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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末に信号を送信する、アンテナネットワークを構成する複数のリモート無線ユニット
と、前記アンテナネットワークに接続されている集中ベースバンドプールと、を有する移
動通信システムであって、
　前記集中ベースバンドプールは、複数のクラスタのそれぞれに含まれているリモート無
線ユニットの数が動的に可変するように、含まれているリモート無線ユニットの数の小か
ら大の順にしたがって、前記複数のリモート無線ユニットに対してクラスタリングを行な
うことを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　一つのスケジューリング時刻内において、前記複数のクラスタのそれぞれに含まれてい
るリモート無線ユニットの数は１からｎ（ｎは２以上の自然数）の間で動的に可変するこ
とを特徴とする請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記集中ベースバンドプールは、それぞれの端末に対するＳＩＮＲ値に基づいて、クラ
スタゲインを算出し、前記複数のリモート無線ユニットに対してクラスタリングを行なう
ことを特徴とする請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項４】
　前記集中ベースバンドプールが前記複数のリモート無線ユニットに対してクラスタリン
グを行なった後に、それぞれの前記クラスタ内には数の異なる前記リモート無線ユニット
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が含まれていることを特徴とする請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項５】
　端末に信号を送信する、アンテナネットワークを構成する複数のリモート無線ユニット
と、前記アンテナネットワークに接続されている集中ベースバンドプールと、を有する移
動通信システムのリモート無線ユニットクラスタリング方法であって、
　複数のクラスタのそれぞれに含まれているリモート無線ユニットの数が動的に可変する
ように、含まれているリモート無線ユニットの数の小から大の順にしたがって、前記複数
のリモート無線ユニットに対してクラスタリングを行なうことを特徴とする移動通信シス
テムのリモート無線ユニットクラスタリング方法。
【請求項６】
　一つのスケジューリング時刻内において、前記複数のクラスタのそれぞれに含まれてい
るリモート無線ユニットの数は１からｎ（ｎは２以上の自然数）の間で動的に可変するこ
とを特徴とする請求項５に記載の移動通信システムのリモート無線ユニットクラスタリン
グ方法。
【請求項７】
　それぞれの端末に対するＳＩＮＲ値に基づいて、クラスタゲインを算出し、前記複数の
リモート無線ユニットに対してクラスタリングを行なうことを特徴とする請求項５に記載
の移動通信システムのリモート無線ユニットクラスタリング方法。
【請求項８】
　前記集中ベースバンドプールが前記複数のリモート無線ユニットに対してクラスタリン
グを行なった後に、それぞれの前記クラスタ内には数の異なる前記リモート無線ユニット
が含まれていることを特徴とする請求項５に記載の移動通信システムのリモート無線ユニ
ットクラスタリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数基地局協調サービスを支持する移動通信システム及びそのリモート無線ユ
ニットクラスタリング方法に関し、柔軟性が高く、無線リソースを節約することができる
。
【背景技術】
【０００２】
　移動ユーザの増加及びデータ速度に対する高い要求に伴い、従来のセルラネットワーク
はますます多くのユーザの需要を満たすことができなくなっている。国際標準化組織３Ｇ
ＰＰ（The 3rd-Genenration Partnership Project）は、第二世代および第三世代移動通
信ネットワークのシステムアーキテクチャと規格を開発し、これらの規格は現在すでにエ
アインターフェースが配置されているネットワークに応用されている。いま、３ＧＰＰは
第四世代移動通信ネットワークに向けてロングタームエボリューションバージョンＬＴＥ
（Long Term Evolution）およびロングタームエボリューションアドバンスドバージョン
ＬＴＥ－Ａ（Long Term Evolution-Advanced）の制定に着手し、その目的はシステムのス
ペクトラム利用率（スループット／バンド幅）を増やし、特にセルエッジのスペクトラム
利用率を増やすことである。
【０００３】
　しかしながら、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムは隣接するセルで同じ周波数を使用するた
め、セル間の強い干渉を引き起こす。光ファイバを利用して基地局の無線モジュールを離
れた場所に持っていくと、リモート無線ユニットになり、ネットワーク計画により決めら
れた基地局に分布配置され、元の一体式基地局のカバー範囲をカバーする。それぞれのリ
モート無線ユニットは小さい送信パワーを利用し、セル間の干渉が明らかに減少する。こ
れが最初の分散アンテナシステムの概念である。
【０００４】
　また、協調マルチポイント伝送ＣｏＭＰの採用もセル間の干渉を有効に減少する方法の
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一つである。第二世代および第三世代移動通信ネットワークにおいて、通常は一つのセル
が一つのユーザにサービスを提供する。以下では「シングルポイント伝送」と略称する。
シングルポイント伝送とは、十分に近接する一組のアンテナから送受信を行なうことであ
る。これらのアンテナの通常の距離は数波長しかなく、同じ長時間のフェージングを経験
する。この一組のアンテナを一つの「ポイント」と称する。以下の実施例、例えば、「一
組の全方向性アンテナを有する一つの基地局」、「セクタに分けられた基地局の一つのセ
クタ」、一つの「家庭基地局」、一つの「中継局」、分散アンテナシステムにおける一つ
の「リモート無線ユニット」などは、いずれも「シングルポイント伝送」と見なすことが
できる。一つの「ポイント」のカバー範囲を「セル」と総称する。「マルチポイント伝送
」とは、近接しない複数のアンテナグループから送受信を行なうことである。これらのア
ンテナ組の距離は通常数波長で、異なる長時間のフェージングを経験する。以下の実施例
、例えば、基地局間の協調マルチポイント伝送、セクタ間の協調マルチポイント伝送（同
一基地局の複数のセクタおよび異なる基地局の複数のセクタを含む）、複数のリモート無
線ユニット間の協調マルチポイント伝送、基地局と中継局間の協調マルチポイント伝送な
どは、いずれも「マルチポイント協調伝送」と見なすことができる。協調マルチポイント
伝送は端末から各ポイントの位置までの距離に基づいてビームフォーミングを行なうこと
ができ、セル間の干渉を除去しまたは利用することができる。本特許においては分散アン
テナシステムを検討するため、いわゆるポイントとは、リモート無線ユニットであり、そ
れぞれのリモート無線ユニットが一組の全方向性アンテナを使用する場合、独立したセル
ＩＤを有する。
【０００５】
　以下、図８に基づいて従来技術の分散アンテナシステムについて説明する。
【０００６】
　図８は従来のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局に基づく分散アンテナシステムの典型的なサー
ビスシーンである。基地局１０２はゲートウェイ１０１と接続して他のネットワークにア
クセスする。基地局１０２はベースバンドユニット１０２１とリモート無線ユニットの１
０４１～１０４３、１０５１～１０５３から構成される。ベースバンドユニット１０２１
の主な機能は、コーディング／デコーディング、変調／復調などを含む信号のベースバン
ド処理を行なう。リモート無線ユニット１０４１－１０４３、１０５１－１０５３の主な
機能は、信号のＡ／Ｄ変換、周波数変換、フィルターリング、増幅及び無線送信を実現す
る。リモート無線ユニットの１０４１～１０４３、１０５１～１０５３は光ファイバ１０
２３とベースバンドユニット１０２１を介して接続されている。この分散アンテナシステ
ムにおいては、協調マルチポイント伝送が採用されている。ある時刻において、端末１０
３が受けたサービスは同じ基地局に属する二つのリモート無線ユニット１０４１、１０４
２の協調伝送で、端末１０４が受けたサービスは異なる基地局に属する三つのリモート無
線ユニット１０４３、１０５１、１０５２の協調伝送である。
【０００７】
　しかし、上述の分布アンテナシスムはセルラセルの固有構造の制限を受けるため、解決
できない様々な問題点が存在する。例えば、システムにおけるそれぞれの基地局はいずれ
も一つの基地局アドレスを占用しなければならず、これは独立した機械室、エアコン及び
電気供給設備を配備しなければならないことを意味し、基地局の建設やメンテナンスにお
いて、このような構造は膨大なコストが伴うことになる。さらに、ＬＴＥシステムにおい
て協調マルチポイント伝送（ＣｏＭＰ：Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ／Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）のコンセプトが提案されているが、
無線リソースは限られた協調セル内でしか割り当てることができず、大規模なリソースの
最適化は図れない。以上の問題点を防ぐために、将来の高速無線通信システムには新しい
システムアーキテクチャを導入しなければならない。集中ベースバンドプールに基づく分
散アンテナシステムはこのような要求に適合する真新しい無線アクセスシステムである。
【０００８】
　以下、図９に基づいて従来技術の集中ベースバンドプールに基づく分散アンテナシステ
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ムについて説明する。
【０００９】
　図９は集中ベースバンドプールに基づく分散アンテナシステムのシステムフレーム図で
ある。このシステムは二つの重要な部分を含み、一つはユーザ端末に信号を送信する複数
のリモート無線ユニット２１１～２２６を備える分布アンテナネットワーク２０４で、光
ファイバリモート技術を利用して複数のリモート無線ユニットが柔軟に配置されている。
もう一つは集中ベースバンドプール２０１で、システムにおけるすべての基地局のベース
バンド部分を一か所に集中させて一つのベースバンドプールを形成し、高速信号処理技術
を利用して高効率のリソース割り当てを行なう。集中ベースバンドプールは必要とする機
械室の数を大幅に減少し、ネットワークの無線リソースの整合と共有を可能にし、協調マ
ルチポイント伝送技術の応用に有利である。この二つの部分は改良された光伝送ネットワ
ーク２０３を介して接続されており、スイッチ２０２がリアルタイムでサービスを行なう
リモート無線ユニットポートによって制御される。
【００１０】
　上述のどの分散アンテナシステムも協調マルチポイント伝送技術を利用してセル間の干
渉を減少するとともにセルのスペクトラムの利用率を向上することができる。明らかに、
全ネットワークの「リモート無線ユニット」がすべて協調することは非現実であるが、結
局いくつのポイントを利用して協調するか、どのようにして協調するかはまさに我々が議
論しようとするリモート無線ユニットのクラスタリング問題である。クラスタリングとは
、リモート無線ユニットをある規則にしたがってグループ分けすることである。各グルー
プ内のリモート無線ユニットにおいてユーザに対してマルチポイント協調伝送サービスを
行なうことにより、ユーザのスループットを十分に向上させることができる。
【００１１】
　以下、図１０と図１１に基づいて従来技術の分散アンテナシステムにおけるリモート無
線ユニットの静的クラスタリングと分散アンテナシステムにおけるリモート無線ユニット
の動的クラスタリングについてそれぞれ説明する。
【００１２】
　図１０は分散アンテナシステムにおけるリモート無線ユニットの静的クラスタリングの
略図である。図において、クラスタサイズは４である。「静的クラスタリング」とは、シ
ステムの企画段階で、リモート無線ユニットがすでに固定のモデルにしたがってクラスタ
に分けられたことである。ネットワークが企画された後、クラスタは変化することができ
ない。例えば、図１０に示すように、全ネットワークの１６個のリモート無線ユニットは
四つのクラスタに分けられている。クラスタ１、２、３、４のサイズ（クラスタ内のリモ
ート無線ユニットの数）はいずれも４である。それぞれのクラスタ内に移動した端末は当
該クラスタ内の四つのリモート無線ユニットからのサービスしか受けられない。このよう
なクラスタリング方法は比較的に簡単であるが、柔軟性が低く、システムのスループット
が制限される。例えば、図１０における端末Ｄ１はクラスタ１の中心に位置し、クラスタ
１によりよいサービスが提供されるが、端末Ｄ２はクラスタ１とクラスタ２のエッジに位
置し、クラスタ２によりサービスが提供される場合クラスタ１に対して大きな干渉が発生
する。
【００１３】
　図１１は分散アンテナシステムにおけるリモート無線ユニットの動的クラスタリングの
略図である。図において、クラスタサイズは２である。「動的クラスタリング」とは、あ
る時刻から異なる時刻までの間にクラスタの構成は動的に変化が生じる。例えば、図１１
（Ａ）は時刻Ｎのクラスタリング結果で、図１１（Ｂ）は時刻Ｎ＋１のクラスタリング結
果である。このような方法は、通常モバイル設備とそれぞれのリモート無線ユニットとの
間のリアルタイムのチャネル状態情報に基づいて総合的な判断を行ない、アルゴリズムは
複雑であるが、柔軟性が高く、システムのスループットが高い。
【００１４】
　従来技術においても、分散アンテナシステムのマルチポイント伝送問題が度々言及され
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ている。
【００１５】
　特許文献１においては、分散アンテナシステムにおけるサブセルの測定方法が公開され
ている。このような分布システムは事実上従来基地局に基づく無線リモートシステムであ
る。当該特許における「サブセルの概念」は、本特許における一つのＲＲＨ（Ｒｅｍｏｔ
ｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ）がカバーする区域に相当する。一組の「サブセル」は協調し
てモバイル端末にサービスを提供する。しかし、この特許において、どのような方法で複
数の「サブセル」をいっしょに組み合せて協調してモバイル端末にサービスを提供するか
については言及されていない。二つまたは複数のサブセルを利用して協調してモバイル端
末にサービスを提供すると簡単に言及しただけだった。
【００１６】
　特許文献２においては、マルチポイント伝送システムにおける下り伝送方法が提案され
ているが、具体的な協調セルのクラスタリング方法については言及しなかった。
【００１７】
　特許文献３においては、無線通信基地局の動的分布アンテナ選択システム及びその実現
方法が公開されている。このような分散アンテナシステムは事実上従来基地局に基づく無
線リモートシステムである。この発明の実現方法はＫ個のアンテナユニットからその中の
Ｎ個のアンテナを選択して送信を行なうことである。発明の中ではアンテナの選択方法は
環境の障害物、業務種類とユーザの位置に基づいて動的選択を行なうと簡単に紹介しただ
けで、具体的なアルゴリズムについては説明しなかった。
【００１８】
　特許文献４においては、分散アンテナシステムにおける電力割り当てとアンテナ選択方
法が提案されている。基地局は各端末の受信したアンテナ信号強度を所定時間内で統計し
て平均化し、閾値より大きいアンテナのみに対して電力割り当てを行ない、無線チャネル
がよいアンテナを選択してモバイル端末との通信を実現する。しかし、このような方法は
上りの信号強度に基づいてアンテナの選択を行なうため、上り下りリンクが関係ないＦＤ
Ｄシステムには適用しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】国際公開公報　第ＷＯ　２０１０／０７７１９２号
【特許文献２】中国公開公報　第ＣＮ１０１７７７９４１号
【特許文献３】中国公開公報　第ＣＮ１０１１８５２７０号
【特許文献４】中国公開公報　第ＣＮ１０１６３１３７９号
【特許文献５】中国公開公報　第ＣＮ１０１３８９１１５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　上述の提案と特許において、その多くはマルチポイント伝送によって得られる恩恵、例
えば、セル間の干渉の減少、スループットの大幅な向上のようなところに着目しているが
、実際のシステムにおいて、マルチポイント協調伝送技術は常に時々刻々と必要とするも
のではない。以下、図１に基づいてマルチポイント協調伝送技術を必要としない状況につ
いて説明する。
【００２１】
　図１はマルチポイント協調伝送に適しないシーンの例示図である。５０１はリモート無
線ユニットのカバー範囲である。端末Ｄ１がリモート無線ユニット５１１のカバー区域５
０１の中心にあるときには、リモート無線ユニット５１１から受信した信号は非常によい
が、リモート無線ユニット５１２、５１３、５１４から受信した信号は弱い。そのため、
このシーンにおいては、リモート無線ユニット５１１によるシングルポイント伝送だけで
十分である。端末がリモート無線ユニット５１１の周縁に移動したときのみ、マルチポイ
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ント伝送によって性能を向上する必要があると考えられる。
【００２２】
　本発明は上記の問題点を鑑みてなされたものであり、柔軟性が高く、無線リソースを節
約できる、複数基地局協調サービスを支持する移動通信システム及びそのリモート無線ユ
ニットクラスタリング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】
【００２３】
　本発明に関わる移動通信システムは、端末に信号を送信する、アンテナネットワークを
構成する複数のリモート無線ユニットと、前記アンテナネットワークに接続されている集
中ベースバンドプールと、を有する移動通信システムであって、前記集中ベースバンドプ
ールは、複数のクラスタのそれぞれに含まれているリモート無線ユニットの数が動的に可
変するように、前記複数のリモート無線ユニットに対してクラスタリングを行なうことを
特徴とする。
【００２４】
　本発明に関わる移動通信システムのリモート無線ユニットクラスタリング方法は、端末
に信号を送信する、アンテナネットワークを構成する複数のリモート無線ユニットと、前
記アンテナネットワークに接続されている集中ベースバンドプールと、を有する移動通信
システムのリモート無線ユニットクラスタリング方法であって、複数のクラスタのそれぞ
れに含まれているリモート無線ユニットの数が動的に可変するように、前記複数のリモー
ト無線ユニットに対してクラスタリングを行なうことを特徴とする。
【００２５】
　本発明に関わる移動通信システムおよびそのリモート無線ユニットクラスタリング方法
は、各スケジューリング時刻に対して、クラスタリングの方法が動的であるだけではなく
、クラスタのサイズも可変する。クラスタのサイズが１である場合はシングルポイント伝
送を採用したことになり、クラスタの大きさが１より大きい場合はマルチポイント伝送を
採用したことになる。「クラスタゲイン」に基づくクラスタリング方法を採用して、結局
どの伝送方法を採用するかを判断するとともにそれぞれのクラスタのサイズを判断する。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の移動通信システムおよびそのリモート無線ユニットクラスタリング方法による
と、移動通信システムの柔軟性をさらに向上するとともに無線リソースを節約することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】従来技術のマルチポイント協調伝送に適しないシーンの例示図である。
【図２】本発明における「クラスタゲイン」に基づくクラスタリング結果の略図である。
【図３】本発明における集中ベースバンドプールの内部機能モジュールの略図である。
【図４】本発明における測定ウィンドウに基づく測定の略図である。
【図５】本発明における「クラスタゲイン」に基づく動的クラスタリング方法のシグナリ
ングインタラクティブ図である。
【図６】本発明における「クラスタゲイン」に基づく動的クラスタリング方法のアルゴリ
ズムフローチャートである。
【図７】本発明における「クラスタゲイン」に基づく動的クラスタリング方法の簡単な実
現例である。
【図８】従来技術のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局に基づく分散アンテナシステムの図である
。
【図９】従来技術の集中ベースバンドプールに基づく分散アンテナシステムのシステムフ
レーム図である。
【図１０】従来技術のクラスタサイズが固定されたリモート無線ユニットの静的クラスタ
リングの略図である。
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【図１１】従来技術のクラスタサイズが固定された分散アンテナシステムにおけるリモー
ト無線ユニットの動的クラスタリングの略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図６～１０に基づいて本発明の実施形態について説明する。
【００２９】
　本発明の集中ベースバンドプールに基づく分散アンテナシステムは、図９に示す従来技
術の集中ベースバンドプールに基づく分散アンテナシステムに対して改良を行なって得ら
れたものである。したがって、従来技術と異なる点のみについて詳しく説明する。
【００３０】
　本発明の移動通信システムは、端末に信号を送信する、アンテナネットワークを構成す
る複数のリモート無線ユニットと、アンテナネットワークに接続されている集中ベースバ
ンドプールと、を有し、集中ベースバンドプールは、複数のクラスタのそれぞれに含まれ
ているリモート無線ユニットの数が動的に可変するように、複数のリモート無線ユニット
に対してクラスタリングを行なう。また、本発明の移動通信システムにおいて、複数のク
ラスタのそれぞれに含まれているリモート無線ユニットの数は１～ｎ（ｎは２以上の自然
数）の間で動的に可変する。また、本発明の移動通信システムにおいて、集中ベースバン
ドプールは、含まれているリモート無線ユニットの数の小から大の順に、複数のリモート
無線ユニットに対してクラスタリングを行なう。また、本発明の移動通信システムにおい
て、集中ベースバンドプールは、それぞれの端末に対するＳＩＮＲ値に基づいて、複数の
リモート無線ユニットに対してクラスタリングを行なう。さらに、本発明の移動通信シス
テムにおいて、集中ベースバンドプールが複数のリモート無線ユニットに対してクラスタ
リングを行なった後に、それぞれのクラスタ内には数の異なるリモート無線ユニットが含
まれている。
【００３１】
　図２は本発明における「クラスタゲイン」に基づくクラスタリング結果の略図である。
この図から、異なるスケジューリング時刻において、クラスタリングの結果はマルチポイ
ント伝送とシングルポイント伝送の間で動的に変化することが分かる。図２Ａに示すよう
に、前の時刻（時刻Ｎ）において、リモート無線ユニット６０１、６０２はそれぞれクラ
スタ２、クラスタ５に属し、シングルポイント伝送状態にある。図２Ｂに示すように、次
の時刻（時刻Ｎ＋１）において、リモート無線ユニット６０１は他のリモート無線ユニッ
トとともにクラスタサイズ２のクラスタ１を構成し、リモート無線ユニット６０２は他の
二つのリモート無線ユニットとともにクラスタサイズ３のクラスタ４を構成し、マルチポ
イント伝送状態になる。
【００３２】
　以下、図３に基づいて本発明における集中ベースバンドプールの構成について説明する
。
【００３３】
　図３は本発明における集中ベースバンドプールの内部機能モジュールの略図である。
【００３４】
　図３に示すように、集中ベースバンドプール９０１は、ユーザ優先度情報メモリ７０２
、測定情報メモリ７０３およびチャネル状態情報メモリ７０４を含むシステムパラメータ
データベース７０１と、ユーザスケジューリング部７０６と、動的クラスタリング制御部
７０７と、無線リソース管理部７０８と、複数のクラスタ信号処理部７０９と、を備える
。
【００３５】
　システムパラメータデータベース７０１には、無線ベアラパラメータ、電力制御パラメ
ータおよび切換パラメータなどのようなネットワークの固定設定と手動設定のすべてのパ
ラメータが記憶されている。ここでは本発明に関わる部分だけ言及する。
【００３６】
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　ユーザ優先度情報メモリ７０２にはユーザのスケジューリング優先度を保存する。それ
ぞれのＲＲＨ（リモート無線ユニット）はいずれも一枚のユーザ優先度リスト表を有し、
リモート無線ユニットのＩＤによって区別する。具体的な生成プロセスは後文のユーザス
ケジューリング部７０６に対する説明部分に記載する。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　測定情報メモリ７０３にはそれぞれのリモート無線ユニットに配置した隣接リモート無
線ユニット情報を保存する。移動局があるリモート無線ユニットにつながると、システム
はこのリスト表から一つの行（当該移動局に対応するメインサービスリモート無線ユニッ
ト）を当該移動局に送信して、移動局に測定を行なわせる。このようにして移動局の有効
測定範囲とフィートバックオーバーヘッドを大幅に減少することができる。
【００３９】
　表２は手動設定された測定情報テーブルの代表例である。一列目は全ネットワークのリ
モート無線ユニットＩＤである。これらのリモート無線ユニットはいずれも端末のメイン
サービスリモート無線ユニットとすることが可能である。メインサービスリモート無線ユ
ニットとは、当該端末に対して言えば、受信信号の最も良いリモート無線ユニットのこと
であり、ネットワークインタラクティブのシグナリング情報を端末に提供することができ
る。二列目から最終列目まではこれらのリモート無線ユニットのために配置した隣接リモ
ート無線ユニットである。移動局はメインサービスリモート無線ユニットおよび隣接リモ
ート無線ユニットのチャネル状態情報しか測定できない。例えば、端末のメインサービス
リモート無線ユニットがＲＲＨ３である場合、ネットワークはＲＲＨ３に対応する行が含
まれている測定制御メッセージを当該端末に送信する。端末が測定制御メッセージを受信
してから、ＲＲＨ３のほかにＲＲＨ２、ＲＲＨ４、ＲＲＨ６、ＲＲＨ７およびＲＲＨ８の
チャネル状態情報も測定する。この例において、それぞれのリモート無線ユニットには最
大で六つの隣接リモート無線ユニットを配置することができる。実際のシステムにおいて
、このパラメータは複雑度と性能に応じて調整することができる。
【００４０】
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【表２】

【００４１】
　簡単に実現できる一つの方法は四角形／円形の測定ウィンドウによって測定設定を行な
うことである。四角形測定ウィンドウによる測定方法は図４に示す通りである。表３は図
４に示すＲＲＨ分布の四角形測定ウィンドウに基づく測定情報テーブルの代表例である。
【００４２】
【表３】

【００４３】
　チャネル状態情報メモリ７０４には異なる端末に対応する測定されたチャネル状態情報
を保存する。それぞれの端末は測定情報テーブル（表２）の内容に基づいてメインサービ
スリモート無線ユニットとそれぞれの隣接リモート無線ユニットとの間のチャネル状態情
報を測定報告する。表４に示すようなチャネル状態情報テーブルを取得し、測定情報メモ
リ７０３に記憶する。
【００４４】
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【表４】

【００４５】
　ユーザデータバッファ７０５には受信したまたは送信待ちのユーザデータを保存する。
【００４６】
　ユーザスケジューリング部７０６はシステムにおけるユーザに対してスケジューリング
を行なう。システムの中には大量の非リアルタイムパケットデータ業務が存在するが、シ
ステムの総チャネル容量が限られているため、当該ユーザスケジューリング部７０６がユ
ーザのＱｏｓ要求に基づいて業務の種類を判断し、所定の時間内でいくつかのユーザを選
択してサービスを行なう必要がある。本特許においては、ユーザが全バッファ型業務モデ
ルを使用すると仮定する。すなわち、すべてのユーザはずっとデータを送信するリクエス
トがあると仮定する。それぞれのＲＲＨはいずれも自分のユーザを比例公平（ＰＦ）原則
に基づいて優先度パラメータを算出し、大から小の順に並べて、ユーザ優先度リスト表を
取得して、それを７０２に保存する。あるユーザｋの優先度パラメータの具体的な算出方
法は数式１に示す通りである。
【００４７】

【数１】

（式において、ｒｋは当該スケジューリング時刻のリアルタイム伝送速度で、

はユーザｋの過去の一定期間のタイムウィンドウ内での平均伝送速度である。）
【００４８】
　動的クラスタリング制御部７０７は本発明における最も重要な部分であり、「クラスタ
リングゲイン」に基づいてクラスタリングを行い、シングルポイント伝送とマルチポイン
ト伝送の間（あるいはクラスタサイズが異なるマルチポイント伝送の間）の切り換えを行
なう。
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【００４９】
　無線リソース管理部７０８は主に分けられたクラスタに対して電力割り当てなどのよう
なリソース割り当てを行う。
【００５０】
　クラスタ信号処理部７０９は動的クラスタリング制御部７０６の結果に応じてリアルタ
イムに生成される。例えば、複数のリモート無線ユニットがｎ個のクラスタに分けられる
と、ｎ個のクラスタ信号処理部を有することになる。クラスタ信号処理部７０９は主にク
ラスタ内の信号処理、例えば、協調プリコーディング、変調／復調、コーディング／デコ
ーディング、周波数拡散／逆拡散などを行なう。
【００５１】
　図４は本発明における測定ウィンドウに基づく測定略図である。ユーザの移動に伴い、
測定範囲はメインサービスＲＲＨの具体的な位置（例えば、経度と緯度）を中心とする、
長さＸｍ、幅Ｙｍの四角形エリアであり、四角形測定ウィンドウ８０１と呼び、ＸとＹは
必要に応じて任意に設定することができる。このエリア内にあるＲＲＨは自動的にＵＥ（
Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）に測定されるＲＲＨになる。図４に示すように、ユーザ
のメインサービスＲＲＨがＲ６である場合、測定範囲は左上方の四角形測定ウィンドウ内
のＲＲＨである。ユーザのメインサービスＲＲＨがＲＲＨ１２である場合、測定範囲は右
下の四角形測定ウィンドウ内の６個のＲＲＨであり、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１
５、Ｒ１６を含む。このように類推する。実際これは半自動的な測定設定である。矩形エ
リアの大きさは現在ネットワークの作業量に基づいて柔軟に変更することができ、ネット
ワークはさらに設定された測定ウィンドウの大きさに基づいて、データベースから検索を
行なう。例えば、リモート無線ユニットＲ６の作業量負荷が重いときに、比較的に大きい
矩形エリアを使用して、協調可能なセルの数を増やし、ＵＥにもっと良い選択余地を与え
て、一部の負荷をこれらのセルに平均化させる。
【００５２】
　図５は本発明における「クラスタゲイン」に基づく動的クラスタリング方法のシグナリ
ングインタラクティブ図である。
【００５３】
　ステップ９０２において、集中ベースバンドプール９０１は測定制御メッセージをリモ
ート無線ユニットＲ１、Ｒ２、…、ＲＮに送信する。当該測定制御メッセージには測定Ｉ
Ｄ、測定対象情報および測定報告設定などを含む測定情報フィールドが含まれている。測
定対象情報フィールドには隣接リモート無線ユニットリスト表が含まれている。即ち、表
１の中の当該移動局に対応するメインサービスリモート無線ユニットの一行は、移動局が
対応するチャネル状態情報を測定するのに使われる。さらに、測定すべき各ＲＲＨのリフ
ァレンス信号ポート数、リファレンス信号パターン（ＣＳＩ－ＲＳ　ｐａｔｔｅｒｎ）な
どを含む設定情報を提供する必要がある。
【００５４】
　ステップ９０３において、端末Ｄ１、Ｄ２、…、Ｄｍは受信した信号にしたがって、チ
ャネル推定を行い、端末とメインサービスリモート無線ユニットおよび隣接リモート無線
ユニットのチャネル状態情報を算出する。
【００５５】
　ステップ９０４において、端末Ｄ１、Ｄ２、…、Ｄｍはネットワーク、スイッチなどを
経由して、測定されたリモート無線ユニットＩＤおよび対応するチャネル状態情報を含む
測定報告メッセージを集中ベースバンドプール９０１に送信する。
【００５６】
　ステップ９０５において、集中ベースバンドプール９０１は端末Ｄ１、Ｄ２、…、Ｄｍ
から送信されたチャネル状態情報を受信した後に、チャネル状態情報メモリ７０４に記憶
されているチャネル状態情報を更新する。チャネル状態情報のフォーマットは図９に示す
通りである。
【００５７】
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　ステップ９０６において、集中ベースバンドプール９０１のユーザスケジューリング部
７０６は比例公平（ＰＦ）原則に基づいて、それぞれのＲＲＨのユーザに対してソーティ
ングを行なう。ユーザ優先度リストを取得したら、ユーザ優先度情報メモリ７０２に記憶
されているユーザ優先度情報を更新する。
【００５８】
　ステップ９０７において、動的クラスタリング制御部７０７は「クラスタゲイン」に基
づく方法でクラスタリングを行なう。当該方法については後文の図６に対する説明に記載
する。
【００５９】
　ステップ９０８において、各クラスタの情報処理部７０９を動的に生成する。
【００６０】
　ステップ９０９において、各クラスタに相応する無線リソースを割り当てる。
【００６１】
　ステップ９１０において、集中ベースバンドプール９０１は処理済みのデータをそれぞ
れのリモート無線ユニットＲ１、Ｒ２、…ＲＮのアンテナポートに送信する。
【００６２】
　ステップ９１１において、それぞれのリモート無線ユニットＲ１、Ｒ２、…ＲＮはシン
グルポイント伝送またはマルチポイント伝送サービスをユーザ端末に提供する。
【００６３】
　以下、図６に基づいて本発明の分散アンテナシステムの伝送方式である動的切換方法に
ついて説明する。
【００６４】
　図６は本発明における「クラスタゲイン」に基づく動的クラスタリング方法のアルゴリ
ズムフローチャートである。
【００６５】
　ステップ１００１において、それぞれのＲＲＨのユーザ優先度リスト表（表１参照）か
ら優先度の最も高いユーザ端末を選択すると、Ｍ個のユーザ端末が選択される（Ｍ≦Ｎで
、ＮはネットワークにおけるＲＲＨの総数である）。
【００６６】
　ステップ１００２において、初期化を行ない、ＢをＮ個のＲＲＨの集合とし、ＵをＭ個
のユーザ端末の集合とする。
【００６７】
　ステップ１００３において、シングルポイント伝送に基づいてこれらのＭ個の端末のＳ
ＩＮＲ（Signal to Interference-plus-Noise Ratio）を計算する。端末ｋのＳＩＮＲは
数式２によって表すことができる。
【００６８】
【数２】

【００６９】
　数２において、分子は受信された有用な信号を表し、ｈｉｋはメインサービスリモート
無線ユニットＲＲＨｉからＵＥｋまでのチャネル状態情報で、ｗｉはＲＲＨｉからのプリ
コーディングマトリックスで、ＰｉはＲＲＨｉの送信パワーである。分母の中の第一項は
干渉を表し、ｓｉは端末が属するメインサービスリモート無線ユニットＲＲＨｉの隣接リ
モート無線ユニット集合で、ｈｊｋは隣接サービスリモート無線ユニットＲＲＨｊからＵ
Ｅｋまでのチャネル状態情報である。分母の中の第二項Ｎは加算性ガウスホワイトノイズ
である。式において、すべてのチャネル状態情報ｈは集中ベースバンドプール９０１に記
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憶されている（表４参照）ため、プリコーディングマトリックスｗはチャネルｈのＳＶＤ
分解によって得られる。
【００７０】
　ステップ１００４において、これらのユーザ端末のＳＩＮＲ１が閾値Ｔ１より大きいか
否かを判断する。ＳＩＮＲ１が閾値Ｔ１より大きいと、このユーザ端末はセル中心のユー
ザかまたは干渉が小さい。ＳＩＮＲ１が閾値Ｔ１より小さいと、このユーザ端末はセルエ
ッジのユーザであるかまたは干渉が大きい。Ｔ１は予め決められた値である。動的クラス
タリング制御部７０７は一組の経験値の中（例えば、｛－１ｄＢ，０ｄＢ，１ｄＢ，２ｄ
Ｂ｝）から現在のネットワーク負荷などの状況に基づいて、この値を微調整してＳＩＮＲ
がＴ１より大きいユーザにメインサービスＲＲＨを割り当ててシングルポイント伝送を行
ない、これらのユーザが属するクラスタのサイズを１とし、その結果をクラスタリング結
果テーブルに書き込む。
【００７１】
【表５】

【００７２】
　ステップ１００５において、すでに一対になったＲＲＨとユーザ端末を集合Ｂと集合Ｕ
からそれぞれ削除する。アルゴリズムの簡素化のために、ここでは一つのＲＲＨが一つの
時間帯に一つのクラスタにしか属することができず、複数のクラスタによって共同占用さ
れることはできないと仮定する。また、一つのユーザ端末は一つの時間帯に一つのクラス
タにしか属することができず、複数のクラスタのリソースを同時に占用することはできな
いと仮定する。
【００７３】
　ステップ１００６において、このときの選択待ちＲＲＨの集合Ｂが空集合であるか否か
、つまりＲＲＨが配分済みだったか否かを判断する。「ＹＥＳ」と判断された場合はアル
ゴリズムが終了し、「ＮＯ」と判断された場合はステップ１００７に進む。
【００７４】
　ステップ１００７において、このときの選択待ちユーザ端末の集合Ｕが空集合であるか
否か、つまりユーザ端末がサービスを受けているか否かを判断する。「ＹＥＳ」と判断さ
れた場合は、アルゴリズムが終了し、「ＮＯ」と判断された場合はステップ１００８に進
む。
【００７５】
　ステップ１００８において、クラスタサイズｃに１を加え、次の優先度のマルチポイン
ト伝送の判断に備える。
【００７６】
　ステップ１００９において、このときのクラスタサイズｃが最大クラスタサイズＣｍａ
ｘの制限を超えたか否かを判断する。「ＹＥＳ」であると判断された場合はステップ１０
１３に進み、「ＮＯ」と判断された場合はステップ１０１０に進む。マルチポイント協調
サービスにおいて、「ポイント」を多く使う必要はない。複雑度がポイント数の増加につ
れて迅速に増大するだけでなく、返送リンクのオーバーヘッド増加をもたらす。また、マ
ルチポイント伝送のゲインも飽和状態に達する。そのため、実際のシステムにおいて、マ
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ルチポイント伝送の最大のポイント数、つまりここで言うクラスタサイズの最大値Ｃｍａ
ｘを制限しなければならない。経験値に基づいて、通常この値を３または４に設定する。
【００７７】
　ステップ１０１０において、残りのＲＲＨを用いてクラスタサイズｃにしたがって組み
合わせを行なう。それぞれのＲＲＨをメインサービスＲＲＨとし、測定情報テーブル内（
例えば、表２または表３）のすべての利用可能な隣接集合ＲＲＨ内からｃ－１個を選択し
てサイズがｃであるクラスタの組み合わせを行うと、

種類の組み合わせができる。端末ｋのＳＩＮＲｃは数３によって表すことができる。
【００７８】
【数３】

【００７９】
　数３において、Ｃはユーザ端末にサービスを提供するクラスタに含まれているＲＲＨの
集合である。分子はクラスタＣ内のすべてのＲＲＨがユーザ端末のために有効なデータ伝
送を行なうときに、ユーザ端末が受信した有用な信号を表す。ユーザ端末のメインサービ
スＲＲＨＩは必ずクラスタ内に含まれている。分母の中の第一項はクラスタ外の干渉を表
し、主にこのクラスタには属しないが端末が属するメインサービスリモート無線ユニット
ＲＲＨＩの隣接リモート無線ユニット集合ＳＩに属するＲＲＨから来る。具体的なパラメ
ータに関する説明は図４のステップ９０２における測定制御メッセージと同じである。
【００８０】
　ステップ１０１１において、

の中のそれぞれの組み合わせのクラスタゲインを計算する。クラスタサイズをｃとすると
、複数のユーザ端末に同時にサービスを提供するクラスタゲインＧｃは数４の通りである
。
【００８１】

【数４】

【００８２】
　数４において、Ｒｃはクラスタｃに属するユーザ端末がクラスタのマルチポイント協調
サービスにより得たデータ速度の和である。Ｒ１はクラスタｃに属するユーザ端末がシン
グルセルサービスにより得たデータ速度の和である。
【００８３】
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　クラスタゲイン値に基づいて大から小の順に並べると、クラスタゲインテーブルが得ら
れる。表６はクラスタサイズが３であるクラスタゲインの表示例である。表６では利用可
能なＲＲＨのすべての組み合わせを並べており、制限条件としては測定情報テーブルに基
づいてクラスタ内ＲＲＨの選択をしなければならない。同じＲＲＨの組み合わせが現れた
ときにはその中の一つのみを保留する。例えば、テーブルの中のｃｌｕｓｔｅｒ１とｃｌ
ｕｓｔｅｒ４に重複したクラスタ情報が含まれていると、即ちクラスタ内に同じＲＲＨが
含まれていると、ｃｌｕｓｔｅｒ４の情報は削除する。
【００８４】
【表６】

【００８５】
　ステップ１０１２において、Ｇｒｅｅｄｙ法に基づいて上から下までクラスタゲインテ
ーブルを検索して、ＧｃがＴｃより大きい条件を満たすクラスタを選択する。ある選択待
ちクラスタに含まれているＲＲＨがその前に選択されたクラスタにすでに属している場合
、このクラスタは再選択されない。
【００８６】
　Ｔｃはクラスタサイズがｃ（ｃ＞１）のときのゲイン閾値であり、Ｔｃ＝１＋Ｏｃと定
義する。クラスタゲインＧｃはサイズがｃであるクラスタにおけるすべてのユーザ端末が
得た速度の和を、これらのユーザ端末がすべてシングルポイント伝送を使用するときに得
る速度の和で割るので、マルチポイント伝送がゲインを有するためにＧｃは少なくとも１
より大きくなければならない。Ｏｃはクラスタサイズがｃであるマルチポイント伝送のゲ
インファクターである。マルチポイント伝送のゲインはシステムの一部の余分のリソース
を消耗することによって得られたものであり、伝送の余分のシグナリングオーバーヘッド
、ＲＥリソース占用オーバーヘッド（例えばパイロット占用）、計算複雑度オーバーヘッ
ドなどが含まれる。クラスタサイズがｃであるマルチポイント伝送ユーザ端末のフィード
バックオーバーヘッドはしばしばシングルポイント伝送のｃ倍より多い。シングルポイン
トのチャネル情報を送信するほかに、ポイント間の相対チャネル情報も送信するため、Ｒ
Ｅのリソース占用オーバーヘッド（例えばパイロット占用）は、単純にマルチポイント伝
送がシングルポイント伝送の２ｃ倍であると見なすことができ、あるポイントでパイロッ
トを送信するときに、その他のポイントの同じ時間周波数リソースはすべて穴あけする必
要がある。計算複雑度オーバーヘッドに対しては、ｃの増大につれて指数が増える。その
ため、如何にオーバーヘッドを行ない、ゲインをもたらすかのマッピングモデリングは非
常に複雑なプロセスである。本特許において、説明しやすくするために、Ｏｃは運営の実
際希望値に基づいて動的な割り当てを行なうことができ、この値はｃの増大につれて大き
くなると仮定する。例えば、好ましいフィードバックを考慮するとき、値の範囲は０．１
～０．４であるが、実際の状況においては、コードブックの設計、量子化誤差とフィード
バック遅延の影響により、フィードバックは理想的になれない。そのため、この値は適切
に下方調整することができる。
【００８７】
　ステップ１０１３において、条件を満たさない残りのユーザ端末にメインサービスＲＲ
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【００８８】
　以上では本発明の分散アンテナシステムの伝送方式の動的切換方法について説明したが
、本発明はこれに限らず、必要に応じて変更することができる。
【００８９】
　例えば、図６のプロセスにおいて、クラスタサイズｃの１から始めて、クラスタサイズ
ｃを１ずつ増やしてクラスタリングを行なう。当然ながらクラスタリングを行なうときの
クラスタサイズｃの値とクラスタサイズｃの変化順は状況に応じて適切に変えることがで
きる。
【００９０】
　以下、図７を参照しながら本発明の「クラスタゲイン」に基づく動的クラスタリング方
法の簡単な実現例について説明する。
【００９１】
　図７は本発明における「クラスタゲイン」に基づく動的クラスタリング方法の簡単な実
現例である。図７に示すように、ネットワークには９個のリモート無線サービスユニット
があり、それぞれ１～９までの数字で表す。最大のクラスタサイズは３に設定する。
【００９２】
　ステップ１：図６におけるステップ１００１にしたがって、それぞれのＲＲＨのユーザ
優先度リスト表から優先度が最も大きいものを一つ選択する。ここでは、図４で説明した
方法にしたがって表７のような測定情報テーブルを生成する。
【００９３】

【表７】

【００９４】
　この測定情報テーブの各行は一つのスケジューリングしたユーザに対応する。ユーザか
らフィードバックされたチャネル状態情報に基づいて表８のようなチャネル状態情報テー
ブルを得る。
【００９５】
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【表８】

【００９６】
　それぞれのユーザは図６のステップ１００３の方法にしたがって、シングルポイント伝
送のＳＩＮＲを計算し、表９のようなＳＩＮＲ値を取得したとする。
【００９７】

【表９】

【００９８】
　Ｔ１を１ｄＢとする。計算により、ユーザ１とユーザ５のＳＩＮＲ値が閾値Ｔ１を超え
たため、ユーザ１とユーザ５はそれぞれメインサービス基地局によってシングルポイント
伝送を行なう。このときのクラスタリング結果のテーブルは表１０の通りである。



(18) JP 5697622 B2 2015.4.8

10

20

30

40

【００９９】
【表１０】

【０１００】
　ここまで、クラスタサイズが１であるクラスタ（即ち、数字１が示すクラスタと数字５
が示すクラスタ）を二つ取得し、クラスタリングの状態は図７（Ａ）に示す通りである。
【０１０１】
　ステップ２：割り当て済みのＲＲＨとユーザ（ＵＥ１，ＵＥ５およびＲＲＨ１，ＲＲＨ
５）、及び対応するチャネル状態情報を削除する。
【０１０２】
【表１１】

【０１０３】
　上記表１１のチャネル状態情報テーブルに基づいて、図６のステップ１０１０の方法に
したがって、ＲＲＨに対して組み合わせを行なう。２ポイント伝送のクラスタゲインを計
算してクラスタゲインリスト表１２を取得する。その中で、重複したＲＲＨ組合結果を削
除する。
【０１０４】
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【表１２】

【０１０５】
　上記表１２を新たに整理して、重複したクラスタ情報を削除し、クラスタゲイン値の大
から小の順にしたがって、表１３のように並べる。
【０１０６】
【表１３】

【０１０７】
　Ｇ２がＴ２より大きい組み合わせを選択する。Ｔ２＝１．１５とすると、Ｏ２＝０．１
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５になる。即ち、二つのポイントの協調によるオーバーヘッドを考えると、システムのゲ
インは少なくとも１５％に達する必要がある。Ｇｒｅｅｄｙのアルゴリズムによって選択
されたクラスタは｛４、７｝と｛８、９｝である。そして、表１４のようなクラスタ結果
テーブルが得られる。
【０１０８】
【表１４】

【０１０９】
　ここまで、クラスタサイズが２であるクラスタ（即ち、数字４、７が示すクラスタと数
字８、９が示すクラスタ）をさらに二つ取得し、クラスタリングの状態は図７（Ｂ）に示
す通りである。
【０１１０】
　ステップ３：割り当て済みのＲＲＨとユーザ、および対応するチャネル状態情報を削除
して表１５を取得する。
【０１１１】
【表１５】

【０１１２】
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　上記表１５のチャネル状態情報テーブルに基づいて、図６のステップ１０１０の方法に
したがって、ＲＲＨに対して組み合わせを行ない、重複したＲＲＨ組み合わせ結果を削除
する。３ポイント伝送のクラスタゲインを計算してクラスタゲインリスト表１６を取得す
る。Ｔ３＝１．２とする。三つのポイントの協調によるオーバーヘッドを考えると、シス
テムのゲインは少なくとも２０％に達する必要がある。Ｇｒｅｅｄｙのアルゴリズムによ
って選択されたクラスタは｛２、３、６｝である。
【０１１３】
【表１６】

【０１１４】
　そして、表１７のようなクラスタリング結果テーブルが得られる。
【０１１５】

【表１７】

【０１１６】
　ここまで、クラスタサイズが３であるクラスタ（即ち、数字２、３、６が示すクラスタ
）をさらに一つ取得し、クラスタリングの状態は図７（Ｃ）に示す通りである。
【０１１７】
　このとき、システム内の残りのＲＲＨとユーザ数はいずれも０であり、アルゴリズムは
終了する。
【０１１８】
　以上、本発明の移動通信システムおよびそのリモート無線ユニットクラスタリング方法
について説明したが、続いては、本発明と従来技術との異なる点について簡単に比較する
。従来技術の動的クラスタリング方法においてはクラスタサイズが固定されているが、本
発明における動的クラスタリング方法においてはクラスタサイズが動的に可変する。即ち
、あるスケジューリング時刻内において、含まれている複数のクラスタのクラスタサイズ
はすべて同じではない。これにより、クラスタサイズの異なるマルチポイント伝送間の切
り換えが実現可能だけでなく（例えば、クラスタサイズがそれぞれ２、３であるクラスタ
が存在する）、さらにシングルポイント伝送とマルチポイント伝送の二種類の本質的に完
全に異なる伝送方式間の切り換えも実現可能である（例えば、クラスタサイズがそれぞれ
１、２であるクラスタが存在する）。
【０１１９】
　当然ながら、従来の技術において、クラスタリングされていないリモート無線ユニット
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の数がクラスタサイズより小さいときにも、リモート無線ユニットの数がクラスタサイズ
より小さいクラスタが存在する。例えば、図１１に示すクラスタサイズが２である状況１
において、リモート無線ユニットが１７個である場合、リモート無線ユニットが二つであ
るクラスタが存在すると同時に、リモート無線ユニットが１であるクラスタも必ず存在す
る。しかし、そのリモート無線ユニットの数が異なるクラスタの存在は受動的であり、そ
の本質は本発明と異なる。本発明はそれぞれのクラスタの中のリモート無線ユニットの個
数を主動的に変更することにより集中ベースバンドプールに基づく分散アンテナシステム
におけるリモート無線ユニットの割り当てをより合理的にする。

【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図６】

【図７】



(27) JP 5697622 B2 2015.4.8

【図８】

【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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