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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライマリセルおよびセカンダリセルと無線通信を行う移動端末であって、
　上り送信タイミングの調整値を示すタイミングアドバンスのうち前記セカンダリセルに
対するタイミングアドバンスを前記プライマリセルから通知され、
　前記プライマリセルに対するタイミングアドバンスと前記セカンダリセルに対するタイ
ミングアドバンスとを個別に設定することを特徴とする移動端末。
【請求項２】
　プライマリセルと、セカンダリセルと、前記プライマリセルおよび前記セカンダリセル
と無線通信を行う移動端末を備えた通信システムに用いられる前記プライマリセルであっ
て、
　上り送信タイミングの調整値を示すタイミングアドバンスでのうち前記セカンダリセル
に対するタイミングアドバンスを前記移動端末に通知することを特徴とするプライマリセ
ル。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末およびプライマリセルに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　第３世代と呼ばれる通信方式のうち、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code division Multipl
e Access）方式が２００１年から日本で商用サービスが開始されている。また、下りリン
ク（個別データチャネル、個別制御チャネル）にパケット伝送用のチャネル（High Speed
-Downlink Shared Channel：ＨＳ－ＤＳＣＨ）を追加することにより、下りリンクを用い
たデータ送信の更なる高速化を実現するＨＳＤＰＡ（High Speed Downlink Packet Acces
s）のサービスが開始されている。さらに、上り方向のデータ送信をより高速化するため
に、ＨＳＵＰＡ（High Speed Uplink Packet Access）方式についてもサービスが開始さ
れている。Ｗ－ＣＤＭＡは、移動体通信システムの規格化団体である３ＧＰＰ（3rd Gene
ration Partnership Project）により定められた通信方式であり、リリース１０版の規格
書がとりまとめられている。
【０００３】
　また、３ＧＰＰにおいて、Ｗ－ＣＤＭＡとは別の通信方式として、無線区間については
ロングタームエボリューション（Long Term Evolution：ＬＴＥ）、コアネットワーク（
単にネットワークとも称する）を含めたシステム全体構成については、システムアーキテ
クチャエボリューション（System Architecture Evolution：ＳＡＥ）と称される新たな
通信方式が検討されている。この通信方式は３．９Ｇ（3.9 Generation）システムとも呼
ばれる。
【０００４】
　ＬＴＥでは、アクセス方式、無線のチャネル構成やプロトコルが、現在のＷ－ＣＤＭＡ
（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ）とは全く異なるものになる。例えば、アクセス方式は、Ｗ－
ＣＤＭＡが符号分割多元接続（Code Division Multiple Access）を用いているのに対し
て、ＬＴＥは下り方向はＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）、上
り方向はＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Career Frequency Division Multiple Access）を用い
る。また、帯域幅は、Ｗ－ＣＤＭＡが５ＭＨｚであるのに対し、ＬＴＥでは１．４ＭＨｚ
，３ＭＨｚ，５ＭＨｚ，１０ＭＨｚ，１５ＭＨｚ，２０ＭＨｚの中で基地局毎に選択可能
となっている。また、ＬＴＥでは、Ｗ－ＣＤＭＡのように回線交換を含まず、パケット通
信方式のみになる。
【０００５】
　ＬＴＥは、Ｗ－ＣＤＭＡのコアネットワーク（General Packet Radio Service：ＧＰＲ
Ｓ）とは異なる新たなコアネットワークを用いて通信システムが構成されるため、Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ網とは別の独立した無線アクセス網として定義される。したがって、Ｗ－ＣＤＭＡ
の通信システムと区別するため、ＬＴＥの通信システムでは、移動端末（User Equipment
：ＵＥ）と通信を行う基地局（Base station）はｅＮＢ（E-UTRAN NodeB）と称され、複
数の基地局と制御データやユーザデータのやり取りを行う基地局制御装置（Radio Networ
k Controller）は、ＥＰＣ（Evolved Packet Core）またはａＧＷ（Access Gateway）と
称される。
【０００６】
　このＬＴＥの通信システムでは、ユニキャスト（Unicast）サービスとＥ-ＭＢＭＳサー
ビス（Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service）とが提供される。Ｅ－ＭＢＭ
Ｓサービスとは、放送型マルチメディアサービスであり、単にＭＢＭＳと称される場合も
ある。複数の移動端末に対してニュースや天気予報、モバイル放送などの大容量放送コン
テンツが送信される。これを１対多（Point to Multipoint）サービスともいう。
【０００７】
　３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおける全体的なアーキテクチャ（Architecture）に関
する現在の決定事項が、非特許文献１（４章）に記載されている。全体的なアーキテクチ
ャについて図１を用いて説明する。図１は、ＬＴＥ方式の通信システムの構成を示す説明
図である。図１において、移動端末１０１に対する制御プロトコル、例えばＲＲＣ（Radi
o Resource Control）と、ユーザプレイン、例えばＰＤＣＰ（Packet Data Convergence 
Protocol）、ＲＬＣ（Radio Link Control）、ＭＡＣ（Medium Access Control）、ＰＨ
Ｙ（Physical layer）とが基地局１０２で終端するならば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved Un
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iversal Terrestrial Radio Access）は１つあるいは複数の基地局１０２によって構成さ
れる。
【０００８】
　基地局１０２は、ＭＭＥ（Mobility Management Entity）１０３から通知されるページ
ング信号（Paging Signal、ページングメッセージ（paging messages）とも称される）の
スケジューリング（Scheduling）および送信を行う。基地局１０２は、Ｘ２インタフェー
スにより、互いに接続される。また基地局１０２は、Ｓ１インタフェースによりＥＰＣ（
Evolved Packet Core）に接続される。より明確には、基地局１０２は、Ｓ１＿ＭＭＥイ
ンタフェースによりＭＭＥ（Mobility Management Entity）１０３に接続され、Ｓ１＿Ｕ
インタフェースによりＳ－ＧＷ（Serving Gateway）１０４に接続される。
【０００９】
　ＭＭＥ１０３は、複数あるいは単数の基地局１０２へのページング信号の分配を行う。
また、ＭＭＥ１０３は待受け状態（Idle State）のモビリティ制御（Mobility control）
を行う。ＭＭＥ１０３は、移動端末が待ち受け状態の際、および、アクティブ状態（Acti
ve State）の際に、トラッキングエリア（Tracking Area）リストの管理を行う。
【００１０】
　Ｓ－ＧＷ１０４は、ひとつまたは複数の基地局１０２とユーザデータの送受信を行う。
Ｓ－ＧＷ１０４は、基地局間のハンドオーバの際、ローカルな移動性のアンカーポイント
（Mobility Anchor Point）となる。ＥＰＣには、さらにＰ－ＧＷ（PDN Gateway）が存在
し、ユーザ毎のパケットフィルタリングやＵＥ－ＩＤアドレスの割当などを行う。
【００１１】
　移動端末１０１と基地局１０２との間の制御プロトコルＲＲＣは、報知（Broadcast）
、ページング（paging）、ＲＲＣ接続マネージメント（RRC connection management）な
どを行う。ＲＲＣにおける基地局と移動端末の状態として、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅ、ＲＲＣ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤがある。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥでは、ＰＬＭＮ（Public Land Mobile Net
work）選択、システム情報（System Information：ＳＩ）の報知、ページング（paging）
、セル再選択（cell re-selection）、モビリティ等が行われる。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣ
ＴＥＤでは、移動端末はＲＲＣ接続（connection）を有し、ネットワークとのデータの送
受信を行うことができ、また、ハンドオーバ（Handover：ＨＯ）、隣接セル（Neighbour 
cell）のメジャメント等が行われる。
【００１２】
　非特許文献１（５章）に記載される３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおけるフレーム構
成に関する現在の決定事項について、図２を用いて説明する。図２は、ＬＴＥ方式の通信
システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図２において、１つの無
線フレーム（Radio frame）は１０ｍｓである。無線フレームは１０個の等しい大きさの
サブフレーム（Subframe）に分割される。サブフレームは、２個の等しい大きさのスロッ
ト（slot）に分割される。無線フレーム毎に１番目と６番目のサブフレームに下り同期信
号（Downlink Synchronization Signal：ＳＳ）が含まれる。同期信号には、第一同期信
号（Primary Synchronization Signal：Ｐ－ＳＳ）と、第二同期信号（Secondary Synchr
onization Signal：Ｓ－ＳＳ）とがある。
【００１３】
　サブフレーム単位にてＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single 
Frequency Network）用とＭＢＳＦＮ以外用のチャネルの多重が行われる。ＭＢＳＦＮ送
信(MBSFN Transmission)とは、同時に複数のセルから同じ波形の送信により実現される同
時放送送信技術(simulcast transmission technique)である。ＭＢＳＦＮ領域（MBSFN Ar
ea）の複数のセルからのＭＢＳＦＮ送信は、移動端末によって１つの送信であると見える
。ＭＢＳＦＮとは、このようなＭＢＳＦＮ送信をサポートするネットワークである。以降
、ＭＢＳＦＮ送信用のサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレーム（MBSFN subframe）と称す
る。
【００１４】
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　非特許文献２に、ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て時のシグナリング例が記載されて
いる。図３は、ＭＢＳＦＮフレームの構成を示す説明図である。図３において、割当周期
（radio Frame Allocation Period）毎にＭＢＳＦＮサブフレームを含む無線フレームが
割り当てられる。ＭＢＳＦＮサブフレームは、割当周期と割当オフセット（radio Frame 
Allocation Offset）によって定義された無線フレームにてＭＢＳＦＮのために割り当て
られるサブフレームであり、マルチメディアデータを伝送するためのサブフレームである
。以下の式（１）を満たす無線フレームが、ＭＢＳＦＮサブフレームを含む無線フレーム
である。
【００１５】
　ＳＦＮ ｍｏｄ radioFrameAllocationPeriod＝radioFrameAllocationOffset　…（１）
　ＭＢＳＦＮサブフレームの割当は６ビットにて行われる。１番左のビットは、サブフレ
ーム２番目（＃１）のＭＢＳＦＮ割当を定義する。２番目のビットはサブフレーム３番目
（＃２）、３番目のビットはサブフレーム４番目（＃３）、４番目のビットはサブフレー
ム７番目（＃６）、５番目のビットはサブフレーム８番目（＃７）、６番目のビットはサ
ブフレーム９番目（＃８）のＭＢＳＦＮ割当を定義する。該ビットが「１」を示す場合、
対応するサブフレームがＭＢＳＦＮのために割当てられることを示す。
【００１６】
　３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおけるチャネル構成に関する現在の決定事項が、非特
許文献１（５章）に記載されている。ＣＳＧセル（Closed Subscriber Group cell）にお
いてもｎｏｎ－ＣＳＧセルと同じチャネル構成が用いられると想定されている。物理チャ
ネル（Physical channel）について、図４を用いて説明する。図４は、ＬＴＥ方式の通信
システムで使用される物理チャネルを説明する説明図である。
【００１７】
　図４において、物理報知チャネル（Physical Broadcast channel：ＰＢＣＨ）４０１は
、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。ＢＣＨトランスポ
ートブロック（transport block）は、４０ｍｓ間隔中の４個のサブフレームにマッピン
グされる。４０ｍｓタイミングの明白なシグナリングはない。物理制御チャネルフォーマ
ットインジケータチャネル（Physical Control Format Indicator Channel：ＰＣＦＩＣ
Ｈ）４０２は、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される。ＰＣＦＩＣＨは、ＰＤＣ
ＣＨｓのために用いるＯＦＤＭシンボルの数について基地局１０２から移動端末１０１へ
通知する。ＰＣＦＩＣＨは、サブフレーム毎に送信される。
【００１８】
　物理下り制御チャネル（Physical Downlink Control Channel：ＰＤＣＣＨ）４０３は
、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。ＰＤＣＣＨは、Ｄ
Ｌ－ＳＣＨ（後述の図５に示されるトランスポートチャネルの１つである下り共有チャネ
ル）とＰＣＨ（図５に示されるトランスポートチャネルの１つであるページングチャネル
）のリソース割り当て（allocation）、ＤＬ－ＳＣＨに関するＨＡＲＱ情報を通知する。
ＰＤＣＣＨは、上りスケジューリンググラント（Uplink Scheduling Grant）を運ぶ。Ｐ
ＤＣＣＨは、上り送信に対する応答信号であるＡｃｋ（Acknowledgement）／Ｎａｃｋ（N
egative Acknowledgement）を運ぶ。ＰＤＣＣＨは、Ｌ１／Ｌ２制御信号とも呼ばれる。
【００１９】
　物理下り共有チャネル（Physical Downlink Shared Channel：ＰＤＳＣＨ）４０４は、
基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。ＰＤＳＣＨには、ト
ランスポートチャネルであるＤＬ－ＳＣＨ（下り共有チャネル）やトランスポートチャネ
ルであるＰＣＨがマッピングされている。物理マルチキャストチャネル（Physical Multi
cast Channel：ＰＭＣＨ）４０５は、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下り
チャネルである。ＰＭＣＨには、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル
（Multicast Channel：ＭＣＨ）がマッピングされている。
【００２０】
　物理上り制御チャネル（Physical Uplink Control Channel：ＰＵＣＣＨ）４０６は、
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移動端末１０１から基地局１０２へ送信される上りチャネルである。ＰＵＣＣＨは、下り
送信に対する応答信号（response signal）であるＡｃｋ／Ｎａｃｋを運ぶ。ＰＵＣＣＨ
は、ＣＱＩ（Channel Quality Indicator）レポートを運ぶ。ＣＱＩとは、受信したデー
タの品質、もしくは通信路品質を示す品質情報である。またＰＵＣＣＨは、スケジューリ
ングリクエスト（Scheduling Request：ＳＲ）を運ぶ。物理上り共有チャネル（Physical
 Uplink Shared Channel：ＰＵＳＣＨ）４０７は、移動端末１０１から基地局１０２へ送
信される上りチャネルである。ＰＵＳＣＨには、ＵＬ－ＳＣＨ（図５に示されるトランス
ポートチャネルの１つである上り共有チャネル）がマッピングされている。
【００２１】
　物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（Physical Hybrid ARQ Indicator Channel：ＰＨ
ＩＣＨ）４０８は、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。
ＰＨＩＣＨは、上り送信に対する応答信号であるＡｃｋ／Ｎａｃｋを運ぶ。物理ランダム
アクセスチャネル（Physical Random Access Channel：ＰＲＡＣＨ）４０９は、移動端末
１０１から基地局１０２へ送信される上りチャネルである。ＰＲＡＣＨは、ランダムアク
セスプリアンブル（random access preamble）を運ぶ。
【００２２】
　下りリファレンスシグナル（Reference signal）は、移動体通信システムとして既知の
シンボルである。移動端末の物理レイヤの測定として、リファレンスシグナルの受信電力
（Reference Signal Received Power：ＲＳＲＰ）測定がある。
【００２３】
　非特許文献１（５章）に記載されるトランスポートチャネル（Transport channel）に
ついて、図５を用いて説明する。図５は、ＬＴＥ方式の通信システムで使用されるトラン
スポートチャネルを説明する説明図である。図５（Ａ）には、下りトランスポートチャネ
ルと下り物理チャネルとの間のマッピングを示す。図５（Ｂ）には、上りトランスポート
チャネルと上り物理チャネルとの間のマッピングを示す。
【００２４】
　下りトランスポートチャネルについて説明する。報知チャネル（Broadcast Channel：
ＢＣＨ）は、その基地局（セル）のカバレッジ全体に報知される。ＢＣＨは、物理報知チ
ャネル（ＰＢＣＨ）にマッピングされる。
【００２５】
　下り共有チャネル（Downlink Shared Channel：ＤＬ－ＳＣＨ）には、ＨＡＲＱ（Hybri
d ARQ）による再送制御が適用される。ＤＬ－ＳＣＨは、基地局（セル）のカバレッジ全
体への報知が可能である。ＤＬ－ＳＣＨは、ダイナミックあるいは準静的（Semi-static
）なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、パーシステントス
ケジューリング（Persistent Scheduling）とも言われる。ＤＬ－ＳＣＨは、移動端末の
低消費電力化のために移動端末の間欠受信（Discontinuous reception：ＤＲＸ）をサポ
ートする。ＤＬ－ＳＣＨは、物理下り共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）へマッピングされる。
【００２６】
　ページングチャネル（Paging Channel：ＰＣＨ）は、移動端末の低消費電力を可能とす
るために移動端末のＤＲＸをサポートする。ＰＣＨは、基地局（セル）のカバレッジ全体
への報知が要求される。ＰＣＨは、動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ）のような物理リソースへマッピングされる。
【００２７】
　マルチキャストチャネル（Multicast Channel：ＭＣＨ）は、基地局（セル）のカバレ
ッジ全体への報知に使用される。ＭＣＨは、マルチセル送信におけるＭＢＭＳサービス（
ＭＴＣＨとＭＣＣＨ）のＳＦＮ合成をサポートする。ＭＣＨは、準静的なリソース割り当
てをサポートする。ＭＣＨは、ＰＭＣＨへマッピングされる。
【００２８】
　上り共有チャネル（Uplink Shared Channel：ＵＬ－ＳＣＨ）には、ＨＡＲＱ（Hybrid 
ARQ）による再送制御が適用される。ＵＬ－ＳＣＨは、ダイナミックあるいは準静的（Sem
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i-static）なリソース割り当てをサポートする。ＵＬ－ＳＣＨは、物理上り共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）へマッピングされる。
【００２９】
　図５（Ｂ）に示されるランダムアクセスチャネル（Random Access Channel：ＲＡＣＨ
）は、制御情報に限られている。ＲＡＣＨは、衝突のリスクがある。ＲＡＣＨは、物理ラ
ンダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）へマッピングされる。
【００３０】
　ＨＡＲＱについて説明する。ＨＡＲＱとは、自動再送（Automatic Repeat reQuest）と
誤り訂正（Forward Error Correction）との組み合わせにより、伝送路の通信品質を向上
させる技術である。通信品質が変化する伝送路に対しても、再送により誤り訂正が有効に
機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果との
合成をすることで、更なる品質向上を得ることも可能である。
【００３１】
　再送の方法の一例を説明する。受信側にて、受信データが正しくデコードできなかった
場合、換言すればＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）エラーが発生した場合（ＣＲＣ＝
ＮＧ）、受信側から送信側へ「Ｎａｃｋ」を送信する。「Ｎａｃｋ」を受信した送信側は
、データを再送する。受信側にて、受信データが正しくデコードできた場合、換言すれば
ＣＲＣエラーが発生しない場合（ＣＲＣ＝ＯＫ）、受信側から送信側へ「Ａｃｋ」を送信
する。「Ａｃｋ」を受信した送信側は次のデータを送信する。
【００３２】
　ＨＡＲＱ方式の一例として、チェースコンバイニング（Chase Combining）がある。チ
ェースコンバイニングとは、初送と再送とにおいて、同じデータを送信するものであり、
再送において初送のデータと再送のデータとの合成を行うことで、利得を向上させる方式
である。これは、初送データに誤りがあったとしても、部分的に正確なものも含まれてお
り、正確な部分の初送データと再送データとを合成することで、より高精度にデータを送
信できるという考え方に基づいている。また、ＨＡＲＱ方式の別の例として、ＩＲ（Incr
emental Redundancy）がある。ＩＲとは、冗長度を増加させるものであり、再送において
パリティビットを送信することで、初送と組み合わせて冗長度を増加させ、誤り訂正機能
により品質を向上させるものである。
【００３３】
　非特許文献１（６章）に記載される論理チャネル（Logical channel、以下「ロジカル
チャネル」という場合がある）について、図６を用いて説明する。図６は、ＬＴＥ方式の
通信システムで使用される論理チャネルを説明する説明図である。図６（Ａ）には、下り
ロジカルチャネルと下りトランスポートチャネルとの間のマッピングを示す。図６（Ｂ）
には、上りロジカルチャネルと上りトランスポートチャネルとの間のマッピングを示す。
【００３４】
　報知制御チャネル（Broadcast Control Channel：ＢＣＣＨ）は、報知システム制御情
報のための下りチャネルである。論理チャネルであるＢＣＣＨは、トランスポートチャネ
ルである報知チャネル（ＢＣＨ）、あるいは下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）へマッピ
ングされる。
【００３５】
　ページング制御チャネル（Paging Control Channel：ＰＣＣＨ）は、ページング情報（
Paging Information）およびシステム情報（System Information）の変更を送信するため
の下りチャネルである。ＰＣＣＨは、移動端末のセルロケーションをネットワークが知ら
ない場合に用いられる。論理チャネルであるＰＣＣＨは、トランスポートチャネルである
ページングチャネル（ＰＣＨ）へマッピングされる。
【００３６】
　共有制御チャネル（Common Control Channel：ＣＣＣＨ）は、移動端末と基地局との間
の送信制御情報のためのチャネルである。ＣＣＣＨは、移動端末がネットワークとの間で
ＲＲＣ接続（connection）を持っていない場合に用いられる。下り方向では、ＣＣＣＨは
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、トランスポートチャネルである下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）へマッピングされる
。上り方向では、ＣＣＣＨは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル（ＵＬ－
ＳＣＨ）へマッピングされる。
【００３７】
　マルチキャスト制御チャネル（Multicast Control Channel：ＭＣＣＨ）は、１対多の
送信のための下りチャネルである。ＭＣＣＨは、ネットワークから移動端末への１つある
いはいくつかのＭＴＣＨ用のＭＢＭＳ制御情報の送信のために用いられる。ＭＣＣＨは、
ＭＢＭＳ受信中の移動端末のみに用いられる。ＭＣＣＨは、トランスポートチャネルであ
るマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）へマッピングされる。
【００３８】
　個別制御チャネル（Dedicated Control Channel：ＤＣＣＨ）は、１対１にて、移動端
末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。ＤＣＣＨは、移動端
末がＲＲＣ接続（connection）である場合に用いられる。ＤＣＣＨは、上りでは上り共有
チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ
）にマッピングされる。
【００３９】
　個別トラフィックチャネル（Dedicated Traffic Channel：ＤＴＣＨ）は、ユーザ情報
の送信のための個別移動端末への１対１通信のチャネルである。ＤＴＣＨは、上りおよび
下りともに存在する。ＤＴＣＨは、上りでは上り共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）へマッピ
ングされ、下りでは下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）へマッピングされる。
【００４０】
　マルチキャストトラフィックチャネル（Multicast Traffic channel：ＭＴＣＨ）は、
ネットワークから移動端末へのトラフィックデータ送信のための下りチャネルである。Ｍ
ＴＣＨは、ＭＢＭＳ受信中の移動端末のみに用いられるチャネルである。ＭＴＣＨは、マ
ルチキャストチャネル（ＭＣＨ）へマッピングされる。
【００４１】
　ＧＣＩとは、グローバルセル識別子（Global Cell Identity）のことである。ＬＴＥ、
後述のＬＴＥ－Ａ（Long Term Evolution Advanced）およびＵＭＴＳ（Universal Mobile
 Telecommunication System）において、ＣＳＧセル（Closed Subscriber Group cell）
が導入される。ＣＳＧについて以下に説明する（非特許文献３　３．１章参照）。ＣＳＧ
セル（Closed Subscriber Group cell）とは、利用可能な加入者をオペレータが特定して
いるセル（以下「特定加入者用セル」という場合がある）である。
【００４２】
　特定された加入者は、ＰＬＭＮ（Public Land Mobile Network）の１つ以上のセルにア
クセスすることが許可される。特定された加入者がアクセスを許可されている１つ以上の
セルを「ＣＳＧセル（ｃｅｌｌ（ｓ））」と呼ぶ。ただし、ＰＬＭＮにはアクセス制限が
ある。ＣＳＧセルとは、固有のＣＳＧアイデンティティ（CSG identity：ＣＳＧ　ＩＤ；
ＣＳＧ－ＩＤ）を報知し、ＣＳＧインジケーション（CSG Indication）にて「ＴＲＵＥ」
を報知するＰＬＭＮの一部である。予め利用登録し、許可された加入者グループのメンバ
ーは、アクセス許可情報であるところのＣＳＧ－ＩＤを用いてＣＳＧセルにアクセスする
。
【００４３】
　ＣＳＧ－ＩＤは、ＣＳＧセルまたはセルによって報知される。移動体通信システムにＣ
ＳＧ－ＩＤは複数存在する。そして、ＣＳＧ－ＩＤは、ＣＳＧ関連のメンバーのアクセス
を容易にするために、移動端末（ＵＥ）によって使用される。
【００４４】
　移動端末の位置追跡は、１つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、
待受け状態であっても移動端末の位置を追跡し、呼び出す（移動端末が着呼する）ことを
可能にするためである。この移動端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリアと呼
ぶ。
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【００４５】
　ＣＳＧホワイトリスト（CSG White List）とは、加入者が属するＣＳＧセルのすべての
ＣＳＧ　ＩＤが記録されている、ＵＳＩＭ（Universal Subscriber Identity Module）に
格納されることもあるリストである。ＣＳＧホワイトリストは、単にホワイトリスト、あ
るいは許可ＣＳＧリスト（Allowed CSG List）と呼ばれることもある。ＣＳＧセルを通し
ての移動端末のアクセスは、ＭＭＥがアクセスコントロール（access control）を実行す
る（非特許文献９　４．３．１．２章参照）。移動端末のアクセスの具体例としては、ア
タッチ（attach）、コンバインドアタッチ（combined attach）、デタッチ（detach）、
サービスリクエスト（service request）、トラッキングエリアアップデートプロシジャ
ー（Tracking Area Update procedure）などがある（非特許文献９　４．３．１．２章参
照）。
【００４６】
　待受け状態の移動端末のサービスタイプについて以下に説明する（非特許文献３　４．
３章参照）。待受け状態の移動端末のサービスタイプとしては、制限されたサービス（Li
mited service、限られたサービスとも称される）、標準サービス（Normal service）、
オペレータサービス（Operator service）がある。制限されたサービスとは、後述のアク
セプタブルセル上の緊急呼（Emergency calls）、ＥＴＷＳ（Earthquake and Tsunami Wa
rning System）、ＣＭＡＳ（Commercial Mobile Alert System）である。標準サービス（
通常サービス、ノーマルサービスとも称される）とは、後述の適切なセル上の公共のサー
ビスである。オペレータサービスとは、後述のリザーブセル上のオペレータのためのみの
サービスである。
【００４７】
　「適切なセル」（Suitable cell）について以下に説明する。「適切なセル」（Suitabl
e cell）とは、ＵＥが通常（normal）サービスを受けるためにキャンプオン（Camp ON）
するかもしれないセルである。そのようなセルは、以下の（１），（２）の条件を満たす
ものとする。
【００４８】
　（１）セルは、選択されたＰＬＭＮもしくは登録されたＰＬＭＮ、または「Ｅｑｕｉｖ
ａｌｅｎｔ　ＰＬＭＮリスト」のＰＬＭＮの一部であること。
【００４９】
　（２）ＮＡＳ（Non-Access Stratum）によって提供された最新情報にて、さらに以下の
（ａ）～（ｄ）の条件を満たすこと。
　　（ａ）そのセルが禁じられた（barred）セルでないこと。
　　（ｂ）そのセルが「ローミングのための禁止されたＬＡｓ」リストの一部でないトラ
ッキングエリア（Tracking Area：ＴＡ）の一部であること。その場合、そのセルは前記
（１）を満たす必要がある。
　　（ｃ）そのセルが、セル選択評価基準を満たしていること。
　　（ｄ）そのセルが、ＣＳＧセルとしてシステム情報（System Information：ＳＩ）に
よって特定されたセルに関しては、ＣＳＧ－ＩＤはＵＥの「ＣＳＧホワイトリスト」（CS
G WhiteList）の一部であること（ＵＥのCSG WhiteList中に含まれること）。
【００５０】
　「アクセプタブルセル」（Acceptable cell）について以下に説明する。これは、ＵＥ
が制限されたサービスを受けるためにキャンプオンするかもしれないセルである。そのよ
うなセルは、以下の（１），（２）のすべての要件を充足するものとする。
【００５１】
　（１）そのセルが禁じられたセル（Barred cell、バードセルとも称される）でないこ
と。（２）そのセルが、セル選択評価基準を満たしていること。
【００５２】
　「バードセル」（Barred cell）とは、システム情報で指示がある。「リザーブセル」
（Reserved cell）とは、システム情報で指示がある。
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【００５３】
　「セルにキャンプオン（camp on）する」とは、ＵＥがセル選択（cell selection）ま
たはセル再選択（cell reselection）の処理を完了し、ＵＥがシステム情報とページング
情報とをモニタするセルを選択した状態である。ＵＥがキャンプオンするセルを「サービ
ングセル（Serving cell）」と称することがある。
【００５４】
　３ＧＰＰにおいて、Ｈｏｍｅ－ＮｏｄｅＢ（Ｈｏｍｅ－ＮＢ；ＨＮＢ）、Ｈｏｍｅ－ｅ
ＮｏｄｅＢ（Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ；ＨｅＮＢ）と称される基地局が検討されている。ＵＴＲ
ＡＮにおけるＨＮＢ、またはＥ-ＵＴＲＡＮにおけるＨｅＮＢは、例えば家庭、法人、商
業用のアクセスサービス向けの基地局である。非特許文献４には、ＨｅＮＢおよびＨＮＢ
へのアクセスの３つの異なるモードが開示されている。具体的には、オープンアクセスモ
ード（Open access mode）と、クローズドアクセスモード（Closed access mode）と、ハ
イブリッドアクセスモード（Hybrid access mode）である。
【００５５】
　各々のモードは、以下のような特徴を有する。オープンアクセスモードでは、ＨｅＮＢ
やＨＮＢは通常のオペレータのノーマルセルとして操作される。クローズドアクセスモー
ドでは、ＨｅＮＢやＨＮＢがＣＳＧセルとして操作される。これはＣＳＧメンバーのみア
クセス可能なＣＳＧセルである。ハイブリッドアクセスモードでは、非ＣＳＧメンバーも
同時にアクセス許可されているＣＳＧセルとして操作される。ハイブリッドアクセスモー
ドのセル（ハイブリッドセルとも称する）は、言い換えれば、オープンアクセスモードと
クローズドアクセスモードの両方をサポートするセルである。
【００５６】
　３ＧＰＰでは、全ＰＣＩ（Physical Cell Identity）のうち、ＣＳＧセルによって使用
するためにネットワークによって予約されたＰＣＩ範囲がある（非特許文献１　１０．５
．１．１章参照）。ＰＣＩ範囲を分割することをＰＣＩスプリットと称することがある。
ＰＣＩスプリット情報は、システム情報にて基地局から傘下の移動端末に対して報知され
る。非特許文献５は、ＰＣＩスプリットを用いた移動端末の基本動作を開示する。ＰＣＩ
スプリット情報を有していない移動端末は、全ＰＣＩを用いて、例えば５０４コード全て
を用いて、セルサーチを行う必要がある。これに対して、ＰＣＩスプリット情報を有する
移動端末は、当該ＰＣＩスプリット情報を用いてセルサーチを行うことが可能である。
【００５７】
　また３ＧＰＰでは、リリース１０として、ロングタームエボリューションアドヴァンス
ド（Long Term Evolution Advanced：ＬＴＥ－Ａ）の規格策定が進められている（非特許
文献６、非特許文献７参照）。
【００５８】
　ＬＴＥ－Ａシステムでは、高い通信速度、セルエッジでの高いスループット、新たなカ
バレッジエリアなどを得るために、リレー（Relay）およびリレーノード（ＲＮ）をサポ
ートすることが検討されている。リレーノードは、ドナーセル（Donor cell；Donor eNB
；ＤｅＮＢ）を介して無線アクセスネットワークに無線で接続される。ドナーセルの範囲
内で、ネットワーク（Network：ＮＷ）からリレーノードへのリンクは、ネットワークか
らＵＥへのリンクと同じ周波数帯域（以下「周波数バンド」という場合がある）を共用す
る。この場合、リリース８のＵＥも該ドナーセルに接続することを可能とする。ドナーセ
ルとリレーノードとの間のリンクをバックホールリンク（backhaul link）と称し、リレ
ーノードとＵＥとの間のリンクをアクセスリンク（access link）と称する。
【００５９】
　ＦＤＤ（Frequency Division Duplex）におけるバックホールリンクの多重方法として
、ＤｅＮＢからＲＮへの送信は下り（ＤＬ）周波数バンドで行われ、ＲＮからＤｅＮＢへ
の送信は上り（ＵＬ）周波数バンドで行われる。リレーにおけるリソースの分割方法とし
て、ＤｅＮＢからＲＮへのリンクおよびＲＮからＵＥへのリンクが一つの周波数バンドで
時分割多重され、ＲＮからＤｅＮＢへのリンクおよびＵＥからＲＮへのリンクも一つの周
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波数バンドで時分割多重される。こうすることで、リレーにおいて、リレーの送信が自リ
レーの受信へ干渉することを防ぐことができる。
【００６０】
　３ＧＰＰでは、通常のｅＮＢ（マクロセル）だけでなく、ピコｅＮＢ（ピコセル（pico
 cell））、ＨｅＮＢ（ＨＮＢ、ＣＳＧセル）、ホットゾーンセル用のノード、リレーノ
ード、リモートラジオヘッド（Remote Radio Head：ＲＲＨ）、リピータなどのいわゆる
ローカルノードが検討されている。前述のような各種タイプのセルからなるネットワーク
は、異機種ネットワーク（heterogeneous network、ヘットネット）と称されることもあ
る。
【００６１】
　ＬＴＥでは、通信に使用可能な周波数バンド（以下「オペレーティングバンド」という
場合がある）が予め決められている。非特許文献８には、該周波数バンドが記載されてい
る。ＦＤＤ（Frequency Division Duplex）による通信においては、下りリンクの周波数
バンド（以下「下り周波数バンド」という場合がある）と、それと対をなす上りリンクの
周波数バンド（以下「上り周波数バンド」という場合がある）とが予め決められており、
上り周波数バンドは下り周波数バンドと異なっている。これは、従来の音声のような通信
においては必ず下りリンクと上りリンクとが必要であり、ＦＤＤにおいては下りと上りと
で周波数を分割することによって、送信と受信とを同時に行えるようにしているためであ
る。
【００６２】
　ＦＤＤにおいて、下りリンクに用いるリソースのキャリア周波数（以下「下りキャリア
周波数」という場合がある）と、上りリンクに用いるリソースのキャリア周波数（以下「
上りキャリア周波数」という場合がある）との間隔（TX-RX frequency separation：ＴＸ
－ＲＸ周波数間隔）のデフォルト値が、周波数バンド毎に決められている。非特許文献８
には、該ＴＸ－ＲＸ周波数間隔のデフォルト値が記載されている。
【００６３】
　ＬＴＥにおいて、セルは、自セルが運用している周波数バンド情報と上りキャリア周波
数とを報知情報として、傘下のＵＥに対して報知する。具体的には、周波数バンド情報は
、ＳＩＢ１に含まれる。上りキャリア周波数は、ＳＩＢ２に含まれる。上りキャリア周波
数がＳＩＢ２に含まれない場合、上りキャリア周波数は、ＴＸ－ＲＸ周波数間隔のデフォ
ルト値を用いて下りキャリア周波数から導出される。ＵＥは、セル選択あるいは再選択を
することによって、下りキャリア周波数を認識し、セルからの報知情報を受信することに
よって、セルが運用している周波数バンドと上りキャリア周波数とを得ることが可能とな
る。
【００６４】
　非特許文献１に開示されているとおり、３ＧＰＰでは、リリース１０として「ロングタ
ームエボリューション　アドヴァンスド」（Long Term Evolution Advanced：ＬＴＥ－Ａ
）の規格策定が進められている。
【００６５】
　ＬＴＥ－Ａシステムでは、１００ＭＨｚまでのより広い周波数帯域幅（transmission b
andwidths）をサポートするため、二つ以上のコンポーネントキャリア（Component Carri
er：ＣＣ）をアグリゲーション（aggregation）すなわち集約する、キャリアアグリゲー
ション（Carrier Aggregation：ＣＡ）が検討されている。
【００６６】
　ＬＴＥ対応であるリリース８または９対応のＵＥが、一つのサービングセルに相当する
ＣＣ上のみで送受信可能であるのに対して、リリース１０対応のＵＥは、同時に複数のサ
ービングセルに相当するＣＣ上で送受信、あるいは受信のみ、あるいは送信のみをするた
めの能力（ケーパビリティ、capability）を持つことが考えられている。
【００６７】
　各ＣＣは、リリース８または９の構成を用いており、ＣＡは、連続ＣＣ、非連続ＣＣ、
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異なる周波数帯域幅のＣＣをサポートする。ＵＥが下りリンクのＣＣ（ＤＬ　ＣＣ）数以
上の上りリンクのＣＣ（ＵＬ　ＣＣ）数を構成することは不可能である。同一ｅＮＢから
構成されるＣＣは、同じカバレッジを提供する必要は無い。ＣＣは、リリース８または９
と互換性を有する。
【００６８】
　ＣＡにおいて、上りリンク、下りリンクともに、サービングセル毎に一つの独立したＨ
ＡＲＱエンティティがある。トランスポートブロックは、サービングセル毎にＴＴＩ毎に
生成される。各トランスポートブロックとＨＡＲＱ再送とは、シングルサービングセルに
マッピングされる。
【００６９】
　ＣＡが構成される場合、ＵＥはＮＷと唯一つのＲＲＣ接続（RRC connection）を有する
。ＲＲＣ接続において、一つのサービングセルがＮＡＳモビリティ情報とセキュリティ入
力を与える。このセルをプライマリセル（Primary Cell：ＰＣｅｌｌ）と呼ぶ。下りリン
クで、ＰＣｅｌｌに対応するキャリアは、下りプライマリコンポーネントキャリア（Down
link Primary Component Carrier：ＤＬ　ＰＣＣ）である。上りリンクで、ＰＣｅｌｌに
対応するキャリアは、上りプライマリコンポーネントキャリア（Uplink Primary Compone
nt Carrier：ＵＬ　ＰＣＣ）である。
【００７０】
　ＵＥケーパビリティに応じて、セカンダリセル（Secondary Cell：ＳＣｅｌｌ）が、Ｐ
Ｃｅｌｌとサービングセルとの組を形成するために構成される。下りリンクで、ＳＣｅｌ
ｌに対応するキャリアは、下りセカンダリコンポーネントキャリア（Downlink Secondary
 Component Carrier：ＤＬ　ＳＣＣ）である。上りリンクで、ＳＣｅｌｌに対応するキャ
リアは、上りセカンダリコンポーネントキャリア（Uplink Secondary Component Carrier
：ＵＬ　ＳＣＣ）である。
【００７１】
　一つのＵＥに対して、一つのＰＣｅｌｌと、一つ以上のＳＣｅｌｌからなるサービング
セルとの組が構成される。
【００７２】
　各ＳＣｅｌｌにおいて、下りリンク（ＤＬ）用リソースに加えて、ＵＥによる上りリン
ク（ＵＬ）用リソースの利用が可能である。ＤＬ　ＳＣＣの数は、ＵＬ　ＳＣＣの数以上
となる。ＵＬ用リソースのみに使用されるＳＣｅｌｌは無い。一つのＵＥにとって、各Ｕ
Ｌ用リソースは、一つのサービングセルのみに属する。サービングセルの数は、ＵＥのケ
ーパビリティによる。
【００７３】
　ＰＣｅｌｌは、ＨＯプロシージャのみで変更される。ＰＣｅｌｌは、ＰＵＣＣＨの送信
に用いられる。なお、ＵＬ－ＳＣＨの無いＤＬ－ＳＣＨのＨＡＲＱのためのＰＵＣＣＨは
、ＵＬ　ＰＣＣのみで送信される。ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌｓとは異なり、デアクティ
ベート（de-activate）されない。
【００７４】
　ＰＣｅｌｌがＲＬＦ（Radio link failure）となったとき、リエスタブリッシュメント
（Re-establishment）がトリガされる。ＳＣｅｌｌｓではトリガされない。ＮＡＳ情報は
、ＰＣｅｌｌから得られる。
【００７５】
　ＳＣｅｌｌｓの再構成（reconfiguration）、追加（addition）、削除（removal）は、
ＲＲＣによってなされる。ＬＴＥ内のハンドオーバでもまた、ＲＲＣは、ターゲットＰＣ
ｅｌｌとともに使用されるＳＣｅｌｌｓを追加（addition）、削除（removal）、再構成
（reconfiguration）する。
【００７６】
　ＳＣｅｌｌ追加の際、そのＳＣｅｌｌの必要な全システム情報（ＳＩ）を送信するため
、個別ＲＲＣシグナリング（dedicated RRC signaling）が用いられる。すなわち、コネ
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クテッドモードで行われ、ＵＥは、ＳＣｅｌｌから報知されるＳＩを受信する必要は無い
。
【００７７】
　ＳＣｅｌｌの追加（addition）、更新（modification）は、個別ＲＲＣシグナリングの
「RRC Connection Reconfiguration message」を用いて、ＰＣｅｌｌが移動端末へ通知す
ることが検討されている（非特許文献２参照）。ＳＣｅｌｌの削除（release）は、個別
ＲＲＣシグナリングの「RRC Connection Reconfiguration message」を用いて、ＰＣｅｌ
ｌが移動端末へ通知する、あるいは「RRC Connection re-establishment」によりトリガ
されることが検討されている（非特許文献２参照）。個別ＲＲＣシグナリングの「RRC Co
nnection Reconfiguration message」の中には、「SCell To AddModList」、「SCell To 
ReleaseList」が含まれる。
【００７８】
　また、各セルにおいて、ＳＩＢ２は上りリンク用リソースのキャリア周波数を示す。
【００７９】
　ローカルノードは、高速かつ大容量の通信などの種々のサービスの要求に応じて、マク
ロセルを補完するために配置される。したがって、ローカルノードが、マクロセルのカバ
レッジ内に設置される場合も生じる。この場合、移動端末からローカルノードに対して干
渉が生じることがある。
【００８０】
　具体例として、ローカルノードがリモートラジオヘッド（ＲＲＨ）であり、マクロセル
のカバレッジの方が、ＲＲＨのカバレッジよりも大きい場合、すなわちマクロセルの下り
送信電力の方が、ＲＲＨの下り送信電力よりも大きい場合を考える。各地点での移動端末
の下り受信電力は、各ノードからの距離が大きくなるに従って、小さくなる。移動端末の
各ノードに対する上り送信電力は、各ノードからの距離が大きくなるに従って、大きくす
る必要がある。
【００８１】
　従来の技術の移動端末は、下り受信品質が最も良いセルにキャンプオンし、その後、必
要に応じて通信を開始する（非特許文献３参照）。マクロセルからの下り受信電力の方が
、ＲＲＨからの下り受信電力よりも大きい地域では、移動端末は、マクロセルにキャンプ
オンし、マクロセルに上り送信を行う。
【００８２】
　このような地域のうち、移動端末からのマクロセルに対する上り送信電力の方が、移動
端末からのＲＲＨに対する上り送信電力よりも大きい地域では、上りリンクではＵＥとＲ
ＲＨとの間のリンクの方が良好となり、下りリンクではＵＥとマクロセルとの間のリンク
の方が良好となる。このようにリンクの不均衡、すなわちリンクインバランス（link imb
alance）が発生する。
【００８３】
　リンクインバランスが発生すると、移動端末からのマクロセルに対する比較的大きい上
り送信電力によって、移動端末からＲＲＨに対して干渉が発生する。また、この干渉によ
って、移動端末とマクロセルとの通信、または移動端末とＲＲＨとの通信が妨げられ、通
信システム全体のスループットの低下が生じる。したがって、このようにマクロセルとロ
ーカルノードとが混在して配置される異機種ネットワークであるヘットネットにおいて生
じる干渉を低減し、通信システム全体のスループットを向上させるための方法が要求され
る。
【００８４】
　非特許文献１０には、異機種ネットワークにおけるセル間の干渉問題に対する解決策が
開示されている。具体的には、解決策として、移動端末が通信を行う場合、上りと下りと
において独立した無線リンクを用いることが開示されている。この解決策では、各セルに
おいて同じ周波数が用いられている。
【００８５】
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　非特許文献１１にも、異機種ネットワークにおけるセル間の干渉問題に対する解決策が
開示されている。具体的には、解決策として、マクロセルとピコセルとにおいてキャリア
周波数を異ならせて、各セル内でキャリアアグリゲーションすること、および移動端末が
ピコセルに近づいた場合、移動端末はピコセルにアクセスすることが開示されている。し
かし、非特許文献１１には、移動端末がピコセルに近づいた場合に、移動端末がピコセル
にアクセスする方法の詳細については、開示されていない。
【００８６】
　非特許文献１には、キャリアアグリゲーションのいくつかのシナリオが開示されている
。非特許文献１に開示されている複数のシナリオのうち、シナリオ４には、周波数２（Ｆ
２）で動作するＲＲＨと、周波数１（Ｆ１）で動作するマクロセルとをキャリアアグリゲ
ーションすることが開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００８７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３００　Ｖ１０．２．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１　Ｖ１０．０．０
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３０４　Ｖ１０．０．０　３．１章、４．３章、
５．２．４章
【非特許文献４】３ＧＰＰ　Ｓ１－０８３４６１
【非特許文献５】３ＧＰＰ　Ｒ２－０８２８９９
【非特許文献６】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１４　Ｖ９．０．０
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．９１２　Ｖ９．３．０
【非特許文献８】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．１０１　Ｖ１０．０．０
【非特許文献９】３ＧＰＰ　ＴＲ　２３．８３０　Ｖ９．０．０
【非特許文献１０】３ＧＰＰ　Ｒ１－０９４２４６
【非特許文献１１】３ＧＰＰ　Ｒ１－１０００６１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００８８】
　前述のように、非特許文献１０には、異機種ネットワークにおけるセル間の干渉問題に
対する解決策として、移動端末が通信を行う場合に、上りと下りとにおいて独立した無線
リンクを用いることが開示されている。しかし、非特許文献１０には、上りと下りとにお
いて独立した無線リンクを用いる方法の詳細については開示されていない。
【００８９】
　また非特許文献１１には、異機種ネットワークにおけるセル間の干渉問題に対する解決
策として、マクロセルとピコセルとにおいてキャリア周波数を異ならせて、各セル内でキ
ャリアアグリゲーションすること、および移動端末がピコセルに近づいた場合、移動端末
はピコセルにアクセスすることが開示されている。しかし、非特許文献１１には、移動端
末がピコセルに近づいた場合に、移動端末がピコセルにアクセスする方法の詳細について
は開示されていない。また非特許文献１１には、マクロセルとピコセルとの間でキャリア
アグリゲーションする構成についても開示されていない。
【００９０】
　また非特許文献１には、周波数２（Ｆ２）で動作するＲＲＨと、周波数１（Ｆ１）で動
作するマクロセルとをキャリアアグリゲーションすることが開示されている。しかし、非
特許文献１には、ＲＲＨとマクロセルとの間においてキャリアアグリゲーションする方法
の詳細については、開示されていない。
【００９１】
　本発明は、異機種ネットワークでのキャリアアグリゲーションにおいて、移動端末から
例えばピコセルやＲＲＨへの上り送信が正常に受信でき、通信品質の向上、通信システム
全体のスループットの向上を図ることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００９２】
　本発明の移動端末は、プライマリセルおよびセカンダリセルと無線通信を行う移動端末
であって、上り送信タイミングの調整値を示すタイミングアドバンスのうち前記セカンダ
リセルに対するタイミングアドバンスを前記プライマリセルから通知され、前記プライマ
リセルに対するタイミングアドバンスと前記セカンダリセルに対するタイミングアドバン
スとを個別に設定することを特徴とする。
【００９３】
　本発明のプライマリセルは、プライマリセルと、セカンダリセルと、前記プライマリセ
ルおよび前記セカンダリセルと無線通信を行う移動端末を備えた通信システムに用いられ
る前記プライマリセルであって、上り送信タイミングの調整値を示すタイミングアドバン
スでのうち前記セカンダリセルに対するタイミングアドバンスを前記移動端末に通知する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００９４】
　本発明によれば、異機種ネットワークにおいて、移動端末からセカンダリセルへの上り
送信が正常に受信でき、通信品質の向上、通信システム全体のスループットの向上を図る
ことができる。
【００９５】
　この発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって
、より明白となる。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】ＬＴＥ方式の通信システムの構成を示す説明図である。
【図２】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である
。
【図３】ＭＢＳＦＮフレームの構成を示す説明図である。
【図４】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される物理チャネルを説明する説明図である。
【図５】ＬＴＥ方式の通信システムで使用されるトランスポートチャネルを説明する説明
図である。
【図６】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される論理チャネルを説明する説明図である。
【図７】現在３ＧＰＰにおいて議論されているＬＴＥ方式の移動体通信システムの全体的
な構成を示すブロック図である。
【図８】本発明に係る移動端末（図７の移動端末７１）の構成を示すブロック図である。
【図９】本発明に係る基地局（図７の基地局７２）の構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明に係るＭＭＥ（図７のＭＭＥ部７３）の構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明に係るＨｅＮＢＧＷである図７に示すＨｅＮＢＧＷ７４の構成を示すブ
ロック図である。
【図１２】ＬＴＥ方式の通信システムにおいて移動端末（ＵＥ）が行うセルサーチから待
ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。
【図１３】ＣＡの概念を示す図である。
【図１４】リモートラジオヘッド１４０１およびマクロセル１４０２の各構成の一例を示
すブロック図である。
【図１５】基地局にリモートラジオヘッドを付加させた場合の構成の一例を示すブロック
図である。
【図１６】マクロセル１６０１のカバレッジ１６０２内にＲＲＨ１６０３が配置されてい
る場合の状況を示す図である。
【図１７】マクロセル１６０１とＲＲＨ１６０３との間の各地点における移動端末の下り
受信電力および上り送信電力を示す図である。
【図１８】実施の形態１の解決策の概念を説明するための図である。
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【図１９】実施の形態１における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
【図２０】実施の形態１の変形例１における通信システムのシーケンスの一例を示す図で
ある。
【図２１】実施の形態２の解決策の概念を説明するための図である。
【図２２】移動端末が、測定結果に基づいて、最適なノードに対して適したパスロスの設
定を行う場合のシーケンスの一例を示す図である。
【図２３】マクロセルがオフセット値を求めて移動端末に通知することで、最適なノード
に対して適したパスロスの設定を行う場合のシーケンスの一例を示す図である。
【図２４】実施の形態２における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
【図２５】実施の形態３の解決策の概念を説明するための図である。
【図２６】実施の形態３における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
【図２７】実施の形態３の変形例１の解決策の概念を説明するための図である。
【図２８】実施の形態５の課題を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００９７】
　実施の形態１．
　図７は、現在３ＧＰＰにおいて議論されているＬＴＥ方式の移動体通信システムの全体
的な構成を示すブロック図である。現在３ＧＰＰにおいては、ＣＳＧ（Closed Subscribe
r Group）セル（Ｅ－ＵＴＲＡＮのＨｏｍｅ－ｅＮｏｄｅＢ（Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ；ＨｅＮ
Ｂ）、ＵＴＲＡＮのＨｏｍｅ－ＮＢ（ＨＮＢ））と、ｎｏｎ－ＣＳＧセル（Ｅ－ＵＴＲＡ
ＮのｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、ＵＴＲＡＮのＮｏｄｅＢ（ＮＢ）、ＧＥＲＡＮのＢＳＳ）
とを含めたシステムの全体的な構成が検討されており、Ｅ－ＵＴＲＡＮについては、図７
のような構成が提案されている（非特許文献１　４．６．１章参照）。
【００９８】
　図７について説明する。移動端末装置（以下「移動端末」または「ＵＥ」という）７１
は、基地局装置（以下「基地局」という）７２と無線通信可能であり、無線通信で信号の
送受信を行う。移動端末装置は、通信端末装置に相当する。基地局７２は、マクロセルで
あるｅＮＢ７２－１と、ローカルノードであるＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２とに分類される
。ｅＮＢ７２－１は、大規模基地局装置に相当し、移動端末（ＵＥ）７１と通信可能な範
囲であるカバレッジとして、比較的大きい大規模カバレッジを有する。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ
７２－２は、小規模基地局装置に相当し、カバレッジとして、比較的小さい小規模カバレ
ッジを有する。
【００９９】
　ｅＮＢ７２－１は、ＭＭＥ、あるいはＳ－ＧＷ、あるいはＭＭＥおよびＳ－ＧＷを含む
ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ部（以下「ＭＭＥ部」という場合がある）７３とＳ１インタフェースに
より接続され、ｅＮＢ７２－１とＭＭＥ部７３との間で制御情報が通信される。ひとつの
ｅＮＢ７２－１に対して、複数のＭＭＥ部７３が接続されてもよい。ｅＮＢ７２－１間は
、Ｘ２インタフェースにより接続され、ｅＮＢ７２－１間で制御情報が通信される。
【０１００】
　Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、ＭＭＥ部７３とＳ１インタフェースにより接続され、Ｈ
ｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２とＭＭＥ部７３との間で制御情報が通信される。ひとつのＭＭＥ
部７３に対して、複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２が接続される。あるいは、Ｈｏｍｅ－
ｅＮＢ７２－２は、ＨｅＮＢＧＷ（Home-eNB GateWay）７４を介してＭＭＥ部７３と接続
される。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２とＨｅＮＢＧＷ７４とは、Ｓ１インタフェースにより
接続され、ＨｅＮＢＧＷ７４とＭＭＥ部７３とはＳ１インタフェースを介して接続される
。ひとつまたは複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２がひとつのＨｅＮＢＧＷ７４と接続され
、Ｓ１インタフェースを通して情報が通信される。ＨｅＮＢＧＷ７４は、ひとつまたは複
数のＭＭＥ部７３と接続され、Ｓ１インタフェースを通して情報が通信される。ＭＭＥ部
７３およびＨｅＮＢＧＷ７４は、上位ノード装置に相当し、基地局であるｅＮＢ７２－１
およびＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２と、移動端末（ＵＥ）７１との接続を制御する。
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【０１０１】
　さらに現在３ＧＰＰでは、以下のような構成が検討されている。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２
－２間のＸ２インタフェースはサポートされる。すなわち、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２間
は、Ｘ２インタフェースにより接続され、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２間で制御情報が通信
される。ＭＭＥ部７３からは、ＨｅＮＢＧＷ７４はＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２として見え
る。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２からは、ＨｅＮＢＧＷ７４はＭＭＥ部７３として見える。
Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２が、ＨｅＮＢＧＷ７４を介してＭＭＥ部７３に接続される場合
および直接ＭＭＥ部７３に接続される場合のいずれの場合も、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２
とＭＭＥ部７３との間のインタフェースは、Ｓ１インタフェースで同じである。ＨｅＮＢ
ＧＷ７４は、複数のＭＭＥ部７３にまたがるような、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２へのモビ
リティ、あるいはＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２からのモビリティはサポートしない。Ｈｏｍ
ｅ－ｅＮＢ７２－２は、唯一のセルをサポートする。
【０１０２】
　図８は、本発明に係る移動端末（図７の移動端末７１）の構成を示すブロック図である
。図８に示す移動端末７１の送信処理を説明する。まず、プロトコル処理部８０１からの
制御データ、およびアプリケーション部８０２からのユーザデータが、送信データバッフ
ァ部８０３へ保存される。送信データバッファ部８０３に保存されたデータは、エンコー
ダー部８０４へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施
さずに、送信データバッファ部８０３から変調部８０５へ直接出力されるデータが存在し
てもよい。エンコーダー部８０４でエンコード処理されたデータは、変調部８０５にて変
調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換
部８０６へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ８０７から基地局
７２に送信信号が送信される。
【０１０３】
　また、移動端末７１の受信処理は、以下のとおりに実行される。基地局７２からの無線
信号がアンテナ８０７により受信される。受信信号は、周波数変換部８０６にて無線受信
周波数からベースバンド信号に変換され、復調部８０８において復調処理が行われる。復
調後のデータは、デコーダー部８０９へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる
。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部８０１へ渡され、ユーザ
データはアプリケーション部８０２へ渡される。移動端末７１の一連の処理は、制御部８
１０によって制御される。よって制御部８１０は、図８では省略しているが、各部８０１
～８０９と接続している。
【０１０４】
　図９は、本発明に係る基地局（図７の基地局７２）の構成を示すブロック図である。図
９に示す基地局７２の送信処理を説明する。ＥＰＣ通信部９０１は、基地局７２とＥＰＣ
（ＭＭＥ部７３、ＨｅＮＢＧＷ７４など）との間のデータの送受信を行う。他基地局通信
部９０２は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。ＥＰＣ通信部９０１および他基
地局通信部９０２は、それぞれプロトコル処理部９０３と情報の受け渡しを行う。プロト
コル処理部９０３からの制御データ、ならびにＥＰＣ通信部９０１および他基地局通信部
９０２からのユーザデータおよび制御データは、送信データバッファ部９０４へ保存され
る。
【０１０５】
　送信データバッファ部９０４に保存されたデータは、エンコーダー部９０５へ渡され、
誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッ
ファ部９０４から変調部９０６へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードさ
れたデータは、変調部９０６にて変調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバン
ド信号に変換された後、周波数変換部９０７へ出力され、無線送信周波数に変換される。
その後、アンテナ９０８より一つもしくは複数の移動端末７１に対して送信信号が送信さ
れる。
【０１０６】
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　また、基地局７２の受信処理は以下のとおりに実行される。ひとつもしくは複数の移動
端末７１からの無線信号が、アンテナ９０８により受信される。受信信号は、周波数変換
部９０７にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部９０９で復調処理
が行われる。復調されたデータは、デコーダー部９１０へ渡され、誤り訂正などのデコー
ド処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部９０３
あるいはＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信部９０２へ渡され、ユーザデータはＥＰＣ通
信部９０１および他基地局通信部９０２へ渡される。基地局７２の一連の処理は、制御部
９１１によって制御される。よって制御部９１１は、図９では省略しているが、各部９０
１～９１０と接続している。
【０１０７】
　現在３ＧＰＰにおいて議論されているＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２の機能を以下に示す（
非特許文献１　４．６．２章参照）。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、ｅＮＢ７２－１と同
じ機能を有する。加えて、ＨｅＮＢＧＷ７４と接続する場合、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２
は、適当なサービングＨｅＮＢＧＷ７４を発見する機能を有する。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２
－２は、１つのＨｅＮＢＧＷ７４に唯一接続する。つまり、ＨｅＮＢＧＷ７４との接続の
場合は、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、Ｓ１インタフェースにおけるＦｌｅｘ機能を使用
しない。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、１つのＨｅＮＢＧＷ７４に接続されると、同時に
別のＨｅＮＢＧＷ７４や別のＭＭＥ部７３に接続しない。
【０１０８】
　Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２のＴＡＣとＰＬＭＮ　ＩＤは、ＨｅＮＢＧＷ７４によってサ
ポートされる。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２をＨｅＮＢＧＷ７４に接続すると、「ＵＥ　ａ
ｔｔａｃｈｍｅｎｔ」でのＭＭＥ部７３の選択は、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２の代わりに
、ＨｅＮＢＧＷ７４によって行われる。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、ネットワーク計画
なしで配備される可能性がある。この場合、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、１つの地理的
な領域から別の地理的な領域へ移される。したがって、この場合のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２
－２は、位置によって、異なったＨｅＮＢＧＷ７４に接続する必要がある。
【０１０９】
　図１０は、本発明に係るＭＭＥの構成を示すブロック図である。図１０では、前述の図
７に示すＭＭＥ部７３に含まれるＭＭＥ７３ａの構成を示す。ＰＤＮ　ＧＷ通信部１００
１は、ＭＭＥ７３ａとＰＤＮ　ＧＷとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部１００
２は、ＭＭＥ７３ａと基地局７２との間のＳ１インタフェースによるデータの送受信を行
う。ＰＤＮ　ＧＷから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、Ｐ
ＤＮ　ＧＷ通信部１００１から、ユーザプレイン通信部１００３経由で基地局通信部１０
０２に渡され、１つあるいは複数の基地局７２へ送信される。基地局７２から受信したデ
ータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部１００２から、ユーザ
プレイン通信部１００３経由でＰＤＮ　ＧＷ通信部１００１に渡され、ＰＤＮ　ＧＷへ送
信される。
【０１１０】
　ＰＤＮ　ＧＷから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、ＰＤＮ　
ＧＷ通信部１００１から制御プレイン制御部１００５へ渡される。基地局７２から受信し
たデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部１００２から制御プレ
イン制御部１００５へ渡される。
【０１１１】
　ＨｅＮＢＧＷ通信部１００４は、ＨｅＮＢＧＷ７４が存在する場合に設けられ、情報種
別によって、ＭＭＥ７３ａとＨｅＮＢＧＷ７４との間のインタフェース（ＩＦ）によるデ
ータの送受信を行う。ＨｅＮＢＧＷ通信部１００４から受信した制御データは、ＨｅＮＢ
ＧＷ通信部１００４から制御プレイン制御部１００５へ渡される。制御プレイン制御部１
００５での処理の結果は、ＰＤＮ　ＧＷ通信部１００１経由でＰＤＮ　ＧＷへ送信される
。また、制御プレイン制御部１００５で処理された結果は、基地局通信部１００２経由で
Ｓ１インタフェースにより１つあるいは複数の基地局７２へ送信され、またＨｅＮＢＧＷ
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通信部１００４経由で１つあるいは複数のＨｅＮＢＧＷ７４へ送信される。
【０１１２】
　制御プレイン制御部１００５には、ＮＡＳセキュリティ部１００５－１、ＳＡＥベアラ
コントロール部１００５－２、アイドルステート（Idle State）モビリティ管理部１００
５―３などが含まれ、制御プレインに対する処理全般を行う。ＮＡＳセキュリティ部１０
０５―１は、ＮＡＳ（Non-Access Stratum）メッセージのセキュリティなどを行う。ＳＡ
Ｅベアラコントロール部１００５―２は、ＳＡＥ（System Architecture Evolution）の
ベアラの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部１００５―３は、待受け状
態（ＬＴＥ－ＩＤＬＥ状態、単にアイドルとも称される）のモビリティ管理、待受け状態
時のページング信号の生成および制御、傘下の１つあるいは複数の移動端末７１のトラッ
キングエリア（ＴＡ）の追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト（TA List
）管理などを行う。
【０１１３】
　ＭＭＥ７３ａは、ＵＥが登録されている（registered）追跡領域（トラッキングエリア
：Tracking Area：ＴＡ）に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ペ
ージングプロトコルに着手する。ＭＭＥ７３ａに接続されるＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２の
ＣＳＧの管理やＣＳＧ－ＩＤの管理、そしてホワイトリスト管理は、アイドルステートモ
ビリティ管理部１００５―３で行ってもよい。
【０１１４】
　ＣＳＧ－ＩＤの管理では、ＣＳＧ－ＩＤに対応する移動端末とＣＳＧセルとの関係が管
理（追加、削除、更新、検索）される。例えば、あるＣＳＧ－ＩＤにユーザアクセス登録
された一つまたは複数の移動端末と該ＣＳＧ－ＩＤに属するＣＳＧセルとの関係であって
もよい。ホワイトリスト管理では、移動端末とＣＳＧ－ＩＤとの関係が管理（追加、削除
、更新、検索）される。例えば、ホワイトリストには、ある移動端末がユーザ登録した一
つまたは複数のＣＳＧ－ＩＤが記憶されてもよい。これらのＣＳＧに関する管理は、ＭＭ
Ｅ７３ａの中の他の部分で行われてもよい。ＭＭＥ７３ａの一連の処理は、制御部１００
６によって制御される。よって制御部１００６は、図１０では省略しているが、各部１０
０１～１００５と接続している。
【０１１５】
　現在３ＧＰＰにおいて議論されているＭＭＥ７３ａの機能を以下に示す（非特許文献１
　４．６．２章参照）。ＭＭＥ７３ａは、ＣＳＧ（Closed Subscriber Groups）のメンバ
ーの１つ、あるいは複数の移動端末のアクセスコントロールを行う。ＭＭＥ７３ａは、ペ
ージングの最適化（Paging optimization）の実行をオプションとして認める。
【０１１６】
　図１１は、本発明に係るＨｅＮＢＧＷである図７に示すＨｅＮＢＧＷ７４の構成を示す
ブロック図である。ＥＰＣ通信部１１０１は、ＨｅＮＢＧＷ７４とＭＭＥ７３ａとの間の
Ｓ１インタフェースによるデータの送受信を行う。基地局通信部１１０２は、ＨｅＮＢＧ
Ｗ７４とＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２との間のＳ１インタフェースによるデータの送受信を
行う。ロケーション処理部１１０３は、ＥＰＣ通信部１１０１経由で渡されたＭＭＥ７３
ａからのデータのうちレジストレーション情報などを、複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２
に送信する処理を行う。ロケーション処理部１１０３で処理されたデータは、基地局通信
部１１０２に渡され、ひとつまたは複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２にＳ１インタフェー
スを介して送信される。
【０１１７】
　ロケーション処理部１１０３での処理を必要とせず通過（透過）させるだけのデータは
、ＥＰＣ通信部１１０１から基地局通信部１１０２に渡され、ひとつまたは複数のＨｏｍ
ｅ－ｅＮＢ７２－２にＳ１インタフェースを介して送信される。ＨｅＮＢＧＷ７４の一連
の処理は、制御部１１０４によって制御される。よって制御部１１０４は、図１１では省
略しているが、各部１１０１～１１０３と接続している。
【０１１８】
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　現在３ＧＰＰにおいて議論されているＨｅＮＢＧＷ７４の機能を以下に示す（非特許文
献１　４．６．２章参照）。ＨｅＮＢＧＷ７４は、Ｓ１アプリケーションについてリレー
する。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２へのＭＭＥ７３ａの手順の一部分であるが、ＨｅＮＢＧ
Ｗ７４は、移動端末７１に関係しないＳ１アプリケーションについて終端する。ＨｅＮＢ
ＧＷ７４が配置されるとき、移動端末７１に無関係な手順がＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２と
ＨｅＮＢＧＷ７４との間、そしてＨｅＮＢＧＷ７４とＭＭＥ７３ａとの間を通信される。
ＨｅＮＢＧＷ７４と他のノードとの間でＸ２インタフェースは設定されない。ＨｅＮＢＧ
Ｗ７４は、ページングの最適化（Paging optimization）の実行をオプションとして認め
る。
【０１１９】
　次に移動体通信システムにおける一般的なセルサーチ方法の一例を示す。図１２は、Ｌ
ＴＥ方式の通信システムにおいて移動端末（ＵＥ）が行うセルサーチから待ち受け動作ま
での概略を示すフローチャートである。移動端末は、セルサーチを開始すると、ステップ
ＳＴ１２０１で、周辺の基地局から送信される第一同期信号（Ｐ－ＳＳ）、および第二同
期信号（Ｓ－ＳＳ）を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
Ｐ－ＳＳとＳ－ＳＳとを合わせて、同期信号（ＳＳ）には、セル毎に割り当てられたＰＣ
Ｉ（Physical Cell Identity）に１対１に対応するシンクロナイゼーションコードが割り
当てられている。ＰＣＩの数は現在５０４通りが検討されており、この５０４通りのＰＣ
Ｉを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのＰＣＩを検出（特定）する。
【０１２０】
　次に同期がとれたセルに対して、ステップＳＴ１２０２で、基地局からセル毎に送信さ
れる参照信号（リファレンスシグナル：ＲＳ）であるセル固有参照信号（cell-specific 
Reference Signal：ＣＲＳ）を検出し、ＲＳの受信電力（ＲＳＲＰとも称される）の測定
を行う。参照信号（ＲＳ）には、ＰＣＩと１対１に対応したコードが用いられており、そ
のコードで相関をとることによって他セルと分離できる。ステップＳＴ１２０１で特定し
たＰＣＩから、該セルのＲＳ用のコードを導出することによって、ＲＳを検出し、ＲＳの
受信電力を測定することが可能となる。
【０１２１】
　次にステップＳＴ１２０３で、ステップＳＴ１２０２までで検出されたひとつ以上のセ
ルの中から、ＲＳの受信品質が最もよいセル、例えば、ＲＳの受信電力が最も高いセル、
つまりベストセルを選択する。
【０１２２】
　次にステップＳＴ１２０４で、ベストセルのＰＢＣＨを受信して、報知情報であるＢＣ
ＣＨを得る。ＰＢＣＨ上のＢＣＣＨには、セル構成情報が含まれるＭＩＢ（Master Infor
mation Block）がのる。したがってＰＢＣＨを受信してＢＣＣＨを得ることで、ＭＩＢが
得られる。ＭＩＢの情報としては、例えば、ＤＬ（ダウンリンク）システム帯域幅（送信
帯域幅設定（transmission bandwidth configuration：dl-bandwidth）とも呼ばれる）、
送信アンテナ数、ＳＦＮ（System Frame Number）などがある。
【０１２３】
　次にステップＳＴ１２０５で、ＭＩＢのセル構成情報をもとに該セルのＤＬ－ＳＣＨを
受信して、報知情報ＢＣＣＨの中のＳＩＢ（System Information Block）１を得る。ＳＩ
Ｂ１には、該セルへのアクセスに関する情報や、セルセレクションに関する情報、他のＳ
ＩＢ（ＳＩＢｋ；ｋ≧２の整数）のスケジューリング情報が含まれる。また、ＳＩＢ１に
は、ＴＡＣ（Tracking Area Code）が含まれる。
【０１２４】
　次にステップＳＴ１２０６で、移動端末は、ステップＳＴ１２０５で受信したＳＩＢ１
のＴＡＣと、移動端末が既に保有しているＴＡ（Tracking Area）リスト内のＴＡＣとを
比較する。比較した結果、ステップＳＴ１２０５で受信したＴＡＣがＴＡ（Tracking Are
a）リスト内に含まれるＴＡＣと同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して、
ステップＳＴ１２０５で受信したＴＡＣがＴＡ（Tracking Area）リスト内に含まれなけ
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れば、移動端末は該セルを通してコアネットワーク（Core Network，ＥＰＣ）（ＭＭＥな
どが含まれる）へ、ＴＡＵ（Tracking Area Update）を行うためにＴＡ（Tracking Area
）の変更を要求する。コアネットワークは、ＴＡＵ要求信号とともに移動端末から送られ
てくる該移動端末の識別番号（ＵＥ－ＩＤなど）をもとに、ＴＡ（Tracking Area）リス
トの更新を行う。コアネットワークは、移動端末に更新後のＴＡ（Tracking Area）リス
トを送信する。移動端末は、受信したＴＡ（Tracking Area）リストにて移動端末が保有
するＴＡＣリストを書き換える（更新する）。その後、移動端末は、該セルで待ち受け動
作に入る。
【０１２５】
　ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunication System）
においては、ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セルの導入が検討されている。前述し
たように、ＣＳＧセルに登録したひとつまたは複数の移動端末のみにアクセスが許される
。ＣＳＧセルと登録されたひとつまたは複数の移動端末とがひとつのＣＳＧを構成する。
このように構成されたＣＳＧには、ＣＳＧ－ＩＤと呼ばれる固有の識別番号が付される。
なお、ひとつのＣＳＧには、複数のＣＳＧセルがあってもよい。移動端末は、どれかひと
つのＣＳＧセルに登録すれば、そのＣＳＧセルが属するＣＳＧの他のＣＳＧセルにはアク
セス可能となる。
【０１２６】
　また、ＬＴＥおよびＬＴＥ－ＡでのＨｏｍｅ－ｅＮＢやＵＭＴＳでのＨｏｍｅ－ＮＢが
、ＣＳＧセルとして使われることがある。ＣＳＧセルに登録した移動端末は、ホワイトリ
ストを有する。具体的には、ホワイトリストはＳＩＭ（Subscriber Identity Module）／
ＵＳＩＭに記憶される。ホワイトリストには、移動端末が登録したＣＳＧセルのＣＳＧ情
報が格納される。ＣＳＧ情報として具体的には、ＣＳＧ－ＩＤ、ＴＡＩ（Tracking Area 
Identity）、ＴＡＣなどが考えられる。ＣＳＧ－ＩＤとＴＡＣとが対応付けられていれば
、どちらか一方でよい。また、ＣＳＧ－ＩＤおよびＴＡＣと、ＧＣＩ（Global Cell Iden
tity）とが対応付けられていればＧＣＩでもよい。
【０１２７】
　以上から、ホワイトリストを有しない（本発明においては、ホワイトリストが空（empt
y）の場合も含める）移動端末は、ＣＳＧセルにアクセスすることは不可能であり、ｎｏ
ｎ－ＣＳＧセルのみにしかアクセスできない。一方、ホワイトリストを有する移動端末は
、登録したＣＳＧ－ＩＤのＣＳＧセルにも、ｎｏｎ－ＣＳＧセルにもアクセスすることが
可能となる。
【０１２８】
　３ＧＰＰでは、全ＰＣＩ（Physical Cell Identity）を、ＣＳＧセル用とｎｏｎ－ＣＳ
Ｇセル用とに分割することが議論されている（非特許文献１参照）。全ＰＣＩのうち、Ｃ
ＳＧセルによって使用するためにネットワークによって予約されたＰＣＩ範囲がある（非
特許文献１　１０．５．１．１章参照）。ＰＣＩ範囲を分割することをＰＣＩスプリット
と称することがある。ＰＣＩスプリット情報は、システム情報にて基地局から傘下の移動
端末に対して報知される。非特許文献５は、ＰＣＩスプリットを用いた移動端末の基本動
作を開示する。ＰＣＩスプリット情報を有していない移動端末は、全ＰＣＩを用いて、例
えば５０４コード全てを用いて、セルサーチを行う必要がある。これに対して、ＰＣＩス
プリット情報を有する移動端末は、当該ＰＣＩスプリット情報を用いてセルサーチを行う
ことが可能である。
【０１２９】
　また３ＧＰＰでは、ハイブリッドセルのためのＰＣＩは、ＣＳＧセル用のＰＣＩ範囲の
中には含まれないことが決定されている（非特許文献１　１０．７章参照）。
【０１３０】
　３ＧＰＰでは、移動端末がＣＳＧセルをセレクション、あるいはリセレクションする方
法について２つのモードが存在する。１つ目は、自動（Automatic）モードである。自動
モードの特徴を以下に示す。移動端末内の許可ＣＳＧリスト（Allowed CSG ID List）を
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利用して、セレクション、あるいはリセレクションを行う。ＰＬＭＮの選択が完了した後
、ｎｏｎ－ＣＳＧセル、あるいは許可ＣＳＧリストに存在するＣＳＧ　ＩＤを伴うＣＳＧ
セルである場合にのみ、選択している該ＰＬＭＮ中の１つのセルにキャンプオンする。移
動端末の許可ＣＳＧリストが空であるならば、移動端末は、ＣＳＧセルの自立（autonomo
us）サーチ機能を停止する（非特許文献３　５．２．４．８．１章参照）。
【０１３１】
　２つ目は、手動（Manual）モードである。手動モードの特徴を以下に示す。移動端末は
、現在選択されているＰＬＭＮで利用可能なＣＳＧのリストを、ユーザに示す。移動端末
がユーザに提供するＣＳＧのリストは、移動端末に保存されている許可ＣＳＧリストに含
まれるＣＳＧに限られない。ユーザが該ＣＳＧのリストに基づいてＣＳＧを選定した後、
移動端末は、選択されたＣＳＧ　ＩＤを伴うセルへキャンプオンし、登録（register）を
試みる（非特許文献３参照）。
【０１３２】
　ＨｅＮＢおよびＨＮＢに対しては、様々なサービスへの対応が求められている。例えば
、オペレータは、ある決められたＨｅＮＢおよびＨＮＢに移動端末を登録させ、登録した
移動端末のみにＨｅＮＢおよびＨＮＢのセルへのアクセスを許可することで、該移動端末
が使用できる無線リソースを増大させて、高速に通信を行えるようにする。その分、オペ
レータは、課金料を通常よりも高く設定する、といったサービスである。
【０１３３】
　このようなサービスを実現するため、登録した（加入した、メンバーとなった）移動端
末のみがアクセスできるＣＳＧセル（Closed Subscriber Group cell）が導入されている
。ＣＳＧセル（Closed Subscriber Group cell）は、商店街やマンション、学校、会社な
どへ数多く設置されることが要求される。例えば、商店街では店舗毎、マンションでは部
屋毎、学校では教室毎、会社ではセクション毎にＣＳＧセルを設置し、各ＣＳＧセルに登
録したユーザのみが該ＣＳＧセルを使用可能とするような使用方法が要求されている。Ｈ
ｅＮＢ／ＨＮＢは、マクロセルのカバレッジ外での通信を補完するため（エリア補完型Ｈ
ｅＮＢ／ＨＮＢ）だけでなく、上述したような様々なサービスへの対応（サービス提供型
ＨｅＮＢ／ＨＮＢ）が求められている。このため、ＨｅＮＢ／ＨＮＢがマクロセルのカバ
レッジ内に設置される場合も生じる。
【０１３４】
　前述のように、ＬＴＥ－Ａシステムでは、ＬＴＥシステムの周波数帯域幅よりも広い１
００ＭＨｚまでの周波数帯域幅をサポートするために、二つ以上のＣＣをアグリゲーショ
ン、すなわち集約する、ＣＡが検討されている。
【０１３５】
　図１３は、ＣＡの概念を示す図である。図１３に示すｅＮＢは、ＤＬ　ＣＣｎと、ＳＩ
Ｂ２によるＤＬ／ＵＬリンクによってＤＬ－ＣＣｎとそれぞれ関連付けられたＵＬ　ＣＣ
ｎとからなるセルｎを構成する。ＤＬ　ＣＣｎのキャリア周波数をＦｎ（ＤＬ）で示し、
ＵＬ　ＣＣｎのキャリア周波数をＦｎ（ＵＬ）で示す。ここで、ｎは１～５の整数である
。
【０１３６】
　ＵＥは、セル１にキャンプオンし、矢符１３０１で示されるＲＲＣ接続を行う。これに
よって、セル１がＰＣｅｌｌとなる。
【０１３７】
　その後、ｅＮＢは、該ＵＥに対して、矢符１３０２で示される個別ＲＲＣシグナリング
によって、アグリゲーションするＣＣに関する情報を通知する。ＣＣに関する情報として
は、ＤＬ　ＣＣｍとＵＬ　ＣＣｍとからなるセルｍに関する情報、例えばシステム情報を
通知する。ここで、ｍは２～５の整数である。このように、ｅＮＢがＵＥに対して前記Ｃ
Ｃに関する情報を通知することによって、セル２～セル５がＳＣｅｌｌとなる。
【０１３８】
　以上のようにして、ｅＮＢは、ＵＥに対して、セル１～セル５によってＣＡを行う。そ
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して、ＵＥは、セル１～セル５との間で、ＣＡに基づいて、矢符１３０３で示されるよう
に通信を行う。
【０１３９】
　ＣＡをサポートするＵＥの構成例を示す。前述の図８で示した構成で、変調部８０５、
周波数変換部８０６、アンテナ８０７および復調部８０８の一部あるいは全部を広帯域化
すればよい。送信側においては、変調部８０５、周波数変換部８０６およびアンテナ８０
７の一部あるいは全部を、所定の数の連続したＵＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにす
ればよい。受信側においては、アンテナ８０７、周波数変換部８０６および復調部８０８
の一部あるいは全部を、所定の数の連続したＤＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにすれ
ばよい。このようにすることによって、所定の数の連続したＵＬ　ＣＣあるいはＤＬ　Ｃ
ＣによるＣＡをサポートすることが可能となる。
【０１４０】
　また、別の方法として、変調部８０５、周波数変換部８０６、アンテナ８０７および復
調部８０８の一部あるいは全部を複数並列に設けて、所定の数の複数の非連続なＵＬ　Ｃ
ＣあるいはＤＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにすればよい。送信側においては、変調
部８０５、周波数変換部８０６およびアンテナ８０７の一部あるいは全部を複数並列に設
けて、所定の数の非連続なＵＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにすればよい。受信側に
おいては、アンテナ８０７、周波数変換部８０６および復調部８０８の一部あるいは全部
を複数並列に設けて、所定の数の非連続なＤＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにすれば
よい。このようにすることによって、所定の数の非連続なＵＬ　ＣＣあるいはＤＬ　ＣＣ
によるＣＡをサポートすることが可能となる。また、前記二つの構成を適宜組み合わせて
もよい。
【０１４１】
　ＣＡをサポートするｅＮＢの構成例を示す。前述の図９で示した構成において、プロト
コル処理部９０３で、ｅＮＢが構成するセル毎のＣＡを行うＵＥに対する処理を行い、送
信データバッファ部９０４、エンコーダー部９０５、変調部９０６、周波数変換部９０７
、アンテナ９０８、復調部９０９およびデコーダー部９１０をセル毎に構成すればよい。
このようにすることによって、ｅＮＢが構成するセルにより、ＵＥに対してＣＡを行うこ
とが可能となる。
【０１４２】
　基地局の構成については、前述の図９で説明した通りである。以下に、リモートラジオ
ヘッド（ＲＲＨ）について説明する。基地局は、以下の機能部を備えて構成される。機能
部は、制御部、ベースバンド部、伝送路インタフェース部および無線機能部を含む。各機
能部と、図９に示す基地局７２を構成する各部との対応関係について説明する。
【０１４３】
　制御部は、基地局全体の制御を行う制御部９１１と、呼制御のプロトコルに関する処理
を行うプロトコル処理部９０３とを含む。ベースバンド部は、ユーザデータおよび制御デ
ータを保存する送信データバッファ部９０４と、エンコード処理を行うエンコーダー部９
０５と、デコード処理を行うデコーダー部９１０とを含む。
【０１４４】
　伝送路インタフェース部は、ＥＰＣとの間のデータの送受信を行うＥＰＣ通信部９０１
と、他の基地局との間のデータの送受信を行う他基地局通信部９０２とを含む。無線機能
部は、変調処理を行う変調部９０６と、周波数変換部９０７と、無線信号の送受信を行う
アンテナ９０８と、復調処理を行う復調部９０９とを含む。周波数変換部９０７は、ベー
スバンド信号のベースバンド周波数から無線送信周波数への変換、および無線送信周波数
からベースバンド信号のベースバンド周波数への変換を行う。
【０１４５】
　基地局を構成する全ての機能部を１箇所にまとめて設置するだけでなく、機能部を分離
して設置することも可能である。このとき、前記機能部単位で分離する必要はなく、各機
能部を構成する部単位で分離するようにしてもよい。機能部を分離して設置する場合は、
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分離した各部の間は、高速通信可能な専用線で接続される。
【０１４６】
　このように機能部を分離して設置する場合、基地局の構成のうち、無線信号を送受信す
る無線部分を含む部分、具体的にはアンテナ９０８を含む部分を「リモートラジオヘッド
（ＲＲＨ）」と称する。基地局の構成のうち、リモートラジオヘッドに含まれない構成を
含む部分、すなわち無線部分を含まない部分を「マクロセル」と称することがある。
【０１４７】
　図１４は、リモートラジオヘッド１４０１およびマクロセル１４０２の各構成の一例を
示すブロック図である。図１４に示すリモートラジオヘッド１４０１およびマクロセル１
４０２の各構成は、図９に示す基地局７２の構成と類似しているので、対応する部分につ
いては同一の参照符を付して、共通する説明を省略する。
【０１４８】
　図１４に示すリモートラジオヘッド１４０１は、無線機能部のアンテナ９０８および周
波数変換部９０７を含む。マクロセル１４０２は、基地局の構成のうち、リモートラジオ
ヘッド１４０１に含まれない構成を含む。図１４に示す例では、マクロセル１４０２は、
ＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信部９０２、プロトコル処理部９０３、送信データバッ
ファ部９０４、エンコーダー部９０５、変調部９０６、復調部９０９、デコーダー部９１
０および制御部９１１を含む。
【０１４９】
　リモートラジオヘッド１４０１とマクロセル１４０２との間は、専用線１４０３で接続
される。リモートラジオヘッド１４０１とマクロセル１４０２との間は、ベースバンド信
号によってデータの送受信が行われる。
【０１５０】
　本実施の形態とは異なるが、リモートラジオヘッドにアンテナ９０８、周波数変換部９
０７、変調部９０６および復調部９０９が含まれ、マクロセルにエンコーダー部９０５、
デコーダー部９１０、送信データバッファ部９０４、ＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信
部９０２、プロトコル処理部９０３および制御部９１１が含まれる場合も考えられる。こ
の場合、リモートラジオヘッドとマクロセルとの間は、変調前データ、または復調後デー
タによって、データの送受信が行われる。
【０１５１】
　また、リモートラジオヘッドにアンテナ９０８、周波数変換部９０７、変調部９０６、
復調部９０９、エンコーダー部９０５およびデコーダー部９１０が含まれ、マクロセルに
送信データバッファ部９０４、ＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信部９０２、プロトコル
処理部９０３および制御部９１１が含まれる場合も考えられる。この場合、リモートラジ
オヘッドとマクロセルとの間は、エンコード前データ、またはデコード後データによって
、データの送受信が行われる。
【０１５２】
　さらに、リモートラジオヘッドにアンテナ９０８が含まれ、マクロセルに周波数変換部
９０７、変調部９０６、復調部９０９、エンコーダー部９０５、デコーダー部９１０、送
信データバッファ部９０４、ＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信部９０２、プロトコル処
理部９０３および制御部９１１が含まれる場合も考えられる。この場合、リモートラジオ
ヘッドとマクロセルの間は、無線信号（ＲＦ信号）によって、データの送受信が行われる
。
【０１５３】
　また、リモートラジオヘッドは、前述の図９に示すように全ての機能部が一体に構成さ
れる基地局７２を分離して設置する場合に用いられるだけでない。例えば、基地局に、無
線部分を含む部分であるリモートラジオヘッドを付加させる場合も考えられる。
【０１５４】
　図１５は、基地局にリモートラジオヘッドを付加させた場合の構成の一例を示すブロッ
ク図である。図１５に示す構成は、図９に示す構成と類似しているので、対応する部分に
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ついては同一の参照符を付して、共通する説明を省略する。
【０１５５】
　図１５に示す基地局は、図９に示す基地局７２に相当するマクロセル１５０１と、２つ
のリモートラジオヘッド１５０２，１５０３とを備えて構成される。図１５に示す各リモ
ートラジオヘッド１５０２，１５０３は、図１４に示した無線機能部のアンテナ９０８お
よび周波数変換部９０７を含んで構成される。各リモートラジオヘッド１５０２，１５０
３は、専用線１５０４によって、マクロセル１５０１に接続されている。図１５に示す例
では、リモートラジオヘッドは２つであるが、リモートラジオヘッドは、１つであっても
よいし、複数であってもよい。
【０１５６】
　実施の形態１で解決する課題について、以下に説明する。マクロセルと、リモートラジ
オヘッド（ＲＲＨ）などのローカルノードとは、混在して配置されて、異機種ネットワー
クと称されるネットワークを構築する。異機種ネットワークにおいて、ローカルノードは
、高速かつ大容量の通信などの種々のサービスの要求に応じて、マクロセルを補完するた
めに配置される。したがって、ローカルノードが、マクロセルのカバレッジ内に設置され
る場合も生じる。この場合、マクロセルとローカルノードとの間で干渉が生じることがあ
る。
【０１５７】
　ローカルノードがマクロセルのカバレッジ内に設置される場合に生じる干渉の具体例に
ついて、図１６および図１７を用いて以下に説明する。図１６は、マクロセル１６０１の
カバレッジ１６０２内にＲＲＨ１６０３が配置されている場合の状況を示す図である。図
１７は、マクロセル１６０１とＲＲＨ１６０３との間の各地点における移動端末の下り受
信電力および上り送信電力を示す図である。図１７では、図１６に示すマクロセル１６０
１およびＲＲＨ１６０３を、それぞれ、アンテナで代表して示している。
【０１５８】
　図１７において、縦軸は電力を示し、横軸は位置を示す。図１７では、各地点でのマク
ロセル１６０１からの下り受信電力を右下がりの実線で示す。また、各地点でのＲＲＨ１
６０３からの下り受信電力を左下がりの実線で示す。また、各地点でのマクロセル１６０
１に対する上り送信電力を右上がりの二点鎖線で示す。また、各地点でのＲＲＨ１６０３
に対する上り送信電力を左上がりの二点鎖線で示す。
【０１５９】
　図１６に示す例では、マクロセル１６０１のカバレッジ１６０２内に、ＲＲＨ１６０３
が配置されている。ＲＲＨ１６０３は、カバレッジ１６０４を有する。図１６に示すよう
に、マクロセル１６０１のカバレッジ１６０２とＲＲＨ１６０３のカバレッジ１６０４と
を比較して、マクロセル１６０１のカバレッジ１６０２の方が大きい場合を考える。この
ことは、下り送信電力を比較した場合、マクロセル１６０１の下り送信電力の方が、ＲＲ
Ｈ１６０３の下り送信電力よりも大きいことを意味する。
【０１６０】
　図１７において右下がりの実線および左下がりの実線で示されるように、各地点での移
動端末の下り受信電力は、各ノード、すなわちマクロセル１６０１およびＲＲＨ１６０３
からの距離が大きくなるに従って、小さくなる。また、図１７においての右上がりの二点
鎖線および左上がりの二点鎖線で示されるように、移動端末の各ノード、すなわち基地局
であるマクロセル１６０１およびＲＲＨ１６０３に対する上り送信電力は、各ノードから
の距離が大きくなるに従って、大きくする必要がある。これらは、伝播損失の影響である
。この伝播損失を「パスロス」と称することがある。
【０１６１】
　従来の技術の移動端末は、下り受信品質が最も良いセルにキャンプオンし、その後、必
要に応じて通信を開始する（非特許文献３参照）。例えば、地点Ｃに移動端末が位置した
場合を考える。図１７において右下がりの実線で示されるように、地点Ｃにおけるマクロ
セル１６０１からの下り受信電力は、値Ｄとなる。また左下がりの実線で示されるように
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、地点ＣにおけるＲＲＨ１６０３からの下り受信電力は、値Ｅとなる。図１７に示すよう
に値Ｅよりも値Ｄの方が大きいので、移動端末は、マクロセル１６０１にキャンプオンし
、その後、必要に応じて通信を開始する。つまり地点Ｃにおいては、移動端末は、マクロ
セル１６０１に上り送信を行う。
【０１６２】
　また図１７において右上がりの二点鎖線で示されるように、地点Ｃにおけるマクロセル
１６０１に対する上り送信電力は、値Ｅとなる。また、左上がりの二点鎖線で示されるよ
うに、地点ＣにおけるＲＲＨ１６０３に対する上り送信電力は、値Ｆとなる。つまり、地
点Ｃにおいては、移動端末からマクロセル１６０１への上り送信に必要な送信電力は、移
動端末からＲＲＨ１６０３への上り送信に必要な送信電力と比較して大きくなる。
【０１６３】
　したがって地点Ｃにおいては、上りリンクでは移動端末とＲＲＨ１６０３との間のリン
クが良好となり、下りリンクでは移動端末とマクロセル１６０１との間のリンクが良好と
なる。
【０１６４】
　図１７に示す地点Ａと地点Ｂとの間の地域Ｚでは、地点Ｃと同様に、マクロセル１６０
１からの下り受信電力の方が、ＲＲＨ１６０３からの下り受信電力よりも大きく、かつマ
クロセル１６０１に対する上り送信電力の方が、ＲＲＨ１６０３に対する上り送信電力よ
りも大きい。したがって、地点Ａと地点Ｂとの間の地域Ｚにおいては、地点Ｃと同様に、
上りリンクでは移動端末とＲＲＨ１６０３との間のリンクが良好となり、下りリンクでは
移動端末とマクロセル１６０１との間のリンクが良好となる。
【０１６５】
　このように地点Ａと地点Ｂとの間の地域Ｚでは、リンクの不均衡、すなわちリンクイン
バランス（link imbalance）が発生する。このリンクインバランスが発生した地域Ｚでは
、移動端末からマクロセル１６０１への上り送信電力の方が、移動端末からＲＲＨ１６０
３への上り送信電力と比較して大きいので、移動端末からＲＲＨ１６０３に対して干渉が
発生する。また、この干渉によって、移動端末とマクロセル１６０１との通信、または移
動端末とＲＲＨ１６０３との通信が妨げられ、通信システム全体のスループットの低下が
生じる。
【０１６６】
　したがって、図１６に示すようにマクロセル１６０１とＲＲＨ１６０３などのローカル
ノードとが混在して配置される異機種ネットワーク、すなわちヘットネットにおいて生じ
る干渉を低減し、通信システム全体のスループットを向上させるための方法が要求される
。
【０１６７】
　そこで、実施の形態１では、リンクインバランスが発生することで、移動端末からのマ
クロセルに対する比較的大きい上り送信電力によって、移動端末からローカルノードに対
して発生する干渉を低減することを課題としている。また、この干渉で通信が妨げられる
ことによってシステム全体のスループットが低下することを防止することを課題としてい
る。
【０１６８】
　実施の形態１での解決策を以下に示す。本実施の形態では、ローカルノードの代表とし
て、リモートラジオヘッド（ＲＲＨ）について具体的に説明する。本実施の形態では、Ｒ
ＲＨのキャリア周波数とマクロセルのキャリア周波数とを異ならせ、ＲＲＨにマクロセル
の上りリソース、具体的には上りキャリア周波数帯域を受信する機能を設ける。キャリア
周波数は、コンポーネントキャリアの周波数としてもよい。またマクロセルの上りリソー
スとは、移動端末（ＵＥ）からマクロセルへの上りリソース、すなわちＵＥからマクロセ
ルに送信された上りリソースのことである。
【０１６９】
　本実施の形態のようにＲＲＨのキャリア周波数とマクロセルのキャリア周波数とを異な
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らせることで、移動端末（ＵＥ）からのマクロセルに対する比較的大きい上り送信電力に
よって発生する、ＵＥからローカルノードに対する干渉の低減を実現することができる。
【０１７０】
　図１８を用いて、実施の形態１の解決策の具体例について説明する。図１８は、実施の
形態１の解決策の概念を説明するための図である。マクロセルの下りキャリア周波数をＤ
Ｌ＿ｆ１とし、上りキャリア周波数をＵＬ＿ｆ１とする。マクロセルの下りキャリア周波
数帯域をＤＬ１とし、上りキャリア周波数帯域をＵＬ１とする。ＲＲＨの下りキャリア周
波数をＤＬ＿ｆ２とし、上りキャリア周波数をＵＬ＿ｆ２とする。ＲＲＨの下りキャリア
周波数帯域をＤＬ２とし、上りキャリア周波数帯域をＵＬ２とする。マクロセルは大規模
通信装置に相当し、ＲＲＨは小規模通信装置に相当する。またマクロセルの下りキャリア
周波数および上りキャリア周波数は第１の周波数に相当し、ＲＲＨの下りキャリア周波数
および上りキャリア周波数は第２の周波数に相当する。
【０１７１】
　本実施の形態では、ＲＲＨに、ＲＲＨの上りキャリア周波数帯域であるＵＬ２を受信す
る機能に加えて、マクロセルの上りキャリア周波数帯域であるＵＬ１を受信する機能を設
ける。さらに具体的に述べると、ＲＲＨに、ＲＲＨの下りキャリア周波数帯域であるＤＬ
２を送信する機能と、ＲＲＨの上りキャリア周波数帯域であるＵＬ２を受信する機能とに
加えて、マクロセルの上りキャリア周波数帯域であるＵＬ１を受信する機能を設ける。す
なわちＲＲＨに、図１８に示す一点鎖線で囲む部分のＲＲＨのキャリア周波数帯域を送信
または受信する機能に加え、実線で囲む部分のマクロセルの上りキャリア周波数帯域を受
信する機能を設ける。
【０１７２】
　他方、マクロセルには、マクロセルの上りキャリア周波数帯域であるＵＬ１を受信する
機能を設ける。さらに具体的に述べると、マクロセルには、マクロセルの下りキャリア周
波数帯域であるＤＬ１を送信する機能と、マクロセルの上りキャリア周波数帯域であるＵ
Ｌ１を受信する機能とを設ける。すなわちマクロセルには、図１８に示す破線で囲む部分
のマクロセルのキャリア周波数帯域を送信または受信する機能を設ける。
【０１７３】
　図１８では、マクロセルの下りキャリア周波数帯域であるＤＬ１と、ＲＲＨの下りキャ
リア周波数帯域であるＤＬ２とが連続である場合を示しているが、マクロセルの下りキャ
リア周波数帯域とＲＲＨの下りキャリア周波数帯域とは、非連続であってもよい。また図
１８では、マクロセルの上りキャリア周波数帯域であるＵＬ１と、ＲＲＨの上りキャリア
周波数帯域であるＵＬ２とが連続である場合を示しているが、マクロセルの上りキャリア
周波数帯域とＲＲＨの上りキャリア周波数帯域とは、非連続であってもよい。
【０１７４】
　ここで、移動端末からマクロセルに送信され、マクロセルが受信する上りリソース中の
データと、ＲＲＨが受信するマクロセルの上りリソース中のデータとは同じである。
【０１７５】
　どのＲＲＨにマクロセルの上りリソースを受信する機能を設けるかの具体例としては、
マクロセル配下のＲＲＨに、マクロセルの上りリソースを受信する機能を設ける場合が挙
げられる。
【０１７６】
　マクロセル配下のＲＲＨの具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０１７７】
　（１）マクロセルと専用線で接続されているＲＲＨ。マクロセルに専用線で接続されて
いるＲＲＨは、該マクロセルの上りリソースを受信すると判断してもよい。
【０１７８】
　（２）マクロセルの機能を共用するＲＲＨ。例えば、マクロセルに存在する制御部によ
ってプロトコル処理を実行するＲＲＨなど。マクロセルの機能を共用するＲＲＨは、該マ
クロセルの上りリソースを受信すると判断してもよい。
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【０１７９】
　（３）マクロセルのカバレッジ内に位置するＲＲＨ。マクロセルのカバレッジ内に位置
すると判断したＲＲＨは、該マクロセルの上りリソースを受信すると判断してもよい。マ
クロセルのカバレッジ内に位置するか否かの判断方法の具体例としては、ＲＲＨが周辺電
波環境のメジャメント、つまり周辺セルの電波環境のメジャメントを行う方法が挙げられ
る。ＲＲＨは、電源がオンされたとき、初期化（イニシャライズ）されたとき、あるいは
送信を停止している間に、周辺電波環境のメジャメント、すなわち測定を行う。またＲＲ
Ｈは、周辺に存在するセルの受信電力の測定、およびセルのセルアイデンティティである
ＰＣＩの取得を行い、セルの検出を行う。この際に、ＲＲＨは、受信電力が、予め定める
閾値以上のセルを検出してもよい。ＲＲＨは、受信電力が閾値以上のセルのカバレッジ内
に位置すると判断する。ＲＲＨは、自ＲＲＨがカバレッジ内に位置すると判断したセルに
対して、該セルのカバレッジ内に自ＲＲＨが位置することを通知する。
【０１８０】
　また、マクロセルとＲＲＨとの間の電波環境の変化や、マクロセルの送信電力、マクロ
セルのアンテナ設定の変更によるカバレッジエリアの変更などが発生した場合にも、本実
施の形態で開示した方法を適宜適用することが可能である。
【０１８１】
　受信電力が閾値以上であると判断したセルが複数存在した場合の通知方法の具体例とし
て、以下の（ａ），（ｂ）の２つを開示する。（ａ）全てのセルに対して、該セルのカバ
レッジ内に自ＲＲＨが位置することを通知する。（ｂ）最も測定結果が良好のセル、すな
わち受信電力が高い、あるいはパスロスが小さいセルに対して、該セルのカバレッジ内に
自ＲＲＨが位置することを通知する。
【０１８２】
　ＲＲＨがマクロセルの上りリソースを受信した後の処理の具体例を、以下に開示する。
ＲＲＨは、マクロセルの上りリソースの受信信号、あるいは受信データをマクロセルに送
信する。マクロセルは、マクロセルにて受信したマクロセルの上りリソースの受信信号と
、ＲＲＨから受信したマクロセルの上りリソースの受信信号とを合成する。この合成処理
によって、移動端末からマクロセルへの上りリンクの受信品質が向上する。これによって
、通信システム全体のスループットを向上させることが可能となる。
【０１８３】
　ＲＲＨからマクロセルへの受信信号、あるいは受信データの通知方法の具体例として、
以下の（１），（２）の２つ開示する。（１）マクロセルとＲＲＨとの間の専用線を用い
る。これによって、高速に通信できるという効果を得ることができる。（２）Ｘ２インタ
フェースを用いる。ＲＲＨ以外の他のローカルノードへ適用する場合、マクロセルとロー
カルノードとの間のＸ２インタフェースを用いることによって、新たなインタフェースを
設ける必要がないという効果を得ることができる。
【０１８４】
　マクロセルでの受信信号または受信データの合成方法の具体例として、以下の（１），
（２）の２つを開示する。（１）単純に足し合わせる。つまり、受信電力を足し合わせる
。（２）選択合成を行う。選択合成とは、マクロセルおよびＲＲＨの各ノードで受信され
たデータに対して、別個にデコード処理を実行し、デコード結果が正常となったデータを
選択することをいう。マクロセルで受信されたデータおよびＲＲＨで受信されたデータの
両方について、デコード結果が正常となった場合は、いずれかのデータが選択される。
【０１８５】
　ＲＲＨからマクロセルへ送信する信号またはデータの具体例として、以下の（１）～（
３）の３つを開示する。
【０１８６】
　（１）ＲＦ信号。具体例（１）の場合、ＲＲＨが、例えばセル無線ネットワーク仮識別
（Cell Radio Network Temporary Identifier：Ｃ－ＲＮＴＩ）などのマクロセル傘下の
移動端末の識別子、および移動端末へのスケジューリング情報を認識しておく必要は無い
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。これによって、後述する具体例（３）と比較して、通信システムが複雑化することを回
避することができるという効果を得ることができる。
【０１８７】
　ＲＲＨからマクロセルへ送信する信号またはデータを、ＲＦ信号とする場合の、リモー
トラジオヘッドおよびマクロセルの各構成の一例としては、前述の図９に示す参照符号を
用いて、リモートラジオヘッドにアンテナ９０８が含まれ、マクロセルに周波数変換部９
０７、変調部９０６、復調部９０９、エンコーダー部９０５、デコーダー部９１０、送信
データバッファ部９０４、ＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信部９０２、プロトコル処理
部９０３および制御部９１１が含まれる構成が挙げられる。
【０１８８】
　（２）ベースバンド信号、例えばアナログベースバンド信号、またはデジタルベースバ
ンド信号。具体例（２）は、具体例（１）と比較して、ＲＲＨとマクロセルとを通信する
信号量が少なくなるという効果を有する。具体例（２）の場合、ＲＲＨが、例えばＣ－Ｒ
ＮＴＩなどのマクロセル傘下の移動端末の識別子、および移動端末へのスケジューリング
情報を認識しておく必要は無い。これによって、後述する具体例（３）と比較して、通信
システムが複雑化することを回避することができるという効果を得ることができる。
【０１８９】
　ＲＲＨからマクロセルへ送信する信号またはデータを、ベースバンド信号とする場合の
、リモートラジオヘッドおよびマクロセルの各構成の一例としては、前述の図１４に示す
ように、リモートラジオヘッド１４０１にアンテナ９０８および周波数変換部９０７が含
まれ、マクロセル１４０２にＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信部９０２、プロトコル処
理部９０３、送信データバッファ部９０４、エンコーダー部９０５、変調部９０６、復調
部９０９、デコーダー部９１０および制御部９１１が含まれる構成が挙げられる。
【０１９０】
　（３）復調後データ、あるいはデコード後データ。具体例（３）は、具体例（１），（
２）と比較して、ＲＲＨとマクロセルとを通信する信号量が少なくなるという効果を有す
る。具体例（３）の場合、ＲＲＨは、例えばＣ－ＲＮＴＩなどのマクロセル傘下の移動端
末の識別子、または移動端末へのスケジューリング情報を認識しておく必要がある。
【０１９１】
　ＲＲＨからマクロセルへ送信する信号またはデータを、復調後データとする場合の、リ
モートラジオヘッドおよびマクロセルの各構成の一例としては、前述の図９に示す参照符
号を用いて、リモートラジオヘッドにアンテナ９０８、周波数変換部９０７、変調部９０
６および復調部９０９が含まれ、マクロセルにエンコーダー部９０５、デコーダー部９１
０、送信データバッファ部９０４、ＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信部９０２、プロト
コル処理部９０３および制御部９１１が含まれる構成が挙げられる。
【０１９２】
　ＲＲＨからマクロセルへ送信する信号またはデータを、デコード後データとする場合の
、リモートラジオヘッドおよびマクロセルの各構成の一例としては、前述の図９に示す参
照符号を用いて、リモートラジオヘッドにアンテナ９０８、周波数変換部９０７、変調部
９０６、復調部９０９、エンコーダー部９０５およびデコーダー部９１０が含まれ、マク
ロセルに送信データバッファ部９０４、ＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信部９０２、プ
ロトコル処理部９０３および制御部９１１が含まれる構成が挙げられる。
【０１９３】
　ＲＲＨが、マクロセル傘下の移動端末の識別子、および移動端末へのスケジューリング
情報を認識する方法の具体例としては、マクロセルから専用線でＲＲＨへ通知する方法が
挙げられる。ＲＲＨ以外の他のローカルノードへ適用する場合は、マクロセルからＸ２イ
ンタフェースを用いてローカルノードへ通知することも考えられる。
【０１９４】
　ＲＲＨは、マクロセル傘下の特定の移動端末からの受信信号または受信データのみを選
択的に復調、あるいはデコードしてマクロセルに通知してもよい。その場合、マクロセル
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は、例えばＣ－ＲＮＴＩなどの傘下の特定の移動端末の識別子、および特定の移動端末へ
のスケジューリング情報のみをＲＲＨへ通知するようにすればよい。ＲＲＨは、受信した
一つまたは複数のＣ－ＲＮＴＩなどの識別子と、スケジューリング情報とを用いてデコー
ドを行い、マクロセルへ通知すればよい。
【０１９５】
　本実施の形態におけるＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）の実行方法の具
体例として、以下の（１），（２）の２つを開示する。
【０１９６】
　（１）マクロセルがＨＡＲＱを実行する。この場合、マクロセルにて受信したマクロセ
ルの上りリソースの受信信号と、ＲＲＨから受信したマクロセルの上りリソースの受信信
号とを合成した後に、受信データが正しくデコードできたか否かを判断することができる
。合成によって、受信品質が高くなるので、再送の回数が減る。これによって、無線リソ
ースを有効に活用することができ、通信システムとしてのスループットを向上することが
できる。
【０１９７】
　（２）ＲＲＨがＨＡＲＱを実行する。この場合、ＲＲＨにてマクロセルの上りリソース
を正しくデコードできたか否かを判断する。正しくデコードできたと判断した場合は、Ｒ
ＲＨからマクロセルへ、デコード後データと共に、「Ａｃｋ」を通知する。正しくデコー
ドできなかったと判断した場合は、ＲＲＨからマクロセルへ、「Ｎａｃｋ」を通知する。
「Ｎａｃｋ」を通知する場合は、デコード後データを通知する必要がない。したがって、
具体例（１）と比較して、ＲＲＨとマクロセルとを通信する信号量が少なくなるという効
果を有する。
【０１９８】
　マクロセルが、マクロセルにて受信したマクロセルの上りリソースの受信信号と、ＲＲ
Ｈから受信したマクロセルの上りリソースの受信信号とを合成しない場合は、具体例（２
）を用いることが有効である。なぜならば、具体例（１）を用いても合成の効果を得るこ
とができないからである。また、ＲＲＨでのマクロセルの上りリソースの受信品質が良好
な場合にも、具体例（２）を用いることが有効である。なぜならば、具体例（１）を用い
て合成の効果を期待せずとも、マクロセルの上りリソースの受信品質が良好だからである
。
【０１９９】
　ＲＲＨがマクロセルの上りリソースの構成を知る方法の具体例を、以下に開示する。マ
クロセルが、ＲＲＨに自セルの上りリソースの構成を通知する。上りリソースの構成の具
体例としては、キャリア周波数および帯域幅などがある。マクロセルからＲＲＨに自セル
の上りリソースの構成を通知する方法の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開
示する。
【０２００】
　（１）マクロセルとＲＲＨとの間の専用線を用いる。具体例（１）は、高速に通信でき
るという効果を有する。（２）Ｘ２インタフェースを用いる。ＲＲＨ以外の他のローカル
ノードへ適用する場合、マクロセルとローカルノードとの間のＸ２インタフェースを用い
ることによって、新たなインタフェースを設ける必要がないという効果を得ることができ
る。（３）操作および保守用のツール（Operating and Maintenance Tool：ＯＭＴ）を用
いる。これによって、新たなインタフェースを設ける必要がないという効果を得ることが
できる。
【０２０１】
　次に、図１９を用いて、実施の形態１における通信システムのシーケンスの具体例につ
いて説明する。図１９は、実施の形態１における通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。本動作例では、マクロセルのカバレッジ内にＲＲＨが配置される場合について
開示する。また、移動端末がマクロセルにキャンプオンし、上りリンクに最適なノードが
ＲＲＨである場合について開示する。
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【０２０２】
　本動作例においては、どのＲＲＨにマクロセルの上りリソースを受信する機能を設ける
かの具体例として、前述のマクロセルと専用線で接続されているＲＲＨに設ける場合につ
いて開示する。ＲＲＨからマクロセルへの受信信号の通知方法の具体例としては、前述の
マクロセルとＲＲＨとの間の専用線を用いる場合について開示する。マクロセルでの受信
信号または受信データの合成方法の具体例としては、前述の単純に足し合わせる場合につ
いて開示する。ＲＲＨからマクロセルへ送信する信号の具体例としては、前述のベースバ
ンド信号を用いる場合について開示する。ＲＲＨがマクロセルの上りリソースの構成を知
る方法の具体例としては、前述のマクロセルとＲＲＨとの間の専用線を用いる場合につい
て開示する。
【０２０３】
　ステップＳＴ１９０１において、マクロセルとＲＲＨとが専用線で接続される。ステッ
プＳＴ１９０２において、マクロセルは、ＲＲＨに対して、マクロセルの上りリソースの
構成を通知する。該通知には専用線を用いる。
【０２０４】
　ステップＳＴ１９０３において、ＲＲＨは、マクロセルと専用線で接続されているか否
かを判断する。ステップＳＴ１９０３において、ＲＲＨが、マクロセルと専用線で接続さ
れていると判断した場合は、ステップＳＴ１９０４に移行する。ステップＳＴ１９０３に
おいて、ＲＲＨが、マクロセルと専用線で接続されていないと判断した場合は、処理を終
了し、他の処理に移行する。他の処理については、本発明の特徴的部分ではないので、説
明を省略する。
【０２０５】
　ステップＳＴ１９０４において、ＲＲＨは、マクロセルの上りリソースを受信すると判
断して、ステップＳＴ１９０８に移行する。
【０２０６】
　ステップＳＴ１９０５において、移動端末は、下り受信品質が最も良いセルとして、マ
クロセルにキャンプオンする。ステップＳＴ１９０６において、移動端末は、該マクロセ
ルに対して上り送信を行う。
【０２０７】
　ステップＳＴ１９０７において、マクロセルは、移動端末からの上り送信、具体的には
移動端末から送信される上り送信信号を受信する。
【０２０８】
　ステップＳＴ１９０８において、ＲＲＨは、マクロセルの上りリソースを受信する。マ
クロセルの上りリソースを受信する場合、ＲＲＨは、ステップＳＴ１９０２で受信したマ
クロセルの上りリソースの構成を用いる。ＲＲＨは、ステップＳＴ１９０２においてマク
ロセルの上りリソースの構成を受信した後に、ステップＳＴ１９０８の処理を実行しても
よい。
【０２０９】
　ステップＳＴ１９０９において、ＲＲＨは、マクロセルに対して、ＲＲＨが受信したマ
クロセルの上りリソースの受信信号を通知する。該通知には専用線を用いる。
【０２１０】
　ステップＳＴ１９１０において、マクロセルは、ステップＳＴ１９０７で受信した、移
動端末から送信された上り送信信号と、ステップＳＴ１９０９で受信した、ＲＲＨが受信
したマクロセルの上りリソースの受信信号とを合成する。
【０２１１】
　以上の実施の形態１によって、以下の効果を得ることができる。ローカルノードである
ＲＲＨのキャリア周波数とマクロセルのキャリア周波数とを異ならせることによって、移
動端末（ＵＥ）からのマクロセルに対する比較的大きい上り送信電力の影響が、ＲＲＨに
おける上りリンクの受信に影響を与えないようにすることが可能となる。これによって、
通信システム全体としての干渉の低減を図ることができる。
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【０２１２】
　また、マクロセル傘下のＵＥからのマクロセルに対する上り送信信号を、マクロセルと
ＲＲＨとで受信して合成することによって、上り通信の通信品質の向上を図ることができ
る。これによって、通信システム全体のスループットの向上を図ることができる。
【０２１３】
　以上のように本実施の形態１によれば、移動端末（ＵＥ）からマクロセルに送信される
上り送信信号を、マクロセルとＲＲＨとで受信して合成するので、マクロセルとＲＲＨな
どのローカルノードとが混在して配置される場合の通信品質を向上させ、全体のスループ
ットを向上させることができる。またＲＲＨなどのローカルノードのキャリア周波数とマ
クロセルのキャリア周波数とを異ならせることによって、ＵＥからマクロセルへの比較的
大きい上り送信電力の影響が、ＲＲＨにおける上りリンクの受信に影響を与えないように
することが可能となる。これによって、通信システム全体としての干渉の低減を図ること
ができる。
【０２１４】
　また実施の形態１の解決策では、ＵＥは従来の上り送信と同様の動作を行っている。つ
まりＵＥは、キャンプオンしたマクロセルに対して、上り送信の動作を行っている。した
がってＵＥに追加の通知、あるいは追加の機能が必要ない。この点において、実施の形態
１は、後方互換性（backward compatibility：バックワードコンパチビリティ）に優れた
通信システムを構築することが可能である。
【０２１５】
　本実施の形態では、ローカルノードのキャリア周波数とマクロセルのキャリア周波数と
を異ならせる場合について開示したが、ローカルノードのキャリア周波数とマクロセルの
キャリア周波数とが同じ場合であっても、本実施の形態を適用することができ、それによ
って本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０２１６】
　また本実施の形態では、ローカルノードとして、リモートラジオヘッド（ＲＲＨ）を用
いた場合の通信システムの構成について説明したが、ローカルノードはＲＲＨに限らず、
ＲＲＨ以外のローカルノードでもよい。ＲＲＨ以外のローカルノードの具体例としては、
ピコｅＮＢ（ピコセル（pico cell））、ＨｅＮＢ（ＨＮＢ、ＣＳＧセル）、ホットゾー
ンセル用のノード、リレーノード、リピータなどがある。ＲＲＨ以外のローカルノードに
ついても本実施の形態を適用することができ、それによって本実施の形態と同様の効果を
得ることができる。
【０２１７】
　実施の形態１　変形例１．
　前述の実施の形態１では、ローカルノードの代表としてＲＲＨを用いた場合の解決策に
ついて主に開示したが、実施の形態１の変形例１では、実施の形態１をＲＲＨ以外の他の
ローカルノードへ適用した場合について開示する。本変形例では、前述の実施の形態１の
解決策と異なる部分を中心に説明し、説明していない部分については、実施の形態１と同
様とする。
【０２１８】
　本変形例では、ＲＲＨとは異なり、自ノードで全ての機能を有するローカルノードへ適
用する場合について説明する。自ノードで全ての機能を有するローカルノードの具体例と
しては、ピコｅＮＢ、ＨｅＮＢ、リレーノード、リピータ、およびホットゾーンセル用の
ノードなどが挙げられる。本変形例では、自ノードで全ての機能を有するローカルノード
の代表としてＨｅＮＢを用いる場合について具体的に説明する。
【０２１９】
　本変形例では、ＨｅＮＢのキャリア周波数とマクロセルのキャリア周波数とを異ならせ
る。ＨｅＮＢは、自ノードに対する上りリソースの処理を自ノードで行う。加えて、Ｈｅ
ＮＢに、マクロセルの上りリソース、具体的には上りキャリア周波数を受信する機能を設
ける。
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【０２２０】
　ここで、移動端末からマクロセルに送信され、マクロセルが受信する上りリソース中の
データと、ＨｅＮＢが受信するマクロセルの上りリソース中のデータとは同じである。
【０２２１】
　ＨｅＮＢがマクロセルの上りリソースを受信した後の処理の具体例を、以下に開示する
。ＨｅＮＢは、マクロセルの上りリソースの受信信号、あるいは受信データをマクロセル
に送信する。ＨｅＮＢは、マクロセルの上りリソースの受信信号、あるいは受信データを
、自ノードで処理しない。
【０２２２】
　ＨｅＮＢが受信するマクロセルの上りリソースの具体例として、以下の（１），（２）
の２つを開示する。
【０２２３】
　（１）マクロセルの上りリソースの全てを受信する。この具体例（１）は、後述する具
体例（２）と比較して、マクロセルからの要求が不要であるので、制御が容易であるとい
う効果を有する。
【０２２４】
　（２）マクロセルが受信を要求した、マクロセルの上りリソースを受信する。上りリソ
ースの具体例としては、リソースブロック（Resource Block：ＲＢ）単位、コンポーネン
トキャリア単位などがある。この具体例（２）では、前述の具体例（１）と比較して、Ｈ
ｅＮＢで受信するマクロセルの上りリソースが少なくなる。したがって、ＨｅＮＢの処理
の負荷を軽減することができるとともに、ＨｅＮＢからマクロセルへの通信量を削減する
ことができる。
【０２２５】
　以上のＨｅＮＢが受信するマクロセルの上りリソースの具体例（１），（２）は、前述
の実施の形態１にも適用可能である。
【０２２６】
　マクロセルがＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソースの具体例として、以下の（
１）～（３）の３つを開示する。
【０２２７】
　（１）マクロセルで受信したマクロセルの上りリソースの受信品質が悪いリソース。こ
の受信品質が悪いリソースについて、ＨｅＮＢでの受信を要求することによって、ＨｅＮ
Ｂで受信したマクロセルの上りリソースとの合成による通信品質の向上が望める。
【０２２８】
　（２）マクロセルでの干渉レベルの高いリソース。干渉レベルの高いリソースにおける
受信品質は悪いことが一般的である。したがって、マクロセルでの干渉レベルの高いリソ
ースについて、ＨｅＮＢでの受信を要求することによって、ＨｅＮＢで受信したマクロセ
ルの上りリソースとの合成による通信品質の向上が望める。
【０２２９】
　（３）移動端末をスケジューリングした上りリソース。この上りリソースについて、Ｈ
ｅＮＢでの受信を要求することによって、ＨｅＮＢにおける、マクロセルで移動端末をス
ケジューリングしていない上りリソースの無駄な受信を削減することができる。
【０２３０】
　以上のマクロセルがＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソースの具体例（１）～（
３）は、前述の実施の形態１にも適用可能である。
【０２３１】
　マクロセルが、ＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソースを通知する方法の具体例
として、以下の（１），（２）の２つを開示する。
【０２３２】
　（１）マクロセルが、Ｘ２シグナリング、あるいはＸ２メッセージを用いて、ＨｅＮＢ
に対して受信を要求する上りリソースを通知する。マクロセルが、ＨｅＮＢに対して受信
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を要求する上りリソースを、Ｘ２シグナリング、あるいはＸ２メッセージを用いてＨｅＮ
Ｂへ通知する方法の具体例として、以下の（ａ），（ｂ）の２つを開示する。
【０２３３】
　　（ａ）新たにＸ２シグナリング、あるいはＸ２メッセージを設ける。新たに設けるＸ
２シグナリングにマッピングするパラメータは、ＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリ
ソースを示す情報である。ＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソースを示す情報は、
マクロセルのセル識別子と共に通知されてもよい。マクロセルのセル識別子は、例えばＰ
ＣＩまたはＧＣＩである。
【０２３４】
　　（ｂ）既存のＸ２シグナリング、あるいはＸ２メッセージを用いる。具体例（ｂ）は
、具体例（ａ）と比較して、新たなシグナリングを設ける必要がない点において有効であ
り、具体例（ｂ）を用いることによって、通信システムが複雑化することを回避すること
ができる。既存のＸ２シグナリングを用いて、ＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソ
ースを通知する方法の具体例を以下に開示する。３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．４２３　Ｖ１０
．０．０（以下「非特許文献１２」という）の８．３．１．２章に開示されているＸ２シ
グナリングの「LOAD INFORMATION message」を用いる。
【０２３５】
　非特許文献１２に開示されている「LOAD INFORMATION message」の中の「UL Interfere
nce Overload Indication」は、全リソースブロック上で、リソースブロック毎に、送信
元であるソースセルが受けている干渉レベルを示す。「LOAD INFORMATION message」の中
の「UL Interference Overload Indication」によって高い干渉レベルが示されたリソー
スブロックは、マクロセルがＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソースを示すとすれ
ばよい。干渉レベルの高いリソースにおける受信品質は悪いことが一般的である。したが
って、干渉レベルの高いリソースについて、ＨｅＮＢでの受信を要求することによって、
ＨｅＮＢで受信したマクロセルの上りリソースとの合成による通信品質の向上が望める。
【０２３６】
　「UL Interference Overload Indication」が、何を示すかのインジケータを新たに付
加してもよい。示す内容の具体例として、以下の（Ａ）～（Ｃ）の３つを開示する。（Ａ
）従来通り、干渉レベルを示す。（Ｂ）通知先に自セルの上りリソースの受信を要求する
。閾値以上の干渉レベルが示された場合に、通知先に自セルの上りリソースの受信を要求
するようにしてもよい。（Ｃ）前記（Ａ），（Ｂ）の両方を示す。
【０２３７】
　非特許文献１２に開示されている「LOAD INFORMATION message」の中の「UL High Inte
rference Indication」は、リソースブロック毎に、送信元であるソースセルから見た高
い干渉感度検出の発生を示す。「LOAD INFORMATION message」の中の「UL High Interfer
ence Indication」によって高い干渉感度検出の発生が示されたリソースブロックは、マ
クロセルがＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソースを示すとすればよい。高い干渉
感度が検出されたリソースにおける受信品質は悪いことが一般的である。したがって、高
い干渉感度が検出されたリソースについて、ＨｅＮＢでの受信を要求することによって、
ＨｅＮＢで受信したマクロセルの上りリソースとの合成による通信品質の向上が望める。
【０２３８】
　「UL High Interference Indication」が、何を示すかのインジケータを新たに付加し
てもよい。示す内容の具体例として、以下の（Ａ）～（Ｃ）の３つを開示する。（Ａ）従
来通り、干渉感度を示す。（Ｂ）通知先に自セルの上りリソースの受信を要求する。閾値
以上の干渉感度が示された場合に、通知先に自セルの上りリソースの受信を要求するよう
にしてもよい。（Ｃ）前記（Ａ），（Ｂ）の両方を示す。
【０２３９】
　「LOAD INFORMATION message」は、同一周波数内の隣接しているセルを制御する信号で
ある（非特許文献１２参照）。したがって、ローカルノードのキャリア周波数とマクロセ
ルのキャリア周波数とを異ならせる解決策を用いる実施の形態１の変形例１において、マ
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クロセルがＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソースを通知する方法として「LOAD I
NFORMATION message」を用いる場合、「LOAD INFORMATION message」は、異なる周波数に
おける隣接しているセルを制御する信号として拡張すればよい。
【０２４０】
　（２）マクロセルが、専用線を用いて、ＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソース
を通知する。
【０２４１】
　以上のマクロセルがＨｅＮＢに対して受信を要求する上りリソースを通知する方法の具
体例（１），（２）は、前述の実施の形態１にも適用可能である。
【０２４２】
　次に、図２０を用いて、実施の形態１の変形例１における通信システムのシーケンスの
具体例について説明する。図２０は、実施の形態１の変形例１における通信システムのシ
ーケンスの一例を示す図である。図２０に示すシーケンスは、図１９に示すシーケンスと
類似しているので、同一のステップについては、同一のステップ番号を付して、共通する
説明を省略する。
【０２４３】
　本動作例では、マクロセルのカバレッジ内にＨｅＮＢが配置される場合について開示す
る。また、移動端末がマクロセルにキャンプオンし、上りリンクに最適なノードがＨｅＮ
Ｂである場合について開示する。
【０２４４】
　本動作例においては、どのＨｅＮＢにマクロセルの上りリソースを受信する機能を設け
るかの具体例として、前述のマクロセルのカバレッジ内に位置するＨｅＮＢに設ける場合
について開示する。ＨｅＮＢからマクロセルへの受信信号の通知方法の具体例としては、
前述のＸ２インタフェースを用いる場合について開示する。マクロセルでの受信信号また
は受信データの合成方法の具体例としては、前述の単純に足し合わせる場合について開示
する。ＨｅＮＢからマクロセルへ送信する信号の具体例としては、前述のベースバンド信
号を用いる場合について開示する。
【０２４５】
　ＨｅＮＢがマクロセルの上りリソースの構成を知る方法の具体例としては、前述のＸ２
インタフェースを用いる場合について開示する。ＨｅＮＢが受信するマクロセルの上りリ
ソースの具体例としては、前述のマクロセルが受信を要求した、マクロセルの上りリソー
スを受信する場合について開示する。マクロセルがＨｅＮＢに対して受信を要求する上り
リソースの具体例としては、前述のマクロセルでの干渉レベルの高いリソースである場合
について開示する。
【０２４６】
　ステップＳＴ２００１において、ＨｅＮＢは、周辺電波環境のメジャメント、つまり周
辺セルの電波環境のメジャメントを行う。
【０２４７】
　ステップＳＴ２００２において、ＨｅＮＢは、ステップＳＴ２００１における周辺電波
環境のメジャメントを行った結果に基づいて、受信電力が、予め定める閾値以上のセルが
存在するか否かを判断する。ステップＳＴ２００２において、ＨｅＮＢが、受信電力が閾
値以上のセルが存在すると判断した場合は、ステップＳＴ２００３に移行する。ステップ
ＳＴ２００２において、ＨｅＮＢが、受信電力が閾値以上のセルが存在しないと判断した
場合は、処理を終了し、他の処理に移行する。他の処理については、本発明の特徴的部分
ではないので、説明を省略する。
【０２４８】
　ＨｅＮＢは、周辺電波環境のメジャメントを行った結果、受信電力が閾値以上のセルが
存在すると判断した場合、自ＨｅＮＢが、そのセルのカバレッジ内に位置すると判断する
。またＨｅＮＢは、周辺電波環境のメジャメントを行った結果、閾値以上のセルが存在し
ないと判断した場合、自ＨｅＮＢが、他のセルのカバレッジ内に位置しないと判断する。
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本動作例では、ＨｅＮＢは、受信電力が閾値以上のセルとして、マクロセルを検出する。
【０２４９】
　ステップＳＴ２００３において、ＨｅＮＢは、ステップＳＴ２００２で受信電力が閾値
以上であると判断したセル、本動作例ではマクロセルに対して、自ＨｅＮＢがカバレッジ
内に位置することを通知する。該通知には、Ｘ２インタフェース、あるいは専用線を用い
る。
【０２５０】
　ステップＳＴ１９０２において、マクロセルは、ＨｅＮＢに対して、マクロセルの上り
リソースの構成を通知する。該通知にはＸ２インタフェースを用いる。該通知は、例えば
マクロセルの傘下の全てのローカルノードに対して行うが、カバレッジ内に位置すること
を通知してきたローカルノードに対してのみ行ってもよい。
【０２５１】
　ステップＳＴ１９０４において、ＨｅＮＢは、マクロセルの上りリソースを受信すると
判断して、ステップＳＴ２００６に移行する。
【０２５２】
　ステップＳＴ１９０５において、移動端末は、下り受信品質が最も良いセルとして、マ
クロセルにキャンプオンする。ステップＳＴ１９０６において、移動端末は、マクロセル
に対して上り送信を行う。
【０２５３】
　ステップＳＴ２００４において、マクロセルは、自セルの上りリソースにおいて、干渉
レベルの高いリソースが存在するか否かを判断する。ステップＳＴ２００４において、マ
クロセルが、干渉レベルの高いリソースが存在すると判断した場合は、ステップＳＴ２０
０５に移行する。ステップＳＴ２００４において、マクロセルが、干渉レベルの高いリソ
ースが存在しないと判断した場合は、処理を終了し、他の処理に移行する。他の処理につ
いては、本発明の特徴的部分ではないので、説明を省略する。
【０２５４】
　ステップＳＴ２００５において、マクロセルは、ＨｅＮＢに対して、干渉レベルの高い
リソースを通知する。具体的に述べると、マクロセルは、ステップＳＴ２００３でマクロ
セルのカバレッジ内に位置することを通知してきたＨｅＮＢに対して、干渉レベルの高い
リソースを通知する。マクロセルは、ＨｅＮＢに対して、受信を要求する上りリソースを
通知するようにしてもよい。該通知には、Ｘ２インタフェース、あるいは専用線を用いる
。
【０２５５】
　ステップＳＴ２００６において、ＨｅＮＢは、ステップＳＴ２００５で受信した、干渉
レベルの高いマクロセルの上りリソースを受信する。干渉レベルの高いマクロセルの上り
リソースを受信する場合、ＨｅＮＢは、ステップＳＴ１９０２で受信したマクロセルの上
りリソースの構成を用いる。
【０２５６】
　ステップＳＴ１９０７において、マクロセルは、移動端末からの上り送信、具体的には
移動端末から送信される上り送信信号を受信する。
【０２５７】
　ステップＳＴ１９０９において、ＨｅＮＢは、マクロセルに対して、ＨｅＮＢが受信し
たマクロセルの上りリソースの受信信号を通知する。該通知には、Ｘ２インタフェース、
あるいは専用線を用いる。
【０２５８】
　ステップＳＴ１９１０において、マクロセルは、ステップＳＴ１９０７で受信した、移
動端末から送信された上り送信信号と、ステップＳＴ１９０９で受信した、ＨｅＮＢが受
信したマクロセルの上りリソースの受信信号とを合成する。
【０２５９】
　以上の実施の形態１の変形例１によって、実施の形態１の効果に加えて、以下の効果を
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得ることができる。本変形例では、ローカルノードは、マクロセルが受信を要求した、マ
クロセルの上りリソースを受信する。これによって、ローカルノードの処理の負荷を軽減
することができるとともに、ローカルノードからマクロセルへの通信量を削減することが
できる。
【０２６０】
　本変形例では、ローカルノードのキャリア周波数とマクロセルのキャリア周波数とを異
ならせる場合について開示したが、ローカルノードのキャリア周波数とマクロセルのキャ
リア周波数とが同じ場合であっても、本変形例を適用することができ、それによって本変
形例と同様の効果を得ることができる。
【０２６１】
　また本変形例では、ローカルノードとして、ＨｅＮＢを用いた場合の通信システムの構
成について説明したが、ローカルノードはＨｅＮＢに限ったものではなく、自ノードで全
ての機能を有するローカルノードであれば、ＨｅＮＢ以外のローカルノードでもよい。Ｈ
ｅＮＢ以外のローカルノードについても本変形例を適用することができ、それによって本
変形例と同様の効果を得ることができる。
【０２６２】
　実施の形態２．
　実施の形態２で解決する課題について、以下に説明する。前述の実施の形態１および実
施の形態１の変形例１を用いた場合であっても、別の課題が発生することがある。この課
題について、前述の図１７を用いて説明する。
【０２６３】
　前述のように、図１７に示す地点Ａと地点Ｂとの間の地域Ｚにおいては、上りリンクで
は移動端末（ＵＥ）とＲＲＨ１６０３との間のリンクが良好となり、下りリンクではＵＥ
とマクロセル１６０１との間のリンクが良好となる。このようにリンクの不均衡、すなわ
ちリンクインバランス（link imbalance）が発生する。
【０２６４】
　従来の技術では、移動端末は、下り受信品質が最も良いセルにキャンプオンし、その後
、必要に応じて前記セルと通信を開始する（非特許文献３参照）。したがって、従来の技
術においては、例えば図１７に示す地点Ａと地点Ｂとの間の地域Ｚで、上り通信において
最適なリンクを用いない状況が発生する。この場合、最適なリンクを用いた場合と比較し
て、移動端末において必要な送信電力は大きくなる。これによって、移動端末の消費電力
が増大するという課題が発生する。
【０２６５】
　実施の形態２での解決策を以下に示す。本実施の形態では、前述の実施の形態１および
実施の形態１の変形例１の解決策と異なる部分を中心に説明し、説明していない部分につ
いては、実施の形態１および実施の形態１の変形例１と同様とする。
【０２６６】
　本実施の形態では、移動端末は、最適なノードに対して適した上り送信の設定を行う。
また、上りリンクと下りリンクとで最適なノードが異なる移動端末が、上りリンクに最適
なノードに適した上り送信の設定を行うようにしてもよい。また、上りリンクと下りリン
クとで最適なノードが異なる移動端末が、従来の技術のように下りリンクで最適なノード
にキャンプオンしつつ、上りリンクに最適なノードに適した上り送信の設定を行うように
してもよい。また、上りリンクと下りリンクとで最適なノードが異なる移動端末が、従来
の技術のように下りリンクで最適なノードに上り送信を行うが、上り送信の設定は上りリ
ンクに最適なノードに適したものとするようにしてもよい。
【０２６７】
　図２１を用いて、実施の形態２の解決策の概念について説明する。図２１は、実施の形
態２の解決策の概念を説明するための図である。移動端末２１０１が、マクロセル２１０
２の下りリンク２１０４の下り受信品質が最も良いと判断して、マクロセル２１０２にキ
ャンプオンした場合について考える。移動端末２１０１は、必要に応じて、上りリンク２
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１０５を用いて、マクロセル２１０２との上り通信を開始する。上りリンク２１０５を示
す矢印の長さは、移動端末２１０１の上り送信パワー、すなわち上り送信電力を表してい
る。つまり、上りリンク２１０５を示す矢印の長さを半径とする参照符号２１０７で示さ
れる円の範囲内で、移動端末２１０１から送信される上り送信信号を受信することが可能
である。
【０２６８】
　移動端末２１０１の近傍には、ＲＲＨ２１０３が存在するとする。ＲＲＨ２１０３は、
移動端末２１０１の上りリンクにおいて最適なノードであるとする。本実施の形態では、
移動端末２１０１は、最適なノードに対して適した上り送信の設定とする。つまり、移動
端末２１０１は、上りリンクにおいて最適なノードであるＲＲＨ２１０３に対して適した
上り送信の設定とする。具体例として、例えば移動端末２１０１は、上り送信電力を、Ｒ
ＲＨ２１０３において移動端末２１０１からの上り送信信号が受信可能な送信電力に設定
する。つまり、移動端末２１０１は、マクロセル２１０２に対して、ＲＲＨ２１０３に適
した上り送信に設定された上りリンク２１０６を用いて、上り送信を行う。
【０２６９】
　上りリンク２１０６を示す矢印の長さは、移動端末２１０１の最適なノードであるＲＲ
Ｈ２１０３に対して適した上り送信の設定とした後の上り送信パワー、すなわち上り送信
電力を表している。つまり、上りリンク２１０６を示す矢印の長さを半径とする参照符号
２１０８で示される円の範囲内で、移動端末２１０１から送信される上り送信信号を受信
することが可能である。この場合であっても、キャンプオン先であるサービングセルをＲ
ＲＨ２１０３へ変更していないので、移動端末２１０１の上り送信先は、あくまでマクロ
セル２１０２となる。
【０２７０】
　対応が必要な移動端末の決定方法、あるいは上りリンクと下りリンクとで最適なノード
が異なる移動端末の決定方法の具体例として、以下の（１），（２）の２つを開示する。
以下では、上りリンクに最適なノードの決定方法についても説明する。
【０２７１】
　（１）マクロセルが決定する。具体例として、以下の（Ａ），（Ｂ）の２つを開示する
。
【０２７２】
　（Ａ）移動端末がマクロセルの決定を支援する方法。移動端末がマクロセルの決定を支
援する方法の具体例として、以下の（Ａ１），（Ａ２）の２つを開示する。
【０２７３】
　（Ａ１）移動端末が周辺電波環境のメジャメント、すなわち周辺セルの電波環境のメジ
ャメントを行う。移動端末が上り送信の設定（以下「上り送信設定」という場合がある）
を変更するための測定を行う。つまり、移動端末が、周辺のローカルノードの下りリソー
スを測定する。該測定、すなわちメジャメントは、移動端末が待受け中（Idle）であって
もよいし、通話中（Connected）であってもよい。
【０２７４】
　待受け中のメジャメントの場合、非特許文献３に開示されている従来の測定を開始する
閾値とは異なる閾値を設ける。例えば、上り送信設定変更用のメジャメント閾値を設ける
。これによって、サービングセルの下り通信品質が良好である場合にも、上り送信設定を
変更するための測定を開始することができる。移動端末は、測定の結果をマクロセルへ通
知する。
【０２７５】
　マクロセルは、下り受信品質が閾値よりも良好なセルが存在した場合、メジャメントを
行った移動端末を「対応が必要な移動端末」と決定し、該セルを「上りリンクに最適なノ
ード」と決定する。あるいは移動端末が、周辺セルのメジャメントの結果、下り受信品質
が閾値よりも良好なセルが存在した場合、自移動端末を「対応が必要な移動端末」と決定
し、該セルを「上りリンクに最適なノード」と決定するとしてもよい。
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【０２７６】
　通話中のメジャメントの場合、非特許文献２に開示されている従来のメジャメント設定
（Measurement configuration）、メジャメント対象（Measurement Object）および報告
設定（Reporting configuration）とは異なる設定を設ける。例えば、上り送信設定変更
用のメジャメント設定、上り送信設定変更用のメジャメント対象、および上り送信設定変
更用の報告設定を設ける。これによって、サービングセルの下り通信品質が良好である場
合にも、上り送信の設定を変更するための測定および測定報告を行うことができる。
【０２７７】
　マクロセルは、下り受信品質が閾値よりも良好なセルが存在した場合、メジャメントを
行った移動端末を「対応が必要な移動端末」と決定し、該セルを「上りリンクに最適なノ
ード」と決定する。あるいは移動端末が、周辺セルのメジャメントの結果、下り受信品質
が閾値よりも良好なセルが存在した場合、自移動端末を「対応が必要な移動端末」と決定
し、該セルを「上りリンクに最適なノード」と決定するとしてもよい。
【０２７８】
　移動端末が上り送信の設定を変更するための測定は、オン（ＯＮ）およびオフ（ＯＦＦ
）の切替が可能とする。すなわち、測定の実行および非実行の切替が可能とする。オン（
ＯＮ）およびオフ（ＯＦＦ）の切替条件の具体例として、以下の（ａ）～（ｄ）の４つを
開示する。（ａ）マクロセルと専用線で接続されているＲＲＨが存在すればＯＮとして測
定を実行し、存在しなければＯＦＦとして測定を実行しない。（ｂ）マクロセルの機能を
共用するＲＲＨが存在すればＯＮとして測定を実行し、存在しなければＯＦＦとして測定
を実行しない。（ｃ）マクロセルのカバレッジ内に位置するＲＲＨが存在すればＯＮとし
て測定を実行し、存在しなければＯＦＦとして測定を実行しない。（ｄ）前記（ａ）～（
ｃ）の組合せ。
【０２７９】
　移動端末が上り送信の設定を変更するための測定のオン（ＯＮ）またはオフ（ＯＦＦ）
を移動端末へ通知する方法の具体例として、以下の（ａ），（ｂ）の２つを開示する。（
ａ）報知情報で通知する。（ｂ）個別情報で通知する。例えば、ＲＲＣシグナリングまた
はＲＲＣメッセージで通知する。あるいはＭＡＣシグナリングまたはＭＡＣメッセージで
通知する。あるいはレイヤ１シグナリング、具体例としてはＰＤＣＣＨを用いて通知する
。
【０２８０】
　（Ａ２）移動端末が「上りリンクに最適なノード」の近傍に位置することを通知するイ
ンジケータを設ける。マクロセルは、ローカルノードのＰＣＩおよびＧＣＩなどのセル識
別子、ローカルノードの下りキャリア周波数を通知してもよい。これによって、移動端末
は、測定対象を減らすことができ、移動端末の低消費電力化を図ることができる。
【０２８１】
　サービングセルの下り受信品質によらず、ローカルノードからの下り受信品質が、予め
定める閾値以上となれば、移動端末が「上りリンクに最適なノード」の近傍に位置するこ
とを通知する。該通知には、ＰＣＩおよびＧＣＩなどのセル識別子、ローカルノードの識
別子、下り受信品質およびパスロスなどの受信品質が含まれてもよい。ローカルノードの
識別子は、ローカルノードが報知してもよい。マクロセルによって、セル識別子とローカ
ルノード識別子とが関連付けられていれば、ローカルノードの識別子の通知は不要として
もよい。
【０２８２】
　マクロセルは、「上りリンクに最適なノード」の近傍に位置することを通知してきた移
動端末を「対応が必要な移動端末」と決定し、対象セルを「上りリンクに最適なノード」
と決定する。あるいは移動端末が、上りリンクに最適なノードの近傍に位置すると判断し
た場合、自移動端末を「対応が必要な移動端末」と決定し、該セルを「上りリンクに最適
なノード」と決定するとしてもよい。
【０２８３】
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　従来のプロキシミティインジケーション（非特許文献２参照）の機能を、前述の通り拡
張してもよい。これによって、新たなインジケータを設ける必要がなくなり、通信システ
ムが複雑化することを回避することができる。
【０２８４】
　（Ｂ）ＲＲＨがマクロセルの決定を支援する方法。マクロセルは、ＲＲＨが受信してマ
クロセルへ通知した、マクロセルの上りリソースの受信品質に基づいて判断する。ＲＲＨ
は、マクロセルの上りリソースの受信信号、あるいは受信データをマクロセルへ送信する
ときに、自ＲＲＨの識別子を付加する。これによって、マクロセルが「上りリンクに最適
なノード」を特定することが可能となる。マクロセルは、ＲＲＨから通知されたマクロセ
ルの上りリソースの受信信号、あるいは受信データを用いて、各移動端末のＲＲＨにおけ
る上り受信品質を評価する。
【０２８５】
　上り受信品質の評価に用いる信号としては、リファレンスシグナルがある。リファレン
スシグナルには、復調用リファレンスシグナル（Demodulation Reference signal）と、
サウンディング用リファレンスシグナル（sounding reference signal）とがある。マク
ロセルは、各移動端末のＲＲＨにおける上り受信品質の評価結果において、上り受信品質
が閾値よりも良好なセルが存在した場合、該移動端末を「対応が必要な移動端末」と決定
し、該セルを「上りリンクに最適なノード」と決定する。
【０２８６】
　前述の（Ｂ）のＲＲＨがマクロセルの決定を支援する方法は、以下の点において、前述
の（Ａ）の移動端末がマクロセルの決定を支援する方法と比較して有効である。前述の（
Ａ）の方法は、下り受信品質に基づいて決定する方法となる。他方、前述の（Ｂ）の方法
は、上り受信品質に基づいて決定する方法である。本実施の形態では、下りリンクと上り
リンクとでキャリア周波数が異なる。受信品質は、周波数特性が異なる。したがって、上
りリンクに最適なノードを選択するときには、上りリンクで判断した方が誤差は少なくな
る。また、前述の（Ａ）の方法では、ＲＲＨの下りの運用を行う必要があるが、前述の（
Ｂ）の方法では、ＲＲＨの下りの運用を行う必要がない。これによって、前述の（Ｂ）の
方法では、無線リソースを有効に活用することができる。
【０２８７】
　（２）ＲＲＨが決定する。ＲＲＨが、受信したマクロセルの上りリソースの受信品質に
基づいて判断する。ＲＲＨは、マクロセルの上りリソースの受信信号、あるいは受信デー
タを用いて、各移動端末のＲＲＨにおける上り受信品質を評価する。上り受信品質の評価
に用いる信号としては、リファレンスシグナルがある。リファレンスシグナルには、復調
用リファレンスシグナル（Demodulation Reference signal）と、サウンディング用リフ
ァレンスシグナル（sounding reference signal）とがある。
【０２８８】
　ＲＲＨは、各移動端末のＲＲＨにおける上り受信品質の評価結果において、上り受信品
質が閾値よりも良好なセルが存在した場合、該移動端末を「対応が必要な移動端末」と決
定し、自セルを「上りリンクに最適なノード」と決定する。ＲＲＨは、「対応が必要な移
動端末」の情報として、該移動端末の識別子、例えばＵＥ－ＩＤおよびＣ－ＲＮＴＩなど
をマクロセルへ通知する。またＲＲＨは、「上りリンクに最適なノード」の情報として、
自ＲＲＨの識別子、例えばＰＣＩおよびＧＣＩなどをマクロセルへ通知する。
【０２８９】
　前述の具体例（２）のＲＲＨが決定する方法は、以下の点において、前述の具体例（１
）のマクロセルが決定する方法における（Ａ）の移動端末がマクロの決定を支援する方法
と比較して有効である。前述の具体例（１）の（Ａ）の方法は、下り受信品質に基づいて
決定する方法である。他方、前述の具体例（２）の方法は、上り受信品質に基づいて決定
する方法である。本実施の形態では、下りリンクと上りリンクとでキャリア周波数が異な
る。受信品質は、周波数特性が異なる。したがって、上りリンクに最適なノードを選択す
るときには、上りリンクで判断した方が誤差は少なくなる。また、前述の具体例（１）の
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（Ａ）の方法では、ＲＲＨの下りの運用を行う必要があるが、前述の具体例（２）の方法
では、ＲＲＨの下りの運用を行う必要がない。これによって、前述の具体例（２）の方法
では、無線リソースを有効に活用することができる。
【０２９０】
　ただし、前述の具体例（２）のＲＲＨが決定する方法には、リファレンスシグナルを受
信する上で、以下の（ａ）～（ｄ）の４つの課題が存在する。各課題に対して、ローカル
ノードにおける移動端末からマクロセルへのリファレンスシグナルの受信方法として、解
決策を開示する。
【０２９１】
　（ａ）上りのリファレンスシグナルは、移動端末の識別子でスクランブリングされる（
３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ１０．０．０（以下「非特許文献１３」という）参照
）。該移動端末と通信中にないＲＲＨは、該移動端末の識別子を認識していない。したが
って何らかの工夫をしなければ、ＲＲＨは、移動端末がマクロセル宛に送信した上りリフ
ァレンスシグナルを評価することができない。
【０２９２】
　この課題（ａ）に対する解決策を以下に開示する。マクロセルが傘下の移動端末の識別
子、例えばＵＥ－ＩＤおよびＣ－ＲＮＴＩなどをＲＲＨへ通知する。マクロセルが、傘下
の通信中の移動端末の識別子をＲＲＨへ通知するようにしてもよい。該通知には、例えば
専用線、あるいはＸ２インタフェースを用いる。
【０２９３】
　（ｂ）上りのリファレンスシグナリングのシーケンスは、セルの識別子に依存すること
もある（非特許文献１３参照）。ＲＲＨは、マクロセルの識別子を認識していない。した
がって何らかの工夫をしなければ、ＲＲＨは、移動端末がマクロセル宛に送信した上りリ
ファレンスシグナルを評価することができない場合が発生する。この課題（ｂ）に対する
解決策として、以下の（ｂ１），（ｂ２）の２つを開示する。
【０２９４】
　（ｂ１）マクロセルがセルの識別子、例えばＰＣＩおよびＧＣＩなどをＲＲＨへ通知す
る。マクロセルが、必要な場合にセルの識別子をＲＲＨへ通知するようにしてもよい。必
要な場合の具体例としては、上りのリファレンスシグナルをホッピングする場合が挙げら
れる。該通知には、例えば専用線、あるいはＸ２インタフェースを用いる。
【０２９５】
　（ｂ２）マクロセルとＲＲＨとを同じセル識別子、具体的にはＰＣＩとする。マクロセ
ルとマクロセル配下のＲＲＨとを同じセル識別子としてもよい。マクロセル配下の具体例
は、前述の実施の形態１と同様であるので、説明を省略する。
【０２９６】
　（ｃ）上りリファレンスシグナルの送信方法は、上位から指定されるリファレンスシグ
ナルの送信方法に関する移動端末固有のパラメータに依存する（非特許文献１３参照）。
パラメータの具体例としては、サウンディング用リファレンスシグナルの帯域幅を示す「
srs-bandwidth」、サウンディング用リファレンスシグナルが周期的であることを示す「t
ransmissionComb」、およびその周期、サウンディング用リファレンスシグナルが非周期
的であることを示す「transmissionComb-ap」などがある。
【０２９７】
　移動端末と通信中にないＲＲＨは、上位から指定されるリファレンスシグナルの送信方
法に関する移動端末固有のパラメータを認識していない。したがって何らかの工夫をしな
ければ、ＲＲＨは、移動端末がマクロセル宛に送信した上りリファレンスシグナルを評価
することができない。
【０２９８】
　この課題（ｃ）に対する解決策を以下に開示する。マクロセルが、上位から指定される
リファレンスシグナルの送信方法に関する移動端末固有のパラメータを、ＲＲＨへ通知す
る。マクロセルが、傘下の通信中の移動端末に対して上位から指定されるリファレンスシ
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グナルの送信方法に関する移動端末固有のパラメータを、ＲＲＨへ通知するようにしても
よい。該通知には、例えば専用線、あるいはＸ２インタフェースを用いる。
【０２９９】
　（ｄ）上りリファレンスシグナルの送信方法は、上位から指定されるリファレンスシグ
ナルの送信方法に関するセル固有のパラメータに依存する（非特許文献１３参照）。パラ
メータの具体例としては、リファレンスシグナリングのシーケンスをグループホッピング
するか否かを示す「Group-hopping-enabled」、サウンディング用リファレンスシグナル
の帯域幅を示す「srs-bandwidth」、サウンディング用リファレンスシグナルの「MaxUpPt
s」などがある。ＲＲＨは、上位から指定されるリファレンスシグナルの送信方法に関す
るセル固有のパラメータを認識していない。したがって何らかの工夫をしなければ、ＲＲ
Ｈは、移動端末がマクロセル宛に送信した上りリファレンスシグナルを評価することがで
きない。この課題（ｄ）に対する解決策として、以下の（ｄ１），（ｄ２）の２つを開示
する。
【０３００】
　（ｄ１）マクロセルが、上位から指定されるリファレンスシグナルの送信方法に関する
セル固有のパラメータを、ＲＲＨへ通知する。マクロセルが、必要な場合にセルの識別子
をＲＲＨへ通知するようにしてもよい。該通知には、例えば専用線、あるいはＸ２インタ
フェースを用いる。
【０３０１】
　（ｄ２）マクロセルとＲＲＨとにおいて、上位から指定されるリファレンスシグナルの
送信方法に関するセル固有のパラメータを同じとする。マクロセルとマクロセル配下のＲ
ＲＨとにおいて、上位から指定されるリファレンスシグナルの送信方法に関するセル固有
のパラメータを同じとするようにしてもよい。マクロセル配下の具体例は、前述の実施の
形態１と同様であるので、説明を省略する。
【０３０２】
　前述の実施の形態１におけるＲＲＨからマクロセルへ送信する信号として、前述の具体
例（３）の復調後データ、あるいはデコード後データを用いた場合、前述と同様に以下の
問題が発生する。すなわち、何らかの工夫をしなければ、ＲＲＨにおいて、移動端末がマ
クロセル宛に送信した上りリファレンスシグナルを受信すること、および利用することが
できない。したがって、ＲＲＨにおいて、移動端末がマクロセル宛に送信した上りデータ
を復調およびデコードすることができない。その場合も、前記「ローカルノードにおける
移動端末からマクロセルへのリファレンスシグナルの受信方法」を適用して、問題を解決
することができる。
【０３０３】
　また、上り通信対象のポイント以外のポイントで、移動端末からの上り送信を受信する
場合、前述と同様に以下の問題が発生する。すなわち、何らかの工夫をしなければ、上り
通信対象のポイント以外のポイントにおいて、上りリファレンスシグナルを受信すること
、および利用することができない。したがって、上り通信対象のポイント以外のポイント
において、移動端末が上り通信対象のポイント宛に送信した上りデータを復調およびデコ
ードすることができない。その場合も、前記「ローカルノードにおける移動端末からマク
ロセルへのリファレンスシグナルの受信方法」を適用して、問題を解決することができる
。
【０３０４】
　従来の上り送信の設定の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０３０５】
　（１）移動端末は、パスロスに基づいて、上り送信電力を設定する（３ＧＰＰ　ＴＳ　
３６．２１３　Ｖ１０．０．１（以下「非特許文献１４」という）５．１章参照）。
【０３０６】
　（２）タイムアライメント（Time Alignment：ＴＡ）は、上り送信タイミングを進める
、あるいは遅らせることを示す。ＴＡ（Time Alignment）は、タイミングアドバンスコマ
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ンド（timing advance command）から求められる。ＴＡ（Time Alignment）は、その時点
の上り送信タイミングに対しての調整値を示す。移動端末は、タイミングアドバンスコマ
ンドを受信すると、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨおよびサウンディング用リファレンスシグナ
ル（Sounding Reference Signal：ＳＲＳ）の上り送信タイミングを調整する（非特許文
献１４　４．２．３章参照）。
【０３０７】
　（３）移動端末は、下り信号の周波数（以下「基準周波数ｆ」という場合がある）に基
づいて、周波数同期を行う（非特許文献１参照）。
【０３０８】
　最適なノードに対して適した上り送信の設定方法として、最適なノードに適したパラメ
ータを用いて、上り送信の設定を行う。パラメータは、送信条件に相当する。最適なノー
ドに適したパラメータを用いて、従来の方法によって上り送信の設定を行う。上り送信の
設定の方法が従来通りとなることから、後方互換性に優れた通信システムの構築が可能と
なる。パラメータの具体例としては、パスロス（ＰＬ）、あるいはタイミングアドバンス
コマンド、あるいは基準周波数ｆがある。タイミングアドバンスコマンドは、ＴＡ（Time
 Alignment）でもよい。
【０３０９】
　最適なノードに対して適したパスロスの設定方法について、以下の（１），（２）の２
つを開示する。
【０３１０】
　（１）移動端末が測定結果に基づいて設定する。移動端末が最適なノード、例えばＲＲ
Ｈの下りリソースを測定してパスロスを求め、最適なノードに対して適したパスロスとし
て設定する。この設定方法（１）は、後述する設定方法（２）と比較して、実際に最適な
ノード、例えばＲＲＨの下りリソースを測定することから、誤差が出にくいという利点が
ある。
【０３１１】
　図２２を用いて、最適なノードに対して適したパスロスの設定方法（１）における通信
システムのシーケンスの具体例について説明する。図２２は、移動端末が、測定結果に基
づいて、最適なノードに対して適したパスロスの設定を行う場合のシーケンスの一例を示
す図である。本動作例では、マクロセルのカバレッジ内にＲＲＨが配置される場合につい
て開示する。また、移動端末がマクロセルにキャンプオンし、上りリンクに最適なノード
がＲＲＨである場合について開示する。
【０３１２】
　ステップＳＴ２２０１において、マクロセルは、移動端末（ＵＥ）に対して下り送信を
行う。下り送信は、移動端末宛の個別の送信であってもよいし、報知情報であってもよい
。
【０３１３】
　ステップＳＴ２２０２において、移動端末は、ステップＳＴ２２０１でマクロセルから
送信された下り送信から、マクロセルの下りリソースを測定し、マクロセルからのパスロ
スを求める。
【０３１４】
　ステップＳＴ２２０３において、移動端末は、ステップＳＴ２２０２で求めたパスロス
を用いて、マクロセルに対して適した上り送信の設定を行う。
【０３１５】
　ステップＳＴ２２０４において、ＲＲＨは、移動端末に対して下り送信を行う。下り送
信の具体例として、以下の（１），（２）の２つを開示する。（１）報知情報によってＲ
ＲＨのリファレンスシグナルの送信電力情報を送信する。（２）リファレンスシグナルを
送信する。また、送信は、移動端末宛の個別の送信であってもよいし、報知情報であって
もよい。
【０３１６】
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　ステップＳＴ２２０５において、移動端末は、ステップＳＴ２２０４でＲＲＨから送信
された下り送信から、ＲＲＨの下りリソースを測定し、ＲＲＨからのパスロスを求める。
パスロスを求める方法の具体例を以下に開示する。移動端末は、ＲＲＨのリファレンスシ
グナルの受信電力を測定する。移動端末は、ＲＲＨの報知情報を受信し、ＲＲＨのリファ
レンスシグナルの送信電力情報を得る。移動端末は、ＲＲＨのリファレンスシグナルの送
信電力情報と、実際に受信したＲＲＨのリファレンスシグナルの受信電力との差からパス
ロスを求める。
【０３１７】
　ステップＳＴ２２０６において、移動端末は、最適なノード（ＲＲＨ）に対して適した
パスロスとして、ステップＳＴ２２０５で求めたパスロスを設定する。
【０３１８】
　ステップＳＴ２２０７において、移動端末は、ステップＳＴ２２０６で設定したパスロ
スを用いて、最適なノードに対して適した上り送信の設定、具体例としては上り送信電力
の設定を行う。本動作例においては、最適なノードはＲＲＨとなる。
【０３１９】
　ステップＳＴ２２０８において、移動端末は、ステップＳＴ２２０７で設定した上り送
信の設定に基づいて、マクロセルに対して上り送信を行う。
【０３２０】
　しかし、最適なノードに対して適したパスロスの設定方法（１）では、ＲＲＨにおいて
下りの運用を行う必要があり、無線リソースの有効活用という点において課題が発生する
。課題の具体例としては、ＲＲＨにおいて、ＲＲＨのリファレンスシグナル、およびリフ
ァレンスシグナルの送信電力情報を送信する必要があることが挙げられる。この課題を解
決する方法として、最適なノードに対して適したパスロスの設定方法（２）を以下に開示
する。
【０３２１】
　（２）マクロセルが移動端末へ設定する。設定する値の具体例として、以下の（Ａ）～
（Ｄ）の４つを開示する。
【０３２２】
　（Ａ）マクロセルが、ＲＲＨにおける移動端末からのパスロスを求め、移動端末に通知
する。前述の実施の形態１と同様に、ＲＲＨは、移動端末からマクロセルに対して送信さ
れた上りリソースを受信する。ＲＲＨは、マクロセルに対して、ＲＲＨが受信したマクロ
セルの上りリソースの受信信号を通知する。マクロセルは、ＲＲＨで受信したマクロセル
の上りリソースの受信信号から、ＲＲＨにおける移動端末からのパスロスを求める。マク
ロセルは、このＲＲＨにおける移動端末からのパスロスを移動端末に通知する。移動端末
は、受信したＲＲＨにおける移動端末からのパスロスを、最適なノードに対して適したパ
スロスとして設定する。
【０３２３】
　（Ｂ）マクロセルが、オフセット値を求めて、移動端末に通知する。前述の実施の形態
１と同様に、ＲＲＨは、移動端末からマクロセルに対して送信された上りリソースを受信
する。ＲＲＨは、マクロセルに対して、ＲＲＨが受信した該マクロセルの上りリソースの
受信信号を通知する。マクロセルは、ＲＲＨで受信した該マクロセルの上りリソースの受
信信号から、ＲＲＨにおける移動端末からのパスロスを求める。マクロセルは、別途、マ
クロセルが受信した該マクロセルの上りリソースの受信信号から、マクロセルにおける移
動端末からのパスロスを求める。ＲＲＨにおける移動端末からのパスロスと、マクロセル
における移動端末からのパスロスとから差分を算出し、オフセット値とする。マクロセル
は、このオフセット値を移動端末に通知する。移動端末は、マクロセルの下りリソースを
測定してパスロスを求め、求めたパスロスに、マクロセルから受信したオフセット値を加
えて、最適なノードに対して適したパスロスとして設定する。
【０３２４】
　図２３を用いて、最適なノードに対して適したパスロスの設定方法（２）における（Ｂ
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）のマクロセルがオフセット値を求めて移動端末に通知する場合の通信システムのシーケ
ンスの具体例について説明する。図２３は、マクロセルがオフセット値を求めて移動端末
に通知することで、最適なノードに対して適したパスロスの設定を行う場合のシーケンス
の一例を示す図である。図２３に示すシーケンスは、図１９および図２２に示すシーケン
スと類似しているので、同一のステップについては、同一のステップ番号を付して、共通
する説明を省略する。本動作例では、マクロセルのカバレッジ内にＲＲＨが配置される場
合について開示する。また、移動端末がマクロセルにキャンプオンし、上りリンクに最適
なノードがＲＲＨである場合について開示する。
【０３２５】
　ステップＳＴ２３０１において、移動端末（ＵＥ）は、ステップＳＴ２２０３で設定し
た、マクロセルに対して適した上り送信設定に基づいて、マクロセルに対して上り送信を
行う。
【０３２６】
　ステップＳＴ２３０２において、マクロセルは、ステップＳＴ２３０１で移動端末（Ｕ
Ｅ）からマクロセルに送信された上り送信、すなわち移動端末からのマクロセルの上りリ
ソースを測定し、移動端末からマクロセルまでのパスロスを求める。
【０３２７】
　ステップＳＴ１９０８において、ＲＲＨは、ＵＥからのマクロセルの上りリソースを受
信する。ステップＳＴ１９０９において、ＲＲＨは、マクロセルに対して、ＲＲＨが受信
した該マクロセルの上りリソースの受信信号を通知する。
【０３２８】
　ステップＳＴ２３０３において、マクロセルは、ステップＳＴ１９０９で受信した、Ｒ
ＲＨが受信したＵＥからのマクロセルに対する上りリソースの受信信号から、移動端末か
らＲＲＨまでのパスロスを求める。
【０３２９】
　ステップＳＴ２３０４において、マクロセルは、ステップＳＴ２３０２で求めた移動端
末からマクロセルまでのパスロスと、ステップＳＴ２３０３で求めた移動端末からＲＲＨ
までのパスロスとから、オフセット値を求める。オフセット値の求め方の具体例としては
、ステップＳＴ２３０２で求めた移動端末からマクロセルまでのパスロスと、ステップＳ
Ｔ２３０３で求めた移動端末からＲＲＨまでのパスロスとの差分を求めることが挙げられ
る。
【０３３０】
　ステップＳＴ２３０５において、マクロセルは、移動端末に対して、ステップＳＴ２３
０４で求めたオフセット値を通知する。該通知には、移動端末宛の個別送信を用いてもよ
い。
【０３３１】
　ステップＳＴ２３０６において、移動端末は、最適なノードに対して適したパスロスと
して、ステップＳＴ２３０５で受信したオフセット値を用いてパスロスを設定する。オフ
セット値を用いたパスロスの設定方法の具体例としては、ステップＳＴ２２０２で求めた
移動端末からマクロセルまでのパスロスに、ステップＳＴ２３０５で受信したオフセット
値を加えることが挙げられる。
【０３３２】
　ステップＳＴ２２０７において、移動端末は、ステップＳＴ２３０６で設定したパスロ
スを用いて、最適なノードに対して適した上り送信の設定、具体例としては上り送信電力
の設定を行う。本動作例においては、最適なノードはＲＲＨとなる。
【０３３３】
　ステップＳＴ２２０８において、移動端末は、ステップＳＴ２２０７で設定した上り送
信の設定に基づいて、マクロセルに対して上り送信を行う。
【０３３４】
　前述の具体例（Ａ），（Ｂ）では、移動端末が移動する度に、ＲＲＨにおける移動端末
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からのパスロスが変化することから、その度ごとにマクロセルからの通知が必要となり、
制御が複雑になるという問題が発生する。
【０３３５】
　また、前述の具体例（Ａ），（Ｂ）では、移動端末からマクロセルに対して送信される
上りリソースが必要となり、最初の上り送信、例えばＲＡＣＨには用いることができない
という問題が発生する。これらの問題の解決策として、具体例（Ｃ），（Ｄ）を以下に開
示する。
【０３３６】
　（Ｃ）マクロセルが、オフセット値を求めて、移動端末に通知する。ＲＲＨが、ＲＲＨ
の送信電力情報をマクロセルへ通知する。マクロセルが、マクロセルとＲＲＨとの送信電
力の差分からオフセット値を算出する。マクロセルは、この算出したオフセット値を移動
端末に通知する。移動端末は、マクロセルの下りリソースを測定してパスロスを求め、求
めたパスロスに、マクロセルから受信したオフセット値を加えて、最適なノードに対して
適したパスロスとして設定する。
【０３３７】
　（Ｄ）最適なノードに対して適したパスロスを、予め、静的、あるいは準静的に決めて
おく。ローカルノードのカバレッジが小さい場合などは、移動端末の位置によらず、パス
ロスが一定値であっても問題ないと考えられる。例えば、ＲＲＨのカバレッジが小さい場
合、パスロスを「０」と決めてもよい。また、ローカルノード毎に、パスロスを決定して
もよい。最適なノードに対して適したパスロスは、マクロセルから、報知情報、あるいは
個別シグナリングで通知してもよい。移動端末は、マクロセルから報知情報、あるいは個
別シグナリングによって受信したパスロスを、最適なノードに対して適したパスロスとし
て設定する。
【０３３８】
　具体例（Ｃ），（Ｄ）は、前述の具体例（Ａ），（Ｂ）とは異なり、移動端末からマク
ロセルに対して送信される上りリソースが不要となる。したがって、具体例（Ｃ），（Ｄ
）は、移動端末からの最初の上り送信にも用いることができるという利点を有する。また
、具体例（Ｃ），（Ｄ）では、移動端末が移動した場合であっても、マクロセルから移動
端末への前記オフセット値の通知は不要である。したがって、移動端末が移動する場合、
具体例（Ｃ），（Ｄ）は、前述の具体例（Ａ），（Ｂ）と比較して、制御が容易となると
いう利点を有する。
【０３３９】
　以上に述べた最適なノードに対して適したパスロスの設定方法（２）は、ＲＲＨにおけ
る下りの運用を行う必要がない。したがって、パスロスの設定方法（２）は、前述のパス
ロスの設定方法（１）と比較して、無線リソースを有効に活用することができるという利
点を有する。
【０３４０】
　前述の設定方法（１）と設定方法（２）とは、組合せて用いることができる。組合せの
具体例として、以下の（ａ），（ｂ）の２つを開示する。
【０３４１】
　（ａ）ＲＲＨの下りリソースの運用がある場合は、前述の設定方法（１）とする。他方
、ＲＲＨの下りリソースの運用がない場合は、前述の設定方法（２）とする。
【０３４２】
　（ｂ）最適なノードに対して適したパスロスの設定方法（２）によってパスロスを設定
する。この場合であっても、最適なノードに対して適したパスロスの設定方法（１）のパ
スロスに基づいて、上書きすることを可能とする。
【０３４３】
　具体例（ｂ）における上書きのタイミングの具体例として、以下の（ｂ１），（ｂ２）
の２つを開示する。（ｂ１）ＲＲＨの下りリソースの運用が開始されたタイミング。（ｂ
２）ＲＲＨの下りリソースを移動端末が受信し始めたタイミング。
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【０３４４】
　前述の設定方法（２）においても、設定する値の具体例（Ａ）～（Ｃ）は、組合わせて
用いることができる。組合せの具体例を以下に開示する。最初の上り送信には具体例（Ｃ
）を用い、以降の上り送信には具体例（Ａ）、あるいは具体例（Ｂ）を用いる。
【０３４５】
　最適なノードに対して適したタイミングアドバンスコマンドの設定方法について、以下
に開示する。マクロセルが移動端末へ設定する。設定する値の具体例を以下に開示する。
最適なノードに対して適したタイミングアドバンスコマンドを、予め、静的、あるいは準
静的に決めておく。ローカルノードのカバレッジが小さい場合などは、移動端末の位置に
よらず、タイミングアドバンスコマンドが一定値であっても問題ないと考えられる。例え
ば、ＲＲＨのカバレッジが小さい場合、タイミングアドバンスコマンドを「０」と決めて
もよい。また、ローカルノード毎に、タイミングアドバンスコマンドを決定してもよい。
最適なノードに対して適したタイミングアドバンスコマンドは、マクロセルから、報知情
報、あるいは個別シグナリングで通知してもよい。
【０３４６】
　前述の設定方法は、ＲＲＨにおける下りの運用を行う必要がない。したがって、無線リ
ソースを有効に活用することができる。また、移動端末からマクロセルに対して送信され
る上りリソースが不要となる。したがって、移動端末からの最初の上り送信にも用いるこ
とができる。
【０３４７】
　最適なノードに対して適した基準周波数を設定する方法について、以下の（１），（２
）の２つを開示する。（１）移動端末が測定結果に基づいて設定する。移動端末がＲＲＨ
の下りリソースを測定し、下りキャリア周波数を基準周波数と認識して設定する。この設
定方法（１）は、後述する設定方法（２）と比較して、実際にＲＲＨの下りリソースを測
定することから、誤差が少ないという効果を得ることができる。
【０３４８】
　前述の図１８を用いて、基準周波数の設定方法（１）の具体例について説明する。マク
ロセルの下りキャリア周波数をＤＬ＿ｆ１とし、上りキャリア周波数をＵＬ＿ｆ１とする
。ＲＲＨの下りキャリア周波数をＤＬ＿ｆ２とし、上りキャリア周波数をＵＬ＿ｆ２とす
る。
【０３４９】
　移動端末は、ＲＲＨの下りリソースを測定し、下りキャリア周波数ＤＬ＿ｆ２を基準周
波数と認識して設定する。
【０３５０】
　しかし、基準周波数の設定方法（１）では、ＲＲＨにおいて下りの運用を行う必要があ
り、無線リソースの有効活用という点において課題が発生する。前記課題を解決する方法
として、以下に、最適なノードに対して適した基準周波数の設定方法（２），（３）を開
示する。
【０３５１】
　（２）ＲＲＨがマクロセルの周波数と同期させる。同期させる方法の具体例として、以
下の（ａ）～（ｃ）の３つを開示する。
【０３５２】
　（ａ）マクロセルからＲＲＨへ周波数情報を通知する。周波数情報は、基準周波数、あ
るいは下りキャリア周波数であってもよい。周波数情報を受信したＲＲＨは、ＲＲＨの周
波数を、マクロセルの周波数に同期させる。移動端末は、マクロセルの下り信号の周波数
に基づいて、周波数の同期を行う。ＲＲＨの周波数と、マクロセルの周波数とは、同期し
ている。したがって、移動端末がマクロセルと周波数を同期させることによって、移動端
末は、ＲＲＨと周波数が同期することになる。
【０３５３】
　前述の図１８を用いて、基準周波数の設定方法（２）の具体例（ａ）の具体例について
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説明する。マクロセルの下りキャリア周波数をＤＬ＿ｆ１とし、上りキャリア周波数をＵ
Ｌ＿ｆ１とする。ＲＲＨの下りキャリア周波数をＤＬ＿ｆ２とし、上りキャリア周波数を
ＵＬ＿ｆ２とする。マクロセルは、ＲＲＨに対して周波数情報を通知する。周波数情報と
しては、マクロセルの下りキャリア周波数であるＤＬ＿ｆ１、あるいは上りキャリア周波
数であるＵＬ＿ｆ１が考えられる。ＲＲＨは、マクロセルから受信した周波数情報に、Ｒ
ＲＨのキャリア周波数ＤＬ＿ｆ２、ＵＬ＿ｆ２を同期させる。移動端末は、マクロセルの
下りキャリア周波数ＤＬ＿ｆ１に基づいて、周波数の同期を行う。
【０３５４】
　（ｂ）ＲＲＨがマクロセルの下り信号を受信し、該周波数に基づいて、周波数の同期を
行う。移動端末は、マクロセルの下り信号の周波数に基づいて、周波数の同期を行う。Ｒ
ＲＨの周波数と、マクロセルの周波数とは、同期している。したがって、移動端末がマク
ロセルと周波数を同期させることによって、移動端末は、ＲＲＨと周波数が同期すること
になる。
【０３５５】
　（ｃ）同一の基準信号源を用いて、マクロセルおよびＲＲＨが周波数設定を行う。基準
信号源の具体例としては、水晶振動子、水晶発振器、クロック発振器などがある。
【０３５６】
　前述の図１８を用いて、基準周波数の設定方法（２）の具体例（ｂ）の具体例について
説明する。マクロセルの下りキャリア周波数をＤＬ＿ｆ１とし、上りキャリア周波数をＵ
Ｌ＿ｆ１とする。ＲＲＨの下りキャリア周波数をＤＬ＿ｆ２とし、上りキャリア周波数を
ＵＬ＿ｆ２とする。ＲＲＨは、マクロセルの下りキャリア周波数であるＤＬ＿ｆ１を受信
し、下りキャリア周波数ＤＬ＿ｆ１に基づいて、周波数の同期を行う。移動端末は、マク
ロセルの下り信号の周波数ＤＬ＿ｆ１に基づいて、周波数の同期を行う。ＲＲＨの周波数
と、マクロセルの周波数とは、同期している。したがって、移動端末がマクロセルと周波
数を同期させることによって、移動端末は、ＲＲＨと周波数が同期することになる。
【０３５７】
　最適なノードに適したパラメータの設定方法の具体例として、以下の（１）～（３）の
３つを開示する。
【０３５８】
　（１）マクロセルが、移動端末に対して個別シグナリングで通知する。該通知は、対象
のローカルノードの識別子、例えばＰＣＩおよびＧＣＩなどとともに送信されてもよい。
これによって、最適なノードに適したパラメータが、ローカルノード毎に設定可能となる
。
【０３５９】
　（２）マクロセルが移動端末に対して、ページングを用いて通知する。ページングメッ
セージ中に、最適なノードに適したパラメータの通知を知らせる新たなインジケータを設
けてもよい。ページングを用いて通知する方法の具体例として、以下の（ａ１），（ａ２
）の２つを開示する。（ａ１）ページングメッセージに「最適なノードに適したパラメー
タ」をマッピングする。具体例としては、ＰＣＣＨに「最適なノードに適したパラメータ
」をマッピングする。（ａ２）ページングで呼び出し、ＲＲＣ接続を行った後に、個別シ
グナリングを用いて「最適なノードに適したパラメータ」を通知する。
【０３６０】
　（３）マクロセルが移動端末に対して、報知情報を用いて通知する。
【０３６１】
　前述の具体例（１）では、個別シグナリングで通知することから、マクロセルと移動端
末とがＲＲＣ接続状態である必要がある。つまり、移動端末が待受け状態の場合は、最適
なノードに適したパラメータが設定できない。また最初の上り送信、例えばＲＡＣＨには
用いることができない。
【０３６２】
　これに対し、前述の具体例（２），（３）は、前述の具体例（１）とは異なり、マクロ
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セルと移動端末とがＲＲＣ接続状態である必要はない。したがって、待受け状態の移動端
末に対しても、最適なノードに適したパラメータを設定することができる。また移動端末
からの最初の上り送信にも、最適なノードに適したパラメータを用いることができる。
【０３６３】
　移動端末が、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることを開始す
る方法、あるいは上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることを終了
する方法の具体例として、以下の（１），（２）の２つを開示する。言い換えると、移動
端末が、下りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定から、上りリンクで最適なノ
ードに適した上り送信の設定へ切替える方法、あるいは上りリンクで最適なノードに適し
た上り送信の設定から、下りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定へ切替える方
法の具体例として、以下の（１），（２）の２つを開示する。
【０３６４】
　（１）マクロセルから、移動端末に対して、上りリンクで最適なノードに適した上り送
信の設定を用いることの開始、および上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定
を用いることの終了を通知する。前記開始および終了の通知方法の具体例として、以下の
（ａ），（ｂ）の２つを開示する。
【０３６５】
　（ａ）個別シグナリングで、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用い
ることを開始することを示す情報、あるいは起動することを示す情報「activation」を通
知する。また、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることを終了す
ることを示す情報、あるいは非活性化することを示す情報「deactivation」を通知する。
個別シグナリングの具体例として、以下の（Ａ）～（Ｃ）の３つを開示する。（Ａ）ＲＲ
ＣシグナリングまたはＲＲＣメッセージで通知する。（Ｂ）ＭＡＣシグナリングまたはＭ
ＡＣメッセージで通知する。（Ｃ）レイヤ１シグナリング、具体例としてはＰＤＣＣＨを
用いて通知する。
【０３６６】
　（ｂ）ページングで、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いること
を開始することを示す情報、あるいは起動することを示す情報「activation」を通知する
。また、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることを終了すること
を示す情報、あるいは非活性化することを示す情報「deactivation」を通知する。ページ
ングメッセージ中に、前記開始および終了の通知を知らせる新たなインジケータを設けて
もよい。
【０３６７】
　（２）マクロセルから、前記開始のみを通知する。合わせて有効期間を通知し、前記開
始から有効期間経過後に上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いること
を終了する。また、具体例（１），（２）において、最適なノードに適したパラメータの
通知によって、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることを開始す
ることを通知してもよい。
【０３６８】
　マクロセルは、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることの開始
を通知した移動端末に対する、上りリソースの受信を中断してもよい。上りリンクで最適
なノードに適した上り送信の設定を用いることの終了を通知した移動端末に対する、上り
リソースの受信の再開を行ってもよい。
【０３６９】
　また、マクロセルは、ＲＲＨにおける、該移動端末のマクロセルの上りリソースの受信
品質が良好であれば、該移動端末に対する上りリソースの受信を中断してもよい。マクロ
セルは、ＲＲＨにおける、該移動端末のマクロセルの上りリソースの受信品質が悪くなれ
ば、該移動端末に対する上りリソースの受信を再開してもよい。受信の中断、あるいは再
開を判断する受信品質の閾値を設けてもよい。
【０３７０】
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　また、受信の中断を行った、該リソースを他の移動端末にスケジューリングしてもよい
。他の移動端末の具体例としては、ＲＲＨの近くに位置しない移動端末、あるいはマクロ
セルの近くに位置する移動端末などである。
【０３７１】
　ＲＲＨのマクロセルの上りリソースを受信する機能をオン（ＯＮ）およびオフ（ＯＦＦ
）することを可能としてもよい。
【０３７２】
　前記上りリソースを受信する機能をオン（ＯＮ）する場合の具体例としては、ＲＲＨを
最適なノードと選択する移動端末が存在する場合などである。ＲＲＨがオン（ＯＮ）のタ
イミングを認識する方法の具体例としては、マクロセルが、ＲＲＨを最適なノードと選択
する移動端末が存在する場合に通知することが考えられる。
【０３７３】
　前記上りリソースを受信する機能をオフ（ＯＦＦ）する場合の具体例としては、ＲＲＨ
を最適なノードと選択する移動端末が存在しない場合などである。ＲＲＨがオフ（ＯＦＦ
）のタイミングを認識する方法の具体例としては、マクロセルが、ＲＲＨを最適なノード
と選択する移動端末が存在しない場合に通知することが考えられる。
【０３７４】
　マクロセルは、移動端末に対して最適なノードに対して適した上り送信の設定が存在す
る場合は、ＲＲＨを最適なノードと選択する移動端末が存在すると判断すればよい。他方
、マクロセルは、移動端末に対して最適なノードに対して適した上り送信の設定が存在し
ない場合は、ＲＲＨを最適なノードと選択する移動端末が存在しないと判断すればよい。
【０３７５】
　次に、図２４を用いて、実施の形態２における通信システムのシーケンスの具体例につ
いて説明する。図２４は、実施の形態２における通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。図２４に示すシーケンスは、図１９、図２２および図２３に示すシーケンスと
類似しているので、同一のステップについては、同一のステップ番号を付して、共通する
説明を省略する。
【０３７６】
　本動作例では、マクロセルのカバレッジ内にＲＲＨが配置される場合について開示する
。また、移動端末がマクロセルにキャンプオンし、上りリンクに最適なノードがＲＲＨで
ある場合について開示する。
【０３７７】
　本動作例では、上りリンクと下りリンクとで最適なノードが異なる移動端末の決定方法
の具体例として、前述の具体例（２）のＲＲＨが決定する場合について開示する。本動作
例では、最適なノードに適したパラメータの設定方法の具体例として、前述の具体例（１
）のマクロセルが移動端末に対して個別シグナリングで通知する場合について開示する。
【０３７８】
　ステップＳＴ２４０１において、マクロセルは、ＲＲＨに対して、リファレンスシグナ
ルの受信に必要な情報を通知する。リファレンスシグナルの受信に必要な情報の具体例と
しては、傘下の通信中の移動端末の識別子、マクロセルのセル識別子、傘下の通信中の移
動端末に対する、上位から指定されるリファレンスシグナルの送信方法に関する移動端末
固有のパラメータ、およびリファレンスシグナルの送信方法に関するセル固有のパラメー
タなどがある。
【０３７９】
　ステップＳＴ２４０２において、ＲＲＨは、マクロセルの上りリソースの受信信号、あ
るいは受信データを用いて、各移動端末のＲＲＨにおける上り受信品質を評価する。
【０３８０】
　ステップＳＴ２４０３において、ＲＲＨは、ステップ２４０２における上り受信品質の
評価の結果に基づいて、上り受信品質が閾値よりも大きい移動端末が存在するか否かを判
断する。ステップＳＴ２４０３において、ＲＲＨが、上り受信品質が閾値よりも大きい移
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動端末が存在すると判断した場合は、ステップＳＴ２４０４に移行する。ステップＳＴ２
４０３において、ＲＲＨが、上り受信品質が閾値よりも大きい移動端末が存在しないと判
断した場合は、処理を終了し、他の処理に移行する。他の処理については、本発明の特徴
的部分ではないので、説明を省略する。
【０３８１】
　ステップＳＴ２４０４において、ＲＲＨは、ステップＳＴ２４０３で、上り受信品質が
閾値よりも大きいと判断した移動端末を、対応が必要な移動端末であると決定する。
【０３８２】
　ステップＳＴ２４０５において、ＲＲＨは、マクロセルに対して、ステップＳＴ２４０
４で、対応が必要な移動端末であると決定した移動端末の識別子を通知する。
【０３８３】
　ステップＳＴ２４０６において、ＲＲＨは、ステップＳＴ２４０５で通知した対応が必
要な移動端末にとって、自ＲＲＨが上りリンクで最適なノードである旨をマクロセルに対
して通知する。具体的には、ＲＲＨは、マクロセルに対して、自ＲＲＨの識別子を通知す
る。
【０３８４】
　ステップＳＴ２４０７において、マクロセルは、ステップＳＴ２４０５で受信した移動
端末に対する最適なノードに適した上り送信の設定を決定する。具体的には、マクロセル
は、ステップＳＴ２４０６で受信した上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定
を決定する。上り送信のパラメータの具体例としては、パスロス、あるいはタイミングア
ドバンスコマンド、あるいは基準周波数ｆなどがある。
【０３８５】
　ステップＳＴ２４０８において、マクロセルは、移動端末に対して、ステップＳＴ２４
０７で決定した、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を通知する。
【０３８６】
　ステップＳＴ２４０９において、移動端末は、ステップＳＴ２４０８で受信した上りリ
ンクで最適なノードに適した上り送信の設定を反映する。
【０３８７】
　ステップＳＴ２４１０において、移動端末は、ステップＳＴ２４０９で反映した上りリ
ンクで最適なノードに適した上り送信設定に基づいて、マクロセルに対して、上り送信を
行う。
【０３８８】
　ステップＳＴ２４１１において、マクロセルは、ステップＳＴ２４０８で上りリンクで
最適なノードに適した上り送信の設定を通知した移動端末の上りリソースの受信を中断す
る。マクロセルは、該移動端末にスケジューリングした上りリソースの受信を中断するよ
うにしてもよい。
【０３８９】
　以上の実施の形態２によって、実施の形態１および実施の形態１の変形例１の効果に加
えて、以下の効果を得ることができる。前述のようにリンクインバランスによって、上り
通信において最適なリンクを用いない状況が発生する。最適なリンクを用いた場合と比較
して、移動端末に必要な送信電力は大きくなる。したがって、移動端末の消費電力が増大
するという課題が発生する。
【０３９０】
　本実施の形態では、上りリンクに最適なノードに対して適した上り送信の設定を行う。
これによって、移動端末に必要な送信電力が最適となる。したがって、移動端末の消費電
力を削減することができる。あわせて、移動端末からの無駄な上り送信電力を削減するこ
とができるので、上り干渉を低減することができる。
【０３９１】
　他方、実施の形態２の解決策では、あくまでＵＥはキャンプオンしたマクロセルに対し
て上り送信の動作を行っている。ＵＥに追加の通知、あるいは追加の機能が必要ない。こ
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の点において、実施の形態２は、後方互換性（backward compatibility：バックワードコ
ンパチビリティ）に優れた通信システムの構築が可能となる。
【０３９２】
　本実施の形態では、ローカルノードのキャリア周波数とマクロセルのキャリア周波数と
を異ならせる場合について開示したが、ローカルノードのキャリア周波数とマクロセルの
キャリア周波数とが同じ場合であっても、本実施の形態を適用することができ、それによ
って本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０３９３】
　また本実施の形態では、ローカルノードとして、リモートラジオヘッド（ＲＲＨ）を用
いた場合の通信システムの構成について説明したが、ローカルノードはＲＲＨに限らず、
ＲＲＨ以外のローカルノードでもよい。ＲＲＨ以外のローカルノードについても本実施の
形態を適用することができ、それによって本実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【０３９４】
　また本実施の形態では、上りリンクに最適なノードがローカルノードである場合につい
て主に開示したが、上りリンクに最適なノードがマクロセルであっても、本実施の形態を
適用することができ、それによって本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０３９５】
　実施の形態３．
　実施の形態３では、前述の実施の形態１および実施の形態２と同じ課題について、別の
解決策を開示する。実施の形態３での解決策を以下に示す。上りリンクで最適なノードの
下りコンポーネントキャリアは用いずに、上りコンポーネントキャリアを用いてキャリア
アグリゲーションを行う。あるいは、マクロセルの下りコンポーネントキャリアと上りコ
ンポーネントキャリアと、上りリンクで最適なノードの上りコンポーネントキャリアとを
用いてキャリアアグリゲーションを行う。あるいは、セカンダリセル（Secondary Cell：
ＳＣｅｌｌ）の上りは、上りリンクで最適なノードのコンポーネントキャリアを用いる。
【０３９６】
　図２５を用いて、実施の形態３の解決策の概念について説明する。図２５は、実施の形
態３の解決策の概念を説明するための図である。
【０３９７】
　マクロセル２５０１には、下りコンポーネントキャリアとして、参照符号２５０２で示
すＤＬ＿ＣＣ１と、参照符号２５０３で示すＤＬ＿ＣＣ２とが含まれる。またマクロセル
２５０１には、上りコンポーネントキャリアとして、参照符号２５０４で示すＵＬ＿ＣＣ
１と、参照符号２５０５で示すＵＬ＿ＣＣ２とが含まれる。
【０３９８】
　ＲＲＨ２５０６には、下りコンポーネントキャリアとして、参照符号２５０７で示すＤ
Ｌ＿ＣＣ３が含まれる。またＲＲＨ２５０６には、上りコンポーネントキャリアとして、
参照符号２５０８で示すＵＬ＿ＣＣ３が含まれる。また、マクロセル２５０１とＲＲＨ２
５０６とは、専用線２５０９で接続されているとする。
【０３９９】
　移動端末は、下り受信品質が最も良いセルとして、マクロセルの参照符号２５０２で示
すＤＬ＿ＣＣ１を選択し、キャンプオンする（非特許文献３参照）。つまりマクロセルの
参照符号２５０２で示すＤＬ＿ＣＣ１が、ＰＣｅｌｌの下りプライマリコンポーネントキ
ャリアとなる。ＰＣｅｌｌの下りコンポーネントキャリアで通知される報知情報のＳＩＢ
２によって、上りリンク用リソースのキャリア周波数が示される。ここでは、マクロセル
２５０１のＵＬ＿ＣＣ１が通知されたとする。つまり、図２５において破線で示す移動端
末のＰＣｅｌｌは、ＤＬ＿ＣＣ１とＵＬ＿ＣＣ１とからなる。移動端末が、マクロセルよ
りもＲＲＨに近い場所に位置するとする。その場合、上りリンクで最適なノードはＲＲＨ
となる。
【０４００】
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　本実施の形態では、上りリンクで最適なノードであるＲＲＨ２５０６の、参照符号２５
０７で示す下りコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ３は用いずに、参照符号２５０８で示
す上りコンポーネントキャリアＵＬ＿ＣＣ３を用いてキャリアアグリゲーションを行う。
【０４０１】
　あるいは、下りリンクで最適なノードであるマクロセル２５０１の下りコンポーネント
キャリア、具体的には参照符号２５０２で示すＤＬ＿ＣＣ１および参照符号２５０３で示
すＤＬ＿ＣＣ２と、マクロセル２５０１の上りコンポーネントキャリア、具体的には参照
符号２５０４で示すＵＬ＿ＣＣ１と、上りリンクで最適なノードであるＲＲＨ２５０６の
上りコンポーネントキャリア、具体的には参照符号２５０８で示すＵＬ＿ＣＣ３とを用い
てキャリアアグリゲーションを行う。
【０４０２】
　あるいは、ＳＣｅｌｌの上りは、上りリンクで最適なノードであるＲＲＨ２５０６の上
りコンポーネントキャリア、具体的には参照符号２５０８で示すＵＬ＿ＣＣ３を用いる。
つまり、図２５において二点鎖線で示す移動端末のＳＣｅｌｌは、ＤＬ＿ＣＣ２とＵＬ＿
ＣＣ３とからなる。
【０４０３】
　上りリンクで最適なノードの上りコンポーネントキャリアをキャリアアグリゲーション
に用いる方法の具体例を、以下に開示する。ＰＣｅｌｌが、特定の移動端末に対して、上
りリンクで最適なノードの上りコンポーネントキャリアを、ＳＣｅｌｌの追加（addition
）または更新（modification）として通知する。前述の通り、ＳＣｅｌｌの追加または更
新は、個別ＲＲＣシグナリングの「RRC Connection Reconfiguration message」を用いて
、ＰＣｅｌｌが移動端末へ通知することが検討されている（非特許文献２参照）。
【０４０４】
　上りリンクで最適なノードの上りコンポーネントキャリアをキャリアアグリゲーション
に用いる方法について、図２５を用いて説明する。ＰＣｅｌｌであるマクロセル２５０１
のＤＬ＿ＣＣ１は、下りリンクで最適なノードであるマクロセル２５０１に含まれる下り
コンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ２と、上りリンクで最適なノードであるＲＲＨ２５０
６に含まれる上りコンポーネントキャリアＵＬ＿ＣＣ３とを、ＳＣｅｌｌとして、個別Ｒ
ＲＣシグナリングを用いて追加する。
【０４０５】
　ここでは、下りコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ２と、上りコンポーネントキャリア
ＵＬ＿ＣＣ３とが、下りコンポーネントＤＬ＿ＣＣ２で通知される報知情報のＳＩＢ２に
よってリンク付けがされていないところが特徴的である。なぜならば、マクロセルのカバ
レッジ内にローカルノードが存在しない場合などは、下りリンクで最適なノードが、上り
リンクで最適なノードとなる。また、マクロセルのカバレッジ内にローカルノードが存在
する場合であっても、移動端末がローカルノードよりもマクロセルの近くに位置する場合
などは、下りリンクで最適なノードが上りリンクで最適なノードとなる。したがってＳＩ
Ｂ２では従来通り、下りコンポーネントＤＬ＿ＣＣ２で通知される報知情報のＳＩＢ２に
よって、同じノードの上りリンク用リソースのキャリアＵＬ＿ＣＣ２を示す。下りリンク
で最適なノードと上りリンクで最適なノードとが異なるような、特定の移動端末に対して
、個別ＲＲＣシグナリングを用いてＵＬ＿ＣＣ３とのリンクを通知するとする。
【０４０６】
　特定の移動端末は、具体例として、ＲＲＨ圏内に位置する移動端末とする。ＲＲＨ圏内
に位置する移動端末の判定方法の具体例は、前述の実施の形態２の対応が必要な移動端末
の決定方法の具体例と同様であるので、説明を省略する。ただし、本実施の形態では、Ｒ
ＲＨにマクロセルの上りコンポーネントキャリアを受信する機能を設けて、前述の具体例
（１）の（Ｂ）、および具体例（２）を実現する。
【０４０７】
　上りリンクで最適なノードの選択方法の具体例を、以下に開示する。（１）マクロセル
配下のＲＲＨとする。マクロセル配下のＲＲＨの具体例は、前述の実施の形態１の具体例
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と同様であるので、説明を省略する。
【０４０８】
　この上りリンクで最適なノードの選択方法の具体例（１）では、リソースの利用効率が
悪いという課題が発生する。前記課題を解決する方法として、以下に、上りリンクで最適
なノードの選択方法の具体例（２）を開示する。（２）各ノードに異なる移動端末をスケ
ジューリングする。各移動端末に対して、上りリンクに最適なノードを決定する方法の具
体例は、前述の実施の形態２の上りリンクに最適なノード決定方法の具体例と同様である
ので、説明を省略する。
【０４０９】
　移動端末は、最適なノードの上りコンポーネントキャリアに対して適した上り送信の設
定を行う。これによって、移動端末に必要な送信電力は最適となる。したがって、移動端
末の消費電力を削減することができる。最適なノードの上りコンポーネントキャリアに対
して適した上り送信の設定方法として、最適なノードに適したパラメータを用いて、上り
送信の設定を行う。パラメータの具体例としては、パスロス（ＰＬ）、あるいはタイミン
グアドバンスコマンド、あるいは基準周波数ｆがある。タイミングアドバンスコマンドは
、ＴＡ（Time Alignment）でもよい。
【０４１０】
　最適なノードに対して適したパスロスの設定方法は、前述の実施の形態２と同様である
ので、説明を省略する。
【０４１１】
　最適なノードに対して適したタイミングアドバンスコマンドの設定方法を以下に開示す
る。従来の技術では、ＳＣｅｌｌのＰＵＳＣＨおよびＳＲＳ用の上り送信タイミングは、
ＰＣｅｌｌと同じとされている（非特許文献１４　４．２．３章参照）。本実施の形態で
は、最適なノードとして、ＰＣｅｌｌが含まれるノードとは物理的に離れた場所に配置さ
れるノードをも対象としている。
【０４１２】
　本実施の形態では、ＳＣｅｌｌに最適なノードの上りコンポーネントキャリアを用いる
ことから、従来の技術では以下の課題が発生する。移動端末が、ＰＣｅｌｌの上りコンポ
ーネントキャリアを用いた送信と、ＳＣｅｌｌの上りコンポーネントキャリアを用いた送
信とを同時に行ったとしても、各ノードに到着する時間は異なる。したがって、ＳＣｅｌ
ｌのＰＵＳＣＨおよびＳＲＳ用の上り送信タイミングがＰＣｅｌｌと同じとされている従
来の技術の方法では、ＳＣｅｌｌの上り送信が正常に受信できない場合が発生するという
問題がある。最適なノードに対して適したタイミングアドバンスコマンドの設定方法は、
前述の実施の形態２と同様であるので、説明を省略する。
【０４１３】
　最適なノードに対して適した基準周波数の設定方法について、以下に開示する。
【０４１４】
　（１）移動端末が測定結果に基づいて設定する。移動端末がＲＲＨの下りリソースを測
定し、基準周波数を認識して設定する。この設定方法（１）では、後述する設定方法（２
）と比較して、実際にＲＲＨの下りリソースを測定することから、誤差が少ないという効
果を得ることができる。
【０４１５】
　前述の図２５を用いて、基準周波数の設定方法（１）の具体例について説明する。マク
ロセルの下りコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ１のキャリア周波数をＤＬ＿ｆ１とし、
下りコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ２のキャリア周波数をＤＬ＿ｆ２とし、上りコン
ポーネントキャリアＵＬ＿１のキャリア周波数をＵＬ＿ｆ１とし、上りコンポーネントキ
ャリアＵＬ＿２のキャリア周波数をＵＬ＿ｆ２とする。また、ＲＲＨの下りコンポーネン
トキャリアＤＬ＿ＣＣ３のキャリア周波数をＤＬ＿ｆ３とし、上りコンポーネントキャリ
アＵＬ＿ＣＣ３のキャリア周波数をＵＬ＿ｆ３とする。移動端末は、ＲＲＨの下りリソー
スを測定し、下りキャリア周波数ＤＬ＿ｆ３を基準周波数と認識して設定する。
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【０４１６】
　最適なノードに対して適した基準周波数の設定方法（１）では、ＲＲＨにおいて下りの
運用を行う必要があり、無線リソースの有効活用という点において課題が発生する。前記
課題を解決する方法として、以下に、最適なノードに対して適した基準周波数の設定方法
（２），（３）を開示する。
【０４１７】
　（２）ＲＲＨがマクロセルの周波数と同期させる。同期させる方法の具体例として、以
下の（Ａ），（Ｂ）の２つを開示する。
【０４１８】
　（Ａ）マクロセルからＲＲＨへ周波数情報を通知する。周波数情報は、基準周波数、あ
るいは下りキャリア周波数であってもよい。周波数情報を受信したＲＲＨは、ＲＲＨの周
波数を、マクロセルの周波数に同期させる。移動端末は、マクロセルの下り信号の周波数
に基づいて、周波数の同期を行う。ＲＲＨの周波数と、マクロセルの周波数とは、同期し
ている。したがって、移動端末がマクロセルと周波数を同期させることによって、移動端
末は、ＲＲＨと周波数が同期することになる。
【０４１９】
　マクロセルに下りコンポーネントキャリアが複数存在した場合の、マクロセルが通知す
る下りキャリア周波数の具体例として、以下の（ａ１）～（ａ３）の３つを開示する。（
ａ１）ＰＣｅｌｌの下りコンポーネントキャリアのキャリア周波数。（ａ２）ＲＲＨの上
りコンポーネントキャリアとリンク付けがされているマクロセルの下りコンポーネントキ
ャリアのキャリア周波数。（ａ３）移動端末が基準周波数と認識するマクロセルの下りキ
ャリア周波数。
【０４２０】
　前述の図２５を用いて、基準周波数の設定方法（２）の具体例（Ａ）の具体例（ａ１）
について説明する。マクロセルは、ＲＲＨに対して周波数情報を通知する。周波数情報は
、ＰＣｅｌｌの下りキャリア周波数ＤＬ＿ｆ１である。ＲＲＨは、マクロセルから受信し
た周波数情報に、ＲＲＨの下りコンポーネントキャリアのキャリア周波数ＤＬ＿ｆ３を同
期させる。移動端末は、ＰＣｅｌｌの下りコンポーネントキャリアのキャリア周波数ＤＬ
＿ｆ１、あるいはマクロセルの下りコンポーネントキャリアのキャリア周波数ＤＬ＿ｆ１
に基づいて、周波数の同期を行う。
【０４２１】
　（Ｂ）ＲＲＨがマクロセルの下り信号を受信し、下り信号の周波数に基づいて、周波数
の同期を行う。移動端末は、マクロセルの下り信号の周波数に基づいて、周波数の同期を
行う。ＲＲＨの周波数と、マクロセルの周波数とは、同期している。したがって、移動端
末がマクロセルと周波数を同期させることによって、移動端末は、ＲＲＨと周波数が同期
することになる。
【０４２２】
　マクロセルに下りコンポーネントキャリアが複数存在した場合の、ＲＲＨが受信するマ
クロセルの下りキャリア周波数の具体例として、以下の（ｂ１）～（ｂ３）の３つを開示
する。（ｂ１）ＰＣｅｌｌの下りコンポーネントキャリアのキャリア周波数。（ｂ２）Ｒ
ＲＨの上りコンポーネントキャリアとリンク付けがされているマクロセルの下りコンポー
ネントキャリアのキャリア周波数。（ｂ３）移動端末が基準周波数と認識するマクロセル
の下りキャリア周波数。
【０４２３】
　前述の図２５を用いて、基準周波数の設定方法（２）の具体例（Ｂ）の具体例（ｂ１）
について説明する。ＲＲＨは、マクロセルのＰＣｅｌｌの下りキャリア周波数ＤＬ＿ｆ１
を受信し、下りキャリア周波数ＤＬ＿ｆ１に基づいて、周波数の同期を行う。移動端末は
、マクロセルの下り信号の周波数ＤＬ＿ｆ１に基づいて、周波数の同期を行う。ＲＲＨの
周波数と、マクロセルの周波数とは、同期している。したがって、移動端末がマクロセル
と周波数を同期させることによって、移動端末は、ＲＲＨと周波数が同期することになる
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。
【０４２４】
　最適なノードに適したパラメータの設定方法の具体例として、以下の（１），（２）の
２つを開示する。
【０４２５】
　（１）マクロセルが、移動端末に対して、個別シグナリングで通知する。従来のＳＣｅ
ｌｌの追加（addition）または更新（modification）を用いるとよい。これによって、後
方互換性（backward compatibility：バックワードコンパチビリティ）に優れた通信シス
テムの構築が可能となる。前記個別シグナリングでの通知は、対象のローカルノードの識
別子、例えばＰＣＩおよびＧＣＩなどとともに送信されてもよい。これによって、最適な
ノードに適したパラメータが、ローカルノード毎に設定可能となる。
【０４２６】
　（２）マクロセルが、移動端末に対して、報知情報を用いて通知する。
【０４２７】
　移動端末が、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることを開始す
る方法、あるいは上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることを終了
する方法の具体例にとして、以下の（１），（２）の２つを開示する。
【０４２８】
　（１）マクロセルから、移動端末に対して、上りリンクで最適なノードに適した上り送
信の設定を用いることの開始、および上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定
を用いることの終了を通知する。個別シグナリングで、上りリンクで最適なノードに適し
た上り送信の設定を用いることを開始することを示す情報、あるいは起動することを示す
情報「activation」を通知する。また、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設
定を用いることを終了することを示す情報、あるいは非活性化することを示す情報「deac
tivation」を通知する。
【０４２９】
　従来のＳＣｅｌｌの追加（addition）、更新（modification）、削除（removal）、あ
るいはＳＣｅｌｌの活性化（activation）、非活性化（deactivation）を用いるとよい。
例えば、ＳＣｅｌｌの追加（addition）が通知された場合、更新（modification）によっ
てＳＣｅｌｌが追加された場合、ならびにＳＣｅｌｌの活性化が通知された場合は、上り
リンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることの開始が通知されたとしても
よい。また、ＳＣｅｌｌの削除（removal）が通知された場合、およびＳＣｅｌｌの非活
性化が通知された場合は、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いるこ
との終了が通知されたとしてもよい。従来のメッセージを流用可能な点において、後方互
換性に優れた通信システムの構築が可能となる。
【０４３０】
　（２）マクロセルから、前記開始のみを通知する。合わせて有効期間を通知して、前記
開始から有効期間経過後に上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いるこ
とを終了する。また、具体例（１），（２）において、最適なノードに適したパラメータ
の通知に基づいて、上りリンクで最適なノードに適した上り送信の設定を用いることを開
始することを通知したとしてもよい。
【０４３１】
　次に、図２６を用いて、実施の形態３における通信システムのシーケンスの具体例につ
いて説明する。図２６は、実施の形態３における通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。図２６に示すシーケンスは、図２４に示すシーケンスと類似しているので、同
一のステップについては、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０４３２】
　本動作例では、マクロセルのカバレッジ内にＲＲＨが配置される場合について開示する
。また、移動端末がマクロセルにキャンプオンし、上りリンクに最適なノードがＲＲＨで
ある場合について開示する。
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【０４３３】
　本動作例では、ＲＲＨ圏内に位置する移動端末の判定方法の具体例として、前述の具体
例（１）の具体例（Ａ）の具体例（Ａ１）の場合について開示する。本動作例では、最適
なノードに適したパラメータの設定方法の具体例として、前述の具体例（１）のマクロセ
ルが移動端末に対してＳＣｅｌｌの追加で通知する場合について開示する。
【０４３４】
　ステップＳＴ２６０１において、移動端末は、下り受信品質が最も良いセルとして、マ
クロセルの下りコンポーネントキャリアであるＤＬ＿ＣＣ１にキャンプオンする。下りコ
ンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ１で通知される報知情報のＳＩＢ２によって、上りリン
ク用リソースのキャリア周波数が示される。ここでは、マクロセルのＵＬ＿ＣＣ１が通知
されたとする。つまり、移動端末におけるＰＣｅｌｌの下りコンポーネントキャリアはＤ
Ｌ＿ＣＣ１となり、上りコンポーネントキャリアはＵＬ＿ＣＣ１となる。
【０４３５】
　ステップＳＴ２６０２において、移動端末は、ＰＣｅｌｌであるマクロセルのＵＬ＿Ｃ
Ｃ１に対して適した上り送信設定を行う。
【０４３６】
　ステップＳＴ２６０３において、マクロセルのＤＬ＿ＣＣ１は、移動端末に対して、下
り送信を行う。
【０４３７】
　ステップＳＴ２６０４において、移動端末は、ステップＳＴ２６０２で設定した上り送
信設定に基づいて、マクロセルのＵＬ＿ＣＣ１に対して、上り送信を行う。
【０４３８】
　ステップＳＴ２６０５において、移動端末は、周辺セルのメジャメントを行う。移動端
末は、自移動端末が、対応が必要な移動端末であるか否かの判断を行うために、あるいは
自移動端末が、ＲＲＨ圏内に位置するか否かを判断するために、あるいは上りリンクに最
適なノードを決定するために、周辺セルのメジャメントを行うようにしてもよい。
【０４３９】
　ステップＳＴ２６０６において、移動端末は、ＰＣｅｌｌに対して、ステップＳＴ２６
０５で行った周辺セルのメジャメントの結果を報告する。移動端末は、マクロセルのＵＬ
＿ＣＣ１を経由して、マクロセルの制御部に対して、メジャメントの結果を報告する。
【０４４０】
　ステップＳＴ２６０７において、マクロセルの制御部は、ステップＳＴ２６０６で移動
端末から報告されたメジャメントの結果に基づいて、下り受信品質が閾値よりも大きいセ
ルが存在するか否かを判断する。ステップＳＴ２６０７において、マクロセルの制御部が
、下り受信品質が閾値よりも大きいセルが存在すると判断した場合は、ステップＳＴ２６
０８に移行する。ステップＳＴ２６０７において、マクロセルの制御部が、下り受信品質
が閾値よりも大きいセルが存在しないと判断した場合は、処理を終了し、他の処理に移行
する。他の処理については、本発明の特徴的部分ではないので、説明を省略する。
【０４４１】
　ステップＳＴ２６０８において、マクロセルの制御部は、ステップＳＴ２６０６でメジ
ャメントの結果を報告した移動端末を、対応が必要な移動端末、あるいは特定の移動端末
、あるいはＲＲＨ圏内に位置する移動端末であると決定する。
【０４４２】
　ステップＳＴ２６０９において、マクロセルの制御部は、ステップＳＴ２６０７で下り
受信品質が閾値よりも大きいと判断したセルを、上りリンクとして最適なノードであると
決定する。本動作例では、上りリンクとして最適なノードとして、ＲＲＨのＵＬ＿ＣＣ３
を決定する。
【０４４３】
　ステップＳＴ２４０７において、マクロセルは、ステップＳＴ２６０８でＲＲＨ圏内に
位置する移動端末であると決定した移動端末の、ステップＳＴ２６０９で決定した上りリ
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ンクとして最適なノードに適した上り送信の設定を決定する。上り送信のパラメータの具
体例としては、パスロス、あるいはタイミングアドバンスコマンド、あるいは基準周波数
ｆなどがある。
【０４４４】
　ステップＳＴ２６１０において、マクロセルの制御部は、マクロセルのＰＣｅｌｌを経
由して、移動端末に対して、ＳＣｅｌｌの追加を通知する。ＳＣｅｌｌの追加の通知では
、ＳＣｅｌｌの上りコンポーネントキャリアとして、ステップＳＴ２６０９で決定した上
りリンクとして最適なノードであるＲＲＨのＵＬ＿ＣＣ３が設定される。またＳＣｅｌｌ
の追加の通知には、ステップＳＴ２４０７で決定した上りリンクとして最適なノードに適
した上り送信の設定が含まれる。またＳＣｅｌｌの追加の通知では、下りコンポーネント
キャリアとして、下り受信品質が良いセルが設定される。本動作例では、下りコンポーネ
ントキャリアとして、マクロセルのＤＬ＿ＣＣ２が設定されるとする。
【０４４５】
　ステップＳＴ２６１１において、移動端末は、ステップＳＴ２６１０で受信した上りリ
ンクとして最適なノードに適した上り送信の設定を行う。つまり、移動端末は、ステップ
ＳＴ２６１０で追加されたＳＣｅｌｌに適した上り送信設定を行う。具体的には、移動端
末は、ＲＲＨのＵＬ＿ＣＣ３に適した上り送信設定を行う。
【０４４６】
　ステップＳＴ２６１２において、マクロセルのＤＬ＿ＣＣ１は、移動端末に対して、下
り送信を行う。マクロセルのＤＬ＿ＣＣ１は、ＰＣｅｌｌとして通信を行う。
【０４４７】
　ステップＳＴ２６１３において、マクロセルのＤＬ＿ＣＣ２は、移動端末に対して、下
り送信を行う。マクロセルのＤＬ＿ＣＣ２は、ＳＣｅｌｌとして通信を行う。
【０４４８】
　ステップＳＴ２６１４において、移動端末は、ステップＳＴ２６０２で設定した上り送
信設定に基づいて、マクロセルのＵＬ＿ＣＣ１に対して、上り送信を行う。マクロセルの
ＵＬ＿ＣＣ１は、ＰＣｅｌｌとして通信を行う。
【０４４９】
　ステップＳＴ２６１５において、移動端末は、ステップＳＴ２６１１で設定した上り送
信設定に基づいて、ＲＲＨのＵＬ＿ＣＣ３に対して、上り送信を行う。ＲＲＨのＵＬ＿Ｃ
Ｃ３は、ＳＣｅｌｌとして通信を行う。
【０４５０】
　以上の実施の形態によって、以下の効果を得ることができる。上りリンクに最適なノー
ドに対して適した上り送信の設定を行うので、移動端末に必要な送信電力は最適となる。
これによって、移動端末の消費電力を削減することができる。あわせて、移動端末からの
無駄な上り送信電力が削減されるので、上り干渉を低減することができる。
【０４５１】
　また本実施の形態では、ローカルノードとして、リモートラジオヘッド（ＲＲＨ）を用
いた場合の通信システムの構成について説明したが、ローカルノードはＲＲＨに限らず、
ＲＲＨ以外のローカルノードでもよい。ＲＲＨ以外のローカルノードについても本実施の
形態を適用することができ、それによって本実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【０４５２】
　実施の形態３　変形例１．
　実施の形態３の変形例１で解決する課題について、以下に説明する。前述の実施の形態
３を用いた場合であっても、以下の課題が発生する。移動端末からのＰＵＣＣＨの送信に
は、ＰＣｅｌｌが用いられる（非特許文献１　７．５章参照）。実施の形態３を実施した
のみでは、ＰＵＣＣＨは、上りリンクで最適なノードを用いて送信することはできない。
したがって、ＰＵＣＣＨにおいては、実施の形態３で解決しようとする課題が残るという
問題がある。
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【０４５３】
　従来のキャリアアグリゲーションの方法によって、上りリンクで最適なノードにＰＣｅ
ｌｌを変更してもよい。しかし、ＰＣｅｌｌの変更は、ハンドオーバ処理を伴う。現在の
ノードのカバレッジ内に、上りリンクで最適なノードが位置した場合は、メジャメント設
定（Measurement configuration）、メジャメント対象（Measurement Object）および報
告設定（Reporting configuration）が、それぞれ２種類必要となる。なぜならば、従来
における現在のノードのカバレッジ外となった際のハンドオーバに対応する設定（非特許
文献２参照）と、現在のノードのカバレッジ内であり、上りリンクで最適なノードが存在
する場合のハンドオーバに対応する設定とが必要だからである。つまり、ハンドオーバの
方法が複雑になり、シグナリングが増大するという問題が発生する。このように、従来の
キャリアアグリゲーションの方法によって、上りリンクで最適なノードにＰＣｅｌｌを変
更する解決策には問題がある。
【０４５４】
　実施の形態３の変形例１での解決策を以下に示す。本変形例では、前述の実施の形態３
の解決策と異なる部分を中心に説明し、説明していない部分については、実施の形態３と
同様とする。
【０４５５】
　本変形例では、下りリンクで最適なノードの上りコンポーネントキャリアは用いずに、
下りコンポーネントキャリアを用いてキャリアアグリゲーションを行う。また、上りリン
クで最適なノードの下りコンポーネントキャリアは用いずに、上りコンポーネントキャリ
アを用いてキャリアアグリゲーションを行う。
【０４５６】
　あるいは、マクロセルの上りコンポーネントキャリアは用いずに、下りコンポーネント
キャリアを用いてキャリアアグリゲーションを行う。また、上りリンクで最適なノードの
下りコンポーネントキャリアは用いずに、上りコンポーネントキャリアを用いてキャリア
アグリゲーションを行う。あるいは、プライマリセル（Primary Cell：ＰＣｅｌｌ）の上
り、およびセカンダリセル（Secondary Cell：ＳＣｅｌｌ）の上りは、上りリンクで最適
なノードのコンポーネントキャリアを用いる。あるいは、セルのカバレッジ内に設置する
ＲＲＨは、上り受信専用とする。本変形例では、特に、ＳＣｅｌｌを設定しなくてもよい
。
【０４５７】
　図２７を用いて、実施の形態３の変形例１の解決策の概念について説明する。図２７は
、実施の形態３の変形例１の解決策の概念を説明するための図である。図２７に示す図は
、図２５に示す図と類似しているので、図２５に対応する部分については同一の参照符を
付して、共通する説明を省略する。
【０４５８】
　マクロセル２５０１には、下りコンポーネントキャリアとして、参照符号２５０２で示
すＤＬ＿ＣＣ１と、参照符号２５０３で示すＤＬ＿ＣＣ２とが含まれる。またマクロセル
２５０１には、上りコンポーネントキャリアとして、参照符号２５０４で示すＵＬ＿ＣＣ
１と、参照符号２５０５で示すＵＬ＿ＣＣ２とが含まれる。
【０４５９】
　ＲＲＨ２７０１には、下りコンポーネントキャリアとして、参照符号２５０７で示すＤ
Ｌ＿ＣＣ３が含まれる。またＲＲＨ２７０１には、上りコンポーネントキャリアとして、
参照符号２５０８で示すＵＬ＿ＣＣ３と、参照符号２７０２で示すＵＬ＿ＣＣ４とが含ま
れる。また、マクロセル２５０１とＲＲＨ２７０１とは、専用線２５０９で接続されてい
るとする。
【０４６０】
　移動端末は、下り受信品質が最も良いセルとして、マクロセルの参照符号２５０２で示
すＤＬ＿ＣＣ１を選択し、キャンプオンする（非特許文献３参照）。つまり、マクロセル
の参照符号２５０２で示すＤＬ＿ＣＣ１が、ＰＣｅｌｌの下りプライマリコンポーネント
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キャリアとなる。
【０４６１】
　実施の形態３の変形例１では、下りリンクで最適なノードであるマクロセル２５０１の
上りコンポーネントキャリアであるＵＬ＿ＣＣ１およびＵＬ＿ＣＣ２は用いずに、下りコ
ンポーネントキャリアであるＤＬ＿ＣＣ１およびＤＬ＿ＣＣ２を用いてキャリアアグリゲ
ーションを行う。また、上りリンクで最適なノードであるＲＲＨ２７０１の下りコンポー
ネントキャリアであるＤＬ＿ＣＣ３は用いずに、上りコンポーネントキャリアであるＵＬ
＿ＣＣ３およびＵＬ＿ＣＣ４を用いてキャリアアグリゲーションを行う。
【０４６２】
　あるいは、マクロセル２５０１の上りコンポーネントキャリアであるＵＬ＿ＣＣ１およ
びＵＬ＿ＣＣ２は用いずに、下りコンポーネントキャリアであるＤＬ＿ＣＣ１およびＤＬ
＿ＣＣ２を用いてキャリアアグリゲーションを行う。また、上りリンクで最適なノードの
下りコンポーネントキャリアであるＤＬ＿ＣＣ３は用いずに、上りコンポーネントキャリ
アであるＵＬ＿ＣＣ３およびＵＬ＿ＣＣ４を用いてキャリアアグリゲーションを行う。
【０４６３】
　あるいは、プライマリセル（Primary Cell：ＰＣｅｌｌ）の上り、およびセカンダリセ
ル（Secondary Cell：ＳＣｅｌｌ）の上りは、上りリンクで最適なノードであるＲＲＨ２
７０１の上りコンポーネントキャリアであるＵＬ＿ＣＣ３およびＵＬ＿ＣＣ４を用いる。
【０４６４】
　つまり、例えば図２７において破線で示す移動端末のＰＣｅｌｌは、ＤＬ＿ＣＣ１とＵ
Ｌ＿ＣＣ３とからなる。また、図２７において二点鎖線で示すＳＣｅｌｌは、ＤＬ＿ＣＣ
２とＵＬ＿ＣＣ４とからなる。
【０４６５】
　上りリンクで最適なノードの上りコンポーネントキャリアをキャリアアグリゲーション
に用いる方法の具体例について、以下に開示する。特定の移動端末に対して、上りリンク
で最適なノードの上りコンポーネントキャリアをキャリアアグリゲーションする。
【０４６６】
　キャリアアグリゲーションする上りリンクの選択方法は、前述の実施の形態２の上りリ
ンクに最適なノード決定方法の具体例と同様であるので、説明を省略する。
【０４６７】
　ＰＣｅｌｌにおいて、上りリンクで最適なノードの上りコンポーネントキャリアをキャ
リアアグリゲーションに用いる方法の具体例を、以下に開示する。ＰＣｅｌｌが、特定の
移動端末に対して、上りリンクで最適なノードの上りコンポーネントキャリアを、ＰＣｅ
ｌｌの上りコンポーネントキャリアの更新として通知する。この通知には、ＳＣｅｌｌの
追加（addition）または更新（modification）と同様に、個別ＲＲＣシグナリングの「RR
C Connection Reconfiguration message」を用いる。これによって、後方互換性（backwa
rd compatibility：バックワードコンパチビリティ）に優れた通信システムの構築が可能
となる。
【０４６８】
　本変形例は、ＰＣｅｌｌの上りコンポーネントキャリアが、報知情報のＳＩＢ２によっ
てリンク付けされていないところが特徴的である。なぜならば、マクロセルのカバレッジ
内にローカルノードが存在しない場合などは、下りリンクで最適なノードが上りリンクで
最適なノードとなる。また、マクロセルのカバレッジ内にローカルノードが存在する場合
であっても、移動端末がローカルノードよりもマクロセルの近くに位置する場合などは、
下りリンクで最適なノードが上りリンクで最適なノードとなる。したがってＳＩＢ２では
従来通り、同じノードの上りリンク用のリソースを示す。例えば下りコンポーネントＤＬ
＿ＣＣ１で通知される報知情報のＳＩＢ２によって、上りリンク用リソースのキャリアＵ
Ｌ＿ＣＣ１を示す。下りリンクで最適なノードと上りリンクで最適なノードとが異なるよ
うな、特定の移動端末に対して、本変形例の通り、個別ＲＲＣシグナリングを用いてＵＬ
＿ＣＣ３とのリンクを通知するとする。
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【０４６９】
　以上の実施の形態３の変形例１によって、実施の形態３の効果に加えて、以下の効果を
得ることができる。ＰＵＣＣＨにおいても、上りリンクに最適なノードに対して適した上
り送信の設定を行うことによって、移動端末に必要な送信電力は最適となる。これによっ
て、移動端末の消費電力を削減することができる。あわせて、移動端末からの無駄な上り
送信電力を削減することができるので、上り干渉を低減することができる。
【０４７０】
　また本変形例では、ローカルノードとして、リモートラジオヘッド（ＲＲＨ）を用いた
場合の通信システムの構成について説明したが、ローカルノードはＲＲＨに限らず、ＲＲ
Ｈ以外のローカルノードでもよい。ＲＲＨ以外のローカルノードについても本変形例を適
用することができ、それによって本変形例と同様の効果を得ることができる。
【０４７１】
　実施の形態４．
　実施の形態４で解決する課題について、以下に説明する。非特許文献１１には、異機種
ネットワークにおけるセル間の干渉問題に対する解決策が開示されている。具体的には、
マクロセル内にピコセルが配置され、移動端末がピコセルに近づいた場合、移動端末はピ
コセルにアクセスする旨が記載されている。
【０４７２】
　非特許文献１１に開示されている内容について、前述の図１６を用いて説明する。ここ
では、図１６に示すＲＲＨ１６０３をピコセルに代えて説明する。すなわち、マクロセル
のカバレッジ内にピコセルが配置されている場合を想定する。マクロセル１６０１のカバ
レッジ１６０２内に、ピコセル１６０３が配置されている。ピコセル１６０３は、カバレ
ッジ１６０４を有する。移動端末がマクロセル１６０１の近傍に位置し、移動端末がマク
ロセル１６０１と通信しているとする。移動端末が、ピコセル１６０３の近傍へ移動した
場合、移動端末はピコセルにアクセスする。
【０４７３】
　このように、下りリンクで最適なノードが、マクロセル１６０１から、マクロセル１６
０１のカバレッジ１６０２内に配置されているローカルノード、すなわちピコセル１６０
３へ変更になった場合、ハンドオーバが発生する。
【０４７４】
　このようなハンドオーバを実現するためには、メジャメント設定（Measurement config
uration）、メジャメント対象（Measurement Object）および報告設定（Reporting confi
guration）が、それぞれ２種類必要となる。なぜならば、従来における現在のノードのカ
バレッジ外となった際のハンドオーバに対応する設定（非特許文献２参照）と、現在のノ
ードのカバレッジ内であり、上りリンクで最適なノードが存在する場合のハンドオーバに
対応する設定とが必要だからである。つまり、ハンドオーバの方法が複雑になり、シグナ
リングが増大するという問題が発生する。
【０４７５】
　また前述の通り、キャリアアグリゲーションにおけるＰＣｅｌｌは、ハンドオーバのみ
で変更される。よって上記同様、上りリンクで最適なノードにＰＣｅｌｌを変更する場合
には問題がある。
【０４７６】
　実施の形態４での解決策を以下に示す。本実施の形態では、ＲＲＨのキャリア周波数と
マクロセルのキャリア周波数とを異ならせ、移動端末によるマクロセルからマクロセルの
配下のＲＲＨへのハンドオーバを禁止する。あるいは、移動端末によるサービングセルの
配下のセルへのハンドオーバを禁止する。つまり、移動端末が、マクロセルの配下のＲＲ
Ｈに近づいたとしても、ＲＲＨへはハンドオーバさせない。マクロセルの配下のＲＲＨの
具体例、およびサービングセルの配下のセルの具体例は、前述の実施の形態１のマクロセ
ルの配下のＲＲＨの具体例と同様であるので、説明を省略する。
【０４７７】
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　また、マクロセルの配下のＲＲＨへのＰＣｅｌｌの変更を禁止する。あるいは、サービ
ングセルの配下のセルが構成するコンポーネントキャリアへのＰＣｅｌｌの変更を禁止す
る。
【０４７８】
　このように本実施の形態４では、下りリンクで最適なノードが変更になった場合であっ
ても、ハンドオーバを禁止する。この場合、下り受信品質が悪くなり、下りリンクの通信
状態が悪くなるおそれがあるが、実施の形態４の解決策の特徴的部分は、以下となる。
【０４７９】
　実施の形態４において、ハンドオーバを禁止するセルは、例えばサービングセルの配下
のセルである。配下のセルの具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。（
１）サービングセルと専用線で接続されているセル。（２）サービングセルの機能を共用
するセル。（３）サービングセルのカバレッジ内に位置するセル。実施の形態４の解決策
を実行しても、サービングセルであるマクロセルのキャリア周波数とＲＲＨのキャリア周
波数とが異なるので、下り受信品質の劣化が発生しない。また、ＲＲＨがサービングセル
のカバレッジ内に位置する場合は、サービングセルとの下り受信品質が満たされているの
で、下り受信品質の劣化が発生しない。
【０４８０】
　また、マクロセルの配下のＲＲＨ、あるいはサービングセルの配下のセルのカバレッジ
の大きさに応じて、実施の形態４を実行するか否かを判断してもよい。この場合、例えば
ＲＲＨのカバレッジが閾値よりも大きい場合は、実施の形態４を実行しないと判断する。
他方、ＲＲＨのカバレッジが閾値よりも小さい場合は、実施の形態４を実行すると判断す
る。
【０４８１】
　カバレッジの大きさの判断には、マクロセルの配下のＲＲＨ、あるいはサービングセル
の配下のセルの下り送信パワー、すなわち下り送信電力を用いてもよい。この場合、例え
ばハイパワー送信のＲＲＨの場合は、実施の形態４を実行しないと判断する。他方、ハイ
パワー送信のＲＲＨでない場合は、実施の形態４を実行すると判断する。
【０４８２】
　以上の実施の形態４によって、ハンドオーバの方法が複雑になることを回避することが
できるので、ハンドオーバの方法の複雑化によってシグナリングが増大するという問題を
解決することができる。
【０４８３】
　本実施の形態では、ローカルノードのキャリア周波数とマクロセルのキャリア周波数と
を異ならせる場合について開示したが、ローカルノードのキャリア周波数とマクロセルの
キャリア周波数とが同じ場合であっても、本実施の形態を適用することができる。
【０４８４】
　また本実施の形態では、ローカルノードとして、リモートラジオヘッド（ＲＲＨ）を用
いた場合の通信システムの構成について説明したが、ローカルノードはＲＲＨに限らず、
ＲＲＨ以外のローカルノードでもよい。ＲＲＨ以外のローカルノードについても本実施の
形態を適用することができ、それによって本実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【０４８５】
　実施の形態４　変形例１．
　実施の形態４の変形例１で解決する課題について、以下に説明する。前述の実施の形態
４を用いた場合であっても、前述の実施の形態１および実施の形態２と同じ課題が発生す
る。実施の形態４の変形例１での解決策を以下に示す。
【０４８６】
　本変形例では、前述の実施の形態４に加えて、前述の実施の形態１、実施の形態１の変
形例１および実施の形態２を実行する。あるいは、本変形例では、前述の実施の形態４に
加えて、前述の実施の形態３を実行する。
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【０４８７】
　以上の実施の形態４の変形例１によって、実施の形態４の効果に加えて、以下の効果を
得ることができる。上りリンクに最適なノードに対して適した上り送信の設定を行うこと
になるので、移動端末に必要な送信電力は最適となる。これによって、移動端末の消費電
力を削減することができる。あわせて、移動端末からの無駄な上り送信電力を削減するこ
とができるので、上り干渉を低減することができる。
【０４８８】
　実施の形態４　変形例２．
　実施の形態４の変形例２で解決する課題について、以下に説明する。前述の実施の形態
４の変形例１において、実施の形態４に加えて実施の形態３を実行した場合であっても、
前述の実施の形態３の変形例１と同じ課題が発生する。実施の形態４の変形例２での解決
策を以下に示す。
【０４８９】
　本変形例では、前述の実施の形態４の変形例１に加えて、前述の実施の形態３の変形例
１を実行する。またマクロセルの配下のＲＲＨの上りコンポーネントキャリアを、ＰＣｅ
ｌｌの上りコンポーネントキャリアとして用いることを可能とする。あるいは、サービン
グセルの配下のセルの上りコンポーネントキャリアを、ＰＣｅｌｌの上りコンポーネント
キャリアとして用いることを可能とする。
【０４９０】
　以上の実施の形態４の変形例２によって、実施の形態４の変形例１の効果に加えて、以
下の効果を得ることができる。ＰＵＣＣＨにおいても、上りリンクに最適なノードに対し
て適した上り送信の設定を行うことになるので、移動端末に必要な送信電力は最適となる
。これによって、移動端末の消費電力を削減することができる。あわせて、移動端末から
の無駄な上り送信電力を削減することができるので、上り干渉を低減することができる。
【０４９１】
　実施の形態４　変形例３．
　実施の形態４の変形例３では、前述の実施の形態４の変形例２と同じ課題について、別
の解決策を開示する。
【０４９２】
　本変形例では、前述の実施の形態４の変形例１に加えて、ＲＲＨに、マクロセルの上り
コンポーネントキャリアを受信する機能を設ける。あるいは、ＲＲＨに、マクロセルのＰ
Ｃｅｌｌの上りコンポーネントキャリアを受信する機能を設けてもよい。あるいは、ＲＲ
Ｈに、マクロセルのＰＣｅｌｌの上りコンポーネントキャリアのうち、ＰＵＣＣＨを受信
する機能を設けるのみでもよい。
【０４９３】
　以上の実施の形態４の変形例３によって、前述の実施の形態４の変形例１の効果に加え
て、以下の効果を得ることができる。ＰＵＣＣＨにおいても、上りリンクに最適なノード
に対して適した上り送信の設定を行うことによって、移動端末に必要な送信電力は最適と
なる。これによって、移動端末の消費電力を削減することができる。あわせて、移動端末
からの無駄な上り送信電力を削減することができるので、上り干渉を低減することができ
る。
【０４９４】
　実施の形態５．
　実施の形態５で解決する課題について、以下に説明する。ローカルノードは、マクロセ
ルに比較して、カバレッジが小さいことが考えられる。移動端末が移動している場合、ロ
ーカルノードのカバレッジを短い時間で通り抜けることも考えられる。前述の実施の形態
２、実施の形態３、実施の形態３の変形例１、実施の形態４の変形例１、実施の形態４の
変形例２、および実施の形態４の変形例３を用いて、「最適なノードに対する適した上り
送信の設定」を実施した場合、以下の課題が発生する。
【０４９５】
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　図２８を用いて、実施の形態５によって解決する課題について説明する。図２８は、実
施の形態５の課題を説明するための図である。図２８に示す図は、図２１に示す図と類似
しているので、図２１に対応する部分については、同一の参照符を付して、共通する説明
を省略する。
【０４９６】
　最適なノードであるローカルノードに適した上り送信設定が行われる。これによって、
移動端末の上り送信電力が、ローカルノードに適した上り送信電力となる。移動端末２１
０１は、マクロセル２１０２に対して、上りリンク２１０６を用いて上り送信を行う。図
２８では、上り送信電力の大きさを、上りリンク２１０６の矢印の長さで表している。図
２８では、参照符号２１０８で示す円の範囲内で、移動端末２１０１の上り送信を受信す
ることが可能となる。つまり、移動端末２１０１の上り送信電力が、最適なノードである
ローカルノードに適した上り送信設定に調整された後は、マクロセル２１０２は、移動端
末２１０１の上り送信を受信することができない。しかし、ＲＲＨ２１０３は、移動端末
２１０１の上り送信を受信することができる。
【０４９７】
　次に、移動端末がＲＲＨ２１０３のカバレッジ２８０１外へ移動した場合について考え
る。移動端末２１０１－２は、マクロセル２１０２に対して、上りリンク２１０６－２を
用いて上り送信を行う。図２８では、上り送信電力を、上りリンク２１０６－２の矢印の
長さで表している。図２８では、参照符号２１０８－２で示す円の範囲内で、移動端末２
１０１の上り送信を受信することが可能となる。つまり、移動端末２１０１－２の上り送
信電力が、最適なノードであるローカルノードに適した上り送信設定に調整され、移動端
末が最適なノードのカバレッジ外へ移動した場合は、マクロセル２１０２は、移動端末２
１０１－２の上り送信を受信することができない。また、ＲＲＨ２１０３も移動端末２１
０１－２の上り送信を受信することができない。
【０４９８】
　この場合、前述のように、移動端末からマクロセルへの上り送信が受信エラーとなるこ
とが考えられる。これによって、上り送信のスループットが低下するという問題が発生す
る。
【０４９９】
　実施の形態５での解決策を以下に示す。移動端末の移動速度に応じて、「最適なノード
に対する適した上り送信の設定」を行うか否かを判断する。具体的には、移動端末の移動
速度に応じて、前述の実施の形態２、実施の形態３、実施の形態３の変形例１、実施の形
態４の変形例１、実施の形態４の変形例２、および実施の形態４の変形例３を実行するか
否かを判断する。例えば、移動端末の移動速度が、予め定める閾値よりも高い場合は、「
最適なノードに対する適した上り送信の設定」を行わない。また、移動端末の移動速度が
、予め定める閾値よりも低い場合は、「最適なノードに対する適した上り送信の設定」を
行う。
【０５００】
　また移動端末の移動速度に応じて、「最適なノードに対する適した上り送信の設定」の
有効期間を区別してもよい。例えば移動端末の移動速度が、予め定める閾値よりも高い場
合は、「最適なノードに対する適した上り送信の設定」の有効期間を、予め定める基準期
間よりも短くする。また、移動端末の移動速度が、予め定める閾値よりも低い場合は、「
最適なノードに対する適した上り送信の設定」の有効期間を基準期間とするか、あるいは
基準期間よりも長くする。
【０５０１】
　移動端末の移動速度を認識する方法の具体例を、以下に示す。３ＧＰＰで規格化が進め
られている移動端末のセルの再選択の回数に基づいて、前記移動速度を認識する方法、３
ＧＰＰ　Ｒ２－０７５１４９に示されるドップラ周波数測定に基づいて、前記移動速度を
認識する方法、および全地球測位システム（Global Positioning System：ＧＰＳ）を用
いて取得した移動端末の位置情報に基づいて、前記移動速度を認識する方法などが適用で



(64) JP 6431166 B2 2018.11.28

10

20

きる。
【０５０２】
　以上の実施の形態５によって、以下の効果を得ることができる。前述の実施の形態３な
どと同様に、上りリンクに最適なノードに対して適した上り送信の設定を行うことによっ
て、移動端末に必要な送信電力は最適となる。これによって、移動端末の消費電力を削減
することができる。あわせて、移動端末からの無駄な上り送信電力を削減することができ
るので、上り干渉を低減することができる。さらに、ローカルノードのカバレッジがマク
ロセルに比較して小さく、かつ移動端末が移動している場合であっても、移動端末からマ
クロセルへの上り送信が受信エラーとなることを防ぐことができる。
【０５０３】
　この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であっ
て、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、この
発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
【符号の説明】
【０５０４】
　９０１　ＥＰＣ通信部、９０２　他基地局通信部、９０３　プロトコル処理部、９０４
　送信データバッファ部、９０５　エンコーダー部、９０６　変調部、９０７　周波数変
換部、９０８　アンテナ、９０９　復調部、９１０　デコーダー部、９１１　制御部、１
４０１，１５０２，１５０３，１６０３　リモートラジオヘッド（ＲＲＨ）、１４０２，
１５０１，１６０１　マクロセル、１４０３，１５０４　専用線、１６０２，１６０４　
カバレッジ。

【図１】

【図２】

【図３】
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