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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基地局と第２の基地局とを有する移動通信システムであって、
　前記第１の基地局は、
　前記第１の基地局及び前記第２の基地局間において共通に使用させるための第１の既知
信号と、前記第１の基地局及び前記第２の基地局のそれぞれに固有に使用させるための第
２の既知信号を生成する手段と、
　前記生成する手段により生成した第１の既知信号と第２の既知信号とを、配下の端末装
置に無線送信する手段と
　を有し、
　前記第２の既知信号は、前記第１の基地局及び前記第２の基地局において共通に使用さ
せるための第１の既知信号によりスクランブルされた系列を含むことを特徴とする移動通
信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の移動通信システムにおいて、
　前記第１の基地局は、
　前記第１の既知信号を生成するための情報を前記第２の基地局に有線により送信し、前
記第２の基地局それぞれに対し、各第２の基地局が固有に使用すべき第２の既知信号を生
成するための情報を有線により送信する手段
　を有し、
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　前記第２の基地局は、
　前記第１の既知信号を生成するための情報と前記第２の既知信号を生成するための情報
とに基づいて、第１の既知信号と第２の既知信号とを生成する手段と、
　前記生成する手段により生成した前記第１の既知信号と前記第２の既知信号とを無線送
信する手段と
　を有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の移動通信システムにおいて、
　前記第１の基地局及び前記第２の基地局は、複数のアンテナを有し、
　前記第１の既知信号は、２以上のアンテナにより送信されることを特徴とする移動通信
システム。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の移動通信システムにおいて、
　前記第１の基地局及び前記第２の基地局は、複数のアンテナ
　を有し、
　前記第２の既知信号は、前記基地局の有する全アンテナにより送信されることを特徴と
する移動通信システム。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の移動通信システムにおいて、
　前記第１の基地局は、
　ユーザ装置により通知された前記第２の既知信号に基づいて測定された受信品質に基づ
いて、該ユーザ装置と通信を行う基地局を切り替える手段
　を有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の移動通信システムにおいて、
　ユーザ装置が前記第１の既知信号に基づいて測定された受信品質に基づいて、ハンドオ
ーバを行うことを決定した場合に、
　前記第１の基地局は、
　前記ユーザ装置により送信されたハンドオーバ要求に基づいて、ハンドオーバ先の第１
の基地局に、前記ユーザ装置との接続情報を通知する手段
　を有することを特徴とする移動通信システム。
【請求項７】
　１又は複数の基地局間において共通に使用させるための第１の既知信号を生成する手段
と、
　前記複数の基地局のそれぞれに固有に使用させるための複数の第２の既知信号を生成す
る手段と、
　生成された第１の既知信号と第２の既知信号とを、配下の端末装置に無線送信する手段
と、
　第１の既知信号を生成するための情報を前記１又は複数の基地局に有線により送信し、
前記１又は複数の基地局それぞれに対し、各基地局が固有に使用すべき第２の既知信号を
生成するための情報を有線により送信する手段
　を備え、
　前記第２の既知信号は、前記複数の基地局において共通に使用させるための第１の既知
信号によりスクランブルされた系列を含むことを特徴とする基地局。
【請求項８】
　第１の基地局と第２の基地局とを有する移動通信システムにおけるユーザ装置であって
、
　下りリンクの信号に基づいて、受信品質を測定する手段と、
　前記受信品質を前記ユーザ装置の位置するエリアをカバーする基地局に通知する手段と
　を有し、
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　前記第１の基地局又は前記第２の基地局により、前記第１の基地局及び第２の基地局間
において共通に使用させるための第１の既知信号が送信されるとともに、前記第１の基地
局及び前記第２の基地局のそれぞれに固有に使用させるための第２の既知信号が送信され
、
　前記第２の既知信号は、前記第１の基地局及び前記第２の基地局において共通に使用さ
せるための第１の既知信号によりスクランブルされた系列を含み、
　前記測定する手段は、前記第１の基地局又は前記第２の基地局により送信された前記第
１の基地局及び前記第２の基地局のそれぞれに固有に使用させるための第２の既知信号に
基づいて、受信品質を測定することを特徴とするユーザ装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のユーザ装置において、
　前記測定する手段は、前記第１の既知信号に基づいて、受信品質を測定し、
　前記第１の既知信号に基づいて測定した受信品質と、前記第２の既知信号に基づいて測
定した受信品質とを比較する手段
　を有し、
　前記通知する手段は、前記比較する手段における比較結果に基づいて、一方の受信品質
を前記ユーザ装置の位置するエリアをカバーする基地局に通知することを特徴とするユー
ザ装置。
【請求項１０】
　第１の基地局と第２の基地局とを有する移動通信システムにおける方法であって、
　前記第１の基地局及び前記第２の基地局が、前記第１の基地局及び前記第２の基地局間
において共通に使用させるための第１の既知信号と、前記第１の基地局及び前記第２の基
地局でそれぞれに固有に使用させるための第２の既知信号を生成するステップと、
　前記第１の基地局及び前記第２の基地局が、生成した第１の既知信号及び第２の既知信
号を、配下の端末装置に無線送信するステップと
　を有し、
　前記第２の既知信号は、前記第１の基地局及び前記第２の基地局において共通に使用さ
せるための第１の既知信号によりスクランブルされた系列を含むことを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、特に無線通信システム、無線通信システム、基地
局及びユーザ装置並びに方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の時分割多重接続(TDMA:　Time　Division　Multiple　Access)方式の移動通信シ
ステムでは、隣接セルで互いに異なる周波数が使用されている。ある一群の周波数が複数
のセル一組に使用され、地理的に離れた別のセル一組に同じ一群の周波数が使用される。
このような手法は他セル干渉を軽減する観点からは好ましいが、周波数利用効率が高いと
は言えない。
【０００３】
　これに対してIMT-2000のようなW‐CDMA(Wideband　Code　Division　Multiple Access)
方式では、拡散符号でユーザを区別することにより、全セルで同じ周波数が使用される。
このような技術を「１セル周波数繰り返し」と呼ぶ。１セル周波数繰り返しにより、周波
数利用効率及びシステム容量が大幅に増える。１セル周波数繰り返しの実現は、今後検討
されるIMT‐Advanced(3GPP(3rd　Generation　Partnership　Project)ではLTE‐Advanced
とも呼ばれる)のような将来の移動通信システムにおいても要求されることが予想される
。
【０００４】
　しかしながら、同一周波数が隣接セル間で使用されるので、特にセル端で干渉レベル（
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セル間干渉）が大きくなりやすいという問題が懸念される。
【０００５】
　セル内干渉については、W‐CDMA方式では、セル内直交化（すなわち、ユーザ間直交化
）を実現するために、下りリンクでOVSF(Orthogonal　Variable　Spreading　Factor）コ
ードが用いられる。しかし、W‐CDMA方式では、マルチパス環境で直交化を実現できず、
上りリンクでは非直交である。なお、E‐UTRA(Evolved　UMTS　Terrestrial　Radio Acce
ss)方式では、上下リンク共に基地局で周波数スケジューリングを行うことにより、直交
化が実現される。
【０００６】
　一方、セル間干渉については、E‐UTRA方式では、セル間直交化を実現するために、セ
ル間干渉コーディネーション(ICIC:　Inter-Cell　Interference　Coordination)と呼ば
れる技術が用いられる。この技術では全セルで共通の周波数が使用されることに加えて、
セル端ではセル毎に異なる周波数が使用される（非特許文献１参照）。
【０００７】
　図１は、E‐UTRA方式で採用されているセル間干渉コーディネーションを示す図である
。セル間干渉コーディネーションでは、無線リソースは、各基地局のみで使用可能な無線
リソースR1～R3と、全ての基地局で共通して使用可能な無線リソースR4～R8とに分割され
る。無線リソースR1～R3はセル端のユーザに割り当てる周波数であり、無線リソースR4～
R8はセル端以外の領域のユーザ（例えば、基地局近傍に位置するユーザ等）に割り当てる
周波数である。基地局BS1のセル端に属するユーザには無線リソースR1が使用され、隣接
基地局で無線リソースR1は使用されない。同様に基地局BS2のセル端に属するユーザには
無線リソースR2が使用され、隣接基地局で無線リソースR2は使用されない。基地局BS3の
セル端に属するユーザには無線リソースR3が使用され、隣接基地局で無線リソースR3は使
用されない。従って、基地局BS1～BS3のセル端のユーザは干渉の少ない状態で通信を行う
ことができる。
【０００８】
　各基地局のみで使用可能な無線リソースについての情報は、バックホール（コアネット
ワーク）及び／又は無線の制御信号を用いることにより、基地局間で共有される。ここで
は、このようなセル間干渉コーディネーションのことを自律分散型セル間干渉コーディネ
ーションと呼ぶ。
【０００９】
　また、セル間干渉を低減するために、１つの基地局が隣接基地局の無線リソースを一括
して管理する技術も検討されている。このようなセル間干渉技術は、基地局のセルが複数
のセクタに分割されたときのセクタ間干渉を低減する場合や、張り出しセルが存在すると
きのセル間干渉を低減する場合に用いられる。
【００１０】
　図２は、１つの基地局BS1が隣接基地局BS2及びBS3の無線リソースを一括して管理する
ときのセル間干渉コーディネーションを示す図である。基地局BS1と隣接基地局BS2及びBS
3とは、光ファイバ等で接続されており、基地局BS1が隣接基地局BS2及びBS3で使用される
無線リソースを一括して割り当てる。例えば、基地局BS1は、無線リソースR1、R2及びR5
を基地局BS1内のユーザに割り当て、無線リソースR3及びR4を基地局BS2内のユーザに割り
当て、無線リソースR6～R8を基地局BS3内のユーザに割り当てる。
【００１１】
　このように、基地局BS1は、干渉が生じないように無線リソースを割り当てることがで
きる。ここでは、このようなセル間干渉コーディネーションのことを集中制御型セル間干
渉コーディネーションと呼ぶ。また、一括して無線リソースを管理する基地局のことを制
御基地局又は集中制御基地局と呼び、制御基地局により無線リソースを管理される基地局
のことをリモート基地局と呼ぶ。
【非特許文献１】3GPP　R1-060670,　Siemens,　"Interference　Mitigation　by　Parti
al　Frequency　Reuse"
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【非特許文献２】3GPP　TS36.211
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　自律分散型セル間干渉コーディネーションの場合、セル端のユーザ用の無線リソースR1
～R3は、各基地局で占有される。例えば、基地局BS1のセル端のユーザが増えた場合に、
無線リソースR1の割り当てが増加する。この情報をバックホールの制御信号で他の基地局
に通知し、無線リソースR1を増やすことも考えられるが、低速な制御となり、迅速なセル
間直交化が実現できない。
【００１３】
　一方、集中制御型セル間干渉コーディネーションの場合、制御基地局で一括して無線リ
ソースが管理されるため、迅速なセル間直交化が実現できる。しかしながら、制御基地局
で管理する基地局の数が増大した場合、制御基地局の処理負荷が増大する。
【００１４】
　また、自律分散型セル間干渉コーディネーションの場合、各基地局により送信されるリ
ファレンスシグナルにはセル毎に異なる系列が含まれる。言い換えれば、セル毎に異なる
セルIDが適用される。該リファレンスシグナルは、基地局とユーザ装置との間で既知の信
号である。ユーザ装置は、該リファレンスシグナルに基づいて、チャネル推定、受信品質
の測定を行う。
【００１５】
　該リファレンスシグナルを集中制御型セルに適用する場合には、別途最適化が必要とな
る。集中制御型セルでは、セル半径が小さいセルに適用されることが想定されているため
、セル毎に異なる系列がリファレンスシグナルに含まれる場合には、ハンドオーバが頻繁
に生じることになる。
【００１６】
　また、セル毎に共通の系列がリファレンスシグナルに含まれる場合には、セル毎の受信
品質の測定ができない。
【００１７】
　そこで本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、
１つの基地局が隣接基地局の無線リソースを一括して管理する技術が適用される場合に、
該基地局及び隣接基地局間のハンドオーバ処理負荷を低減し、また各セルにおける受信品
質の測定をすることができる無線通信システム、基地局及びユーザ装置並びに方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するために、本移動通信システムは、
　第１の基地局と第２の基地局とを有する移動通信システムであって、
　前記第１の基地局は、
　前記第１の基地局及び前記第２の基地局間において共通に使用させるための第１の既知
信号と、前記第１の基地局及び前記第２の基地局のそれぞれに固有に使用させるための第
２の既知信号を生成する手段と、
　前記生成する手段により生成した第１の既知信号と第２の既知信号とを、配下の端末装
置に無線送信する手段と
　を有し、
　前記第２の既知信号は、前記第１の基地局及び前記第２の基地局において共通に使用さ
せるための第１の既知信号によりスクランブルされた系列を含む。
【００１９】
　本基地局は、
　１又は複数の基地局間において共通に使用させるための第１の既知信号を生成する手段
と、
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　前記複数の基地局のそれぞれに固有に使用させるための複数の第２の既知信号を生成す
る手段と、
　生成された第１の既知信号と第２の既知信号とを、配下の端末装置に無線送信する手段
と、
　第１の既知信号を生成するための情報を前記１又は複数の基地局に有線により送信し、
前記１又は複数の基地局それぞれに対し、各基地局が固有に使用すべき第２の既知信号を
生成するための情報を有線により送信する手段
　を備え、
　前記第２の既知信号は、前記複数の基地局において共通に使用させるための第１の既知
信号によりスクランブルされた系列を含む。
【００２０】
　本ユーザ装置は、
　第１の基地局と第２の基地局とを有する移動通信システムにおけるユーザ装置であって
、
　下りリンクの信号に基づいて、受信品質を測定する手段と、
　前記受信品質を前記ユーザ装置の位置するエリアをカバーする基地局に通知する手段と
　を有し、
　前記第１の基地局又は前記第２の基地局により、前記第１の基地局及び第２の基地局間
において共通に使用させるための第１の既知信号が送信されるとともに、前記第１の基地
局及び前記第２の基地局のそれぞれに固有に使用させるための第２の既知信号が送信され
、
　前記第２の既知信号は、前記第１の基地局及び前記第２の基地局において共通に使用さ
せるための第１の既知信号によりスクランブルされた系列を含み、
　前記測定する手段は、前記第１の基地局又は前記第２の基地局により送信された前記第
１の基地局及び前記第２の基地局のそれぞれに固有に使用させるための第２の既知信号に
基づいて、受信品質を測定する。
【００２１】
　本方法は、
　第１の基地局と第２の基地局とを有する移動通信システムにおける方法であって、
　前記第１の基地局及び前記第２の基地局が、前記第１の基地局及び前記第２の基地局間
において共通に使用させるための第１の既知信号と、前記第１の基地局及び前記第２の基
地局でそれぞれに固有に使用させるための第２の既知信号を生成するステップと、
　前記第１の基地局及び前記第２の基地局が、生成した第１の既知信号及び第２の既知信
号を、配下の端末装置に無線送信するステップと
　を有し、
　前記第２の既知信号は、前記第１の基地局及び前記第２の基地局において共通に使用さ
せるための第１の既知信号によりスクランブルされた系列を含む。

【発明の効果】
【００２２】
　本発明の実施例によれば、１つの基地局が隣接基地局の無線リソースを一括して管理す
る技術が適用される場合に、該基地局及び隣接基地局間のハンドオーバ処理負荷を低減し
、また、各セルにおける受信品質の測定をすることができる無線通信システム、基地局及
びユーザ装置並びに方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ説明する。実施例を説明するための全図に
おいて、同一機能を有するものは同一符号を用い、繰り返しの説明は省略する。
【００２４】
　本実施例に係るユーザ装置及び基地局を有する無線通信システムについて、図３を参照
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して説明する。ユーザ装置は移動局装置とも呼ばれる。
【００２５】
　該無線通信システムは、例えばEvolved　UTRA　and　UTRAN（別名：Long　Term　Evolu
tion，或いは，Super　3G）が適用されるシステムである。該無線通信システムでは、自
律分散型セル間干渉コーディネーションと集中制御型セル間干渉コーディネーションとが
併用される。このようにすることにより、迅速なセル間直交化を実現しつつ、制御基地局
の処理負荷を低減することができる。
【００２６】
　該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OFDMA(Orth
ogonal　Frequency　Division　Multiple　Access)（直交周波数分割多元接続）、上りリ
ンクについてはSC-FDMA(Single-Carrier　Frequency　Division　Multiple　Access)（シ
ングルキャリア－周波数分割多元接続）が適用される。OFDMA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、各周波数帯上にデータを載せて伝送を行う方式
である。SC-FDMAは、周波数帯域を分割し、複数のユーザ装置間で異なる周波数帯域を用
いて伝送することで、ユーザ装置間の干渉を低減することができる伝送方式である。
【００２７】
　該無線通信システムは、複数の基地局グループ（ＢＳグループ１及びＢＳグループ２）
を有する。ここで、基地局グループとは、１つの制御基地局(eNB:　eNodeB)により無線リ
ソースが管理（制御）される基地局の集合である。各基地局グループ１及び２は、それぞ
れ１つの制御基地局BS1及びBS5を有する。制御基地局BS1は、該制御基地局BS1の無線リソ
ース及び基地局グループ内のリモート基地局BS2～BS4の無線リソースを一括して管理（制
御）する。制御基地局BS5は、当該制御基地局BS5の無線リソース及び基地局グループ内の
基地局BS6～BS8の無線リソースを一括して管理（制御）する。すなわち、基地局グループ
内では、制御基地局により集中制御型セル間干渉コーディネーションが行われる。図３に
は、一例として制御基地局が３つのリモート基地局の無線リソースを管理する場合を示し
ているが、３つ以外のリモート基地局について適用できる。
【００２８】
　一方、基地局グループに属する基地局がカバーする通信エリアの境界に位置するユーザ
に対しては、制御基地局BS1は、各基地局のみで使用可能な無線リソースを割り当てる。
例えば、制御基地局BS1のカバーするエリアのうち、制御基地局BS5に近いセル端の領域に
位置するユーザに対しては、制御基地局BS1は、各基地局のみで使用可能な無線リソース
を割り当てる。各基地局のみで使用可能な無線リソースに関する情報は、バックホール及
び／又は無線の制御信号を用いることにより、制御基地局間で共有される。すなわち、基
地局グループ間では、自律分散型セル間干渉コーディネーションが行われる。このように
することで、基地局グループ内では、制御基地局により無線リソースが一括して管理され
るため、セル間干渉を低減することができる。制御基地局は、基地局グループ内の基地局
の無線リソースを管理すればよいため、基地局の数が増大した場合であっても、制御基地
局の処理負荷を低減することが可能になる。
【００２９】
　自律分散型セル間干渉コーディネーションと集中制御型セル間干渉コーディネーション
とを併用する場合の無線リソース割り当て例について、図４を参照して説明する。
【００３０】
　本実施例に係るセル間干渉コーディネーションでは、無線リソースは、各基地局グルー
プのみで使用可能な無線リソースR1～R3と、全ての基地局グループで共通して使用可能な
無線リソースR4～R8とが含まれる。無線リソースR1～R3は基地局グループの通信エリア境
界に位置するユーザに割り当てる周波数である。無線リソースR4～R8は基地局グループの
通信エリア境界以外に位置するユーザに割り当てる周波数である。無線リソースR4～R8は
例えば、基地局近傍に位置するユーザ、制御基地局とリモート基地局との間のセル境界に
位置するユーザ等に割り当てられる。
【００３１】
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　例えば、基地局グループ１の通信エリア境界に属するユーザには無線リソースR1が使用
され、隣接基地局グループ２及び３で無線リソースR1は使用されない。同様に基地局グル
ープ２の通信エリア境界に属するユーザには無線リソースR2が使用され、隣接基地局グル
ープ１及び３で無線リソースR2は使用されない。基地局グループ３の通信エリア境界に属
するユーザには無線リソースR3が使用され、隣接基地局で無線リソースR3は使用されない
。従って、基地局グループ１～３の通信エリア境界に位置するユーザは干渉の少ない状態
で通信を行うことができる。
【００３２】
　基地局グループ１の制御基地局は、基地局グループ１のみで使用可能な無線リソースR
１と、全ての基地局グループで共通して使用可能な無線リソースR4～R8とを用いて、基地
局グループ内の基地局に無線リソースを割り当てる。例えば、図３の制御基地局BS1は、
該制御基地局BS1内のユーザに対して無線リソースR1及びR4を割り当て、基地局BS2内のユ
ーザに対して無線リソースR5及びR6を割り当て、基地局BS3内のユーザに対して無線リソ
ースR7を割り当て、基地局BS4内のユーザに対して無線リソースR8を割り当てる。なお、
図３の基地局BS2及びBS4のように、互いに通信エリアが離れてセル間干渉が小さい場合に
は、図３の制御基地局BS1は、基地局BS2内のユーザと基地局BS4内のユーザとに同じ無線
リソースを割り当ててもよい。
【００３３】
　このようにすることで、無線リソースの有効活用を図ることができ、セル内ユーザのス
ループットを向上させることができる。また、セル端ユーザのスループットを向上させる
ことができる。
【００３４】
　上述した実施例では、無線リソースR1～R3は、各基地局グループのみで使用可能である
として説明したが、無線リソースR1～R3は、各基地局グループで使用不可能であるように
設定されてもよい。例えば、無線リソースR1は、基地局グループ１のみが使用不可能であ
り、無線リソースR2は、基地局グループ２のみが使用不可能であり、無線リソースＲ３は
、基地局グループ３のみが使用不可能であってもよい。
【００３５】
　また、本実施例に係る無線通信システムでは、制御基地局及びリモート基地局は、UE間
で共通に使用されるパイロット信号として、下りリンクリファレンス信号(DL　RS:　Down
link　Reference　Signal)を送信する。例えば、DL　RSは、物理下りリンク共有チャネル
(PDSCH:　Physical　Downlink　Shared　Channel)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:
　Physical　Downlink　Control　Channel)、物理制御フォーマットインジケータチャネ
ル(PCFICH:　Physical　Control　Format　Indicator　Channel)、HARQインジケータチャ
ネル(PHICH:　Physical　HARQ　Indicator　Channel)の復号のためのチャネル推定、下り
リンクの無線品質情報であるCQI(Channel　Quality　Indicator)の算出に使用される。制
御基地局及びリモート基地局が送信するリファレンスシグナルには、２つの系列が含まれ
る。該リファレンスシグナルに基づいて、ユーザ装置は、チャネル推定、受信品質の測定
を行う。該２つの系列には、基地局グループ間において共通に使用させるための系列（以
下、共通RSと呼ぶ）と、制御基地局及びリモート基地局のそれぞれに固有に使用させるた
めの複数の独立である系列（以下、独立RSと呼ぶ）とが含まれる。例えば、共通RSは、制
御基地局毎に異なる。また。例えば、共通RSは、異なる制御基地局に属するリモート基地
局毎に異なる。また、例えば、独立RSは、制御基地局に属するリモート基地局間で独立で
ある。言い換えれば、独立RSは、制御基地局に属するリモート基地局間で異なる。本実施
例に係る無線通信システムでは、共通RSと独立RSとが併用される。
【００３６】
　図３に示す例では、制御基地局BS1及びリモート基地局BS2-BS4から、共通RSが送信され
る。該共通RSはエアーで合成され、ユーザ装置に受信される。ユーザ装置は、該共通RSが
どの基地局により送信されたのかは分からない。言い換えれば、4つの基地局間で見かけ
上セルの境界が無くなる。このようにすることにより、４つの基地局から共通制御チャネ
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ルを同時に送信することができるため、セルの境界に位置するユーザ装置に対する受信品
質を向上させることができる。ここで、該共通制御チャネルには、報知チャネル、ページ
ングチャネルが含まれる。
【００３７】
　また、制御基地局及び該制御基地局に属するリモート基地局間のハンドオーバ処理にお
ける負荷を低減できる。リモート基地局を適用することにより、将来的にセル半径が小さ
くなることが想定される。このような場合に、制御基地局及び該制御基地局に属する各リ
モート基地局に独立RSが適用された場合には、ハンドオーバが頻繁に生じることが想定さ
れる。制御基地局及び該制御基地局に属する各リモート基地局間に共通RSを適用すること
により、セルIDが変わらないため、ハンドオーバ処理の負荷を低減させることができる。
【００３８】
　また、図3に示す例では、制御基地局BS1及びリモート基地局BS2-BS4から、独立RSが送
信される。ユーザ装置は1つの基地局により送信されるデータを受信する。従って、ユー
ザ装置は、基地局毎に、受信品質、例えばCQIの測定を行う必要がある。また、ユーザ装
置は、基地局毎に、プリコーディングマトリクスインジケータ(PMI:　Precoding　Matrix
　Indicator)を求めるための受信品質、例えばCQIの測定を行う必要がある。このような
場合に、独立RSを用いる。また、ユーザ装置は、独立RSに基づいて、最適な接続セルを高
速に選択する処理を行う。例えば、制御基地局及び該制御基地局に属するリモート基地局
間で接続セルが切り替えられる場合には、送信アンテナを切り替える処理が行われる。こ
の処理は、物理レイヤーでの処理となる。また、例えば、異なる制御基地局又は該異なる
制御基地局に属するリモート基地局へ接続セルが切り替えられる場合には、上位レイヤー
での処理が行われる。
【００３９】
　本実施例に係る制御基地局及びリモート基地局について、図５を参照して説明する。
【００４０】
　本実施例に係る無線通信システムは1又は複数の制御基地局１００ｎ（ｎは、ｎ＞０の
整数）を有する。また、本実施例に係る制御基地局１００ｎは、1又は複数のリモート基
地局２００ｍ（ｍは、ｍ＞０の整数）を有する。図５には、一例として、無線通信システ
ムが、２つの制御基地局１００１及び１００２を有する場合を示す。また、図５には、一
例として、１つの制御基地局が、1つのリモート基地局を有する場合を示す。例えば、基
地局グループ１は、制御基地局１００１と、リモート基地局２００１とを有する。また、
例えば、基地局グループ２は、制御基地局１００２と、リモート基地局２００２とを有す
る。また、リモート基地局２００が複数の基地局グループに属するようにしてもよい。
【００４１】
　以下、制御基地局１００ｎ（１００１、１００２、・・・１００ｎ）については、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制御基地局１００とし
て説明を進める。以下、リモート基地局２００ｍ（２００１、２００２、・・・２００ｍ

）については、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リ
モート２００として説明を進める。
【００４２】
　制御基地局１００は、基地局グループ内の無線リソースを一括して管理する基地局であ
る。言い換えれば、制御基地局１００は、配下のリモート基地局２００を統括する統括基
地局としての機能を有する。該制御基地局１００は、ユーザ情報受信部１０２と、基地局
内情報収集部１０４と、基地局内情報送信部１０６と、リソース割り当て決定部１０８と
、割り当て情報送信部１１０と、送信部１１２と、基地局グループ決定部１１４と、リフ
ァレンスシグナル生成部１１６とを有する。
【００４３】
　ユーザ情報受信部１０２は、当該制御基地局１００のカバーするエリアに位置するユー
ザ装置により送信される上りリンクの信号を受信し、該上りリンクの信号に基づいて、ユ
ーザ情報を取得する。該ユーザ情報には、ユーザ数、ユーザの位置、トラヒック量、受信
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品質などが含まれてもよい。なお、該ユーザ情報は、ユーザ装置から受信した上りリンク
の信号に基づいて、当該制御基地局１００内で決定されてもよい。
【００４４】
　基地局内情報収集部１０４は、ユーザ情報受信部１０２において取得したユーザ情報や
基地局内情報を収集する。該基地局内情報には、当該制御基地局の処理負荷が含まれても
よい。また、該基地局内情報には、当該制御基地局に属するリモート基地局のユーザ情報
が含まれてもよい。また、基地局内情報収集部１０４は、ユーザ情報及び／又は基地局内
情報に基づいて基地局グループを変更するために、他の基地局グループの基地局から、該
他の基地局内のユーザ情報及び／又は基地局内情報を収集してもよい。例えば、基地局内
情報収集部１０４は、他の基地局グループの他の制御基地局から、該他の基地局内のユー
ザ情報及び／又は基地局内情報を収集してもよい。
【００４５】
　基地局内情報送信部１０６は、基地局内情報収集部１０４で収集されたユーザ情報及び
／又は基地局内情報を他の制御基地局に送信する。
【００４６】
　リソース割り当て決定部１０８は、基地局グループ内のユーザ情報及び／又は基地局内
情報に基づいて、当該制御基地局で使用可能な無線リソースと、該制御基地局に属するリ
モート基地局で使用可能な無線リソースとを決定する。例えば、図４を参照して説明した
ように、無線リソースが各基地局グループのみで使用可能な無線リソースと、全ての基地
局グループで共通して使用可能な無線リソースとを含む場合、リソース割り当て決定部１
０８は、基地局グループ１のみで使用可能な無線リソースと、全ての基地局グループで共
通して使用可能な無線リソースとの中から、当該制御基地局１００で使用可能な無線リソ
ースと、リモート基地局２００で使用可能な無線リソースとを決定する。
【００４７】
　割り当て情報送信部１１０は、当該制御基地局１００に属するリモート基地局２００で
使用可能な無線リソースの割り当て情報を該リモート基地局２００に送信する。また、割
り当て情報送信部１１０は、リファレンスシグナル生成部１１６により入力された共通RS
を生成するための情報と、当該制御基地局１００及び各リモート基地局それぞれに対し、
各基地局が固有に使用すべき独立RSを生成するための情報とを各リモート基地局に対して
送信する。例えば、制御基地局１００とリモート基地局２００とは、有線により接続され
る。
【００４８】
　送信部１１２は、当該制御基地局１００で使用可能な無線リソースの中から、ユーザデ
ータの送信に実際に使用する無線リソースを割り当て、データ送信を行う。また、送信部
１１２は、リファレンスシグナルを含む下りリンクの信号を、配下のユーザ端末に無線送
信する。
【００４９】
　基地局グループ決定部１１４は、当該制御基地局１００に属するリモート基地局と、他
の基地局グループに属する制御基地局及び／又はリモート基地局から受信したユーザ情報
及び／又は基地局内情報に基づいて、基地局グループを決定する。例えば、基地局グルー
プ決定部１１４は、リモート基地局数が均等化されるように基地局グループを決定する。
また、基地局グループ決定部１１４は、当該基地局グループに位置するユーザ装置が均等
化されるように基地局グループを決定するようにしてもよい。また、基地局グループ決定
部１１４は、当該基地局グループのトラヒック量が均等化されるように基地局グループを
決定するようにしてもよい。また、基地局グループ決定部１１４は、該基地局グループの
通信エリア境界に位置するユーザ数を低減するよう基地局グループを決定するようにして
もよい。また、基地局グループ決定部１１４は、該基地局グループの通信エリア境界の受
信品質を向上させるように、基地局グループを決定するようにしてもよい。これらの基地
局グループの決定は、１つの制御基地局で集中して行われてもよく、複数の制御基地局の
間で協調して行われてもよい。
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【００５０】
　基地局グループ決定部１１４は、決定した基地局グループを基地局内情報収集部１０４
に通知する。基地局内情報収集部１０４は、通知された基地局グループに基づいて、該基
地局グループ内のユーザ情報及び／又は基地局内情報を収集する。また、リソース割り当
て決定部１０８は、決定された基地局グループ内の無線リソースを決定する。例えば、基
地局内情報収集部１０４は、基地局グループに属さなくなったリモート基地局２００から
ユーザ情報及び／又は基地局内情報の収集を停止する。基地局グループ決定部１１４は、
典型的には基地局に含まれるが、ＲＮＣ（Radio Network Controller）のような複数の基
地局を管理するノードに含まれてもよい。
【００５１】
　リファレンスシグナル生成部１１６は、リファレンスシグナル（参照信号）を生成する
。リファレンスシグナルは、ユーザ装置と基地局との間で既知な信号である。該リファレ
ンスシグナルには、上述したように共通RSと独立RSとが含まれる。また、リファレンスシ
グナル生成部１１６は、共通RSを生成するための情報と、当該制御基地局１００及び各リ
モート基地局それぞれに対し、各基地局が固有に使用すべき独立RSを生成するための情報
とを生成する。そして、リファレンスシグナル生成部１１６は、該共通RSを生成するため
の情報と、当該制御基地局１００及び各リモート基地局それぞれに対し、各基地局が固有
に使用すべき独立RSを生成するための情報とを割り当て情報送信部１１０に入力する。例
えば、共通RSには、既に決定されている系列が含まれてもよい（例えば、非特許文献２参
照）。また、例えば、独立RSは、当該制御基地局及びリモート基地局間で直交化できるこ
とが好ましい。例えば、リモート基地局間でリファレンスシグナルを直交化する場合に、
符号分割多重(CDM:　Code　Division　Multiplexing)が適用されてもよいし、周波数分割
多重(FDM:　Frequency　Division　Multiplexing)が適用されてもよいし、時分割多重(TD
M:　Time　Division　Multiplexing)が適用されてもよい。
【００５２】
　また、例えば、独立RSは、当該制御基地局及びリモート基地局間で、周波数のシフトが
適用された系列を含むことが好ましい。例えば、当該制御基地局及び各リモート基地局に
より送信されるリファレンスシグナルの送信周波数をずらすようにしてもよい。また、独
立RSは、当該制御基地局及びリモート基地局間で、時間のシフトが適用されてもよい。例
えば、当該制御基地局及び各リモート基地局により送信されるリファレンスシグナルの送
信タイミングをずらすようにしてもよい。このようにすることにより、当該制御基地局及
びリモート基地局間でリファレンスシグナルを直交化できる。また、ユーザ装置において
測定される受信品質の品質を向上させることができる。また、当該制御基地局及び各リモ
ート基地局により送信されるリファレンスシグナルの送信タイミング及び送信周波数をず
らすようにしてもよい。
【００５３】
　また、独立RSは、当該制御基地局及びリモート基地局間において共通に使用させるため
の共通RSを用いたスクランブルが適用された系列を含むようにしてもよい。例えば、独立
RSは、当該制御基地局及びリモート基地局間において共通に使用させるための共通RSによ
りスクランブルさせた系列を含むのが好ましい。異なる制御基地局に属するリモート基地
局間のリファレンスシグナルのランダム化のために、共通RSを用いて、独立RSをスクラン
ブルするようにしてもよい。
【００５４】
　また、例えば、共通RSと独立RSは、図６に示すようにマッピングされる。独立RSは、各
セルにおいて、受信品質の測定に使用されるため、共通RSと比較して、そのオーバヘッド
は少なくてもよい。例えば、共通RSは、独立RSと比較して密に配置される。また、共通RS
は、当該制御基地局が有するアンテナ数以下のアンテナで送信されてもよい。例えば、制
御基地局１００が複数のアンテナを有する場合でも、共通RSは該複数のアンテナ未満のア
ンテナで送信されるようにしてもよい。例えば、共通RSは２本のアンテナで送信されるよ
うにしてもよい。また、２本以上のアンテナにより送信されてもよい。一方、独立RSは、
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当該制御基地局が有するアンテナ数のアンテナで送信される必要がある。ユーザ装置が、
独立RSに基づいて、PMIを求めるためである。
【００５５】
　本実施例にかかる制御基地局１００における送信部１１２について、図７を参照して説
明する。
【００５６】
　送信部１１２は、チャネル多重部１１２２と、逆高速フーリエ変換部(IFFT:　Inverse
　Fast　Fourier　Transform)１１２４とを有する。
【００５７】
　チャネル多重部１１２２には、当該制御基地局及びリモート基地局において共通に使用
させるための共通RSと当該制御基地局及びリモート基地局のそれぞれに固有に使用させる
ための独立RSとが入力される。例えば、該共通RSと独立RSとは、リファレンスシグナル生
成部１１６により入力される。また、共通制御チャネルと、該共通制御チャネル以外のチ
ャネルが入力される。上述したように、共通制御チャネルには、報知チャネル、ページン
グチャネルが含まれる。
【００５８】
　チャネル多重部１１２２は、入力されたチャネルを多重する。例えば、チャネル多重部
１１２２は、図６を参照して説明したようにマッピングする。チャネル多重部１１２２に
おいてマッピングされた信号は、IFFT１１２４に入力される。
【００５９】
　IFFT１１２４は、入力された信号に対して、逆高速フーリエ変換を行う。逆高速フーリ
エ変換された信号は、その後送信信号として、ユーザ装置３００に無線送信される。
【００６０】
　リモート基地局２００は、制御基地局１００により無線リソースを管理される基地局で
ある。該リモート基地局２００は、ユーザ情報受信部２０２と、基地局内情報送信部２０
４と、割り当て情報受信部２０６と、送信部２０８と、リファレンスシグナル生成部２１
０とを有する。
【００６１】
　ユーザ情報受信部２０２は、当該リモート基地局２００のカバーするエリアに位置する
ユーザ装置から上りリンクの信号を受信し、該上りリンクの信号に基づいて、ユーザ情報
を収集する。該ユーザ情報には、ユーザ数、ユーザの位置、トラヒック量、受信品質が含
まれてもよい。
【００６２】
　基地局内情報送信部２０４は、ユーザ情報受信部２０２で収集したユーザ情報、基地局
内情報を制御基地局１００に送信する。該基地局内情報には、当該リモート基地局２００
における処理負荷が含まれてもよい。
【００６３】
　割り当て情報受信部２０６は、制御基地局１００から、当該リモート基地局２００で使
用可能な無線リソースの割り当て情報を受信する。また、割り当て情報受信部２０６は、
制御基地局１００から共通RSを生成するための情報と、該制御基地局１００及び各リモー
ト基地局それぞれに対し、各基地局が固有に使用すべき独立RSを生成するための情報とを
受信する。割り当て情報受信部２０６は、受信した共通RSを生成するための情報と、該制
御基地局１００及び各リモート基地局それぞれに対し、各基地局が固有に使用すべき独立
RSを生成するための情報とをリファレンスシグナル生成部２１０に入力する。
【００６４】
　送信部２０８は、当該リモート基地局２００で使用可能な無線リソースの中から、ユー
ザデータの送信に実際に使用する無線リソースを割り当て、データ送信を行う。また、送
信部２０８は、リファレンスシグナルを含む下りリンクの信号を、配下のユーザ装置に対
して無線送信する。
【００６５】
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　また、リモート基地局２００が複数の基地局グループに属する場合には、割り当て情報
受信部２０６は、複数の制御基地局から割り当て情報を受信する。例えば、送信部２０８
は、ユーザの位置に応じて基地局グループを決定し、決定された基地局グループの制御基
地局から割り当てられた無線リソースを使用してデータを送信する。このようにすること
により、複数の制御基地局から割り当てられた無線リソースが重複しないように制御でき
る。
【００６６】
　リファレンスシグナル生成部２１０は、リファレンスシグナルを生成する。例えば、リ
ファレンスシグナル生成部２１０は、割り当て情報受信部２０６により入力された共通RS
を生成するための情報と、該制御基地局１００及び各リモート基地局それぞれに対し、各
基地局が固有に使用すべき独立RSを生成するための情報とに基づいて、リファレンスシグ
ナルを生成する。該リファレンスシグナルには、上述したように共通RSと独立RSとが含ま
れる。例えば、共通RSには、既に決定されている系列が含まれてもよい。また、例えば、
独立RSは、制御基地局及びリモート基地局間で直交化できることが好ましい。例えば、リ
モート基地局間でリファレンスシグナルを直交化する場合に、符号分割多重が適用されて
もよいし、周波数分割多重が適用されてもよいし、時分割多重が適用されてもよい。
【００６７】
　また、例えば、独立RSは、制御基地局及びリモート基地局間で、周波数のシフトが適用
された系列を含むことが好ましい。例えば、制御基地局及び各リモート基地局により送信
されるリファレンスシグナルの送信周波数をずらすようにしてもよい。また、独立RSは、
制御基地局及びリモート基地局間で、時間のシフトが適用されてもよい。例えば、制御基
地局及び各リモート基地局により送信されるリファレンスシグナルの送信タイミングをず
らすようにしてもよい。このようにすることにより、制御基地局及びリモート基地局間で
リファレンスシグナルを直交化できる。また、ユーザ装置において測定される受信品質の
品質を向上させることができる。また、制御基地局及び各リモート基地局により送信され
るリファレンスシグナルの送信タイミング及び送信周波数をずらすようにしてもよい。
【００６８】
　また、独立RSは、制御基地局及びリモート基地局間において共通に使用させるための共
通RSを用いたスクランブルが適用された系列を含むようにしてもよい。例えば、独立RSは
、制御基地局及びリモート基地局間おいて共通に使用させるための共通RSによりスクラン
ブルされた系列を含むのが好ましい。異なる制御基地局に属するリモート基地局間のリフ
ァレンスシグナルのランダム化のために、共通RSを用いて、独立RSをスクランブルするよ
うにしてもよい。
【００６９】
　また、例えば、共通RSと独立RSは、図６を参照して説明したようにマッピングされる。
独立RSは、各セルにおいて、受信品質の測定に使用されるため、共通RSと比較して、その
オーバヘッドは少なくてもよい。例えば、共通RSは、独立RSと比較して密に配置される。
また、共通RSは、当該リモート基地局が有するアンテナ数以下のアンテナで送信されても
よい。例えば、リモート基地局２００が複数のアンテナを有する場合でも、共通RSは該複
数のアンテナ未満のアンテナで送信されるようにしてもよい。例えば、共通RSは２本のア
ンテナで送信されるようにしてもよい。また、２本以上のアンテナにより送信されてもよ
い。一方、独立RSは、当該リモート基地局が有するアンテナ数のアンテナで送信される必
要がある。ユーザ装置は、独立RSに基づいて、PMIを求めるためである。
【００７０】
　本実施例にかかるリモート基地局２００における送信部２０８については、図７を参照
して説明した送信部と同様である。
【００７１】
　本実施例に係るユーザ装置について、図８を参照して説明する。
【００７２】
　本実施例に係るユーザ装置３００は、高速フーリエ変換部(Fast　Fourier　Transform)
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３０２と、チャネル分離部３０４と、チャネル／受信品質推定部３０６と、共通制御チャ
ネル復調部３０８と、CQI、PMI及び最適接続基地局の推定部３１０とを有する。
【００７３】
　FFT３０２は、当該ユーザ装置３００が位置するエリアをカバーする制御基地局１００
又はリモート基地局２００により送信された下りリンクの信号に対して高速フーリエ変換
を行う。FFT３０２は、高速フーリエ変換した下りリンクの信号をチャネル分離部３０４
に入力する
　チャネル分離部３０４は、入力された高速フーリエ変換した下りリンクの信号に含まれ
るチャネルを分離する。例えば、該下りリンクの信号には、共通RSと独立RSと共通制御チ
ャネルとが含まれる。チャネル分離部３０４は、共通RSをチャネル／受信品質推定部３０
６に入力する。また、チャネル分離部３０４は、共通制御チャネルを共通制御チャネル復
調部３０８に入力する。また、チャネル分離部３０４は、独立RSをCQI、PMI及び最適接続
基地局の推定部３１０に入力する。
【００７４】
　チャネル／受信品質推定部３０６は、入力された共通RSに基づいて、該共通RSのチャネ
ル品質及び／又は受信品質を推定する。該受信品質には、CQIが含まれる。例えば、チャ
ネル／受信品質推定部３０６は、以下の場合に共通RSに基づいて受信品質を測定するよう
にしてもよい。
【００７５】
　（１）下りリンクで、制御基地局及びリモート基地局からデータが同時に送信されてい
る場合
　（２）制御基地局又はリモート基地局の近傍に位置する場合
　（２）の場合には、該制御基地局又はリモート基地局以外の基地局から送信される信号
を無視できるためである。
【００７６】
　チャネル／受信品質推定部３０６は、推定した受信品質を示す受信品質情報を上位レイ
ヤに通知する。また、チャネル／受信品質推定部３０６は、該受信品質情報を共通制御チ
ャネル復調部２０８に入力する。
【００７７】
　共通制御チャネル復調部３０８は、チャネル／受信品質推定部３０６により入力された
受信品質情報に基づいて、入力された共通制御チャネルを復調する。そして、共通制御チ
ャネル復調部３０８は、共通制御チャネルを復調した共通制御情報を上位レイヤに通知す
る。
【００７８】
　CQI、PMI及び最適接続基地局の推定部３１０は、独立RSに基づいて、CQIを推定する。
また、CQI、PMI及び最適接続基地局の推定部３１０は、独立RSに基づいて、PMIを求める
。例えば、CQI、PMI及び最適接続基地局の推定部３１０は、予め決定されるプリコーディ
ングベクトルに基づいて、該プリコーディングベクトルが適用された場合の受信品質を推
定する。また、CQI、PMI及び最適接続基地局の推定部３１０は、接続先として、最適な基
地局を求める。そして、CQI、PMI及び最適接続基地局の推定部３１０は、推定したCQI及
びPMI、接続先として最適な基地局を示す情報を上位レイヤに通知する。該PMIには、プリ
コーディングベクトルに対応するインデックスと、該プリコーディングベクトルが適用さ
れた場合の受信品質とが含まれてもよい。
【００７９】
　例えば、CQI、PMI及び最適接続基地局の推定部３１０は、下りリンクで単一の制御基地
局又はリモート基地局からデータが送信される場合に独立RSに基づいて受信品質を測定す
るようにしてもよい。
【００８０】
　また、上述したユーザ装置３００において、独立RSに基づいて測定した受信品質(CQI)
と共通RSに基づいて測定した受信品質(CQI)とを比較し、該比較結果に基づいて、上位レ
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イヤに、一方の受信品質を通知するようにしてもよい。例えば、CQI、PMI及び最適接続基
地局の推定部３１０において、独立RSに基づいて推定した受信品質とチャネル／受信品質
推定部３０６において、共通RSに基づいて推定した受信品質とを比較し、よい方の受信品
質を上位レイヤに通知するようにしてもよい。この場合、ユーザ装置３００は、当該ユー
ザ装置３００において受信できる複数の制御基地局１００及び／又はリモート基地局２０
０から送信されたリファレンスシグナルに含まれる独立RSに基づいて受信品質を測定する
ようにしてもよい。
【００８１】
　本実施例に係る無線通信システムの動作について、図９を参照して説明する。
【００８２】
　ユーザ装置３００により測定された受信品質に基づいて、基地局グループ内で、接続セ
ルを高速に切り替える処理について説明する。
【００８３】
　ユーザ装置３００はリモート基地局２００１のカバーするエリアに位置する。
【００８４】
　制御基地局１００、リモート基地局２００１及び２００２は、リファレンスシグナルを
送信する（ステップＳ８０２、Ｓ８０４及びＳ８０６）。
【００８５】
　該リファレンスシグナルは、ユーザ装置３００に受信される。ユーザ装置３００は、該
リファレンスシグナルの受信品質を測定する（ステップＳ８０８）。例えば、ユーザ装置
３００は、該リファレンスシグナルに含まれる独立RSに基づいて受信品質を測定する。そ
して、ユーザ装置３００は、測定した受信品質に基づいて、最も受信品質のよい基地局ID
と受信品質とを、当該ユーザ装置３００の位置するエリアをカバーするリモート基地局２
００１に通知する（ステップＳ８１０）。
【００８６】
　リモート基地局２００１は、通知された最も受信品質のよい基地局IDと受信品質とを制
御基地局１００に通知する（ステップＳ８１２）。
【００８７】
　制御基地局１００は、通知された基地局のIDと受信品質に基づいて、該ユーザ装置３０
０と接続する基地局を、該通知された基地局に切り替える（ステップＳ８１４）。例えば
、制御基地局１００は、該ユーザ装置３００と接続する基地局をリモート基地局２００２

に切り替える。
【００８８】
　制御基地局１００は、該ユーザ装置３００に送信するデータをリモート基地局２００２

に送信する（ステップＳ８１６）。
【００８９】
　リモート基地局２００２は、制御基地局１００により送信されたデータをユーザ装置３
００に送信する（ステップＳ８１８）。
【００９０】
　本実施例に係る無線通信システムの他の動作について、図１０を参照して説明する。
【００９１】
　ユーザ装置３００により測定された受信品質に基づいて、基地局グループの変更を伴う
ハンドオーバが行われる処理について説明する。
【００９２】
　ユーザ装置３００はリモート基地局２００１のカバーするエリアに位置する。リモート
基地局２００１は、基地局グループ１に属する。
【００９３】
　制御基地局１００１、リモート基地局２００１、制御基地局１００２及びリモート基地
局２００２は、リファレンスシグナルを送信する（ステップＳ９０２、Ｓ９０４、Ｓ９０
６及びＳ９０８）。
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【００９４】
　該リファレンスシグナルは、ユーザ装置３００に受信される。ユーザ装置３００は、該
リファレンスシグナルの受信品質を測定する（ステップＳ９１０）。例えば、ユーザ装置
３００は、該リファレンスシグナルに含まれる共通RSに基づいて受信品質を測定する。そ
して、ユーザ装置３００は、測定した受信品質に基づいて、該受信品質がハンドオーバの
条件を満たすかを判断する。例えば、ユーザ装置３００は、在圏する基地局グループ１の
受信品質が、他の基地局グループ２の受信品質よりよいかを判断するようにしてもよい。
【００９５】
　ハンドオーバの条件を満たす場合、ユーザ装置３００は、ハンドオーバ要求を在圏する
リモート基地局２００１に送信する（ステップＳ９１２）。
【００９６】
　該ハンドオーバ要求は、リモート基地局２００１を制御する制御基地局１００１に送信
される（ステップＳ９１４）。
【００９７】
　制御基地局１００１は、ユーザ装置３００との接続情報を、ハンドオーバ先の基地局グ
ループ２の制御基地局１００２に送信する（ステップＳ９１６）。
【００９８】
　ユーザ装置３００は、最も受信品質のよいリモート基地局２００２に対してランダムア
クセスチャネル(RACH:　Random　Access　Channel)を送信する（ステップＳ９１８）。
【００９９】
　該RACHは、リモート基地局２００２を制御する制御基地局１００２に送信される（ステ
ップＳ９２０）。
【０１００】
　制御基地局１００２は、リモート基地局２００２とユーザ装置３００とのリンク接続処
理を行う（ステップＳ９２２）。
【０１０１】
　制御基地局１００２は、該ユーザ装置３００に送信するデータをリモート基地局２００

２に送信する（ステップＳ９２４）。
【０１０２】
　リモート基地局２００２は、制御基地局１００２により送信されたデータをユーザ装置
３００に送信する（ステップＳ９２６）。
【０１０３】
　図９及び図１０を参照して説明した処理は、並行して行われる。例えば、該処理はその
周期が異なる。図９を参照して説明した処理は高速で行われるが、図１０を参照して説明
した処理は低速で行われる。
【０１０４】
　本実施例によれば、制御基地局と、該制御基地局により制御される１又は複数のリモー
ト基地局とにより送信されるリファレンスシグナルには、該制御基地局及びリモート基地
局間において共通に使用させるための系列（第１の既知信号）と、該制御基地局及びリモ
ート基地局のそれぞれに固有に使用させるための系列（第２の既知信号）が含まれる。制
御基地局と、該制御基地局により制御（統括）される１又は複数のリモート基地局は基地
局グループと呼ばれてもよい。
【０１０５】
　リファレンスシグナルに制御基地局及びリモート基地局間において共通に使用させるた
めの系列が含まれることにより、基地局グループによりカバーされるエリアでは共通の系
列が送信されるため、セル端に位置するユーザ装置に対する受信品質を向上させることが
できる。また、制御基地局及びリモート基地局間において共通に使用させるための系列に
基づいてセル切り替えを行うことができるため、基地局グループ内におけるハンドオーバ
処理負荷を低減できる。
【０１０６】
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　また、リファレンスシグナルに制御基地局及びリモート基地局のそれぞれに固有に使用
させるための系列が含まれることにより、ユーザ装置は、各セルにおける受信品質を測定
できる。また、基地局グループに含まれる基地局間のセル切り替えを高速に行うことがで
きる。
【０１０７】
　尚、上述した実施例においては、Evolved　UTRA　and　UTRAN(別名：Long　Term　Evol
ution，或いは，Super　3G）が適用されるシステムにおける例を記載したが、本発明に係
る無線通信システム、ユーザ装置及び方法は、セル間干渉を生じる可能性のある全ての通
信システムにおいて適用することが可能である。
【０１０８】
　説明の便宜上、発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明されるが、特に断り
のない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてよい。
【０１０９】
　以上、本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、各実施例は単なる例示
に過ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。説明
の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、その
ような装置はハードウエアで、ソフトウエアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよ
い。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形
例、修正例、代替例、置換例等が包含される。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】無線通信システムを示す説明図である。
【図２】無線通信システムを示す説明図である。
【図３】一実施例に係る無線通信システムを示す説明図である。
【図４】一実施例に係る無線通信システムにおけるリソース割り当ての一例を示す説明図
である。
【図５】一実施例に係る制御基地局及びリモート基地局を示す部分ブロック図である。
【図６】一実施例に係る制御基地局及びリモート基地局により送信されるリファレンスシ
グナルのマッピングの一例を示す説明図である。
【図７】一実施例に係る制御基地局及びリモート基地局における送信部を示す部分ブロッ
ク図である。
【図８】一実施例に係るユーザ装置を示す部分ブロックである。
【図９】一実施例に係る無線通信システムの動作を示すフロー図である。
【図１０】一実施例に係る無線通信システムの動作を示すフロー図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１００ｎ（１００１、１００２、・・・、１００ｎ）　制御基地局
　１０２　ユーザ情報受信部
　１０４　基地局内情報受信部
　１０６　基地局内情報送信部
　１０８　リソース割り当て決定部
　１１０　割り当て情報送信部
　１１２　送信部
　１１２２　チャネル多重部
　１１２４　逆高速変換部(IFFT:　Inverse　Fast　Fourier　Transform)
　１１４　基地局グループ決定部
　１１６　リファレンスシグナル生成部
　２００ｍ（２００１、２００２、・・・、２００ｍ）　リモート基地局
　２０２　ユーザ情報受信部
　２０４　基地局内情報送信部
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　２０６　割り当て情報受信部
　２０８　送信部
　２１０　リファレンスシグナル生成部
　３００　ユーザ装置
　３０２　高速フーリエ変換部(FFT:　Fast　Fourier　Transform)
　３０４　チャネル分離部
　３０６　チャネル／受信品質推定部
　３０８　共通制御チャネル復調部
　３１０　CQI、PMI及び最適接続基地局の推定部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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