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(57)【要約】
【課題】ＣｏＭＰ送受信技術に適したセルインデックス
情報のシグナリングを実現すること。
【解決手段】特定セルの無線基地局装置は、ＣｏＭＰ送
信において送信ポイントとなる個々の協調セルを示すイ
ンデックス、および、ＣｏＭＰ送信においてジョイント
送信する複数セルの各組み合わせを示すＣｏＭＰセット
のインデックスが、ビットデータにマッピングされてい
るテーブルに基づいて、ジョイント送信する複数セル間
で共用する物理下りリンク制御チャネルに、ＣｏＭＰセ
ットのインデックスを組み込んだ下りリンク制御情報を
生成する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれがセルを形成する複数の無線基地局装置と、前記各無線基地局装置に対して無
線リンクを介して接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムにおいて、
　前記無線通信システムは、
　　前記ユーザ端末に対して複数の無線基地局装置が送信ポイントとなってＣｏＭＰ送信
し、特定セルの無線基地局装置から複数セルの物理下りリンク制御チャネルを送信すると
共に、ＣｏＭＰ送信する全ての無線基地局装置から各セルの物理下りリンク共有データチ
ャネルを送信する伝送モードをサポートし、
　前記特定セルの無線基地局装置は、
　　ＣｏＭＰ送信において送信ポイントとなる個々の協調セルを示すインデックス、およ
び、ＣｏＭＰ送信においてジョイント送信する複数セルの各組み合わせを示すＣｏＭＰセ
ットのインデックスが、ビットデータにマッピングされているテーブルに基づいて、ジョ
イント送信する複数セル間で共用する物理下りリンク制御チャネルに、ＣｏＭＰセットの
インデックスを組み込んだ下りリンク制御情報を生成する生成部と、
　　前記生成した下りリンク制御情報を含んだ各セルの物理下りリンク制御チャネルを送
信する送信部と、を具備し、
　前記ユーザ端末は、
　　前記伝送モードが適用された場合、前記特定セルの無線基地局装置から複数セルの物
理下りリンク制御チャネルを受信すると共に、協調マルチポイント送信する全ての無線基
地局装置から物理下りリンク共有データチャネルを受信する受信部と、
　　受信した物理下りリンク制御チャネルに含まれた下りリンク制御情報に組み込まれて
いるＣｏＭＰセットのインデックスを、前記特定セルの無線基地局装置と同一内容のテー
ブルを用いて分析してＣｏＭＰセットを特定する判定部と、を具備したことを特徴とする
無線通信システム。
【請求項２】
　前記無線通信システムは、
　　前記物理下りリンク制御チャネルの下りリンク制御情報に物理下りリンク制御チャネ
ルのセル識別情報が記述されるキャリアインジケータフィールドが定められ、
　前記特定セルの無線基地局装置は、
　　前記キャリアインジケータフィールドに、協調セルまたはＣｏＭＰセットのインデッ
クスを示すビットデータを記述することを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記テーブルは、通信品質が品質条件を満たさないセルの組み合わせからなるＣｏＭＰ
セットが含まれないように、ビットデータにマッピングされるＣｏＭＰセットが制限され
ることを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記テーブルは、通信品質が品質条件を満たさない協調セルの全部または一部が含まれ
ないように、ビットデータにマッピングされる協調セルまたは当該協調セルを含むＣｏＭ
Ｐセットが制限されることを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記テーブルは、１サブフレームにスケジューリングされる複数セルの物理下りリンク
制御チャネルの下りリンク制御情報のビットサイズが互いに異なる場合、協調セルの全部
または一部が含まれないように、ビットデータにマッピングされる協調セルが制限される
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記テーブルは、ＣｏＭＰ送信において送信ポイントとなる個々の協調セルと、物理下
りリンク共有データチャネルの送信区間となるサブフレーム番号とが組み合わされたイン
デックス、および、ＣｏＭＰセットと物理下りリンク共有データチャネルの送信区間とな
るサブフレーム番号とが組み合わされたインデックスが、ビットデータにマッピングされ
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ていることを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項７】
　ユーザ端末が無線リンクを介して接続する無線基地局装置において、
　前記ユーザ端末に対して他の無線基地局装置と共に送信ポイントとなって協調マルチポ
イント送信するＣｏＭＰ送信をスケジューリングするスケジューラと、
　ＣｏＭＰ送信において、複数セルの物理下りリンク制御チャネルを特定セルから送信す
る場合、送信ポイントとなる個々の協調セルを示すインデックス、および、ジョイント送
信する複数セルの各組み合わせを示すＣｏＭＰセットのインデックスが、ビットデータに
マッピングされているテーブルに基づいて、ジョイント送信する複数セル間で共用する物
理下りリンク制御チャネルに、ＣｏＭＰセットのインデックスを組み込んだ下りリンク制
御情報を生成する生成部と、
　前記生成した下りリンク制御情報を含んだ各セルの物理下りリンク制御チャネルを前記
特定セルから送信する送信部と、を具備したことを特徴とする無線基地局装置。
【請求項８】
　それぞれがセルを形成する複数の無線基地局装置に対して無線リンクを介して接続する
ユーザ端末において、
　前記複数の無線基地局装置が協調マルチポイント送信するＣｏＭＰ送信において、複数
セルの物理下りリンク制御チャネルが特定セルから送信される場合、前記特定セルの無線
基地局装置から複数セルの物理下りリンク制御チャネルを受信すると共に、協調マルチポ
イント送信する全ての無線基地局装置から物理下りリンク共有データチャネルを受信する
受信部と、
　受信した各セルの物理下りリンク制御チャネルに含まれた下りリンク制御情報に組み込
まれている協調セルまたはＣｏＭＰセットのインデックスを、あらかじめ準備されたテー
ブルを用いて分析して協調セルまたはＣｏＭＰセットを特定する判定部と、を備え、
　前記テーブルは、ＣｏＭＰ送信において送信ポイントとなる個々の協調セルを示すイン
デックス、および、ＣｏＭＰ送信においてジョイント送信する複数セルの各組み合わせを
示すＣｏＭＰセットのインデックスが、ビットデータにマッピングされている、
ことを特徴とするユーザ端末。
【請求項９】
　それぞれがセルを形成する複数の無線基地局装置と、前記各無線基地局装置に対して無
線リンクを介して接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムにおける通信制御方法
であって、
　前記ユーザ端末に対して前記複数の無線基地局装置が送信ポイントとなって協調マルチ
ポイント送信するＣｏＭＰ送信をスケジューリングし、
　ＣｏＭＰ送信において、複数セルの物理下りリンク制御チャネルを特定セルから送信す
る場合、送信ポイントとなる個々の協調セルを示すインデックス、および、ジョイント送
信する複数セルの各組み合わせを示すＣｏＭＰセットのインデックスが、ビットデータに
マッピングされているテーブルに基づいて、ジョイント送信する複数セル間で共用する物
理下りリンク制御チャネルに、ＣｏＭＰセットのインデックスを組み込んだ下りリンク制
御情報を生成し、
　前記生成した下りリンク制御情報を含んだ各セルの物理下りリンク制御チャネルを前記
特定セルから送信する、ことを特徴とする通信制御方法。
【請求項１０】
　それぞれがセルを形成する複数の無線基地局装置と、前記各無線基地局装置に対して無
線リンクを介して接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムにおける通信制御方法
であって、
　前記複数の無線基地局装置が協調マルチポイント送信するＣｏＭＰ送信において、複数
セルの物理下りリンク制御チャネルが特定セルから送信される場合、前記特定セルの無線
基地局装置から複数セルの物理下りリンク制御チャネルを受信すると共に、協調マルチポ
イント送信する全ての無線基地局装置から物理下りリンク共有データチャネルを受信し、
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　受信した各セルの物理下りリンク制御チャネルに含まれた下りリンク制御情報に組み込
まれている協調セルまたはＣｏＭＰセットのインデックスを、あらかじめ準備されたテー
ブルを用いて分析して協調セルまたはＣｏＭＰセットを特定し、
　前記テーブルは、ＣｏＭＰ送信において送信ポイントとなる個々の協調セルを示すイン
デックス、および、ＣｏＭＰ送信においてジョイント送信する複数セルの各組み合わせを
示すＣｏＭＰセットのインデックスが、ビットデータにマッピングされている、
ことを特徴とする通信制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、次世代移動通信システムにおける無線通信システム、無線基地局装置、ユー
ザ端末および通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunication　System）ネットワークにおいては
、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、ＨＳＤＰＡ（High　Speed
　Downlink　Packet　Access）やＨＳＵＰＡ（High　Speed　Uplink　Packet　Access）
を採用することにより、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）
をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このＵＭＴＳネ
ットワークについては、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ：Long　Term　Evolution）が検討されている（非特許文献
１）。
【０００３】
　第３世代のシステムは、概して５ＭＨｚの固定帯域を用いて、下り回線で最大２Ｍｂｐ
ｓ程度の伝送レートを実現できる。一方、ＬＴＥシステムでは、１．４ＭＨｚ～２０ＭＨ
ｚの可変帯域を用いて、下り回線で最大３００Ｍｂｐｓおよび上り回線で最大７５Ｍｂｐ
ｓ程度の伝送レートを実現できる。また、ＵＭＴＳネットワークにおいては、さらなる広
帯域化および高速化を目的として、たとえば、ＬＴＥアドバンストまたはＬＴＥエンハン
スメント（以下、「ＬＴＥ－Ａ」と記す）と呼ばれるＬＴＥシステムの後継システムも検
討されている。
【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
　UTRA　and　UTRAN",　Sept.　2006
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌ．１０）において、周波数帯域が異なる複数の搬送波（ＣＣ：Comp
onent　Carrier）を束ねて帯域拡張するための技術として、キャリアアグリゲーションの
採用が合意された。ＬＴＥでは、トラヒックチャネルとして物理下りリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ：Physical　Downlink　Shared　Channel）が規定され、ＰＤＳＣＨ受信に
必要な情報を通知する制御チャネルとして物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ph
ysical　Downlink　Control　Channel）が規定されている。キャリアアグリゲーションに
よって複数のコンポーネントキャリアが用いられる場合、複数のコンポーネントキャリア
（１つのプライマリセル＋最大５つのセカンダリセル）のＰＤＳＣＨに対して１プライマ
リセルのＰＤＣＣＨからスケジューリングを行うクロスキャリアスケジューリングがＬＴ
Ｅ－Ａ（Ｒｅｌ．１０）において採用された。ＰＤＣＣＨによって送信される下りリンク
制御情報はＤＣＩ（Downlink　Control　Information）フォーマットとして詳細が定めら
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れている。ＤＣＩは、ＰＤＣＣＨによって送信される下りリンク制御情報と呼んでもよい
。
【０００６】
　クロスキャリアスケジューリングが適用される場合、プライマリセルにおいてＰＤＣＣ
Ｈを送信可能な無線リソース（先頭ＯＦＤＭシンボルから最大３ＯＦＤＭシンボルまでの
領域であり、制御領域と呼ぶ）には、セカンダリセルのＰＤＣＣＨのＤＣＩが割り当てら
れる。そこで、どのセルのＰＤＳＣＨ受信用のＰＤＣＣＨであるかを識別可能にするため
、ＤＣＩにはセルインデックスを示すＣＩＦ（Cell　Index　Field）が規定されている。
【０００７】
　一方、ＬＴＥシステムに対してさらにシステム性能を向上させるための有望な技術の１
つとして、セル間直交化がある。たとえば、ＬＴＥ－Ａシステムでは、上下リンクとも直
交マルチアクセスによりセル内の直交化が実現されている。すなわち、下りリンクでは、
周波数領域においてユーザ端末ＵＥ（User　Equipment）間が直交化されている。セル間
は、Ｗ－ＣＤＭＡと同様、１セル周波数繰り返しによる干渉ランダム化が図られている。
【０００８】
　そこで、３ＧＰＰ（3rd　Generation　Partnership　Project）では、セル間直交化を
実現するための技術として、協調マルチポイント送受信（ＣｏＭＰ：Coordinated　Multi
-Point　transmission/reception）技術の導入がＬＴＡ－Ａ（Ｒｅｌ．１１）において検
討されている。このＣｏＭＰ技術では、１つあるいは複数のユーザ端末ＵＥに対して複数
のセルが協調して送受信の信号処理を行う。これらのＣｏＭＰ技術の適用により、特にセ
ル端に位置するユーザ端末ＵＥのスループット特製の改善が期待される。
【０００９】
　ＣｏＭＰ送信には、１つのユーザ端末に対して複数セルから同時に共有データチャネル
を送信するジョイント送信（ＪＴ）、ユーザ端末に対する送信セルをダイナミックに切り
替えてデータ送信するＤＰＳ（Dynamic　Point　Selection）、１つのセルからのみ共有
データチャネルを送信するＣＳ（Coordinate　Scheduling）／ＣＢ（Coordinate　Beamfo
rming）といった複数の送信形態がある。
【００１０】
　ところが、ＣｏＭＰ適用時には複数のセル（ＣｏＭＰセット）が、同一周波数帯を用い
てユーザ端末にデータ送信するが、クロスキャリアスケジューリングと同様に、ユーザ端
末は、受信したＤＣＩがどのセルのＰＤＣＣＨのものかを識別する必要がある。したがっ
て、無線基地局は、ユーザ端末に対して、ＰＤＣＣＨがどのセルのＰＤＳＣＨ受信用の情
報であるかを識別するためのＣｏＭＰ情報を通知しなければならないが、ＣｏＭＰ情報は
ＣｏＭＰ形態に対応して変化する。しかも、異なる周波数帯域に対して別のＣｏＭＰセッ
トを設定することも可能であり、ユーザ端末へ通知すべきＣｏＭＰ情報は益々複雑化する
。
【００１１】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、ＣｏＭＰ送受信技術に適したセルイ
ンデックス情報のシグナリングを実現する無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端
末および通信制御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】
【００１２】
　本発明の無線通信システムは、それぞれがセルを形成する複数の無線基地局装置と、前
記各無線基地局装置に対して無線リンクを介して接続するユーザ端末とを備えた無線通信
システムにおいて、前記無線通信システムは、前記ユーザ端末に対して複数の無線基地局
装置が送信ポイントとなってＣｏＭＰ送信し、特定セルの無線基地局装置から複数セルの
物理下りリンク制御チャネルを送信すると共に、ＣｏＭＰ送信する全ての無線基地局装置
から各セルの物理下りリンク共有データチャネルを送信する伝送モードをサポートし、前
記特定セルの無線基地局装置は、ＣｏＭＰ送信において送信ポイントとなる個々の協調セ
ルを示すインデックス、および、ＣｏＭＰ送信においてジョイント送信する複数セルの各
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組み合わせを示すＣｏＭＰセットのインデックスが、ビットデータにマッピングされてい
るテーブルに基づいて、ジョイント送信する複数セル間で共用する物理下りリンク制御チ
ャネルに、ＣｏＭＰセットのインデックスを組み込んだ下りリンク制御情報を生成する生
成部と、前記生成した下りリンク制御情報を含んだ各セルの物理下りリンク制御チャネル
を送信する送信部と、を具備し、前記ユーザ端末は、前記伝送モードが適用された場合、
前記特定セルの無線基地局装置から複数セルの物理下りリンク制御チャネルを受信すると
共に、協調マルチポイント送信する全ての無線基地局装置から物理下りリンク共有データ
チャネルを受信する受信部と、受信した物理下りリンク制御チャネルに含まれた下りリン
ク制御情報に組み込まれているＣｏＭＰセットのインデックスを、前記特定セルの無線基
地局装置と同一内容のテーブルを用いて分析してＣｏＭＰセットを特定する判定部と、を
具備したことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の無線基地局装置は、ユーザ端末が無線リンクを介して接続する無線基地局装置
において、前記ユーザ端末に対して他の無線基地局装置と共に送信ポイントとなって協調
マルチポイント送信するＣｏＭＰ送信をスケジューリングするスケジューラと、ＣｏＭＰ
送信において、複数セルの物理下りリンク制御チャネルを特定セルから送信する場合、送
信ポイントとなる個々の協調セルを示すインデックス、および、ジョイント送信する複数
セルの各組み合わせを示すＣｏＭＰセットのインデックスが、ビットデータにマッピング
されているテーブルに基づいて、ジョイント送信する複数セル間で共用する物理下りリン
ク制御チャネルに、ＣｏＭＰセットのインデックスを組み込んだ下りリンク制御情報を生
成する生成部と、前記生成した下りリンク制御情報を含んだ各セルの物理下りリンク制御
チャネルを前記特定セルから送信する送信部と、を具備したことを特徴とする。
【００１４】
　本発明のユーザ端末は、それぞれがセルを形成する複数の無線基地局装置に対して無線
リンクを介して接続するユーザ端末において、前記複数の無線基地局装置が協調マルチポ
イント送信するＣｏＭＰ送信において、複数セルの物理下りリンク制御チャネルが特定セ
ルから送信される場合、前記特定セルの無線基地局装置から複数セルの物理下りリンク制
御チャネルを受信すると共に、協調マルチポイント送信する全ての無線基地局装置から物
理下りリンク共有データチャネルを受信する受信部と、受信した各セルの物理下りリンク
制御チャネルに含まれた下りリンク制御情報に組み込まれている協調セルまたはＣｏＭＰ
セットのインデックスを、あらかじめ準備されたテーブルを用いて分析して協調セルまた
はＣｏＭＰセットを特定する判定部と、を備え、前記テーブルは、ＣｏＭＰ送信において
送信ポイントとなる個々の協調セルを示すインデックス、および、ＣｏＭＰ送信において
ジョイント送信する複数セルの各組み合わせを示すＣｏＭＰセットのインデックスが、ビ
ットデータにマッピングされている、ことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の通信制御方法は、それぞれがセルを形成する複数の無線基地局装置と、前記各
無線基地局装置に対して無線リンクを介して接続するユーザ端末とを備えた無線通信シス
テムにおける通信制御方法であって、前記ユーザ端末に対して前記複数の無線基地局装置
が送信ポイントとなって協調マルチポイント送信するＣｏＭＰ送信をスケジューリングし
、ＣｏＭＰ送信において、複数セルの物理下りリンク制御チャネルを特定セルから送信す
る場合、送信ポイントとなる個々の協調セルを示すインデックス、および、ジョイント送
信する複数セルの各組み合わせを示すＣｏＭＰセットのインデックスが、ビットデータに
マッピングされているテーブルに基づいて、ジョイント送信する複数セル間で共用する物
理下りリンク制御チャネルに、ＣｏＭＰセットのインデックスを組み込んだ下りリンク制
御情報を生成し、前記生成した下りリンク制御情報を含んだ各セルの物理下りリンク制御
チャネルを前記特定セルから送信する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ＣｏＭＰ送受信技術に適したセルインデックス情報のシグナリングを
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実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】協調マルチポイント送信を説明するための図である。
【図２】システム構成の一例を説明するための図である。
【図３】ＣＩＦテーブルを説明するための図である。
【図４】ＰＤＣＣＨの割り当てを示す図である。
【図５】システム構成の一例を説明するための図である。
【図６】ＣＩＦテーブルを説明するための図である。
【図７】ＰＤＣＣＨの割り当てを示す図である。
【図８】ＣＩＦテーブルを説明するための図である。
【図９】ＰＤＣＣＨの割り当てを示す図である。
【図１０】サーチスペースを説明するための図である。
【図１１】ＣＩＦテーブルを説明するための図である。
【図１２】ＰＤＣＣＨの割り当てを示す図である。
【図１３】システム構成の一例を説明するための図である。
【図１４】ＣＩＦテーブルを説明するための図である。
【図１５】ＰＤＣＣＨの割り当てを示す図である。
【図１６】無線通信システムのシステム構成の説明図である。
【図１７】基地局装置の全体構成の説明図である。
【図１８】ユーザ端末の全体構成の説明図である。
【図１９】基地局装置の機能ブロック図である。
【図２０】ユーザ端末の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　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。
　まず、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌ．１１）において導入が検討されているＣｏＭＰ送受信技術
について、図１を参照して説明する。
【００１９】
　図１ＡはＣｏＭＰ送信の１つであるジョイント送信（以下、ＣｏＭＰ送信（ＪＴ）とも
記す）の概念図である。図１Ａに示すように、ジョイント送信では、１サブフレームにお
いて、１つのユーザ端末ＵＥに対して複数セルから同一の共有データチャネルを同時送信
する。ユーザ端末ＵＥは、１サブフレーム内で、セル１およびセル２の双方の送信セルか
らＰＤＳＣＨを受信する。ユーザ端末ＵＥは、セル１およびセル２で共用するＰＤＣＣＨ
に基づいて、セル１およびセル２からジョイント送信されたＰＤＳＣＨを受信する。本明
細書において、このようなジョイント送信によって同一のＰＤＳＣＨを同時送信するセル
の組み合わせを“セル１＋２”と記す。
【００２０】
　図１ＢはＣｏＭＰ送信の１つであるＤＰＳの概念図である。図１Ｂに示すように、ＤＰ
Ｓでは、１つのユーザ端末ＵＥに対する送信セルをダイナミックに切り替えてＰＤＳＣＨ
を送信する。ユーザ端末ＵＥは、セル１およびセル２からそれぞれ送信されるＰＤＣＣＨ
に基づいて、セル１およびセル２からそれぞれ送信されるＰＤＳＣＨを受信する。
【００２１】
　図１ＣはＣｏＭＰ送信の１つであるＣＳ／ＣＢの概念図である。図１Ｃに示すように、
ＣＳ／ＣＢでは、１サブフレームにおいて、１つのユーザ端末ＵＥに対して１つの送信セ
ルからのみＰＤＳＣＨを送信する。図１Ｃにおいて、あるサブフレームにおいて、一方の
ユーザ端末ＵＥはセル１からＰＤＳＣＨを受信し、他方のユーザ端末ＵＥはセル２からＰ
ＤＳＣＨを受信する。
【００２２】
　以上のＣｏＭＰ技術は、セル端に存在するユーザ端末ＵＥのスループットを改善するの
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に有効であることが確認されている。無線基地局装置ｅＮＢは、ユーザ端末ＵＥから各セ
ルの品質情報をフィードバックさせる。無線基地局装置ｅＮＢは、セルごとの品質情報（
たとえば、ＲＳＲＰ（Reference　Signal　Received　Power）、ＲＳＲＱ（Reference　S
ignal　Received　Quality）または、ＳＩＮＲ（Signal　Interference　plus　Noise　R
atio））の差を求める。セル間の品質情報の差が閾値以下である場合、すなわちセル間の
品質差が小さい場合は、ユーザ端末ＵＥがセル端に存在すると判断することができる。ユ
ーザ端末ＵＥがセル端に存在すると判断した場合はＣｏＭＰ送信を適用する。一方、セル
間の品質情報の差が閾値を超える場合、すなわちセル間の品質差が大きい場合には、いず
れかのセルを形成している無線基地局装置ｅＮＢに近いので、受信品質の高いセルの中央
付近にユーザ端末ＵＥが存在すると判断する。この場合は、ＣｏＭＰ送信を適用しなくて
も高い受信品質を維持できる。
【００２３】
　なお、ＣｏＭＰ送信を適用する場合、ユーザ端末ＵＥは、複数のセルごとのチャネル状
態情報を無線基地局装置ｅＮＢ（サービングセルの無線基地局装置ｅＮＢ）にフィードバ
ックする。一方、ＣｏＭＰ送信を適用しない場合には、ユーザ端末ＵＥは、サービングセ
ルのチャネル状態情報を無線基地局装置ｅＮＢにフィードバックする。
【００２４】
　ここでは、一例として、図２Ａに示すシステム構成（ＨｅｔＮｅＴ環境）においてＣｏ
ＭＰを適用する場合を考える。図２Ａには、広範囲のカバレッジエリアを有するマクロセ
ル（セル０）と、マクロセル（セル０）のカバレッジエリア内に局所的なカバレッジエリ
アを有する複数のピコセル（セル１～３）が配置されている。ピコセル（セル１～３）は
マクロセル（セル０）よりも送信電力が小さいので、小電力セルと呼んでもよい。マクロ
セル（セル０）およびピコセル（セル１～３）には異なる周波数帯域を割り当てることも
できるが、図２Ｂに示すようにピコセル１～３には同一の周波数帯域２が割り当てられる
ものとする。ここでは、マクロセル（セル０）に周波数帯域１を割り当て、ピコセル（セ
ル１～３）には周波数帯域１とは異なる周波数帯域２を割り当てる。
【００２５】
　図２Ａ，Ｂに示すシステム構成において、同一周波数帯域２を用いる複数のピコセル（
セル１～３）に対してＣｏＭＰ送信（ＪＴ）を適用すると、ジョイント送信する複数セル
の組み合わせは、“セル１＋２”，“セル１＋３”，“セル１＋２＋３”，“セル２＋３
”の４通り存在する。
【００２６】
　また、マクロセル（セル０）まで含んだ４つのセル（セル０～３）に対してＣｏＭＰ送
信（ＤＰＳ，ＣＳ／ＣＢ）を適用可能である。ＣｏＭＰ送信する送信セルは、セル０，セ
ル１，セル２，セル３の４通り存在する。
【００２７】
　したがって、図２Ａ，Ｂに示すシステム構成の下でＣｏＭＰ送信を適用しようとすると
、８通りの送信セルまたはその組み合わせが存在する。
【００２８】
　上記したように、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌ．１０）では複数のコンポーネントキャリア（プ
ライマリ＋１つまたは複数のセカンダリセル）を用いたキャリアアグリゲーションにおい
て複数のコンポーネントキャリアのＰＤＳＣＨに対して１セルのＰＤＣＣＨからスケジュ
ーリングを行うクロスキャリアスケジューリングが導入された。クロスキャリアスケジュ
ーリングでは、どのセルのＰＤＳＣＨ受信用のＰＤＣＣＨであるかを識別可能にするため
、ＤＣＩにＣＩＦ（Cell　Index　Field）が規定されている。
【００２９】
　本発明者等は、ＣｏＭＰ適用時における、送信セルまたは送信セルの組み合わせをユー
ザ端末ＵＥへ通知するために、ＤＣＩに規定されたＣＩＦを用いることに着目した。
【００３０】
　まず、４つのセル（セル０～３）に対してＣｏＭＰのＤＰＳ、ＣＳ／ＣＢを適用する場
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合を考える。
【００３１】
　図２Ｃに示すように、ＣｏＭＰのＤＰＳ、ＣＳ／ＣＢにおいても、複数セル（セル０～
３）のＰＤＳＣＨに対して１つのセル（セル０）からスケジューリングを行う場合（クロ
スキャリアスケジューリング）、各セル０～３から送信されるＰＤＳＣＨに対するＰＤＣ
ＣＨ（ＤＣＩ）を、特定セルとなるセル０のＰＤＣＣＨ用リソースを用いて送信すること
ができる。
【００３２】
　クロスキャリアスケジューリングにおいては、特定セルのＰＤＣＣＨ用リソースに集約
されて送信される複数セルのＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）が、どのセルのＰＤＣＣＨであるかを
識別する必要がある。そこで、ＰＤＣＣＨが対応するセルを識別するためのＣＩＦが、各
セルのＰＤＣＣＨのＤＣＩに付加されている。これにより、ＣＩＦを構成するビット情報
に基づいて、ＰＤＣＣＨが対応するセルを識別することができる。
【００３３】
　すなわち、無線基地局装置ｅＮＢとユーザ端末ＵＥとで、図２Ｅに示すような共通のＣ
ＩＦテーブルを保持しておき、無線基地局装置ｅＮＢから通知されるＣＩＦのビット情報
に基づいてＰＤＣＣＨのセルを特定することができる。図２ＤはＰＤＣＣＨに含まれるＤ
ＣＩフォーマットの概念図であり、ＣｏＭＰ送信時における送信セルを示すビットデータ
がＣＩＦに記述された様子を示している。ＣＩＦには３ビットが割り当てられている。
【００３４】
　たとえば、図２Ｅに示すテーブルによれば、受信したＰＤＣＣＨのＤＣＩに含まれたＣ
ＩＦにビット情報（０００）が含まれていれば、セル０のＰＤＳＣＨを受信するためのＰ
ＤＣＣＨであると認識する。同様に、ＣＩＦに含まれたビット情報が（００１），（０１
０），（０１１）である場合には、それぞれＰＤＣＣＨがセル１，２，３のＰＤＳＣＨ受
信用の制御情報であることを示している。
【００３５】
　次に、ＣｏＭＰのジョイント送信における送信セルの組み合わせ（ＣｏＭＰセット）を
どのようにしてユーザ端末ＵＥへシグナリングするのが良いか検討する。図２Ｄに示す例
では、ＣｏＭＰ送信における送信セルが１つの協調セルとなる場合（ＤＰＳ、ＣＳ／ＣＢ
）には、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌ．１０）におけるＣＩＦの考え方をそのまま適用してＣＩＦ
のビット情報を（０００），（００１），（０１０），（０１１）のいずれかに設定する
ことができた。
【００３６】
　ＣｏＭＰのジョイント送信の場合、送信セルの組み合わせ（ＣｏＭＰセット）の形でシ
グナリングすることがオーバーヘッドを低減する観点から望ましい。すなわち、“セル１
＋２“，“セル１＋３“，“セル１＋２＋３“，“セル２＋３“の各ＣｏＭＰセットをユ
ーザ端末ＵＥへシグナリングする。たとえば、図２Ｄに示すように、ＣＩＦを３ビットで
構成した場合、８通りのビットデータを生成可能である。したがって、図２Ｅに示すテー
ブルにおける４通りのＣＩＦのビット情報のほか、４通りのＣＩＦのビット情報は未使用
である。本発明者は、３ビットで構成したＣＩＦに未使用のビットデータリソースがある
ことに着目し、このＣＩＦのビット情報を、ジョイント送信適用時におけるＣｏＭＰセッ
トを示すビットデータに利用することを見出した。
【００３７】
　図３は、未使用であったＣＩＦのビット情報（１００），（１０１），（１１０），（
１１１）を、ジョイント送信の各ＣｏＭＰセットに割り当てたＣＩＦテーブルを示してい
る。同図に示すＣＩＦテーブルは、個別の協調セルとなるセル０～セル３を、ビット情報
（０００），（００１），（０１０），（０１１）にそれぞれマッピングし、各ＣｏＭＰ
セット（セル１＋２），（セル１＋３），（セル１＋２＋３），（セル２＋３）をビット
情報（１００），（１０１），（１１０），（１１１）にそれぞれマッピングしている。
図３に示すＣＩＦテーブルによれば、たとえば、ＣＩＦのビット情報として（１００）が
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検出された場合は、ユーザ端末ＵＥはＣｏＭＰセット（セル１＋２）に対するＰＤＣＣＨ
であると判断でき、当該ＰＤＣＣＨに基づいて、セル１とセル２からジョイント送信され
たＰＤＳＣＨを受信（復調）する。なお、ビット情報（１００），（１０１），（１１０
），（１１１）のいずれかを有するＣＩＦは、ＤＣＩ５に付加される。
【００３８】
　以下、本実施の形態の無線通信システムについて具体的に説明する。図２Ａに示すシス
テム構成において、まず、ユーザ端末ＵＥが制御チャネル（RRC　Connection）を確立す
るときに、サービングセルにおける無線基地局装置ｅＮＢへ自らの端末能力（UE　Capabi
lity）を通知する。
【００３９】
　また、ユーザ端末ＵＥは、生成したチャネル品質情報（ＣＱＩ：Channel　Quality　In
dicator）を無線基地局装置ｅＮＢにフィードバックする。
【００４０】
　無線基地局装置ｅＮＢは、通知されたユーザ端末ＵＥの端末能力に基づいて、接続する
ユーザ端末ＵＥの通信能力を把握する。ユーザ端末ＵＥがＣｏＭＰ送信に対応している場
合には、無線基地局装置ｅＮＢは、ユーザ端末ＵＥにメジャメント候補セルをＲＲＣ（Ra
dio　Resource　Control）プロトコルの制御信号によって通知する。ユーザ端末ＵＥは、
各メジャメント候補セルのＲＳＲＰ（Reference　Signal　Received　Power）などを測定
し、無線基地局装置ｅＮＢに対して、メジャメントレポート（測定報告）結果を、ハイヤ
レイヤシグナリング（たとえば、ＲＲＣシグナリング）で報告する。
【００４１】
　無線基地局装置ｅＮＢは、メジャメントレポート結果に基づいて、メジャメント候補セ
ルの中からＣｏＭＰ候補セルを決定する。このＣｏＭＰ候補セルには、ＣｏＭＰ送信（Ｄ
ＰＳ，ＣＳ／ＣＢ）において送信ポイントとなる個々の協調セル、および、ＣｏＭＰのジ
ョイント送信（ＪＴ）において送信セルとなる複数セルの組み合わせを示すＣｏＭＰセッ
トが含まれる。そして、無線基地局装置ｅＮＢは、ＣｏＭＰ候補セルにおける個々の協調
セル（サービングセルを含む）を示すインデックス、および、ＣｏＭＰセットのインデッ
クスをビットデータにマッピングして、図３に示すようなＣＩＦテーブルを生成する。こ
のＣＩＦテーブルは、たとえば、ＲＲＣシグナリングによって、ユーザ端末ＵＥにシグナ
リングされる。
【００４２】
　また、無線基地局装置ｅＮＢは、ユーザ端末ＵＥからフィードバックされたＣＱＩに基
づいて、ユーザ端末ＵＥに共有データチャネルを送信するＣｏＭＰ送信セルを決定する。
そして、無線基地局装置ｅＮＢは、ＣｏＭＰのジョイント送信を適用する場合は、ジョイ
ント送信（ＪＴ）を行う複数セル間で共用する物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）に、このＣｏＭＰセットのインデックスをＣＩＦに記述した下りリンク制御情報（ＤＣ
Ｉ）を生成する。
【００４３】
　図４は、図２Ａに示すシステム構成において、クロスキャリアスケジューリングを適用
した場合の、ＰＤＣＣＨの割り当てを示す図である。ＣｏＭＰのＤＰＳ，ＣＳ／ＣＢを適
用する場合においては、特定セルとなるセル０のＰＤＣＣＨリソースを用いて、各セル０
～３から送信されるＰＤＳＣＨに対するＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を送信している。
【００４４】
　一方、ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）を適用する場合においては、特定セルとなる
セル０のＰＤＣＣＨを用いて、各ＣｏＭＰセット（セル１＋２），（セル１＋３），（セ
ル１＋２＋３），（セル２＋３）から送信されるＰＤＳＣＨに対するＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ
）を送信している。
【００４５】
　たとえば、ＣｏＭＰのＤＰＳ，ＣＳ／ＣＢが適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セ
ルとしてセル１が選択された場合には、図３に示すテーブルより、このセル１はビット情
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報（００１）にマッピングされているため、特定セルの無線基地局装置ｅＮＢではこのＣ
ＩＦにセル１のビット情報を組み込んだＤＣＩを生成する。そして、図４に示すように、
特定セルであるセル０の無線基地局装置ｅＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送
信する。
【００４６】
　一方、ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）が適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セ
ルとしてＣｏＭＰセット（セル１＋２）が選択された場合には、図３に示すテーブルによ
り、このＣｏＭＰセットはビット情報（１００）にマッピングされているため、特定セル
の無線基地局装置ｅＮＢではこのＣＩＦにＣｏＭＰセット（セル１＋２）のビット情報を
組み込んだＤＣＩを生成する。そして、図４に示すように、特定セルであるセル０の無線
基地局装置ｅＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送信する。
【００４７】
　ユーザ端末ＵＥは、ＣｏＭＰ送信が適用された場合には、特定セルであるセル０の無線
基地局装置ｅＮＢからＰＤＣＣＨを受信するとともに、すべてのＣｏＭＰ送信セルとなる
無線基地局装置から物理下りリンク共有データチャネル（ＰＤＳＣＨ）を受信する。そし
て、特定セルから受信したＰＤＣＣＨに含まれるＤＣＩのＣＩＦに組み込まれているＣｏ
ＭＰ送信セルのインデックスを、図３に示すテーブルを用いて分析し、ＣＩＦのビット情
報からＣｏＭＰ送信セルを特定する。これにより、特定セルから受信したＰＤＣＣＨと送
信セルから受信したＰＤＳＣＨとが対応付けられ、対応付けられたＰＤＣＣＨのＤＣＩに
基づいてＰＤＳＣＨを復調できる。
【００４８】
　以上のとおり、ＣｏＭＰ送信において送信ポイントとなる個々の協調セルを示すインデ
ックス、および、ＣｏＭＰ送信においてジョイント送信する複数セルの各組み合わせを示
すＣｏＭＰセットのインデックスを、ＣＩＦのビットデータにマッピングすることにより
、ＣｏＭＰ送受信技術に適したセルインデックス情報のシグナリングを実現できる。
【００４９】
　ところで、ＣＩＦのビット数を３ビットに固定した場合、システム構成によってはすべ
てのＣｏＭＰセットをＣＩＦのビット情報にマッピングできない可能性がある。図５Ａ，
Ｂは、セル１～３に対してセル４～６を周波数多重したシステム構成を示している。セル
１～３には周波数帯域２を割り当て、セル４～６には周波数帯域３を割り当てている。か
かるシステム構成では、ＣｏＭＰ対象となるセルが全体で７セル存在し、ジョイント送信
するＣｏＭＰセットの対象となるセルが全体で６セル（セル１～セル６）存在する。
【００５０】
　図５に示す場合において、セル１～３を利用したＣｏＭＰ送信（ＪＴ）を行う場合、そ
のＣｏＭＰセットは、“セル１＋２“，“セル１＋３“，“セル１＋２＋３“，“セル２
＋３“の４種類である。また、セル４～６を利用したＣｏＭＰ送信（ＪＴ）を行う場合、
そのＣｏＭＰセットは、“セル４＋５“，“セル４＋６“，“セル４＋５＋６“，“セル
５＋６“の４種類である。これらに加えて、ジョイント送信以外のＣｏＭＰ送信（ＤＰＳ
，ＣＳ／ＣＢ）を行うセルは、セル０，セル１，セル２，セル３の４種類である。すなわ
ち、計１２種類のセル情報を８種類のＣＩＦのビット情報を用いて示す必要があり、ＣＩ
Ｆのビット情報が不足する。
【００５１】
＜第１のテーブル構成方法＞
　第１の方法としては、受信品質（たとえば、ＲＳＲＰ：Reference　Signal　Received
　Power）が低いセルで構成されるＣｏＭＰセットを除いて、ＣＩＦテーブルを構成する
方法が挙げられる。この場合には、無線基地局装置ｅＮＢは、ユーザ端末ＵＥによるメジ
ャメントの結果を利用して、受信品質が高いセルをＣｏＭＰセットの候補として決定する
。
【００５２】
　この場合のテーブル構成方法について具体的に説明する。図５Ａに示すシステム構成に
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おいて、無線基地局装置ｅＮＢは、ユーザ端末ＵＥにメジャメント候補セルをＲＲＣ（Ra
dio　Resource　Control）プロトコルの制御信号によって通知する。ユーザ端末ＵＥは、
各メジャメント候補セルのＲＳＲＰなどを測定し、無線基地局装置ｅＮＢに対して、メジ
ャメントレポート（測定報告）結果を、ハイヤレイヤシグナリング（たとえば、ＲＲＣシ
グナリング）で報告する。
【００５３】
　無線基地局装置ｅＮＢは、メジャメントレポート結果に基づいて、メジャメント候補セ
ルの中からＣｏＭＰ候補セルを決定する。ＣｏＭＰ候補セルは、たとえば、通信品質が品
質条件を満たさない組み合わせからなるＣｏＭＰセットが含まれないように決定される。
品質条件を満たすか否かは、たとえば、当該メジャメント候補セルのＲＳＲＰが閾値を上
回ったか否か、あるいは、メジャメント候補セルにおけるＲＳＲＰの大小関係によって推
定する。
【００５４】
　たとえば、図５Ａに示すシステム構成において、セル３の受信品質が相対的に低く、Ｒ
ＳＲＰＣｅｌｌ１＞ＲＳＲＰＣｅｌｌ２＞ＲＳＲＰＣｅｌｌ３という関係が成り立つ場合
には、セル３を含むＣｏＭＰセット、すなわち、“セル１＋３“および“セル２＋３“を
除いて、“セル１＋２“および“セル１＋２＋３“の２つのＣｏＭＰセットをＣｏＭＰ候
補セルと決定する。
【００５５】
　同様に、セル６の受信品質が低く、ＲＳＲＰＣｅｌｌ４＞ＲＳＲＰＣｅｌｌ５＞ＲＳＲ
ＰＣｅｌｌ６という関係が成り立つ場合には、セル６を含むＣｏＭＰセット、すなわち、
“セル４＋６“および“セル５＋６“を除いて、“セル４＋５“および“セル４＋５＋６
“の２つのＣｏＭＰセットをＣｏＭＰ候補セルと決定する。
【００５６】
　なお、セル１～３においてＣｏＭＰ送信（ＪＴ）を行うか、セル４～６においてＣｏＭ
Ｐ送信（ＪＴ）を行うかは、無線基地局装置ｅＮＢが通信環境やユーザ端末からの要求に
応じて自在に決めることができる。
【００５７】
　そして、無線基地局装置ｅＮＢは、ＣｏＭＰ候補セルに選択された個々の協調セルを示
すインデックス、および、ＣｏＭＰセットのインデックスをビットデータにマッピングし
て、図６に示すようなＣＩＦテーブルを生成する。図６に示すＣＩＦテーブルは、個別の
協調セルとなるセル０～セル３を、ビット情報（０００），（００１），（０１０），（
０１１）にそれぞれマッピングし、各ＣｏＭＰセット（セル１＋２），（セル１＋２＋３
），（セル４＋５），（セル４＋５＋６）をビット情報（１００），（１０１），（１１
０），（１１１）にそれぞれマッピングしている。なお、ビット情報（１００），（１０
１）のいずれかを有するＣＩＦは、ＤＣＩ５に付加される。また、ビット情報（１１０）
，（１１１）のいずれかを有するＣＩＦは、ＤＣＩ６に付加される。
【００５８】
　図６に示すＣＩＦテーブルによれば、たとえば、ＣＩＦのビット情報として（１００）
が検出された場合は、ユーザ端末ＵＥはＣｏＭＰセット（セル１＋２）に対するＰＤＣＣ
Ｈであると判断でき、当該ＰＤＣＣＨに基づいて、セル１とセル２からジョイント送信さ
れたＰＤＳＣＨを受信（復調）する。このＣＩＦテーブルは、たとえば、ＲＲＣシグナリ
ングによって、ユーザ端末ＵＥにシグナリングされる。
【００５９】
　また、無線基地局装置ｅＮＢは、ユーザ端末ＵＥからフィードバックされたＣＱＩに基
づいて、ユーザ端末ＵＥに共有データチャネルを送信するＣｏＭＰ送信セルを決定する。
そして、無線基地局装置ｅＮＢは、ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）を適用する場合は
、ＣｏＭＰセットを構成する複数セル間で共用する物理リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）に、このＣｏＭＰセットのインデックスをＣＩＦに記述した下りリンク制御情報（ＤＣ
Ｉ）を生成する。
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【００６０】
　図７は、図５Ａに示すシステム構成において、クロスキャリアスケジューリングを適用
した場合の、ＰＤＣＣＨの割り当てを示す図である。ＣｏＭＰのＤＰＳ，ＣＳ／ＣＢを適
用する場合においては、特定セルとなるセル０のＰＤＣＣＨリソースを用いて、各セル０
～３から送信されるＰＤＳＣＨに対するＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を送信している。
【００６１】
　一方、ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）を適用する場合においては、特定セルとなる
セル０のＰＤＣＣＨを用いて、各ＣｏＭＰセット（セル１＋２），（セル１＋２＋３），
（セル４＋５），（セル４＋５＋６）から送信されるＰＤＳＣＨに対するＰＤＣＣＨ（Ｄ
ＣＩ）を送信している。
【００６２】
　たとえば、ＣｏＭＰのＤＰＳ，ＣＳ／ＣＢが適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セ
ルとしてセル１が選択された場合には、図６に示すテーブルより、このセル１はビット情
報（００１）にマッピングされているため、特定セルの無線基地局装置ｅＮＢではこのＣ
ＩＦにセル１のビット情報を組み込んだＤＣＩを生成する。そして、図７に示すように、
特定セルであるセル０の無線基地局装置ｅＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送
信する。
【００６３】
　一方、ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）が適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セ
ルとしてのＣｏＭＰセット（セル１＋２）が選択された場合には、図６に示すテーブルに
より、このＣｏＭＰセットはビット情報（１００）にマッピングされているため、特定セ
ルの無線基地局装置ｅＮＢではこのＣＩＦにＣｏＭＰセット（セル１＋２）のビット情報
を組み込んだＤＣＩを生成する。そして、図７に示すように、特定セルであるセル０の無
線基地局装置ｅＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送信する。
【００６４】
　また、ＣｏＭＰ送信（ＪＴ）が適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セルとしてＣｏ
ＭＰセット（セル４＋５）が選択された場合には、図６に示すテーブルにより、このＣｏ
ＭＰセットはビット情報（１１０）にマッピングされているため、特定セルの無線基地局
装置ｅＮＢではこのＣＩＦにＣｏＭＰセット（セル４＋５）のビット情報を組み込んだＤ
ＣＩを生成する。そして、図７に示すように、特定セルであるセル０の無線基地局装置ｅ
ＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送信する。
【００６５】
　ユーザ端末ＵＥは、ＣｏＭＰ送信が適用された場合には、特定セルであるセル０の無線
基地局装置ｅＮＢからＰＤＣＣＨを受信するとともに、すべてのＣｏＭＰ送信セルとなる
無線基地局装置から物理下りリンク共有データチャネル（ＰＤＳＣＨ）を受信する。そし
て、特定セルから受信したＰＤＣＣＨに含まれるＤＣＩのＣＩＦに組み込まれているＣｏ
ＭＰ送信セルのインデックスを、図６に示すテーブルを用いて分析し、ＣｏＭＰ送信セル
を特定する。これにより、特定セルから受信したＰＤＣＣＨと送信セルから受信したＰＤ
ＳＣＨとが対応付けられ、対応付けられたＰＤＣＣＨのＤＣＩに基づいてＰＤＳＣＨを復
調できる。
【００６６】
　これにより、ＣＩＦのビット情報が不足する場合であっても、ＣｏＭＰ候補セルをマッ
ピングしたＣＩＦテーブルを生成し、クロスキャリアスケジューリングを行うことが可能
となる。
【００６７】
＜第２のテーブル構成方法＞
　第２の方法としては、受信品質（たとえば、ＲＳＲＰ）が低いセルを取り除いて、ＣＩ
Ｆテーブルを構成する方法が挙げられる。この場合には、無線基地局装置ｅＮＢは、ユー
ザ端末ＵＥによるメジャメントの結果を利用して、受信品質が高いセルをＣｏＭＰセル候
補として決定する。
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【００６８】
　この場合のテーブル構成方法について具体的に説明する。図５Ａに示すシステム構成に
おいて、無線基地局装置ｅＮＢは、ユーザ端末ＵＥにメジャメント候補セルをＲＲＣプロ
トコルの制御信号によって通知する。ユーザ端末ＵＥは、各メジャメント候補セルのＲＳ
ＲＰなどを測定し、無線基地局装置ｅＮＢに対して、メジャメントレポート（測定報告）
結果を、ハイヤレイヤシグナリング（たとえば、ＲＲＣシグナリング）で報告する。
【００６９】
　無線基地局装置ｅＮＢは、メジャメントレポート結果に基づいて、メジャメント候補セ
ルの中からＣｏＭＰ候補セルを決定する。ＣｏＭＰ候補セルは、たとえば、通信品質が品
質条件を満たさない協調セルの全部または一部が含まれないように決定される。品質条件
を満たすか否かは、たとえば、当該メジャメント候補セルのＲＳＲＰが閾値を上回ったか
否か、あるいは、メジャメント候補セルにおけるＲＳＲＰの大小関係によって推定する。
【００７０】
　たとえば、図５Ａに示すシステム構成において、セル３の受信品質が相対的に低く、Ｒ
ＳＲＰＣｅｌｌ１＞ＲＳＲＰＣｅｌｌ２＞ＲＳＲＰＣｅｌｌ３という関係が成り立つ場合
には、セル３をセル３をユーザ端末ＵＥに対する送受信の信号処理には使用しないよう取
り除く。これにより、セル３がＣｏＭＰ候補セルとなること、および、セル３を含むＣｏ
ＭＰセットがＣｏＭＰ候補セルとなることが制限される。
【００７１】
　そして、無線基地局装置ｅＮＢは、セル３を除いてＣｏＭＰ候補セルに選択された個々
の協調セルを示すインデックス、および、ＣｏＭＰセットのインデックスをビットデータ
にマッピングして、図８に示すようなＣＩＦテーブルを生成する。図８に示すＣＩＦテー
ブルは、個別の協調セルとなるセル０～セル２を、ビット情報（０００），（００１），
（０１０）にそれぞれマッピングし、各ＣｏＭＰセット（セル１＋２），（セル４＋５）
，（セル４＋６），（セル５＋６），（セル４＋５＋６）をビット情報（０１１），（１
００），（１０１），（１１０），（１１１）にそれぞれマッピングしている。なお、ビ
ット情報（０１１）を有するＣＩＦは、ＤＣＩ５に付加される。また、ビット情報（１０
０），（１０１），（１１０），（１１１）のいずれかを有するＣＩＦは、ＤＣＩ６に付
加される。
【００７２】
　図８に示すＣＩＦテーブルによれば、たとえば、ＣＩＦのビット情報として（１００）
が検出された場合は、ユーザ端末ＵＥはＣｏＭＰセット（セル４＋５）に対するＰＤＣＣ
Ｈであると判断でき、当該ＰＤＣＣＨに基づいて、セル４とセル５からジョイント送信さ
れたＰＤＳＣＨを受信（復調）する。このＣＩＦテーブルは、たとえば、ＲＲＣシグナリ
ングによって、ユーザ端末ＵＥにシグナリングされる。
【００７３】
　また、無線基地局装置ｅＮＢは、ユーザ端末ＵＥからフィードバックされたＣＱＩに基
づいて、ユーザ端末ＵＥに共有データチャネルを送信するＣｏＭＰ送信セルを決定する。
そして、無線基地局装置ｅＮＢは、ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）を適用する場合は
、ＣｏＭＰセットを構成する複数セル間で共用する物理リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）に、このＣｏＭＰセットのインデックスをＣＩＦに記述した下りリンク制御情報（ＤＣ
Ｉ）を生成する。
【００７４】
　図９は、図５Ａに示すシステム構成において、クロスキャリアスケジューリングを適用
した場合の、ＰＤＣＣＨの割り当てを示す図である。ＣｏＭＰのＤＰＳ，ＣＳ／ＣＢを適
用する場合においては、特定セルとなるセル０のＰＤＣＣＨリソースを用いて、各セル０
～２から送信されるＰＤＳＣＨに対するＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を送信している。
【００７５】
　一方、ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）を適用する場合においては、特定セルとなる
セル０のＰＤＣＣＨを用いて、各ＣｏＭＰセット（セル１＋２），（セル４＋５），（セ
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ル４＋６），（セル５＋６），（セル４＋５＋６）から送信されるＰＤＳＣＨに対するＰ
ＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を送信している。
【００７６】
　たとえば、ＣｏＭＰのＤＰＳ，ＣＳ／ＣＢが適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セ
ルとしてセル１が選択された場合には、図８に示すテーブルより、このセル１はビット情
報（００１）にマッピングされているため、特定セルの無線基地局装置ｅＮＢではこのＣ
ＩＦにセル１のビット情報を組み込んだＤＣＩを生成する。そして、図９に示すように、
特定セルであるセル０の無線基地局装置ｅＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送
信する。
【００７７】
　一方、ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）が適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セ
ルとしてのＣｏＭＰセット（セル１＋２）が選択された場合には、図８に示すテーブルに
より、このＣｏＭＰセットはビット情報（０１１）にマッピングされているため、特定セ
ルの無線基地局装置ｅＮＢではこのＣＩＦにＣｏＭＰセット（セル１＋２）のビット情報
を組み込んだＤＣＩを生成する。そして、図９に示すように、特定セルであるセル０の無
線基地局装置ｅＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送信する。
【００７８】
　また、ＣｏＭＰ送信（ＪＴ）が適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セルとしてＣｏ
ＭＰセット（セル４＋５）が選択された場合には、図８に示すテーブルにより、このＣｏ
ＭＰセットはビット情報（１００）にマッピングされているため、特定セルの無線基地局
装置ｅＮＢではこのＣＩＦにＣｏＭＰセット（セル４＋５）のビット情報を組み込んだＤ
ＣＩを生成する。そして、図９に示すように、特定セルであるセル０の無線基地局装置ｅ
ＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送信する。
【００７９】
　ユーザ端末ＵＥは、ＣｏＭＰ送信が適用された場合には、特定セルであるセル０の無線
基地局装置ｅＮＢからＰＤＣＣＨを受信するとともに、すべてのＣｏＭＰ送信セルとなる
無線基地局装置から物理下りリンク共有データチャネル（ＰＤＳＣＨ）を受信する。そし
て、特定セルから受信したＰＤＣＣＨに含まれるＤＣＩのＣＩＦに組み込まれているＣｏ
ＭＰ送信セルのインデックスを、図８に示すテーブルを用いて分析し、ＣｏＭＰ送信セル
を特定する。これにより、特定セルから受信したＰＤＣＣＨと送信セルから受信したＰＤ
ＳＣＨとが対応付けられ、対応付けられたＰＤＣＣＨのＤＣＩに基づいてＰＤＳＣＨを復
調できる。
【００８０】
　これにより、ＣＩＦのビット情報が不足する場合であっても、ＣｏＭＰ候補セルをマッ
ピングしたＣＩＦテーブルを生成し、クロスキャリアスケジューリングを行うことが可能
となる。
【００８１】
＜第３のテーブル構成方法＞
　図１０にキャリアアグリゲーションにおいてＤＣＩサイズが異なる場合の各セルのサー
チスペース割り当て例を示している。システム帯域、ＤＣＩフォーマットの種別が異なる
ことに起因してＤＣＩサイズが異なる可能性がある。図１０に示す例では、セル０～セル
３のＤＣＩサイズが異なっている。
【００８２】
　この場合、図１０に示すように、セル０～セル３のサーチスペースＳＳ１～ＳＳ４が、
互いに異なる領域に配置される。たとえば、ユーザ端末ＵＥは、セル０に割り当てられた
サーチスペースＳＳ１をセル０のＤＣＩサイズに基づいてブラインドデコーディングし、
セル０のＤＣＩを復号する。他のセル１～セル３についても同様に、セル１～３にそれぞ
れ割り当てられたサーチスペースＳＳ２～ＳＳ４をセル１～３のＤＣＩサイズに基づいて
ブラインドデコーディングし、セル１～３のＤＣＩを復号する。
【００８３】
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　したがって、ユーザ端末ＵＥでは、サイズの異なるＤＣＩによってサーチスペースを識
別することにより、ＰＤＳＣＨが割り当てられるシングルセル（セル０～３）を判定する
ことができる。したがって、これらのサーチスペースによって判定できるセルのインデッ
クスは、ＣＩＦテーブルにおいてビットデータにマッピングする必要がない。
【００８４】
　そこで、無線基地局装置ｅＮＢは、ＣＩＦテーブルに登録するＣｏＭＰ候補セルからサ
ーチスペースによって判定できる個別のセル（図１０のセル０～セル３）を除外する。無
線基地局装置ｅＮＢは、サーチスペースによって判定できるセルを除いて、ユーザ端末Ｕ
Ｅからのメジャメントレポート結果に基づいて、メジャメント候補セルの中からＣｏＭＰ
候補セルを決定して、図１１に示すようなＣＩＦテーブルを生成する。図１１に示すＣＩ
Ｆテーブルは、各ＣｏＭＰセット（セル１＋２），（セル１＋３），（セル１＋２＋３）
，（セル２＋３），（セル４＋５），（セル４＋６），（セル５＋６），（セル４＋５＋
６）をビット情報（０００），（００１），（０１０），（０１１），（１００），（１
０１），（１１０），（１１１）にそれぞれマッピングしている。なお、ビット情報（０
００），（００１），（０１０），（０１１）のいずれかを有するＣＩＦは、ＤＣＩ５に
付加される。また、ビット情報（１００），（１０１），（１１０），（１１１）のいず
れかを有するＣＩＦは、ＤＣＩ６に付加される。
【００８５】
　図１１に示すＣＩＦテーブルによれば、たとえば、ＣＩＦのビット情報として（１００
）が検出された場合は、ユーザ端末ＵＥはＣｏＭＰセット（セル４＋５）に対するＰＤＣ
ＣＨであると判断でき、当該ＰＤＣＣＨに基づいて、セル４とセル５からジョイント送信
されたＰＤＳＣＨを受信（復調）する。このＣＩＦテーブルは、たとえば、ＲＲＣシグナ
リングによって、ユーザ端末ＵＥにシグナリングされる。
【００８６】
　また、無線基地局装置ｅＮＢは、ユーザ端末ＵＥからフィードバックされたＣＱＩに基
づいて、ユーザ端末ＵＥに共有データチャネルを送信するＣｏＭＰ送信セルを決定する。
このＣｏＭＰ送信セルが、サーチスペースによって識別できる場合には、サーチスペース
を活用してシグナリングすればよい。ＣｏＭＰ送信セルが、サーチスペースによって識別
できない場合には、無線基地局装置ｅＮＢは、ＣＩＦテーブルに登録されたＣｏＭＰ候補
がＣｏＭＰのジョイント送信に含まれている場合には、当該ジョイント送信（ＪＴ）を行
う複数セル間で共用する物理リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に、このＣｏＭＰセット
のインデックスをＣＩＦに記述した下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を生成する。
【００８７】
　図１２は、クロスキャリアスケジューリングを適用した場合の、ＰＤＣＣＨの割り当て
を示す図である。ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）を適用する場合においては、特定セ
ルとなるセル０のＰＤＣＣＨを用いて、各ＣｏＭＰセット（セル１＋２），（セル１＋３
），（セル１＋２＋３），（セル２＋３），（セル４＋５），（セル４＋６），（セル５
＋６），（セル４＋５＋６）から送信されるＰＤＳＣＨに対するＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を
送信している。
【００８８】
　ＣｏＭＰのジョイント送信（ＪＴ）が適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セルとし
てのＣｏＭＰセット（セル１＋２）が選択された場合には、図１１に示すテーブルにより
、このＣｏＭＰセットはビット情報（０００）にマッピングされているため、特定セルの
無線基地局装置ｅＮＢではこのＣＩＦにＣｏＭＰセット（セル１＋２）のビット情報を組
み込んだＤＣＩを生成する。そして、図１２に示すように、特定セルであるセル０の無線
基地局装置ｅＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送信する。
【００８９】
　また、ＣｏＭＰ送信（ＪＴ）が適用される場合であって、ＣｏＭＰ送信セルとしてＣｏ
ＭＰセット（セル４＋５）が選択された場合には、図１１に示すテーブルにより、このＣ
ｏＭＰセットはビット情報（１００）にマッピングされているため、特定セルの無線基地
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局装置ｅＮＢではこのＣＩＦにＣｏＭＰセット（セル４＋５）のビット情報を組み込んだ
ＤＣＩを生成する。そして、図１２に示すように、特定セルであるセル０の無線基地局装
置ｅＮＢから、このＤＣＩを含んだＰＤＣＣＨを送信する。
【００９０】
　ユーザ端末ＵＥは、ＣｏＭＰ送信が適用された場合には、特定セルであるセル０の無線
基地局装置ｅＮＢからＰＤＣＣＨを受信するとともに、すべてのＣｏＭＰ送信セルとなる
無線基地局装置から物理下りリンク共有データチャネル（ＰＤＳＣＨ）を受信する。そし
て、特定セルから受信したＰＤＣＣＨに含まれるＤＣＩのＣＩＦに組み込まれているＣｏ
ＭＰ送信セルのインデックスを、図１１に示すテーブルを用いて分析し、ＣｏＭＰ送信セ
ルを特定する。これにより、特定セルから受信したＰＤＣＣＨと送信セルから受信したＰ
ＤＳＣＨとが対応付けられ、対応付けられたＰＤＣＣＨのＤＣＩに基づいてＰＤＳＣＨを
復調できる。
【００９１】
　これにより、ＣＩＦのビット情報で示すべきＣｏＭＰ候補セルの数を減らすことが可能
となる。
【００９２】
＜第４のテーブル構成方法＞
　ＣＩＦテーブルに登録されるセルインデックスにサブフレーム情報が含まれるように拡
張してもよい。すなわち、送信セルまたはＣｏＭＰセットの情報だけでなく、所定区間内
のサブフレーム番号まで含めてビットデータにマッピングする。
【００９３】
　たとえば、ＣＩＦのビット数を３ビットに固定した場合、システム構成によってはＣＩ
Ｆテーブル上に未使用のＣＩＦのビット情報が存在する可能性がある。図１３Ａには、広
範囲のカバレッジエリアを有するマクロセル（セル０）と局所的なカバレッジエリアを有
する複数のピコセル（セル１，２）とが組み合わせて配置されている。マクロセル（セル
０）およびピコセル（セル１，２）には異なる周波数帯域を割り当てることもできるが、
図１３Ｂに示すようにピコセル１，２には同一の周波数帯域２が割り当てられるものとす
る。ここでは、マクロセル（セル０）に周波数帯域１を割り当て、ピコセル（セル１，２
）には周波数帯域１とは異なる周波数帯域２を割り当てる。
【００９４】
　図１３Ａ，Ｂに示すシステム構成において、同一周波数帯域２を用いる複数のピコセル
（セル１，２）に対してＣｏＭＰ送信（ＪＴ）を適用する場合、ジョイント送信する複数
セルの組み合わせは、“セル１＋２”のみである。また、マクロセル（セル０）まで含ん
だ３つのセル（セル０～２）に対してＣｏＭＰ送信（ＤＰＳ，ＣＳ／ＣＢ）を適用可能で
ある。この場合のＣｏＭＰ送信する送信セルは、セル０，セル１，セル２の３通り存在す
る。
【００９５】
　したがって、図１３Ａ，Ｂに示すシステム構成の下でＣｏＭＰ送信を適用しようとする
と、４通りの送信セルまたはその組み合わせが存在する。ＣＩＦを３ビットで構成した場
合、８通りのビットデータを生成可能であるため、この場合には未使用のビットデータリ
ソースが生じている。たとえば、ＣＩＦのビット情報（０００），（００１），（０１０
），（０１１）を図１３Ａ，Ｂに示すシステム構成におけるＣｏＭＰ候補セルのマッピン
グに使用した場合には、ＣＩＦのビット情報（１００），（１０１），（１１０），（１
１１）が未使用となる。
【００９６】
　この場合、未使用のビットデータリソースは、クロスサブフレームスケジューリングに
利用することができる。図１４は、ＣＩＦのビット情報（０００），（００１），（０１
０），（０１１）に、サブフレームＮにおけるＣｏＭＰ候補セル（セル０），（セル１）
，（セル２），（セル１＋２）をそれぞれマッピングし、未使用であったＣＩＦのビット
情報（１００），（１０１），（１１０），（１１１）に、サブフレームＮ＋１における
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ＣｏＭＰ候補セル（セル０），（セル１），（セル２），（セル１＋２）をそれぞれマッ
ピングした、クロスサブフレームスケジューリングにおけるＣＩＦテーブルを示している
。すなわち、ユーザ端末があるサブフレームで受信したＰＤＣＣＨが、いずれのセルの何
番目のサブフレームの制御情報であるかを識別できる。
【００９７】
　無線基地局装置ｅＮＢは、サブフレームＮおよびサブフレームＮ＋１間のクロスサブフ
レームスケジューリングを行う複数セル間で共用する物理リンク制御チャネル（ＰＤＣＣ
Ｈ）に、ＣｏＭＰ送信セルのインデックスを組み込んだ下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を
生成する。このように生成されたＤＣＩを含んだ各セルのＰＤＣＣＨは、図１５に示すよ
うに、サブフレームＮにおけるセル０の無線基地局装置ｅＮＢからサブフレームＮにおけ
る複数セル、または、サブフレームＮ＋１における複数セルへ送信される。
【００９８】
　これにより、複数サブフレーム間でＣｏＭＰ送信セルのインデックスを指定することが
可能となる。
【００９９】
（無線通信システム）
　ここで、本実施の形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図１６は、本
実の形態に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図１６に示す無
線通信システムは、たとえば、ＬＴＥシステムあるいは、ＳＵＰＥＲ　３Ｇが包含される
システムである。この無線通信システムでは、ＬＴＥシステムのシステム帯域を一単位と
する複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている
。また、この無線通信システムは、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄと呼ばれてもよいし、４Ｇ
と呼ばれてもよい。
【０１００】
　図１６に示すように、無線通信システム１は、各送信ポイントの基地局装置２０Ａ，２
０Ｂと、この基地局装置２０Ａ，２０Ｂと通信するユーザ端末１０とを含んで構成されて
いる。基地局装置２０Ａ，２０Ｂは、上位局装置３０と接続され、この上位局装置３０は
、コアネットワーク４０と接続される。また、基地局装置２０Ａ，２０Ｂは、有線接続ま
たは無線接続により相互に接続されている。ユーザ端末１０は、送信ポイントである基地
局装置２０Ａ，２０Ｂと通信を行うことができる。なお、上位局装置３０には、たとえば
、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、モビリティマ
ネジメントエンティティ（ＭＭＥ）などが含まれるが、これに限定されない。
【０１０１】
　ユーザ端末１０は、既存端末（Rel.10LTE）およびサポート端末（たとえば、Rel.11LTE
）を含むが、以下においては、特段の断りがない限りユーザ端末として説明を進める。ま
た、説明の便宜上、基地局装置２０Ａ，２０Ｂと無線通信するのはユーザ端末１０である
ものとして説明する。
【０１０２】
　無線通信システム１においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦ
ＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）が、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）が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれ
に限定されない。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、システム帯域を端末ごとに１つまたは連続したリソースブロッ
クからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉
を低減するシングルキャリア伝送方式である。
【０１０３】
　ここで、通信チャネルについて説明する。下りリンクの通信チャネルは、ユーザ端末１
０で共有される下りデータチャネルとしてのＰＤＳＣＨと、下りＬ１／Ｌ２制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ）とを有する。ＰＤＳＣＨにより、送信データ
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および上位制御情報が伝送される。ＰＤＣＣＨにより、ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨのス
ケジューリング情報などが伝送される。ＰＣＦＩＣＨ（Physical　Control　Format　Ind
icator　Channel）により、ＰＤＣＣＨに用いるＯＦＤＭシンボル数が伝送される。ＰＨ
ＩＣＨ（Physical　Hybrid-ARQ　Indicator　Channel）により、ＰＵＳＣＨに対するＨＡ
ＲＱのＡＣＫ/ＮＡＣＫが伝送される。
【０１０４】
　上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末で共有される上りデータチャネルとしての
ＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　Shared　Channel）と、上りリンクの制御チャネルであ
るＰＵＣＣＨ（Physical　Uplink　Control　Channel）とを有する。このＰＵＳＣＨによ
り、送信データや上位制御情報が伝送される。また、ＰＵＣＣＨにより、下りリンクのチ
ャネル状態情報（ＣＳＩ（ＣＱＩなどを含む））、ＡＣＫ／ＮＡＣＫなどが伝送される。
【０１０５】
　図１７を参照しながら、本実施の形態に係る基地局装置の全体構成について説明する。
なお、基地局装置２０Ａ，２０Ｂは、同様な構成であるため、基地局装置２０として説明
する。基地局装置２０は、送受信アンテナ２０１と、アンプ部２０２と、送受信部（通知
部）２０３と、ベースバンド信号処理部２０４と、呼処理部２０５と、伝送路インターフ
ェース２０６とを備えている。下りリンクにより基地局装置２０からユーザ端末に送信さ
れる送信データは、上位局装置３０から伝送路インターフェース２０６を介してベースバ
ンド信号処理部２０４に入力される。
【０１０６】
　ベースバンド信号処理部２０４において、下りデータチャネルの信号は、ＰＤＣＰレイ
ヤの処理、送信データの分割・結合、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）再送制御の送信処
理などのＲＬＣレイヤの送信処理、ＭＡＣ（Medium　Access　Control）再送制御、たと
えば、ＨＡＲＱの送信処理、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
、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse　Fast　Fourier　Transform）処理、プリコ
ーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チ
ャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われ
る。
【０１０７】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、報知チャネルにより、同一送信ポイントに接
続するユーザ端末１０に対して、各ユーザ端末１０が基地局装置２０との無線通信するた
めの制御情報を通知する。当該送信ポイントにおける通信のための情報には、たとえば、
上りリンクまたは下りリンクにおけるシステム帯域幅や、ＰＲＡＣＨ（Physical　Random
　Access　Channel）におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのル
ート系列の識別情報（Root　Sequence　Index）などが含まれる。
【０１０８】
　送受信部２０３は、ベースバンド信号処理部２０４から出力されたベースバンド信号を
無線周波数帯に変換する。アンプ部２０２は周波数変換された無線周波数信号を増幅して
送受信アンテナ２０１へ出力する。
【０１０９】
　一方、上りリンクによりユーザ端末１０から基地局装置２０に送信される信号について
は、送受信アンテナ２０１で受信された無線周波数信号がアンプ部２０２で増幅され、送
受信部２０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部
２０４に入力される。
【０１１０】
　ベースバンド信号処理部２０４は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる
送信データに対して、ＦＦＴ処理、ＩＤＦＴ処理、誤り訂正復号、ＭＡＣ再送制御の受信
処理、ＲＬＣレイヤ、ＰＤＣＰレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インタ
ーフェース２０６を介して上位局装置３０に転送される。
【０１１１】
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　呼処理部２０５は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、基地局装置２０の状態
管理や、無線リソースの管理を行う。
【０１１２】
　次に、図１８を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成について説明
する。ユーザ端末１０は、送受信アンテナ１０１と、アンプ部１０２と、送受信部（受信
部）１０３と、ベースバンド信号処理部１０４と、アプリケーション部１０５とを備えて
いる。
【０１１３】
　下りリンクのデータについては、送受信アンテナ１０１で受信された無線周波数信号が
アンプ部１０２で増幅され、送受信部１０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換
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１０４でＦＦＴ処理や、誤り
訂正復号、再送制御の受信処理などがなされる。この下りリンクのデータの内、下りリン
クの送信データは、アプリケーション部１０５に転送される。アプリケーション部１０５
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。また、下りリ
ンクのデータのうち、報知情報も、アプリケーション部１０５に転送される。
【０１１４】
　一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部１０５からベースバンド信号処
理部１０４に入力される。ベースバンド信号処理部１０４においては、マッピング処理、
再送制御（ＨＡＲＱ）の送信処理や、チャネル符号化、ＤＦＴ処理、ＩＦＦＴ処理を行う
。送受信部１０３は、ベースバンド信号処理部１０４から出力されたベースバンド信号を
無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部１０２は、周波数変換された無線周波数信号
を増幅して送受信アンテナ１０１より送信する。
【０１１５】
　図１９を参照して、ＣｏＭＰ送信に対応した基地局装置の機能ブロックについて説明す
る。なお、図１９の各機能ブロックは、主に図１７に示すベースバンド信号処理部に関す
るものである。また、図１９の機能ブロック図は、本発明を説明するために簡略化したも
のであり、ベースバンド信号処理部において通常備える構成を備えるものとする。
【０１１６】
　基地局装置２０は、送信側において、バックホール通信部４０１、上位制御情報生成部
４０２と、下り送信データ生成部４０３と、下り制御情報生成部４０４と、ＲＳ生成部４
０５と、下り送信データ符号化・変調部４０６と、下り制御情報符号化・変調部４０７と
を備えている。また、基地局装置２０は、下りチャネル多重部４０８と、ＩＦＦＴ部４０
９と、ＣＰ付加部４１０とを備えている。さらに、基地局装置２０は、受信部４１１と、
端末能力判定部４１２と、受信品質判定部４１３と、ＣＱＩ判定部４１４と、ＣｏＭＰ候
補セル決定部４１５と、スケジューラ４１６とを備えている。
【０１１７】
　バックホール通信部４０１は、バックホールによって他の基地局との通信を可能にする
。
【０１１８】
　上位制御情報生成部４０２は、ユーザ端末に対して上位レイヤシグナリング（たとえば
、ＲＲＣシグナリング）により送信される上位制御情報を生成し、生成した上位制御情報
を下り送信データ符号化・変調部４０６に出力する。たとえば、上位制御情報生成部４０
２は、バックホール通信部４０１から出力された情報を含む上位制御情報（ＲＳの送信パ
ラメータに関する情報）を生成する。
【０１１９】
　また、上位制御情報生成部４０２は、後述するＣｏＭＰ候補セル決定部４１５において
決定されたＣｏＭＰ候補セルを含むＣＩＦテーブル情報を生成し、生成した情報を下り送
信データ符号化・変調部４０６に出力する。
【０１２０】
　下り送信データ生成部４０３は、下りリンクの送信データを生成し、その下り送信デー
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タを下り送信データ符号化・変調部４０６に出力する。下りリンクの送信データとしての
ユーザデータは上位レイヤから供給される。
【０１２１】
　下り制御情報生成部４０４は、ＤＬグランドを内容とするＤＣＩフォーマット（たとえ
ば、ＤＣＩフォーマット１Ａなど）を用いて、ＰＤＳＣＨを制御するための下りリンク制
御情報（ＤＣＩ）を生成する。
【０１２２】
　ＣｏＭＰ送信を行うセル情報またはセルの組み合わせ情報を、ＤＣＩに含めてユーザ端
末に通知する場合には、下り制御情報生成部４０４においてセル情報またはセルの組み合
わせ情報が生成される。ＣｏＭＰのＤＰＳ、ＣＳ／ＣＢを適用する場合は、ＣｏＭＰ送信
時における送信セルのインデックスをＣＩＦに記述したＤＣＩを生成する。また、ＣｏＭ
Ｐのジョイント送信を適用する場合は、ジョイント送信（ＪＴ）を行うＣｏＭＰセットの
インデックスをＣＩＦに記述した下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を生成する。このとき、
ＤＣＩに付加されるＣＩＦは、後述するＣｏＭＰ候補セル決定部４１５において生成され
たＣＩＦテーブルの割り当てに基づいて、スケジューラ４１６によって指示されたＣＩＦ
である。
【０１２３】
　下り送信データ符号化・変調部４０６は、下り送信データおよび上位制御情報に対して
チャネル符号化およびデータ変調を行い、下りチャネル多重部４０８に出力する。下り制
御情報符号化・変調部４０７は、下り制御情報に対してチャネル符号化およびデータ変調
を行い、下りチャネル多重部４０８に出力する。
【０１２４】
　ＲＳ生成部４０５は、既存の参照信号（ＣＲＳ，ＣＳＩ-ＲＳ、ＤＭ-ＲＳ）を生成する
他、希望信号測定用ＲＳ、干渉測定用ＲＳを生成してもよい。これらのＲＳを下りチャネ
ル多重部４０８に出力する。
【０１２５】
　下りチャネル多重部４０８は、下りリンク制御情報、ＲＳ、上位制御情報および下り送
信データを合成して送信信号を生成する。下りチャネル多重部４０８は、生成した送信信
号をＩＦＦＴ部４０９に出力する。ＩＦＦＴ部４０９は、送信信号を逆高速フーリエ変換
（Inverse　Fast　Fourier　Transform）し、周波数領域の信号から時間領域の信号に変
換する。ＩＦＦＴ後の送信信号をＣＰ付加部４１０に出力する。ＣＰ付加部４１０は、Ｉ
ＦＦＴ後の送信信号にＣＰ（Cyclic　Prefix）を付加して、ＣＰ付加後の送信信号を図１
７に示すアンプ部２０２に出力する。
【０１２６】
　受信部４１１は、ユーザ端末からの送信信号を受信して、この受信信号から、端末能力
情報（UE　Capability）、受信品質情報、チャネル品質情報（ＣＱＩ）を取り出して、そ
れぞれ端末能力判定部４１２、受信品質判定部４１３、ＣＱＩ判定部４１４に出力する。
【０１２７】
　端末能力判定部４１２は、通知されたユーザ端末の端末能力に基づいて、接続するユー
ザ端末の通信能力を判定する。
【０１２８】
　受信品質判定部４１３は、メジャメントレポート結果に基づいて、メジャメント候補セ
ルの受信品質（たとえば、ＲＳＲＰ）を判定する。
【０１２９】
　ＣＱＩ判定部４１４は、上り／下りリンクの受信品質を判定する。
【０１３０】
　ＣｏＭＰ候補セル決定部４１５は、ユーザ端末の端末能力およびメジャメント候補セル
の受信品質に基づいて、メジャメント候補セルの中からＣｏＭＰ候補セルを決定し、ＣＩ
Ｆのビット情報を各ＣｏＭＰ候補セルに割り当てたＣＩＦテーブルを生成する。このＣｏ
ＭＰ候補セルには、ＣｏＭＰ送信（ＤＰＳ，ＣＳ／ＣＢ）において送信ポイントとなる個
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々の協調セル、および、ＣｏＭＰ送信（ＪＴ）においてジョイント送信する複数セルの組
み合わせを示すＣｏＭＰセットが含まれる。ＣｏＭＰ候補セル決定部４１５は、生成した
ＣＩＦテーブルの情報を、バックホール通信部４０１およびスケジューラ４１６に出力す
る。
【０１３１】
　スケジューラ４１６は、ユーザ端末からフィードバックされたＣＱＩに基づいて、Ｃｏ
ＭＰ候補セルの中から、ユーザ端末に共有データチャネルを送信するＣｏＭＰ送信セルを
決定する。スケジューラ４１６は、クロスキャリアスケジューリングを行う場合、下り制
御情報生成部４０４に、ＣｏＭＰ送信セルのインデックスを示すＣＩＦを指示する。
【０１３２】
　図２０を参照して、本実施の形態に係るユーザ端末の機能ブロックについて説明する。
なお、図２０の各機能ブロックは、主に図１８に示すベースバンド信号処理部１０４に関
するものである。また、図２０に示す機能ブロックは、本発明を説明するために簡略化し
たものであり、ベースバンド信号処理部において通常備える構成は備えるものとする。
【０１３３】
　ユーザ端末１０は、受信側において、ＣＰ除去部３０１と、ＦＦＴ部３０２と、下りチ
ャネル分離部３０３と、下り制御情報受信部３０４と、下り送信データ受信部３０５と、
干渉信号推定部３０６と、チャネル推定部３０７と、ＣＱＩ測定部３０８とを備えている
。
【０１３４】
　基地局装置２０から送出された送信信号は、図１８に示す送受信アンテナ１０１により
受信され、ＣＰ除去部３０１に出力される。ＣＰ除去部３０１は、受信信号からＣＰを除
去し、ＦＦＴ部３０２に出力する。ＦＦＴ部３０２は、ＣＰ除去後の信号を高速フーリエ
変換（ＦＦＴ：Fast　Fourier　Transform）し、時間領域の信号から周波数領域の信号に
変換する。ＦＦＴ部３０２は、周波数領域の信号に変換された信号を下りチャネル分離部
３０３に出力する。
【０１３５】
　下りチャネル分離部３０３は、下りチャネル信号を、下り制御情報、下り送信データ、
ＲＳに分離する。下りチャネル分離部３０３は、下り制御情報を下り制御情報受信部３０
４に出力し、下り送信データおよび上位制御情報を下り送信データ受信部３０５に出力し
、干渉測定用ＲＳを干渉信号推定部３０６に出力し、希望信号測定用ＲＳをチャネル推定
部３０７に出力する。
【０１３６】
　下り制御情報受信部３０４は、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を復調し、復調されたＤ
ＣＩを下り送信データ受信部３０５に出力する。下り送信データ受信部３０５は、復調さ
れたＤＣＩを用いて下り送信データを復調する。すなわち、下り制御情報受信部３０４は
、特定セルから受信したＰＤＣＣＨに含まれるＤＣＩのＣＩＦに組み込まれているＣｏＭ
Ｐ送信セルのインデックスを、ＣＩＦテーブルを用いて分析し、ＣＩＦのビット情報から
ＣｏＭＰ送信セルを特定する判定部として機能する。下り送信データ受信部３０５は、特
定されたＣｏＭＰ送信セルからのＰＤＳＣＨを復調する。また、下り送信データ受信部３
０５は、下り送信データに含まれる上位制御情報を干渉信号推定部３０６、チャネル推定
部３０７に出力する。
【０１３７】
　干渉信号推定部３０６は、ＣＲＳ，ＣＳＩ－ＲＳなどの下り参照信号を用いて、干渉信
号を推定する。干渉信号推定部３０６は、干渉信号の推定を行い、全てのリソースブロッ
クで測定結果を平均化することができる。平均化された干渉信号の推定結果は、ＣＱＩ測
定部３０８に通知される。
【０１３８】
　チャネル推定部３０７は、上位制御情報（または下り制御情報）に含まれる送信パラメ
ータ等の情報に基づいて希望信号測定用ＲＥ（ＣＳＩ－ＲＳリソース）を特定し、希望信
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号測定用ＲＥで希望信号を推定する。なお、チャネル推定部３０７は、上記図９Ｂで示し
たように、希望信号測定用ＲＥ（ＳＭＲ）に加えて、干渉測定用ＲＥ（ＩＭＲ）を用いて
チャネル推定を行うことも可能である。
【０１３９】
　チャネル推定部３０７は、チャネル推定値をＣＱＩ測定部３０８に通知する。ＣＱＩ測
定部３０８は、干渉信号推定部３０６から通知される干渉推定結果、およびチャネル推定
部３０７から通知されるチャネル推定結果、フィードバックモードに基づいてチャネル状
態（ＣＱＩ）を算出する。なお、フィードバックモードは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＱＩ、
Ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩ、ｂｅｓｔ－Ｍ　ａｖｅｒａｇｅのいずれが設定されてもよい。
ＣＱＩ測定部３０８で算出されたＣＱＩは、フィードバック情報として基地局装置２０に
通知される。
【０１４０】
　上記構成のシステムを適用した無線通信システムについて説明する。
　基地局装置２０において、受信部４１１は、ユーザ端末からの送信信号を受信して、こ
の受信信号から、端末能力情報（UE　Capability）、受信品質情報、チャネル品質情報（
ＣＱＩ）を取り出して、それぞれ端末能力判定部４１２、受信品質判定部４１３、ＣＱＩ
判定部４１４に出力する。端末能力判定部４１２は、通知されたユーザ端末の端末能力に
基づいて、接続するユーザ端末の通信能力を判定する。受信品質判定部４１３は、メジャ
メントレポート結果に基づいて、メジャメント候補セルの受信品質（たとえば、ＲＳＲＰ
）を判定する。ＣＱＩ判定部４１４は、上り／下りリンクの受信品質を判定する。
【０１４１】
　ＣｏＭＰ候補セル決定部４１５は、ユーザ端末の端末能力およびメジャメント候補セル
の受信品質に基づいて、メジャメント候補セルの中からＣｏＭＰ候補セルを決定し、ＣＩ
Ｆのビット情報を各ＣｏＭＰ候補セルに割り当てたＣＩＦテーブルを生成する。このＣＩ
Ｆテーブルは、上位制御情報生成部４０２を介して、ユーザ端末にシグナリングされる。
【０１４２】
　スケジューラ４１６は、ユーザ端末からフィードバックされたＣＱＩに基づいて、Ｃｏ
ＭＰ候補セルの中から、ユーザ端末に共有データチャネルを送信するＣｏＭＰ送信セルを
決定し、下り制御情報生成部４０４に、ＣｏＭＰ送信セルのインデックスを示すＣＩＦを
指示する。
【０１４３】
　下り制御情報生成部４０４は、スケジューラ４１６から指示されたＣｏＭＰ送信時にお
ける送信セルのインデックスをＣＩＦに記述したＤＣＩを生成する。
【０１４４】
　ユーザ端末１０において、下り制御情報受信部３０４は、特定セルから受信したＰＤＣ
ＣＨに含まれるＤＣＩのＣＩＦに組み込まれているＣｏＭＰ送信セルのインデックスを、
ＣＩＦテーブルを用いて分析し、ＣＩＦのビット情報からＣｏＭＰ送信セルを特定する。
下り送信データ受信部３０５は、特定されたＣｏＭＰ送信セルからのＰＤＳＣＨを復調す
る。
【０１４５】
　なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、さまざまに変更して実施可能である。上
記実施の形態において、添付図面に図示されている大きさや形状などについては、これに
限定されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更が可能である。その他、本発明の
目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施可能である。
【符号の説明】
【０１４６】
　１　無線通信システム
　１０　ユーザ端末
　２０，２０Ａ，２０Ｂ　基地局装置
　３０　上位局装置
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　４０　コアネットワーク
　１０１　送受信アンテナ
　１０２　アンプ部
　１０３　送受信部（受信部）
　１０４　ベースバンド信号処理部
　１０５　アプリケーション部
　２０１　送受信アンテナ
　２０２　アンプ部
　２０３　送受信部（通知部）
　２０４　ベースバンド信号処理部
　２０５　呼処理部
　２０６　伝送路インターフェース
　３０１　ＣＰ除去部
　３０２　ＦＦＴ部
　３０３　チャネル分離部
　３０４　下り制御情報受信部
　３０５　下り送信データ受信部
　３０６　干渉信号推定部
　３０７　チャネル推定部
　３０８　ＣＱＩ測定部
　４０１　バックホール通信部
　４０２　上位制御情報生成部
　４０３　下り送信データ生成部
　４０４　下り制御情報生成部
　４０５　ＲＳ生成部
　４０６　下り送信データ符号化・変調部
　４０７　下り制御情報符号化・変調部
　４０８　下りチャネル多重部
　４０９　ＩＦＦＴ部
　４１０　ＣＰ付加部
　４１１　受信部
　４１２　端末能力判定部
　４１３　受信品質判定部
　４１４　ＣＱＩ判定部
　４１５　ＣｏＭＰ候補セル決定部
　４１６　スケジューラ
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