモードの切り替えを行う。すなわち、モード切り替え部２４５は、しきい値判定
部２４６の判定結果に基づいて、ＣｏＭＰ対象セルからの送信電力を制御するか、移動端
末装置において平均受信レベルが最も高いセルからの送信のみにするかのモード切り替え
を行う。
【００６６】
　しきい値判定部２４６は、セル情報として移動端末装置から送られた、平均受信レベル
がしきい値Δ１以内であるセル間の平均受信レベル差がしきい値Δ２（第２しきい値）以
内であるかどうかを判定する。しきい値判定部２４６は、この判定結果を送信電力制御部
２４４、モード切り替え部２４５に出力する。
【００６７】
　ＣＱＩ補正部２４７は、無線基地局装置においてＣｏＭＰ対象となる相手のセルからの
干渉の有無を判断する場合には、その判断結果に応じて、移動端末装置からフィードバッ
クされたＣＱＩ（チャネル品質測定結果）を補正する。したがって、ＣＱＩ補正部２４７
は、ＣｏＭＰ対象となる相手のセルからの干渉があると判断した場合には、ＣＱＩを補正
する。この場合において、ＣＱＩの補正は、移動端末装置からフィードバックされた、各
セルの受信電力比の情報を用いて行われる。一方、ＣｏＭＰ対象となる相手のセルからの
干渉がないと判断した場合には、移動端末装置からフィードバックされたＣＱＩを用いて
ＭＣＳ選択を行う。
【００６８】
　次に、上記構成を有する移動端末装置と無線基地局装置との間の無線通信方法について
説明する。ここでは、無線基地局装置が、図５（ａ）に示すような無線基地局装置ｅＮＢ
とこの無線基地局装置ｅＮＢと光張り出しされた複数の遠隔無線装置ＲＲＥとを含む構成
である場合について説明する。
【００６９】
　移動端末装置は、複数の無線基地局装置（下りＣｏＭＰ送信に関わる複数の遠隔無線装
置）から参照信号を含む下りリンク信号を受信する。移動端末装置においては、ＣＱＩ生
成部１４５で参照信号を用いてＣＱＩを生成する。ＣＱＩの生成においては、端末固有の
参照信号（例えば、ＤＭ－ＲＳ）を用いてＣＱＩを生成しても良く、非直交のＣＳＩ－Ｒ
Ｓを用いてＣＱＩを生成し、その後このＣＱＩを補正しても良く、直交化したＣＳＩ－Ｒ
Ｓを用いてＣＱＩを生成しても良い。なお、ＤＭ－ＲＳを用いてＣＱＩを生成する場合に
は、ＤＭ－ＲＳでＣＱＩを測定するモード情報にしたがう。
【００７０】
　次いで、移動端末装置は、ＣＱＩを含むフィードバック情報を複数の遠隔無線装置にそ
れぞれ送信する。この場合においては、複数の遠隔無線装置に対してＰＵＣＣＨでＣＱＩ
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をサブフレーム毎に時分割で送信しても良く、複数の遠隔無線装置に対してＰＵＳＣＨで
ＣＱＩを送信しても良く、複数の遠隔無線装置に対するＣＱＩをコード多重して送信して
も良く、複数の遠隔無線装置に対するＣＱＩを複数の送信アンテナからＭＩＭＯ送信によ
り送信しても良い。
【００７１】
　無線基地局装置においては、上りリンク信号を受信する。この上りリンク信号は、下り
ＣｏＭＰ送信に関わる複数の遠隔無線装置のＣＱＩ、及び平均受信レベルが第１しきい値
（Δ１）範囲内にある遠隔無線装置に関するセル情報を含む。無線基地局装置においては
、ＣＱＩとセル情報とから平均受信レベルが第１しきい値範囲内にある遠隔無線装置のう
ち平均受信レベル差が第２しきい値（Δ２）範囲内にある遠隔無線装置があるかどうかを
判定し、平均受信レベル差が第２しきい値範囲内にある遠隔無線装置がある場合に、ＣＱ
Ｉ及びセル情報を用いて、両無線基地局装置に対する送信電力を制御する。
【００７２】
　なお、本送信電力制御の際に用いられるＣＱＩは、無線基地局装置でＣｏＭＰ対象とな
る相手のセルからの干渉があると判断した場合に補正したＣＱＩであっても良い。この場
ＣＱＩの補正においては、移動端末装置からフィードバックされた各セルの受信電力比の
情報を用いる。
【００７３】
　送信電力制御については、平均受信レベル差がしきい値Δ２以内である場合には、両者
の平均受信レベルが等しくなるように送信電力を制御する（方法１）。あるいは、平均受
信レベル差がしきい値Δ２以内である場合に、平均受信レベルを合わせないジョイント送
信を行い、平均受信レベル差がしきい値Δ２を超える場合には、平均受信レベルが相対的
に低いセルの無線基地局装置からの送信をＯＦＦし、平均受信レベルが最も高いセルの無
線基地局装置からのみ送信を行う（ＤＣＳ）（方法２）。あるいは、平均受信レベル差が
しきい値Δ２以内である場合に、両者の平均受信レベルが等しくなるように送信電力を制
御（平均受信レベルを合わせるジョイント送信）し、平均受信レベル差がしきい値Δ２を
超える場合には、平均受信レベルが相対的に低いセルの無線基地局装置からの送信をＯＦ
Ｆし、平均受信レベルが最も高いセルの無線基地局装置からのみ送信を行う（ＤＣＳ）（
方法３）。なお、方法３の場合には、方法１と方法２の切り替えとなるので、モード情報
（方法１のモードと方法２のモード）に基づいて送信電力制御を行う。
【００７４】
　このように、本発明によれば、複数の無線基地局装置からの参照信号を用いてチャネル
品質を測定し、それぞれのチャネル品質測定結果を含むフィードバック情報を複数の無線
基地局装置にそれぞれ送信するので、ＬＴＥ－Ａシステムでの下りＣｏＭＰ送信の際の最
適な制御を行うことができる。
【００７５】
　上記においては、無線基地局装置が、図５（ａ）に示すような無線基地局装置ｅＮＢと
この無線基地局装置ｅＮＢと光張り出しされた複数の遠隔無線装置ＲＲＥとを含む構成で
ある場合について説明しているが、本発明はこれに限定されず、図５（ｂ）に示す無線基
地局装置（ｅＮＢ）の構成であっても良い。この場合においては、本送信電力制御やＣＱ
Ｉ補正に必要となる情報をＸ２インターフェースで伝送することとなる。
【００７６】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。上記
実施の形態において、セル数は一例であり、これに限定されるものではない。また、本発
明の範囲を逸脱しない限りにおいて、上記説明における処理部の数、処理手順については
適宜変更して実施することが可能である。また、図に示される要素の各々は機能を示して
おり、各機能ブロックがハードウエアで実現されても良く、ソフトウエアで実現されても
よい。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
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　本発明は、ＬＴＥ－Ａシステムの移動端末装置、無線基地局装置及び送信電力制御方法
に有用である。
【符号の説明】
【００７８】
　１ｎ　移動端末装置
　２ｎ　無線基地局装置
　３　アクセスゲートウェイ
　４　コアネットワーク
　５ｎ　セル
　１１，２１　アンテナ
　１２，２２　アンプ部
　１３，２３　送受信部
　１４，２４　ベースバンド信号処理部
　１５，２５　呼処理部
　１６　アプリケーション部
　２６　伝送路インターフェース
　１４１，２４１　レイヤ１処理部
　１４２，２４２　ＭＡＣ処理部
　１４３，２４３　ＲＬＣ処理部
　１４４　受信レベル測定部
　１４５　ＣＱＩ生成部
　１４６，２４６　しきい値判定部
　２４４　送信電力制御部
　２４５　モード切り替え部
　２４７　ＣＱＩ補正部
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(16) JP 5189111 B2 2013.4.24

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(17) JP 5189111 B2 2013.4.24

【図９】



(18) JP 5189111 B2 2013.4.24

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  佐和橋　衛
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内
(72)発明者  岸山　祥久
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

    審査官  石田　昌敏

(56)参考文献  特開２００１－２４４８７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５２６４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－００５０５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－００７２７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２３４６９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２０６７３５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００
              Ｈ０４Ｂ　　　７／０２－　７／１２
              　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

