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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の無線局と連携して多地点協調（Coordinated Multi Point: CoMP）送信を行う手段
と、
　前記他の無線局に対し、前記多地点協調を行うセルに関するCoMP情報を送信する手段と
、
　を有し、
　前記CoMP情報は、前記多地点協調を行う可能性がある他セルの物理リソースブロック（
Physical Resource Block: PRB）に関する情報、及び、前記多地点協調を行う可能性があ
る前記他セルの識別子（セルID）の情報を含む、ことを特徴とする無線局。
【請求項２】
　前記無線局は前記他の無線局へX2インタフェースを介して前記CoMP情報を送信する請求
項１に記載の無線局。
【請求項３】
　下りリファレンス信号の受信電力（Reference Signal Received Power: RSRP）の端末
からの測定報告を用いて前記CoMP情報を決定する請求項１又は２に記載の無線局。
【請求項４】
　前記他の無線局に対する前記CoMP情報の送信により、前記他の無線局に設定されている
CoMP情報を更新させる請求項１から３のいずれか１項に記載の無線局。
【請求項５】
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　前記CoMP情報は、前記CoMP情報を処理する時間に関する情報を含む、請求項１乃至４の
いずれか１項に記載の無線局。
【請求項６】
　無線局が他の無線局と連携して多地点協調（Coordinated Multi Point: CoMP）送信を
行うステップと、
　前記無線局が前記他の無線局に対し、前記多地点協調を行うセルに関するCoMP情報を送
信するステップと、
　を有し、
　前記CoMP情報は、前記多地点協調を行う可能性がある他セルの物理リソースブロック（
Physical Resource Block: PRB）に関する情報、及び、前記多地点協調を行う可能性があ
る前記他セルの識別子（セルID）の情報を含む、ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項７】
　前記無線局は前記他の無線局へX2インタフェースを介して前記CoMP情報を送信する請求
項６に記載の無線通信方法。
【請求項８】
　下りリファレンス信号の受信電力（Reference Signal Received Power: RSRP）の端末
からの測定報告を用いて前記CoMP情報を決定する請求項６又は７に記載の無線通信方法。
【請求項９】
　前記他の無線局に対する前記CoMP情報の送信により、前記他の無線局に設定されている
CoMP情報を更新させる請求項６から８のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項１０】
　前記CoMP情報は、前記CoMP情報を処理する時間に関する情報を含む、請求項６乃至９の
いずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項１１】
　他の無線局と連携して多地点協調（Coordinated Multi Point: CoMP）送信を行う手段
を有する無線局を備え、
　前記無線局が、前記他の無線局に対し、前記多地点協調を行うセルに関するCoMP情報を
送信する手段を有し、
　前記CoMP情報は、前記多地点協調を行う可能性がある他セルの物理リソースブロック（
Physical Resource Block: PRB）に関する情報、及び、前記多地点協調を行う可能性があ
る前記他セルの識別子（セルID）の情報を含む、ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項１２】
　前記無線局は前記他の無線局へX2インタフェースを介して前記CoMP情報を送信する請求
項１１に記載の無線通信システム。
【請求項１３】
　下りリファレンス信号の受信電力（Reference Signal Received Power: RSRP）の端末
からの測定報告を用いて前記CoMP情報を決定する請求項１１又は１２に記載の無線通信シ
ステム。
【請求項１４】
　前記他の無線局に対する前記CoMP情報の送信により、前記他の無線局に設定されている
CoMP情報を更新させる請求項１１から１３のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項１５】
　前記CoMP情報は、前記CoMP情報を処理する時間に関する情報を含む、請求項１１乃至１
４のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願についての記載］
　本発明は、日本国特許出願：特願２００９－１８４９９６号（２００９年０８月０７日
出願）の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み
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込み記載されているものとする。
　本発明は、無線通信技術に関し、特に、複数の無線基地局が同時に端末に対して通信を
行う無線通信システムに適用して好適なシステム関する。
【背景技術】
【０００２】
　次世代のセルラシステムの１つである３ＧＰＰ　ＬＴＥ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ）では、オペレーションコスト（ＯＰＥＸ：ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｅｘｐｅｎｄｉｔｕ
ｒｅ）削減の観点等から、ＳＯＮ（Ｓｅｌｆ　Ｏｒｇａｎｉｓｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
の検討も行われている。
【０００３】
　ＳＯＮには、
・自己構成（Ｓｅｌｆ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、
・自己最適化（Ｓｅｌｆ－ｏｐｔｉｍｉｓａｔｉｏｎ）、
・自己修復（Ｓｅｌｆ－ｈｅａｌｉｎｇ）
等の機能があり、それぞれ異なった目的を達成するための技術が検討されている（非特許
文献１、２）。
【０００４】
　非特許文献２では、ＳＯＮの技術の一つとして、スループットの最大化、遅延の最小化
、カバレッジの最大化、等それぞれの目的を達成するための無線パラメータ最適化（Ｒａ
ｄｉｏ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ　ｏｐｔｉｍｉｓａｔｉｏｎ）が挙げられている。
【０００５】
　無線パラメータの例としては、無線基地局（単に「基地局」とも略記される）の送信電
力、基地局のアンテナチルト角、隣接セル情報、ハンドオーバパラメータ等があり、上述
のような目的を達成するように、これら無線パラメータの一つ又は複数を適宜変更する。
【０００６】
　以下では、これら無線パラメータのうち、本発明に関連する隣接セル情報に注目する。
【０００７】
　ＬＴＥでは、隣接セルリストの最適化の方法の一つとしてＡＮＲ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ）機能が規定されている（非特許文献１）。こ
のＡＮＲ機能により、サービングセルの基地局が認識していない（メジャメントレポート
の対象になっていない）セルを、自動的に隣接セルリストに追加することもできる。例と
して、ＬＴＥシステム内の同一周波数の隣接セルリスト生成のためのＡＮＲ機能について
、以下に図１８を用いて説明する。
【０００８】
　図１８において、端末（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）はＣｅｌｌ１に滞在し
、基地局１（ｅＮＢ１）と通信を行っており、Ｃｅｌｌ２がＣｅｌｌ１に隣接しているも
のとする。
【０００９】
　また、ｅＮＢ１は、ｅＮＢ２（Ｃｅｌｌ２）の存在を認識していないものとする。
【００１０】
　ＵＥは、Ｃｅｌｌ２における下りリファレンス信号（パイロット信号）の受信電力が所
定の閾値以上であることを検知し（（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　（Ｐｈｙ　ＣＩＤ＝５）
＜ステップ０＞、Ｃｅｌｌ２の物理セルＩＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ：Ｐｈ
ｙ　ＣＩＤ＝５）と当該受信電力値を測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
）にてｅＮＢ１に通知する＜ステップ１＞。
【００１１】
　ｅＮＢ１は、自分が認識していないＰｈｙ　ＣＩＤ（＝５）の存在を報告されたため、
当該Ｃｅｌｌに関するさらなる情報としてグローバルセルＩＤ（Ｇｌｏｂａｌ　ＣＩＤ）
をＵＥに要求する（Ｒｅｐｏｒｔ　Ｇｌｏｂａｌ　ＣＩＤ　ｒｅｑｕｅｓｔ）＜ステップ



(4) JP 6358298 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

２＞。
【００１２】
　ＵＥは、ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ＣＨａｎｎｅｌ）にて報知されるＣｅｌｌ２の
報知情報を読み、Ｃｅｌｌ２のＧｌｏｂａｌ　ＣＩＤ（＝１９）を検出し＜ステップ３＞
、ｅＮＢ１に報告する（Ｒｅｐｏｒｔ　Ｇｌｏｂａｌ　ＣＩＤ＝１９）＜ステップ４＞。
【００１３】
　続いてｅＮＢ１は、ｅＮＢ２とのコネクションを確立し（Ｘ２　ｓｅｔｕｐ）、互いの
サーブドセルリスト（Ｓｅｒｖｅｄ　ｃｅｌｌ　ｌｉｓｔ）等の情報を交換する。Ｘ２は
ｅＮＢ間の論理接続（インタフェース）である。
【００１４】
　このようにして、隣接セルリストの最適化のために必要な情報を得ることができる。な
お、基地局は、実際に隣接セルリストに新しいセルを追加するかどうかは、端末に報告さ
れた他セルの下り信号の受信電力の値が所定の閾値以上であり、かつ、その報告数が所定
回数以上であるかどうかによって決定する（特許文献１）。
【００１５】
　図１９は、ｅＮＢのＡＮＲ機能とＮＲＴを説明する図である（非特許文献１参照）。ｅ
ＮＢが保有する隣接セルリストの例であり、インデックスと該インデックスに関連付けさ
れた対象となるセルの識別子（Ｔａｒｇｅｔ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ：　ＴＣＩ）と、対象セル
それぞれに対する属性（“Ｎｏ　Ｒｅｍｏｖｅ”、“Ｎｏ　ＨＯ”、“Ｎｏ　Ｘ２”）か
らなるものとする。ここで、ＨＯはＨａｎｄ　Ｏｖｅｒ、Ｘ２は３ＧＰＰ　ＬＴＥにおけ
る基地局間のインタフェースを表す。このような隣接セルリストを「隣接関係テーブル（
Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ：　ＮＲＴ）」と呼ぶ。インデック
スと該インデックスに関連付けされた対象セルの識別子（ＴＣＩ）と、対象セルそれぞれ
に対する属性を一エントリとして含む隣接セルリストであるＮＲＴは、ＬＴＥにおけるＡ
ＮＲ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ）　Ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎの一部として用いられる。Ｎｏ　Ｒｅｍｏｖｅ”にチェック（チェック記号）が入って
いる場合、無線基地局は、当該セルを隣接セルリストから決して削除しない（削除禁止）
。“Ｎｏ　ＨＯ”にチェックが入っている場合、無線基地局は、ハンドオーバの対象に当
該セルを使用しない（使用禁止）。“Ｎｏ　Ｘ２”にチェックが入っている場合、当該セ
ルを管理する無線基地局に対して何らかのプロシージャ（ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を行うた
めに、Ｘ２を使用しない（使用してはいけない）。
【００１６】
　ＬＴＥでは、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）に対して大幅なピークスループットの改善だけでなく、セルエ
ッジスループットの改善方法についても検討されている。その一つが、ＩＣＩＣ（Ｉｎｔ
ｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）である。
【００１７】
　ＩＣＩＣは、隣接セルの情報（例えば、リソース使用率、トラフィックロード状況）を
基地局間で交換し、隣接セル間干渉を低減するように無線リソースを制御する技術であり
、広義のＳＯＮと言える（非特許文献１）。
【００１８】
　さらに、ＬＴＥを高度化させたＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄの検討も開始され、セルエッ
ジスループットのさらなる改善策としてＣｏＭＰ送受信（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕ
ｌｔｉＰｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）の検討が
行われている。
【００１９】
　ＣｏＭＰは、複数の基地局が特定の端末に同時に下りデータを送信したり、特定の端末
からの上りデータを複数の基地局が同時に受信したりする技術である（非特許文献３）。
【００２０】
　ＣｏＭＰに関しては、サービングセル（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）、協調集合（Ｃｏ
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ＭＰコーポレイティングセット：ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）等が定義
されている。
【００２１】
　サービングセルは、下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で端末に制御情報を送信するセル
を指す。
【００２２】
　協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）は、下りデータチャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎ　Ｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）で
端末にデータを送信する際に直接的又は間接的に関わるセルの集合である。
【００２３】
　協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）は、下りデータチャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎ　Ｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）で
端末にデータを送信する際に直接的又は間接的に関わるセルの集合である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３００　ｖ８８０（インターネット＜ＵＲＬ＞　
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ／Ｓｐｅｃｓ／ｈｔｍｌ－ｉｎｆｏ／
３６３００．ｈｔｍ）
【非特許文献２】ＮＧＭＮ　ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ：　Ｕｓｅ　Ｃａ
ｓｅｓ　Ｒｅｌａｔｅｄ　ｔｏ　Ｓｅｌｆ　Ｏｒｇａｎｉｓｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（イ
ンターネット＜ＵＲＬ＞　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｇｍｎ．ｏｒｇ／ｕｐｌｏａｄｓ／
ｍｅｄｉａ／ＮＧＭＮ＿Ｕｓｅ＿Ｃａｓｅｓ＿Ｓｅｌｆ＿Ｏｒｇａｎｉｓｉｎｇ＿Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ＿２＿０２．ｐｄｆ）
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＲ３６．８１４　ｖ１２１（インターネット＜ＵＲＬ＞ｈ
ｔｔｐ：／／ｌｉｓｔ．ｅｔｓｉ．ｏｒｇ／ｓｃｒｉｐｔｓ／ｗａ．ｅｘｅ．？Ａ２＝ｉ
ｎｄ０９０７＆Ｌ＝３ｇｐｐ＿ｔｓｇ＿ｒａｎ＿ｗｇ１＆Ｔ＝０＆Ｏ＝Ａ＆Ｐ＝６８２２
）
【特許文献】
【００２５】
【特許文献１】特表２０００－５０５２５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　上記非特許文献１～３及び特許文献１の全開示内容はその引用をもって本書に繰込み記
載する。
　以下に本発明による関連技術の分析を与える。
【００２７】
　ＣｏＭＰ送受信を実現するためには、ＣｏＭＰ送受信を行う複数の隣接セル関係を適切
に設定すること、つまり、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の適
切な設定が必要である。
【００２８】
　さらに、ＯＰＥＸ（ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ　ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ）削減のために
協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の設定の自動化が必要である（
本発明者の知見）。
【００２９】
　これを実現するための方法として、図１９等に示した隣接セルリスト（ＮＲＴ）の自己
最適化法を流用して、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の自動生
成が行えないか、本願発明者は鋭意研究した。この場合、受信電力の強い他セル（を管理
する基地局）において、必ずしもＣｏＭＰ送受信機能がサポートされていない可能性があ
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る。あるいは、受信電力の強い他セル（を管理する基地局）において、ＣｏＭＰ送受信が
サポートされていても、使用可能な送受信方式（例えば、協調スケジューリング（Ｃｏｏ
ｒｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）、協調ビームフォーミング（Ｃｏｏｒｄｉｎ
ａｔｅｄ　ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）、共同プロセッシング（Ｊｏｉｎｔ　ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ）、共同送信（Ｊｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）など）が異なること等
が予想される。よって、ＣｏＭＰをサポートしていないセル、及び／又は、ＣｏＭＰ送受
信を実行できないセルを追加しないように、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ）を自動的に生成することが重要である（本発明者の検討結果）。
【００３０】
　従って、本発明の目的は、多地点協調通信をサポートしていないセル、及び／又は、多
地点協調通信を実行できないセルを追加しないように、多地点協調通信に関与する無線局
の集合あるいは当該無線局のセルの集合である協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉ
ｎｇ　ｓｅｔ）を自動的に生成するシステム、方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明によれば、上述した課題の解決を図るため、以下に挙げる手段を用い、それを実
現する無線通信システム、無線通信方法、無線基地局、制御局、およびプログラムを提供
する。
【００３２】
　本発明によれば、無線局が、一の端末とのデータ送受信に複数の無線局が関与する多地
点協調通信に関する制御情報を、前記多地点協調通信に関与する他の無線局との間、及び
／又は、前記無線局を管理する制御局との間で、通信する、無線通信システムが提供され
る。
【００３３】
　本発明によれば、無線局が、一の端末とのデータ送受信に複数の無線局が関与する多地
点協調通信に関する制御情報を、前記多地点協調通信に関与する他の無線局との間、及び
／又は、前記無線局を管理する制御局との間で、通信する、無線通信方法が提供される。
【００３４】
　本発明によれば、無線局が、一の端末とのデータ送受信に複数の無線局が関与する多地
点協調通信に関する制御情報を、前記多地点協調通信に関与する他の無線局との間、及び
／又は、前記無線局を管理する制御局との間で、通信する、無線局が提供される。
【００３５】
　本発明によれば、一の端末とのデータ送受信に複数の無線局が関与する多地点協調通信
に関する制御情報を、前記複数の無線局のうちの一の無線局との間、及び／又は、前記一
の無線局とともに前記多地点協調通信に関与する他の無線局との間で、通信する制御局が
提供される。
【００３６】
　本発明によれば、無線局が、一の端末とのデータ送受信に複数の無線局が関与する多地
点協調通信に関する制御情報を、前記多地点協調通信に関与する他の無線局との間、及び
／又は、前記無線局を管理する制御局との間で、通信する、処理を、無線局を構成するコ
ンピュータに実行させるプログラムが提供される。
【００３７】
　本発明によれば、一の端末とのデータ送受信に複数の無線局が関与する多地点協調通信
に関する制御情報を、前記複数の無線局のうちの一の無線局との間、及び／又は、前記一
の無線局とともに前記多地点協調通信に関与する他の無線局との間で、通信する処理を、
制御局を構成するコンピュータに実行させるプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、多地点協調通信に関与する無線局の集合あるいは当該無線局のセルの
集合である協調集合を、無線局それぞれの多地点協調通信の機能の有無、サポートしてい
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る多地点通信の方式を考慮して、自動生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態の無線通信システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態の無線通信システムの別のセル構成を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態における協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）設定の方法を示すシーケンス図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）設定におけるタイマ制御を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態における協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）設定の方法を示す別のシーケンス図である。
【図６】本発明の第１の実施形態における協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）設定の方法を示す別のシーケンス図である。
【図７】従来の隣接セルリストの例を示す図である。
【図８】本発明による隣接セルリストの例を示す図である。
【図９】本発明による隣接セルリストの別の例を示す図である。
【図１０】本発明による協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の例を
示す図である。
【図１１】本発明による協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の別の
例を示す図である。
【図１２】本発明における無線基地局（ｅＮＢ）の構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明における制御局（Ｏ＆Ｍ）の構成を示すブロック図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態の変形例におけるＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ設定の方法を示すシーケンス図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態における協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ）設定の方法を示すシーケンス図である。
【図１６】本発明の第３の実施形態における協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ）設定の方法を示すシーケンス図である。
【図１７】本発明の第４の実施形態における協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ）設定の方法を示すシーケンス図である。
【図１８】ＡＮＲ機能を説明するための図である。
【図１９】ＮＲＴとＡＮＲ機能を説明するための図である。
【図２０】（Ａ）、（Ｂ）はＣｏＭＰ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｓｔの変化例を説明するための図
である。
【図２１】ｅＢＮのＣｏＭＰを説明するための図である。
【図２２】（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は中継局（Ｒｅｌａｙ　Ｎｏｄｅ）のＣｏＭＰを説明
するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　次に、本発明について以下に説明する。まず、本発明の前提として、隣接セルリストの
自己最適化法を流用して協調集合を自動生成する場合の問題点を以下に説明する。
【００４１】
　基地局は、自セル内の端末に周辺セルの下り信号の受信電力を測定させ、周辺セルの情
報（例えば、Ｐｈｙ　ＣＩＤ）と測定値を報告させる。
【００４２】
　次に、基地局は、報告された受信電力の値が所定の閾値以上であり、報告数が所定回数
以上であるセルを、協調集合へ追加する。
【００４３】
　これにより、ＣｏＭＰを行うセルを適切に選択することができ、セルエッジスループッ
トの改善が期待できる。
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【００４４】
　しかしながら、上述の方法では、端末における受信電力の観点からは、スループットの
改善を見込める適切な協調集合の生成法であると言えるが、適切でない場合が生じる。こ
れは、前述したとおり、例えば、受信電力の強い他セル（を管理する基地局）において、
必ずしもＣｏＭＰ送受信機能がサポートされていない可能性があること、あるいは、受信
電力の強い他セル（を管理する基地局）において、ＣｏＭＰ送受信がサポートされていて
も、使用可能な送受信方式が異なること等が予想されることである）ことによる。
【００４５】
　本発明によれば、基地局（無線局）が、一の端末とのデータ送受信に複数の基地局が関
与する多地点協調通信に関する制御情報を、前記多地点協調送受信に関与する少なくとも
一つの他の基地局との間で、通信する。
【００４６】
　本発明において、多地点協調通信に関する制御情報は、前記複数の無線局のいずれか一
つ又は複数に設定されているか、又は保有されている情報である。
【００４７】
　本発明において、前記一の端末が帰属する一の無線局が、他の無線局との間で前記多地
点協調通信に関する制御情報を通信する構成としてもよい。
【００４８】
　本発明において、前記多地点協調通信に関する制御情報は、前記多地点協調通信の機能
情報と、前記協調集合の構成情報と、アクセス階層（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ：Ａ
Ｓ）設定情報と、のうち少なくとも１つを含む構成としてもよい。
【００４９】
　本発明において、前記無線局又は前記無線局を管理する制御局が、前記多地点協調通信
に関する制御情報に従って、前記多地点協調通信に直接的又は間接的に関与する前記無線
局の集合又は前記無線局のセルの集合である協調集合を設定するようにしてもよい。
【００５０】
　本発明において、前記複数の無線局は、前記多地点協調送受信の機能を有し、前記多地
点協調通信に関与する、前記無線局の集合又は前記無線局のセルの集合である協調集合が
定義され、前記多地点協調通信に関する制御情報を、前記一の端末が帰属し前記協調集合
に属する一の無線局と周辺無線局との間、あるいは、前記一の無線局と制御局の間、及び
、前記周辺無線局と前記制御局の間で通信する構成としてもよい。
【００５１】
　本発明において、前記多地点協調通信に関する制御情報は、前記制御局を介して前記一
の無線局と、前記周辺無線局との間で通信される構成としてもよい。
【００５２】
　本発明において、前記機能情報は、前記多地点協調通信の機能の有無と、サポートして
いる前記多地点協調通信の送受信方式との少なくとも１つを含む構成としてもよい。
【００５３】
　本発明において、前記構成情報は、前記協調集合の識別子としてもよい。
【００５４】
　本発明において、前記アクセス階層設定情報は、無線リソースマネージメント情報と、
端末測定設定情報と、スケジューラ情報と、のうち少なくとも１つを含む構成としてもよ
い。
【００５５】
　本発明において、前記端末測定設定情報は、前記端末に測定させる測定情報の種類と、
　前記測定情報の報告周期と、前記端末に前記測定情報を報告するかどうかを判断させる
ためのイベント情報と、うち少なくとも１つを含む構成としてもよい。
【００５６】
　本発明において、前記多地点協調通信に関する制御情報を通信するトリガーは、
　前記端末から報告される情報が所定の条件を満たしたこと、
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　他の前記無線局との間の接続の新規確立を行う、あるいは行ったこと、
　他の前記無線局との間の接続の更新を行う、あるいは行ったこと、
　他の前記無線局から要求されたこと、
　前記一の端末が帰属する一の無線局から要求されたこと、
　前記制御局から要求されたこと、
のうち少なくとも１つを含む構成としてもよい。
【００５７】
　本発明において、前記トリガーは、前記端末から報告される隣接セルの受信品質が所定
の閾値以上であるという条件を満たすこととしてもよい。
【００５８】
　本発明において、前記無線局、及び／又は、前記制御局が保有する隣接セル同士の関係
を示す隣接セルリストに含まれる属性の一つに、前記多地点協調通信に関する属性を有す
る構成としてもよい。本発明において、前記多地点協調通信に関する属性が、
　隣接セルが同一の前記協調集合に属するかどうかを示すフラグと、
　隣接セルが属する前記協調集合の識別子、
　のいずれかを含む構成としてもよい。
【００５９】
　本発明において、前記無線局、及び／又は、前記制御局が、
　前記多地点協調送受信に関する属性と、前記スケジューラ情報と、を互いに関連付ける
構成としてもよい。
【００６０】
　本発明によれば、協調集合の自動生成において、ＣｏＭＰをサポートしていないセル、
及び／又は、ＣｏＭＰ送受信を実行できないセルを追加しないように、協調集合（ＣｏＭ
Ｐ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）を自動的に生成する。
【００６１】
　以下では無線通信システム（セルラシステム）として、３ＧＰＰ　ＬＴＥを想定する。
【００６２】
　また、複数の基地局による「多地点協調通信」の例として、ＣｏＭＰ（Ｃｏｏｒｄｉｎ
ａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）送受信を用い、協調送受信に直接的又は間接的に関与
する無線基地局のセルの集合である「協調集合」の例として、「ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒ
ａｔｉｎｇ　ｓｅｔ」を用いて説明する（非特許文献３）。
【００６３】
＜第１の無線通信システムの形態＞
　図１は、本発明の一実施形態の無線通信システムの概略構成の例を示す図である。この
無線通信システムは、
　無線基地局（ｅＮＢ：　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　ＢあるいはＥ－ＵＴＲＡＮ　Ｎｏ
ｄｅ　Ｂ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡＮ））ｅＮＢ１、ｅＮＢ２、ｅ
ＮＢ３と、
　無線基地局を管理する制御局であるＯ＆Ｍ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　＆　Ｍａｉｎｔｅｎ
ａｎｃｅ　ｓｅｒｖｅｒ：オペレーションおよびメンテナンス・サーバ）、ＯＭＣ（Ｏｐ
ｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　Ｃｅｎｔｒｅ：オペレーションおよ
びメンテナンス・センタ）ともいう）と、
　無線端末（ＵＥ）ＵＥ１、ＵＥ２と、を含む。
【００６４】
　ここで、無線基地局ｅＮＢ１、ｅＮＢ２、ｅＮＢ３は、それぞれ、セル１（Ｃｅｌｌ　
１）、セル２（Ｃｅｌｌ　２）、セル３（Ｃｅｌｌ　３）を管理しているものとする。図
１に示す例では、ＵＥ１とＵＥ２は共にセル１にいるものとする。なお、図２に示すよう
に、無線基地局　ｅＮＢ１、ｅＮＢ２、ｅＮＢ３がそれぞれ、Ｃｅｌｌ１－１～１－３、
Ｃｅｌｌ２－１～２－３、Ｃｅｌｌ３－１～３－３のようにセクタ化された複数のセル（
セクタ）を管理する構成であっても、発明の一般性は失わず、本発明は、図２の構成にも
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、適用可能である。ここでは、簡単のため図１の構成を前提に説明を行う。なお、この無
線通信システムは、３ＧＰＰ　ＬＴＥの仕様に準拠する好適な構成を有するが、本発明は
かかる構成に限定されるものではない。
【００６５】
＜第１の実施形態＞
　図３から図１３は、本発明の第１の実施形態を説明するための図である。第１の実施形
態において、ｅＮＢ１、ｅＮＢ２はＣｏＭＰ送受信の機能を有するものとし、協調集合（
ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）は無線端末（ＵＥ）個別にではなくセル固
有のものが設定されるものとする。
【００６６】
　図３は、ｅＮＢ１のＣｅｌｌ１とｅＮＢ２のＣｅｌｌ２が同じ協調集合（ＣｏＭＰ　ｃ
ｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に設定される場合のシーケンス図である。
【００６７】
　ｅＮＢ１は、ＵＥ１およびＵＥ２に、隣接セルの測定報告（メジャメントレポート：Ｍ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ）をするように事前に指示を出しており（不図示）
、ＵＥ１、ＵＥ２は、それぞれ、Ｃｅｌｌ１の隣接セルであるＣｅｌｌ２のメジャメント
レポートをｅＮＢ１に行う。
【００６８】
　ＵＥ１、ＵＥ２から報告されたＣｅｌｌ２の下り信号の受信品質が所定の条件を満たし
ていた場合（例えば、所定の閾値以上であった場合）、協調集合１へのセル２の追加のト
リガー（Ｔｒｉｇｇｅｒ　ｔｏ　ａｄｄ　Ｃｅｌｌ　２　ｔｏ　ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒ
ａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　１）がかかり、ｅＮＢ１は、Ｃｅｌｌ２を協調集合（ＣｏＭＰ　ｃ
ｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に追加するための動作に入る。
【００６９】
　まず、ｅＮＢ１は、Ｃｅｌｌ２を管理するｅＮＢ２に対して、ｅＮＢ１との協調による
ＣｏＭＰ送受信を行うための準備として、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）設定の要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ）を行う。本実施例では、この要求メッセージで、基地局に設定されている又は基地局
が保有するＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）を通知する。
【００７０】
　ｅＮＢ２は、ＣｏＭＰ送受信の機能を有しており、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒ
ａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）設定の要求への応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を行う。この場合、ｅＮＢ２は、ＡＣＫ（肯定応答）又はそれ
に相当する情報と、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ）をｅＮＢ１に送る（Ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｓｔｅｐ）。
【００７１】
　ｅＮＢ１は、ｅＮＢ２からＡＣＫを受け取ると、ｅＮＢ１の協調集合１（ＣｏＭＰ　ｃ
ｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ１）を更新（もしくは初期設定）する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏ
ｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ１　ｕｐｄａｔｅ）。
【００７２】
　ｅＮＢ１は、Ｏ＆Ｍに、協調集合１（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ１）
の更新（セル２の新たな追加）を通知する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ
　ｓｔａｔｕｓ　ｒｅｐｏｒｔ　（ｃｅｌｌ２　ｎｅｗｌｙ　ａｄｄｅｄ））。
【００７３】
　Ｏ＆Ｍは、Ｏ＆Ｍで保有するｅＮＢ１およびｅＮＢ２の協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐ
ｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の情報を更新する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅ
ｔ　１，２　ｕｐｄａｔｅ）。
【００７４】
　次に、Ｏ＆Ｍは、ｅＮＢ２に対して、ｅＮＢ２が保持する協調集合２（ＣｏＭＰ　ｃｏ
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ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ２）を更新する指示を通知する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａ
ｔｉｎｇ　ｓｅｔ　ｕｐｄａｔｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）。
【００７５】
　ｅＮＢ２は、協調集合２（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ２）を更新（も
しくは初期設定）する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ２　ｕｐｄａｔｅ）
。
【００７６】
　そして、Ｏ＆Ｍは、ｅＮＢ１に、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅ
ｔ）の更新が完了したことを通知する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　ｕ
ｐｄａｔｅ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）。以上で、ＣｏＭＰ送受信のための準備動作が完了する
。
【００７７】
　ｅＮＢ１、ｅＮＢ２は、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の更
新が完了した後、実際にＣｏＭＰ送受信を行うＵＥおよび送受信形態を決定し、実行する
。
【００７８】
　図２０（Ａ）、図２０（Ｂ）は、本実施形態による協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒ
ａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の更新（変化）の様子を例示した図である。図２のように、各ｅＮ
Ｂが３つのセルを構成する場合、まず、図２０（Ａ）のように、例えばｅＮＢのロケーシ
ョンにより、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）が初期設定されて
いるものとする。なお、本実施の形態では協調集合は最大３つのセルとしている。
【００７９】
　本実施形態においては、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）にお
いて、図２０（Ａ）の初期設定を、ＵＥの測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏ
ｒｔ）を用いることで、より適した協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅ
ｔ）として、例えば図２０（Ｂ）のように更新する。図２０（Ａ）では、協調集合の番号
＃１は、図２のＣｅｌｌ　１－１、Ｃｅｌｌ　３－２、Ｃｅｌｌ　３－３の３つのセルで
構成されていたが、図２０（Ｂ）では、番号＃１が、Ｃｅｌｌ　１－１、Ｃｅｌｌ　２－
２、Ｃｅｌｌ　３－３の３つのセルで構成される。
【００８０】
　なお、本実施の形態では、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）が
１つであるとして記載を行ったが、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅ
ｔ）を複数保有し、そのうちの１つが設定されるというようにしてもよい。
【００８１】
　なお、本実施形態におけるＯ＆Ｍの役割を、ＭＭＥ（Ｍｏｂｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）／Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）や、その他のネ
ットワークノードが行うようにしてもよい。
【００８２】
　さらに、本実施形態では、ＵＥからのｅＮＢヘ送信される測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ）を基に、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ
）の更新のトリガーがかかっているが、Ｘ２セットアップ要求（Ｘ２　ｓｅｔ　ｕｐ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ）をトリガーとして、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅ
ｔ）の更新を行うようにしてもよい。
【００８３】
　つまり、Ｘ２セットアップ要求／応答（Ｘ２　ｓｅｔ　ｕｐ　ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓ
ｐｏｎｓｅ）に、ＣｏＭＰに関する制御情報を追加するようにしてもよい。これは、協調
集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）のデフォルト設定がされていない場
合に有効である。
【００８４】
　また、家庭用基地局などに含まれるＵＥモードの機能を利用してｅＮＢが他のｅＮＢか
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ら送信される信号の受信品質を測定した結果をトリガーとし、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏ
ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の更新を行うようにしてもよい。ここでＵＥモードとは、
基地局が一定時間、他の基地局から送信される信号を受信するモードである。
【００８５】
　本発明の手法は、ＣｏＭＰ送受信を具体的にどのように実行するかに依存することなく
、適用可能であるが、実際にＣｏＭＰ送受信を行う例としては、例えば、ｅＮＢ１がＣｅ
ｌｌ１に滞在するＵＥと、ｅＮＢ２が管理するＣｅｌｌ２に滞在するＵＥの両方に対して
スケジューリングを行う集中（Ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ）スケジューリング方法がある。
【００８６】
　この場合、ＣｏＭＰ送受信を行うＵＥだけでなく、通常の送受信を行うＵＥのスケジュ
ーリングも、ｅＮＢ１が行う。
【００８７】
　この他に、ｅＮＢ１がＣｅｌｌ１に滞在するＵＥをスケジューリングし、ｅＮＢ２がＣ
ｅｌｌ２に滞在するＵＥをスケジューリングし、ＣｏＭＰ送受信を行うＵＥに関するスケ
ジューリングについては、ｅＮＢ１とｅＮＢ２が互いに交渉を行い、ＣｏＭＰ送受信が実
行可能かどうかを決定する分散（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）スケジューリング方法がある
。
【００８８】
　この場合、Ｃｅｌｌ１に滞在するＵＥのＣｏＭＰ送受信のためのスケジューリングは、
ｅＮＢ１からｅＮＢ２に通知され、ｅＮＢ２は受け入れるかどうかを決定する。
【００８９】
　次に、無線基地局間（ｅＮＢ１とｅＮＢ２）で通信されるＣｏＭＰに関する制御情報（
ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）としては、ＣｏＭＰ送受信の機能
の有無の情報が必要最小限の情報である。
【００９０】
　ＣｏＭＰ送受信の機能の有無の情報は、各無線基地局（ｅＮＢ）がＣｏＭＰ送受信の機
能を有しているかどうかを確認するための情報である。基本的に、協調集合の設定要求（
ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）の送信元のｅＮＢが
当該ＣｏＭＰ送受信機能を有していることは自明である。このため、ＣｏＭＰに関する制
御情報の送信先となるｅＮＢがその応答（ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を返信するときに、当該Ｃ
ｏＭＰ送受信機能を有している否かを、送信元のｅＮＢに通知する。
【００９１】
　本実施形態では、ｅＮＢ１とｅＮＢ２のどちらもＣｏＭＰ送受信の機能を有しているの
で、ｅＮＢ２は、ＣｏＭＰ送受信の機能を有していることを示す情報（例えば、フラグ）
をｅＮＢ１に通知する。
【００９２】
　あるいは、ｅＮＢ２は、応答として、肯定応答（ＡＣＫ）をｅＮＢ１に送信することで
、ＣｏＭＰ送受信の機能を有していることを示すようにしてもよい。
【００９３】
　さらに、より適切に協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）を設定す
るために、上記したＣｏＭＰ送受信機能の有無の情報に加え、
・サポートするＣｏＭＰ送受信方式、
・ＣｏＭＰ受け入れ可否情報、
等を追加してもよい。
【００９４】
　サポートしているＣｏＭＰ送受信方式については、まず、ｅＮＢ１は自身がサポートす
るＣｏＭＰ送受信方式をｅＮＢ２へ通知し、これを受け、ｅＮＢ２は自身がサポートする
ＣｏＭＰ送受信方式をｅＮＢ１へ通知する。
【００９５】
　あるいは、ｅＮＢ１は、自身がサポートするＣｏＭＰ送受信方式を、ｅＮＢ２へ通知し
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、ｅＮＢ２はｅＮＢ１がサポートする機能それぞれについてサポートしているかどうかを
ｅＮＢ１に通知するようにしてもよい。
【００９６】
　かかる構成により、本実施形態においては、サポートするＣｏＭＰ送受信方式により、
ＣｏＭＰ機能を有しているが、異なるＣｏＭＰ送受信方式しかサポートしていない無線基
地局同士を、同じ協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に追加してし
まい、うまく動作しないという状況を回避できる。
【００９７】
　ＣｏＭＰ送受信の受け入れ可否情報は、協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を受けた無線基地局が当該要求を受け入れるこ
とができるか否かの情報であり、例えばフラグで通知する方法がある。
【００９８】
　さらに、当該要求を受け入れることができない見込み時間を示すタイマ、あるいは当該
要求を受け入れることができない場合に用いる所定のタイマの満了値を通知してもよい。
タイマを用いた動作として、図４に示すように、協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信し、タイマの満了値が通知された
無線基地局は、タイマをスタートさせ、タイマが満了した後、再び当該協調集合設定要求
（ｒｅｑｕｅｓｔ）の処理を行う、という方法を用いてもよい。
【００９９】
　他の方法としては、タイマが満了した後、当該協調集合設定要求を受けた（タイマを設
定した）無線基地局が再び受け入れることができるかを判定し、　
・ＣｏＭＰ送受信を受け入れることができる場合は、受け入れ可を示す情報を、
・ＣｏＭＰ送受信を受け入れることができない場合には、再び、タイマの満了値あるいは
、タイマのリスタート（再スタート）を、
　協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ
）を送信した無線基地局に通知するようにしてもよい。
【０１００】
　さらに別の方法としては、タイマが満了する前に、ＣｏＭＰ送受信を受け入れることが
できる場合には、タイマの満了を待たずに受け入れ可を示す情報を通知してもよい。
【０１０１】
　これにより、送信先となる無線基地局がＣｏＭＰ送受信を受け入れられないにも関わら
ず、当該協調集合設定要求の送信元の無線基地局が、当該協調集合設定要求を送信し続け
ることを防ぎ、無線基地局間で無駄な情報を通信することを回避できる。
【０１０２】
　次に、より適切に協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）を設定する
ために必要な、無線基地局間で通信するＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の拡張版としては、
・ＣｏＭＰ送受信の機能情報、
・協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の構成情報、
・アクセス階層（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ：ＡＳ）設定情報、等がある。
【０１０３】
　ＣｏＭＰ送受信の機能情報としては、
・ＣｏＭＰ送受信の機能の有無、
・サポートしているＣｏＭＰ送受信方式、
等がある。
【０１０４】
　協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の構成情報としては、
・協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の識別子、
・同じ協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に属する他セルの情報、
等が考えられる。
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【０１０５】
　協調集合の識別子は、基地局当たりに複数の協調集合が設定されている場合、どの協調
集合が該当するのかを示すために使用し、協調集合に属する他セルの情報は、他のどのセ
ルと協調する（可能性がある）かの情報を示すために使用する。これらの構成情報を用い
て、例えば複数の協調集合が設定された場合に、その中から適切な協調集合を選択するこ
とができる。
【０１０６】
　アクセス階層（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ：ＡＳ）設定情報としては、
・無線リソースマネージメント情報、
・端末測定設定情報、
・スケジューラ情報、
等がある。
【０１０７】
　さらに、無線リソースマネージメント情報は、実際にＣｏＭＰ送受信を実行する上で必
要な情報で、例えば
・トラフィック情報、
・ＣｏＭＰ送受信の受け入れ可否情報、
がある。
【０１０８】
　ここで、トラフィック情報は、各セルのトラフィック量に関する情報である。トラフィ
ック情報は、トラフィック量（又はその量子化値）そのものでもよいし、いくつかの所定
の閾値を基に規定したレベルで示してもよい。
【０１０９】
　あるいは、単にトラフィック量が所定の閾値より多いか（少ないか）どうかを示すフラ
グであってもよい。
【０１１０】
　なお、トラフィック量は、各セルのアクティブな端末数、無線リソースの使用率（例え
ば、ＰＲＢ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ当たりの使用率）、Ｈ／
Ｗ（ハードウェア）使用率、ネットワークの負荷（ＴＮＬ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ　Ｌａｙｅｒ）　Ｌｏａｄ）などが考えられる。これらトラフィック情報を用い
て、例えば、どのセルとＣｏＭＰ送受信を行うのが効率良いか等を判断することができる
。
【０１１１】
　または、ＣｏＭＰ送受信を実行可能（見込み）な端末数の推定を行い、ＣｏＭＰ送受信
の実行範囲（端末の物理的位置や、端末における隣接セルからの信号の受信品質の閾値等
）を決定することもできる。
【０１１２】
　端末測定設定情報は、ＣｏＭＰ送受信を実行するために必要な端末が無線基地局に報告
すべき情報に関する。端末測定設定情報は、
・端末に測定させる測定情報の種類、
・測定情報の報告周期、
・端末に測定情報を報告するかどうかを判断させるためのイベント情報、
等がある。
【０１１３】
　測定情報の種類としては、
・下りリファレンス信号（パイロット信号）の受信電力（ＲＳＲＰ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）、
・受信品質（ＲＳＲＱ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａ
ｌｉｔｙ、あるいは、ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
、さらに、
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・それらはシステム帯域全体に対するものか特定の帯域だけのものか、あるいは、
・システム帯域全体だが所定の帯域毎に複数個の値か、
　等である。
【０１１４】
　測定情報の報告周期としては、例えば、１００ｍｓ毎に１回等で、測定情報の種類が複
数ある場合には、それぞれに対して独立に設定してもよい。
【０１１５】
　イベント情報は、端末に、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ）を行わ
せるためのイベントに関する情報である。イベント情報は、
・判断条件（イベントの種類）や、
・当該イベントで用いる閾値や、
・オフセット値
等を含む。
【０１１６】
　なお、イベントとしては、
・３ＧＰＰ　ＬＴＥで既に規定されているハンドオーバ等に用いられるものを使用しても
よいし、
・ＣｏＭＰ用に別のイベントを定義してそれを用いてもよい。
【０１１７】
　ハンドオーバ等に用いられるものとして、例えば、
・イベントA1（Event A1）: サービングセルの品質が所定の閾値よりも良くなった（Serv
ing becomes better than threshold）、
・イベントA2（Event A2）: サービングセルの品質が所定の閾値よりも劣化した（Servin
g becomes worse than threshold）、
・イベントA３（Event A3）: 隣接セルの品質がサービングセルの品質よりも所定のオフ
セットだけ良くなった（Neighbour becomes offset better than serving）、
・イベントA４（Event A4）: 隣接セルの品質が所定の閾値よりも良くなった（Neighbour
 becomes better than threshold）、
・イベントA５（Event A5）: サービングセルの品質が所定の閾値１よりも劣化し、隣接
セルの品質が所定の閾値２よりも良くなった（Serving becomes worse than threshold1 
and neighbour becomes better than threshold2）、
などがある。
【０１１８】
　ＣｏＭＰ用の特別なイベントとしては、例えば、
・サービングセルの品質が所定の閾値より良好であり、かつ、
・隣接セルがサービングセルの品質に所定のオフセット（正または負）を加えた値より良
好であること、
等を含む。
【０１１９】
　ここで、閾値やオフセット値を無線基地局間で交換すること、より厳密には、協調集合
設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）の送信元
の無線基地局が、送信先の無線基地局に対して、閾値やオフセット値を通知し、当該閾値
やオフセット値を送信先の無線基地局に使用させることにより、同一の協調集合（ＣｏＭ
Ｐ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）内のセル間で、ＣｏＭＰ送受信を行う端末数に、
偏りが生じることを回避することができる。例えば、あるセルＡにおける判定閾値が、別
のセルＢにおける判定閾値よりも低いとき、セルＡに滞在する端末の方が、セルＢに滞在
する端末よりも、ＣｏＭＰ送受信を行うものと判定され易く、ＣｏＭＰ送受信を行う端末
数に関して、セル間での偏りが発生することが予想される。本実施形態によれば、測定報
告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ）を行わせるためのイベントに関する情報等
を共有することで、ＣｏＭＰ送受信を実行する際にセル間でのＣｏＭＰ送受信を行う端末
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数の偏りを回避することができる。
【０１２０】
　あるいは、本実施形態においては、セル配置等を考慮して、無線基地局間で当該閾値や
オフセット値に補正をして使用してもよい。
【０１２１】
　これら端末測定情報を無線基地局間で共有することで、同一の協調集合（ＣｏＭＰ　ｃ
ｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）内のセル間で、同種の情報を用いて、ＣｏＭＰ送受信を
行うかどうかを決定することができる。
【０１２２】
　スケジューラ情報は、ＣｏＭＰ送受信を行う無線基地局における端末のスケジューリン
グに関する情報である。スケジューラ情報は、スケジューラポリシー、スケジューラタイ
プを含む。スケジューラポリシーは、
・ラウンドロビン（ＲＲ）法か、
・Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ　Ｆａｉｒｎｅｓｓ（ＰＦ）法か、
・Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｃ／Ｉ（ＭＡＸ　Ｃ／Ｉ）法等の
いずれであるかを示す。
【０１２３】
　スケジューラタイプは、集中制御（Ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ）スケジューリングである
か、分散制御（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄスケジューリング）であるかを示す。
【０１２４】
　また、集中制御（Ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ）スケジューリングの場合には、さらにどの
無線基地局がスケジューリングするか等の情報を含む。
【０１２５】
　これらのスケジューラ情報を無線基地局間で共有することで、集中制御（Ｃｅｎｔｒａ
ｌｉｚｅｄ）スケジューリングの場合には、必要な情報を適切な場所に集約することがで
きる。一方、分散（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）スケジューリングの場合には、同一の協調
集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）内のセル間で、同一のポリシーに基
づいて、スケジューリングを行うことができる。
【０１２６】
　以上の手法により、本実施形態によれば、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ）を自動的に、かつ、適切に設定することができる。
【０１２７】
　なお、本実施の形態では、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が基地局に設定されている又は基地局が保有している情報として
記載を行ったが、その他の動的に変化する情報であってもよい。　
【０１２８】
　なお、図３は、協調集合設定要求／応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のメッセージに、ＣｏＭＰに関する制御情報
（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）も伝送しているが、かかる構成
に限定されるものでないことは勿論である。例えば図５に示すように、初めに、協調集合
設定要求／応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅ）として、ＣｏＭＰに関する制御情報の一部を通信する（ｐａｒｔｉａｌ
　ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｏｒｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）ステップを踏んで、協調集合設
定応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）が肯定応
答（ＡＣＫ）である場合に、残りのＣｏＭＰに関する制御情報（Ｒｅｍａｉｎｉｎｇ　Ｃ
ｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の通信を行うようにしてもよい。
【０１２９】
　また、初めに、協調集合設定要求／応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のステップを踏んで、協調集合設定応答（Ｃ
ｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）が肯定応答（ＡＣＫ
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）である場合に、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）の通信を行ってもよい。
【０１３０】
　ここで、協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）を送信する基地局（ｅＮＢ１）と、応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を返信する基地局（ｅＮＢ２）が送るＣｏＭＰに関す
る制御情報は全く同じである必要はない。基地局（ｅＮＢ１）、基地局（ｅＮＢ２）では
、それぞれ、送信先で必要な情報だけを送信すればよい。さらに、協調集合設定要求（Ｃ
ｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信する基地局（ｅ
ＮＢ１）は、要求メッセージだけを通知し、ＣｏＭＰに関する制御情報は、応答（ＣｏＭ
Ｐ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を返す基地局（ｅＮＢ２
）だけが送信するようにしてもよい。この場合、ｅＮＢ２にとっては、ｅＮＢ１からの要
求メッセージがＣｏＭＰに関する制御情報を送信するトリガーとなる。
【０１３１】
　なお、図５の処理について、図４に示すような協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信し、タイマの満了値が通知された
無線基地局は、タイマをスタートさせ、タイマが満了した後、再び当該協調集合設定要求
（ｒｅｑｕｅｓｔ）の処理を行う、という方法を適用してもよい。
【０１３２】
　また、図６に示すように、ｅＮＢ１とｅＮＢ２の間でコネクション（Ｘ２）が確立され
ていない場合には、協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
　ｒｅｑｕｅｓｔ）の前に、まず、Ｘ２コネクション確立（Ｘ２　ｓｅｔｕｐ）を行い、
その後、図３又は図５と同様の処理を行う。
【０１３３】
　ここで、協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）の情報や、ＣｏＭＰに関する制御情報を、Ｘ２　ｓｅｔｕｐに通常のＸ２　ｓ
ｅｔｕｐに必要な情報と同時に、あるいは多重（ｐｉｇｇｙ　ｂａｃｋ）して伝送しても
よい。
【０１３４】
　さらに、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）は、協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）の送信元のｅＮＢと、送信先のｅＮＢで別の情報を含むようにしてもよい。
さらに、送信元のｅＮＢは、協調集合設定要求のみを示すメッセージを通知するが、送信
先のｅＮＢは要求への応答（ＡＣＫ）と詳細なＣｏＭＰに関する制御情報を返信するよう
な場合も考えられる。
【０１３５】
　また、図４に示すような協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信し、タイマの満了値が通知された無線基地局は、タイマ
をスタートさせ、タイマが満了した後、再び当該協調集合設定要求（ｒｅｑｕｅｓｔ）の
処理を行う、という方法を適用してもよい。
【０１３６】
　さらに、上述のように、ＣｏＭＰ用に測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）のイベント
を規定する場合、当該イベントに対する測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔ）に、端末の位置情報（例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）による位置情報取得結果）も追加して通知するようにしても良い。
【０１３７】
　また、ハンドオーバ用など、ＣｏＭＰ特有の測定報告のイベントで無い場合でも、基地
局から位置情報の通知を指示された場合（例えば、フラグなどで）、端末は、基地局に位
置情報を報告するようにしてもよい。
【０１３８】
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　この端末の位置情報の使用法としては、
・協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）や、
・ＣｏＭＰ送信ポイント（ＣｏＭＰ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）
等の設定に用いることが考えられる。
【０１３９】
　端末の位置情報を用いることで、例えば複数の協調集合（ＣｏＭＰ　Ｃｏｏｐｏｒａｔ
ｉｎｇ　ｓｅｔ）の候補がある場合に、端末の位置情報を使用することにより、適切な協
調集合（ＣｏＭＰ　Ｃｏｏｐｏｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の選択ができるようになる。また
、協調集合（ＣｏＭＰ　Ｃｏｏｐｏｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）のうち、実際に送信を行うＣ
ｏＭＰ送信ポイント（ＣｏＭＰ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）の選択も適切
に行うことができる。
【０１４０】
　次に、３ＧＰＰ　ＬＴＥで規定されているＡＮＲ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｎｅｉｇｈｂ
ｏｕｒ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ）機能におけるＮＲＴ（Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　Ｒｅｌａｔｉｏ
ｎ　Ｔａｂｌｅ：隣接関係テーブル）と、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）の関係について検討する。
【０１４１】
　ＮＲＴを生成する目的の一つは、サービングセルの次（あるいはそれ以上）に受信品質
が良い隣接セルを適切に把握することで、ハンドオーバ失敗率を低減させることである。
例えば図７に示すように、ＮＲＴには、　“Ｎｏ　Ｒｅｍｏｖｅ”、“Ｎｏ　Ｘ２”、“
Ｎｏ　ＨＯ”等の属性が、セル毎に設定されている。
【０１４２】
　一方、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の設定の目的は、サー
ビスセル以外のセルに関して、受信品質が良い隣接セルを把握し、当該セルを管理する複
数の基地局からの協調送受信、つまり、ＣｏＭＰ送受信を行うことにより、スループット
等、無線リンクの特性を改善することである。
【０１４３】
　このように、ＮＲＴに追加されるセルと、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ）に追加されるセルには相関関係があるため、ＮＲＴに協調集合（ＣｏＭＰ　
ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の属性を追加することで、隣接セル関係を一元管理す
ることが可能と考えられる。
【０１４４】
　なお、ＮＲＴに追加する協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の属
性としては、例えば図８に示すように、単純に、各セルが同じ協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏ
ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に属するか否かのチェックを追加するようにしてもよい。
図８では、Ｎｏ　Ｒｅｍｏｖｅ、Ｎｏ　ＨＯ、Ｎｏ　Ｘ２等属性の１つとして「ＣｏＭＰ
」のカラムが設けられている。チェック印が付されているセルは協調集合（ＣｏＭＰ　ｃ
ｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に属する。
【０１４５】
　あるいは、図９に示すように、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ
）が複数ある場合、識別子として、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅ
ｔ）の番号（＃１、＃２等）を付加し、各セルが何番目の集合（ｓｅｔ）に属するかも示
す方法等がある。
【０１４６】
　ここで、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の番号を付加して管
理する方法は、例えば図１０（Ａ）、（Ｂ）に示すように、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏ
ｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の設定が時間的に変更になる（あるいは変更する必要がある
）場合に、有効である。
【０１４７】
　まず、注目する無線基地局は、Ｃｅｌｌ１－１～１－３を管理する無線基地局１で、さ
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らに、Ｃｅｌｌ１－１に滞在する端末に対するＣｏＭＰを想定する。
【０１４８】
　協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の集合＃１（Set　＃１）に
は、Ｃｅｌｌ１－１、Ｃｅｌｌ２－３、Ｃｅｌｌ３－２が含まれ（図１０（Ａ））、集合
＃２（Ｓｅｔ　＃２）には、Ｃｅｌｌ１－２、Ｃｅｌｌ３－３、Ｃｅｌｌ４－２が含まれ
る（図１０（Ｂ））。
【０１４９】
　ある時刻において、集合＃１（Ｓｅｔ＃１）が設定され、集合１（Ｓｅｔ＃１）に含ま
れるセル間で端末に対するＣｏＭＰ送受信を行われている。
【０１５０】
　次に、別のある時刻において、集合＃２（Ｓｅｔ＃２）に変更した場合、以降は集合＃
２（Ｓｅｔ＃２）に含まれるセル間で、端末に対するＣｏＭＰ送受信が行われる。
【０１５１】
　時間的に、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の設定が変更にな
る要因としては、例えば、各セルあるいは各協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ）内のトラフィック量（Ｌｏａｄｉｎｇ）がある。
【０１５２】
　そこで、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）内のトラフィック量
をできるだけ均等に保つように、協調集合の切り替え制御（Ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ　ｓ
ｗｉｔｃｈｉｎｇ（準静的切替））を行う。この制御は、Ｏ＆Ｍが行うことが望ましいが
、Ｏ＆Ｍに限定されるものでなく、例えば、特定の無線基地局が行ってもよい。
【０１５３】
　一方、図１０のような時間的な切替ではなく、図１１に示すように、複数の協調集合（
ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）が同時に設定される場合もある（複数の中
の１つが選択される）。
【０１５４】
　図１１に示す例では、同じセル（Ｃｅｌｌ１－１）内でも端末の位置によって、複数の
協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）から特定の集合を選択する場合
を示している。
【０１５５】
　図１１（Ａ）のように、端末がセル（Ｃｅｌｌ１－１）内の右端によっている場合、集
合＃１（Ｓｅｔ＃１）を用い、図１１（Ｂ）のように、端末がセル（Ｃｅｌｌ１－１）内
の左端によっている場合には集合＃２（Ｓｅｔ＃２）を用いる。
【０１５６】
　これにより、同じセル（Ｃｅｌｌ１－１）でも、セル内における端末の位置によって、
より最適な協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）を切替え、ＣｏＭＰ
送受信によるゲインを最大化することができる。
【０１５７】
　なお、端末の位置の情報は、前述のようにＧＰＳによるものでもよいし、隣接セルに対
する測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）から、基地局が判断してもよい
。
【０１５８】
　また、反対に、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に追加すると
いうことが、隣接セルリストに追加する場合とは別の意味を持つ、あるいは別の条件があ
る場合も想定される。
【０１５９】
　隣接セルリストは、端末の移動を適切に管理するために、端末がハンドオーバしそうな
セルを（追加できるセル数の範囲内で）できるだけ漏れのないよう追加することが、目的
である。
【０１６０】
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　一方、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の場合、必ずしもハン
ドオーバが目的とは限らない。例えば、立地的にハンドオーバはしないようなセルであっ
ても、所定のレベルの受信品質となる場合には、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔ
ｉｎｇ　ｓｅｔ）に追加する利点がある。
【０１６１】
　また、隣接セルリストに追加されるセルは、同じＭＭＥ／Ｓ－ＧＷに接続されている無
線基地局のセルだけでなく、別のＭＭＥ／Ｓ－ＧＷに接続されている無線基地局のセルも
追加対象となる。
【０１６２】
　一方、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の場合、制御遅延の観
点から、同じＭＭＥ／Ｓ－ＧＷに接続されている無線基地局のセルだけを対象とすること
も考えられる。こうすることは、ＣｏＭＰによる利得を最大化するという意味では、好ま
しいといえる。
【０１６３】
　つまり、同じＭＭＥ／Ｓ－ＧＷに接続されている無線基地局のセルだけが同じ協調集合
（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に追加できるセルであり、それ以外、つ
まり別のＭＭＥ／Ｓ－ＧＷに接続されている無線基地局のセルは追加できない、という方
法がある。
【０１６４】
　以上の点を考慮して、隣接セルリストと協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）の関係を設定することで、より適切に、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａ
ｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の設定を実現することができる。
【０１６５】
　図１２は、本実施形態における無線基地局（ｅＮＢ）の構成を示す図である。図１２に
示すように、無線基地局ｅＮＢ２０は、アンテナ２０７に接続された受信器２０１及び送
信器２０２、信号処理部２０３、通信制御部２０４、Ｏ＆Ｍ（ＯＭＣ）３０とのインタフ
ェース部２０５を備えている。および他のｅＮＢとのインタフェース部（Ｘ２　インタフ
ェース）２０６を備えている。
【０１６６】
　受信器２０１、送信器２０２は、それぞれ端末からの信号の受信、端末への信号の送信
を行う。信号処理部２０３は、無線基地局と端末間の信号処理、他の無線基地局との間の
信号処理、さらにＯ＆Ｍ３０との間の信号処理を行う。通信制御部２０４は、端末との間
、他の無線基地局との間、さらにＯ＆Ｍとの間の信号の送受信の制御を行う。本発明の、
ＣｏＭＰに関する、協調集合設定要求／応答、ＣｏＭＰに関する制御情報の送受信の制御
は、通信制御部２０４で行われる。無線基地局（ｅＮＢ）で保持される協調集合（ＣｏＭ
Ｐ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の管理も通信制御部２０４で行われる。
【０１６７】
　図１３は、本実施形態における制御局（Ｏ＆Ｍ）の構成を示す図である。図１３に示す
ように、Ｏ＆Ｍ３０は、信号処理部３０１、通信制御部３０２、基地局管理部３０３、お
よび基地局とのインタフェース部３０４を備えている。信号処理部３０１は無線基地局と
の間の信号処理を行う。通信制御部３０２は無線基地局との間でどのような信号を送受信
するかなどの制御を行い、本発明のＣｏＭＰに関する制御情報の送受信の制御も行う。基
地局管理部３０３は、配下の無線基地局の設定情報や隣接関係の情報などの管理を行い、
協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の管理等も行う。
【０１６８】
＜第１の実施形態の変形例＞
　本発明の第１の実施形態の変形例において、ｅＮＢ１、ｅＮＢ３は、ＣｏＭＰ送受信の
機能を有するが、ｅＮＢ２はＣｏＭＰ送受信機能がないものとする。また、ｅＮＢ１のＣ
ｅｌｌ１に滞在するＵＥ１、ＵＥ２がＣｅｌｌ２、Ｃｅｌｌ３で品質測定をした結果、Ｃ
ｅｌｌ２がＣｅｌｌ３よりも良好であったものとする。
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【０１６９】
　図１４は、ｅＮＢ１のＣｅｌｌ１と、ｅＮＢ３のＣｅｌｌ３が同じ協調集合（ＣｏＭＰ
　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に設定される場合のシーケンス動作を示す図である
。
【０１７０】
　ｅＮＢ１は、ＵＥ１およびＵＥ２に隣接セルの測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒ
ｅｐｏｒｔ）をするように事前に指示を出しており（不図示）、ＵＥ１、ＵＥ２は、それ
ぞれ隣接セルであるＣｅｌｌ２、およびＣｅｌｌ３の測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　ｒｅｐｏｒｔ）をｅＮＢ１に行う。
【０１７１】
　ＵＥ１、ＵＥ２から報告されたＣｅｌｌ２の下り信号の受信品質がＣｅｌｌ３の受信品
質よりも良好であり、かつ、所定の条件を満たしていた（例えば、所定の閾値以上であっ
た）場合、ｅＮＢ１はＣｅｌｌ２を協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅ
ｔ）に追加するための動作に入る（Ｔｒｉｇｇｅｒ　ｔｏ　ａｄｄ　Ｃｅｌｌ２　ｔｏ　
ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　１）。
【０１７２】
　まず、Ｃｅｌｌ２を管理するｅＮＢ２に対して、協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ
　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）のメッセージに、ＣｏＭＰに関する制
御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）も通知する。
【０１７３】
　しかし、ｅＮＢ２は、ＣｏＭＰ送受信の機能を有していないため、協調集合設定要求に
対する応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）とし
て否定応答（ＮＡＣＫ、あるいは、それに相当する情報）を通知する。
【０１７４】
　この場合、ｅＮＢ１は、Ｃｅｌｌ２以外に、（例えばＣｅｌｌ２の次に）受信品質が良
好であると報告されたＣｅｌｌ３が所定の条件を満たしているかどうかを判定する。条件
を満たしている場合、ｅＮＢ１は、Ｃｅｌｌ３を協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔ
ｉｎｇ　ｓｅｔ）に追加するための動作に入る（Ｔｒｉｇｇｅｒ　ｔｏ　ａｄｄ　Ｃｅｌ
ｌ３　ｔｏ　ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　１）。この動作は、ｅＮＢ２
に対するものと同様である。
【０１７５】
　従って、まず、ｅＮＢ３がＣｏＭＰ送受信の機能を有しているかどうかを確認する。ｅ
ＮＢ３が当該ＣｏＭＰ送受信機能を有している場合には、ｅＮＢ１は、ＣｏＭＰに関する
制御情報を、ｅＮＢ３から受け取り、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓ
ｅｔ）の更新（あるいは初期設定）を行い、さらに、Ｏ＆Ｍに対して協調集合の更新を通
知する（ＣＯＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　ｓｔａｔｕｓ　ｒｅｐｏｒｔ（ｃ
ｅｌｌ　３　ｎｅｗｌｙ　ａｄｄｅｄ））。
【０１７６】
　次に、Ｏ＆Ｍは、ｅＮＢ３に協調集合３（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ
３）を更新するよう通知し（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　ｕｐｄａｔｅ
　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）、ｅＮＢ３は協調集合３（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ３）を更新（もしくは初期設定）する(ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓ
ｅｔ　３　ｕｐｄａｔｅ）。
【０１７７】
　そして、Ｏ＆Ｍは、ｅＮＢ１に対して、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）の更新が完了したことを通知し（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ
　ｕｐｄａｔｅ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）、ＣｏＭＰ送受信のための準備動作が完了する。
【０１７８】
　ｅＮＢ１、ｅＮＢ３は、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の更
新が完了した後、実際にＣｏＭＰ送受信を行うＵＥおよび送受信形態を決定し、実行する
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。
【０１７９】
　なお、ここでは、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）設定の要求
（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）のメッセージで、
ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を通
知したが、初めに、協調集合設定要求／応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅ）に必要なＣｏＭＰに関する制御情報だけを
通信するステップを踏んで、協調集合設定応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）が肯定応答（ＡＣＫ）である場合に、残りの必要なＣｏＭ
Ｐに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の通信を行
ってもよい。
【０１８０】
　さらに、協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）を送信する基地局（ｅＮＢ１）は、要求メッセージだけを通知し、ＣｏＭＰに
関する制御情報は、応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ）を返す基地局（ｅＮＢ２）だけが送信するようにしてもよい。この場合、ｅＮＢ
３にとっては、ｅＮＢ１からの要求メッセージがＣｏＭＰに関する制御情報を送信するト
リガーとなる。
【０１８１】
　また、図４に示すような協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信し、タイマの満了値が通知された無線基地局は、タイマ
をスタートさせ、タイマが満了した後、再び当該協調集合設定要求（ｒｅｑｕｅｓｔ）の
処理を行う、という方法を適用してもよい。
【０１８２】
＜第２の実施形態＞
　本発明の第２の実施形態において、ｅＮＢ１～ｅＮＢ３は、すべてＣｏＭＰ送受信の機
能を有するものとし、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）はセル固
有のものが設定されるものとする。
【０１８３】
　本実施形態と前記第１の実施形態との相違点は、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａ
ｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の設定（更新）において、Ｏ＆Ｍを介さず、ｅＮＢ間の直接の情報交
換のみで行う点である。
【０１８４】
　図１５は、ｅＮＢ１のＣｅｌｌ１とｅＮＢ２のＣｅｌｌ２が同じ協調集合（ＣｏＭＰ　
ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に設定される場合のシーケンス図である。
【０１８５】
　まず、ｅＮＢ１は、ＵＥ１およびＵＥ２に隣接セルの測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　ｒｅｐｏｒｔ）をするように事前に指示を出しており（不図示）、ＵＥ１およびＵＥ
２はそれぞれ隣接セルであるＣｅｌｌ２の測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏ
ｒｔ）をｅＮＢ１に対して行う。
【０１８６】
　ＵＥ１、ＵＥ２から報告されたＣｅｌｌ２の下り信号の受信品質が所定の条件を満たし
ていた場合、ｅＮＢ１は、ｅＮＢ２に対して、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉ
ｎｇ　ｓｅｔ）の設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）を通知する。
【０１８７】
　このとき、ｅＮＢ１は、ｅＮＢ２に対して、当該設定要求メッセージにＣｏＭＰに関す
る制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を含めて通知する。
【０１８８】
　ｅＮＢ２は、ＣｏＭＰ送受信機能を有しているため、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅ
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ｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）設定要求への応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）として、肯定応答（ＡＣＫ、あるいは、それに相当する情報）
、および、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）をｅＮＢ１へ通知する。
【０１８９】
　ｅＮＢ１は、ｅＮＢ２からＡＣＫを受け取ると、ｅＮＢ１で保持する協調集合１（Ｃｏ
ＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ１）の番号＃１（ｓｅｔ　＃１）を更新（又は初
期設定）する。
【０１９０】
　一方、ｅＮＢ２もＡＣＫを通知した後、ｅＮＢ２で保持する協調集合２（ＣｏＭＰ　ｃ
ｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ２）の番号＃１（ｓｅｔ　＃１）を更新（又は初期設定）
する。
【０１９１】
　そして、ｅＮＢ１は、Ｏ＆Ｍに対して、協調集合１（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ１）の識別子（ここでは、番号（＃１））と、更新情報（＃１には、Ｃｅｌｌ
１とＣｅｌｌ２を含む）を通知する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　ｓｔ
ａｔｕｓ　ｒｅｐｏｒｔ　（ｓｅｔ＃　ｕｐｄａｔｅｄ））。Ｏ＆Ｍは、保有する協調集
合の番号＃１（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ＃１）の情報を更新する（Ｃ
ｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ＃１　ｕｐｄａｔｅ）。
【０１９２】
　このようにして、ｅＮＢ１、ｅＮＢ２は、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ）の更新を完了し、この後、実際にＣｏＭＰ送受信を行うＵＥおよび送受信形
態を決定し、実行する。
【０１９３】
　なお、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）は、協調集合設定要求と応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒ
ｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のメッセージに含んで通知したが、当該設定要求と応
答それぞれにＣｏＭＰに関する制御情報を含まず（あるいは、一部だけ含み）、別のメッ
セージとしてＣｏＭＰに関する制御情報（あるいは、残りの部分）を通知してもよい。つ
まり、初めに、協調集合設定要求／応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のステップを踏んで、協調集合設定応答（Ｃｏ
ＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）が肯定応答（ＡＣＫ）
である場合に、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）の通信を行ってもよい。
【０１９４】
　さらに、協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）を送信する基地局（ｅＮＢ１）は、要求メッセージだけを通知し、ＣｏＭＰに
関する制御情報は、応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ）を返す基地局（ｅＮＢ２）だけが送信するようにしてもよい。この場合、ｅＮＢ
２にとっては、ｅＮＢ１からの要求メッセージがＣｏＭＰに関する制御情報を送信するト
リガーとなる。
【０１９５】
　さらに、図４に示すような協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信し、タイマの満了値が通知された無線基地局は、タイ
マをスタートさせ、タイマが満了した後、再び当該協調集合設定要求（ｒｅｑｕｅｓｔ）
の処理を行う、という方法を適用してもよい。
【０１９６】
　また、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の識別子として番号（
＃１）をＯ＆Ｍに通知したが、番号以外の情報でもよい。
【０１９７】
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＜第３の実施形態＞
　本発明の第３の実施形態において、ｅＮＢ１～ｅＮＢ３は、すべてＣｏＭＰ送受信の機
能を有するものとし、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）はセル固
有のものが設定されるものとする。本実施形態と実施形態１との違いは、ＣｏＭＰに関す
る制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）をｅＮＢからＯ＆Ｍ
へ通知する点と、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の設定（更新
）をＯ＆Ｍが行う点である。また、本実施例における、ＣｏＭＰに関する制御情報の通信
のトリガーは、Ｏ＆Ｍからの要求（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　ｒｅｑｕｅｓｔ）である。
【０１９８】
　図１６は、ｅＮＢ１のＣｅｌｌ１とｅＮＢ２のＣｅｌｌ２が同じ協調集合（ＣｏＭＰ　
ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に設定される場合のシーケンス図である。
【０１９９】
　まず、ｅＮＢ１は、ＵＥ１およびＵＥ２に隣接セルの測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　ｒｅｐｏｒｔ）をするように事前に指示を出しており（不図示）、ＵＥ１およびＵＥ
２はそれぞれ隣接セルであるＣｅｌｌ２の測定報告をｅＮＢ１に対して行う。
【０２００】
　ＵＥ１、ＵＥ２から報告されたＣｅｌｌ２の下り信号の受信品質が所定の条件を満たし
ていた場合、ｅＮＢ１は、Ｏ＆Ｍに、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓ
ｅｔ）設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）の
メッセージに、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）を含んで通知する。このとき、ｅＮＢ１からＯ＆Ｍに送信される協調集合設定
要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）には、ターゲ
ットとなる無線基地局（ｅＮＢ２）やセル（Ｃｅｌｌ２）の情報、例えば、セルＩＤ（Ｃ
ｅｌｌ　ＩＤ）や基地局ＩＤ（ｅＮＢ　ＩＤ)が付加されている。あるいは、ｅＮＢ１か
らＯ＆Ｍに送信される協調集合設定要求には、さらに、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の識別子が付加される構成としてもよい。
【０２０１】
　Ｏ＆Ｍは、当該協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｒ
ｅｑｕｅｓｔ）を通知された場合、ターゲットとなるｅＮＢ２に対して、ＣｏＭＰに関す
る制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を要求する（ＣｏＭ
Ｐ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）。ｅＮＢ２は、ＣｏＭ
Ｐに関する制御情報を、Ｏ＆Ｍに通知する（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　ｒｅｐｏｒｔ）。
【０２０２】
　Ｏ＆Ｍは、ｅＮＢ１、ｅＮＢ２のＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に基づき、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）を設定する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ＃１　ｕｐｄａｔｅ
）。
【０２０３】
　本実施形態では、Ｏ＆ＭはｅＮＢ１のＣｅｌｌ１とｅＮＢ２のＣｅｌｌ２を同じ協調集
合番号＃１（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ＃１）に追加すると決定し、そ
れをｅＮＢ１、ｅＮＢ２に通知する。このとき、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔ
ｉｎｇ　ｓｅｔ）の識別子として、例えば番号（＃１）も付加する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐ
ｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ｓｅｔ＃１　ｕｐｄａｔｅｄ）
）。
【０２０４】
　ｅＮＢ１、ｅＮＢ２は、それぞれ保有する協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｅｔ）の情報を更新し（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ＃１（ｓｅｔ
　＃２）、　ｕｐｄａｔｅ）、協調相手のｅＮＢを認識する。これにより、実際にＣｏＭ
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Ｐ送受信を行うことが可能となる。
【０２０５】
　なお、Ｏ＆ＭがｅＮＢ１、ｅＮＢ２に通知する、協調集合コンフィギュレーション（Ｃ
ｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）に含まれる情
報としては、
・前述の協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の情報（識別子、Ｃｅ
ｌｌ　ＩＤ）のほか、
・ＣｏＭＰ送受信の機能情報（例えば、サポートするＣｏＭＰ送受信方式）、
・アクセス階層（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ：ＡＳ）設定情報
　等を用いてもよい。
【０２０６】
　ここで、本実施例では、ｅＮＢ１にとって、ＵＥからの報告されたＣｅｌｌ２の品質が
所定の条件を満たしていることが、ＣｏＭＰに関する制御情報の送信のトリガーとなって
いる。一方、ｅＮＢ２にとっては、制御局（Ｏ＆Ｍ）からの要求がＣｏＭＰに関する制御
情報の送信のトリガーとなっている。
【０２０７】
　なお、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）は、協調集合設定要求と応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒ
ｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のメッセージに含んで通知したが、当該設定要求と応
答それぞれにＣｏＭＰに関する制御情報を含まず（あるいは、一部だけ含み）、別のメッ
セージとしてＣｏＭＰに関する制御情報（あるいは、残りの部分）を通知してもよい。つ
まり、初めに、協調集合設定要求／応答（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のステップを踏んで、協調集合設定応答（Ｃｏ
ＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）が肯定応答（ＡＣＫ）
である場合に、ＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）の通信を行ってもよい。
【０２０８】
　また、図４に示すような協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信し、タイマの満了値が通知されたＯ＆Ｍは、タイマをス
タートさせ、タイマが満了した後、再び当該協調集合設定要求（ｒｅｑｕｅｓｔ）の処理
を行う、という方法を適用してもよい。タイマを動かす主体がＯ＆Ｍであるという点で第
１の実施の形態、第２の実施の形態と異なる。
【０２０９】
＜第４の実施形態＞
　本発明の第４の実施形態において、ｅＮＢ１～ｅＮＢ３は、すべてＣｏＭＰ送受信の機
能を有するものとし、ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔはセル固有のものが設
定されるものとする。本実施形態と実施形態１との違いは、ＣｏＭＰに関する制御情報（
ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）をｅＮＢからＯ＆Ｍへ通知する点
と、Ｏ＆Ｍが協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の初期設定をｅＮ
Ｂ（Ｃｅｌｌ）の位置に基づいて決定する点である。
【０２１０】
　図１７は、ｅＮＢ１のＣｅｌｌ１とｅＮＢ２のＣｅｌｌ２が同じ協調集合（ＣｏＭＰ　
ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）に設定される場合のシーケンス図である。
【０２１１】
　初期状態として、ｅＮＢ２はまだ未導入（未起動）であり、ｅＮＢ１だけがＯ＆Ｍと接
続されている。
【０２１２】
　まず、ｅＮＢ１は、Ｏ＆ＭからのＣｏＭＰに関する制御情報の要求（ＣｏＭＰ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）に応答し、当該情報を報告する（
ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｎ　ｒｅｐｏｒｔ）。
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【０２１３】
　次に、ある時刻において、ｅＮＢ２が導入（起動）されたものとする。ｅＮＢ２は、ま
ずＮｅｔｗｏｒｋ（ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ）と接続確立（Ｓ１　ｓｅｔｕｐ）を行い、Ｏ＆Ｍ
に接続完了（ｓｅｔｕｐ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を通知する。
Ｏ＆Ｍは、ｅＮＢ２にＣｏＭＰに関する制御情報を要求し（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）、ｅＮＢ２は当該情報を報告する（ＣｏＭＰ
　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｐｏｒｔ）。
【０２１４】
　Ｏ＆Ｍは、ｅＮＢ１、ｅＮＢ２のＣｏＭＰに関する制御情報（ＣｏＭＰ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に基づき、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　ｓｅｔ）を設定する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ＃１　ｕｐｄａｔｅ
）。
【０２１５】
　本実施形態では、Ｏ＆Ｍは、ｅＮＢ１のＣｅｌｌ１とｅＮＢ２のＣｅｌｌ２を同じ協調
集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ＃１）に追加することを決定し、それ
を、ｅＮＢ１、ｅＮＢ２に通知する。このとき、協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔ
ｉｎｇ　ｓｅｔ）の識別子として、例えば番号（＃１）も付加する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐ
ｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　（ｓｅｔ＃１　ｕｐｄａｔｅｄ
）。
【０２１６】
　ｅＮＢ１、ｅＢＮ２は、互いに同じ協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓ
ｅｔ）に属することを認識し、ｅＮＢ間の接続（コネクション確立）（Ｘ２　ｓｅｔｕｐ
）を行う。
【０２１７】
　そして、Ｘ２セットアップ完了後、それぞれ保有する協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の情報を更新する（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ
＃１（ｓｅｔ　＃２）、　ｕｐｄａｔｅ）。これにより、実際にＣｏＭＰ送受信を行うこ
とが可能となる。
【０２１８】
　なお、Ｏ＆ＭがｅＮＢ１、ｅＮＢ２に通知する協調集合コンフィギュレーション（Ｃｏ
ＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）に含まれる情報
としては、
・前述の協調集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の情報（識別子、Ｃｅ
ｌｌ　ＩＤ）のほか、
・ＣｏＭＰ送受信の機能情報（例えば、サポートするＣｏＭＰ送受信方式）、
・アクセス階層（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ：ＡＳ）設定情報
　等を用いてもよい。
【０２１９】
　また、図４に示すような協調集合設定要求（ＣｏＭＰ　ｓｅｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信し、タイマの満了値が通知されたＯ＆Ｍは、タイマをス
タートさせ、タイマが満了した後、再び当該協調集合設定要求（ｒｅｑｕｅｓｔ）の処理
を行う、という方法を適用してもよい。タイマを動かす主体がＯ＆Ｍであるという点で第
１の実施の形態、第２の実施の形態と異なる。
【０２２０】
　前記実施形態では、複数の無線基地局間のＣｏＭＰ送受信を対象に説明を行ったが（図
２１参照）、無線基地局（ｅＮＢ）の代わりに、例えば中継局（Ｒｅｌａｙ　Ｎｏｄｅ：
ＲＮ）でＣｏＭＰ送受信を行うようにしてもよい。一つの端末に対してＣｏＭＰ送受信を
行う複数の無線局としては、
・無線基地局と中継局の混在型、あるいは、
・複数の中継局が一つの端末に対してＣｏＭＰ送受信を行うようにしてもよい。この場合
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、複数の中継局は、当該中継局のセルが隣接しさえすれば、同一の無線基地局に帰属して
もよいし、異なる無線基地局に帰属してもよい。
【０２２１】
　これらの場合、ＣｏＭＰに関する制御情報の通知（あるいは、交換）、又は、協調集合
（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ）の情報交換などは、ｅＮＢとＲＮ間、Ｒ
ＮとＲＮ間で行われる。なお、この場合、ＲＮにとって上位局であるｅＮＢが他の無線局
に相当し、ｅＮＢとＲＮの接続確立の要求をトリガーとして、ＣｏＭＰに関する制御情報
の通信を行うようにしてもよい。
【０２２２】
　例えば図２２（Ａ）に示す例は、ｅＮＢ１と、ｅＮＢ１に帰属するＲＮ１とが、ＲＮ１
のセル（Ｃｅｌｌ　ｒ１）内の端末に対してＣｏＭＰ送受信を行っている。
【０２２３】
　図２２（Ｂ）の例では、同一の基地局ｅＮＢ１に帰属する中継局ＲＮ１、ＲＮ２が、一
つの端末に対してＣｏＭＰ送受信を行う。この場合、ＲＮ１とＲＮ２がｅＮＢ１を介して
、あるいは介さず直接にＣｏＭＰに関する制御情報の通信を行う方法を用いてもよいし、
ｅＮＢ１がＲＮ１とＲＮ２のそれぞれのＣｏＭＰに関する制御情報を保有していて、ＲＮ
１、ＲＮ２はそれぞれｅＮＢ１と通信を行う方法を用いてもよい。この方法を容易、迅速
に実現するための方法としては、各ＲＮは帰属先（Ｄｏｎｏｒ：ドナー）となるｅＮＢと
の接続確立をした際に、ＣｏＭＰに関する制御情報も通信する方法を用いてもよい。
【０２２４】
　図２２（Ｃ）の例では、異なる無線基地局に帰属する中継局ＲＮ１、ＲＮ２が、一つの
端末に対してＣｏＭＰ送受信を行う。この場合、ＲＮ１とＲＮ２がｅＮＢ１とｅＮＢ２を
介して、あるいは介さず直接にＣｏＭＰに関する制御情報の通信を行う方法を用いてもよ
い。あるいは、ｅＮＢ１がＲＮ１のＣｏＭＰに関する制御情報を保有し、ｅＮＢ２がＲＮ
２のＣｏＭＰに関する制御情報を保有し、ＲＮ１はｅＮＢ２から、ＲＮ２はｅＮＢ１から
、それぞれお互いのＣｏＭＰに関する制御情報を取得する方法を用いてもよい。さらに、
また別の方法として、ｅＮＢ１がＲＮ２のＣｏＭＰに関する制御情報を保有し、ｅＮＢ２
がＲＮ１のＣｏＭＰに関する制御情報を保有し、ＲＮ１はＲＮ２のＣｏＭＰに関する制御
情報をｅＮＢ１から取得し、ＲＮ２はＲＮ１のＣｏＭＰに関する制御情報をｅＮＢ２から
取得する方法を用いてもよい。
【０２２５】
　さらに、中継局以外にも、無線基地局の無線部であるＲＲＨ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ｈｅａｄ）やリモート基地局ＲＲＥ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ）を用いたＣｏＭＰ送受信であってもよい。
【０２２６】
　さらに、前記実施形態では、無線通信システムとして、３ＧＰＰ　ＬＴＥを想定して説
明したが、本発明の対象はそれらに限定されるものでなく、例えば３ＧＰＰ　ＷＣＤＭＡ
（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ）、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆ
ｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）等にも適用可能である。
【０２２７】
　なお、本発明の全開示（請求の範囲を含む）の枠内において、さらにその基本的技術思
想に基づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の
範囲の枠内において種々の開示要素の多様な組み合わせないし選択が可能である。すなわ
ち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得
るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。
【符号の説明】
【０２２８】
　２０１　受信器
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　２０２　送信器
　２０３　信号処理部
　２０４　通信制御部
　２０５、２０６　インタフェース部
　２０７　アンテナ
　３０１　信号処理部
　３０２　通信制御部
　３０３　基地局管理部
　３０４　インタフェース部

【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】



(31) JP 6358298 B2 2018.7.18

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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