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(57)【要約】
【課題】ＣｏＭＰを実行するＵＥの状態に応じて、少な
くとも通信を継続することができ、さらには、ＣｏＭＰ
を実行することでより良好な通信品質を得ることができ
る移動体通信システム等を提供する。
【解決手段】移動体通信システムは、複数の基地局が協
調して移動端末との間で無線通信を行う。複数の基地局
から送信される信号のうち移動端末が測定可能なものの
最大数を、移動端末から基地局に送信する。複数の基地
局から送信される信号のうち移動端末が測定すべきもの
を示す測定対象情報を、基地局から移動端末に送信して
もよい。測定対象情報によって示された測定対象信号に
ついて測定を行った結果である測定結果情報を、移動端
末から基地局に送信してもよい。測定対象信号は、移動
端末による測定によって伝送路の状態を取得するための
参照信号であってもよい。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基地局が協調して移動端末との間で無線通信を行う移動体通信システムであって
、
　前記複数の基地局から送信される信号のうち前記移動端末が測定可能なものの最大数を
、前記移動端末から前記基地局に送信することを特徴とする移動体通信システム。
【請求項２】
　前記複数の基地局から送信される信号のうち前記移動端末が測定すべきものを示す測定
対象情報を、前記基地局から前記移動端末に送信することを特徴とする請求項１記載の移
動体通信システム。
【請求項３】
　前記測定対象情報によって示された測定対象信号について測定を行った結果である測定
結果情報を、前記移動端末から前記基地局に送信することを特徴とする請求項２記載の移
動体通信システム。
【請求項４】
　前記測定対象信号は、前記移動端末による測定によって伝送路の状態を取得するための
参照信号であることを特徴とする請求項３記載の移動体通信システム。
【請求項５】
　他の基地局と協調して移動端末との間で無線通信を行う基地局であって、
　複数の基地局から送信される信号のうち前記移動端末が測定可能なものの最大数を、前
記移動端末から受信することを特徴とする基地局。
【請求項６】
　協調して動作する複数の基地局との間で無線通信を行う移動端末であって、
　前記複数の基地局から送信される信号のうち測定可能なものの最大数を、前記基地局に
送信することを特徴とする移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の移動端末装置と基地局装置との間で無線通信を行う移動体通信システ
ム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　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 Spe
ed-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 Acc
ess）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 Ge
neration 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）と称し、コアネットワ
ークおよび無線アクセスネットワーク（以下、まとめて、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 A
rchitecture 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】
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　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、Ｗ－ＣＤＭＡ（ＨＳ
ＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ）とは全く異なるものになる。例えば、アクセス方式は、Ｗ－ＣＤＭ
Ａが符号分割多元接続（Code Division Multiple Access）を用いているのに対して、Ｌ
ＴＥ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，３Ｍ
Ｈｚ，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とは異なり、回線交換を含まず、パケット通信
方式のみになる。
【０００５】
　ＬＴＥでは、Ｗ－ＣＤＭＡのコアネットワークであるＧＰＲＳ（General Packet Radio
 Service）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ので、
ＬＴＥの無線アクセス網（無線アクセスネットワーク（radio access network））は、Ｗ
－ＣＤＭＡ網とは別の独立した無線アクセス網として定義される。
【０００６】
　したがって、Ｗ－ＣＤＭＡの通信システムと区別するために、ＬＴＥの通信システムで
は、コアネットワークはＥＰＣ（Evolved Packet Core）と称され、無線アクセスネット
ワークはＥ－ＵＴＲＡＮ（Evolved Universal Terrestrial Radio Access）と称される。
また無線アクセスネットワークにおいて、移動端末（User Equipment：ＵＥ）と通信を行
う基地局（Base station）はｅＮＢ（E-UTRAN NodeB）と称される。また複数の基地局と
制御データおよびユーザデータのやり取りを行う基地局制御装置（Radio Network Contro
ller）の機能は、ＥＰＣが担う。ＥＰＣは、ａＧＷ（Access Gateway）とも称される。ま
たＥＰＣとＥ－ＵＴＲＡＮとで構成されるシステムは、ＥＰＳ（Evolved Packet System
）と称される。
【０００７】
　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－ＭＢＭＳサ
ービスとは、放送型マルチメディアサービスである。Ｅ－ＭＢＭＳサービスは、単にＭＢ
ＭＳと称される場合もある。Ｅ－ＭＢＭＳサービスでは、複数の移動端末に対して、ニュ
ースおよび天気予報、ならびに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。
【０００８】
　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（Radio Reso
urce Control）と、ユーザプレイン、例えばＰＤＣＰ（Packet Data Convergence Protoc
ol）、ＲＬＣ（Radio Link Control）、ＭＡＣ（Medium Access Control）、ＰＨＹ（Phy
sical layer）とが基地局１０２で終端するならば、Ｅ－ＵＴＲＡＮは１つあるいは複数
の基地局１０２によって構成される。
【０００９】
　基地局１０２は、移動管理エンティティ（Mobility Management Entity：ＭＭＥ）１０
３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 mess
ages）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１０
２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１
０２は、Ｓ１＿ＭＭＥインタフェースによりＭＭＥ（Mobility Management Entity）１０
３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。
【００１０】
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　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（Ac
tive State）の際に、トラッキングエリア（Tracking Area）リストの管理を行う。
【００１１】
　Ｓ－ＧＷ１０４は、一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）が存在す
る。Ｐ－ＧＷは、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。
【００１２】
　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との状態として、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥと、ＲＲ
Ｃ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤとがある。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥでは、ＰＬＭＮ（Public Land Mobi
le Network）選択、システム情報（System Information：ＳＩ）の報知、ページング（pa
ging）、セル再選択（cell re-selection）、モビリティなどが行われる。ＲＲＣ＿ＣＯ
ＮＮＥＣＴＥＤ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る。またＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤでは、ハンドオーバ
（Handover：ＨＯ）、隣接セル（Neighbour cell）のメジャメントなどが行われる。
【００１３】
　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番目および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。
【００１４】
　サブフレーム単位で、ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single 
Frequency Network）用のチャネルと、ＭＢＳＦＮ以外用のチャネルとの多重が行われる
。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。ＭＢＳ
ＦＮ領域（MBSFN Area）の複数のセルからのＭＢＳＦＮ送信は、移動端末には、１つの送
信と認識される。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 su
bframe）と称する。
【００１５】
　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に示すように、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 Fr
ame Allocation Offset）と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。
  ＳＦＮ ｍｏｄ radioFrameAllocationPeriod＝radioFrameAllocationOffset　…（１）
【００１６】
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　ＭＢＳＦＮサブフレームの割当は６ビットにて行われる。図３の１番左のビットは、サ
ブフレームの２番目（＃１）のＭＢＳＦＮ割当を定義する。左から２番目のビットはサブ
フレームの３番目（＃２）、左から３番目のビットはサブフレームの４番目（＃３）、左
から４番目のビットはサブフレームの７番目（＃６）、左から５番目のビットはサブフレ
ームの８番目（＃７）、左から６番目のビットはサブフレームの９番目（＃８）のＭＢＳ
ＦＮ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。
【００１７】
　３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおけるチャネル構成に関する決定事項が、非特許文献
１（５章）に記載されている。ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セルにおいてもｎｏ
ｎ－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（Phys
ical 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。
【００１８】
　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への下り送信用のチャネルである。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。
【００１９】
　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 Indi
cator Channel：ＰＣＦＩＣＨ）４０２は、基地局１０２から移動端末１０１への下り送
信用のチャネルである。ＰＣＦＩＣＨは、ＰＤＣＣＨｓ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。
【００２０】
　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への下り送信用のチャネルである。ＰＤＣＣＨは、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（Downlink S
hared Channel：ＤＬ－ＳＣＨ）のリソース割り当て（allocation）情報、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（Paging Channel：ＰＣＨ）
のリソース割り当て（allocation）情報、ＤＬ－ＳＣＨに関するＨＡＲＱ（Hybrid Autom
atic Repeat reQuest）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。ＰＤＣＣＨは、上り送信に対する応答信号である
Ａｃｋ（Acknowledgement）／Ｎａｃｋ（Negative Acknowledgement）を運ぶ。ＰＤＣＣ
Ｈは、Ｌ１／Ｌ２制御信号とも呼ばれる。
【００２１】
　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への下り送信用のチャネルである。ＰＤＳＣＨには、ト
ランスポートチャネルである下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）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。
【００２２】
　物理マルチキャストチャネル（Physical Multicast Channel：ＰＭＣＨ）４０５は、基
地局１０２から移動端末１０１への下り送信用のチャネルである。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。
【００２３】
　物理上り制御チャネル（Physical Uplink Control Channel：ＰＵＣＣＨ）４０６は、
移動端末１０１から基地局１０２への上り送信用のチャネルである。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
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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。
【００２４】
　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への上り送信用のチャネルである。ＰＵＳＣＨには、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（Uplink Shared Chan
nel：ＵＬ－ＳＣＨ）がマッピングされている。
【００２５】
　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への下り送信用のチャネルである。
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への上り送信用のチャネルである。ＰＲＡＣＨは、ランダムアク
セスプリアンブル（random access preamble）を運ぶ。
【００２６】
　下り参照信号（リファレンスシグナル（Reference Signal）：ＲＳ）は、移動体通信シ
ステムとして既知のシンボルである。以下の５種類の下りリファレンスシグナルが定義さ
れている。セル固有参照信号（Cell-specific Reference Signals：ＣＲＳ）、ＭＢＳＦ
Ｎ参照信号（MBSFN reference signals）、ＵＥ固有参照信号（UE-specific reference s
ignals）であるデータ復調用参照信号（Demodulation Reference Signal：ＤＭ－ＲＳ）
、位置決定参照信号（Positioning Reference Signals：ＰＲＳ）、チャネル情報参照信
号（Channel-State Information Reference Signals：ＣＳＩ－ＲＳ）。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 Po
wer：ＲＳＲＰ）測定がある。
【００２７】
　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。
【００２８】
　図５（Ａ）に示す下りトランスポートチャネルのうち、報知チャネル（Broadcast Chan
nel：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。
【００２９】
　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）ともいわれる。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。
【００３０】
　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。
【００３１】
　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（
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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。
【００３２】
　図５（Ｂ）に示す上りトランスポートチャネルのうち、上り共有チャネル（Uplink Sha
red 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（Semi-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。
【００３３】
　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。
【００３４】
　ＨＡＲＱについて説明する。ＨＡＲＱとは、自動再送要求（Automatic Repeat reQuest
：ＡＲＱ）と誤り訂正（Forward Error Correction）との組合せにより、伝送路の通信品
質を向上させる技術である。ＨＡＲＱには、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。
【００３５】
　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。
【００３６】
　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。チェースコンバイニングは、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（Incremental 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、初送と組合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。
【００３７】
　非特許文献１（６章）に記載される論理チャネル（ロジカルチャネル：Logical channe
l）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。
【００３８】
　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。
【００３９】
　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
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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。
【００４０】
　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）を有していない場合に用いられる。下り方向では、ＣＣＣＨは
、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。
【００４１】
　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。
【００４２】
　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。
【００４３】
　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。
【００４４】
　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。
【００４５】
　ＣＧＩとは、セルグローバル識別子（Cell Global Identification）のことである。Ｅ
ＣＧＩとは、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルグローバル識別子（E-UTRAN Cell Global Identificati
on）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（Closed Su
bscriber Group）セルが導入される。ＣＳＧセルについて以下に説明する（非特許文献３
　３．１章参照）。
【００４６】
　ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セルとは、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。
【００４７】
　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（ＣＳＧ　ｃｅｌｌ（ｓ））」と呼ぶ。ただし、ＰＬＭＮにはアクセ
ス制限がある。
【００４８】
　ＣＳＧセルは、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、
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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。
【００４９】
　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。
【００５０】
　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、移動端末を呼び出す、換言すれば移動端
末が着呼することを可能にするために行われる。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。
【００５１】
　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４　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４　４．３．１．２章参
照）。
【００５２】
　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（ノーマルサービス（N
ormal 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（Earth
quake and Tsunami Warning System）、ＣＭＡＳ（Commercial Mobile Alert System）で
ある。標準サービス（通常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。
【００５３】
　「適切なセル（Suitable cell）」について以下に説明する。「適切なセル（Suitable 
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。
【００５４】
　（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。
【００５５】
　（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、すなわちＵＥのCSG WhiteList中に含まれること。
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【００５６】
　「アクセプタブルセル（Acceptable cell）」について以下に説明する。「アクセプタ
ブルセル（Acceptable cell）」とは、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。
【００５７】
　（１）そのセルが禁じられたセル（「バードセル（Barred cell）」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。
【００５８】
　「バードセル（Barred cell）」は、システム情報で指示がある。「リザーブセル（Res
erved cell）」は、システム情報で指示がある。
【００５９】
　「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になることをいう。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。
【００６０】
　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、および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５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）とが開示されている。
【００６１】
　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
および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およびＨＮＢは、ＣＳＧセルとして操作される。このＣＳＧセル
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、ＨｅＮＢおよびＨＮＢは、非ＣＳＧメンバーも同時にアクセス許可されているＣＳ
Ｇセルとして操作される。言い換えれば、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、オープンアクセスモードとクローズドアクセスモードとの両方
をサポートするセルである。
【００６２】
　３ＧＰＰでは、全ＰＣＩ（Physical Cell Identity）のうち、ＣＳＧセルで使用するた
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
スプリットに関する情報（ＰＣＩスプリット情報とも称する）は、システム情報によって
基地局から傘下の移動端末に対して報知される。基地局の傘下とは、該基地局をサービン
グセルとすることを意味する。
【００６３】
　非特許文献６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。
【００６４】
　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７、非特許文献８参照）。
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【００６５】
　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（Relay Node：
ＲＮ）をサポートすることが検討されている。中継装置であるリレーノードは、ドナーセ
ル（Donor cell、以下「ドナーｅＮＢ（Donor eNB；ＤｅＮＢ）」という場合がある）と
呼ばれるセルを介して、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（周波数バンド（band））を共用する。この場合、
３ＧＰＰのリリース８対応のＵＥも該ドナーセルに接続可能とする。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。
【００６６】
　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
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。
【００６７】
　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。
【００６８】
　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９には、該周波数バンドが記載されてい
る。
【００６９】
　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に、二つ以上のコンポーネントキャリア（Component Car
rier：ＣＣ）を集約する（アグリゲーション（aggregation）するとも称する）、キャリ
アアグリゲーション（Carrier Aggregation：ＣＡ）が検討されている。
【００７０】
　ＬＴＥ対応である、３ＧＰＰのリリース８または９対応のＵＥは、一つのサービングセ
ルに相当する一つのＣＣ上のみで送受信可能である。これに対して、３ＧＰＰのリリース
１０対応のＵＥは、複数のサービングセルに相当する複数のＣＣ上で同時に送受信、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）を有
することが考えられている。
【００７１】
　各ＣＣは、３ＧＰＰのリリース８または９の構成を用いており、ＣＡは、連続ＣＣ、非
連続ＣＣ、および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）の個数以上の個数の、上りリンクのＣＣ（ＵＬ　ＣＣ）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、３ＧＰＰのリリース８または９と互換性を有する。
【００７２】
　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
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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。
【００７３】
　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。
【００７４】
　ＵＥの能力（ケーパビリティ（capability））に応じて、セカンダリセル（Secondary 
Cell：ＳＣｅｌｌ）が、ＰＣｅｌｌ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、ＳＣｅｌｌ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 Sec
ondary Component Carrier：ＵＬ　ＳＣＣ）である。
【００７５】
　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。
【００７６】
　３ＧＰＰにおいて、さらに進んだ新たな無線区間の通信方式として、前述のＬＴＥアド
ヴァンスド（LTE Advanced：ＬＴＥ－Ａ）が検討されている（非特許文献７および非特許
文献８参照）。ＬＴＥ－Ａは、ＬＴＥの無線区間通信方式を基本とし、それにいくつかの
新技術を加えて構成される。新技術としては、より広い帯域をサポートする技術（Wider 
bandwidth extension）、および多地点協調送受信（Coordinated Multiple Point transm
ission and reception：ＣｏＭＰ）技術などがある。３ＧＰＰでＬＴＥ－Ａのために検討
されているＣｏＭＰについては、非特許文献１０に記載されている。
【００７７】
　ＣｏＭＰとは、地理的に分離された多地点間で協調した送信あるいは受信を行うことに
よって、高いデータレートのカバレッジの拡大、セルエッジでのスループットの向上、お
よび通信システムにおけるスループットの増大を図る技術である。ＣｏＭＰには、下りＣ
ｏＭＰ（ＤＬ　ＣｏＭＰ）と、上りＣｏＭＰ（ＵＬ　ＣｏＭＰ）とがある。
【００７８】
　ＤＬ　ＣｏＭＰでは、一つの移動端末（ＵＥ）へのＰＤＳＣＨを多地点（マルチポイン
ト）間で協調して送信する。一つのＵＥへのＰＤＳＣＨを、マルチポイントの一つのポイ
ントから送信してもよいし、マルチポイントの複数のポイントから送信してもよい。ＤＬ
　ＣｏＭＰにおいて、サービングセルとは、ＰＤＣＣＨによってリソース割当を送信する
単独のセルである。
【００７９】
　ＤＬ　ＣｏＭＰの方法として、結合処理（Joint Processing：ＪＰ）と、協調スケジュ
ーリング（Coordinated Scheduling：ＣＳ）または協調ビームフォーミング（Coordinate
d Beamforming：ＣＢ）（以下「ＣＳ／ＣＢ」という場合がある）とが検討されている。
【００８０】
　ＪＰは、ＣｏＭＰコオペレーティングセット（CoMP cooperating set）中のそれぞれの
ポイントでデータが利用可能である。ＪＰには、結合送信（Joint Transmission：ＪＴ）
と、動的ポイント選択（Dynamic Point Selection：ＤＰＳ）とがある。ＤＰＳは、動的
セル選択（Dynamic Cell Selection：ＤＣＳ）を含む。ＪＴでは、ある時点で複数のポイ
ント、具体的にはＣｏＭＰコオペレーティングセット（CoMP cooperating set）の一部あ
るいは全部から、ＰＤＳＣＨの送信が行われる。ＤＰＳでは、ある時点でＣｏＭＰコオペ
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レーティングセット内の１つのポイントから、ＰＤＳＣＨの送信が行われる。
【００８１】
　ＣＳ／ＣＢは、サービングセルからのデータ送信でのみ利用可能である。ＣＳ／ＣＢで
は、ＣｏＭＰコオペレーティングセットに対応するセル間での調整と併せて、ユーザスケ
ジューリングまたはビームフォーミングの決定がなされる。
【００８２】
　マルチポイントで送受信するポイントとしてユニットおよびセルが、ユニットおよびセ
ルとして基地局（NB、eNB、HNB、HeNB）、ＲＲＵ（Remote Radio Unit）、ＲＲＥ（Remot
e Radio Equipment）、ＲＲＨ（Remote Radio Head）、リレーノード（Relay Node：ＲＮ
）などが検討されている。多地点協調送信を行うユニットおよびセルを、それぞれマルチ
ポイントユニット、マルチポイントセルと称する場合がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００８３】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３００　Ｖ１０．５．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１　Ｖ１０．３．０
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３０４　Ｖ１０．３．０　３．１章、４．３章、
５．２．４章
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＲ　２３．８３０　Ｖ９．０．０
【非特許文献５】３ＧＰＰ　Ｓ１－０８３４６１
【非特許文献６】３ＧＰＰ　Ｒ２－０８２８９９
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１４　Ｖ９．０．０
【非特許文献８】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．９１２　Ｖ１０．０．０
【非特許文献９】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．１０１　Ｖ１０．３．０
【非特許文献１０】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１９　Ｖ１１．０．０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００８４】
　前述のように、３ＧＰＰにおいて、多地点協調送受信（ＣｏＭＰ）技術が検討されてい
る。ＵＥに対してＣｏＭＰを実行することによって、高いデータレートのカバレッジの拡
大、セルエッジでのスループットの向上、および通信システムにおけるスループットの増
大を図ることができる。しかし、３ＧＰＰにおけるＣｏＭＰ技術の検討は、まだ十分なさ
れていない。
【００８５】
　例えば、ＣｏＭＰに関連するセルの集合をいくつか設けることが検討されている。しか
し、ＣｏＭＰによる通信品質、ＵＥの消費電力、ＵＥとサービングセルとの間のシグナリ
ング量などを考え合わせると、現在提案されている集合だけでは不十分な場合が生じる。
また、該集合内のセルの選択方法においても、時間的に変動する複雑な電波環境のみを選
択基準として用いた場合、たとえ、ＣｏＭＰを実行したとしても、良好な受信品質を得ら
れないことがある。
【００８６】
　さらには、ＣｏＭＰを実行中のＵＥのＨＯ処理については、何ら議論がなされていない
。ＣｏＭＰでは、複数のセル間で協調処理が行われている。したがって、ＵＥに対してＣ
ｏＭＰを実行したままＨＯ処理を行う場合、複数のセル間の処理が必要となるので、従来
のＨＯ処理を用いてはＨＯを実行することができず、ＵＥとセルとの間の通信を継続する
ことができなくなってしまう。
【００８７】
　本発明の目的は、ＣｏＭＰを実行するＵＥの状態に応じて、少なくとも通信を継続する
ことができ、さらには、ＣｏＭＰを実行することでより良好な通信品質を得ることができ
る移動体通信システム等を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００８８】
　本発明の移動体通信システムは、複数の基地局が協調して移動端末との間で無線通信を
行う移動体通信システムであって、前記複数の基地局から送信される信号のうち前記移動
端末が測定可能なものの最大数を、前記移動端末から前記基地局に送信することを特徴と
する。
  本発明の基地局は、他の基地局と協調して移動端末との間で無線通信を行う基地局であ
って、複数の基地局から送信される信号のうち前記移動端末が測定可能なものの最大数を
、前記移動端末から受信することを特徴とする。
  本発明の移動端末は、協調して動作する複数の基地局との間で無線通信を行う移動端末
であって、前記複数の基地局から送信される信号のうち測定可能なものの最大数を、前記
基地局に送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００８９】
　本発明の移動体通信システム等によれば、協調通信を実行する移動端末装置の状態に応
じて、少なくとも通信を継続することができ、さらには、協調通信を実行することでより
良好な通信品質を得ることができる。
【００９０】
　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】
【００９１】
【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】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である図７に示す移動端末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である図７に示す基地局７２の構成を示すブロック図である
。
【図１０】本発明に係るＭＭＥである図７に示す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】ＣｏＭＰを実行するために用いるセルの集合について説明するための図である
。
【図１４】ＣｏＭＰを実行するために用いるセルの集合の包含関係について説明するため
の図である。
【図１５】実施の形態１における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図１６】実施の形態１における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
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【図１７】ＣｏＭＰアクティブセットと他のセットとの包含関係について説明するための
図である。
【図１８】実施の形態２における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図１９】実施の形態３における移動体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３における移動体通信システムのシーケンスの他の例を示す図であ
る。
【図２１】実施の形態３における移動体通信システムのシーケンスのさらに他の例を示す
図である。
【図２２】ＣｏＭＰに関するセットとＵＥによって測定されるＲＳとを説明するための図
である。
【図２３】ＣｏＭＰに関するセット内セルの通信品質について説明するための図である。
【図２４】実施の形態５における移動体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５の変形例２における移動体通信システムのシーケンスの一例を示
す図である。
【図２６】ｅＰＤＣＣＨについて説明するための図である。
【図２７】実施の形態６における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図２８】実施の形態６における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図２９】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図３０】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図３１】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図３２】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図３３】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図３４】セルユニファイドエンティティの具体例を説明するためのブロック図である。
【図３５】他のセルユニファイドエンティティの具体例を説明するためのブロック図であ
る。
【図３６】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図３７】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図３８】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図３９】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図４０】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図４１】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図４２】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図４３】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
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。
【図４４】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図４５】実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図４６】実施の形態８における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図４７】実施の形態８における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図４８】実施の形態８における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図４９】実施の形態８の変形例１における移動体通信システムのシーケンスの一例を示
す図である。
【図５０】実施の形態８の変形例１における移動体通信システムのシーケンスの一例を示
す図である。
【図５１】実施の形態８の変形例１における移動体通信システムのシーケンスの一例を示
す図である。
【図５２】実施の形態８の変形例１における移動体通信システムのシーケンスの一例を示
す図である。
【図５３】実施の形態８の変形例２における移動体通信システムのシーケンスの一例を示
す図である。
【図５４】実施の形態８の変形例２における移動体通信システムのシーケンスの一例を示
す図である。
【図５５】実施の形態８の変形例２における移動体通信システムのシーケンスの一例を示
す図である。
【図５６】実施の形態９における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図５７】実施の形態９における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図５８】実施の形態９における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図５９】実施の形態９における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である
。
【図６０】複数のサブｅＮＢ装置とＵＥとのＣｏＭＰ通信の概念を説明するための図であ
る。
【図６１】複数のサブｅＮＢ装置とＵＥとのＣｏＭＰ通信の概念を説明するための図であ
る。
【図６２】実施の形態１０におけるサービングセルの変更を説明するための図である。
【図６３】実施の形態１０における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。
【図６４】実施の形態１０における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。
【図６５】実施の形態１０における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。
【図６６】実施の形態１０における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。
【図６７】実施の形態１０の変形例１における移動体通信システムのシーケンスの一例を
示す図である。
【図６８】実施の形態１０の変形例１における移動体通信システムのシーケンスの一例を
示す図である。
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【図６９】実施の形態１０の変形例１における移動体通信システムのシーケンスの一例を
示す図である。
【図７０】実施の形態１０の変形例１における移動体通信システムのシーケンスの一例を
示す図である。
【図７１】実施の形態１０の変形例２における移動体通信システムのシーケンスの一例を
示す図である。
【図７２】実施の形態１０の変形例２における移動体通信システムのシーケンスの一例を
示す図である。
【図７３】実施の形態１０の変形例２における移動体通信システムのシーケンスの一例を
示す図である。
【図７４】実施の形態１１における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。
【図７５】実施の形態１１の変形例１０における移動体通信システムのシーケンスの一例
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００９２】
　実施の形態１．
　図７は、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。３ＧＰＰにおいては、ＣＳＧ（Closed Subscriber Group
）セル（Ｅ－ＵＴＲＡＮのＨｏｍｅ－ｅＮｏｄｅＢ（Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ；ＨｅＮＢ）、Ｕ
ＴＲＡＮのＨｏｍｅ－ＮＢ（ＨＮＢ））と、ｎｏｎ－ＣＳＧセル（Ｅ－ＵＴＲＡＮのｅＮ
ｏｄｅＢ（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）。
【００９３】
　図７について説明する。移動端末装置（以下「移動端末（User Equipment：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。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、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－ｅＮＢ７２－２は、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。
【００９４】
　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。一つのｅ
ＮＢ７２－１に対して、複数のＭＭＥ部７３が接続されてもよい。ＭＭＥ部７３は、管理
手段に相当する。ＭＭＥ部７３は、コアネットワークであるＥＰＣに含まれる。ｅＮＢ７
２－１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。
【００９５】
　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。一つのＭＭＥ部
７３に対して、複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２が接続される。あるいは、Ｈｏｍｅ－ｅ
ＮＢ７２－２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。
【００９６】
　一つまたは複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２が一つのＨｅＮＢＧＷ７４と接続され、Ｓ
１インタフェースを通して情報が通信される。ＨｅＮＢＧＷ７４は、一つまたは複数のＭ
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ＭＥ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。
【００９７】
　ＭＭＥ部７３およびＨｅＮＢＧＷ７４は、上位ノード装置であり、基地局であるｅＮＢ
７２－１およびＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２と、移動端末（ＵＥ）７１との接続を制御する
。ＭＭＥ部７３、具体的にはＭＭＥ部７３を構成するＭＭＥおよびＳ－ＧＷ、ならびにＨ
ｅＮＢＧＷ７４は、管理手段に相当する。ＭＭＥ部７３およびＨｅＮＢＧＷ７４は、コア
ネットワークであるＥＰＣに含まれる。
【００９８】
　さらに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。
【００９９】
　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。ＨｅＮ
ＢＧＷ７４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。Ｈｏ
ｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、唯一のセルを構成し、サポートする。
【０１００】
　基地局装置は、例えばＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２のように唯一のセルをサポートするが
、これに限定されず、１つの基地局装置が複数のセルをサポートしてもよい。１つの基地
局装置が複数のセルをサポートする場合、１つ１つのセルが、基地局装置として機能する
。
【０１０１】
　図８は、本発明に係る移動端末である図７に示す移動端末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。
【０１０２】
　また、移動端末７１の受信処理は、以下のように実行される。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８１
０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。
【０１０３】
　図９は、本発明に係る基地局である図７に示す基地局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
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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。
【０１０４】
　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。
【０１０５】
　また、基地局７２の受信処理は以下のように実行される。一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９
０７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９１
１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９０１～
９１０と接続している。
【０１０６】
　他基地局通信部９０２は、通知部および取得部に相当する。送信データバッファ部９０
４、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は、通信部に相当する。
【０１０７】
　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
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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
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（アイドルステート（Idle State）；ＬＴＥ－ＩＤＬＥ状態、または、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（例えば追加、削除、更新、検索）される。この関係は、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（例えば追加、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Ｃ
ＳＧに関する管理は、ＭＭＥ７３ａ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１００６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１００１～１００５と接続している。
【０１１５】
　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 Group）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。
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【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、一つまたは複数の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、一つまたは複数のＨｏｍｅ
－ｅＮＢ７２－２にＳ１インタフェースを介して送信される。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】
　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、ＨｅＮＢＧＷ７
４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。ＨｅＮＢＧＷ
７４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Ｈｅ
ＮＢＧＷ７４との間、そしてＨｅＮＢＧＷ７４とＭＭＥ７３ａとの間を通信される。Ｈｅ
ＮＢＧＷ７４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。ＨｅＮＢＧＷ７
４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セルサーチ方法の一例を示す。図１２は、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。移動端末は、セルサーチを開始すると、ステップＳＴ１２
０１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。
【０１２０】
　Ｐ－ＳＳとＳ－ＳＳとを合わせて、同期信号（ＳＳ）という。同期信号（ＳＳ）には、
セル毎に割り当てられたＰＣＩ（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５０４通りが検討されている
。この５０４通りのＰＣＩ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。
【０１２１】
　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（Reference Signal Received Po
wer：ＲＳＲＰ）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
ドが用いられている。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。
【０１２２】
　次にステップＳＴ１２０３で、ステップＳＴ１２０２までで検出された一つ以上のセル
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。
【０１２３】
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　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）がマッピングされる。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。
【０１２４】
　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。
【０１２５】
　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）リスト内のトラッキン
グエリア識別子（Tracking Area Identity：ＴＡＩ）のＴＡＣ部分とを比較する。ＴＡ（
Tracking Area）リストは、ＴＡＩリスト（TAI list）とも称される。ＴＡＩはＴＡの識
別子であり、ＭＣＣ（Mobile Country Code）と、ＭＮＣ（Mobile Network Code）と、Ｔ
ＡＣ（Tracking Area Code）とによって構成される。ＭＣＣは国コードである。ＭＮＣは
ネットワークコードである。ＴＡＣはＴＡのコード番号である。
【０１２６】
　移動端末は、ステップＳＴ１２０６で比較した結果、ステップＳＴ１２０５で受信した
ＴＡＣがＴＡ（Tracking Area）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 A
rea）リスト内に含まれなければ、移動端末は、該セルを通して、ＭＭＥなどが含まれる
コアネットワーク（Core Network，ＥＰＣ）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）
リストに基づいて、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。
【０１２７】
　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セルに登録した一つまたは複数の移動端末のみにアクセスが許される。
ＣＳＧセルと登録された一つまたは複数の移動端末とが一つの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。一つの
ＣＳＧには、複数のＣＳＧセルがあってもよい。移動端末は、どれか一つのＣＳＧセルに
登録すれば、そのＣＳＧセルが属するＣＳＧの他のＣＳＧセルにアクセス可能となる。
【０１２８】
　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）ま
たは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ＣＳ
Ｇ情報が格納される。ＣＳＧ情報として具体的には、ＣＳＧ－ＩＤ、ＴＡＩ（Tracking A
rea 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、ＥＣＧＩとが対応付け
られていれば、ＥＣＧＩでもよい。
【０１２９】
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　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。
【０１３０】
　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
、あるサービスでは、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。
【０１３１】
　このようなサービスを実現するために、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（Closed Subscriber Group）セルが導入されている。
ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セルは、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。ＨｅＮＢ
／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ＨｅＮＢ
／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ＨｅＮ
Ｂ／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。
【０１３２】
　前述のように、ＬＴＥ－Ａの新技術として、ＣｏＭＰをサポートすることが検討されて
いる。また、ＣｏＭＰを実行するために用いるセルまたはポイントの集合（セット、set
）が検討されている。本発明において、ＣｏＭＰを実行するために用いるセルの集合とし
ては、以下の（１）～（５）に示すものがある。セルに限らず、ポイントであってもよい
。以下の説明では、ＣｏＭＰを実行するために用いるポイントあるいはセルの集合を総称
して「ＣｏＭＰセット」と称する。
【０１３３】
　（１）ＲＲＭメジャメントセット（RRM measurement set）。ＲＲＭ（Radio Resource 
Management）メジャメントセットは、リリース８～１０の規格書に記載されたメジャメン
ト、具体的にはＣＲＳ（Cell-specific Reference Signal）測定によって得られたセルの
集合をいう。
【０１３４】
　（２）ＣｏＭＰコオペレーティングセット（CoMP cooperating set）。ＣｏＭＰコオペ
レーティングセットは、ＣｏＭＰすることのできるセルの集合をいう。
【０１３５】
　（３）ＣｏＭＰコーディネーションエリア（CoMP coordination area（CoMP coordinat
ion cells））。ＣｏＭＰコーディネーションエリアは、ＣｏＭＰすることのできるセル
によって構成される無線エリアをいう。
【０１３６】
　（４）ＣｏＭＰメジャメントセット（CoMP measurement set）。ＣｏＭＰメジャメント
セットは、ＣＳＩ（Channel State Indication）－ＲＳが測定されて報告されるセルの集
合をいう。ＣｏＭＰメジャメントセットは、ＲＲＭメジャメントセットから選択される。
【０１３７】
　（５）ＣｏＭＰトランスミッションポイント（CoMP transmission point）。ＣｏＭＰ
トランスミッションポイントは、ＣｏＭＰを実行しているＵＥにデータを送信しているセ
ルをいう。ＣｏＭＰトランスミッションポイントは、ＣｏＭＰメジャメントセットから選
択される。後述するＣｏＭＰアクティブセット（CoMP active set）が有る場合、ＣｏＭ
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Ｐトランスミッションポイントは、ＣｏＭＰアクティブセットから選択されてもよい。後
述するＣｏＭＰアクティブセットが無い場合、ＣｏＭＰトランスミッションポイントは、
ＣｏＭＰメジャメントセットから選択される。
【０１３８】
　ＲＲＭメジャメントセットは、検出対象セルセットに相当し、前述のリリース８～１０
の規格書に記載されたメジャメント、具体的にはＣＲＳ測定は、ＵＥが行う、無線通信可
能か否かの検出処理に相当する。
【０１３９】
　ＣｏＭＰコオペレーティングセットは、協調可能セルセットに相当し、ＵＥが、協調通
信（ＣｏＭＰ通信）可能か否かの検出処理を行う候補となるセルの集合である。ＣｏＭＰ
メジャメントセットは、協調対象セルセットに相当し、ＵＥが、ＣｏＭＰ通信可能か否か
の検出処理を行う対象となるセルの集合である。
【０１４０】
　また、前述のセントラルエンティティとは、一つまたは複数のポイントＣｏＭＰを集中
して調整（コーディネート、coordinate）するエンティティである（非特許文献１０参照
）。セントラルエンティティは、調整手段に相当する。セントラルエンティティは、論理
エンティティであり、物理的にどの装置に構成されてもよい。例えば、セントラルエンテ
ィティは、ｅＮＢまたはＲＲＨに構成されてもよいし、ｅＮＢおよびＲＲＨとは別に構成
されてもよい。またセントラルエンティティは、ＨｅＮＢＧＷに構成されてもよい。
【０１４１】
　図１３は、ＣｏＭＰを実行するために用いるセルの集合について説明するための図であ
る。図１３では、ＲＲＭメジャメントセット１３０２を、左下がりの細い斜線のハッチン
グを付して示し、ＣｏＭＰコオペレーティングセット１３０３を、梨地のハッチングを付
して示し、ＣｏＭＰメジャメントセット１３０４を、右下がりの太い斜線のハッチングを
付して示し、ＣｏＭＰトランスミッションポイント１３０５を、左下がりの太い斜線のハ
ッチングを付して示す。
【０１４２】
　ＲＲＭメジャメントセット１３０２、ＣｏＭＰコオペレーティングセット１３０３、Ｃ
ｏＭＰメジャメントセット１３０４およびＣｏＭＰトランスミッションポイント１３０５
は、いずれもＵＥ１３０１に対して構成される。図１３では、ＣｏＭＰコオペレーティン
グセット１３０３がＲＲＭメジャメントセット１３０２内に含まれる場合を示している。
【０１４３】
　図１４は、ＣｏＭＰを実行するために用いるセルの集合の包含関係について説明するた
めの図である。図１４では、ＲＲＭメジャメントセット（RRM measurement set）を参照
符号「１４０１」で示される円で表し、ＣｏＭＰメジャメントセット（CoMP measurement
 set）を参照符号「１４０２」で示される円で表し、ＣｏＭＰトランスミッションポイン
ト（CoMP transmission point）を参照符号「１４０３」で示される円で表す。図１４に
示すように、ＲＲＭメジャメントセット１４０１の一部あるいは全部がＣｏＭＰメジャメ
ントセット１４０２となり、ＣｏＭＰメジャメントセット１４０２の一部あるいは全部が
ＣｏＭＰトランスミッションポイント１４０３になる。
【０１４４】
　３ＧＰＰでは、実際にＣｏＭＰを実行する場合の手順について何ら開示されていない。
前述のＣｏＭＰを実行するために用いるセルの集合を、どのように使用するか、などが不
明であるので、ＣｏＭＰを実行することができない。本実施の形態では、ＣｏＭＰを実行
するために、各セルの集合の使用方法、構成方法、ＵＥとサービングセルとの間の通知方
法、およびその手順を開示する。
【０１４５】
　図１５および図１６は、実施の形態１における移動体通信システムのシーケンスの一例
を示す図である。図１５と図１６とは、境界線ＢＬ１の位置で、つながっている。図１５
および図１６では、セントラルエンティティがサービングセル内に構成された場合に、所
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望のＵＥに対してＣｏＭＰを実行するときのシーケンスを示している。本シーケンスでは
、セントラルエンティティがサービングセル内に構成された場合について示しているので
、特にセントラルエンティティとサービングセルとを区別せずに、サービングセルと記載
する。
【０１４６】
　ステップＳＴ１５０１において、サービングセルは、所望のＵＥにＲＲＭメジャメント
を実行させる範囲を設定するために、ＲＲＭメジャメント構成（RRM measurement config
uration）を設定する。ここでは、所望のＵＥを、「ＵＥ１」とする。ＲＲＭメジャメン
ト構成としては、例えば、周波数および報告条件のいずれか一方、または両方が設定され
る。報告条件としては、例えば、報告を実行するトリガとなるイベント（event）が設定
される。測定させるセルを特定し、該セルのＰＣＩなどのセルアイデンティティ（Ｃｅｌ
ｌ－ＩＤ）をＲＲＭメジャメント構成として設定してもよい。例えば、ネットワーク側で
ＵＥ１に対するＲＲＭメジャメントセットを既に設定している場合は、該ＲＲＭメジャメ
ントセットを利用してもよい。また、隣接セルのリスト（ネイバーセルリスト）を該ＲＲ
Ｍメジャメントセットとしてもよい。
【０１４７】
　ＲＲＭメジャメント構成、該通知およびメジャメントリポートは、ＣｏＭＰ用としても
よい。ＣｏＭＰに適した周波数、報告条件あるいはセルアイデンティティなどが設定され
る。
【０１４８】
　他の方法として、従来のモビリティ用のＲＲＭメジャメント構成、該通知およびメジャ
メントリポートを利用してもよい。サービングセルにおいて、モビリティ用に設定した周
波数、報告条件あるいはセルアイデンティティをＣｏＭＰに利用できる場合は、従来のモ
ビリティ用のＲＲＭメジャメント構成、該通知およびメジャメントリポートを利用すると
よい。また、サービングセルにおいて、モビリティ用およびＣｏＭＰ用の両方に利用でき
る周波数、報告条件あるいはセルアイデンティティを設定するようにしてもよい。これに
よって、ＲＲＭメジャメント構成、該通知およびメジャメントリポートを共用することが
でき、シグナリング量の削減、および制御負荷の削減を図ることができる。
【０１４９】
　ステップＳＴ１５０２において、サービングセルは、ステップＳＴ１５０１で設定され
たＲＲＭメジャメント構成を、ＵＥ１に通知する。ＲＲＭメジャメント構成の通知には、
個別シグナリングが用いられる。個別シグナリングとしては、ＲＲＣシグナリングが用い
られる。
【０１５０】
　ステップＳＴ１５０３において、ＵＥ１は、受信したＲＲＭメジャメント構成に従って
、ＣＲＳの測定（以下「ＣＲＳメジャメント」という場合がある）を行う。具体的には、
ＵＥ１は、ＣＲＳメジャメントとして、ＲＲＭメジャメント構成で通知された周波数を用
いて、該周波数をキャリア周波数とするセルの検出を行う。
【０１５１】
　ＣＲＳメジャメントは、ＵＥ１がＲＲＭメジャメント構成を受信した後、ＲＲＭメジャ
メント構成の変更あるいは解除（リリース）を受信するまで行われるようにするとよい。
この場合、ＣＲＳメジャメントは、定期的に行われてもよいし、周期的に行われてもよい
。図１５および図１６において、ＳＴ１５０３とＳＴ１５２２とを結ぶ破線は、前述のよ
うにＵＥ１がＲＲＭメジャメント構成を受信した後、ＲＲＭメジャメント構成の変更また
は解除を受信するまで、ＣＲＳメジャメントが行われることを示している。
【０１５２】
　ステップＳＴ１５０４において、ＵＥ１は、検出したセルのＣＲＳの測定結果が報告条
件に合致した場合、ＣＲＳの測定結果を、メジャメントリポート（measurement report）
メッセージを用いて、サービングセルに報告する。例えば、ＵＥ１は、ＣＲＳの受信電力
（ＲＳＲＰ）が、ＲＲＭメジャメント構成で設定された閾値以上となったセルについて、
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該セルのセルアイデンティティと該ＲＳＲＰとをサービングセルに通知する。他にも例え
ば、ＵＥ１は、検出したセルのＣＲＳの受信電力（ＲＳＲＰ）とサービングセルのＣＲＳ
の受信電力（ＲＳＲＰ）との差分が、ＲＲＭメジャメント構成で設定された閾値以上とな
ったセルについて、該セルのセルアイデンティティと該ＲＳＲＰとを、サービングセルに
通知するようにしてもよい。ＣＲＳの受信電力に限らず、受信品質（Reference Signal R
eceived Quality：ＲＳＲＱ）であってもよい。また、ＣＲＳの測定結果の報告は、定期
的に行われてもよいし、周期的に行われてもよい。ＲＲＭメジャメント構成およびメジャ
メントリポートに、サービングセルを含ませるようにしてもよい。また、サービングセル
のＣＲＳメジャメント結果は、必ずメジャメントリポートで報告するようにしてもよい。
【０１５３】
　ステップＳＴ１５０５において、サービングセルは、ＵＥ１から通知されたメジャメン
トリポートメッセージに基づいて、報告された一つまたは複数のセルからなるＲＲＭメジ
ャメントセットを作成する。
【０１５４】
　ＵＥ１に対してＲＲＭメジャメントセットが既に存在する場合は、ステップＳＴ１５０
４のメジャメントリポートのメッセージに基づいて、該ＲＲＭメジャメントセット内のセ
ルの追加、削除または変更を行えばよい。あるいは、該ＲＲＭメジャメントセット内の各
セルに対して、閾値以上となったかどうか、そのときのセルの受信電力あるいは受信品質
を該ＲＲＭメジャメントセット内セルのセルアイデンティティに対応付けて記録および管
理しておいてもよい。
【０１５５】
　ステップＳＴ１５０６において、ＵＥ１とサービングセルとは、下り（Downlink：ＤＬ
）および上り（Uplink：ＵＬ）の少なくともいずれか一方のデータ通信を行う。
【０１５６】
　ステップＳＴ１５０７において、ＵＥ１は、ＣＲＳからＣＱＩ（Channel Quality Indi
cator）を導出して、サービングセルにフィードバックする。
【０１５７】
　ステップＳＴ１５０８において、サービングセルは、ＵＥ１から受信したＣＱＩを用い
て、ＣｏＭＰを実行するか否か、すなわちＣｏＭＰをオン（ｏｎ）にするかオフ（ｏｆｆ
）にするかを決定する。サービングセルは、例えば、ＣＱＩが所定の閾値（以下「閾値Ａ
」という）を下回った場合、ＣｏＭＰを実行すると決定し、ＣＱＩが所定の閾値（以下「
閾値Ｂ」という）を上回った場合、ＣｏＭＰの実行を止めると決定する。閾値Ａと閾値Ｂ
とに所定のオフセットを設けておき、ヒステリシスをもたせるようにするとよい。これに
よって、サービングセルは、ＵＥ１に対してＣｏＭＰを実行するか否かを判断することが
可能となる。ステップＳＴ１５０８の処理が終了すると、ステップＳＴ１５３０に移行す
る。
【０１５８】
　ステップＳＴ１５３０において、サービングセルは、ＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメ
ントセットを決定する。すなわち、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットの選
択を行う。具体的には、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセル（以下
「ＣｏＭＰメジャメントセット内セル」という場合がある）の選択を行う。ＣｏＭＰメジ
ャメントセット内セルは、ＲＲＭメジャメントセット内のセル（以下「ＲＲＭメジャメン
トセット内セル」という場合がある）から選択される。選択するための指標として、ＲＲ
Ｍメジャメントセット内のセルのセルアイデンティティ、ＣｏＭＰメジャメントセットに
含めることができるセルの数、またはセルのリファレンスシンボルの受信電力（ＲＳＲＰ
）もしくは受信品質（ＲＳＲＱ）（以下「ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ」という場合がある）など
を用いてもよい。これらは、ＣＱＩと併せて用いてもよい。
【０１５９】
　また、他の選択するための指標として、例えば、各セルの負荷（ロード）などを用いて
もよい。各セル内のロードが高い場合は、ＣｏＭＰメジャメントセットに選択せず、ロー
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ドが低い場合は、ＣｏＭＰメジャメントセットに選択する。前記指標に、各セルの負荷（
ロード）を併せて用いることによって、各セルのロード状況に応じて、ＣｏＭＰを実行す
ることを可能とするかどうかを決めることができ、移動体通信システムとしてのスループ
ットの向上を図ることができる。
【０１６０】
　しかし、ＲＲＭメジャメントセットは、ＣｏＭＰコオペレーティングセットに属さない
セルも含む場合がある。この場合、ＣｏＭＰコオペレーティングセットに属さないセルを
ＣｏＭＰメジャメントセットに選択しても、ＣｏＭＰを行うことができない。したがって
、ＣｏＭＰコオペレーティングセットに属さないセルをＣｏＭＰメジャメントセットに選
択するのは無駄であり、誤動作を引き起こしかねない。
【０１６１】
　そこで本実施の形態では、ＣｏＭＰメジャメントセットに選択するセルを、ＲＲＭメジ
ャメントセットのうち、ＣｏＭＰコオペレーティングセットに属するセルに限定する。こ
れによって、ＣｏＭＰ可能なセルのみＣｏＭＰメジャメントセットに含めることが可能と
なる。
【０１６２】
　ステップＳＴ１５３０において、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルがサービングセル
一つのみになった場合、サービングセルは、ＣｏＭＰの実行を止めると判断してもよい。
その場合、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除（リリース）を決定し、
ＵＥ１に通知してもよいし、ステップＳＴ１５２７の処理に移行してもよい。後に開示す
るように、サービングセルがＣｏＭＰメジャメントセットに含まれないような場合、Ｃｏ
ＭＰメジャメントセット内セルが一つのみになったときは、ＣｏＭＰの実行を止めないと
判断してもよい。サービングセルとＣｏＭＰメジャメントセット内のセルとで、ＣｏＭＰ
を実行してもよい。ステップＳＴ１５３０の処理が終了すると、ステップＳＴ１５０９に
移行する。
【０１６３】
　ステップＳＴ１５０９において、サービングセルは、ＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメ
ント構成（CoMP measurement configuration）を設定する。ＣｏＭＰメジャメント構成と
しては、例えば、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルのセルアイデンティティ、ＣｏＭＰ
メジャメントセット内セルのＣＳＩ－ＲＳの構成（CSI-RS configuration）、またはＣｏ
ＭＰメジャメントセット内セルのＵＥ１に対する復調用参照信号（Demodulation Referen
ce Signal：ＤＭ－ＲＳ）の構成などが設定される。ＣＳＩ－ＲＳの構成として、セル毎
にＣＳＩ－ＲＳが送信される周期が設定される。
【０１６４】
　ステップＳＴ１５１０において、サービングセルは、ＵＥ１に、ＣｏＭＰメジャメント
構成を通知する。ＣｏＭＰメジャメント構成の通知には、個別シグナリングが用いられる
。個別シグナリングとしては、ＲＲＣシグナリングが用いられる。
【０１６５】
　ステップＳＴ１５１０においてＣｏＭＰメジャメント構成を受信したＵＥ１は、ステッ
プＳＴ１５１１において、ＣｏＭＰメジャメント構成内で設定されているＣｏＭＰメジャ
メントセット内セルのＣＳＩ－ＲＳ構成およびＤＭ－ＲＳ構成の少なくともいずれか一方
を設定する。
【０１６６】
　ステップＳＴ１５１３において、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットから
ＣＳＩ－ＲＳを送信する。
【０１６７】
　ステップＳＴ１５１２において、ＵＥ１は、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルのＣＳ
Ｉ－ＲＳを測定する。例えば、ＵＥ１は、ＣＳＩ－ＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱを測定する
。本実施の形態では、ＵＥ１は、ステップＳＴ１５１４において、ＣＳＩ－ＲＳの測定値
からＣＳＩを導出する。ステップＳＴ１５１４のＣＳＩの導出処理は、行わなくてもよい
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。
【０１６８】
　ＣＳＩ－ＲＳの測定は、セル毎またはポイント毎に行ってもよい。これらのＣＳＩ－Ｒ
Ｓの測定方法は、予め規格で決められてもよいし、ＣｏＭＰメジャメント構成に含めてサ
ービングセルからＵＥ１に通知するようにしてもよい。ＣｏＭＰメジャメント構成に含め
て通知することによって、動的あるいは準静的に測定方法を変更することが可能となる。
したがって、ＣｏＭＰに適したＣｏＭＰトランスミッションポイントの選択を行うことが
できる。
【０１６９】
　ＣｏＭＰメジャメントセットのＣＳＩ－ＲＳの測定は、ＵＥ１がＣｏＭＰメジャメント
構成を受信した後、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除（リリース）を受信するまで行われ
るようにするとよい。ＣＳＩ－ＲＳの測定は、定期的に行われてもよいし、周期的に行わ
れてもよい。
【０１７０】
　ステップＳＴ１５１５において、ＵＥ１は、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルのＣＳ
Ｉ－ＲＳの測定結果（CSI-RS measurement report）、例えばＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定
結果をサービングセルに報告する。本実施の形態のようにステップＳＴ１５１４でＣＳＩ
を導出した場合は、ステップＳＴ１５１５において、ＵＥ１は、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果
とともに、ＣＳＩの導出結果（CSI feedback）をサービングセルに報告する。ＣＳＩ－Ｒ
Ｓの測定結果の報告は、定期的に行われてもよいし、周期的に行われてもよいし、所定の
条件を満たした場合に行われるようにしてもよい。ＣｏＭＰメジャメント構成およびＣＳ
Ｉ－ＲＳメジャメントリポートに、サービングセルを含ませるようにしてもよい。また、
サービングセルのＣＳＩ－ＲＳメジャメント結果は、必ずＣＳＩ－ＲＳメジャメントリポ
ートで報告するようにしてもよい。
【０１７１】
　ステップＳＴ１５１６において、サービングセルは、ＵＥ１から報告されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓの測定結果（CSI-RS measurement report）、例えばＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定結果、
およびＣＳＩの導出結果（CSI feedback）から、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを
決定する。ステップＳＴ１５１５でＣＳＩの導出結果が報告されない場合は、サービング
セルは、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果から、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを決定する
。このとき、他の指標、例えば、各セルの負荷（ロード）などを用いてもよい。各セル内
のロードが高い場合は、ＣｏＭＰトランスミッションポイントとせず、ロードが低い場合
は、ＣｏＭＰトランスミッションポイントとする。このように、各セルの負荷（ロード）
を併せて用いることによって、各セルのロード状況に応じて、ＣｏＭＰを実行することを
可能とするかどうかを決めることができ、移動体通信システムとしてのスループットの向
上を図ることができる。ステップＳＴ１５１６の処理の終了後は、ステップＳＴ１５１８
に移行する。
【０１７２】
　ステップＳＴ１５１８において、サービングセルは、ＵＥ１用の物理下り制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）に、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報を含めて、スケジュ
ーリング（CoMP scheduling）を行う。ＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報
は、ＰＤＣＣＨの下り制御情報（Downlink Control Information：ＤＣＩ）に含めるとよ
い。
【０１７３】
　ＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報としては、ＰＣＩなどのセルアイデン
ティティでもよい。しかし、ＰＣＩなどのセルアイデンティティでは、必要とするビット
数が多くなるので、ＰＤＣＣＨに含めると、ＰＤＣＣＨの容量が不足するという問題が生
じる。
【０１７４】
　このＰＤＣＣＨの容量が不足するという問題を解消するために、ＣｏＭＰメジャメント
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セット内のセルにナンバリングを行い、ナンバリングしたナンバによってＣｏＭＰトラン
スミッションポイントを示すとよい。ナンバはＣｏＭＰメジャメントセット内のセル数に
限定されるので、前記ナンバを用いることによって、情報量を低減させることが可能とな
る。前記ナンバを用いる場合、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルのセルアイデンティテ
ィと、ナンバリングしたナンバとの関係を、ステップＳＴ１５０９で設定されるＣｏＭＰ
メジャメント構成に含めておき、ステップＳＴ１５１０において、サービングセルからＵ
Ｅ１に通知しておくとよい。
【０１７５】
　ステップＳＴ１５１７において、ＵＥ１は、サービングセルからのＰＤＣＣＨを受信し
て、ＰＤＣＣＨのＤＣＩに含まれるＣｏＭＰトランスミッションポイント情報を得て、Ｃ
ｏＭＰトランスミッションポイントの受信を行う。ＣｏＭＰトランスミッションポイント
の受信には、ステップＳＴ１５１０において受信したＣｏＭＰメジャメント構成を用いる
とよい。
【０１７６】
　ステップＳＴ１５１９において、ＵＥ１とサービングセルとは、ＣｏＭＰによる送受信
を行う。また、ＵＥ１は、ＣＳＩ－ＲＳからＣＳＩを導出して、サービングセルにフィー
ドバックする。
【０１７７】
　ステップＳＴ１５２０において、サービングセルは、ＣｏＭＰトランスミッションポイ
ントを変更するか否かを判断する。具体的には、サービングセルは、ＣＳＩフィードバッ
ク情報を用いて、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを変更するか否かを判断する。
【０１７８】
　サービングセルは、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを変更すると判断した場合、
ＣｏＭＰメジャメントセットのＣＳＩ－ＲＳの測定結果および前述の他の指標を用いて、
ＣｏＭＰメジャメントセットに追加するセル、またはＣｏＭＰメジャメントセットから削
除もしくは変更するセルの選択を行う。このとき、ＣｏＭＰトランスミッションポイント
のＣＳＩフィードバック情報と、ＣｏＭＰメジャメントセットのＣＳＩ－ＲＳの測定結果
とを併せて用いてもよい。
【０１７９】
　ステップＳＴ１５２０において、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを変更すると判
断された場合は、前記セルの選択が行われた後、ステップＳＴ１５１６に戻り、ＣｏＭＰ
トランスミッションポイントを変更しないと判断された場合は、ステップＳＴ１５２１に
移行する。
【０１８０】
　前記セルの選択を行ったサービングセルは、ステップＳＴ１５１６において、ＣｏＭＰ
トランスミッションポイントの追加、削除、または変更を行い、ステップＳＴ１５１８に
移行する。ステップＳＴ１５１８において、サービングセルは、ＵＥ１用のＰＤＣＣＨの
ＤＣＩに、変更後のＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報を含めて、スケジュ
ーリング（CoMP scheduling）を行う。
【０１８１】
　ステップＳＴ１５２１において、ＵＥ１とサービングセルとは、ＣｏＭＰによる送受信
を行う。また、ＵＥ１は、ＣＳＩ－ＲＳからＣＳＩを導出して、サービングセルにフィー
ドバックする。
【０１８２】
　ステップＳＴ１５２２において、ＣＲＳメジャメントを行っているＵＥ１は、ステップ
ＳＴ１５２３において、ＣＲＳの測定結果を、メジャメントリポート（measurement repo
rt）メッセージを用いて、サービングセルに報告する。
【０１８３】
　ステップＳＴ１５２４において、メジャメントリポートメッセージを受信したサービン
グセルは、必要に応じてＲＲＭメジャメントセットの変更、具体的にはＲＲＭメジャメン
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トセット内セルの変更を行う。サービングセルは、メジャメントリポートメッセージによ
って受信したセルのアイデンティティおよびＣＲＳの測定結果情報などを用いて、ＲＲＭ
メジャメントセットの変更を行うことを決定した場合、追加、削除、または変更するセル
の選択を行い、ＲＲＭメジャメントセットの追加、削除、または変更を行う。
【０１８４】
　ステップＳＴ１５２４においてＲＲＭメジャメントセットの変更が行われた場合、ＲＲ
Ｍメジャメントセットから選択されるＣｏＭＰメジャメントセットの変更、具体的にはＣ
ｏＭＰメジャメントセット内セルの追加、削除、または変更も必要となることがある。し
たがって、サービングセルは、ステップＳＴ１５２５において、ＣｏＭＰメジャメントセ
ットの変更を行うか否かを判断する。具体的には、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメ
ントセット内セルの変更を行うか否かを判断する。
【０１８５】
　ステップＳＴ１５２５において、ＣｏＭＰメジャメントセットの変更、具体的にはＣｏ
ＭＰメジャメントセット内セルの変更を行うと判断された場合、サービングセルは、ステ
ップＳＴ１５３０に戻り、ステップＳＴ１５３０の処理を実行する。サービングセルは、
ステップＳＴ１５３０で変更したＣｏＭＰメジャメント構成を、ステップＳＴ１５１０に
おいて、ＵＥ１に通知する。
【０１８６】
　このとき、ＣｏＭＰメジャメント構成の全てを通知してもよいし、または、最近に通知
したＣｏＭＰメジャメント構成との差分を通知するようにしてもよい。ＣｏＭＰメジャメ
ント構成の全てを通知することによって、ＵＥとネットワーク側とで確実に同じＣｏＭＰ
メジャメント構成を用いることができ、誤動作を防ぐことができる。他方、最近に通知し
たＣｏＭＰメジャメント構成との差分を通知することによって、サービングセルからＵＥ
に通知するシグナリング量の削減を図ることができる。
【０１８７】
　ステップＳＴ１５２５において、ＣｏＭＰメジャメントセットの変更、具体的にはＣｏ
ＭＰメジャメントセット内セルの変更を行わないと判断された場合は、ステップＳＴ１５
２６に移行する。
【０１８８】
　ステップＳＴ１５２６において、ＵＥ１とサービングセルとは、引続きＣｏＭＰによる
送受信を行う。また、ＵＥ１は、ＣＳＩ－ＲＳからＣＳＩを導出して、サービングセルに
フィードバックする。
【０１８９】
　ステップＳＴ１５２６においてＵＥ１に対してＣｏＭＰによる送受信を行っているサー
ビングセルは、ＣｏＭＰを実行するか否かを決定する。ＣｏＭＰを実行するか否かは、Ｃ
ＳＩ－ＲＳの測定結果を用いて決定してもよい。ステップＳＴ１５０７の処理におけるＣ
ＱＩの代わりに、ＣＳＩ－ＲＳを用いて同様の処理方法で行うとよい。また、ＣＲＳの測
定結果を用いて、ＣｏＭＰを実行するか否かを決定してもよい。また、ＣＳＩ－ＲＳの測
定結果とＣＲＳの測定結果とを併せて用いてもよい。
【０１９０】
　ここで、ステップＳＴ１５２７において、サービングセルが、ＣｏＭＰを解除（リリー
ス）する、すなわちＣｏＭＰの実行を止めると決定した場合を考える。この場合、サービ
ングセルは、ステップＳＴ１５２８において、ＵＥ１に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解
除（リリース）を通知する。ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の通知には、個別シグナリ
ングが用いられる。個別シグナリングとしては、ＲＲＣシグナリングが用いられる。
【０１９１】
　ステップＳＴ１５２８において、ＵＥ１にＣｏＭＰメジャメント構成の解除（リリース
）を通知したサービングセルは、ＵＥ１に対するＣｏＭＰの実行を止める。これによって
、ＣｏＭＰメジャメントセットからのＣＳＩ－ＲＳの送信、サービングセルからのＣｏＭ
Ｐトランスミッションポイントスケジューリングの送信、およびＣｏＭＰトランスミッシ
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ョンポイントからのデータの送信が止められる。
【０１９２】
　ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を受信したＵＥ１は、ステップＳＴ１５２９において
、ＣｏＭＰメジャメントセットなどのＣｏＭＰメジャメント構成の設定を解除（リリース
）する。これによって、ＣｏＭＰメジャメントセットのメジャメントも停止する。ＵＥ１
は、サービングセルから、ＣｏＭＰトランスミッションポイントのスケジューリングが通
知されないので、ＣｏＭＰによる送受信の実行を行わなくなる。
【０１９３】
　本実施の形態では、ＣｏＭＰを実行する場合の、各セルの集合の使用方法、ＵＥとサー
ビングセルとの間の通知方法、およびその手順を開示した。以上に開示した方法を用いる
ことによって、ＣｏＭＰを実行することが可能となる。
【０１９４】
　実施の形態２．
　実施の形態１で述べたように、ＵＥは、ＣｏＭＰメジャメントセット内の各セルのＣＳ
Ｉ－ＲＳの測定を行う。したがって、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセル数が多い場合
、ＵＥの消費電力が増大する。ＣｏＭＰメジャメントセット内のセル数を少なくすること
で、ＵＥの消費電力が増大することを防ぐことはできる。しかし、ＣｏＭＰメジャメント
セット内のセル数を少なくした場合、ＣｏＭＰトランスミッションポイントの候補となる
セル数が少なくなるので、最適なＣｏＭＰトランスミッションポイントが選択されないと
いう問題が生じる。
【０１９５】
　また、ＣｏＭＰメジャメントセットの変更を迅速に高頻度で行うことによって、最適な
ＣｏＭＰトランスミッションポイントが選択されないという問題は解消するが、ＣｏＭＰ
メジャメントセット内セルの変更は、ＲＲＣシグナリングで行われるので、迅速に変更を
行うことができず、遅延が生じる。また、変更されたＣｏＭＰメジャメントセットを高頻
度でＵＥに通知しなければならないので、そのためのＲＲＣシグナリング量が増大すると
いう問題が生じる。
【０１９６】
　以上のような問題を解消するために、本実施の形態では、ＣｏＭＰメジャメントセット
内セルのサブセットを設けることを開示する。本実施の形態では、ＣｏＭＰメジャメント
セット内セルの一部あるいは全部からなるサブセットを設ける。このようなサブセットを
、ＣｏＭＰアクティブセット（CoMP active set）と称する。
【０１９７】
　図１７は、ＣｏＭＰアクティブセットと他のセットとの包含関係について説明するため
の図である。図１７に示すように、ＲＲＭメジャメントセット１４０１の一部あるいは全
部がＣｏＭＰメジャメントセット１４０２となり、ＣｏＭＰメジャメントセット１４０２
の一部あるいは全部がＣｏＭＰアクティブセット１６０１となり、ＣｏＭＰアクティブセ
ット１６０１の一部あるいは全部がＣｏＭＰトランスミッションポイント１４０３となる
ように、ＣｏＭＰアクティブセットが構成される。
【０１９８】
　ＣｏＭＰアクティブセット内のセル（以下「ＣｏＭＰアクティブセット内セル」という
場合がある）の選択方法について開示する。ＣｏＭＰアクティブセット内セルは、ＣｏＭ
Ｐメジャメントセット内セルから選択される。どのセルを選択するかの判断指標として、
以下の（１），（２）の２つを開示する。
【０１９９】
　（１）ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定結果を判断指標として用いる。
  （２）ＵＥから送信される上りリンクの通信品質を判断指標として用いる。
【０２００】
　前記（１）の判断指標としてのＣＳＩ－ＲＳの測定結果としては、ＣＳＩ－ＲＳのＲＳ
ＲＰまたはＲＳＲＱを用いてもよく、あるいはＣＳＩ－ＲＳの測定値から導出したＣＳＩ
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を用いてもよい。また、ＣＳＩ－ＲＳのＲＳＲＰまたはＲＳＲＱと、ＣＳＩ－ＲＳの測定
値から導出したＣＳＩとを併用してもよい。ＣＳＩ－ＲＳの測定結果をセル選択の判断指
標として用いることによって、ＣｏＭＰを行うデータをマッピングするＰＤＳＣＨ領域の
通信品質が判るので、ＣｏＭＰの実行に適したセルを選択することが可能となる。
【０２０１】
　前記（２）の判断指標としての上りリンクの通信品質としては、ＳＲＳ（Sounding Ref
erence Signal）の測定結果を用いてもよく、あるいはＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨの復
調用ＲＳの測定結果を用いてもよい。上りリンクの通信品質をセル選択の判断指標として
用いることによって、ＵＥがＣＳＩ測定および報告を行わなくて済む。したがって、ＵＥ
の消費電力の低減を図ることができる。また、時分割複信（Time Division Duplex：ＴＤ
Ｄ）においては、下りリンクは上りリンクと同じ周波数帯域を用いるので、下りのリンク
のＣｏＭＰにおいても、ＣｏＭＰの実行に適したセルを選択することが可能となる。
【０２０２】
　前記（１）および（２）の判断指標をそれぞれ単独で用いるのではなく、前記（１）お
よび（２）の両者を併用してもよい。両者を用いてＣｏＭＰアクティブセットのセルが選
択されるようにしてもよい。また、これらの判断指標と、ＵＥによるＣＲＳの測定結果と
を併用してもよい。
【０２０３】
　ＣｏＭＰアクティブセットをＵＥへ通知する方法について開示する。サービングセルは
、ＣｏＭＰアクティブセット内のセルをＵＥに通知する。ＣｏＭＰアクティブセットの通
知は、必要に応じて行うようにしてもよい。例えば、ＣｏＭＰアクティブセットが構成さ
れない場合は、ＣｏＭＰアクティブセットの通知を行わないようにしてもよい。この場合
、ＵＥは、ＣｏＭＰアクティブセットが通知されないとき、ＣｏＭＰアクティブセットが
構成されないと判断するようにすればよい。
【０２０４】
　ＣｏＭＰアクティブセットの通知は、ＭＡＣシグナリングで行われるとよい。ＭＡＣシ
グナリングを用いることによって、ＲＲＣシグナリングを用いる場合よりも低遅延でＣｏ
ＭＰアクティブセットを通知することができる。また、ＲＲＣシグナリングが不要となる
ので、ＣｏＭＰアクティブセットの通知を行うことで、ＲＲＣシグナリング量が増大する
ことは無い。
【０２０５】
　ＣｏＭＰアクティブセット内のセルを示す情報としては、ＰＣＩなどのセルアイデンテ
ィティでもよい。しかし、ＰＣＩなどのセルアイデンティティでは、必要とするビット数
が多くなるので、ＭＡＣシグナリングに含めると、ＭＡＣにおけるオーバヘッドが増大す
るという問題が生じる。
【０２０６】
　この問題を解消するために、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルにナンバリングを行い
、ナンバリングしたナンバによってＣｏＭＰアクティブセット内セルを示すとよい。ナン
バは、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセル数に限定されるので、前記ナンバを用いるこ
とによって、情報量を低減させることが可能となる。前記ナンバは、実施の形態１で開示
したＣｏＭＰトランスミッションポイントのために設けたＣｏＭＰメジャメントセット内
セルのナンバと同一としてもよい。
【０２０７】
　前記ナンバを用いる場合、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルのセルアイデンティティ
と、ナンバリングしたナンバとの関係を、ステップＳＴ１５０９で設定されるＣｏＭＰメ
ジャメント構成に含めておき、ステップＳＴ１５１０において、サービングセルからＵＥ
１に通知しておくとよい。
【０２０８】
　ＣｏＭＰアクティブセットの通知をＭＡＣシグナリングで行う場合、例えば、ＣｏＭＰ
アクティブセット情報を、ＭＡＣ　ＣＥ（MAC control element）に含めて通知するよう
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にすればよい。ＣｏＭＰメジャメントセット内の各セルについて、ＣｏＭＰアクティブセ
ットに含めるか否かを１ビットで示したビットマップとしてもよい。ＣｏＭＰメジャメン
トセット内の各セルのナンバの昇順あるいは降順に、ビットマップとしてもよい。これに
よって、情報量が、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセル数のビット数で済む。
【０２０９】
　ＣｏＭＰメジャメントセットに含める場合をアクティベート（activate：act）とし、
ＣｏＭＰメジャメントセットに含めない場合をデアクティベート（deactivate：deact）
としてもよい。すなわち、ＣｏＭＰメジャメントセットのうち、アクティベート（activa
te）するセルの集合をＣｏＭＰアクティブセットとするとよい。
【０２１０】
　ＣｏＭＰアクティブセットを通知された場合のＵＥの動作について開示する。ＵＥは、
ＭＡＣシグナリングによって通知されたＣｏＭＰアクティブセット内のセルのＣＳＩ－Ｒ
Ｓを測定し、サービングセルに測定結果を報告する。
【０２１１】
　ＣｏＭＰアクティブセットが設定された場合、ＵＥは、ＣｏＭＰアクティブセット外の
セルのＣＳＩ－ＲＳを測定および報告しないようにしてもよい。これによって、ＵＥは、
ＣｏＭＰメジャメントセット内の全てのセルのＣＳＩ－ＲＳを測定する必要が無くなるの
で、低消費電力化を図ることができる。この場合、ＣｏＭＰアクティブセットに含めるセ
ルの選択の判断指標として、ＵＥによるＣＲＳの測定および報告結果、あるいは、ＵＥか
らの上りリンクの通信品質を用いるようにすればよい。
【０２１２】
　また、他の方法として、ＣｏＭＰアクティブセットが設定された場合、ＵＥは、ＣｏＭ
Ｐアクティブセット内のセルとＣｏＭＰアクティブセット外のセルとで、ＣＳＩ－ＲＳの
測定周期および報告周期の少なくともいずれか一方を異ならせるとよい。具体的には、Ｃ
ｏＭＰアクティブセット外のセルのＣＳＩ－ＲＳの測定周期および報告周期を、ＣｏＭＰ
アクティブセット内のセルのＣＳＩ－ＲＳの測定周期および報告周期よりも長くするとよ
い。
【０２１３】
　これによって、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを選択するときには、短い周期の
ＣＳＩ－ＲＳの測定結果を用いることが可能となり、ＣｏＭＰに適したＣｏＭＰトランス
ミッションポイントの選択が可能となる。他方、ＣｏＭＰアクティブセットを選択すると
きには、長い周期のＣＳＩ－ＲＳの測定結果を用いることによって、ＵＥの消費電力を低
減することが可能となる。したがって、ＣｏＭＰに適したＣｏＭＰトランスミッションポ
イントの選択を可能としつつ、ＵＥの消費電力を低減することが可能となる。
【０２１４】
　ＣｏＭＰアクティブセットが設定された場合に、ＵＥがＣｏＭＰアクティブセット外の
セルのＣＳＩ－ＲＳを測定および報告しないようにする設定、あるいは、ＵＥがＣｏＭＰ
アクティブセット内のセルとＣｏＭＰアクティブセット外のセルとで、ＣＳＩ－ＲＳの測
定周期および報告周期の少なくともいずれか一方を異ならせる設定は、サービングセルか
らＵＥに個別シグナリングで通知するとよい。個別シグナリングとして、ＲＲＣシグナリ
ングを用いるとよい。例えば、ＣｏＭＰメジャメント構成をＵＥに通知するときに、併せ
て通知するようにしてもよい。また、動的あるいは準静的に設定するようにしてもよい。
【０２１５】
　また、前述の設定を予め静的に規格で決めておいてもよい。これによって、ＵＥは、Ｍ
ＡＣシグナリングでＣｏＭＰアクティブセットを通知された場合に、ＣｏＭＰアクティブ
セット外のセルのＣＳＩ－ＲＳの測定をどのようにするかの判断をすることが可能となる
。
【０２１６】
　ＣｏＭＰアクティブセットが設定された場合、ＣｏＭＰアクティブセット外のセルから
ＣＳＩ－ＲＳを送信しないようにしてもよい。これによって、該セルから不要な送信を行



(34) JP 2019-115082 A 2019.7.11

10

20

30

40

50

わなくて済む。
【０２１７】
　また、ＣｏＭＰアクティブセットが設定された場合、ＣｏＭＰ対象のＵＥに対して、Ｃ
ｏＭＰアクティブセット外のセルからはＣｏＭＰが実行されないようにしてもよい。
【０２１８】
　ＣｏＭＰメジャメントセットにおいては、ＣｏＭＰ対象のＵＥに対してＣｏＭＰの実行
を可能とするので、該ＵＥのデータ、それに関する情報およびスケジューリング情報を、
ＣｏＭＰメジャメントセット内のセル間で送受信する必要がある。したがって、ＣｏＭＰ
メジャメントセット内のセル数が多いと、ネットワーク側における制御負荷およびシグナ
リング負荷が増大する。
【０２１９】
　前述のようにＣｏＭＰアクティブセット外のセルからはＣｏＭＰが実行されないように
することによって、このようなネットワーク側における制御負荷およびシグナリング負荷
の増大を抑制することが可能となる。
【０２２０】
　この場合、ＣｏＭＰアクティブセット外のセルからＣＳＩ－ＲＳを送信するようにして
もよいし、ＵＥはＣｏＭＰアクティブセット外のセルからのＣＳＩ－ＲＳを測定するよう
にしてもよい。たとえこのようにしても、ＣｏＭＰアクティブセット外のセルからはＣｏ
ＭＰが実行されないようにすることによって、ＣｏＭＰ対象のＵＥのデータ、それに関す
る情報およびスケジューリング情報を、ネットワーク側においてやりとりする必要が無く
なる。したがって、ネットワーク側における制御負荷およびシグナリング負荷の増大を抑
制することが可能となる。
【０２２１】
　ＣｏＭＰアクティブセット内のセルから、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを選択
する方法を開示する。サービングセルは、ＵＥから報告されたＣＳＩ－ＲＳの測定結果を
用いて、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを選択する。ＣｏＭＰアクティブセットが
設定されなかった場合は、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルから、ＣｏＭＰトランス
ミッションポイントが選択される。ＣｏＭＰアクティブセットが設定されなかった場合、
サービングセルは、ＵＥから報告されたＣｏＭＰメジャメントセット内のセルのＣＳＩ－
ＲＳの測定結果を用いて、ＣｏＭＰトランスミッションポイントを選択するとよい。
【０２２２】
　ＣｏＭＰアクティブセットを設けた場合のＣｏＭＰを実行するときのシーケンス例を開
示する。ＣｏＭＰアクティブセットの決定は、ＣｏＭＰメジャメントセットの決定と、Ｃ
ｏＭＰトランスミッションポイントの決定との間に行われる。図１８は、実施の形態２に
おける移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図である。図１８に示すシーケンス
は、図１５および図１６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。図１８では、ＣｏＭＰアクテ
ィブセットを設けた場合のＣｏＭＰを実行するシーケンスを示している。
【０２２３】
　ＵＥ１およびサービングセルは、第１の処理として、図１５および図１６に示すステッ
プＳＴ１５０１～ステップＳＴ１５１４の処理およびステップＳＴ１５３０の処理を行う
。
【０２２４】
　ステップＳＴ１５１５において、ＵＥ１は、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果をサービングセル
に報告する。ＵＥ１からのＣＳＩ－ＲＳの測定結果の報告を受信したサービングセルは、
ステップＳＴ１７０１において、ＣｏＭＰアクティブセットを設定することを決定する。
具体的には、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルのうち、アクティブ（active）とする
セルを決定する。アクティブとするセルの決定の判断には、ＵＥから報告されたＣＳＩ－
ＲＳの測定結果を用いる。
【０２２５】
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　ステップＳＴ１７０２において、サービングセルは、ＵＥ１に、ＣｏＭＰアクティブセ
ットを通知する。ＣｏＭＰアクティブセットの通知には、ＭＡＣシグナリングを用いる。
【０２２６】
　ＣｏＭＰアクティブセットを受信したＵＥ１は、ステップＳＴ１７０３において、Ｃｏ
ＭＰアクティブセット内のセルのＣＳＩ－ＲＳの測定を行う。例えば、ＣＳＩ－ＲＳのＲ
ＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定を行う。
【０２２７】
　ステップＳＴ１７０３におけるＣＳＩ－ＲＳの測定は、セル毎またはポイント毎に行っ
てもよい。ＣＳＩ－ＲＳの測定方法は、予め規格で決められてもよいし、ＣｏＭＰメジャ
メント構成に含めて、サービングセルからＵＥに通知するようにしてもよい。ＣｏＭＰメ
ジャメント構成に含めて通知することによって、動的あるいは準静的に測定方法を変更す
ることが可能となる。これによって、ＣｏＭＰに適したＣｏＭＰトランスミッションポイ
ントの選択を行うことができる。
【０２２８】
　ＣｏＭＰアクティブセットのＣＳＩ－ＲＳの測定は、ＵＥ１がＣｏＭＰアクティブセッ
トの構成を受信した後、ＣｏＭＰアクティブセットの構成の解除（リリース）を受信する
まで行われるようにするとよい。あるいは、ＣｏＭＰアクティブセット内セルが全てデア
クティブ（deactive）状態になるまで行われるようにするとよい。ＣＳＩ－ＲＳの測定は
、定期的に行われてもよいし、周期的に行われてもよい。
【０２２９】
　ステップＳＴ１７０４において、ＵＥ１は、ＣＳＩ－ＲＳの測定値からＣＳＩを導出す
る。ステップＳＴ１７０４のＣＳＩの導出処理は、行われなくてもよい。
【０２３０】
　ステップＳＴ１７０５において、ＵＥ１は、ＣｏＭＰアクティブセット内セルのＣＳＩ
－ＲＳの測定結果（CSI-RS measurement report）、例えばＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定結
果、およびＣＳＩの導出結果（CSI feedback）をサービングセルに報告する。前述のステ
ップＳＴ１７０４のＣＳＩの導出処理が行われない場合は、ＣＳＩの導出結果の報告は行
われない。ＣＳＩ－ＲＳの測定結果の報告は、定期的に行われてもよいし、周期的に行わ
れてもよいし、所定の条件を満たした場合に行われるようにしてもよい。ＣｏＭＰアクテ
ィブセットおよびＣＳＩ－ＲＳメジャメントリポートにサービングセルを含ませるように
してもよい。また、サービングセルのＣＳＩ－ＲＳメジャメント結果は、必ずＣＳＩ－Ｒ
Ｓメジャメントリポートで報告するようにしてもよい。
【０２３１】
　ステップＳＴ１５１６において、サービングセルは、報告されたＣＳＩ－ＲＳの測定結
果、例えばＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定結果と、ＣＳＩの導出結果とから、ＣｏＭＰトラン
スミッションポイントを決定する。あるいは、セルの負荷（ロード）などの指標を併せて
用いてもよい。前述のステップＳＴ１７０５のＣＳＩの導出結果の報告が行われない場合
は、サービングセルは、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果から、ＣｏＭＰトランスミッションポイ
ントを決定する。
【０２３２】
　ステップＳＴ１７０５の処理が終了したＵＥ１、およびステップＳＴ１５１６の処理が
終了したサービングセルは、第２の処理として、図１５および図１６に示すステップＳＴ
１５１７～ステップＳＴ１５２９の処理を行う。
【０２３３】
　本実施の形態で開示した方法によって、ＵＥは、少なくともＣｏＭＰアクティブセット
内セルのＣＳＩ－ＲＳの測定を行えばよくなるので、低消費電力化を図ることが可能とな
る。
【０２３４】
　また、ＭＡＣシグナリングでＵＥに通知することによって、低遅延でＣｏＭＰアクティ
ブセットを設定することができる。これによって、ＲＲＣシグナリング量の増大を抑える
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ことができ、ＣｏＭＰに適したＣｏＭＰトランスミッションポイントの選択を行うことが
可能となる。
【０２３５】
　したがって、ＵＥの移動および電波環境の早い変動に適したＣｏＭＰの実行が可能とな
る。これによって、高いデータレートのカバレッジの拡大、セルエッジでのスループット
の向上、および通信システムにおけるスループットの増大を図ることが可能となる。
【０２３６】
　実施の形態３．
　３ＧＰＰ　Ｒ１－１１３２９５（以下「参考文献１」という）には、リリース８，９，
１０では、ＲＲＭメジャメントセットが一つのＵＥからのＣＲＳの測定結果に基づいて管
理されることが開示されている。
【０２３７】
　また、付加的なＲＲＭメジャメントのメカニズムが、ＣｏＭＰメジャメントセットを選
択するために必要とされることが開示されている。
【０２３８】
　また、付加的なＲＲＭメジャメントのメカニズムとして、ＣＲＳによるＲＳＲＰ／ＲＳ
ＲＱの測定、すなわち通常のＲＲＭメジャメントとＣＳＩ－ＲＳとによるＣＱＩの併用、
ＳＲＳの使用、および、ＣＳＩ－ＲＳによるＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定の使用が開示され
ている。
【０２３９】
　３ＧＰＰ　Ｒ１－１１３０６４（以下「参考文献２」という）には、ＣｏＭＰトランス
ミッションポイントを選択する方法として、ＵＥによるＣｏＭＰメジャメントセット内の
各セルのＣＳＩ－ＲＳの測定結果に基づいてネットワーク側が判断することが開示されて
いる。
【０２４０】
　以上のようにＣｏＭＰでは、ＣｏＭＰメジャメントセットおよびＣｏＭＰトランスミッ
ションポイントを選択する方法として、ＵＥによるＣＲＳあるいはＣＳＩ－ＲＳの測定結
果を使用することが検討されている。
【０２４１】
　しかし、ＵＥによるＣＲＳあるいはＣＳＩ－ＲＳの測定結果を使用した場合、場所によ
っては、たとえ、複数のアンテナポートによるＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Outp
ut）技術を用いてＣｏＭＰを実行したとしても、良好な受信品質を得られないことがある
という問題がある。これは、複雑な電波環境による、他の多数のセルからの干渉、各パス
の遅延、位相および電力、あるいはそれらパス間の相互関係、ならびにマルチパスなどの
影響を正確に評価できないために、ＣｏＭＰに適したセルを選択できないからである。
【０２４２】
　前述のＣｏＭＰに適したセルを選択できないという問題を解消するために、本実施の形
態では、ＣｏＭＰセットにおいて、セット内のセル（以下「セット内セル」という場合が
ある）の選択に、ＵＥの位置に関する情報である位置情報を用いる。
【０２４３】
　ＣｏＭＰメジャメントセットにおけるセット内のセルの選択に、ＵＥの位置情報を用い
る場合を示す。ＣｏＭＰメジャメントセット、具体的にはＣｏＭＰメジャメントセット内
セルの選択を行うエンティティあるいは装置が、ＣｏＭＰを行わせるＵＥの位置情報を取
得する。
【０２４４】
　取得した位置情報を用いてＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行う。例えば、図１５
および図１６に示すシーケンスにおいて、サービングセルは、ステップＳＴ１５３０の処
理を実行する前に、ＵＥ１の位置情報を取得する。サービングセルは、ステップＳＴ１５
３０において、取得した位置情報を用いて、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行う。
ＵＥの位置情報を取得することによって、セルとＵＥとの位置関係を認識できるようにな
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る。したがって、電波環境のように変動するような指標ではなく、位置関係という地理的
に決定される指標を用いて、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うことができる。こ
れによって、よりＣｏＭＰに適したＣｏＭＰメジャメントセットを選択することができる
。
【０２４５】
　また、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択に、ＵＥの位置情報だけでなく、ＵＥから報
告されたＣＲＳの測定結果を併せて用いてもよい。あるいは、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果を
併せて用いてもよい。あるいは、セルの負荷（ロード）などの指標を併せて用いてもよい
。このように変動性の指標と地理的な指標とを組合せることによって、ダイナミックな時
間変化への対応も可能となり、さらにＣｏＭＰに適したＣｏＭＰメジャメントセットを選
択することができる。
【０２４６】
　移動体通信システムには、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２７１　Ｖ１０．２．０（以下「参考
文献３」という）に開示されるように、ＬＣＳ（Location Service）と称される機能が搭
載されている。ＬＣＳは、位置情報を用いた商用サービス、無線通信システムの管理、緊
急時の位置確認、および犯罪捜査などの法的事由に基づく移動端末装置の位置確認などを
目的として、移動端末装置の位置を推定するための機能である。
【０２４７】
　また、移動端末装置の位置推定方法として、例えば３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３０５　Ｖ１
０．３．０（以下「参考文献４」という）に開示されているＬＰＰ（LTE Positioning Pr
otocol）がある。
【０２４８】
　ＣｏＭＰメジャメントセットを選択するエンティティがＵＥの位置情報を取得する方法
として、参考文献３および参考文献４に開示された方法を用いるとよい。しかし、これら
の方法では、ＬＰＰを含むＬＣＳを管理するエンティティであるＥ－ＳＭＬＣ（Evolved 
Serving Mobile Location Centre）がＵＥの位置情報を管理する。したがって、ＵＥの位
置情報は、Ｅ－ＳＭＬＣに通知されるので、通常、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を
行うエンティティがＵＥの位置情報を取得することはできない。
【０２４９】
　本実施の形態では、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティがＵＥの位
置情報を取得する方法を開示する。
【０２５０】
　ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティが、ＵＥが自ＵＥの位置情報を
Ｅ－ＳＭＬＣに通知するメッセージを受信して、ＵＥの位置に関する情報のみを取出す。
【０２５１】
　図１９は、実施の形態３における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。図１９では、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティが、ＵＥの位置
情報を取得するシーケンスを示している。本シーケンスでは、ＣｏＭＰメジャメントセッ
トの選択を行うエンティティを、サービングセルとしている。
【０２５２】
　ステップＳＴ１８０１において、Ｅ－ＳＭＬＣは、位置情報要求（request location i
nformation）メッセージをＭＭＥに通知する。
【０２５３】
　ステップＳＴ１８０２において、ＭＭＥは、ＮＡＳメッセージとして、受信した位置情
報要求メッセージをサービングセルに通知する。
【０２５４】
　ステップＳＴ１８０３において、サービングセルは、受信した位置情報要求メッセージ
をＵＥに転送する。
【０２５５】
　ステップＳＴ１８０４において、ＵＥは、自ＵＥの位置情報を、位置情報提供（provid
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e location information）メッセージに含めて、サービングセルに通知する。ＵＥの位置
情報は、例えば全地球測位システム（Global Positioning System：ＧＰＳ）を用いて取
得するとよい。
【０２５６】
　位置情報提供メッセージを受信したサービングセルは、位置情報提供メッセージのうち
、ＵＥの位置に関する情報のみを取出す。サービングセルは、このようにして取得したＵ
Ｅの位置情報を記憶しておくとよい。
【０２５７】
　ステップＳＴ１８０５において、サービングセルは、受信した位置情報提供メッセージ
を、ＭＭＥに通知する。
【０２５８】
　ステップＳＴ１８０６において、ＭＭＥは、受信した位置情報提供メッセージを、Ｅ－
ＳＭＬＣに通知する。
【０２５９】
　位置情報要求メッセージは、ＭＭＥおよびサービングセルを介して、ＵＥに通知される
。位置情報提供メッセージは、サービングセルおよびＭＭＥを介して、Ｅ－ＳＭＬＣに通
知される。ＭＭＥとサービングセルとの間、およびサービングセルとＵＥとの間では、Ｎ
ＡＳメッセージが用いられる。
【０２６０】
　サービングセルは、ステップＳＴ１８０４でＵＥから受信したＮＡＳメッセージのうち
、ＵＥの位置に関する情報のみを取出すために、ＮＡＳメッセージのメッセージタイプ情
報を受信する。サービングセルは、ＮＡＳメッセージのメッセージタイプ情報が、ＬＰＰ
あるいはＬＣＳに関連する情報であることを示している場合、ＮＡＳメッセージを受信し
て、ＵＥの位置に関する情報を取出すとよい。これによって、ＵＥから通知される全ての
ＮＡＳメッセージを受信して取出す必要が無くなり、サービングセルでの低消費電力化お
よび低遅延化を図ることができる。ＮＡＳメッセージのメッセージタイプ情報としては、
「Generic message container type」の情報を用いてもよい。
【０２６１】
　ステップＳＴ１８０４～ステップＳＴ１８０６におけるＵＥからＥ－ＳＭＬＣへの位置
情報の提供は、ステップＳＴ１８０７～ステップＳＴ１８０９に示すように、定期的にあ
るいは周期的に行われてもよい。
【０２６２】
　この場合、サービングセルは、逐次、ＵＥからの位置提供メッセージから、ＵＥの位置
に関する情報を受信し、デコードして得たＵＥの位置情報をアップデートする。これによ
って、サービングセルは、常に最新のＵＥの位置情報を取得することが可能となる。した
がって、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うときに、常に最新
のＵＥの位置情報を用いることが可能となる。
【０２６３】
　ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティがＵＥの位置情報を取得する他
の方法を開示する。
【０２６４】
　ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティが、ＬＣＳのクライアント機能
を有するようにする。例えば、サービングセルのＲＲＣが、ＬＣＳのクライアント機能を
有するようにすればよい。
【０２６５】
　これによって、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティが、必要に応じ
て、所望のＵＥの位置情報をＥ－ＳＭＬＣから取得することが可能となる。
【０２６６】
　図２０は、実施の形態３における移動体通信システムのシーケンスの他の例を示す図で
ある。図２０では、ＬＣＳのクライアント機能を有するＣｏＭＰメジャメントセットの選
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択を行うエンティティが、ＵＥの位置情報を取得するシーケンスを示している。本シーケ
ンスでは、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティを、サービングセルが
有するとしている。
【０２６７】
　ステップＳＴ１９０１において、ＬＣＳのクライアント機能を有するサービングセルは
、所望のＵＥの位置情報要求メッセージを、ＭＭＥを介してＥ－ＳＭＬＣに通知する。サ
ービングセルからＭＭＥへの通知には、Ｓ１メッセージを用いるとよい。サービングセル
は、ＬＣＳのクライアント機能を有するので、Ｅ－ＳＭＬＣに対して所望のＵＥの位置情
報を要求することが可能となる。
【０２６８】
　ステップＳＴ１９０２において、Ｅ－ＳＭＬＣは、受信した位置情報要求メッセージを
ＵＥに通知する。この通知方法は、図１９に示した方法を用いればよい。
【０２６９】
　ステップＳＴ１９０３において、ＵＥは、自ＵＥの位置情報を、位置情報提供メッセー
ジに含めて、サービングセルおよびＭＭＥを介して、Ｅ－ＳＭＬＣに通知する。ＵＥから
ＭＭＥへの通知には、ＮＡＳメッセージを用いるとよい。
【０２７０】
　ステップＳＴ１９０４において、Ｅ－ＳＭＬＣは、受信した所望のＵＥからの位置情報
提供メッセージを、位置情報要求元のサービングセルに通知する。これによって、サービ
ングセルは、所望のＵＥの位置情報を取得することが可能となる。
【０２７１】
　ステップＳＴ１９０３におけるＵＥからＥ－ＳＭＬＣへの位置情報の提供、およびステ
ップＳＴ１９０４におけるＥ－ＳＭＬＣからサービングセルへの位置情報の提供は、ステ
ップＳＴ１９０５およびステップＳＴ１９０６に示すように、定期的にあるいは周期的に
行われてもよい。
【０２７２】
　この場合、サービングセルは、逐次、ＵＥからの位置提供メッセージから、ＵＥの位置
に関する情報を受信して、得られたＵＥの位置情報をアップデートするとよい。これによ
って、サービングセルは、常に最新のＵＥの位置情報を取得することが可能となる。した
がって、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うときに、常に最新
のＵＥの位置情報を用いることが可能となる。
【０２７３】
　ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティがＵＥの位置情報を取得する、
さらに他の方法を開示する。
【０２７４】
　ＭＭＥが、ＬＣＳのクライアント機能を有するようにし、ＣｏＭＰメジャメントセット
の選択を行うエンティティが、ＭＭＥにＵＥの位置に関する情報を要求するようにする。
これによって、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティが、必要に応じて
、所望のＵＥの位置情報をＥ－ＳＭＬＣから取得することが可能となる。
【０２７５】
　図２１は、実施の形態３における移動体通信システムのシーケンスのさらに他の例を示
す図である。図２１では、ＭＭＥがＬＣＳのクライアント機能を有し、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットの選択を行うエンティティが、ＭＭＥにＵＥの位置に関する情報を要求してＵ
Ｅの位置情報を取得するシーケンスを示している。本シーケンスでは、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットの選択を行うエンティティを、サービングセルとしている。
【０２７６】
　ステップＳＴ２００１において、サービングセルは、所望のＵＥの位置情報提供を要求
するメッセージを、ＭＭＥに通知する。すなわち、所望のＵＥの位置情報の提供を必要と
するサービングセルは、所望のＵＥの位置情報提供を、ＭＭＥに要求する。サービングセ
ルからＭＭＥへの通知には、Ｓ１メッセージを用いるとよい。所望のＵＥの位置情報提供



(40) JP 2019-115082 A 2019.7.11

10

20

30

40

50

を要求するメッセージを、Ｓ１メッセージとして新たに設けてもよい。
【０２７７】
　ステップＳＴ２００２において、ＭＭＥは、位置情報要求メッセージをＥ－ＳＭＬＣに
通知する。ＭＭＥは、ＬＣＳのクライアント機能を有するので、Ｅ－ＳＭＬＣに対して所
望のＵＥの位置情報を要求することが可能となる。ＭＭＥは、任意のセルからの所望のＵ
Ｅの位置情報提供を要求するメッセージを受信することによって、Ｅ－ＳＭＬＣに対して
所望のＵＥの位置情報要求メッセージを起動するとよい。
【０２７８】
　ステップＳＴ２００３において、Ｅ－ＳＭＬＣは、位置情報要求メッセージをＵＥに通
知する。この通知方法は、図１９に示した方法を用いればよい。
【０２７９】
　ステップＳＴ２００４において、ＵＥは、自ＵＥの位置情報を、位置情報提供メッセー
ジに含めて、サービングセルおよびＭＭＥを介して、Ｅ－ＳＭＬＣに通知する。ＵＥから
ＭＭＥへの通知には、ＮＡＳメッセージを用いるとよい。
【０２８０】
　ステップＳＴ２００５において、Ｅ－ＳＭＬＣは、受信した所望のＵＥからの位置情報
提供メッセージを、位置情報要求元のＭＭＥに通知する。
【０２８１】
　ステップＳＴ２００６において、ＭＭＥは、受信した位置情報提供メッセージに含まれ
る所望のＵＥの位置に関する情報を、位置情報提供の要求を行ったセル、ここではサービ
ングセルに、位置情報提供の要求に対する応答（以下「位置情報応答」という場合がある
）として通知する。これによって、サービングセルは、所望のＵＥの位置情報を取得する
ことが可能となる。
【０２８２】
　ステップＳＴ２００４およびステップＳＴ２００５におけるＵＥからＭＭＥへの位置情
報の提供は、ステップＳＴ２００７およびステップＳＴ２００８に示すように、定期的に
あるいは周期的に行われてもよい。
【０２８３】
　また、ステップＳＴ２００５の処理を契機に、ステップＳＴ２００６におけるＭＭＥか
らサービングセルへの位置情報応答が、ステップＳＴ２００９に示すように、定期的にあ
るいは周期的に行われてもよい。
【０２８４】
　この場合、サービングセルは、逐次ＵＥからの位置提供メッセージから、ＵＥの位置に
関する情報を受信し、デコードして得たＵＥの位置情報をアップデートするとよい。これ
によって、サービングセルは、常に最新のＵＥの位置情報を取得することが可能となる。
したがって、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うときに、常に
最新のＵＥの位置情報を用いることが可能となる。
【０２８５】
　ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティが取得したＵＥの位置情報を用
いて、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行う方法として、以下の（１）～（４）の４
つを開示する。
【０２８６】
　（１）少なくとも、最新のＵＥの位置から最も近いセルを選択する。
  （２）最新のＵＥの位置との距離が最も近いセルから上位ｋ個のセルを選択する。ｋは
、自然数であり、予め決められていてもよい。
  （３）最新のＵＥの位置との距離が所定の閾値よりも小さいセルを選択する。所定の閾
値は、予め決められていてもよい。
  （４）前記（１）～（３）の組合せ。
【０２８７】
　前記（１）～（４）の方法では、最新のＵＥの位置情報に基づいて最新の位置を導出し
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ているが、過去および最新のＵＥの位置情報から現時点の位置を導出してもよい。このよ
うにして導出した結果をＵＥの位置とすればよい。
【０２８８】
　前述の方法においてセルの位置情報を用いるとよい。ＣｏＭＰメジャメントセットの選
択を行うエンティティが、予め周辺セルの位置情報を取得しておくとよい。周辺セルとし
て、周辺のＣｏＭＰ可能なセル、あるいはＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセルな
どである。あるいは、ＣｏＭＰ可能なセルに限らなくてもよい。各セルは、例えばＧＰＳ
などによって認識した自セルの位置を、ＯＡＭ（Operation Administration and Mainten
ance）に通知しておく。ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティは、ＯＡ
Ｍから周辺セルの位置情報を取得する。したがって、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択
を行うエンティティが、ＯＡＭに周辺セルの位置情報を要求するメッセージを通知するよ
うにしてもよい。また、Ｅ－ＳＭＬＣがセルの位置情報を管理しているような場合は、Ｃ
ｏＭＰメジャメントセットの選択を行うエンティティが、Ｅ－ＳＭＬＣから周辺セルの位
置情報を取得するとよい。この方法として、本実施の形態で開示した、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットの選択を行うエンティティがＵＥの位置情報を取得する方法を適用することが
できる。これによって、ＵＥの位置情報とセルの位置情報とを用いて、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットの選択を行うことができる。
【０２８９】
　また、ＣｏＭＰメジャメントセットの選択を行うときに、ＵＥの位置情報だけでなく、
ＵＥから報告されたＣＲＳの測定結果、あるいは、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果を併せて用い
てもよい。あるいは、セルの負荷（ロード）などの指標を併せて用いてもよい。このよう
に変動性の指標と地理的な指標とを組合せることによって、ダイナミックな時間変化への
対応も可能となり、さらにＣｏＭＰに適したＣｏＭＰメジャメントセットを選択すること
ができる。
【０２９０】
　本実施の形態で開示した方法は、ＲＲＭメジャメントセット、具体的にはＲＲＭメジャ
メントセットに含まれるセルの選択に適用することができる。
【０２９１】
　また本実施の形態で開示した方法は、ＣｏＭＰアクティブセット、具体的にはＣｏＭＰ
アクティブセットに含まれるセルの選択に適用することができる。
【０２９２】
　また本実施の形態で開示した方法は、ＣｏＭＰトランスミッションポイントの選択に適
用することができる。
【０２９３】
　実施の形態４．
　参考文献１には、どのＲＳ（Reference Signal）に基づいてＣｏＭＰメジャメントセッ
トを選択するのかについて、以下の（ａ）～（ｄ）の４つの方法が開示されている。（ａ
）ＲＲＭメジャメントリポート、すなわちＣＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱに基づいて判断す
る。（ｂ）ＣＳＩフィードバック情報とＣＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱとに基づいて判断す
る。（ｃ）ＳＲＳ／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨに基づいて判断する。（ｄ）ＣＳＩ－ＲＳの
ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱに基づいて判断する。
【０２９４】
　また、参考文献２には、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルの選択について、所定の閾
値（ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ）に基づいて選択する、あるいは、固定のメジャメントセットサ
イズ（Ｎ）に基づいて選択することが開示されている。
【０２９５】
　しかし、参考文献２には、固定のメジャメントセットサイズ（Ｎ）の値の決定方法につ
いては、何ら開示されていない。メジャメントセットサイズ（Ｎ）が大きくなると、ＣＳ
Ｉ－ＲＳの測定が必要となるセル数が増大する。したがって、ＵＥでは、回路規模の増大
、消費電力の増大およびコストの増大という問題が生じる。
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【０２９６】
　このような問題を解消するために、メジャメントセットサイズ（Ｎ）は、ＵＥ毎の個別
の値とするとよい。これによって、ＵＥ毎に最適なメジャメントセットサイズを設定する
ことが可能となる。
【０２９７】
　この場合、ＵＥのケーパビリティに、ＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）を含め、ＵＥは、
ＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）をケーパビリティ情報として、ネットワーク側に通知する
。具体的には、ＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）をアタッチ、またはＴＡＵメッセージに含
めて通知するとよい。ＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）としては、ＣＳＩ－ＲＳの測定が可
能なセル数としてもよい。ネットワーク側は、ＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）を記憶する
。
【０２９８】
　ネットワーク側は、ＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）をセントラルエンティティに通知す
る。あるいは、セントラルエンティティが、ネットワーク側に、ＣｏＭＰ可能なセル数（
Ｎｕ）の通知を要求してもよい。これによって、セントラルエンティティが、所望のＵＥ
のＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）を認識することが可能となる。
【０２９９】
　セントラルエンティティは、所望のＵＥのＣｏＭＰメジャメントセットの選択に、ＵＥ
のＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）を使用する。例えば、メジャメントセットサイズ（Ｎ）
をＵＥのＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）とすればよい。または、メジャメントセットサイ
ズ（Ｎ）を、ＵＥのＣｏＭＰ可能なセル数（Ｎｕ）よりも小さくすればよい。
【０３００】
　これによって、低価格帯のＵＥなどでは、ＣｏＭＰできるセルを限定することができる
ようになり、回路規模の増大、消費電力の増大およびコストの増大を防ぐことができる。
ＵＥのケーパビリティに応じてメジャメントセットサイズを最適化でき、回路規模、消費
電力およびコストを増大させることなく、ＣｏＭＰを実行することができる。
【０３０１】
　参考文献２に開示された方法では、メジャメントセットサイズ（Ｎ）は固定である。例
えばセルが密に設置されているような場合、カバレッジの端部に存在するＵＥは、少数の
セルによってＣｏＭＰが実行されることで所望の受信品質を得られる。
【０３０２】
　このように、少ないセルで所望の受信品質を得られるような状況においては、それより
も大きいメジャメントセットサイズ（Ｎ）が設定されている場合、ＵＥにおいても、サー
ビングセルあるいはＣｏＭＰメジャメントセット内セルにおいても、消費電力の無駄が生
じるという問題がある。ＵＥは、不要なセルのＣＳＩ－ＲＳの測定を行わなければならな
いために、消費電力の無駄が生じる。また、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルでは、
不要なセルもＣＳＩ－ＲＳを送信しなければならないので、消費電力の無駄が生じる。
【０３０３】
　このように消費電力の無駄が生じるという問題を解消するために、本実施の形態では、
受信品質に基づいて、メジャメントセットサイズ（Ｎ）の値（以下「Ｎ値」という場合が
ある）を変更する。ＵＥからの受信品質が良い場合は、Ｎ値を減らし、受信品質が悪い場
合は、Ｎ値を増やすとよい。
【０３０４】
　Ｎ値を変更するために、受信品質の閾値を設定するとよい。例えば、受信品質の閾値Ａ
，Ｂを設定して、ＣｏＭＰ実行時のＵＥからの受信品質が閾値Ａ以下である場合、Ｎ値は
、メジャメントセットサイズ（Ｎ）の最大値Ｎｍａｘ（Ｎ＝Ｎｍａｘ）とする。また、前
記受信品質が閾値Ａよりも大きくかつ閾値Ｂ以下である場合、Ｎ値は、Ｎｍａｘを２で割
った値を整数化した値（Ｎ＝ｉｎｔ（Ｎｍａｘ／２））とする。また、前記受信品質が閾
値Ｂよりも大きい場合、Ｎ値は、「１」（Ｎ＝１）とする。
【０３０５】
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　以上のようにすることによって、ＵＥからの受信品質に基づいて、ＣｏＭＰメジャメン
トセット内のセル数を変更することができ、消費電力の増大を抑制することができる。
【０３０６】
　本実施の形態では、前記受信品質が閾値Ｂよりも大きい場合、Ｎ値は、「１」（Ｎ＝１
）としたが、良好な受信品質の無線リンクが１つあれば、ＣｏＭＰを停止することができ
る。例えば、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルがサービングセルだけの場合は、ＣｏＭ
Ｐの実行を停止するようにしてもよい。サービングセルでない場合は、後述の実施の形態
９で開示した方法によってＣｏＭＰを停止して、良好な受信品質のセルへ、対象となるＵ
ＥをＨＯ、すなわちセル変更させるようにするとよい。
【０３０７】
　Ｎ値は、所定の期間のＵＥからの受信品質の平均値に基づいて、変更するようにしても
よい。これによって、一時的な受信品質の変動に左右されること無く、Ｎ値を変更するこ
とが可能となる。したがって、安定したＣｏＭＰ動作を行うことが可能となる。
【０３０８】
　本実施の形態で開示した方法は、ＣｏＭＰアクティブセット、具体的にはＣｏＭＰアク
ティブセットに含まれるセルの選択に適用することができる。
【０３０９】
　また本実施の形態で開示した方法は、ＣｏＭＰトランスミッションポイントの選択に適
用することができる。
【０３１０】
　また本実施の形態で開示した方法は、ＲＲＭメジャメントセットの選択に適用すること
ができる。ＵＥは、ＲＲＭメジャメントセット内のＣＲＳの測定を行う。
【０３１１】
　参考文献２あるいは３ＧＰＰでは、ＣｏＭＰメジャメントセット内にサービングセルを
含めるか否かの議論はなされていない。したがって、サービングセルの取扱いをどうした
らよいかが不明であるので、ＣｏＭＰを実行することができない。
【０３１２】
　本実施の形態では、サービングセルの取扱いについて、以下の（１）～（３）の３つの
方法を開示する。
【０３１３】
　（１）サービングセルもＣｏＭＰメジャメントセットの取扱いに含める。すなわち、Ｃ
ｏＭＰメジャメントセットの選択方法を適用する。例えば、サービングセルがＣｏＭＰメ
ジャメントセット内に含まれている場合、ＵＥによるサービングセルのＣＳＩ－ＲＳ測定
値が劣化すると、サービングセルがＣｏＭＰメジャメントセットから削除されてしまうこ
とが生じる。しかし、サービングセルがＣｏＭＰメジャメントセットから削除されたとし
ても、傘下のＵＥに対するＣｏＭＰは、ＣｏＭＰメジャメントセット内の他のセルによっ
て実行することが可能である。したがって、サービングセルもＣｏＭＰメジャメントセッ
トの取扱いに含めても問題は無い。また、サービングセルもＣｏＭＰメジャメントセット
の取扱いに含めることによって、ＣｏＭＰメジャメントセットの制御が簡易化される。
【０３１４】
　（２）ＣｏＭＰメジャメントセットにサービングセルを含めない。これによって、Ｃｏ
ＭＰメジャメントセットとサービングセルとの扱いを異ならせることが可能となり、柔軟
な制御が可能となる。この場合、ＵＥは、ＣｏＭＰメジャメントセットと関係なく、サー
ビングセルのＣＳＩ－ＲＳの測定を行うようにしてもよい。サービングセルは、ＣｏＭＰ
メジャメントセットと関係なく、自セルのＣｏＭＰメジャメント構成をＵＥに通知すると
よい。この通知には、個別シグナリングを用いるとよい。個別シグナリングは、ＲＲＣシ
グナリングとしてもよい。ＵＥによるサービングセルのＣＳＩ－ＲＳの測定結果は、サー
ビングセルに報告されるようにしておくとよい。報告方法の設定は、自セルのＣｏＭＰメ
ジャメント構成とともに、ＵＥに通知しておくとよい。本方法によれば、前記（１）の方
法において、サービングセルがＣｏＭＰメジャメントセットから削除された場合に、サー
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ビングセルのＣＳＩ－ＲＳを用いた測定が行われなくなるという問題を解消することがで
きる。本方法では、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれないが、Ｃ
ｏＭＰをすることのできるセルとしてもよい。ＣｏＭＰトランスミッションセルが、Ｃｏ
ＭＰメジャメントセット内セルとサービングセルとから選択されるようにしてもよい。こ
れは、サービングセルのＣＳＩ－ＲＳを用いた測定が行われるようになるので可能である
。
【０３１５】
　（３）ＣｏＭＰメジャメントセットに必ずサービングセルを含める。前記（１）の方法
とは異なり、必ずＣｏＭＰメジャメントセットに含めるので、ＣｏＭＰメジャメントセッ
トの扱いに従って、サービングセルのＣＳＩ－ＲＳの測定が行われることになる。したが
って制御が容易となる。この場合、サービングセルをＣｏＭＰメジャメントセットのＮの
数にカウントせず、必ずＣｏＭＰメジャメントセットに入れるようにすればよい。あるい
は、ＣｏＭＰメジャメントセットに入れるための所定の閾値によらず、必ずＣｏＭＰメジ
ャメントセットに入れるようにすればよい。これによって、ＵＥにより、サービングセル
のＣＳＩ－ＲＳを用いた測定が行われるようになる。前記（１）の方法において、サービ
ングセルがＣｏＭＰメジャメントセットから削除された場合に、サービングセルのＣＳＩ
－ＲＳを用いた測定が行われなくなるという問題を解消することができる。
【０３１６】
　本実施の形態で開示した方法は、ＣｏＭＰアクティブセット、具体的にはＣｏＭＰアク
ティブセットに含まれるセルの選択に適用することができる。
【０３１７】
　また本実施の形態で開示した方法は、ＲＲＭメジャメントセットの選択に適用すること
ができる。ＵＥは、ＲＲＭメジャメントセット内のＣＲＳの測定を行う。
【０３１８】
　実施の形態５．
　ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動したとき、サービングセルの受信品質が低下して、サービ
ングセルを切替えた方が良い場合が生じる。３ＧＰＰ　Ｒ１－１１３０９２（以下「参考
文献５」という）には、モビリティ制御用にＲＲＭメジャメントリポートを用いることが
開示されている。ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動した場合に、モビリティ制御用にＲＲＭメ
ジャメントリポートを用いると、以下のような問題が生じる。
【０３１９】
　図２２は、ＣｏＭＰに関するセットとＵＥによって測定されるＲＳとを説明するための
図である。通常、ＲＲＭメジャメントセット内のセルは、ＵＥによるＲＲＭメジャメント
によって構成されるので、ＣＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定が行われる。ＣｏＭＰメジャ
メントセットは、前述のように、ＵＥによってＣＳＩ－ＲＳが測定されて報告されるセル
の集合である。したがって、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルは、ＵＥによってＣＳ
Ｉ－ＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定が行われる。図示していないが、ＣｏＭＰアクティブ
セット内のセルも、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルと同様である。ＣｏＭＰトラン
スミッションポイントは、実際にＵＥへのデータ送信が行われるセルであるので、ＵＥに
よってＣＳＩ－ＲＳの測定が行われる。ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定結果から導出した
ＣＳＩが、サービングセルにフィードバックされる。
【０３２０】
　図２３は、ＣｏＭＰに関するセット内セルの通信品質について説明するための図である
。図２３では、各ＣｏＭＰに関するセット内のセルの番号と通信品質とを示している。図
２３では、上側に向かうに従って通信品質が高く、下側に向かうに従って通信品質が低い
。
【０３２１】
　ＲＲＭメジャメントセットでは、ＵＥによるＣＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱを通信品質と
して、セルが順位付けられる。図２３に示す例では、セル＃１１（Ｃｅｌｌ＃１１）が最
も通信品質が高く、セル＃１０（Ｃｅｌｌ＃１０）が最も通信品質が低い。図２３に斜線
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のハッチングで示したセルは、サービングセルとＣｏＭＰの実行が不可能なセルである。
【０３２２】
　ＣｏＭＰメジャメントセットでは、ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱを通
信品質として、セルが順位付けられる。ＣｏＭＰメジャメントセットは、ＲＲＭメジャメ
ントセットから選択される。このとき、実施の形態１で開示したように、ＣｏＭＰコオペ
レーティングセット内のセルに限定して選択されるようにしておく。これによって、Ｃｏ
ＭＰメジャメントセットは、ＣｏＭＰ実行可能なセルに限定される。図２３に示す例では
、セル＃５（Ｃｅｌｌ＃５）が最も通信品質が高く、セル＃６（Ｃｅｌｌ＃６）が最も通
信品質が低い。
【０３２３】
　ＲＲＭメジャメントセットとＣｏＭＰメジャメントセットとで、通信品質の順位が異な
るのは、通信品質に用いる指標が異なるためである。ＲＲＭメジャメントセットでは、通
信品質の指標として、ＣＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱが用いられるのに対し、ＣｏＭＰメジ
ャメントセットでは、通信品質の指標として、ＣＳＩ－ＲＳが用いられるためである。
【０３２４】
　ＣｏＭＰトランスミッションポイントでは、ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定値から導出
したＣＳＩを通信品質として、セルが順位付けられる。ＣｏＭＰトランスミッションポイ
ントは、ＣｏＭＰメジャメントセットから選択される。図２３に示す例では、セル＃５（
Ｃｅｌｌ＃５）が最も通信品質が高く、セル＃１（Ｃｅｌｌ＃１）が最も通信品質が低い
。
【０３２５】
　図２３に示す例において、ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動した場合に、ＲＲＭメジャメン
トリポートに基づいてサービングセルの切替えが行われると、ＣｏＭＰの実行が不可能な
セルに切替わるおそれがある。例えば、セル＃１１（Ｃｅｌｌ＃１１）が、ＲＲＭメジャ
メントリポートによる通信品質が最良なセルとなる。したがって、セル＃１１（Ｃｅｌｌ
＃１１）を新たなサービングセルとしてサービングセルを切替えた場合、新たなサービン
グセルにおいて、ＣｏＭＰの実行が不可能となり、良好な通信品質が得られなくなるとい
う問題が発生する。
【０３２６】
　本実施の形態では、前述のように良好な通信品質が得られなくなるという問題を解消す
るための方法を開示する。
【０３２７】
　ＣｏＭＰ実行中のサービングセルの切替えにおいて、新たなサービングセルの選択に、
ＣｏＭＰ実行可能なセルを優先する。
【０３２８】
　ＣｏＭＰ実行中のサービングセルの切替えを、ＨＯ（セルチェンジを含む）処理で行う
。ＨＯ決定（HO decision）処理におけるターゲットセルの選択において、ＣｏＭＰ実行
可能なセルを優先する。
【０３２９】
　ＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセルを優先してもよい。言い換えると、ＣｏＭ
Ｐコオペレーティングセット外のセルを除くとよい。
【０３３０】
　また、ＨＯ決定処理におけるターゲットセルの選択において、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット内のセルを優先してもよい。
【０３３１】
　これによって、ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動した場合、新たなサービングセルは、Ｃｏ
ＭＰ実行可能なセルになるので、ＵＥは、新たなサービングセルでＣｏＭＰを実行するこ
とが可能となり、良好な通信品質を得ることができる。
【０３３２】
　例えば、図２３においてサービングセルの受信品質が低下してＨＯ（セルチェンジを含
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む）処理が起動された場合、ＨＯ決定処理におけるターゲットセルの選択において、Ｃｏ
ＭＰの実行が不可能なセル＃１１（Ｃｅｌｌ＃１１）ではなく、ＣｏＭＰの実行が可能な
セル＃８（Ｃｅｌｌ＃８）を選択する。これによって、ＵＥは、新たなサービングセルで
ＣｏＭＰを実行することが可能となり、良好な通信品質を得ることができる。
【０３３３】
　他の例として、図２３において、サービングセルの受信品質が低下してＨＯ（セルチェ
ンジを含む）処理が起動された場合、ＨＯ決定処理におけるターゲットセルの選択におい
て、ＲＲＭメジャメントセット内のセル＃１１（Ｃｅｌｌ＃１１）ではなく、ＣｏＭＰメ
ジャメントセット内のセル＃５（Ｃｅｌｌ＃５）を選択する。これによって、さらに新た
なサービングセルにおいてＣｏＭＰを実行した場合の受信品質を向上することができる。
【０３３４】
　図２４は、実施の形態５における移動体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１５および図１６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。
図２４では、ＨＯ決定処理におけるターゲットセルの選択において、ＣｏＭＰ実行可能な
セルを優先する場合のシーケンスを示している。
【０３３５】
　セントラルエンティティの機能を有するサービングセルは、ＵＥ１に対して、図１５お
よび図１６のステップＳＴ１５０１～ステップＳＴ１５２６、ならびにステップＳＴ１５
３０に示したように、ＣｏＭＰ処理を実行している。
【０３３６】
　ステップＳＴ１５２６において、サービングセルおよびＵＥ１は、ＣｏＭＰ送受信およ
びＣＳＩのフィードバックを行う。
【０３３７】
　ステップＳＴ２３０１において、ＵＥ１は、ＣＲＳ測定によるＲＲＭメジャメントを行
う。ステップＳＴ２３０２において、ＵＥ１は、報告条件に従って、ステップＳＴ２３０
１におけるＲＲＭメジャメントの測定結果をメジャメントリポート（measurement report
）メッセージとして、サービングセルに報告する。ステップＳＴ２３０１における測定に
は、サービングセル自身のＣＲＳの測定も含まれる。ステップＳＴ２３０２におけるメジ
ャメントリポートには、サービングセル自身のＣＲＳの測定結果も含まれる。
【０３３８】
　ステップＳＴ２３０３において、サービングセルは、ＨＯ決定処理を行う。ステップＳ
Ｔ２３０３のＨＯ決定処理は、ステップＳＴ２３０４およびステップＳＴ２３０５の処理
を含む。
【０３３９】
　ステップＳＴ２３０４において、サービングセルは、ＵＥ１からのメジャメントリポー
トを用いて、ＵＥ１に対してＨＯ処理を実行することを決定する。例えば、サービングセ
ルのＣＲＳの測定結果が、所定の閾値よりも小さくなった場合に、ＵＥ１に対してＨＯ処
理を実行することを決定する。
【０３４０】
　ステップＳＴ２３０５において、サービングセルは、ターゲットセルを決定する。サー
ビングセルは、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルのうち、通信品質が最良なセルをタ
ーゲットセルとする。ＣｏＭＰメジャメントセット内で、ＨＯ対象のＵＥによるＣＳＩ－
ＲＳの測定結果から、通信品質の最も良いセルを選択する。
【０３４１】
　ステップＳＴ２３０３においてＨＯ決定処理を行ったサービングセルは、ステップＳＴ
２３０５で選択したセルをターゲットセルとして、ステップＳＴ２３０６において、ＨＯ
処理を行う。
【０３４２】
　図２４に示す例では、新たなサービングセルとして、ＣｏＭＰメジャメントセット内の
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ＣＳＩ－ＲＳの受信品質の最も良いセルをターゲットセルとしたが、ＣＳＩ－ＲＳの測定
結果の最も良いセルを選択しなくてもよい。すなわち、他の指標、例えば、各セルの負荷
（ロード）なども考慮して、ターゲットセルを選択してもよい。ＣｏＭＰメジャメントセ
ット内のセルであればよい。
【０３４３】
　優先すべきセルが無い場合は、ＨＯ決定処理におけるターゲットセルの選択において、
従来の選択方法を用いるとよい。例えば、ＵＥのＲＲＭメジャメントリポートによって、
セル＃１１（Ｃｅｌｌ＃１１）、セル＃１２（Ｃｅｌｌ＃１２）、セル＃１３（Ｃｅｌｌ
＃１３）の測定結果のみが報告された場合は、それらのセルの中からターゲットセルを選
択すればよい。
【０３４４】
　これによって、ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動して、サービングセルの受信品質が低下し
、サービングセルを切替えた方が良い場合に、新たなサービングセルでＵＥに対してＣｏ
ＭＰを可能な限り継続して良好な受信品質が得られるように、サービングセルの切替えを
行うことが可能となる。
【０３４５】
　ＣｏＭＰの実行が可能なセルとして、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルを開示した
が、ＣｏＭＰアクティブセット内セルを優先してもよい。または、ＣｏＭＰトランスミッ
ションポイント内セルを優先してもよい。
【０３４６】
　これらＣｏＭＰセット内での優先順位を決めてもよい。例えば、ＣｏＭＰトランスミッ
ションポイント内のセルの優先順位を「１」とし、ＣｏＭＰアクティブセット内のセルの
優先順位を「２」とし、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルの優先順位を「３」とし、
ＣｏＭＰコオペレーションセット内のセルの優先順位を「４」とし、それ以外のセルの優
先順位を「５」とするとよい。
【０３４７】
　このようにして新たなサービングセル（ターゲットセル）を選択することによって、新
たなサービングセルにおいて、対象となるＵＥに対してＣｏＭＰを継続して、可及的に良
好な受信品質を得ることが可能となる。
【０３４８】
　実施の形態５　変形例１．
　参考文献５には、モビリティ制御用にＲＲＭメジャメントリポートを用いることが開示
されている。これは、モビリティ制御用として、ＵＥによるＣＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ
の測定結果を用いることを意味する。ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動した場合に、モビリテ
ィ制御用にＵＥによるＣＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定結果を用いると、以下のような
問題が生じる。
【０３４９】
　図２３に示す例を用いて、モビリティ制御用にＵＥによるＣＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ
の測定結果を用いた場合の問題について説明する。ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動し、従来
のＲＲＭメジャメントリポートに基づいて、サービングセルの切替えが行われる場合につ
いて説明する。
【０３５０】
　実施の形態５で開示したＣｏＭＰの実行が可能なセルからターゲットセルを選択する方
法が適用される場合、セル＃８（Ｃｅｌｌ＃８）がＲＲＭメジャメントリポートによる通
信品質が最良なセルとなる。したがって、セル＃８（Ｃｅｌｌ＃８）を新たなサービング
セルとしてサービングセルを切替える。
【０３５１】
　しかし、ＣｏＭＰメジャメントセット内のうち、セル＃８（Ｃｅｌｌ＃８）は通信品質
が最良のセルとならず、さらにＣｏＭＰトランスミッションポイントには選択されない場
合が生じる。すなわち、セル＃８（Ｃｅｌｌ＃８）は、ＵＥに対してＣｏＭＰによるデー
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タ送信が行われないセルとなる。新たなサービングセルになったにも拘わらず、セル＃８
（Ｃｅｌｌ＃８）からはＣｏＭＰによるデータの送受信が行われないことになる。これは
、ＣｏＭＰに関連するサービングセル以外のセルの数を増大させるなど、ＣｏＭＰに適し
たサービングセルの切替えができなくなる。
【０３５２】
　このように、ＲＲＭメジャメントによる通信品質が最良なセルと、ＣｏＭＰメジャメン
トセット内あるいはＣｏＭＰトランスミッションポイントのセルの通信品質が最良なセル
とが異なる。これは、ＲＲＭメジャメントによる受信品質には、ＰＤＣＣＨがマッピング
される領域に存在するＣＲＳの測定結果が用いられるのに対して、ＣｏＭＰメジャメント
セットあるいはＣｏＭＰトランスミッションポイントの受信品質には、ＰＤＳＣＨがマッ
ピングされる領域に存在するＣＳＩ－ＲＳの測定結果が用いられるためである。ＣｏＭＰ
が実行されるデータは、ＰＤＳＣＨ領域のシンボルにマッピングされるので、従来のＲＲ
ＭメジャメントにおけるＣＲＳの測定は、ＣｏＭＰ実行時のＰＤＳＣＨの品質を正確に表
せていないことになる。
【０３５３】
　本変形例では、このような問題を解消するための方法を開示する。ＣｏＭＰ実行中のサ
ービングセルの切替えにおいて、新たなサービングセルを選択するときに、ＵＥによるＣ
ＳＩ－ＲＳの測定結果を用いる。ＣｏＭＰ実行中のサービングセルを切替える処理を、Ｈ
Ｏ（セルチェンジを含む）処理で行い、ＨＯ決定処理におけるターゲットセルを選択する
ときに、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果を用いる。ＣＳＩ－ＲＳの測定結果は、ＣＳＩ－ＲＳの
ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱとしてもよいし、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果から導出したＣＳＩ（CSI 
feedback）であってもよい。
【０３５４】
　例えば、図２３においてサービングセルの受信品質が低下して、ＨＯ（セルチェンジを
含む）処理が起動された場合、ＨＯ決定処理におけるターゲットセルの選択において、Ｃ
ＲＳの測定結果による最良な受信品質のセル＃８（Ｃｅｌｌ＃８）ではなく、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓの測定結果による最良な受信品質のセル＃５（Ｃｅｌｌ＃５）を選択する。これによっ
て、ＵＥは、新たなサービングセルで良好な通信品質が得られるようになる。
【０３５５】
　本変形例におけるシーケンスは、図２４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。す
なわち、本変形例では、図２４のステップＳＴ２３０５において、ＨＯ対象のＵＥによる
ＣＳＩ－ＲＳの測定結果から、測定結果の通信品質が最良のセルをターゲットセルに選択
する処理を行うようにすればよい。
【０３５６】
　ＣＳＩ－ＲＳの測定結果による最良な受信品質のセルとして、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット内のセルとしてもよいし、あるいは、ＣｏＭＰトランスミッションポイント内のセル
としてもよい。ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動した場合、新たなサービングセルは、ＣｏＭ
Ｐメジャメントセット内あるいはＣｏＭＰトランスミッションポイント内のセルになるの
で、ＵＥは、新たなサービングセルを含めたＣｏＭＰの実行が可能となり、良好な通信品
質が得られるようになる。
【０３５７】
　実施の形態５　変形例２．
　ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動すると、サービングセルの受信品質が低下して、サービン
グセルを切替えた方が良い場合が生じる。従来の、ＣｏＭＰを実行していないＵＥに対す
るサービングセルの切替え処理、例えばＨＯ処理において、サービングセルの受信品質の
評価には、ＵＥによるサービングセルのＣＲＳの測定結果が用いられる。
【０３５８】
　しかし、実施の形態５および実施の形態５の変形例１で開示したように、ＣｏＭＰ実行
中のＵＥにとって、ＣＲＳの測定結果は、ＣｏＭＰ実行時の通信品質を正確に表せていな
い。したがって、ＣｏＭＰを実行しているＵＥに対して、従来のようにサービングセルの
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ＣＲＳの測定結果を用いて受信品質が低下したと判断してサービングセルを切替えると、
実際には、ＣｏＭＰ実行中の通信品質が良好で、サービングセルを切替える必要が無かっ
たというような場合が生じる。このような場合、サービングセルの切替えを行っても、新
たなサービングセルで良好な通信品質を得られなくなることがある。
【０３５９】
　本変形例では、このような問題を解消するための方法を開示する。ＣｏＭＰ実行中のサ
ービングセルの切替えの判断において、ＵＥによるサービングセルのＣＳＩ－ＲＳの測定
結果を用いる。サービングセルの受信品質として、ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定結果を
用いる。ＣｏＭＰ実行中のＵＥが移動したとき、サービングセルの受信品質が低下した場
合、サービングセルの切替えを決定する。例えば、サービングセルの受信品質が所定の閾
値以下になった場合、サービングセルの切替えを行うと判断するとよい。ＣＳＩ－ＲＳの
測定結果としては、ＣＳＩ－ＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱであってもよいし、ＣＳＩ－ＲＳ
の測定結果から導出したＣＳＩ（CSI feedback）であってもよい。
【０３６０】
　これによって、ＣｏＭＰ実行中のＵＥが、サービングセルでの通信品質が良好であるに
もかかわらず、サービングセルの切替えが行われてしまうという問題を解消することがで
きる。したがって、ＣｏＭＰ実行中のＵＥが、サービングセルとの良好な通信品質が得ら
れるようになる。
【０３６１】
　ＣｏＭＰ実行中のＵＥがサービングセルのＣＳＩ－ＲＳの測定を行うようにする方法と
して、実施の形態４で開示したサービングセルの取扱い方法のうち、（２）あるいは（３
）の方法を用いるとよい。ＵＥが、サービングセルのＣＳＩ－ＲＳを測定することになる
。サービングセルのＣＳＩ－ＲＳの測定は、定期的に行ってもよいし、周期的に行っても
よい。
【０３６２】
　サービングセルの切替えを、ＨＯ（セルチェンジを含む）処理で行い、ＨＯ決定処理に
おけるＨＯ実行の判断に、サービングセルのＣＳＩ－ＲＳの測定結果を用いてもよい。
【０３６３】
　図２５は、実施の形態５の変形例２における移動体通信システムのシーケンスの一例を
示す図である。図２５に示すシーケンスは、図１５、図１６および図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。図２５では、ＨＯ決定処理におけるＨＯ実行の判断に、サービングセ
ルのＣＳＩ－ＲＳの測定結果を用いた場合のシーケンスを示している。本シーケンスでは
、図２４のステップＳＴ２３０４の処理に代えて、ステップＳＴ２４０１の処理を行う。
【０３６４】
　セントラルエンティティの機能を有するサービングセルは、ＵＥ１に対して、図１５お
よび図１６のステップＳＴ１５０１～ステップＳＴ１５２６ならびにステップＳＴ１５３
０の処理と同様に、ＣｏＭＰを実行する。ステップＳＴ１５１５において、ＵＥからサー
ビングセルに通知するＣＳＩ－ＲＳのメジャメントリポートあるいはＣＳＩフィードバッ
クに、サービングセルのＣＳＩ－ＲＳの測定結果を含めてもよい。あるいは、ステップＳ
Ｔ１５２６において、ＵＥからサービングセルに通知するＣＳＩフィードバックに、サー
ビングセルのＣＳＩ－ＲＳの測定結果を含めてもよい。あるいは、ステップＳＴ１５２６
と併せて、サービングセルのＣＳＩ－ＲＳのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱの測定結果を通知しても
よい。これによって、サービングセルは、ＵＥ１による自セルのＣＳＩ－ＲＳの測定結果
を取得することができる。
【０３６５】
　ステップＳＴ２３０３において、サービングセルは、ＨＯ決定処理を行う。ステップＳ
Ｔ２３０３のＨＯ決定処理は、ステップＳＴ２４０１およびステップＳＴ２３０５の処理
を含む。
【０３６６】
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　ステップＳＴ２４０１において、サービングセルは、ＵＥ１からのＣＳＩ－ＲＳの測定
結果を用いて、ＵＥ１に対してＨＯ処理を実行することを決定する。例えば、サービング
セルのＣＳＩ－ＲＳの測定結果が、所定の閾値よりも小さくなった場合に、ＵＥ１に対し
てＨＯ処理を実行することを決定する。
【０３６７】
　ステップＳＴ２３０５において、サービングセルは、ターゲットセルを決定する。ステ
ップＳＴ２３０３においてＨＯ決定処理を行ったサービングセルは、ステップＳＴ２３０
５で選択したセルをターゲットセルとして、ステップＳＴ２３０６において、ＨＯ処理を
行う。
【０３６８】
　本変形例で開示した方法によって、ＣｏＭＰ実行中のＵＥが、サービングセルとの良好
な通信品質が得られるようになる。
【０３６９】
　本実施の形態および変形例では、ＣｏＭＰ実行中のサービングセルの切替えにおいて、
新たなサービングセルの選択およびＨＯ実行の決定に、ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定結
果を用いることを開示した。
【０３７０】
　ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定結果を用いるようにするために、ＣＳＩ－ＲＳの測定用
の報告条件を新たに設けてもよい。従来のＣＲＳの測定結果用の報告条件であるＣＲＳ測
定結果の代わりに、ＣＳＩ－ＲＳの測定結果を用いるようにしてもよい。
【０３７１】
　サービングセルは、ＣＳＩ－ＲＳの測定用の報告条件をＵＥに通知する。また、サービ
ングセルは、ＣｏＭＰ実行中に用いるためのメジャメントである旨を示すインジケータを
設けて通知してもよい。サービングセルは、報告条件およびインジケータの少なくともい
ずれか一方を、メジャメント構成（measurement configuration）に含めてＵＥに通知し
てもよい。
【０３７２】
　また、ＣｏＭＰ実行中のメジャメントは、ＣＳＩ－ＲＳの測定であることを静的に決め
ておいてもよい。例えば、予め規格などで決めておいて、ＵＥとネットワーク側とで認識
を共有できるようにしておけばよい。これによって、前記インジケータが不要となり、シ
グナリングが必要な情報量を削減することができる。
【０３７３】
　ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定は、ＣＳＩ－ＲＳの構成（configuration）が通知され
たセルに限定してもよい。サービングセルは、自セルのＣＳＩ－ＲＳの構成もＵＥに通知
しておくとよい。
【０３７４】
　サービングセルがＣｏＭＰを行うにあたり、ＣＳＩ－ＲＳを測定させるセルのＣＳＩ－
ＲＳの構成（configuration）がＵＥに通知されるが、ＣＳＩ－ＲＳを測定させるセルに
限定するとよい。これに自セルのＣＳＩ－ＲＳの構成を含めておくとよい。
【０３７５】
　これによって、ＵＥは、セルのＣＳＩ－ＲＳの構成を認識することができるので、ＣＳ
Ｉ－ＲＳの測定を行うことが可能となる。
【０３７６】
　限定するセルとして、自セルのほか、付加的なＲＲＭメジャメントを行うセルであって
もよいし、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルであってもよいし、ＣｏＭＰアクティブ
セット内のセルであってもよい。
【０３７７】
　ＵＥは、サービングセルから通知されたＣＳＩ－ＲＳの報告条件に従って、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓの測定結果をサービングセルに通知する。これによって、サービングセルは、ＣｏＭＰ
実行中のＵＥのサービングセルの切替えにおいて、新たなサービングセルの選択およびＨ
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Ｏ実行の決定に、ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定結果を用いることが可能となる。
【０３７８】
　本実施の形態では、ＣｏＭＰ実行中のサービングセルの切替えにおいて、新たなサービ
ングセルの選択およびＨＯ実行の決定に、ＵＥによるＣＳＩ－ＲＳの測定結果を用いるこ
とを開示したが、これに限らず、以下の（１）～（４）の４つの指標を用いてもよい。
【０３７９】
　（１）ＵＥからの上りリンクの通信品質。上りリンクの通信品質として、ＳＲＳ、ＰＵ
ＣＣＨ、ＰＵＳＣＨの通信品質とするとよい。
  （２）ＵＥの位置情報。
  （３）ＵＥによる下りリンクの復調用参照信号（ＤＭ－ＲＳ）の測定結果。
  （４）ＵＥの移動速度情報。
【０３８０】
　前記（１）～（４）の指標を用いることによって、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対して、さ
らにＣｏＭＰに適したサービングセルの切替えを実行することが可能となり、良好な通信
品質を得ることが可能となる。
【０３８１】
　実施の形態６．
　ＣｏＭＰ、ＣＡなどのために、新たな物理制御チャネルとして、ｅＰＤＣＣＨが３ＧＰ
Ｐリリース１１で検討されている（３ＧＰＰ　Ｒ１－１１３１５７（以下「参考文献６」
という）参照）。
【０３８２】
　３ＧＰＰ　Ｒ１－１１４２１４（以下「参考文献７」という）には、ｅＰＤＣＣＨが、
ＰＤＳＣＨがマッピング可能なシンボル上にＰＤＳＣＨと多重されること、ＰＤＣＣＨが
存在しないサブフレームでも、ｅＰＤＣＣＨはマッピング可能であることが開示されてい
る。
【０３８３】
　図２６は、ｅＰＤＣＣＨについて説明するための図である。図２６では、１サブフレー
ムの周波数－時間リソースを示している。図２６の縦軸は周波数（Frequency）を表し、
横軸は時間（Time）を表している。図２６において、参照符号「２５０１」で示す領域は
、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨおよびＰＤＣＣＨがマッピングされるシンボルを表し、参照
符号「２５０２」で示す領域は、ＰＤＳＣＨがマッピングされるシンボルを表す。参照符
号「２５０３」で示す領域は、ｅＰＤＣＣＨで、ＰＤＳＣＨがマッピング可能なシンボル
上にＰＤＳＣＨと多重される。
【０３８４】
　このように、ｅＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨがマッピング可能なシンボル上にマッピング
されるので、何らかの工夫をしなければ、ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨがマッピングされたかど
うかを認識することができない。したがって、ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨをモニタすることが
不可能となる。
【０３８５】
　本実施の形態では、この問題を解消する方法を開示する。ｅＰＤＣＣＨを使用する場合
、サービングセルは、ＵＥに個別シグナリングでｅＰＤＣＣＨの構成を通知する。個別シ
グナリングとしては、ＲＲＣシグナリングを用いるとよい。
【０３８６】
　ｅＰＤＣＣＨを使用する場合、ＭＡＣシグナリングでｅＰＤＣＣＨの使用開始（activa
tion）または使用停止（deactivation）を通知する。例えば、ｅＰＤＣＣＨの使用開始ま
たは使用停止の通知として、ＵＥがｅＰＤＣＣＨのモニタを開始または停止するタイミン
グを示す。ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨの使用開始または使用停止の通知の受信を、ｅＰＤＣＣ
Ｈのモニタを開始または停止する契機としてもよい。これによって、ＲＲＣシグナリング
で使用開始あるいは使用停止を通知するよりも、ｅＰＤＣＣＨをモニタ開始あるいは停止
するまでの遅延時間を削減することができ、周辺電波環境の変化に対応することができる
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。
【０３８７】
　別の方法として、ｅＰＤＣＣＨの使用開始または使用停止の情報を、ＰＤＣＣＨにマッ
ピングされるＤＣＩに含めてＵＥに通知してもよい。あるいは、使用開始の情報をＰＤＣ
ＣＨにマッピングされるＤＣＩに含めて、使用停止の情報をｅＰＤＣＣＨにマッピングさ
れるＤＣＩに含めてＵＥに通知してもよい。これによって、サブフレーム単位でｅＰＤＣ
ＣＨのモニタ開始あるいは停止を設定できるようになる。したがって、さらに短時間の周
辺電波環境の変化に対応することができる。
【０３８８】
　サービングセルからＵＥに、ＭＡＣシグナリングでｅＰＤＣＣＨの使用開始が通知され
た場合、ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨのモニタを開始する。サービングセルからＵＥに、ＭＡＣ
シグナリングでｅＰＤＣＣＨの使用停止が通知された場合、ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨのモニ
タを停止する。
【０３８９】
　ＣｏＭＰにｅＰＤＣＣＨを使用する場合、対象とするＵＥへのｅＰＤＣＣＨのＤＣＩに
、ＣｏＭＰトランスミッションポイント情報を含めるとよい。ＰＤＣＣＨの場合と同様の
情報とするとよい。ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨをモニタすることによって、ＣｏＭＰトランス
ミッションポイントを認識することが可能となる。
【０３９０】
　ｅＰＤＣＣＨがＵＥ個別に設けられる場合、ｅＰＤＣＣＨをＣｏＭＰ対象としてもよい
。サービングセルは、ＣｏＭＰ対象のＵＥのｅＰＤＣＣＨを、ＣｏＭＰメジャメントセッ
ト内セルあるいはＣｏＭＰアクティブセット内セルに通知しておくことによって可能とな
る。後述の実施の形態で開示するように、ＣｏＭＰ対象のＵＥのスケジューリング情報は
、ＣｏＭＰメジャメントセット内セルあるいはＣｏＭＰアクティブセット内セルに通知さ
れる。したがって、該ＵＥのｅＰＤＣＣＨの構成情報とスケジューリング情報とを併せて
用いることによって、該セット内の各セルは、該ＵＥのｅＰＤＣＣＨをＣｏＭＰ対象とす
ることが可能となる。ｅＰＤＣＣＨもＣｏＭＰすることによって、ｅＰＤＣＣＨの受信品
質を良好にすることが可能となる。
【０３９１】
　ｅＰＤＣＣＨを使用する場合、ｅＰＤＣＣＨでスケジューリングするサブフレームでは
、ＰＤＣＣＨでスケジューリングしないようにしてもよい。ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨをモニ
タするサブフレームではＰＤＣＣＨをモニタしないようにしてもよい。
【０３９２】
　ｅＰＤＣＣＨを使用する場合、ページングの通知（Paging Indication：ＰＩ）には、
ＰＤＣＣＨを用いてもよい。ＵＥは、ページング受信のための間欠受信周期で、ＰＤＣＣ
Ｈをモニタする。ページングの通知が行われるサブフレームでｅＰＤＣＣＨがマッピング
される場合は、ＵＥは、ＰＤＣＣＨとｅＰＤＣＣＨとの両方をモニタする。ページングの
用途としては、ネットワーク側からの着信の通知、システム情報（ＳＩ）の変更の通知、
ＥＴＷＳおよびＣＭＡＳなどのＰＷＳ（Public Warning System）の通知などがある。し
たがって、ＵＥは、ＰＤＣＣＨとｅＰＤＣＣＨとの両方をモニタすることによって、Ｃｏ
ＭＰを行いつつ、ネットワーク側からの着信の通知、システム情報の変更の通知、ＰＷＳ
の通知などを受信することが可能となる。
【０３９３】
　ｅＰＤＣＣＨを使用する場合、システム情報のスケジューリングには、ＰＤＣＣＨを用
いてもよい。ＵＥは、システム情報のための受信タイミングで、ＰＤＣＣＨをモニタする
。システム情報のスケジューリングが行われるサブフレームでｅＰＤＣＣＨがマッピング
される場合は、ＵＥは、ＰＤＣＣＨとｅＰＤＣＣＨとの両方をモニタする。ＵＥは、ＰＤ
ＣＣＨとｅＰＤＣＣＨとの両方をモニタすることによって、ＣｏＭＰを行いつつ、システ
ム情報を受信することが可能となる。
【０３９４】
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　図２７および図２８は、実施の形態６における移動体通信システムのシーケンスの一例
を示す図である。図２７と図２８とは、境界線ＢＬ２の位置で、つながっている。図２７
および図２８では、ｅＰＤＣＣＨを使用する場合のシーケンスを示している。
【０３９５】
　ステップＳＴ２６０１において、サービングセルは、対象とするＵＥ（ＵＥ１）にｅＰ
ＤＣＣＨの使用を決定する。例えば、ＵＥ１に対してＣｏＭＰを実行することを決定した
場合、あるいは、ＵＥ１に対してＣＡを実行することを決定した場合などである。
【０３９６】
　ステップＳＴ２６０２において、サービングセルは、ＵＥ１用のｅＰＤＣＣＨの構成を
決定する。構成するパラメータとしては、ｅＰＤＣＣＨがマッピングされる物理リソース
を示す情報、ｅＰＤＣＣＨがマッピングされる周期、ｅＰＤＣＣＨに用いられるＵＥ固有
のシーケンス、およびモニタモードなどがある。ｅＰＤＣＣＨがマッピングされる物理リ
ソースを示す情報は、例えばＰＲＢナンバである。ｅＰＤＣＣＨがマッピングされる周期
は、例えばサブフレーム数、無線フレーム数、およびサブフレームのオフセットである。
モニタモードとしては、ＰＤＣＣＨとｅＰＤＣＣＨとの両方をモニタするモード、ページ
ング用通知のＰＤＣＣＨおよびシステム情報スケジューリング用ＰＤＣＣＨの少なくとも
いずれか一方とｅＰＤＣＣＨとをモニタするモード、ならびにｅＰＤＣＣＨのみをモニタ
するモードなどがあり、これらのモード種別を設定可能としておく。
【０３９７】
　ステップＳＴ２６０３において、サービングセルは、ｅＰＤＣＣＨの構成（ePDCCH con
figuration）を、ＲＲＣシグナリングを用いてＵＥ１に通知する。
【０３９８】
　ステップＳＴ２６０４において、ＵＥ１は、受信したｅＰＤＣＣＨの構成を設定する。
【０３９９】
　ステップＳＴ２６０５において、サービングセルは、ｅＰＤＣＣＨを用いてＵＥ１への
スケジューリングを決定する。
【０４００】
　ステップＳＴ２６０６において、サービングセルは、ｅＰＤＣＣＨの使用開始（ePDCCH
 activation）を、ＭＡＣシグナリングを用いてＵＥ１に通知する。
【０４０１】
　ステップＳＴ２６０７において、サービングセルは、ｅＰＤＣＣＨでＵＥ１へのスケジ
ューリングを行う。
【０４０２】
　ステップＳＴ２６０８において、サービングセルは、ｅＰＤＣＣＨを、ステップＳＴ２
６０２で構成したリソース、周期、およびシーケンスなどを用いて、ＰＤＳＣＨがマッピ
ングされるシンボルでＵＥ１に送信する。
【０４０３】
　ステップＳＴ２６０６でｅＰＤＣＣＨの使用開始信号を通知されたＵＥ１は、ｅＰＤＣ
ＣＨのモニタを開始する。
【０４０４】
　ステップＳＴ２６０９において、ＵＥ１は、サービングセルから送信されたｅＰＤＣＣ
Ｈをモニタし、自ＵＥ宛のスケジューリング情報を取得する。
【０４０５】
　ステップＳＴ２６１０において、ＵＥ１は、受信したスケジューリング情報に基づいて
、サービングセルと通信を行う。
【０４０６】
　次に、ｅＰＤＣＣＨの使用を停止する場合について示す。ステップＳＴ２６１１におい
て、サービングセルは、ＵＥ１にｅＰＤＣＣＨを使用しないことを決定する。ステップＳ
Ｔ２６１２において、サービングセルは、ｅＰＤＣＣＨの使用停止（ePDCCH deactivatio
n）を、ＭＡＣシグナリングを用いてＵＥ１に通知する。この通知は、ｅＰＤＣＣＨを用
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いて行われる。
【０４０７】
　ステップＳＴ２６１３において、サービングセルは、ｅＰＤＣＣＨでＵＥ１へのスケジ
ューリングを停止し、ＰＤＣＣＨでＵＥ１へのスケジューリングを行う。
【０４０８】
　ステップＳＴ２６１６において、サービングセルは、ＰＤＣＣＨを用いてＵＥ１へのス
ケジューリングを行う。
【０４０９】
　ステップＳＴ２６１２でｅＰＤＣＣＨの使用停止信号を通知されたＵＥは、ステップＳ
Ｔ２６１４において、ｅＰＤＣＣＨのモニタを停止する。
【０４１０】
　ステップＳＴ２６１５において、ＵＥ１は、サービングセルから送信されるＰＤＣＣＨ
のモニタを開始し、自ＵＥ宛のスケジューリング情報を取得する。
【０４１１】
　ステップＳＴ２６１７において、ＵＥ１は、受信したスケジューリング情報に基づいて
、サービングセルと通信を行う。
【０４１２】
　次に、ＵＥ１に対して、ｅＰＤＣＣＨの使用をしないことを決定した場合について示す
。ステップＳＴ２６１８において、サービングセルは、ＵＥ１に対してｅＰＤＣＣＨを使
用しないことを決定する。ｅＰＤＣＣＨを使用しないことを決定するのは、例えば、ＵＥ
１に対してＣｏＭＰの実行を終了するまたは終了した）場合、あるいは、ＵＥ１に対して
ＣＡの実行を終了するまたは終了した場合などである。
【０４１３】
　ステップＳＴ２６１９において、サービングセルは、ＵＥ１に、ｅＰＤＣＣＨ構成のリ
リース（ePDCCH configuration release）を通知する。ＵＥ１は、ｅＰＤＣＣＨ構成のリ
リースを受信することによって、ｅＰＤＣＣＨの使用の終了を認識することができる。
【０４１４】
　ステップＳＴ２６１９でｅＰＤＣＣＨ構成のリリースを通知したサービングセルは、ス
テップＳＴ２６２０において、ＵＥ１用のｅＰＤＣＣＨ構成をリリースする。または、サ
ービングセルは、ステップＳＴ２６１９の処理に対する受信応答をＵＥ１から通知された
場合、ステップＳＴ２６２０において、ＵＥ１用のｅＰＤＣＣＨ構成をリリースするよう
にしてもよい。これによって、ＵＥ１用にリザーブしていた物理リソースおよびシーケン
スなどを開放することができ、リソースの効率的な使用が可能となる。
【０４１５】
　ステップＳＴ２６２１において、ＵＥ１は、設定していたｅＰＤＣＣＨ構成のリリース
（リセット）を行う。
【０４１６】
　本実施の形態で開示した方法とすることによって、ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨがマッピング
されたかどうかを認識することが可能となり、ｅＰＤＣＣＨをモニタすることが可能とな
る。したがって、ｅＰＤＣＣＨを用いた通信が可能となる。ＣｏＭＰおよびＣＡなどでｅ
ＰＤＣＣＨが使用される場合に有効となる。
【０４１７】
　実施の形態７．
　実施の形態７では、実施の形態１においてサービングセルと、サービングセルとは異な
る他のセルとのシグナリング方法、データ転送方法などについて開示する。図２９、図３
０および図３１は、実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。図２９と図３０とは、境界線ＢＬ３の位置で、つながっている。図３０と図３
１とは、境界線ＢＬ４の位置で、つながっている。図２９～図３１に示すシーケンスは、
図１５および図１６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。図２９～図３１では、セントラル
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エンティティがサービングセル内に構成された場合について示しているので、特にセント
ラルエンティティとサービングセルとを区別せずに、サービングセルと記載する。
【０４１８】
　ステップＳＴ７１０１において、サービングセルは、ステップＳＴ１５３０で決定した
ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルのうち、サービングセル以外のセルへ、ＵＥ
１に対するＣｏＭＰメジャメントセットへの加入を要求する。以下の説明では、ＣｏＭＰ
メジャメントセットに含まれるセルのうち、サービングセル以外のセルを、単に、「Ｃｏ
ＭＰメジャメントセットセル」と称することもある。
【０４１９】
　具体例としては、サービングセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットセルへ、ＣｏＭＰメ
ジャメントセットリクエスト（CoMP Measurement set Request）メッセージを通知する。
ＣｏＭＰメジャメントセットリクエストメッセージが示す情報の具体例として、以下の（
１）～（３）の３つを開示する。
【０４２０】
　（１）ＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメントセットへの加入を要求する。
  （２）ＣＳＩ－ＲＳの送信開始を要求する。
  （３）前記（１）および（２）の組合せ。
【０４２１】
　ステップＳＴ７１０１でサービングセルからＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメントセッ
トへの加入要求を受信したＣｏＭＰメジャメントセットセルは、ステップＳＴ７１０２に
おいて、サービングセルへ前記ＣｏＭＰメジャメントセットへの加入要求の応答を行う。
該応答は、省略してもよい。これによって、応答処理に対する処理の負荷を軽減すること
ができる。ＣｏＭＰメジャメントセットセルは、ＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメントセ
ットへの加入が可能である場合、あるいはＵＥ１に対するＣＳＩ－ＲＳの送信開始が可能
である場合は、その旨をサービングセルに通知する。具体的には、ＣｏＭＰメジャメント
セットセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットリクエスト肯定応答（CoMP Measurement set
 Request Ack）メッセージをサービングセルに通知する。
【０４２２】
　ＣｏＭＰメジャメントセットセルは、サービングセルへ、ＵＥ１に対するＣｏＭＰメジ
ャメントセットへの加入が不可能である場合、あるいはＵＥ１に対するＣＳＩ－ＲＳの送
信開始が不可能である場合は、その旨をサービングセルに通知する。具体的には、ＣｏＭ
Ｐメジャメントセットセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットリクエスト否定応答（CoMP M
easurement set Request Nack）メッセージをサービングセルに通知する。
【０４２３】
　ＣｏＭＰメジャメントセットセルが、ＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメントセットへの
加入が不可能、あるいはＵＥ１に対するＣＳＩ－ＲＳの送信開始が不可能であると判断す
る指標の具体例としては、ＣｏＭＰメジャメントセットセルの高負荷がある。本シーケン
スでは、ＣｏＭＰメジャメントセットセルが、ＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメントセッ
トへの加入が可能である場合について説明する。
【０４２４】
　ステップＳＴ７１０３において、サービングセルは、ＣＳＩ－ＲＳをＵＥ１に送信する
。
【０４２５】
　ステップＳＴ７１０２においてサービングセルへＣｏＭＰメジャメントセットへの加入
が可能である旨を通知したＣｏＭＰメジャメントセットセルは、ステップＳＴ７１０４に
おいて、ＵＥ１へのＣＳＩ－ＲＳの送信を開始する。
【０４２６】
　ステップＳＴ７１０５において、サービングセルは、ＵＥ１宛のデータを通知する。具
体的には、サービングセルは、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データを通知する。
【０４２７】
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　サービングセルがデータを通知する先の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを
開示する。
【０４２８】
　（１）ＣｏＭＰメジャメントセットセル。データ通知を受けたＣｏＭＰメジャメントセ
ットセルが、ＣｏＭＰトランスミッションポイントに選択されない場合は、ＣｏＭＰメジ
ャメントセットセルは、通知されたデータを破棄する。本具体例（１）では、後述の具体
例（３）と比較して、ステップＳＴ１５１６においてＣｏＭＰトランスミッションポイン
トが決定するか否かに関わらず、データの通知を開始することができ、データの通知に使
用可能な時間を増やすことができる。データの通知のタイミングは、ステップＳＴ１５０
８においてサービングセルがＣｏＭＰの実行を決定する以降であって、ステップＳＴ１５
１９においてＣｏＭＰの送受信が行われるより前であれば、任意である。データの通知の
タイミングに余裕があるので、瞬時的な高負荷を軽減することができる。
【０４２９】
　（２）ＣｏＭＰアクティブセットに含まれるセルのうち、サービングセル以外のセル。
以下の説明では、ＣｏＭＰアクティブセットに含まれるセルのうち、サービングセル以外
のセルを、単に、「ＣｏＭＰアクティブセットセル」と称することもある。データの通知
を受けたＣｏＭＰアクティブセットセルが、ＣｏＭＰトランスミッションポイントに選択
されない場合は、ＣｏＭＰアクティブセットセルは、通知されたデータを破棄する。本具
体例（２）では、後述の具体例（３）と比較して、ステップＳＴ１５１６においてＣｏＭ
Ｐトランスミッションポイントが決定するか否かに関わらず、データの通知を開始するこ
とができ、データの通知に使用可能な時間を増やすことができる。データの通知のタイミ
ングは、ステップＳＴ１５０８においてサービングセルがＣｏＭＰの実行を決定する以降
であって、ステップＳＴ１５１９においてＣｏＭＰの送受信が行われるより前であれば、
任意である。データの通知のタイミングに余裕があるので、瞬時的な高負荷を軽減するこ
とができる。
【０４３０】
　（３）ＣｏＭＰトランスミッションポイントに含まれるセルのうち、サービングセル以
外のセル。以下の説明では、ＣｏＭＰトランスミッションポイントに含まれるセルのうち
、サービングセル以外のセルを、単に、「ＣｏＭＰトランスミッションポイント」と称す
ることもある。本具体例（３）では、前述の具体例（１），（２）と比較して、ＣｏＭＰ
トランスミッションポイントに選択されないセルがデータの通知を受けることはないので
、データを破棄する処理が発生しない。したがって、無駄な処理が発生しないという効果
を得ることができる。データ通知のタイミングは、ステップＳＴ１５１６においてサービ
ングセルがＣｏＭＰトランスミッションポイントを決定する以降であって、ステップＳＴ
１５１９においてＣｏＭＰの送受信が行われるより前であれば、任意である。
【０４３１】
　通知するデータの種類の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
  （１）ＰＤＣＰデータユニット。ＰＤＣＰ　ＰＤＵデータ、あるいはＰＤＣＰ　ＳＤＵ
データとしてもよい。
  （２）ＲＬＣデータユニット。ＲＬＣ　ＰＤＵデータ、あるいはＲＬＣ　ＳＤＵデータ
としてもよい。
  （３）ＭＡＣデータユニット。ＭＡＣ　ＰＤＵデータ、あるいはＭＡＣ　ＳＤＵデータ
としてもよい。通知するデータの種類に応じて、データに必要なパラメータを共に通知す
るとよい。
【０４３２】
　ステップＳＴ７１０６において、サービングセルは、ステップＳＴ１５１６で決定した
ＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報を含めたスケジューリング情報を、Ｃｏ
ＭＰトランスミッションポイントに通知する。ステップＳＴ７１０６では、ステップＳＴ
７１０５で通知するデータの種類に応じて、必要なスケジューリング情報を通知するとよ
い。ＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報を含めてスケジューリングを行うこ
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と、あるいは該スケジューリングの結果であるスケジューリング情報を「ＣｏＭＰスケジ
ューリング」と称する。
【０４３３】
　ステップＳＴ７１０６の処理の終了後は、前述の実施の形態１と同様にして、ステップ
ＳＴ１５１８～ステップＳＴ１５２９の処理が行われる。図３１では、ステップＳＴ１５
１９およびステップＳＴ１５２６の処理を、より具体的に示している。
【０４３４】
　ステップＳＴ１５１９は、ステップＳＴ２９０１～ステップＳＴ２９０３を含む。ステ
ップＳＴ２９０１において、ＵＥ１とサービングセルとは、ＣｏＭＰによる送受信を行う
。ステップＳＴ２９０２において、ＵＥ１と、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるサ
ービングセル以外のセルとは、ＣｏＭＰによる送受信を行う。ステップＳＴ２９０３にお
いて、ＵＥ１は、ＣＳＩ－ＲＳからＣＳＩを導出して、サービングセルにフィードバック
する。
【０４３５】
　ステップＳＴ１５２６は、ステップＳＴ２９０４～ステップＳＴ２９０６を含む。ステ
ップＳＴ２９０４～ステップＳＴ２９０６の処理は、ステップＳＴ２９０１～ステップＳ
Ｔ２０９３の処理と同様に行われる。
【０４３６】
　図３２は、実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。図３２に示すシーケンスにおいて、図１５および図１６に示すシーケンスと同一のス
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。図３２では、
セントラルエンティティとサービングセルとを区別し、セントラルエンティティがＣｏＭ
Ｐトランスミッションポイントの決定を行う場合のシーケンスを示している。図３２では
、図２９～図３１のステップＳＴ１５１５～ステップＳＴ１５１８の処理の他の具体例を
示している。
【０４３７】
　ステップＳＴ７２０１において、サービングセルは、ステップＳＴ１５１５で受信した
ＣＳＩ－ＲＳの測定結果を、セントラルエンティティに通知する。ＣＳＩ－ＲＳの測定結
果の具体例としては、ＣＳＩ－ＲＳメジャメントリポート（CSI-RS Measurement Report
）およびＣＳＩフィードバック（CSI feedback）情報などがある。
【０４３８】
　ステップＳＴ７２０２において、サービングセルは、ＣｏＭＰ実行の対象となるデータ
に関する情報（以下「データパラメータ」ともいう）を、セントラルエンティティに通知
する。データパラメータの具体例としては、データ量、サービスのサービス品質（Qualit
y of Service：ＱｏＳ）情報などがある。あるいは、データパラメータとして、ＣｏＭＰ
実行の対象となるデータを通知してもよい。
【０４３９】
　ステップＳＴ７２０４において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット間において、ステップＳＴ７２０２において受信したＣｏＭＰ実行の対象となるデー
タのＣｏＭＰを実現するための調整を行う。具体的には、セントラルエンティティは、該
データの送信がサービングセルで受け入れ可能であるかの調整を行う。サービングセルの
傘下のＣｏＭＰ対象外のＵＥに対するスケジューリングは、サービングセルによって行わ
れるので、前記の調整を行うことによって、最適なスケジューリングとすることができる
。
【０４４０】
　ステップＳＴ７２０５において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット間において、ステップＳＴ７２０２において受信したＣｏＭＰ実行の対象となるデー
タのＣｏＭＰを実現するための調整を行う。具体的には、セントラルエンティティは、該
データの送信がＣｏＭＰメジャメントセットセルで受け入れ可能であるかの調整を行う。
ＣｏＭＰメジャメントセットセルの傘下のＣｏＭＰ対象外のＵＥに対するスケジューリン
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グは、ＣｏＭＰメジャメントセットセルによって行われるので、前記の調整を行うことに
よって、最適なスケジューリングとすることができる。ＣｏＭＰアクティブセット間にお
いて調整を行ってもよい。
【０４４１】
　ステップＳＴ７２０３において、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７２０２で
受信したＣｏＭＰ実行の対象となるデータに関する情報、ステップＳＴ７２０４で行った
サービングセルとの調整結果、およびステップＳＴ７２０５で行ったＣｏＭＰメジャメン
トセットセルとの調整結果に基づいて、ＵＥ１用のスケジューリングを行う。具体的には
、ＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行う。ステップＳＴ７２０３の処理の詳
細は、図１５および図１６のステップＳＴ１５１６の処理と同様である。
【０４４２】
　その後、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰトランスミッションポイント間において
、再度調整を行って最終的なＣｏＭＰスケジューリングを決定してもよい。
【０４４３】
　ステップＳＴ７２０７において、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７２０３で
決定したＣｏＭＰスケジューリングをサービングセルに通知する。
【０４４４】
　ステップＳＴ７２０８において、サービングセルは、ステップＳＴ７２０７で受信した
スケジューリングをＣｏＭＰメジャメントセットセルに通知する。セントラルエンティテ
ィが、ステップＳＴ７２０３で決定したスケジューリングをＣｏＭＰメジャメントセット
セルに通知してもよい。
【０４４５】
　図３３は、実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。図３３に示すシーケンスにおいて、図１５、図１６および図３２に示すシーケンスと
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。図３
３では、セントラルエンティティとサービングセルを区別し、サービングセルとセントラ
ルエンティティとが共同でＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行う場合のシー
ケンスを示している。図３３では、図２９～図３１のステップＳＴ１５１５～ステップＳ
Ｔ１５１８の処理の他の具体例を示している。
【０４４６】
　ステップＳＴ７３０４において、サービングセルは、ＵＥ１用のＣｏＭＰ実行の対象と
なるデータに対する自セル単独でのスケジューリングを決定する。一旦決定するようにし
てもよい。
【０４４７】
　ステップＳＴ７３０１において、サービングセルは、セントラルエンティティに、Ｃｏ
ＭＰメジャメントセット間の調整依頼を通知する。サービングセルは、調整依頼を通知す
るとき、ステップＳＴ７３０４で決定したスケジューリングを通知すればよい。スケジュ
ーリングの具体例としては、時間－周波数リソースなどがある。ＣｏＭＰアクティブセッ
ト間の調整依頼を通知してもよい。
【０４４８】
　ステップＳＴ７３０２において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット間において、ステップＳＴ７３０１で受信したスケジューリングを実現するための調
整を行う。具体的には、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７３０１で受信したス
ケジューリングが、サービングセルで受け入れ可能であるかの調整を行う。サービングセ
ルの傘下のＣｏＭＰ対象外のＵＥに対するスケジューリングは、サービングセルによって
行われるので、前記の調整を行うことによって、最適なスケジューリングとすることがで
きる。サービングセルが、ステップＳＴ７３０４において、スケジューリングを行ってい
るので、サービングセルは、受け入れ可能であるとして、本ステップを省略してもよい。
【０４４９】
　ステップＳＴ７３０３において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセ
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ット間において、ステップＳＴ７３０１で受信したスケジューリングを実現するための調
整を行う。具体的には、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７３０１で受信したス
ケジューリングが、ＣｏＭＰメジャメントセットセルで受け入れ可能であるかの調整を行
う。ＣｏＭＰメジャメントセットセルの傘下のＣｏＭＰ対象外のＵＥに対するスケジュー
リングは、ＣｏＭＰメジャメントセットセルによって行われるので、前記の調整を行うこ
とによって、最適なスケジューリングとすることができる。ＣｏＭＰアクティブセット間
において調整を行ってもよい。
【０４５０】
　ステップＳＴ１５１６において、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７３０１で
受信したスケジューリング、ステップＳＴ７３０２で行ったサービングセルとの調整結果
、およびステップＳＴ７３０３で行ったＣｏＭＰメジャメントセットセルとの調整結果に
基づいて、ＵＥ１用のＣｏＭＰスケジューリングを行う。具体的には、ＣｏＭＰトランス
ミッションポイントの決定を行う。処理の詳細は、図１５および図１６のステップＳＴ１
５１６の処理と同様である。
【０４５１】
　次に、セルユニファイドエンティティ（Cell Unified Entity）を新たに設けた場合に
ついて開示する。セルユニファイドエンティティとは、複数の無線エリアにおけるＲＲＣ
（Radio Resource Control）、ＰＤＣＰ（Packet Data Convergence Protocol）、ＲＬＣ
（Radio Link Control）、およびＭＡＣ（Medium Access Control）の任意の機能を共通
して有するエンティティと定義する。以降、実施の形態７、実施の形態８、実施の形態９
および実施の形態１０では、セル（Cell）とは、一つの無線エリアを構成するＲＲＣ、Ｐ
ＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣ、およびＰＨＹ（Physical layer）の全ての機能から構成される
エンティティとする。また、サブセル（Sub Cell）とは、一つの無線エリアを構成するＲ
ＲＣ、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣ、ＰＨＹの一部の機能から構成されるエンティティとす
る。
【０４５２】
　ＰＨＹの機能を有するセルおよびサブセルは、報知情報を報知する機能を有する。ＵＥ
によって識別可能な識別子を報知する機能を有してもよい。
【０４５３】
　図３４は、セルユニファイドエンティティの具体例を説明するためのブロック図である
。セルユニファイドエンティティ７４１６は、第１サブセル７４０１、第２サブセル７４
０６および第３サブセル７４１１と接続されている。
【０４５４】
　第１サブセル７４０１は、一つの無線エリアを構成し、ＭＡＣ７４０２と、ＰＨＹ７４
０３とを備える。ＰＨＹ７４０３は、ベースバンド部（ＢＢ）７４０４と、無線部（ＲＦ
）７４０５とを備える。
【０４５５】
　第２サブセル７４０６は、一つの無線エリアを構成し、ＭＡＣ７４０７と、ＰＨＹ７４
０８とを備える。ＰＨＹ７４０８は、ＢＢ７４０９と、ＲＦ７４１０とを備える。
【０４５６】
　第３サブセル７４１１は、一つの無線エリアを構成し、ＭＡＣ７４１２と、ＰＨＹ７４
１３とを備える。ＰＨＹ７４１３は、ＢＢ７４１４と、ＲＦ７４１５とを備える。
【０４５７】
　セルユニファイドエンティティ７４１６は、第１サブセル７４０１が構成する無線エリ
ア、第２サブセル７４０６が構成する無線エリア、および第３サブセル７４１２が構成す
る無線エリアにおけるＲＲＣ７４１７、ＰＤＣＰ７４１８、およびＲＬＣ７４１９の機能
を共通して有する。以下の説明では、セルユニファイドエンティティ７４１６のように、
複数の無線エリアにおけるＲＲＣ、ＰＤＣＰおよびＲＬＣの機能を共通して有するセルユ
ニファイドエンティティを、「第１セルユニファイドエンティティ」と称することもある
。
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【０４５８】
　図３５は、他のセルユニファイドエンティティの具体例を説明するためのブロック図で
ある。セルユニファイドエンティティ７５１３は、第４サブセル７５０１、第５サブセル
７５０５および第６サブセル７５０９と接続されている。
【０４５９】
　第４サブセル７５０１は、一つの無線エリアを構成し、ＰＨＹ７５０２を備える。ＰＨ
Ｙ７５０２は、ＢＢ７５０３と、ＲＦ７５０４とを備える。
【０４６０】
　第５サブセル７５０５は、一つの無線エリアを構成し、ＰＨＹ７５０６を備える。ＰＨ
Ｙ７５０６は、ＢＢ７５０７と、ＲＦ７５０８とを備える。
【０４６１】
　第６サブセル７５０９は、一つの無線エリアを構成し、ＰＨＹ７５１０を備える。ＰＨ
Ｙ７２１０は、ＢＢ７５１１と、ＲＦ７５１２とを備える。
【０４６２】
　セルユニファイドエンティティ７５１３は、第４サブセル７５０１が構成する無線エリ
ア、第５サブセル７５０５が構成する無線エリア、および第６サブセル７５０９が構成す
る無線エリアにおけるＲＲＣ７５１４、ＰＤＣＰ７５１５、ＲＬＣ７５１６、およびＭＡ
Ｃ７５１７の機能を共通して有する。以下の説明では、セルユニファイドエンティティ７
５１３のように、複数の無線エリアにおけるＲＲＣ、ＰＤＣＰ、ＲＬＣおよびＭＡＣの機
能を共通して有するセルユニファイドエンティティを、「第２セルユニファイドエンティ
ティ」と称することもある。
【０４６３】
　また別の具体例として、複数の無線エリアにおけるＲＲＣの機能と、ＰＤＣＰの機能と
、ＲＬＣの機能と、ＭＡＣの機能のうち少なくともスケジューリングの機能とを共通して
有するセルユニファイドエンティティも考えられる。該セルユニファイドエンティティを
「第３セルユニファイドエンティティ」と称することもある。
【０４６４】
　図３６、図３７および図３８は、実施の形態７における移動体通信システムのシーケン
スの一例を示す図である。図３６と図３７とは、境界線ＢＬ５の位置で、つながっている
。図３７と図３８とは、境界線ＢＬ６の位置で、つながっている。図３６～図３８に示す
シーケンスは、図１５および図１６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。図３６～図３８で
は、ＲＲＣ７４１７、ＰＤＣＰ７４１８およびＲＬＣ７４１９を有する第１セルユニファ
イドエンティティとサブセルとを区別した場合のＣｏＭＰを実行するときのシーケンスを
示している。本シーケンスでは、セントラルエンティティがサービングサブセル内に構成
された場合について示しているので、特にセントラルエンティティとサービングサブセル
とを区別せずに、サービングセルと記載する。
【０４６５】
　ステップＳＴ７６０１において、第１セルユニファイドエンティティは、ＲＲＭメジャ
メント構成を設定する。ステップＳＴ７６０１の処理の詳細は、図１５および図１６のス
テップＳＴ１５０１の処理と同様である。
【０４６６】
　ステップＳＴ７６０２において、第１セルユニファイドエンティティは、ステップＳＴ
７６０１で設定したＲＲＭメジャメント構成を、サービングサブセルに通知する。
【０４６７】
　ステップＳＴ７６０３において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６０２で受信
したＲＲＭメジャメント構成を、ＵＥ１に通知する。ステップＳＴ７６０３の処理の詳細
は、図１５および図１６のステップＳＴ１５０２の処理と同様である。
【０４６８】
　ステップＳＴ７６０４において、ＵＥ１は、サービングサブセルに、ＣＲＳの測定結果
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を報告する。ステップＳＴ７６０４の処理の詳細は、図１５および図１６のステップＳＴ
１５０４の処理と同様である。
【０４６９】
　ステップＳＴ７６０５において、サービングサブセルは、第１セルユニファイドエンテ
ィティに、ステップＳＴ７６０４で受信した測定結果の報告を通知する。
【０４７０】
　ステップＳＴ７６０６において、第１セルユニファイドエンティティは、ＲＲＭメジャ
メントセットを作成する。ステップＳＴ７６０６の処理の詳細は、図１５および図１６の
ステップＳＴ１５０５の処理と同様である。
【０４７１】
　ステップＳＴ７６０７において、第１セルユニファイドエンティティは、サービングサ
ブセルにデータを通知する。具体的には、ＵＥ１宛のデータを通知する。通知するデータ
の種類の具体例としては、ＲＬＣデータユニットがある。通知するデータは、ＲＬＣ　Ｐ
ＤＵデータとしてもよい。データに必要なパラメータを共に通知するとよい。必要なパラ
メータの具体例としては、サービングサブセルのＭＡＣ処理に必要なパラメータがある。
【０４７２】
　ステップＳＴ７６０８において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６０７で受信
したデータのスケジューリングを行う。ＭＡＣスケジューリングを行うようにしてもよい
。
【０４７３】
　ステップＳＴ７６０９において、ＵＥ１とサービングサブセルとは、下り（ＤＬ）およ
び上り（ＵＬ）の少なくともいずれか一方のデータ通信を行う。
【０４７４】
　ステップＳＴ７６１０において、サービングサブセルは、ＵＥ１に送信するＤＬデータ
と、ＵＥ１から受信したＵＬデータとについて、第１セルユニファイドエンティティとデ
ータ通信を行う。通知するデータについては、ステップＳＴ７６０７の処理と同様である
。
【０４７５】
　ステップＳＴ７６１１において、ＵＥ１は、ＣＲＳから導出したＣＱＩを、サービング
サブセルにフィードバックする。
【０４７６】
　ステップＳＴ７６１２において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６１１で受信
したＣＱＩフィードバックデータを、第１セルユニファイドエンティティに通知する。
【０４７７】
　ステップＳＴ７６１３において、第１セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰを実
行するか否かを決定する。ステップＳＴ７６１３の処理の詳細は、図１５および図１６の
ステップＳＴ１５０８の処理と同様である。
【０４７８】
　ステップＳＴ７６３８において、第１セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジ
ャメントセットを選択し、決定する。ステップＳＴ７６３８の処理の詳細は、図１５およ
び図１６のステップＳＴ１５３０の処理と同様である。
【０４７９】
　第１セルユニファイドエンティティが、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるサブセ
ルの負荷状況などを把握し、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルが、ＵＥ１に対するＣ
ｏＭＰメジャメントセットへの加入が可能であるか否かを判断できる場合は、図２９～図
３１のステップＳＴ７１０１およびステップＳＴ７１０２に相当する処理を省略すること
ができる。このように、ＣｏＭＰをサポートする移動体通信システムにおいて、第１セル
ユニファイドエンティティを設けることによって、制御遅延を防止することが可能となる
。
【０４８０】
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　ステップＳＴ７６１４において、第１セルユニファイドエンティティは、サービングサ
ブセルに、ＣＳＩ－ＲＳの送信開始を要求する。
【０４８１】
　ステップＳＴ７６１５において、第１セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジ
ャメントセットに含まれるセルのうち、サービングサブセル以外のセル、あるいはサブセ
ルに、ＣＳＩ－ＲＳの送信開始を要求する。以下の説明では、ＣｏＭＰメジャメントセッ
トに含まれるサブセルのうち、サービングサブセル以外のセル、あるいはサブセルを、「
ＣｏＭＰメジャメントセットサブセル」と称することもある。
【０４８２】
　ステップＳＴ７６１６において、第１セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１に対す
るＣｏＭＰメジャメント構成を設定する。ステップＳＴ７６１６の処理の詳細は、図１５
および図１６のステップＳＴ１５０９の処理と同様である。
【０４８３】
　ステップＳＴ７６１７において、第１セルユニファイドエンティティは、ステップＳＴ
７６１６で設定したＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメント構成を、サービングサブセルに
通知する。
【０４８４】
　ステップＳＴ７６１８において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６１７で受信
したＣｏＭＰメジャメント構成を、ＵＥ１に通知する。ステップＳＴ７６１８の処理の詳
細は、図１５および図１６のステップＳＴ１５１０の処理と同様である。
【０４８５】
　ステップＳＴ７６１９において、サービングサブセルは、ＣＳＩ－ＲＳをＵＥ１に送信
する。サービングサブセルは、ステップＳＴ７６１４における第１セルユニファイドエン
ティティからのＣＳＩ－ＲＳの送信開始の要求を受信することによって、ＣＳＩ－ＲＳの
送信を開始するようにしてもよい。これによって、サービングサブセルの傘下の移動端末
が、ＣＳＩ－ＲＳを用いて測定を行う場合のみ、サービングサブセルがＣＳＩ－ＲＳを送
信することができ、サービングサブセルの消費電力を低減することが可能となる。
【０４８６】
　ステップＳＴ７６２０において、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルは、ＣＳＩ－Ｒ
ＳをＵＥ１に送信する。ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルは、ステップＳＴ７６１５
における第１セルユニファイドエンティティからのＣＳＩ－ＲＳの送信開始の要求を受信
することによって、ＣＳＩ－ＲＳの送信を開始するようにしてもよい。これによって、Ｃ
ｏＭＰメジャメントセットサブセルの傘下の移動端末が、ＣＳＩ－ＲＳを用いて測定を行
う場合のみ、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルがＣＳＩ－ＲＳを送信することができ
、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルの消費電力を低減することが可能となる。
【０４８７】
　ステップＳＴ７６２１において、ＵＥ１は、サービングサブセルに、ＣＳＩ－ＲＳの測
定結果の報告をする。ステップＳＴ７６２１の処理の詳細は、図１５および図１６のステ
ップＳＴ１５１５の処理と同様である。
【０４８８】
　ステップＳＴ７６２２において、第１セルユニファイドエンティティは、サービングサ
ブセルにデータを通知する。ステップＳＴ７６２２の処理の詳細は、ステップＳＴ７６０
７の処理と同様である。
【０４８９】
　ステップＳＴ７６２３において、サービングサブセルは、ＣｏＭＰトランスミッション
ポイントを決定する。ＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定処理の詳細は、図１６
に示すステップＳＴ１５１６の処理と同様である。
【０４９０】
　ステップＳＴ７６２５において、サービングサブセルは、ＣｏＭＰメジャメントセット
サブセルに、ＵＥ１宛のデータを通知する。具体的には、サービングサブセルは、ＵＥ１
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宛のＣｏＭＰ用データを通知する。
【０４９１】
　通知するデータの種類の具体例としては、ＭＡＣデータユニット、ＭＡＣ　ＰＤＵデー
タ、あるいはＭＡＣ　ＳＤＵデータがある。
  また、第１セルユニファイドエンティティが、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルに
、ＵＥ１宛のデータを通知するようにしてもよい。具体的には、第１セルユニファイドエ
ンティティは、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データを通知する。通知するデータの種類の具体例
として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
  （１）ＰＤＣＰデータユニット。ＰＤＣＰ　ＰＤＵデータ、あるいはＰＤＣＰ　ＳＤＵ
データとしてもよい。
  （２）ＲＬＣデータユニット。ＲＬＣ　ＰＤＵデータ、あるいはＲＬＣ　ＳＤＵデータ
としてもよい。
  （３）ＭＡＣデータユニット。ＭＡＣ　ＰＤＵデータ、あるいはＭＡＣ　ＳＤＵデータ
としてもよい。ＭＡＣデータユニットの場合、第１セルユニファイドエンティティは、サ
ービングサブセルから必要なＭＡＣデータユニットを取得しておけばよい。
【０４９２】
　また各レイヤでのデータに必要なパラメータも共に通知してもよい。パラメータの具体
例としては、（１）ＰＤＣＰデータユニットを通知する場合は、ＲＬＣ処理に必要なパラ
メータ、およびＭＡＣ処理に必要なパラメータを通知する。また、（２）ＲＬＣデータユ
ニットを通知する場合は、ＭＡＣ処理に必要なパラメータを通知する。
【０４９３】
　サービングサブセルが、ＵＥ１宛のデータを通知するセルの具体例として、以下の（１
），（２）の２つを開示する。
【０４９４】
　（１）サービングサブセルは、ステップＳＴ７６２３で決定したＣｏＭＰトランスミッ
ションサブセルに、ＵＥ１宛のデータを通知する。この場合、後述の具体例（２）と比較
して、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルではあるが、ＣｏＭＰトランスミッションサ
ブセルへの無駄なデータの通知を削減することができる。
【０４９５】
　（２）サービングサブセルは、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルに、ＵＥ１宛のデ
ータを通知する。この場合、データの通知を行うために、ステップＳＴ７６２３のＣｏＭ
Ｐトランスミッションサブセルの決定を待つ必要が無い。したがって、サービングサブセ
ルからＣｏＭＰメジャメントセットサブセルにＵＥ１宛のデータを通知するタイミングと
しては、ステップＳＴ７６３８のＣｏＭＰメジャメントセットの決定から、ステップＳＴ
７６２６のスケジューリング通知前であれば任意となる。第１セルユニファイドエンティ
ティは、決定したＣｏＭＰメジャメントセットをサービングサブセルに通知すればよい。
ＣｏＭＰトランスミッションサブセルに選択されなかったＣｏＭＰメジャメントセットサ
ブセルにおいては、ＵＥ１宛のデータは破棄すればよい。この場合、前記具体例（１）と
比較して、データの通知のタイミングに余裕があるので、瞬時的な高負荷を軽減すること
ができる。
【０４９６】
　ステップＳＴ７６２６において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７３２３で決定
したＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報を含めたＣｏＭＰスケジューリング
を、ＣｏＭＰトランスミッションサブセルに通知するようにしてもよい。第１セルユニフ
ァイドエンティティ経由で、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルに通知してもよい。
【０４９７】
　ステップＳＴ７６２７において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６２３で決定
したＣｏＭＰトランスミッションポイントの情報を含めてＣｏＭＰスケジューリングを行
い、ＵＥ１に通知する。ステップＳＴ７６２７の処理の詳細は、図１５および図１６のス
テップＳＴ１５１８の処理と同様である。
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【０４９８】
　ステップＳＴ７６２８およびステップＳＴ７６２９において、ＵＥ１と、サービングサ
ブセルと、ＣｏＭＰトランスミッションサブセルとが、ＣｏＭＰによる送受信を行う。
【０４９９】
　ステップＳＴ７６３０において、ＵＥ１は、ＣＳＩ－ＲＳからＣＳＩを導出して、サー
ビングサブセルにフィードバックする。
【０５００】
　ステップＳＴ７６３１において、ＵＥ１は、サービングサブセルに、ＣＲＳの測定結果
を報告する。ステップＳＴ７６３１の処理の詳細は、図１５および図１６のステップＳＴ
１５０４の処理と同様である。
【０５０１】
　ステップＳＴ７６３２において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６３１で受信
したＣＲＳの測定結果の報告を、第１セルユニファイドエンティティに通知する。
【０５０２】
　ステップＳＴ７６３２でメジャメントリポートを受信した第１セルユニファイドエンテ
ィティは、ステップＳＴ７６３３において、必要に応じてＲＲＭメジャメントセットの変
更を行う。ステップＳＴ７６３３の処理の詳細は、図１５および図１６のステップＳＴ１
５２４の処理と同様である。
【０５０３】
　ステップＳＴ７６３４において、第１セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジ
ャメントセットの変更を行うか否かを判断する。ステップＳＴ７６３４の処理の詳細は、
図１５および図１６のステップＳＴ１５２５の処理と同様である。ステップＳＴ７６３４
において、ＣｏＭＰメジャメントセットの変更を行うと判断された場合、第１セルユニフ
ァイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルの変更を行い、ステップＳ
Ｔ７６１４の処理に戻る。ステップＳＴ７６３４において、ＣｏＭＰメジャメントセット
の変更を行わないと判断された場合、ステップＳＴ７６３５に移行する。
【０５０４】
　ステップＳＴ７６３５において、第１セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰを解
除、すなわちＣｏＭＰの実行を止めると決定する。
【０５０５】
　ステップＳＴ７６３６において、第１セルユニファイドエンティティは、サービングサ
ブセルに、ＵＥ１のＣｏＭＰメジャメント構成の解除（リリース）を通知する。
【０５０６】
　ステップＳＴ７６３７において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６３６で受信
した、ＵＥ１のＣｏＭＰメジャメント構成の解除を、ＵＥ１に通知する。ステップＳＴ７
６３７の処理の詳細は、図１５および図１６のステップＳＴ１５２８の処理と同様である
。
【０５０７】
　図３９は、実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。図３９に示すシーケンスにおいて、図３８に示すシーケンスと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。図３９では、セントラルエ
ンティティとサービングサブセルを区別し、セントラルエンティティがＣｏＭＰトランス
ミッションポイントの決定を行う場合のシーケンスを示している。図３９では、図３６～
図３８のステップＳＴ７６２１～ステップＳＴ７６２７の処理の他の具体例を示している
。
【０５０８】
　ステップＳＴ７７０１において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６２１で受信
したＣＳＩ－ＲＳの測定結果を、セントラルエンティティに通知する。ＣＳＩ－ＲＳの測
定結果の具体例としては、ＣＳＩ－ＲＳメジャメントリポート（CSI-RS Measurement Rep
ort）、およびＣＳＩフィードバック（CSI feedback）情報などがある。
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【０５０９】
　ステップＳＴ７７０２において、第１セルユニファイドエンティティは、セントラルエ
ンティティにデータを通知する。ステップＳＴ７７０２の処理の詳細は、図３６～図３８
のステップＳＴ７６０７の処理と同様である。
【０５１０】
　ステップＳＴ７７０４において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット間において、ステップＳＴ７７０２で受信したＣｏＭＰ実行の対象となるデータのＣ
ｏＭＰを実現するための調整を行う。具体的には、セントラルエンティティは、該データ
の送信がサービングサブセルで受け入れ可能であるかの調整を行う。サービングサブセル
の傘下のＣｏＭＰ対象外のＵＥに対するスケジューリングは、サービングサブセルによっ
て行われるので、前記の調整を行うことによって、最適なスケジューリングとすることが
できる。
【０５１１】
　ステップＳＴ７７０５において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット間において、ステップＳＴ７２０２において受信したＣｏＭＰ実行の対象となるデー
タのＣｏＭＰを実現するための調整を行う。具体的には、セントラルエンティティは、該
データの送信がＣｏＭＰメジャメントセットサブセルで受け入れ可能であるかの調整を行
う。ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルの傘下のＣｏＭＰ対象外のＵＥに対するスケジ
ューリングは、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルによって行われるので、前記の調整
を行うことによって、最適なスケジューリングとすることができる。ＣｏＭＰアクティブ
セット間において調整を行ってもよい。
【０５１２】
　ステップＳＴ７７０３において、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７７０２で
受信したＣｏＭＰ実行の対象となるデータに関する情報、ステップＳＴ７７０４で行った
サービングサブセルとの調整結果、およびステップＳＴ７７０５で行ったＣｏＭＰメジャ
メントセットサブセルとの調整結果に基づいて、ＵＥ１用のスケジューリングを行う。具
体的には、ＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行う。ステップＳＴ７７０３の
処理の詳細は、図１５および図１６のステップＳＴ１５１６の処理と同様である。
【０５１３】
　その後、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰトランスミッションポイント間において
、再度調整を行って最終的なＣｏＭＰスケジューリングを決定してもよい。
【０５１４】
　ステップＳＴ７７０７において、セントラルエンティティは、サービングサブセル、お
よびＣｏＭＰメジャメントセットサブセルに、ＵＥ１宛のデータを通知する。具体的には
、セントラルエンティティは、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データを通知する。
【０５１５】
　ステップＳＴ７７０８において、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７７０３で
決定したＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報を含めたＣｏＭＰスケジューリ
ングを、サービングサブセルに通知する。第１セルユニファイドエンティティ経由で、ス
テップＳＴ７７０３で決定したＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報を含めた
ＣｏＭＰスケジューリングを、サービングサブセルに通知してもよい。
【０５１６】
　ステップＳＴ７７０９において、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７７０３で
決定したＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報を含めたＣｏＭＰスケジューリ
ングを、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルに通知する。第１セルユニファイドエンテ
ィティ経由で、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルに通知してもよい。
【０５１７】
　図４０は、実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。図４０に示すシーケンスにおいて、図３６～３９に示すシーケンスと同一のステップ
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。図４０では、セント
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ラルエンティティとサービングサブセルを区別し、サービングサブセルとセントラルエン
ティティとが、共同でＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行う場合のシーケン
スを示している。図４０では、図３６～図３８のステップＳＴ７６２１～ステップＳＴ７
６２７の処理の他の具体例を示している。
【０５１８】
　ステップＳＴ７８０１において、サービングサブセルは、ＵＥ１用のＣｏＭＰ実行の対
象となるデータに対する自セル単独でのスケジューリングを決定する。一旦決定するよう
にしてもよい。
【０５１９】
　ステップＳＴ７８０２において、サービングサブセルは、セントラルエンティティに、
ＣｏＭＰメジャメントセット間の調整依頼を通知する。サービングサブセルは、調整依頼
を通知するとき、ステップＳＴ７８０１で決定したスケジューリングを通知すればよい。
スケジューリングの具体例としては、時間－周波数リソースなどがある。ＣｏＭＰアクテ
ィブセット間の調整依頼を通知してもよい。
【０５２０】
　ステップＳＴ７８０３において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット間において、ステップＳＴ７３０２で受信したスケジューリングを実現するための調
整を行う。具体的には、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７８０２で受信したス
ケジューリングが、サービングサブセルで受け入れ可能であるかの調整を行う。サービン
グサブセルの傘下のＣｏＭＰ対象外のＵＥに対するスケジューリングは、サービングサブ
セルによって行われるので、前記の調整を行うことによって、最適なスケジューリングと
することができる。サービングサブセルが、ステップＳＴ７８０１において、スケジュー
リングを行っているので、サービングサブセルは、受け入れ可能であるとして、本ステッ
プを省略してもよい。
【０５２１】
　ステップＳＴ７８０４において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット間において、ステップＳＴ７３０２で受信したスケジューリングを実現するための調
整を行う。具体的には、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７８０２で受信したス
ケジューリングが、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルで受け入れ可能であるかの調整
を行う。ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルの傘下のＣｏＭＰ対象外のＵＥに対するス
ケジューリングは、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルによって行われるので、前記の
調整を行うことによって、最適なスケジューリングとすることができる。ＣｏＭＰアクテ
ィブセット間において調整を行ってもよい。
【０５２２】
　ステップＳＴ７８０５において、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７８０２で
受信したスケジューリング、ステップＳＴ７８０３で行ったサービングサブセルとの調整
結果、およびステップＳＴ７８０４で行ったＣｏＭＰメジャメントセットサブセルとの調
整結果に基づいて、ＵＥ１用のＣｏＭＰスケジューリングを行う。具体的には、ＣｏＭＰ
トランスミッションポイントの決定を行う。処理の詳細は、図１５および図１６のステッ
プＳＴ１５１６の処理と同様である。
【０５２３】
　セントラルエンティティが有する機能を、第１セルユニファイドエンティティが有して
もよい。あるいは、第１セルユニファイドエンティティが有する機能を、セントラルエン
ティティが有してもよい。あるいは、セントラルエンティティが有する機能と、第１セル
ユニファイドエンティティが有する機能とを、同じエンティティが有してもよい。これに
よって、第１セルユニファイドエンティティとセントラルエンティティとの間のシグナリ
ング、通信が不要となり、制御遅延を防止することができる。具体的には、図３９のステ
ップＳＴ７７０２の処理などを省略することが可能となる。
【０５２４】
　図４１～図４３は、実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示
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す図である。図４１と図４２とは、境界線ＢＬ７の位置で、つながっている。図４２と図
４３とは、境界線ＢＬ８の位置で、つながっている。図４１～図４３に示すシーケンスは
、図１５、図１６および図３６～図３８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。図４１～図４
３では、ＲＲＣ７５１４、ＰＤＣＰ７５１５、ＲＬＣ７５１６およびＭＡＣ７５１７を有
する第２セルユニファイドエンティティとサブセルとを区別した場合にＣｏＭＰを実行す
るときのシーケンスを示している。本シーケンスでは、セントラルエンティティが第２セ
ルユニファイドエンティティ内に構成された場合について示しているので、特にセントラ
ルエンティティと第２セルユニファイドエンティティとを区別せずに、第２セルユニファ
イドエンティティと記載する。セントラルエンティティが第３セルユニファイドエンティ
ティ内に構成された場合も同様である。
【０５２５】
　ステップＳＴ７９０１において、第２セルユニファイドエンティティは、ＲＲＭメジャ
メント構成を設定する。ステップＳＴ７９０１の処理の詳細は、図１５および図１６のス
テップＳＴ１５０１の処理と同様である。
【０５２６】
　ステップＳＴ７９０２において、第２セルユニファイドエンティティは、ステップＳＴ
７９０１で設定したＲＲＭメジャメント構成を、サービングサブセルに通知する。
【０５２７】
　ステップＳＴ７９０３において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６０４で受信
した測定結果の報告を、第２セルユニファイドエンティティに通知する。
【０５２８】
　ステップＳＴ７９０４において、第２セルユニファイドエンティティは、ＲＲＭメジャ
メントセットを作成する。ステップＳＴ７９０４の処理の詳細は、図１５および図１６の
ステップＳＴ１５０５の処理と同様である。
【０５２９】
　ステップＳＴ７９０５において、第２セルユニファイドエンティティは、サービングサ
ブセルにデータを通知する。具体的には、ＵＥ１宛のデータを通知する。通知するデータ
の種類の具体例としては、ＭＡＣデータユニットがある。通知するデータは、ＭＡＣ　Ｐ
ＤＵデータ、あるいはＭＡＣ　ＳＤＵデータとしてもよい。データに必要なパラメータを
共に通知するとよい。
【０５３０】
　ステップＳＴ７９０６において、第２セルユニファイドエンティティは、データのスケ
ジューリングを行う。ＭＡＣスケジューリングを行うようにしてもよい。
【０５３１】
　ステップＳＴ７９０７において、第２セルユニファイドエンティティは、ステップＳＴ
７９０６で行ったスケジューリングを、サービングサブセルに通知する。
【０５３２】
　ステップＳＴ７９０８において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６１１で受信
したＣＱＩフィードバックデータを、第２セルユニファイドエンティティに通知する。
【０５３３】
　ステップＳＴ７９０９において、第２セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰを実
行するか否かを決定する。ステップＳＴ７９０９の処理の詳細は、図１５および図１６の
ステップＳＴ１５０８の処理と同様である。
【０５３４】
　ステップＳＴ７９２６において、第２セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジ
ャメントセットを選択し、決定する。ステップＳＴ７９２６の処理の詳細は、図１５およ
び図１６のステップＳＴ１５３０の処理と同様である。
【０５３５】
　第２セルユニファイドエンティティが、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるサブセ
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ルの負荷状況などを把握し、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルが、ＵＥ１に対するＣ
ｏＭＰメジャメントセットへの加入が可能であるか否かを判断できる場合は、図２９～図
３１のステップＳＴ７１０１およびステップＳＴ７１０２に相当する処理を省略すること
ができる。このように、ＣｏＭＰをサポートする移動体通信システムにおいて、第２セル
ユニファイドエンティティを設けることによって、制御遅延を防止することが可能となる
。
【０５３６】
　ステップＳＴ７９１０において、第２セルユニファイドエンティティは、サービングサ
ブセルに、ＣＳＩ－ＲＳの送信開始を要求する。
【０５３７】
　ステップＳＴ７９１１において、第２セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジ
ャメントセットサブセルに、ＣＳＩ－ＲＳの送信開始を要求する。
【０５３８】
　ステップＳＴ７９１２において、第２セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１に対す
るＣｏＭＰメジャメント構成（CoMP measurement configuration）を設定する。ステップ
ＳＴ７９１２の処理の詳細は、図１５および図１６のステップＳＴ１５０９の処理と同様
である。
【０５３９】
　ステップＳＴ７９１３において、第２セルユニファイドエンティティは、ステップＳＴ
７９１２で設定したＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメント構成を、サービングサブセルに
通知する。
【０５４０】
　ステップＳＴ７９１４において、サービングサブセルは、ＣＳＩ－ＲＳをＵＥ１に送信
する。サービングサブセルは、ステップＳＴ７９１０における第２セルユニファイドエン
ティティからのＣＳＩ－ＲＳの送信開始の要求を受信することによって、ＣＳＩ－ＲＳの
送信を開始するようにしてもよい。これによって、サービングサブセルの傘下の移動端末
が、ＣＳＩ－ＲＳを用いて測定を行う場合のみ、サービングサブセルがＣＳＩ－ＲＳを送
信することができ、サービングサブセルの消費電力を低減することが可能となる。
【０５４１】
　ステップＳＴ７９１５において、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルは、ＣＳＩ－Ｒ
ＳをＵＥ１に送信する。ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルは、ステップＳＴ７９１１
における第２セルユニファイドエンティティからのＣＳＩ－ＲＳの送信開始の要求を受信
することによって、ＣＳＩ－ＲＳの送信を開始するようにしてもよい。これによって、Ｃ
ｏＭＰメジャメントセットサブセルの傘下の移動端末が、ＣＳＩ－ＲＳを用いて測定を行
う場合のみ、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルがＣＳＩ－ＲＳを送信することができ
、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるサブセルの消費電力を低減することが可能とな
る。
【０５４２】
　ステップＳＴ７９１６において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６２１で受信
したＣＳＩ－ＲＳの測定結果を、第２セルユニファイドエンティティに通知する。
【０５４３】
　ステップＳＴ７９１７において、第２セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰトラ
ンスミッションポイントを決定する。ＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定処理の
詳細は、図１６に示すステップＳＴ１５１６の処理と同様である。
【０５４４】
　ステップＳＴ７９１８において、第２セルユニファイドエンティティは、サービングサ
ブセル、およびＣｏＭＰメジャメントセットサブセルに、ＵＥ１宛のデータを通知する。
具体的には、第２セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データを通知
する。
【０５４５】
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　通知するデータの種類の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
  （１）ＰＤＣＰデータユニット。ＰＤＣＰ　ＰＤＵデータ、あるいはＰＤＣＰ　ＳＤＵ
データとしてもよい。
  （２）ＲＬＣデータユニット。ＲＬＣ　ＰＤＵデータ、あるいはＲＬＣ　ＳＤＵデータ
としてもよい。
  （３）ＭＡＣデータユニット。ＭＡＣ　ＰＤＵデータ、あるいはＭＡＣ　ＳＤＵデータ
としてもよい。
【０５４６】
　また各レイヤでのデータに必要なパラメータも共に通知してもよい。パラメータの具体
例としては、（１）ＰＤＣＰデータユニットを通知する場合は、ＲＬＣ処理に必要なパラ
メータ、およびＭＡＣ処理に必要なパラメータを通知する。また、（２）ＲＬＣデータユ
ニットを通知する場合は、ＭＡＣ処理に必要なパラメータを通知する。
【０５４７】
　第２セルユニファイドエンティティが、ＵＥ１宛のデータを通知するセルの具体例は、
図３６～図３８の第１セルユニファイドエンティティの場合と同様であるので、説明を省
略する。
【０５４８】
　ステップＳＴ７９１９において、第２セルユニファイドエンティティは、ステップＳＴ
７９１７で決定したＣｏＭＰトランスミッションポイントを示す情報を含めたＣｏＭＰス
ケジューリングを、サービングサブセル、およびＣｏＭＰメジャメントセットサブセルに
通知する。あるいは、第２セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰスケジューリング
を、ＣｏＭＰトランスミッションサブセル、ＣｏＭＰアクティブセットサブセルに通知す
るようにしてもよい。
【０５４９】
　ステップＳＴ７９２０において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６３０におい
て受信したＣＳＩフィードバックデータを、第２セルユニファイドエンティティに通知す
る。
【０５５０】
　ステップＳＴ７９２１において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６３１で受信
した測定結果の報告を、第２セルユニファイドエンティティに通知する。
【０５５１】
　ステップＳＴ７９２１でメジャメントリポートを受信した第２セルユニファイドエンテ
ィティは、ステップＳＴ７９２２において、必要に応じてＲＲＭメジャメントセットの変
更を行う。ステップＳＴ７９２２の処理の詳細は、図１５および図１６のステップＳＴ１
５２４の処理と同様である。
【０５５２】
　ステップＳＴ７９２３において、第２セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジ
ャメントセットの変更を行うか否かを判断する。ステップＳＴ７９２３の処理の詳細は、
図１５および図１６のステップＳＴ１５２５の処理と同様である。ステップＳＴ７９２３
において、ＣｏＭＰメジャメントセットの変更を行うと判断された場合、第２セルユニフ
ァイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセット内のセルの変更を行い、ステップＳ
Ｔ７９１０の処理に戻る。ステップＳＴ７９２３において、ＣｏＭＰメジャメントセット
の変更を行わないと判断された場合、ステップＳＴ７９２４に移行する。
【０５５３】
　ステップＳＴ７９２４において、第２セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰを解
除、すなわちＣｏＭＰの実行を止めると決定する。
【０５５４】
　ステップＳＴ７９２５において、第２セルユニファイドエンティティは、サービングサ
ブセルに、ＵＥ１に対するＣｏＭＰメジャメント構成の解除（リリース）を通知する。
【０５５５】
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　図４４は、実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。図４４に示すシーケンスにおいて、図３６～３９、図４１～図４３に示すシーケンス
と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。図
４４では、セントラルエンティティと第２セルユニファイドエンティティを区別し、セン
トラルエンティティがＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行う場合のシーケン
スを示している。図４４では、図４１～図４３のステップＳＴ７６２１～ステップＳＴ７
６２７の処理の他の具体例を示している。セントラルエンティティと第３セルユニファイ
ドエンティティを区別した場合も同様である。
【０５５６】
　ステップＳＴ８００１において、第２セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰ実行
の対象となるデータに関する情報（以下「データパラメータ」という場合がある）を、セ
ントラルエンティティに通知する。データパラメータの具体例としては、データ量、サー
ビスのＱｏＳ情報などがある。第２セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰ実行の対
象となるデータを、セントラルエンティティに通知してもよい。
【０５５７】
　ステップＳＴ８００２において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセ
ット間において、ステップＳＴ８００１で受信したＣｏＭＰ実行の対象となるデータのＣ
ｏＭＰを実現するための調整を行う。ＣｏＭＰアクティブセット間において調整を行って
もよい。具体的には、セントラルエンティティは、該データの送信が、サービングサブセ
ル、およびＣｏＭＰメジャメントセットサブセルで受け入れ可能であるかの調整を、第２
セルユニファイドエンティティと行う。サービングサブセルの傘下のＣｏＭＰ対象外のＵ
Ｅに対するスケジューリングと、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルの傘下のＣｏＭＰ
対象外のＵＥに対するスケジューリングとは、第２セルユニファイドエンティティで行わ
れるので、前記の調整を行うことによって、最適なスケジューリングとすることができる
。また、各サブセルと調整を行わなくてよく、第２セルユニファイドエンティティと一括
して調整を行えばよいので、ＣｏＭＰをサポートする移動体通信システムにおいて、第２
セルユニファイドエンティティを設けることによって、制御遅延を防止することができる
。
【０５５８】
　ステップＳＴ７７０３において、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰスケジューリン
グを決定する。セントラルエンティティは、ステップＳＴ８００１で受信したＣｏＭＰ実
行の対象となるデータに関する情報、およびステップＳＴ８００２で行った第２セルユニ
ファイドエンティティとの調整結果に基づいて、ＵＥ１用のＣｏＭＰスケジューリングを
行う。具体的には、ＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行う。ステップＳＴ７
７０３の処理の詳細は、図１５および図１６に示すシーケンスのステップＳＴ１５１６の
処理と同様である。
【０５５９】
　その後、セントラルエンティティは、ＣｏＭＰトランスミッションポイント間において
、再度調整を行って最終的なＣｏＭＰスケジューリングを決定してもよい。
【０５６０】
　ステップＳＴ８００４において、セントラルエンティティは、ステップＳＴ７７０３で
決定したＣｏＭＰスケジューリングを、第２セルユニファイドエンティティに通知する。
【０５６１】
　ステップＳＴ８００５において、第２セルユニファイドエンティティは、ステップＳＴ
８００４で受信したスケジューリングを、サービングサブセルに通知する。セントラルエ
ンティティが、ステップＳＴ７７０３で決定したスケジューリングを、サービングサブセ
ルに通知してもよい。
【０５６２】
　ステップＳＴ８００６において、第２セルユニファイドエンティティは、ステップＳＴ
８００４で受信したＣｏＭＰスケジューリングを、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセル
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に通知する。セントラルエンティティが、ステップＳＴ７７０３で決定したＣｏＭＰスケ
ジューリングを、ＣｏＭＰメジャメントセットサブセルに通知してもよい。
【０５６３】
　図４５は、実施の形態７における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。図４５に示すシーケンスにおいて、図３６～３９および図４１～図４３に示すシーケ
ンスと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
。図４５では、セントラルエンティティと第２セルユニファイドエンティティを区別し、
第２セルユニファイドエンティティとセントラルエンティティとが、共同でＣｏＭＰトラ
ンスミッションポイントの決定を行う場合のシーケンスを示している。図４５では、図４
１～図４３のステップＳＴ７６２１～ステップＳＴ７６２７の処理の他の具体例を示して
いる。セントラルエンティティと第３セルユニファイドエンティティを区別した場合も同
様である。
【０５６４】
　ステップＳＴ８１０１において、サービングサブセルは、ステップＳＴ７６０１で受信
したＣＳＩ－ＲＳの測定結果を、第２セルユニファイドエンティティに通知する。ＣＳＩ
－ＲＳの測定結果の具体例としては、ＣＳＩ－ＲＳメジャメントリポート（CSI-RS Measu
rement Report）、およびＣＳＩフィードバック（CSI feedback）情報などがある。
【０５６５】
　ステップＳＴ８１０２において、第２セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１用の自
セル単独でのスケジューリングを決定する。一旦決定するようにしてもよい。
【０５６６】
　ステップＳＴ８１０３において、第２セルユニファイドエンティティは、セントラルエ
ンティティに、ＣｏＭＰメジャメントセット間の調整依頼を通知する。第２セルユニファ
イドエンティティは、調整依頼を通知するとき、ステップＳＴ８１０２で決定したスケジ
ューリングを通知すればよい。スケジューリングの具体例としては、時間－周波数リソー
スなどがある。ＣｏＭＰアクティブセット間の調整を依頼してもよい。
【０５６７】
　セントラルエンティティが有する機能を、第２セルユニファイドエンティティが有して
もよい。あるいは、第２セルユニファイドエンティティが有する機能を、セントラルエン
ティティが有してもよい。あるいは、セントラルエンティティが有する機能と、第２セル
ユニファイドエンティティが有する機能とを、同じエンティティが有してもよい。図４１
～図４３が、この例にあたる。
【０５６８】
　あるいは、セントラルエンティティが有する機能を、第３セルユニファイドエンティテ
ィが有してもよい。あるいは、第３セルユニファイドエンティティが有する機能を、セン
トラルエンティティが有してもよい。あるいは、セントラルエンティティが有する機能と
、第３セルユニファイドエンティティが有する機能とを、同じエンティティが有してもよ
い。図４１～図４３が、この例にあたる。
【０５６９】
　これによって、第２セルユニファイドエンティティとセントラルエンティティとの間の
シグナリングおよび通信が不要となり、制御遅延を防止することができる。あるいは、第
３セルユニファイドエンティティとセントラルエンティティとの間のシグナリングおよび
通信が不要となり、制御遅延を防止することができる。
【０５７０】
　具体的には、図４４のステップＳＴ８００１、ステップＳＴ８００２およびステップＳ
Ｔ８００４の処理、あるいは図４５のステップＳＴ８１０３、ステップＳＴ８００２およ
びステップＳＴ８００４の処理などを省略することが可能となる。
【０５７１】
　セントラルエンティティが、第２セルユニファイドエンティティの有するＣｏＭＰメジ
ャメントセット内に含まれるセル傘下の全ＵＥのスケジューリングを行う機能を有する場
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合、ＣｏＭＰメジャメントセット間の調整、あるいはＣｏＭＰアクティブセット間の調整
、あるいはＣｏＭＰトランスミッション間の調整が不要となる。これによって、制御遅延
の防止および処理負荷の軽減を図ることができる。
【０５７２】
　セントラルエンティティが、第３セルユニファイドエンティティの有するＣｏＭＰメジ
ャメントセット内に含まれるセル傘下の全ＵＥのスケジューリングを行う機能を有する場
合、ＣｏＭＰメジャメントセット間の調整、あるいはＣｏＭＰアクティブセット間の調整
、あるいはＣｏＭＰトランスミッション間の調整が不要となる。これによって、制御遅延
の防止および処理負荷の軽減を図ることができる。
【０５７３】
　ＭＡＣの機能に、複数の無線エリアにおいて共通とすることが難しい機能が存在する場
合、第２セルユニファイドエンティティの実現は困難となる。その場合、共通とすること
で、ＣｏＭＰを実行するときに制御遅延の防止および処理負荷の軽減を図ることができる
というＭＡＣの機能のうち、少なくともスケジューリングの機能を複数の無線エリアにお
いて共通とする第３セルユニファイドエンティティは有用である。
【０５７４】
　以降、実施の形態７、実施の形態８、実施の形態９および実施の形態１０では、ｅＮＢ
とは、少なくとも一つのセルおよび関連するインタフェースを実装した装置とする。また
、サブｅＮＢ（Sub eNB）とは、一つもしくは複数のサブセルおよび関連するインタフェ
ースを実装した装置とする。サブｅＮＢには、ＲＲＨも含まれる。
【０５７５】
　セントラルエンティティは、eＮＢ、サブｅＮＢ、ＭＭＥおよびＨｅＮＢＧＷに実装さ
れてもよく、また新たな装置に実装されてもよい。ここでは、セントラルエンティティが
実装される新たな装置を、ＣｏＭＰ調整装置と称する。
【０５７６】
　セルユニファイドエンティティは、eＮＢ、サブｅＮＢ、ＭＭＥおよびＨｅＮＢＧＷに
実装されてもよく、また新たな装置に実装されてもよい。ここでは、セルユニファイドエ
ンティティが実装される新たな装置を、セル制御装置と称する。ＣｏＭＰ調整装置と、セ
ル制御装置とは、同じ装置であってもよい。
【０５７７】
　各エンティティが実装される装置によって、各エンティティ間のインタフェースが異な
ることがある。例えば、ＭＭＥとｅＮＢとの間は、Ｓ１インタフェースが用いられる。Ｈ
ｅＮＢＧＷとＨｅＮＢとの間は、Ｓ１インタフェースが用いられる。ＨｅＮＢＧＷとＭＭ
Ｅとの間は、Ｓ１インタフェースが用いられる。ｅＮＢ間は、Ｘ２インタフェースが用い
られる。ｅＮＢとサブｅＮＢとの間は、専用線が用いられる。サブｅＮＢがＲＲＨである
場合の専用線は、オプティカルファイバ（optical fiber）と称されることもある。
【０５７８】
　以上の実施の形態７によって、実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
【０５７９】
　実施の形態８．
　実施の形態８で解決する課題について、以下に説明する。３ＧＰＰでは、ＣｏＭＰ実行
中の移動端末の移動性（UE Mobility）については、何ら開示されていない。したがって
、移動体通信システムにおいて、ＣｏＭＰを実行することができないという問題がある。
【０５８０】
　この問題に対する解決策を以下に示す。ハンドオーバ前のサービングセル（以下「ソー
スセル」という場合がある）で、ＣｏＭＰの実行を中止する。具体的には、ソースセルは
、ハンドオーバを実行することを決定した場合、ＣｏＭＰの実行を中止する。ソースセル
は、ハンドオーバ対象のＵＥにハンドオーバの指示を通知する前に、ＣｏＭＰの実行を中
止する。つまり、ソースセルは、ハンドオーバ対象のＵＥに、ハンドオーバに必要なパラ
メータをマッピングしたモビリティ制御情報を含むＲＲＣ接続再設定メッセージ、および
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ハンドオーバコマンドを通知するときは、ＣｏＭＰを用いない。
【０５８１】
　ＣｏＭＰの実行を中止する方法の具体例を、以下に開示する。移動体通信システムとし
て、ＣｏＭＰメジャメント構成を解除（リリース）する。
【０５８２】
　移動体通信システムとして、ＣｏＭＰメジャメント構成を解除する方法の具体例として
、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０５８３】
　（１）ソースセルは、ハンドオーバを実行することを決定した場合、ハンドオーバ対象
のＵＥに、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求する。ソースセルは、継続中のＨＡＲ
Ｑプロセスが存在しないことを確認した後に、ハンドオーバ対象のＵＥに、ＣｏＭＰメジ
ャメント構成の解除を要求するようにしてもよい。ソースセルは、ハンドオーバ対象のＵ
ＥにＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求するとき、ハンドオーバが理由である旨を併
せて通知してもよい。
【０５８４】
　ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＵＥは、ＣｏＭＰメジャメント構成
の解除、およびＣｏＭＰメジャメントセット内のセルのＣＳＩ－ＲＳの測定を中止しても
よい。
【０５８５】
　ＵＥは、ＣｏＭＰメジャメント構成を解除するとき、ＣｏＭＰメジャメントセット内に
含まれるセルの無線情報（ＲＡＮ情報）を記憶してもよい。ハンドオーバ後のサービング
セル（以下「ターゲットセル」という場合がある）によって、ソースセルにおけるＣｏＭ
Ｐメジャメントセットが再設定される可能性がある。そのような場合には、ＵＥが無線情
報を記憶しておくことによって、制御遅延を防止することができる。
【０５８６】
　ＵＥは、ハンドオーバが理由でＣｏＭＰメジャメント構成を解除するとき、無線情報を
記憶するようにしてもよい。この場合、ソースセルは、ハンドオーバ対象のＵＥにＣｏＭ
Ｐメジャメント構成の解除を要求するとき、ハンドオーバが理由である旨を併せて通知す
ればよい。
【０５８７】
　ハンドオーバが理由であるＣｏＭＰメジャメント構成の解除要求を受信したＵＥは、Ｃ
ｏＭＰメジャメントセット内に含まれるセルの無線情報を記憶する。また、ハンドオーバ
が理由でないＣｏＭＰメジャメント構成の解除要求を受信したＵＥは、ＣｏＭＰメジャメ
ントセット内に含まれるセルの無線情報を記憶しないようにすればよい。
【０５８８】
　ＣｏＭＰメジャメントセットの無線情報の具体例として、以下の（ａ）～（ｎ）の１４
個を開示する。
【０５８９】
　（ａ）ＰＣＩ。（ｂ）下りタイミング。（ｃ）ＭＩＢ情報。（ｄ）ＳＩＢ情報。（ｅ）
ＣＳＩ－ＲＳ情報。（ｆ）ＴＡ。（ｇ）送信－受信タイミング差（ＴＸ－ＲＸタイミング
差）。（ｈ）受信ＭＩＭＯ情報。（ｉ）他のセルとの位相差。（ｊ）測定時のＵＥの位置
情報。（ｋ）測定時の時間情報。（ｌ）ＥＤＰＣＣＨの構成。（ｍ）受信品質情報。（ｎ
）前記（ａ）～（ｍ）の組合せ。
【０５９０】
　（２）ソースセルは、ハンドオーバを実行することを決定した場合、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットに含まれるセルに、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求する。ソースセル
は、継続中のＨＡＲＱプロセスが存在しないことを確認した後に、ＣｏＭＰメジャメント
セットに含まれるセルに、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求するようにしてもよい
。ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＣｏＭＰメジャメントセットに含ま
れるセルは、ＣＳＩ－ＲＳの送信を停止する。
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【０５９１】
　（３）ソースセルは、ハンドオーバを実行することを決定した場合、ＵＥ１宛のＣｏＭ
Ｐ用データの通知を停止する。具体的には、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセル
へのＵＥ１宛のデータの通知を停止する。ソースセルは、継続中のＨＡＲＱプロセスが存
在しないことを確認した後に、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を停止するようにして
もよい。ＣｏＭＰアクティブセットに含まれるセルへのＵＥ１宛のデータ通知、あるいは
ＣｏＭＰトランスポートポイントへのＵＥ１宛のデータの通知を、停止するようにしても
よい。
【０５９２】
　また、ソースセルは、ハンドオーバを実行することを決定した場合、ＵＥ１用のＣｏＭ
Ｐスケジューリングの通知を停止する。具体的には、ＣｏＭＰメジャメントセットに含ま
れるセルへのＵＥ１用のＣｏＭＰスケジューリングの通知を停止する。ソースセルは、継
続中のＨＡＲＱプロセスが存在しないことを確認した後に、ＵＥ１用のＣｏＭＰスケジュ
ーリングの通知を停止するようにしてもよい。ＣｏＭＰアクティブセットに含まれるセル
へのＵＥ１用のＣｏＭＰスケジューリングの通知、あるいはＣｏＭＰトランスポートポイ
ントへのＵＥ１用のＣｏＭＰスケジューリングの通知を、停止するようにしてもよい。
【０５９３】
　また、ＣｏＭＰメジャメントセットは、サービングセル、あるいはセントラルエンティ
ティが管理してもよい。ＣｏＭＰメジャメントセットは、ＵＥ毎に管理してもよい。Ｃｏ
ＭＰメジャメントセットの管理主体であるサービングセル、あるいはセントラルエンティ
ティは、ＣｏＭＰメジャメント構成を解除した後も、過去の情報として、ＣｏＭＰメジャ
メント構成を記憶しておいてもよい。
【０５９４】
　図４６および図４７は、実施の形態８における移動体通信システムのシーケンスの一例
を示す図である。図４６と図４７とは、境界線ＢＬ９の位置で、つながっている。図４６
および図４７では、サービングセルであるセル１とセル２とを用いて、ＵＥ１に対してＣ
ｏＭＰを実行しているときに、ＵＥ１が、セル１からセル２に移動する場合のシーケンス
を示している。本シーケンスでは、セントラルエンティティがサービングセル内に構成さ
れた場合について示しているので、特にセントラルエンティティとサービングセルとを区
別せずに、サービングセルと記載する。
【０５９５】
　ステップＳＴ８２０１において、セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせるか否かを判断
する。セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ＵＥ１に対するＣｏＭＰ
の実行を中止する。具体的には、セル１は、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を決定する
。また、セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ハンドオーバ先である
ターゲットセルを決定する。本動作例では、ターゲットセルとして、セル２を選択する。
【０５９６】
　ステップＳＴ８２０２において、セル１は、ＵＥ１に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解
除（CoMP Measurement set Release）を要求する。ステップＳＴ８２０３において、セル
２は、ＵＥ１に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除（CoMP Measurement set Release）を
要求する。本動作例では、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求する場合に、セル１と
セル２とを用いてＣｏＭＰを実行することを開示したが、ＣｏＭＰメジャメント構成の解
除にＣｏＭＰを用いずに、セル１からのみＣｏＭＰメジャメント構成の解除要求を通知す
るようにしてもよい。
【０５９７】
　ステップＳＴ８２０４において、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＵ
Ｅ１は、ＣｏＭＰメジャメント構成を解除する。
【０５９８】
　ステップＳＴ８２０５において、サービングセルであるセル１は、ＣｏＭＰメジャメン
トセットに含まれるセルであるセル２に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求する。
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【０５９９】
　ステップＳＴ８２０６において、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルであるセ
ル２は、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求に対する応答を通知する。
【０６００】
　ステップＳＴ８２０７において、ステップＳＴ８２０５でＣｏＭＰメジャメント構成の
解除の要求を受信したＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルであるセル２は、ＣＳ
Ｉ－ＲＳの送信を停止する。
【０６０１】
　ステップＳＴ８２０８において、サービングセルであるセル１は、ＣｏＭＰメジャメン
トセットに含まれるセルであるセル２へのＵＥ１宛のデータの通知を停止する。具体的に
は、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を停止する。
【０６０２】
　ステップＳＴ８２０９において、セル１は、ＣＳＩ－ＲＳの送信を停止する。
【０６０３】
　ステップＳＴ８２１０において、ソースセルであるセル１は、ターゲットセルであるセ
ル２に。ハンドオーバ要求（Handover Request）を通知する。
【０６０４】
　ステップＳＴ８２１１において、ターゲットセルであるセル２は、リソースに基づいて
、ハンドオーバが受け入れ可能であるか否かを判断し、受け入れ可能であると判断した場
合、ソースセルであるセル１に、ハンドオーバ要求受け入れ（Handover Request Ack）を
通知する。
【０６０５】
　ステップＳＴ８２１２において、セル１は、セル２に、ＵＥに関するデータの受け渡し
（Data Forwarding）を開始する。具体的には、ＵＥ１宛のＨＯ用データの通知を行う。
ＨＯ用データの通知は、ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータによって行われる（非特許文献１参照）
。
【０６０６】
　ステップＳＴ８２１３において、セル１は、ＵＥ１に、ハンドオーバに必要なパラメー
タをマッピングしたモビリティ制御情報（Mobility Control Information）を含むＲＲＣ
接続再設定メッセージ（RRC Connection Reconfiguration Message）を通知する。併せて
、セル１は、ＵＥ１に、ハンドオーバの実行を指示する。ハンドオーバの実行の指示を、
「ハンドオーバコマンド」と称することもある。
【０６０７】
　ステップＳＴ８２１４において、ＵＥ１は、ステップＳＴ８２１３で受信したパラメー
タを用いて、セル２への接続を試みる。つまり、ＵＥ１は、セル２にＲＡＣＨを送信し、
ＲＲＣコネクションリクエスト（RRC Connection Request）の送信を行う。
【０６０８】
　ステップＳＴ８２１５において、セル２は、ステップＳＴ８２１４の処理に対する応答
として、タイミングアドバンス（Timing Advance：ＴＡ）をＵＥ１に通知する。
【０６０９】
　ステップＳＴ８２１６において、ＵＥ１は、ＲＲＣ接続再設定完了（RRC Connection R
econfiguration Complete）を、セル２に通知する。
【０６１０】
　ＲＲＣ接続設定完了を受信したターゲットセルであるセル２は、ハンドオーバ処理が完
了したと判断してもよい。あるいはサービングセルの変更手順が完了したと判断してもよ
い。ＲＲＣ接続設定完了を受信したターゲットセルは、多地点通信（ＣｏＭＰ通信）を再
度構築してもよい。これによって、セル端における複数の無線リンクを用いた通信品質の
改善を、ハンドオーバ後に実現することができる。
【０６１１】
　ステップＳＴ８２１７において、ステップＳＴ８２１６でＵＥ１からのＲＲＣ接続再設
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定完了の通知を受信したセル２は、パススイッチ処理を実行する。
【０６１２】
　ステップＳＴ８２１８において、パススイッチ処理を完了したセル２は、ＵＥコンテキ
ストリリース（UE Context Release）を、セル１に通知する。
【０６１３】
　ステップＳＴ８２１９において、ステップＳＴ８２１８でセル２からのＵＥコンテキス
トリリースの通知を受信したセル１は、ＵＥ１に対する無線リソースをリリースする。
【０６１４】
　ＣｏＭＰを実行する場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。また、
実施の形態７で開示したように、セントラルエンティティがＣｏＭＰトランスミッション
ポイントの決定を行ってもよいし、サービングセルとセントラルエンティティとが、共同
でＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行ってもよい。その場合の詳細な動作に
ついては、実施の形態７と同様である。
【０６１５】
　図４８は、実施の形態８における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図であ
る。図４８に示すシーケンスは、図４６および図４７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。
【０６１６】
　図４８では、セルユニファイドエンティティとサブセルとを区別した場合にＣｏＭＰを
実行するときのシーケンスを示している。本シーケンスでは、セントラルエンティティが
サービングサブセル内、あるいはセントラルエンティティ内に構成された場合について示
しているので、特にセントラルエンティティとサービングサブセル、あるいはセントラル
エンティティとを区別せずに、サービングサブセル、あるいはセントラルエンティティと
記載する。
【０６１７】
　図４８では、サービングサブセルであるサブセル１とサブセル２とを用いて、ＵＥ１に
対してＣｏＭＰを実行しているときに、ＵＥ１が、サブセル１からサブセル２に移動する
場合のシーケンスを示している。
【０６１８】
　セルユニファイドエンティティは、第１セルユニファイドエンティティであっても、第
２セルユニファイドエンティティであっても、第３セルユニファイドエンティティであっ
ても、図４８に示すシーケンスを用いることができる。
【０６１９】
　ステップＳＴ８３０１において、セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオ
ーバさせるか否かを判断する。セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオーバ
させると判断した場合、ＵＥ１に対するＣｏＭＰの実行を中止する。具体的には、セルユ
ニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を決定する。また、セルユ
ニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ハンドオーバ
先であるターゲットセルを決定する。本動作例では、ターゲットセルとして、セル２を選
択する。
【０６２０】
　ステップＳＴ８３０２において、セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットに含まれるセルであるサブセル１に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求
する。ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求に限らず、ＣＳＩ－ＲＳの送信停止の要求
であってもよい。図４８では省略しているが、サブセル１は、ＣｏＭＰメジャメント構成
の解除の要求に対する応答を、セルユニファイドエンティティに通知してもよい。
【０６２１】
　ステップＳＴ８３０３において、セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットに含まれるセルであるサブセル２に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求
する。ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求に限らず、ＣＳＩ－ＲＳの送信停止の要求
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であってもよい。図４８では省略しているが、サブセル２は、ＣｏＭＰメジャメント構成
の解除の要求に対する応答を、セルユニファイドエンティティに通知してもよい。
【０６２２】
　ステップＳＴ８３０４において、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＣ
ｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルであるサブセル１は、ＣＳＩ－ＲＳの送信を停
止する。
【０６２３】
　ステップＳＴ８３０５において、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＣ
ｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルであるサブセル２は、ＣＳＩ－ＲＳの送信を停
止する。
【０６２４】
　ステップＳＴ８３０６において、セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットに含まれるサブセル２へのＵＥ１宛のデータの通知を停止する。具体的には、
ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を停止する。
【０６２５】
　セルユニファイドエンティティが、サブセルの負荷状況などを把握し、ターゲットセル
であるサブセル２が、ハンドオーバの受け入れが可能であるか否かを判断できる場合は、
図４６および図４７のステップＳＴ８２１０およびステップＳＴ８２１１に相当する処理
を省略することができる。このように、セルユニファイドエンティティを設けることによ
って、制御遅延を防止することができる。
【０６２６】
　セルユニファイドエンティティが複数の無線エリアにおけるＰＤＣＰの機能を共通して
有している場合を考える。具体的には、サービングサブセルの無線エリアと、ターゲット
サブセルの無線エリアとにおけるＰＤＣＰの機能を共通して有している場合を考える。そ
の場合、サービングサブセルとターゲットサブセルとの間のＨＯ用データ通知は不要とな
る。したがって、図４７のステップＳＴ８２１２に相当する処理を省略することができる
。このようにセルユニファイドエンティティを設けることによって、制御遅延を防止する
ことができる。
【０６２７】
　ステップＳＴ８３０８において、セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１に、ハンド
オーバに必要なパラメータをマッピングしたモビリティ制御情報（Mobility Control Inf
ormation）を含むＲＲＣ接続再設定メッセージ（RRC Connection Reconfiguration Messa
ge）を通知する。併せて、セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１に、ハンドオーバの
実行を指示する。ハンドオーバの実行の指示を、「ハンドオーバコマンド」と称すること
もある。
【０６２８】
　ステップＳＴ８３０９において、サブセル２は、ステップＳＴ８２１６で受信したＲＲ
Ｃ接続再設定完了を、セルユニファイドエンティティに通知する。
【０６２９】
　セルユニファイドエンティティが複数の無線エリアにおけるＰＤＣＰの機能を共通して
有している場合を考える。具体的には、サービングサブセルの無線エリアと、ターゲット
サブセルの無線エリアとにおけるＰＤＣＰの機能を共通して有している場合を考える。そ
の場合、サービングサブセルからターゲットサブセルへのパススイッチ処理は不要となる
。したがって、図４７のテップＳＴ８２１７に相当する処理を省略することができる。こ
のようにセルユニファイドエンティティを設けることによって、制御遅延を防止すること
ができる。
【０６３０】
　ステップＳＴ８３１１において、パススイッチ処理を完了したセルユニファイドエンテ
ィティは、サブセル１に、ＵＥコンテキストリリース（UE Context Release）を通知する
。
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【０６３１】
　ＣｏＭＰを実行する場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。第１セ
ルユニファイドエンティティを用いた場合のＣｏＭＰの実行の詳細な動作、および第２セ
ルユニファイドエンティティを用いた場合のＣｏＭＰの実行の詳細な動作については、実
施の形態７と同様である。また、実施の形態７で開示したように、セントラルエンティテ
ィがＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行ってもよいし、サービングサブセル
とセントラルエンティティとが共同でＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行っ
てもよいし、セルユニファイドエンティティとセントラルエンティティとが共同でＣｏＭ
Ｐトランスミッションポイントの決定を行ってもよい。その場合の詳細な動作については
、実施の形態７と同様である。
【０６３２】
　以上の実施の形態８によって、以下の効果を得ることができる。本実施の形態では、Ｃ
ｏＭＰ実行中のハンドオーバの方法について開示した。開示した方法を用いることによっ
て、ＣｏＭＰ実行中のハンドオーバが可能となる。
【０６３３】
　また、後述する実施の形態１０と比較して、制御が容易である。また、実施の形態１０
と比較して、移動体通信システムが複雑化することを回避しつつ、ＣｏＭＰ実行中のＵＥ
の移動について、基地局および移動端末で統一が取れた動作とすることができ、安定した
移動体通信システムを得ることができる。
【０６３４】
　実施の形態８　変形例１．
　本変形例では、実施の形態８とは異なる他のＣｏＭＰの実行を中止する方法の具体例を
開示する。
【０６３５】
　移動体通信システムとして、ＣｏＭＰアクティブ構成を解除（リリース）する。移動体
通信システムとして、ＣｏＭＰメジャメント構成は解除（リリース）しない、つまり維持
する。
【０６３６】
　移動体通信システムとして、ＣｏＭＰアクティブ構成を解除（リリース）する方法の具
体例として、以下の（１）～（６）の６つを開示する。
【０６３７】
　（１）ソースセルは、ハンドオーバを実行することを決定した場合、ハンドオーバ対象
のＵＥに、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除を要求する。ソースセルは、継続中のＨＡＲＱ
プロセスが存在しないことを確認した後に、ハンドオーバ対象のＵＥに、ＣｏＭＰアクテ
ィブ構成の解除を要求するようにしてもよい。
【０６３８】
　ＣｏＭＰアクティブ構成の解除の要求を受信したＵＥは、ＣｏＭＰアクティブ構成の解
除を行う。ＣｏＭＰメジャメント構成は、解除しなくてもよい。ＣｏＭＰメジャメントセ
ット内セルのＣＳＩ－ＲＳの測定は、継続してもよい。
【０６３９】
　ＵＥは、ＣｏＭＰアクティブ構成を解除するとき、ＣｏＭＰアクティブセット内に含ま
れるセルの無線情報（ＲＡＮ情報）を記憶してもよい。ターゲットセルによって、ソース
セルにおけるＣｏＭＰアクティブ構成が再設定される可能性がある。そのような場合には
、ＵＥが無線情報を記憶しておくことによって、制御遅延を防止することができる。
【０６４０】
　ＵＥは、ハンドオーバが理由でＣｏＭＰアクティブ構成を解除するとき、無線情報を記
憶するようにしてもよい。この場合、ソースセルは、ハンドオーバ対象のＵＥにＣｏＭＰ
アクティブ構成の解除を要求するとき、ハンドオーバが理由である旨を併せて通知すれば
よい。
【０６４１】
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　ハンドオーバが理由であるＣｏＭＰアクティブ構成の解除要求を受信したＵＥは、Ｃｏ
ＭＰアクティブセット内に含まれるセルの無線情報を記憶する。また、ハンドオーバが理
由でないＣｏＭＰアクティブ構成の解除要求を受信したＵＥは、ＣｏＭＰアクティブセッ
ト内に含まれるセルの無線情報を記憶しないようにすればよい。
【０６４２】
　ＣｏＭＰアクティブセットの無線情報の具体例は、実施の形態８のＣｏＭＰメジャメン
トセットの無線情報と同様である。
【０６４３】
　（２）ソースセルは、ハンドオーバを実行することを決定した場合、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットに含まれるセルに、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求しない。つまり、
ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルは、ＣＳＩ－ＲＳの送信を継続する。
【０６４４】
　（３）ソースセルは、ハンドオーバを実行することを決定した場合、ＵＥ１宛のＣｏＭ
Ｐ用データの通知を停止する。具体的には、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセル
へのＵＥ１宛のデータの通知を停止する。ソースセルは、継続中のＨＡＲＱプロセスが存
在しないことを確認した後に、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を停止するようにして
もよい。ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルへのＵＥ１宛のデータの通知、ある
いはＣｏＭＰアクティブセットに含まれるセルへのＵＥ１宛のデータの通知、あるいはＣ
ｏＭＰトランスポートポイントへのＵＥ１宛のデータの通知を、停止するようにしてもよ
い。
【０６４５】
　（４）ＣｏＭＰメジャメントセットの取り扱いについて説明する。
  （４－１）ソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセットを、ターゲットセルにおい
ても継続して用いる。具体的には、ソースセルは、ターゲットセルに、ハンドオーバ要求
（Handover Request）とともに、ソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセットを通知
する。ターゲットセルは、ハンドオーバ対象のＵＥのＣｏＭＰメジャメントセットとして
、ハンドオーバ要求とともに通知されたソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセット
を継続して用いる。そのとき、ターゲットセルにおいて、ソースセルにおけるＣｏＭＰメ
ジャメントセットを継続して用いることができる場合は、その旨（Ａｃｋ）をソースセル
に通知する。ターゲットセルにおいてソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセットを
継続して用いることができる旨は、ハンドオーバ要求受け入れ（Handover Request Ack）
とともに通知してもよい。
【０６４６】
　ターゲットセルにおいて、ソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセットを継続して
用いることができない場合は、その旨（Ｎａｃｋ）をソースセルに通知する。ターゲット
セルにおいてソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセットを継続して用いることがで
きない旨は、ハンドオーバ要求受け入れ（Handover Request Ack）とともに通知してもよ
い。
【０６４７】
　ターゲットセルにおいてソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセットを継続して用
いる場合、ハンドオーバに必要なパラメータをマッピングしたモビリティ制御情報（Mobi
lity Control Information）を含むＲＲＣ接続再設定メッセージ（RRC Connection Recon
figuration Message）とともに、ＣｏＭＰメジャメント構成を改めて通知してもよい。こ
れによって、ターゲットセルとＵＥとの状態不一致の発生を低減することができる。
【０６４８】
　あるいは、改めて通知せずに、ハンドオーバに必要なパラメータをマッピングしたモビ
リティ制御情報（Mobility Control Information）を含むＲＲＣ接続再設定メッセージ（
RRC Connection Reconfiguration Message）とともに、ソースセルにおけるＣｏＭＰメジ
ャメントセットを、ターゲットセルにおいても継続して用いることを示す情報、例えばイ
ンジケータを通知してもよい。これによって、制御情報を削減することができる。
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【０６４９】
　あるいは、移動体通信システムとして、ハンドオーバ時は、ＣｏＭＰメジャメントセッ
トを継続させることを、静的または準静的に決定してもよい。これによって、制御情報を
削減することができる。また、ハンドオーバに必要なパラメータをマッピングしたモビリ
ティ制御情報（Mobility Control Information）を含むＲＲＣ接続再設定メッセージ（RR
C Connection Reconfiguration Message）に追加する情報は、不要となり、後方互換性の
ある移動体通信システムの構築が可能となる。
【０６５０】
　ＣｏＭＰアクティブセットのＣｏＭＰメジャメントセットと同様に取り扱うことができ
る。
【０６５１】
　（４－２）ターゲットセルにおいてＵＥ用に用いることが予定されるＣｏＭＰメジャメ
ントセットを、予めソースセルからＵＥに通知する。ハンドオーバ前に通知するようにし
てもよい。
【０６５２】
　ターゲットセルにおいてソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセットを継続して用
いることができない場合は、ターゲットセルにおいて、ＵＥ用に用いることが予定される
ＣｏＭＰメジャメントセットを通知する。ＵＥ用に用いることが予定されるＣｏＭＰメジ
ャメントセットを、ハンドオーバ要求受け入れ（Handover Request Ack）とともに通知し
てもよい。
【０６５３】
　ターゲットセルにおいてＵＥ用に用いることが予定されているＣｏＭＰメジャメントセ
ットとしては、ターゲットセル固有に予め決められたセットとすればよい。例えば、ＵＥ
毎ではなく、ターゲットセルのロケーションによって決定されるセットとすればよい。Ｕ
Ｅが、ターゲットセルにおいてメジャメントを実行していないからである。
【０６５４】
　ターゲットセルにおいてＵＥ用に用いることが予定されているＣｏＭＰメジャメントセ
ットは、ハンドオーバに必要なパラメータをマッピングしたモビリティ制御情報（Mobili
ty Control Information）を含むＲＲＣ接続再設定メッセージ（RRC Connection Reconfi
guration Message）とともに通知すればよい。これによって、ＵＥは、予めターゲットセ
ルにおいてＵＥ用に用いることが予定されているＣｏＭＰメジャメントセットを知ること
ができ、制御遅延を防止することができる。ＵＥは、ハンドオーバ後は、ターゲットセル
においてＵＥ用に用いることが予定されているＣｏＭＰメジャメントセットを用いればよ
い。
【０６５５】
　ＣｏＭＰアクティブセットのＣｏＭＰメジャメントセットと同様に取り扱うことができ
る。
【０６５６】
　（５）ハンドオーバコマンドを受信したＵＥは、ターゲットセルにおけるＣｏＭＰメジ
ャメントセット内セルのＣＳＩ－ＲＳの測定を継続してもよい。
【０６５７】
　（６）ターゲットセルからパススイッチ処理を完了したことの通知を受けたセル１は、
以下の処理を行う。ソースセルは、ハンドオーバ対象のＵＥに対するＣｏＭＰメジャメン
ト構成の解除を決定する。ソースセルは、ＣＳＩ－ＲＳの送信を停止してもよい。ソース
セルは、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルに、ＣｏＭＰメジャメント構成の解
除を要求する。ソースセルは、継続中のＨＡＲＱプロセスが存在しないことを確認した後
に、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルに、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を
要求するようにしてもよい。
【０６５８】
　ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＣｏＭＰメジャメントセットに含ま



(81) JP 2019-115082 A 2019.7.11

10

20

30

40

50

れるセルは、ＣＳＩ－ＲＳの送信を停止する。
【０６５９】
　図４９および図５０は、実施の形態８の変形例１における移動体通信システムのシーケ
ンスの一例を示す図である。図４９と図５０とは、境界線ＢＬ１０の位置で、つながって
いる。図４９および図５０に示すシーケンスは、図４６および図４７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。図４９および図５０では、サービングセルであるセル１とセル２とを用い
て、ＵＥ１に対してＣｏＭＰを実行しているときに、ＵＥ１が、セル１からセル２に移動
する場合のシーケンスを示している。本シーケンスでは、セントラルエンティティがサー
ビングセル内に構成された場合について示しているので、特にセントラルエンティティと
サービングセルとを区別せずに、サービングセルと記載する。
【０６６０】
　ステップＳＴ８４００において、セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせるか否かを判断
する。セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ＵＥ１に対するＣｏＭＰ
の実行を中止する。具体的には、セル１は、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除を決定する。
また、セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ハンドオーバ先であるタ
ーゲットセルを決定する。本動作例では、ターゲットセルとして、セル２を選択する。
【０６６１】
　ステップＳＴ８４０１において、セル１は、ＵＥ１に、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除
（CoMP Active set Release）を要求する。ステップＳＴ８４０２において、セル２は、
ＵＥ１に、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除（CoMP Active set Release）を要求する。本
動作例では、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除を要求する場合に、セル１とセル２とを用い
てＣｏＭＰを実行することを開示したが、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除にＣｏＭＰを用
いずに、セル１からのみＣｏＭＰメジャメント構成の解除要求を通知するようにしてもよ
い。
【０６６２】
　ステップＳＴ８４０３において、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除の要求を受信したＵＥ
１は、ＣｏＭＰアクティブ構成を解除する。
【０６６３】
　ステップＳＴ８４０４において、ステップＳＴ８２１８でセル２からＵＥコンテキスト
リリースの通知を受信したセル１は、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を決定する。Ｃｏ
ＭＰメジャメント構成の解除に代えて、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除を決定してもよい
。
【０６６４】
　ステップＳＴ８４０５において、サービングセルであるセル１は、ＣｏＭＰメジャメン
トセットに含まれるセルであるセル２に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求する。
【０６６５】
　ステップＳＴ８４０６において、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルであるセ
ル２は、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求に対する応答を通知する。
【０６６６】
　ステップＳＴ８４０７において、ステップＳＴ８４０５でＣｏＭＰメジャメント構成の
解除の要求を受信したＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルであるセル２は、ＣＳ
Ｉ－ＲＳの送信を停止する。
【０６６７】
　ステップＳＴ８４０８において、ステップＳＴ８４０４でＣｏＭＰメジャメント構成の
解除を決定したセル１は、ＣＳＩ－ＲＳの送信を停止する。
【０６６８】
　ＣｏＭＰを実行する場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。また、
実施の形態７で開示したように、セントラルエンティティがＣｏＭＰトランスミッション
ポイントの決定を行ってもよいし、サービングセルとセントラルエンティティとが、共同
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でＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行ってもよい。その場合の詳細な動作に
ついては、実施の形態７と同様である。
【０６６９】
　図５１および図５２は、実施の形態８の変形例１における移動体通信システムのシーケ
ンスの一例を示す図である。図５１および図５２に示すシーケンスは、図４６～図５０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。図５１と図５２とは、境界線ＢＬ１１の位置で、つなが
っている。図５１および図５２では、セルユニファイドエンティティとサブセルとを区別
した場合のＣｏＭＰを実行するときのシーケンスを示している。本シーケンスでは、セン
トラルエンティティがサービングサブセル、あるいはセントラルエンティティ内に構成さ
れた場合について示しているので、特にセントラルエンティティを区別せずに、サービン
グサブセル、あるいはセントラルエンティティと記載する。図５１および図５２では、サ
ービングサブセルであるサブセル１とサブセル２とを用いて、ＵＥ１に対してＣｏＭＰを
実行しているときに、ＵＥ１が、サブセル１からサブセル２に移動する場合のシーケンス
を示している。セルユニファイドエンティティは、第１セルユニファイドエンティティで
あっても、第２セルユニファイドエンティティであっても、第３セルユニファイドエンテ
ィティであっても、図５１および図５２に示すシーケンスを用いることができる。
【０６７０】
　ステップＳＴ８５００において、セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオ
ーバさせるか否かを判断する。セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオーバ
させると判断した場合、ＵＥ１に対するＣｏＭＰの実行を中止する。具体的には、セルユ
ニファイドエンティティは、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除を決定する。また、セルユニ
ファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ハンドオーバ先
であるターゲットセルを決定する。本動作例では、ターゲットセルとして、サブセル２を
選択する。
【０６７１】
　ステップＳＴ８５０１において、ステップＳＴ８３０９でＲＲＣ接続完了を受信した場
合、セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を決定する。Ｃ
ｏＭＰメジャメント構成の解除に代えて、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除を決定してもよ
い。
【０６７２】
　ステップＳＴ８５０２において、セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットに含まれるセルであるサブセル１に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求
する。ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求に限らず、ＣＳＩ－ＲＳの送信停止の要求
であってもよい。図５１および図５２では省略しているが、サブセル１は、ＣｏＭＰメジ
ャメント構成の解除の要求に対する応答を、セルユニファイドエンティティに通知しても
よい。
【０６７３】
　ステップＳＴ８５０３において、セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメ
ントセットに含まれるセルであるサブセル２に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求
する。ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求に限らず、ＣＳＩ－ＲＳの送信停止の要求
であってもよい。図５１および図５２では省略しているが、サブセル２は、ＣｏＭＰメジ
ャメント構成の解除の要求に対する応答を、セルユニファイドエンティティに通知しても
よい。
【０６７４】
　ステップＳＴ８５０４において、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＣ
ｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルであるサブセル２は、ＣＳＩ－ＲＳの送信を停
止する。
【０６７５】
　ステップＳＴ８５０５において、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＣ
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ｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルであるサブセル１は、ＣＳＩ－ＲＳの送信を停
止する。
【０６７６】
　ＣｏＭＰを実行する場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。第１セ
ルユニファイドエンティティを用いた場合のＣｏＭＰの実行の詳細な動作、および第２セ
ルユニファイドエンティティを用いた場合のＣｏＭＰの実行の詳細な動作については、実
施の形態７と同様である。また、実施の形態７で開示したように、セントラルエンティテ
ィがＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行ってもよいし、セルユニファイドエ
ンティティとセントラルエンティティとが、共同でＣｏＭＰトランスミッションポイント
の決定を行ってもよい。その場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。
【０６７７】
　以上の実施の形態８の変形例１によって、実施の形態８の効果に加えて、以下の効果を
得ることができる。ＣｏＭＰ実行可能なロケーションに位置するＵＥ、あるいはＣｏＭＰ
を実行することによって、受信品質を維持していたＵＥが、ＣｏＭＰメジャメントを継続
することが可能となる。これによって、実施の形態８と比較して、ハンドオーバ後も迅速
にＣｏＭＰを開始することが可能となる。また、ターゲットセルにおいてＵＥ用に用いる
ことが予定されるＣｏＭＰメジャメントセットを、ソースセルから、予めＵＥに通知する
ことが可能となる。これによって、ターゲットセルからＣｏＭＰメジャメントセットを改
めて通知する必要が無くなり、実施の形態８と比較して、ハンドオーバ後も迅速にＣｏＭ
Ｐを開始することが可能となる。
【０６７８】
　実施の形態８　変形例２．
　本変形例では、実施の形態８、および実施の形態８の変形例１とは異なる他のＣｏＭＰ
の実行を中止する方法の具体例を開示する。
【０６７９】
　移動体通信システムとして、ＣｏＭＰスケジューリングを行わない。ＣｏＭＰトランス
ミッションポイントの選択を行わないようにしてもよい。
【０６８０】
　移動体通信システムとして、ＣｏＭＰスケジューリングを行わない方法の具体例を、以
下に開示する。
【０６８１】
　（１）ソースセルは、ハンドオーバを実行することを決定した場合、ハンドオーバ対象
のＵＥに、ＣｏＭＰの実行を中止することに起因して、何の通知も行わない。これによっ
て、実施の形態８、および実施の形態８の変形例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。ＣｏＭＰメジャメントセット、あるいはＣｏＭＰアクティブ構成は
、解除しなくてもよい。ＣｏＭＰメジャメントセット内セルのＣＳＩ－ＲＳの測定は、継
続してもよい。
【０６８２】
　本変形例におけるＣｏＭＰスケジューリングを行わない方法の他の具体例は、実施の形
態８の変形例１におけるＣｏＭＰアクティブ構成を解除する方法の具体例（２），（３）
，（４），（５），（６）と同様であるので、説明を省略する。
【０６８３】
　図５３および図５４は、実施の形態８の変形例２における移動体通信システムのシーケ
ンスの一例を示す図である。図５３と図５４とは、境界線ＢＬ１２の位置で、つながって
いる。図５３および図５４に示すシーケンスは、図４６、図４７、図４９および図５０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。図５３および図５４では、サービングセルであるセル１
とセル２とを用いて、ＵＥ１に対してＣｏＭＰを実行しているときに、ＵＥ１が、セル１
からセル２に移動する場合のシーケンスを示している。本シーケンスでは、セントラルエ
ンティティがサービングセル内に構成された場合について示しているので、特にセントラ
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ルエンティティとサービングセルとを区別せずに、サービングセルと記載する。
【０６８４】
　ステップＳＴ８６０１において、セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせるか否かを判断
する。セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ＵＥ１に対するＣｏＭＰ
の実行を中止する。具体的には、セル１は、ＣｏＭＰスケジューリングを行わないことを
決定する。また、セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ハンドオーバ
先であるターゲットセルを決定する。本動作例では、ターゲットセルとして、セル２を選
択する。
【０６８５】
　ステップＳＴ８６０２において、サービングセルであるセル１は、ＣｏＭＰトランスミ
ッションポイントに含まれるセルであるセル２へのＵＥ１宛のデータの通知を停止する。
具体的には、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を停止する。
【０６８６】
　ＣｏＭＰを実行する場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。また、
実施の形態７で開示したように、セントラルエンティティがＣｏＭＰトランスミッション
ポイントの決定を行ってもよいし、サービングセルとセントラルエンティティとが、共同
でＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行ってもよい。その場合の詳細な動作に
ついては、実施の形態７と同様である。
【０６８７】
　図５５は、実施の形態８の変形例２における移動体通信システムのシーケンスの一例を
示す図である。図５５に示すシーケンスは、図４６～図４８、図５１および図５２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。
【０６８８】
　図５５では、セルユニファイドエンティティとサブセルとを区別した場合のＣｏＭＰを
実行するときのシーケンスを示している。本シーケンスでは、セントラルエンティティが
サービングサブセル内、あるいはセントラルエンティティ内に構成された場合について示
しているので、特にセントラルエンティティとサービングサブセル、あるいはセントラル
エンティティとを区別せずに、サービングサブセル、あるいはセントラルエンティティと
記載する。
【０６８９】
　図５５では、サービングサブセルであるサブセル１とサブセル２とを用いて、ＵＥ１に
対してＣｏＭＰを実行しているときに、ＵＥ１が、サブセル１からサブセル２に移動する
場合のシーケンスを示している。セルユニファイドエンティティは、第１セルユニファイ
ドエンティティであっても、第２セルユニファイドエンティティであっても、第３セルユ
ニファイドエンティティであっても、図５５に示すシーケンスを用いることができる。
【０６９０】
　ステップＳＴ８７０１において、セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオ
ーバさせるか否かを判断する。セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオーバ
させると判断した場合、ＵＥ１に対するＣｏＭＰの実行を中止する。具体的には、セルユ
ニファイドエンティティは、ＣｏＭＰスケジューリングを行わないことを決定する。ある
いは、サービングサブセルがＣｏＭＰスケジューリングを行わないことを決定してもよい
。また、セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合
、ハンドオーバ先であるターゲットセルを決定する。本動作例では、ターゲットセルとし
て、サブセル２を選択する。
【０６９１】
　ステップＳＴ８７０２において、セルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰトランス
ミッションポイントに含まれるセルであるサブセル２へのＵＥ１宛のデータの通知を停止
する。具体的には、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を停止する。
【０６９２】
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　ＣｏＭＰを実行する場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。第１セ
ルユニファイドエンティティを用いた場合のＣｏＭＰの実行の詳細な動作、および第２セ
ルユニファイドエンティティを用いた場合のＣｏＭＰの実行の詳細な動作については、実
施の形態７と同様である。また、実施の形態７で開示したように、セントラルエンティテ
ィがＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行ってもよいし、セルユニファイドエ
ンティティとセントラルエンティティとが、共同でＣｏＭＰトランスミッションポイント
の決定を行ってもよい。その場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。
【０６９３】
　以上の実施の形態８の変形例２によって、実施の形態８、および実施の形態８の変形例
１と同様の効果を得ることができる。
【０６９４】
　実施の形態９．
　実施の形態９で解決する課題について、以下に説明する。実施の形態８の方法では、一
旦ＣｏＭＰ実行を中止する。したがって、ＣｏＭＰを実行することによって受信品質を維
持していたリンクの受信品質が急激に悪化して、通信断が発生するという問題がある。具
体例としては、ソースセルから送信される、ハンドオーバに必要なパラメータをマッピン
グしたモビリティ制御情報を含むＲＲＣ接続再設定メッセージが、ＵＥで正常に受信でき
ないことが考えられる。これによって、ＵＥは、正常にハンドオーバすることができずに
、通信断となる。
【０６９５】
　前述の通信断が発生するという問題に対する解決策を以下に示す。ハンドオーバ処理中
は、ソースセルによってＣｏＭＰの実行を継続する。つまり、ハンドオーバ処理中は、セ
ルおよびサブセルを含むネットワーク側において、ＣｏＭＰに関する構成の解除を行わな
い。具体的には、ＣｏＭＰメジャメントセット、およびＣｏＭＰアクティブ構成の解除を
行わない。ソースセルは、ハンドオーバ対象のＵＥに、ハンドオーバに必要なパラメータ
をマッピングしたモビリティ制御情報を含むＲＲＣ接続再設定メッセージ、およびハンド
オーバコマンドを通知するとき、ＣｏＭＰを実行する。
【０６９６】
　ハンドオーバ処理中の具体例としては、ハンドオーバ準備（Handover preparation）フ
ェーズ、ハンドオーバ実行（Handover Execution）フェーズ、ハンドオーバ完了（Handov
er Completion）フェーズなどがある（非特許文献１　１０．１．２．１章参照）。
【０６９７】
　ソースセルによってＣｏＭＰの実行を継続する方法の具体例として、以下の（１）～（
３）の３つを開示する。
【０６９８】
　（１）ソースセルは、ハンドオーバ対象のＵＥに、ハンドオーバに必要なパラメータを
マッピングしたモビリティ制御情報を含むＲＲＣ接続再設定メッセージ、およびハンドオ
ーバコマンドを通知するとき、ＣｏＭＰを実行する。
【０６９９】
　（２）ソースセルは、ハンドオーバ対象のＵＥに、ハンドオーバに必要なパラメータを
マッピングしたモビリティ制御情報を含むＲＲＣ接続再設定メッセージとともに、あるい
はその後に、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除を要求する。ＣｏＭＰメジャメント構成の
解除を要求する代わりに、ＣｏＭＰアクティブ構成の解除を要求してもよい。
【０７００】
　ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＵＥは、ＣｏＭＰメジャメント構成
の解除、およびＣｏＭＰメジャメントセット内セルのＣＳＩ－ＲＳの測定を中止してもよ
い。ソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメント構成の解除、およびソースセルにおけるＣ
ｏＭＰメジャメントセット内のセルのＣＳＩ－ＲＳの測定を中止してもよい。
【０７０１】
　あるいは、移動体通信システムとして、ＣｏＭＰ実行中における、ハンドオーバに必要
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なパラメータをマッピングしたモビリティ制御情報を含むＲＲＣ接続再設定メッセージは
、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求、あるいはＣｏＭＰアクティブ構成の解除の要
求を合わせ持つようにしてもよい。これによって、制御情報を削減することができる。こ
の場合、ＣｏＭＰ実行中に、ハンドオーバに必要なパラメータをマッピングしたモビリテ
ィ制御情報を含むＲＲＣ接続再設定メッセージを受信したＵＥは、ＣｏＭＰメジャメント
構成の解除、あるいはＣｏＭＰアクティブ構成の解除、あるいはＣｏＭＰメジャメントセ
ット内セルのＣＳＩ－ＲＳの測定を中止すればよい。
【０７０２】
　ＵＥは、ハンドオーバが理由でＣｏＭＰメジャメント構成を解除するとき、無線情報を
記憶するようにしてもよい。具体例は、実施の形態８と同様であるので説明を省略する。
【０７０３】
　（３）ターゲットセルから、パススイッチ処理を完了したことの通知を受けたセル１は
、以下の処理を行う。パススイッチ処理を完了したことの通知の具体例としては、ＵＥコ
ンテキストリリースの通知がある。ソースセルは、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を
停止する。具体的には、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルへのＵＥ１宛のデー
タの通知を停止する。ソースセルは、継続中のＨＡＲＱプロセスが存在しないことを確認
した後に、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を停止するようにしてもよい。ＣｏＭＰメ
ジャメントセットに含まれるセルへのＵＥ１宛のデータの通知、あるいはＣｏＭＰアクテ
ィブセットに含まれるセルへのＵＥ１宛のデータの通知、あるいはＣｏＭＰトランスポー
トポイントへのＵＥ１宛のデータの通知を、停止するようにしてもよい。
【０７０４】
　本変形例におけるソースセルによってＣｏＭＰの実行を継続する方法の他の具体例は、
実施の形態８の変形例１におけるＣｏＭＰアクティブ構成を解除する方法の具体例（４）
，（５），（６）と同様であるので、説明を省略する。
【０７０５】
　図５６および図５７は、実施の形態９における移動体通信システムのシーケンスの一例
を示す図である。図５６と図５７とは、境界線ＢＬ１３の位置で、つながっている。図５
６および図５７に示すシーケンスは、図４６、図４７、図４９および図５０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。図５６および図５７では、サービングセルであるセル１とセル２と
を用いて、ＵＥ１に対してＣｏＭＰを実行しているときに、ＵＥ１が、セル１からセル２
に移動する場合のシーケンスを示している。本シーケンスでは、セントラルエンティティ
がサービングセル内に構成された場合について示しているので、特にセントラルエンティ
ティとサービングセルとを区別せずに、サービングセルと記載する。
【０７０６】
　ステップＳＴ８８０１において、セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせるか否かを判断
する。セル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ハンドオーバ処理中は、
ソースセルによってＵＥ１に対するＣｏＭＰの実行を継続することを決定する。また、セ
ル１は、ＵＥ１をハンドオーバさせると判断した場合、ハンドオーバ先であるターゲット
セルを決定する。本動作例では、ターゲットセルとして、セル２を選択する。
【０７０７】
　ステップＳＴ８８０２において、セル１は、ＵＥ１に、ハンドオーバに必要なパラメー
タをマッピングしたモビリティ制御情報を含むＲＲＣ接続再設定メッセージを通知する。
ステップＳＴ８８０３において、セル２は、ＵＥ１に、ハンドオーバに必要なパラメータ
をマッピングしたモビリティ制御情報を含むＲＲＣ接続再設定メッセージを通知する。併
せて、セル１は、ＵＥ１に、ハンドオーバの実行を指示する。本動作例では、前記ＲＲＣ
接続再設定メッセージの通知に、セル１とセル２とを用いてＣｏＭＰを実行する。
【０７０８】
　ステップＳＴ８８０４において、ＣｏＭＰメジャメント構成の解除の要求を受信したＵ
Ｅ１は、ＣｏＭＰメジャメント構成を解除する。
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【０７０９】
　ステップＳＴ８８０５において、ステップＳＴ８２１８でＵＥコンテキストリリースを
受信したセル１は、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルへのＵＥ１宛のデータの
通知を停止する。具体的には、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を停止する。
【０７１０】
　ＣｏＭＰを実行する場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。また、
実施の形態７で開示したように、セントラルエンティティがＣｏＭＰトランスミッション
ポイントの決定を行ってもよいし、サービングセルとセントラルエンティティとが、共同
でＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行ってもよい。その場合の詳細な動作に
ついては、実施の形態７と同様である。
【０７１１】
　図５８および図５９は、実施の形態９における移動体通信システムのシーケンスの一例
を示す図である。図５８と図５９とは、境界線ＢＬ１４の位置で、つながっている。図５
８および図５９に示すシーケンスは、図４６～図４８、図５１、図５２、図５６および図
５７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。
【０７１２】
　図５８および図５９では、セルユニファイドエンティティとサブセルとを区別した場合
のＣｏＭＰを実行するときのシーケンスを示している。本シーケンスでは、セントラルエ
ンティティがサービングサブセル内、あるいはセントラルエンティティ内に構成された場
合について示しているので、特にセントラルエンティティとサービングサブセル、あるい
はセントラルエンティティとを区別せずに、サービングサブセル、あるいはセントラルエ
ンティティと記載する。
【０７１３】
　図５８および図５９では、サービングサブセルであるサブセル１とサブセル２とを用い
て、ＵＥ１に対してＣｏＭＰを実行しているときに、ＵＥ１が、サブセル１からサブセル
２に移動する場合のシーケンスを示している。セルユニファイドエンティティは、第１セ
ルユニファイドエンティティであっても、第２セルユニファイドエンティティであっても
、第３セルユニファイドエンティティであっても、図５８および図５９に示すシーケンス
を用いることができる。
【０７１４】
　ステップＳＴ８９０１において、セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオ
ーバさせるか否かを判断する。セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１をハンドオーバ
させると判断した場合、ハンドオーバ処理中は、ソースセルによってＵＥ１に対するＣｏ
ＭＰの実行を継続することを決定する。また、セルユニファイドエンティティは、ＵＥ１
をハンドオーバさせると判断した場合、ハンドオーバ先であるターゲットセルを決定する
。本動作例では、ターゲットセルとして、サブセル２を選択する。
【０７１５】
　ステップＳＴ８９０２において、ステップＳＴ８３０９でＲＲＣ接続完了を受信したセ
ルユニファイドエンティティは、ＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセルへのＵＥ１
宛のデータの通知を停止する。具体的には、ＵＥ１宛のＣｏＭＰ用データの通知を停止す
る。
【０７１６】
　ＣｏＭＰを実行する場合の詳細な動作については、実施の形態７と同様である。また、
実施の形態７で開示したように、セントラルエンティティがＣｏＭＰトランスミッション
ポイントの決定を行ってもよいし、サービングセルとセントラルエンティティとが、共同
でＣｏＭＰトランスミッションポイントの決定を行ってもよい。その場合の詳細な動作に
ついては、実施の形態７と同様である。
【０７１７】
　以上の実施の形態９によって、実施の形態８、および実施の形態８の変形例１の効果に
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加えて、以下の効果を得ることができる。ハンドオーバ処理によって、ソースセルにおい
て受信品質が急激に悪化することが無くなる。具体例としては、ソースセルから送信され
る、ハンドオーバに必要なパラメータをマッピングしたモビリティ制御情報を含むＲＲＣ
接続再設定メッセージがＣｏＭＰを用いて送信されることから、ＵＥは、ＲＲＣ接続再設
定メッセージを正常に受信することが可能となる。
【０７１８】
　実施の形態９　変形例１．
　実施の形態９の変形例１で解決する課題について、以下に説明する。３ＧＰＰでは、無
線リンク失敗（Radio Link Failure）が発生した場合の動作について、以下のように開示
されている（非特許文献１　１０．１．６章参照）。無線リンク失敗には、ハンドオーバ
失敗（Handover Failure）も含まれる。無線リンク失敗時に、ＵＥの再接続が成功する条
件が開示されている。再接続が成功する条件の一つとして、ＵＥが再接続先として、ＵＥ
のコンテキストを保管しているｅＮＢを選択した場合がある。
【０７１９】
　ハンドオーバ失敗が発生した場合、ターゲットセルからソースセルに、ＵＥコンテキス
トリリースは通知されない。したがって、ソースセルにおいて、ハンドオーバ対象のＵＥ
のコンテキストは、リリースされない。また、ハンドオーバ失敗が発生した場合、ＵＥが
再接続先として、ソースセルを選択すると、前記再接続が成功する条件を満たすこととな
る。
【０７２０】
　ＣｏＭＰを実行中のＵＥの移動においては、ソースセルでＣｏＭＰを実行することによ
って受信品質を維持していることも考えられる。したがって、ハンドオーバが失敗した場
合、再接続先としてソースセルを選択したとしても、リンクの受信品質が悪く、再接続が
失敗となる可能性が高くなるという問題が発生する。
【０７２１】
　前述のように再接続が失敗となる可能性が高くなるという問題に対する解決策を、以下
に示す。ＣｏＭＰを実行中のＵＥの移動において、ハンドオーバ失敗を検出したＵＥは、
再選択先としてソースセルを選択する場合、ソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセ
ットを再設定する。ソースセルにおけるＣｏＭＰメジャメントセット内セルのＣＳＩ－Ｒ
Ｓの測定を再開するようにしてもよい。またソースセルにおけるＣｏＭＰアクティブセッ
トを再設定する。
【０７２２】
　実施の形態９の変形例１においては、ソースセルは、ターゲットセルからパススイッチ
処理を完了したことの通知を受けた後に、ハンドオーバ対象のＵＥに対するＣｏＭＰメジ
ャメント構成の解除を行う。ハンドオーバ失敗が発生した場合は、ターゲットセルからパ
ススイッチ処理を完了したことの通知が無い。したがって、ハンドオーバ失敗時には、ソ
ースセルでは、ハンドオーバ対象のＵＥに対するＣｏＭＰメジャメント構成の解除は行わ
れていない。これによって、セルおよびサブセルを含むネットワーク側と、ＵＥとの間で
、ＣｏＭＰメジャメントセットの不整合は発生しない。
【０７２３】
　この場合、ＵＥは、ハンドオーバが理由でＣｏＭＰメジャメント構成を解除するとき、
無線情報を記憶するようにすればよい。具体例は、実施の形態８と同様であるので、説明
を省略する。
【０７２４】
　以上の実施の形態９の変形例１によって、以下の効果を得ることができる。ハンドオー
バが失敗した場合、再接続先としてソースセルを選択したとき、該リンクの受信品質をＣ
ｏＭＰを実行することによって維持することができ、再接続が成功となる可能性を高くす
ることができる。
【０７２５】
　実施の形態１０．
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　実施の形態１０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８および
その変形例、ならびに実施の形態９およびその変形例では、設定されたＣｏＭＰアクティ
ブセット（CoMP Active Set）もしくはＣｏＭＰメジャメントセット（CoMP measurement 
set）内で、多地点通信（ＣｏＭＰ通信）を実行しているＵＥにおいて、ハンドオーバを
実行する場合、つまりサービングセル（Serving Cell）の変更を実行する場合、ＣｏＭＰ
通信を停止し、サービングセルとの単地点通信に切替え、サービングセルの変更手順が完
了した後に、多地点通信を再度構築するように構成されている。
【０７２６】
　図６０および図６１は、複数のサブｅＮＢ装置とＵＥとのＣｏＭＰ通信の概念を説明す
るための図である。図６０では、３つのサブｅＮＢ（Sub-eNB）装置、すなわち第１サブ
ｅＮＢ装置（Sub-eNB1）１０１０４、第２サブｅＮＢ装置（Sub-eNB2）１０１０５および
第３サブｅＮＢ装置（Sub-eNB3）１０１０６と、第１ＵＥ（ＵＥ１）１０１０７とが、Ｃ
ｏＭＰ通信を行っている場合を示している。３つのサブｅＮＢ装置１０１０４～１０１０
６によって、３つのセルエリア１０１０１～１０１０３が実現されている。
【０７２７】
　図６１では、第１ＵＥ（ＵＥ１）が、参照符号「１０２０７」で示される位置から、参
照符号「１０２０８」で示される位置に移動した場合を示している。図６１において、第
１ＵＥ（ＵＥ１）１０２０７，１０２０８は、図６０の第１ＵＥ（ＵＥ１）１０１０７に
相当し、第１～第３サブｅＮＢ装置（Sub-eNB1～Sub-eNB3）１０２０４～１０２０６は、
図６０の第１～第３サブｅＮＢ装置（Sub-eNB1～Sub-eNB3）１０１０４～１０１０６に相
当し、各サブｅＮＢ装置１０２０４～１０２０６のセルエリア１０２０１～１０２０３は
、図６０のセルエリア１０１０１～１０１０３に相当する。
【０７２８】
　第１ＵＥ（ＵＥ１）が、参照符号「１０２０７」で示される位置から、参照符号「１０
２０８」で示される位置に移動すると、それに伴うサービングセル（Serving Cell）の変
更処理のために、ＣｏＭＰ通信が停止される。このとき、第１ＵＥ（ＵＥ１）１０２０８
は、例えば第１サブｅＮＢ装置（Sub-eNB1）１０２０４と通信を行う。
【０７２９】
　サービングセルの変更は、図６１に示されるように、ＵＥが、在圏するセルのセル端に
存在するときに行われることが多い。このような位置関係では、サービングセルとＵＥと
の通信リンクの通信品質は、距離が離れている分、低下していると考えられる。また、サ
ービングセルの変更そのものが、通信リンクの通信品質がより良いセルに変更することを
目的として行われると考えることもできる。
【０７３０】
　図６１に示すように、サービングセルの変更を行うときに、ＣｏＭＰ通信が停止される
場合、その停止期間には、多地点通信（ＣｏＭＰ通信）が有する、単地点通信に対する通
信品質の利得を得ることができず、低い通信品質での通信が余儀なくされる。このことは
、サービングセルの変更手順そのものが完了できない状況を引き起こす可能性もある。
【０７３１】
　また、ＣｏＭＰ通信の目的の一つは、セル端における複数の無線リンクを用いた通信品
質の改善である。このことからも、前述の問題は重要な課題である。
【０７３２】
　さらに、もう一つの課題として、以下の課題が挙げられる。非特許文献１などで開示さ
れているＵＥのサービングセルの変更処理においては、上位再送によるリカバリ処理はあ
るものの、その手順中に、一部のレイヤ２パケットを欠損することを許容している。
【０７３３】
　しかしながら、パケットの欠損は、サービングセルの変更に伴う無駄な通信トラフィッ
クの増大を引き起こす。また、ＣｏＭＰ通信の停止による品質劣化の影響を考慮すると、
パケットの欠損の影響は、更に大きくなる可能性がある。
【０７３４】
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　実施の形態１０での前記課題の解決策を以下に示す。前記課題を解決するために、本実
施の形態では、ＣｏＭＰ通信を継続したまま、サービングセルの変更を行う。図６２は、
実施の形態１０におけるサービングセルの変更を説明するための図である。図６２では、
ＣｏＭＰ通信を継続したまま、第１ＵＥ（ＵＥ１）が、参照符号「１０３０７」で示され
る位置から、参照符号「１０３０８」で示される位置に移動した場合を示す。
【０７３５】
　ＣｏＭＰのＣｏＭＰアクティブセットもしくはＣｏＭＰメジャメントセットに含まれる
対象となるセルは、地理的に隣接するセルである可能性が高く、そのセルの中から、変更
先となるサービングセルが選択される可能性が非常に高い。図６２では、ＣｏＭＰアクテ
ィブセットは、第１～第３サブｅＮＢ装置（Sub-eNB1～Sub-eNB3）１０３０４～１０３０
６を含む各セルのうち、第１サブｅＮＢ装置（Sub-eNB1）１０３０４を含むセルから、第
２サブｅＮＢ装置（Sub-eNB2）１０３０５を含むセルに、サービングセルが変更される場
合の例を示している。
【０７３６】
　このとき、サービングセルの変更元のセル（以後、「ソースセル」という）の通信リン
ク品質は、ＵＥの移動によって十分でない可能性が高く、サービングセルの変更先のセル
（以後、「ターゲットセル」という）の通信リンク品質は、距離が近づいた分、良好にな
っている可能性が高い。したがって、ＣｏＭＰ通信を継続したままサービングセルの変更
を行うことは、ＣｏＭＰ通信の目的とも一致し、サービングセルの変更を良好な環境で行
うことができるので、非常に効果がある。
【０７３７】
　また、ＣｏＭＰ通信を継続してサービングセル（Serving Cell）の変更を行うことから
、従来の物理レイヤの瞬断を最小限に留められることが期待できる。したがって、ソース
セル（Source Cell）のレイヤ２と、ターゲットセル（Target Cell）のレイヤ２とを連携
させることによって、既存のレイヤ２のパケット欠損を最小限に留め、サービングセルの
変更に伴う無駄なトラフィックの増加を抑えることが可能となる。
【０７３８】
　これらを実現するために、以下の（１）～（４）の４つの処理をサービングセル変更手
順に加える。
【０７３９】
　（１）ソースセルからターゲットセルへＣｏＭＰセットを通知すること。
  （２）ＰＤＣＰ　ＳＤＵを除くレイヤ２（ＰＤＣＰ／ＲＬＣ）の処理前もしくは処理中
もしくは処理後のデータユニット（ＲＬＣ　ＳＤＵ、ＲＬＣ　ＰＤＵ、その他処理途中の
データユニット）を破棄せず、関連するパラメータとともに、ソースセルからターゲット
セルへ転送すること。
【０７４０】
　（３）少なくともレイヤ２処理の中でＨＡＲＱ処理などの物理レイヤ処理と関連のある
処理については、ソースセル側で完了させることを考慮して、ターゲットセルへの切替を
実行すること。
【０７４１】
　（４）レイヤ２（ＰＤＣＰ／ＲＬＣ）のデータ伝送において、ソースセルとターゲット
セルで伝送順序性を保全する手順を加えること（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２２　Ｖ１０．
０．０（以下「参考文献８」という）に記載のＲＬＣのRe-establishmentを行わないこと
）。
【０７４２】
　本実施の形態では、ＭＡＣのデータユニットの転送は記載していないが、ＭＡＣレイヤ
におけるＨＡＲＱ処理開始前のデータユニットをＲＬＣ／ＰＤＣＰと同様にターゲットセ
ルに転送することも可能である。
【０７４３】
　図６３～図６６は、実施の形態１０における移動体通信システムのシーケンスの一例を
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示す図である。図６３と図６４とは、境界線ＢＬ１５の位置で、つながっている。図６４
と図６５とは、境界線ＢＬ１６の位置で、つながっている。図６５と図６６とは、境界線
ＢＬ１７の位置で、つながっている。
【０７４４】
　本シーケンスは、ＵＥとＥ－ＵＴＲＡＮとの通信において、ＵＥが３つのセルをＣｏＭ
ＰアクティブセットまたはＣｏＭＰメジャメントセットとしたＣｏＭＰ通信を行っており
、その中のセル間でサービングセルの変更を行うときの例である。図６３～図６６では、
記載を省略しているが、セルからのＵＥに対するスケジューリング通知などは、ＰＤＣＣ
Ｈなどを用いて実行されているものとする。
【０７４５】
　ここで、このＣｏＭＰアクティブセットまたはＣｏＭＰメジャメントセット内のセルの
うち、サービングセル変更を行うときの変更前のサービングセルをソースセルとし、変更
後のサービングセルをターゲットセルとし、本シーケンスにおいてサービングセルにはな
らない残りの一つのセルを非サービングセルとする。
【０７４６】
　それぞれのセルは、ＰＨＹ、ＭＡＣ、ＲＬＣ、ＰＤＣＰ、およびＲＲＣの各レイヤを構
成し、それぞれのレイヤは原則として、少なくとも３ＧＰＰの規格に記載された機能を有
する。
【０７４７】
　まず、シーケンスの初めに、ＵＥは、３つのセルをＣｏＭＰアクティブセットまたはＣ
ｏＭＰメジャメントセットとしたＣｏＭＰ通信を行っているとする。この場合、ステップ
ＳＴ１０４０１～ステップＳＴ１０４０４において、ソースセルとターゲットセルとの間
、およびソースセルと非サービングセルとの間に、ＭＡＣデータユニットを伝送するリン
ク、およびソースセルのＭＡＣでスケジューリングされたそのデータユニットに関するス
ケジューリング情報を通知するリンクが存在する。これらのリンクをまとめて、「ＭＡＣ
データユニット関連伝送リンク」という場合がある。
【０７４８】
　ここで示すリンクは、論理的な意味での記載であり、実際の実装によっては、実現形態
は異なる。例えば、ソースセルとターゲットセルがそれぞれ異なるｅＮＢとして実装され
る場合は、その通信インタフェースは、Ｘ２インタフェースであるかもしれない。また、
ＭＡＣデータユニット関連伝送リンクに限らず、各セル間の通信を行う通信路についても
前記と同様、論理的なリンクが存在するものとする。
【０７４９】
　ステップＳＴ１０４０５において、ソースセルは、ＨＯ決定（HO decision）処理を行
う。具体的には、ソースセルが、ターゲットセルに対して、ＨＯを実行すると判定する。
【０７５０】
　その後、ステップＳＴ１０４０６において、ソースセルのＲＲＣは、ＨＯ要求（HO Req
uest）を行う。具体的には、ソースセルのＲＲＣは、ターゲットセルのＲＲＣに対し、現
在対象となるＵＥとの通信において運用しているＣｏＭＰの継続の要否（提案）、ＣｏＭ
ＰアクティブセットおよびＣｏＭＰメジャメントセットとそのセルとの通信に関する測定
情報などを通知する。ここで、ＣｏＭＰの継続の要否（提案）は、ＣｏＭＰセットから判
断することとして、明示的に通知しなくてもよい。
【０７５１】
　ステップＳＴ１０４０６のＨＯ要求（HO Request）を受信したターゲットセルのＲＲＣ
は、ステップＳＴ１０４０７のステップＳＴ１０４０８において、ＨＯ要求に含まれる情
報、自身のセルのトラフィック状況およびＣｏＭＰコオペレーティングセット情報などに
基づいて、ターゲットセルにおけるＣｏＭＰセット候補を決定する。
【０７５２】
　その後、ターゲットセルのＲＲＣは、ＣｏＭＰセット候補のＣｏＭＰアクティブセット
またはＣｏＭＰメジャメントセットに含まれるセル、本例では、ソースセルおよび非サー
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ビングセルに対し、ステップＳＴ１０４０８およびステップＳＴ１０４５５において、対
象となるＵＥに対するＣｏＭＰ通信の要求（CoMP Request）を通知する。
【０７５３】
　ステップＳＴ１０４０８およびステップＳＴ１０４５５で要求を受信したソースセルお
よび非サービングセルは、自身のトラフィックおよびその他の通信リソースに関する状況
を確認し、その結果を、ステップＳＴ１０４０９およびステップＳＴ１０４５６において
、ＣｏＭＰ応答（CoMP Response）として、ターゲットセルに通知する。
【０７５４】
　ステップＳＴ１０４０９およびステップＳＴ１０４５６のＣｏＭＰ応答を受信したター
ゲットセルは、その結果に基づいて、ステップＳＴ１０４１０において、ＣｏＭＰセット
を決定する。
【０７５５】
　その後、ターゲットセルは、ＣｏＭＰセット判定結果に基づいて、ステップＳＴ１０４
１１において、ＨＯ可能か否かの情報、ＣｏＭＰの継続の可否および対応可能なＣｏＭＰ
セットなどを含めた応答を、ＨＯ応答（HO Response）として、ソースセルに通知する。
ここで、ＣｏＭＰの可否は、ＣｏＭＰセットから判断することとして明示的に通知しなく
てもよい。また、ターゲットセルは、ステップＳＴ１０４０６で受信したソースセルにお
けるＣｏＭＰセットを継続する場合は、対応可能なＣｏＭＰセットの通知を行わなくても
よい。
【０７５６】
　ＨＯ可能な応答（ＯＫ）を受信したソースセルは、ＵＥに対し、ステップＳＴ１０４１
２において、ＲＲＣ接続再構築（RRC connection Reconfiguration）として、ＣｏＭＰ継
続およびＣｏＭＰセットの情報を含むサービングセル変更を意味するメッセージを送信す
る。本メッセージを送信することによって、該メッセージを受信したＵＥが、非特許文献
１および参考文献１などに記載されている「RRC Connection Reconfiguration」を受信し
た場合と異なる動作を行うことが可能となる。
【０７５７】
　「RRC Connection Reconfiguration」を受信した場合と異なる動作の具体例として、以
下の（１）～（３）の３つを開示する。
  （１）ＲＬＣ「Re-establishment」を行わない。
  （２）ＭＡＣのリセットを行わない。
  （３）ＰＤＣＰの「Re-establishment」を行わない。
【０７５８】
　ＣｏＭＰ継続のサービングセル変更を意味するメッセージの具体例として、以下の（１
）～（６）の６つを開示する。
  （１）ＣｏＭＰ継続か否かを示す。
  （２）ＲＬＣをRe-establishmentするか否かを示す。
  （３）ＭＡＣのリセットを行うか否かを示す。
  （４）ＰＤＣＰのRe-establishmentをするか否かを示す。
  （５）前記（１）～（４）の組合せ。
  （６）ＣｏＭＰ実行中、あるいはＣｏＭＰセット設定中の「RRC Connection Reconfigu
ration」は、前記（１）～（５）を示すものと静的に決定する。これによって、前記（１
）～（５）と比較してメッセージの新設が不要となり、移動体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。
【０７５９】
　ＣｏＭＰ継続のサービングセル変更を意味するメッセージの通知方法の具体例として、
以下の（１）～（３）の３つを開示する。
  （１）RRC Connection Reconfigurationインジケータ、あるいは情報エレメントを新た
に追加する。
  （２）Mobility Control Informationにインジケータ、あるいは情報エレメントを新た
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に追加する。
  （３）別の新たなメッセージを新設する。
【０７６０】
　また、ソースセルのＲＲＣは、ステップＳＴ１０４１２と併せて、ステップＳＴ１０４
１３およびステップＳＴ１０４１４において、ＰＤＣＰの処理停止および転送要求（PDCP
 stop and forward request）、ならびにＲＬＣの処理停止および転送要求（RLC stop an
d forward request）として、対象となるＰＤＣＰおよびＲＬＣに対し、未処理のデータ
ユニットに対する処理の停止および下りリンクのＭＡＣおよびＲＬＣへの伝送の停止を指
示するとともに、「上りリンクについては上位層に対して、下りリンクについては下位層
に対して、送信していないデータユニットおよび関連するパラメータ」のターゲットセル
への伝送を指示する。本ステップＳＴ１０４１４によるＲＬＣの処理停止および転送要求
（RLC stop and forward request）を新設することによって、前記レイヤ２（ＲＬＣ）の
データユニットおよび関連するパラメータを、ソースセルからターゲットセルに転送する
ことが可能となる。またＲＬＣのデータのデータ転送（Data Forwarding）が可能となる
。
【０７６１】
　本指示を受けたソースセルのＰＤＣＰおよびＲＬＣは、ステップＳＴ１０４１７～ステ
ップＳＴ１０４２２において、前記の処理停止と転送を行うとともに、本指示の後に各レ
イヤで受信するデータユニットについても同様に、ステップＳＴ１０４２３およびステッ
プＳＴ１０４２５において、ターゲットセルへの転送を継続する。本転送の停止の方法は
、それぞれレイヤ毎にタイマを管理し、判定してもよいし、後述するＭＡＣのタイマ満了
と一致させてもよい。また、後述するステップＳＴ１０４５７におけるＵＥのＨＯ完了の
通知がなされる場合は、その指示を停止の判断とすることも可能である。
【０７６２】
　本転送においては、そのデータユニットのレベル、ＰＤＵまたはＳＤＵなどと転送する
パケット（Packet）とは、ＨＯがなければ処理を行う予定であった順序が分かるように、
ターゲットセルに伝送される。例えば、処理順と伝送順を一致させる、または、処理順の
情報を付加するなどが挙げられる。
【０７６３】
　また、参考文献８に示されるＲＬＣの再送用パケットについても、ＰＤＵにその旨が分
かる情報を付加し、処理順、例えば、ＲＬＣまたはＳＮの番号順に、ターゲットセルに対
し、伝送を行う。
【０７６４】
　また、各レイヤにおける伝送処理では、そのレイヤに対する下位層（ＰＤＣＰであれば
ＲＬＣ、ＲＬＣであればＭＡＣ）において、送信処理が完了していないデータユニットを
併せて伝送してもよい。この場合は、ターゲットセルにて対応する下位層のデータユニッ
ト伝送処理完了が確認されたときは、当該データユニットは送信されず、破棄されること
となる。
【０７６５】
　さらに、ソースセルのＲＲＣは、ステップＳＴ１０４１５において、ＨＯが開始された
ことをＭＡＣに通知する。具体的には、ソースセルのＲＲＣは、ＨＯ開始の通知（HO ind
）を行う。
【０７６６】
　ＨＯ開始の通知を受けたソースセルのＭＡＣは、下りについては、現状保持しているデ
ータユニットの転送完了まで処理を継続する。処理停止の判断として、タイマを設け、最
大処理完了時間を規定してもよい。この場合は、処理完了またはタイマ満了によって、処
理を停止させることとなる。
【０７６７】
　このとき、ＨＡＲＱ処理（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２１　Ｖ１０．４．０（以下「参考
文献９」という）参照）を考慮する必要がある。ＨＡＲＱ処理は、Ｎプロセスのストップ



(94) JP 2019-115082 A 2019.7.11

10

20

30

40

50

アンドウェイト方式であるので、本再送を考慮してタイマ値を設定する必要がある。
【０７６８】
　上りについても、ＵＥからのデータユニットの受信処理を継続する。処理停止の判断と
して、前記タイマとは異なるタイマを設け、ＵＥ側のＭＡＣ処理の完了期間を待って、処
理を停止させる。下りと同様に、タイマ満了までの時間は、ＨＡＲＱのプロセスを考慮す
る必要がある。実装簡略化のために、上りおよび下りを同一のタイマとしてもよい。また
、後述するＵＥのＨＯ完了の通知がなされる場合は、その指示を停止の判断とすることも
可能である。
【０７６９】
　ステップＳＴ１０４１２のＲＲＣ接続再構築（RRC connection Reconfiguration）のメ
ッセージを受信したＵＥも、セルと同様に、ステップＳＴ１０４１６のＵＬ　ＲＬＣ／Ｐ
ＤＣＰ停止処理において、ＵＬのＲＬＣおよびＰＤＣＰの処理を停止する。
【０７７０】
　ＭＡＣについても、セルと同様、上りについては、現状保持しているデータユニットの
転送完了まで処理を継続する。処理停止の判断として、タイマを設け、ステップＳＴ１０
４２４において、ＵＥは、ＭＡＣ処理の完了または処理タイマの満了か否かを判断する。
【０７７１】
　下りについても、セルからのデータユニットの受信処理を継続する。処理停止の判断と
して、前記タイマとは異なるタイマを設け、セル側のＭＡＣ処理の完了期間を待って、処
理を停止させる。上りと同様に、タイマ満了までの時間は、ＨＡＲＱのプロセスを考慮す
る必要がある。本実施の形態のように、実装簡略化のために、上りおよび下りを同一のタ
イマとしてもよい。
【０７７２】
　ステップＳＴ１０４２４においてＭＡＣ処理が完了または処理タイマが満了した場合は
、ＵＥは、ステップＳＴ１０４２８において、ターゲットセルに対し、ＲＲＣ接続再構築
（RRC connection Reconfiguration）に対応するＲＲＣ接続再構築完了（RRC connection
 Reconfiguration Complete）メッセージを送信する。必要に応じて、ステップＳＴ１０
４２６の同期（Synchronisation）処理およびステップＳＴ１０４２７のＴＡ通知処理を
行う。
【０７７３】
　その後、ＵＥは、ターゲットセルをサービングセルとしてターゲットセルのＭＡＣのス
ケジューリングに従って通信を行う。ステップＳＴ１０４２７などのサービングセル変更
手順のメッセージがＣｏＭＰ通信となるか否かについては、後述するステップＳＴ１０４
２９の処理の実行の有無およびステップＳＴ１０４４２の処理の完了状況に依存する。ス
テップＳＴ１０４２９の処理が実行されずに、ステップＳＴ１０４４２の処理が完了して
いる場合は、ＣｏＭＰ通信が可能となる。
【０７７４】
　ステップＳＴ１０４２８においてＲＲＣ接続再構築完了（RRC connection Reconfigura
tion Complete）メッセージを受信したターゲットセルのＲＲＣは、ステップＳＴ１０４
２９のステップＳＴ１０４５７において、ソースセルに、ＵＥのサービングセル変更の完
了（UE HO Complete Ind）を通知する。また、併せて、ターゲットセルのＲＲＣは、ステ
ップＳＴ１０４３０において、非サービングセルに、ＵＥのサービングセル変更の完了（
UE HO Complete Ind）を通知する。
【０７７５】
　ステップＳＴ１０４５７のＵＥのサービングセル変更の完了通知においてサービングセ
ルの変更の完了を認識したソースセルは、ステップＳＴＳＴ１０４３３において、対象と
なるＵＥのＭＡＣ、ＲＬＣ、ＰＤＣＰの処理を完了させる。処理完了後、ソースセルは、
ステップＳＴ１０４５８において、ターゲットセルに、ソースセルの処理完了（Source c
ell process complete）を通知する。
【０７７６】
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　ステップＳＴ１０４３０のＵＥのサービングセル変更の完了通知においてサービングセ
ルの変更の完了を認識した非サービングセルは、ステップＳＴ１０４３１、ステップＳＴ
１０４３２およびステップＳＴ１０４３５において、対象となるＵＥのＭＡＣの処理を完
了させる。処理完了後、非サービングセルは、ステップＳＴ１０４３４において、ターゲ
ットセルに、ソースセルの処理完了（Source cell process complete）を通知する。
【０７７７】
　ステップＳＴ１０４２９の一連の処理は、ＵＥと各セル間における処理完了の不一致を
厳密に排除することを目的とした手続きであり、ＣｏＭＰ実行時のサービングセル変更に
おけるソースセルにおける処理完了手続きに適用できる。ステップＳＴ１０４２９の処理
は、処理手順の簡略化およびサービングセル変更の高速化を目的とする場合は、行わない
ようにすることも可能である。
【０７７８】
　ステップＳＴ１０４１１においてＨＯ応答（HO Response）を送信したターゲットセル
は、ステップＳＴ１０４４２において、ステップＳＴ１０４３６およびステップＳＴ１０
４３７の処理を行う。その後、ターゲットセルは、ステップＳＴ１０４３８およびステッ
プＳＴ１０４４０において、自身のＭＡＣとソースセルのＭＡＣとの間および自身のＭＡ
Ｃと非サービングセルのＭＡＣとの間にデータユニットリンクを設定し、ステップＳＴ１
０４３９およびステップＳＴ１０４４１において、スケジューリング情報リンクを設定す
る。
【０７７９】
　ステップＳＴ１０４４２の一連の処理は、ステップＳＴ１０４１１のＨＯ応答（HO Res
ponse）の送信から、ステップＳＴ１０４４９のデータ要求（DATA request）までの区間
で任意のタイミングで実行されればよい。ステップＳＴ１０４０１～ステップＳＴ１０４
０４のソースセルのＭＡＣ間のデータユニットリンクとスケジューリング情報リンクとタ
ーゲットセルのリンクとを同時に開設できない場合は、図６３～図６６に示すように、Ｈ
Ｏの完了時からリンク開設を行うようにすればよい。
【０７８０】
　ステップＳＴ１０４２８においてＲＲＣ接続再構築完了（RRC connection Reconfigura
tion Complete）通知を受信したターゲットセルのＲＲＣは、ステップＳＴ１０４４３、
ステップＳＴ１０４４４およびステップＳＴ１０４４５において、自身のＭＡＣ、ＲＬＣ
およびＰＤＣＰに対し、サービングセル変更の完了、すなわちＵＥのＨＯ完了（UE HO Co
mplete Ind）を通知する。その後、ステップＳＴ１０４４６～ステップＳＴ１０４５４の
処理が行われる。
【０７８１】
　ステップＳＴ１０４４３のＵＥのＨＯ完了通知を受信したターゲットセルのＭＡＣは、
対象となるＭＡＣ伝送リンクの開設を確認し、開設されていれば、上りリンクについては
、ＵＥの要求に従い処理を行い、下りリンクについては、ＲＬＣにデータを要求し、ＲＬ
Ｃから伝送されたデータのＭＡＣ処理を行う。ＭＡＣ伝送リンクの開設されているセルと
の通信も併せて開始される。対象となるＭＡＣ伝送リンクが開設されていない場合は、タ
ーゲットセルのＭＡＣは、対象となるＭＡＣ伝送リンクを開設後、前記処理を実行する。
【０７８２】
　ステップＳＴ１０４４４のＵＥのＨＯ完了通知を受信したターゲットセルのＲＬＣは、
上りリンクについては、まず、転送されたデータユニットについて、伝送順に、付随して
伝送されたパラメータを用いて処理を行い、次にＭＡＣから送信された上りリンクのＲＬ
Ｃ　ＰＤＵの処理を、順次実行する。
【０７８３】
　また、下りリンクについては、ターゲットセルのＲＬＣは、ステップＳＴ１０４４９に
おいてデータ送信要求（DATA request）によってデータ送信が要求されたときに、転送さ
れた再送用のデータユニットから順に処理およびＲＬＣ　ＰＤＵのＭＡＣへの伝送を行い
、その後、転送された初送用データユニットの処理およびＲＬＣ　ＰＤＵのＭＡＣへの伝
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送を行う。
【０７８４】
　転送されたデータユニットの処理が完了したＲＬＣは、ＰＤＣＰに対し、ステップＳＴ
１０４５３において、データ送信を要求し、その後、ＰＤＣＰから受信したデータに対し
、処理を行う。
【０７８５】
　ステップＳＴ１０４４５のＵＥのＨＯ完了通知を受信したターゲットセルのＰＤＣＰは
、ステップＳＴ１０４４６において、Ｓ１インタフェースパススイッチ処理を行い、ター
ゲットセルにスイッチを設定する。ターゲットセルのＰＤＣＰは、上りリンクについては
、まず、転送されたデータユニットについて、伝送順に、付随して伝送されたパラメータ
を用いて処理を行い、次にＲＬＣから送信された上りリンクのＰＤＣＰ　ＰＤＵの処理を
、順次実行する。
【０７８６】
　また、下りリンクについては、ターゲットセルのＰＤＣＰは、ステップＳＴ１０４５３
のデータ要求（DATA request）によってデータ送信が要求されたときに、転送されたデー
タユニットの処理およびＰＤＣＰ　ＰＤＵのＲＬＣへの伝送を行う。
【０７８７】
　このように本実施の形態では、データユニットについて、各レイヤにおけるデータユニ
ットをセル間で、ソースセルにて想定した処理順を明確化して伝送する。そして、ターゲ
ットセルにおいて、その処理順に処理を行った後、上位層および下位層からのデータユニ
ット処理を行う。また、下りリンクについては、ターゲットセルの下位層からの要求に従
ってデータ伝送を開始する。これによって、ソースセルとターゲットセルとの間で、伝送
順序性を保全した処理が可能となる。したがって、参考文献８記載のＲＬＣの再設立（Re
-establishment）を実行せずに、通信を継続することが可能となる。
【０７８８】
　実施の形態１０　変形例１．
　実施の形態１０の変形例１は、実施の形態１０の構成において、ＣｏＭＰのＭＡＣレベ
ル協調制御を行うＣｏＭＰセントラルエンティティが存在するときに、ＣｏＭＰ通信を継
続したまま、サービングセルの変更を行う場合の例である。
【０７８９】
　図６７～図７０は、実施の形態１０の変形例１における移動体通信システムのシーケン
スの一例を示す図である。図６７と図６８とは、境界線ＢＬ１８の位置で、つながってい
る。図６８と図６９とは、境界線ＢＬ１９の位置で、つながっている。図６９と図７０と
は、境界線ＢＬ２０の位置で、つながっている。
【０７９０】
　本シーケンスは、図６３～図６６に示すシーケンスと同様に、ＵＥとＥ－ＵＴＲＡＮと
の通信において、ＵＥが３つのセルをＣｏＭＰアクティブセットまたはＣｏＭＰメジャメ
ントセットとしたＣｏＭＰ通信を行っており、その中のセル間でサービングセルの変更を
行うときの例である。
【０７９１】
　本変形例と実施の形態１０との違いは、本変形例では、ＭＡＣのスケジューリングを、
サービングセルのデータ送受信情報（データパラメータ）に基づいて、ＣｏＭＰセントラ
ルエンティティが担うので、ステップＳＴ１０５０４～ステップＳＴ１０５０６のスケジ
ューリング情報伝送リンクの起点がＣｏＭＰセントラルエンティティとなっていること、
およびステップＳＴ１０５１１におけるサービングセル変更時のＣｏＭＰセットの決定処
理がＣｏＭＰセントラルエンティティで実行されることである。
【０７９２】
　ステップＳＴ１０５０１およびステップＳＴ１０５０２では、実施の形態１０のステッ
プＳＴ１０４０１およびステップＳＴ１０４０３と同様に、ソースセルとターゲットセル
との間、およびソースセルと非サービングセルとの間に、ＭＡＣデータユニットを伝送す
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るリンクが存在する。本変形例では、ＭＡＣデータユニットの伝送もセントラルエンティ
ティ経由で実行されてもよい。
【０７９３】
　スケジューリング情報の通知は、以下のようにして行われる。ステップＳＴ１０５０３
およびステップＳＴ１０５４５において、送信情報伝送リンクを用いて、サービングセル
のＭＡＣから通知される伝送情報に基づいて、ＣｏＭＰセントラルエンティティがスケジ
ューリングを行う。ステップＳＴ１０５０４、ステップＳＴ１０５０５、ステップＳＴ１
０５０６、ステップＳＴ１０５４６、ステップＳＴ１０５４７およびステップＳＴ１０５
４８において、スケジューリング情報伝送リンクを用いて、各セルにスケジューリング結
果が通知される。
【０７９４】
　サービングセル変更時のＣｏＭＰセットの決定処理については、ターゲットセルのＲＲ
Ｃが、ステップＳＴ１０５０９のステップＳＴ１０５１０のＣｏＭＰ要求（CoMP request
）において提案するＣｏＭＰセット候補に対し、ＣｏＭＰセントラルエンティティが、ス
テップＳＴ１０５１１において、各セルのトラフィック状況を考慮し、ＣｏＭＰセットを
決定する。その後、ステップＳＴ１０５１２、ステップＳＴ１０５１３およびステップＳ
Ｔ１０５１４において、ステップＳＴ１０５１１で決定した情報が、ＣｏＭＰ応答（CoMP
 response）として通知される。
【０７９５】
　本変形例と実施の形態１０との間には、以上のような違いがあるので、本変形例では、
ＣｏＭＰセントラルエンティティが存在する場合においても、ＣｏＭＰ通信を継続したま
ま、サービングセルの変更を行うことが可能となる。
【０７９６】
　以上に述べたステップ以外のステップ、具体的には図６７～図７０に示すステップＳＴ
１０５０７、ステップＳＴ１０５０８、ステップＳＴ１０５１５～ステップＳＴ１０５６
０の処理は、前述の図６３～図６６に示す実施の形態１０におけるステップＳＴ１０４０
５、ステップＳＴ１０４０６、ステップＳＴ１０４１１～ステップ１０４５４の処理と同
様に行われる。
【０７９７】
　実施の形態１０　変形例２．
　実施の形態１０の変形例２は、実施の形態１０の構成において、３つのセルを共通的に
管理するＲＬＣ、ＰＤＣＰおよびＲＲＣから構成されるセルユニファイドエンティティが
存在する場合の例である。本変形例では、セル間のデータ伝送が必要であった各セルのＲ
ＬＣおよびＰＤＣＰがセルユニファイドエンティティに集約されるので、各手続きを、実
施の形態１０に比べて簡素化することができる。
【０７９８】
　図７１～図７３は、実施の形態１０の変形例２における移動体通信システムのシーケン
スの一例を示す図である。図７１と図７２とは、境界線ＢＬ２１の位置で、つながってい
る。図７２と図７３とは、境界線ＢＬ２２の位置で、つながっている。
【０７９９】
　本シーケンスは、図６３～図６６に示すシーケンスと同様に、ＵＥとＥ－ＵＴＲＡＮと
の通信において、ＵＥが３つのセルをＣｏＭＰアクティブセットもしくはＣｏＭＰメジャ
メントセットとしたＣｏＭＰ通信を行っており、その中のセル間でサービングセルの変更
を行うときの例である。
【０８００】
　ここでは、３つのセルを共通的に管理するＲＬＣ、ＰＤＣＰおよびＲＲＣから構成され
る１つのセルユニファイドエンティティと、ＰＨＹおよびＭＡＣから構成される１つのソ
ースサブセルと、１つのターゲットサブセルと、１つの非サービングサブセルと、１つの
ＵＥとの間で通信を行う場合の例を示している。
【０８０１】
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　まず、シーケンスの初めに、ＵＥは、３つのセルをＣｏＭＰアクティブセットもしくは
ＣｏＭＰメジャメントセットとしたＣｏＭＰ通信を行っているとする。この場合、ステッ
プＳＴ１０６０１～ステップＳＴ１０６０５において、セルユニファイドエンティティと
ソースサブセルとの間にＲＬＣデータユニットを伝送するリンクが存在し、ソースサブセ
ルとターゲットサブセルとの間、およびソースサブセルと非サービングサブセルとの間に
、ＭＡＣデータユニットを伝送するリンク、およびソースサブセルのＭＡＣによってスケ
ジューリングされたそのＰＤＵに関するスケジューリング情報を通知するリンクが存在す
る。これらのリンクをまとめて、「ＭＡＣＰＤＵ関連伝送リンク」という場合がある。
【０８０２】
　ここで示すリンクは、実施の形態１０と同様に、論理的な意味での記載であり、実際の
実装によっては、実現形態は異なる。また、ＭＡＣＰＤＵ関連伝送リンクに限らず、各サ
ブセル間およびサブセルとセルユニファイドエンティティとの間の通信を行う通信路につ
いても前記と同様、論理的なリンクが存在するものとする。
【０８０３】
　ステップＳＴ１０６０６においてソースセルからターゲットセルにＨＯすると判定され
る。このとき、セルユニファイドエンティティのＲＲＣは、ステップＳＴ１０６０７にお
いて、現在対象となるＵＥとの通信において運用しているＣｏＭＰセル情報、そのセルの
測定情報、ＣｏＭＰ候補セルのトラフィック状況およびＣｏＭＰコオペレーティングセッ
ト情報などに基づいて、ＣｏＭＰの可否およびターゲットセルにおけるＣｏＭＰセットを
決定する。
【０８０４】
　ＨＯ可能、かつＣｏＭＰ可能と判断したセルユニファイドエンティティは、ＵＥに対し
、ステップＳＴ１０６０８において、ＣｏＭＰ継続のサービングセル変更を意味するＲＲ
Ｃ接続再構築（RRC connection Reconfiguration）メッセージを送信する。
【０８０５】
　ここで、「RRC connection Reconfiguration」は、実施の形態１０と同様に、非特許文
献１などに記載されている「RRC connection Reconfiguration」とは異なり、ＲＬＣなど
の「Re-establishment」の実行を意味するものではないことが明確に分かるものとする。
【０８０６】
　また、セルユニファイドエンティティのＲＲＣは、併せて、ステップＳＴ１０６０９お
よびステップＳＴ１０６１０において、対象となるＰＤＣＰおよびＲＬＣに対し、未処理
のデータユニットに対する処理の停止および下りリンクのＭＡＣおよびＲＬＣへの伝送の
停止を指示する。
【０８０７】
　本指示を受けたセルユニファイドエンティティのＰＤＣＰおよびＲＬＣは、前述の処理
の停止を行う。また、セルユニファイドエンティティのＲＲＣは、ステップＳＴ１０６１
２において、ＨＯが開始されたことをＭＡＣに通知する。また、セルユニファイドエンテ
ィティのＲＬＣは、ステップＳＴ１０６１３およびステップＳＴ１０６１４の処理を行う
。
【０８０８】
　ＨＯ開始の通知を受けたＭＡＣは、下りについては、現状保持しているデータユニット
の転送完了まで処理を継続する。処理停止の判断として、タイマを設け、最大処理完了時
間を規定してもよい。この場合は、処理完了もしくはタイマ満了により、処理を停止させ
ることとなる。この場合は、ＨＡＲＱ処理（参考文献９参照）を考慮する必要がある。Ｈ
ＡＲＱ処理は、Ｎプロセスのストップアンドウェイト方式であるので、本再送を考慮して
タイマ値を設定する必要がある。
【０８０９】
　上りについても、ＵＥからのデータユニットの受信処理を継続する。処理停止の判断と
して、前記タイマとは異なるタイマを設け、ＵＥ側のＭＡＣ処理の完了期間を待って、処
理を停止させる。下りと同様に、タイマ満了までの時間は、ＨＡＲＱのプロセスを考慮す
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る必要がある。実装簡略化のために、上りおよび下りを同一のタイマとしてもよい。また
、後述するＵＥのＨＯ完了の通知がなされる場合は、その指示を停止の判断とすることも
可能である。
【０８１０】
　ステップＳＴ１０６０８のＲＲＣ接続再構築（RRC connection Reconfiguration）のメ
ッセージを受信したＵＥも、セルと同様に、ステップＳＴ１０６１１において、ＵＬのＲ
ＬＣおよびＰＤＣＰの処理を停止する。
【０８１１】
　ＭＡＣについても、セルと同様、上りについては、現状保持しているデータユニットの
転送完了まで処理を継続する。処理停止の判断として、タイマを設け、実施の形態１０と
同様に、ステップＳＴ１０６１５において、ＵＥは、ＭＡＣ処理の完了または処理タイマ
の満了か否かを判断する。
【０８１２】
　下りについても、セルからのデータユニットの受信処理を継続する。処理停止の判断と
して、前記タイマとは異なるタイマを設け、セル側のＭＡＣ処理の完了期間を待って、処
理を停止させる。上りと同様に、タイマ満了までの時間は、ＨＡＲＱのプロセスを考慮す
る必要がある。実装簡略化のために、上りおよび下りを同一のタイマとしてもよい。
【０８１３】
　ステップＳＴ１０６１５において、ＭＡＣ処理が完了または処理タイマが満了した場合
は、ＵＥは、ステップＳＴ１０６１８において、ターゲットセルに対し、ＲＲＣ接続再構
築に対応するＲＲＣ接続再構築完了（RRC connection Reconfiguration Complete）メッ
セージを送信する。ＵＥは、必要に応じて、ステップＳＴ１０６１６の同期（Synchroniz
ation）およびステップＳＴ１０６１７のＴＡ通知の手続きを行う。
【０８１４】
　ＲＲＣ接続再構築完了メッセージを受信したセルユニファイドエンティティのＲＲＣは
、ステップＳＴ１０６２０およびステップＳＴ１０６２１において、ソースサブセルおよ
び非サービングサブセルに、ＵＥのサービングセル変更の完了を通知する。
【０８１５】
　ステップＳＴ１０６２０において、ＵＥのＨＯ完了通知によって、サービングセル変更
の完了を認識したソースサブセルは、対象となるＵＥのＭＡＣの処理を完了させ、処理完
了後、ステップＳＴ１０６２２において、セルユニファイドエンティティに、ＭＡＣ処理
完了（MAC process complete）メッセージを通知する。
【０８１６】
　ステップＳＴ１０６２１において、ＵＥのＨＯ完了通知によって、サービングセル変更
の完了を認識した非サービングセルは、対象となるＵＥのＭＡＣの処理を完了させ、処理
完了後、ステップＳＴ１０６２３において、セルユニファイドエンティティに、ＭＡＣ処
理完了（MAC process complete）メッセージを通知する。
【０８１７】
　ステップＳＴ１０６１９の一連の処理は、ＵＥ、ソースサブセル、セルユニファイドエ
ンティティそれぞれで、処理完了の不一致を厳密に排除することを目的とした手続きであ
るので、処理手順の簡略化およびサービングセル変更の高速化を目的とする場合は、行わ
なくてもよい。
【０８１８】
　ステップＳＴ１０６０８においてＲＲＣ接続再構築（RRC connection Reconfiguration
）メッセージを送信したセルユニファイドエンティティのＲＲＣは、ターゲットサブセル
に対し、ステップＳＴ１０６２５において、セルユニファイドエンティティとのＲＬＣ伝
送リンクおよびそのＣｏＭＰアクティブセットもしくはＣｏＭＰメジャメントセットに含
まれるセル間のＭＡＣ伝送リンクの開設を要求する。
【０８１９】
　ステップＳＴ１０６２５のＣｏＭＰセット要求（CoMP set request）を受信したターゲ
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ットサブセルは、指示に従い、ステップＳＴ１０６２６～ステップＳＴ１０６３２におい
て、ＲＬＣ伝送リンクおよびＭＡＣ伝送リンクを開設する。
【０８２０】
　ステップＳＴ１０６２４の一連の処理は、ステップＳＴ１０６０８のＲＲＣ再構築メッ
セージの送信からステップＳＴ１０６３６のデータ要求メッセージの送信までの区間で実
行されればよい。ステップＳＴ１０６０１～ステップＳＴ１０６０５のソースサブセルの
ＭＡＣ間のデータユニットリンク、スケジューリング情報リンク、およびターゲットサブ
セルのリンクと同時に開設できない場合は、図７１～図７３に示すように、ＨＯの完了時
からリンク開設を行うようにすればよい。
【０８２１】
　ＲＲＣ接続再構築完了メッセージを受信したセルユニファイドエンティティのＲＲＣは
、ステップＳＴ１０６３３、ステップＳＴ１０６３４およびステップＳＴ１０６３５にお
いて、ターゲットサブセルのＭＡＣおよびセルユニファイドエンティティのＲＬＣおよび
ＰＤＣＰに、ＵＥのＨＯ完了メッセージによって、サービングセル変更の完了を通知する
。
【０８２２】
　ステップＳＴ１０６３３のＵＥのＨＯ完了メッセージを受信したターゲットサブセルの
ＭＡＣは、対象となるＲＬＣ伝送リンクおよびＭＡＣ伝送リンクの開設を確認し、開設さ
れていれば、上りリンクについては、ＵＥの要求に従い処理を行い、下りリンクについて
は、ＲＬＣにデータを要求し、ＲＬＣから伝送されたデータのＭＡＣ処理を行う。ＭＡＣ
伝送リンクの開設されているセルとの通信も併せて開始される。対象となるＲＬＣ伝送リ
ンクおよびＭＡＣ伝送リンクが開設されていない場合は、開設後、前述の処理を実行する
。
【０８２３】
　ステップＳＴ１０６３４のＵＥのＨＯ完了メッセージを受信したセルユニファイドエン
ティティのＲＬＣは、上りリンクについては、ＭＡＣから送信された上りリンクのＲＬＣ
　ＰＤＵの処理を、順次実行する。
【０８２４】
　また、下りリンクについては、ステップＳＴ１０６３６のデータ要求メッセージによっ
てデータ送信が要求されたときに、ステップＳＴ１０６３７において、処理およびＭＡＣ
への伝送を再開する。その後、ステップＳＴ１０６３８およびステップＳＴ１０６３９の
処理が行われる。
【０８２５】
　ステップＳＴ１０６３５のＵＥのＨＯ完了メッセージを受信したセルユニファイドエン
ティティのＰＤＣＰは、上りリンクについては、ＲＬＣから送信された上りリンクのＰＤ
ＣＰ　ＰＤＵの処理を、順次実行する。
【０８２６】
　また、下りリンクについては、ステップＳＴ１０６４０のデータ要求メッセージによっ
てデータ送信が要求されたときに、ステップＳＴ１０６４１において、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ
の処理およびＲＬＣへの伝送を再開する。
【０８２７】
　このように、本変形例では、セルユニファイドエンティティの導入によって、セルのレ
イヤ間伝送が減少するので、ＣｏＭＰ通信を継続したまま、サービングセルの変更を、よ
り効率的に行うことが可能となる。本変形例においては、セルユニファイドエンティティ
がＲＬＣ、ＰＤＣＰおよびＲＲＣから構成される場合を示したが、これにＭＡＣもしくは
ＭＡＣの一部まで含めることも可能であるし、また、ＲＬＣを独立させ、ＲＲＣおよびＰ
ＤＣＰのみで構成することも可能である。統合規模を大きくすれば、エンティティ間の伝
送量は少なくなるものの、セルユニファイドエンティティの規模および複雑さが増すこと
となる。また逆に、統合規模を小さくすれば、エンティティ間の伝送量は多くなるものの
、セルユニファイドエンティティの規模および複雑さが少なくなることになる。これは、
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利用形態および実装形態によって判断されるべきものである。本発明は、この統合規模に
応じて、レイヤ間の情報伝送を適切に割当てることによって、任意の形態に適用可能であ
る。
【０８２８】
　実施の形態１１．
　ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停止してＨＯ処理
を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するのかについて、ソ
ースセルは、適宜判断する必要がある。本実施の形態では、判断方法について開示する。
【０８２９】
　サービングセル（ソースセル）が選択したターゲットセルが、ＨＯ対象となるＵＥのＣ
ｏＭＰメジャメントセット内のセルであるか否かに基づいて、ＨＯ処理の方法を判断する
。ＨＯの決定をセルユニファイドエンティティが行う場合は、セルユニファイドエンティ
ティが、ＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰメジャメントセット内のセルであるか否かに基づ
いて、ＨＯ処理の方法を判断するとよい。
【０８３０】
　サービングセルは、ターゲットセルがＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰメジャメントセッ
ト内のセルである場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する
。ＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を
用いてもよい。
【０８３１】
　サービングセルは、ターゲットセルがＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰメジャメントセッ
ト内のセルでない場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。Ｃ
ｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９
の方法を用いてもよい。
【０８３２】
　図７４は、実施の形態１１における移動体通信システムのシーケンスの一例を示す図で
ある。図７４では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行するときに、ＣｏＭＰ
の実行を停止するか、または継続するかを判断する場合のシーケンスを示している。
【０８３３】
　図１５および図１６のステップＳＴ１５０１～ステップＳＴ１５２６、およびステップ
ＳＴ１５３０に開示した方法を用いて、サービングセルは、ＵＥ１に対して、ＣｏＭＰを
実行する。
【０８３４】
　ステップＳＴ１５２６において、サービングセルとＵＥ１とは、ＣｏＭＰ送受信および
ＣＳＩフィードバックの少なくともいずれか一方を行う。
【０８３５】
　ステップＳＴ１２１０１において、ＵＥ１は、ＣＲＳ測定によるＲＲＭメジャメントを
行う。ステップＳＴ１２１０２において、ＵＥ１は、報告条件に従って、ステップＳＴ１
２１０１におけるＲＲＭメジャメントの測定結果をメジャメントリポート（measurement 
report）メッセージとして、サービングセルに報告する。ステップＳＴ１２１０１におけ
る測定には、サービングセル自身のＣＲＳの測定も含まれる。ステップＳＴ１２１０２に
おけるメジャメントリポートには、サービングセル自身のＣＲＳの測定結果が含まれてい
てもよい。
【０８３６】
　ステップＳＴ１２１０３において、サービングセルは、ＵＥ１からのメジャメントリポ
ートを用いて、ＵＥ１に対してＨＯ処理を実行することを決定する。このときに、ターゲ
ットセルを決定する。
【０８３７】
　ステップＳＴ１２１０４において、サービングセルは、ターゲットセルがＣｏＭＰメジ
ャメントセット内のセルであるか否かを判断する。ステップＳＴ１２１０４においてター
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ゲットセルがＣｏＭＰメジャメントセット内のセルであると判断された場合は、ステップ
ＳＴ１２１０５に移行し、ターゲットセルがＣｏＭＰメジャメントセット内のセルでない
と判断された場合は、ステップＳＴ１２１０６に移行する。
【０８３８】
　ステップＳＴ１２１０５において、サービングセルは、ＨＯ対象であるＵＥ１に対して
ＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を実行することを決定する。
【０８３９】
　ステップＳＴ１２１０６において、サービングセルは、ＨＯ対象であるＵＥ１に対して
ＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を実行することを決定する。
【０８４０】
　ステップＳＴ１２１０５において、ＨＯ対象であるＵＥ１に対してＣｏＭＰの実行を継
続したままＨＯ処理を実行することを決定した場合は、例えば、実施の形態１０で開示し
たＨＯ処理を実行するとよい。他方、ステップＳＴ１２１０６において、ＨＯ対象である
ＵＥ１に対してＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を実行することを決定した場合は、例
えば、実施の形態８または実施の形態９で開示したＨＯ処理を実行するとよい。
【０８４１】
　ターゲットセルがＣｏＭＰメジャメントセット内のセルである場合、ターゲットセルに
おいても、ＨＯ対象のＵＥに対してＣｏＭＰを実行することが可能であるので、ＣｏＭＰ
を継続したままＨＯ処理を行うことができ、ターゲットセルにおいても良好な通信品質を
得ることが可能となる。
【０８４２】
　ターゲットセルがＣｏＭＰメジャメントセット内のセルでない場合、ターゲットセルに
おいて、ＨＯ対象のＵＥに対してＣｏＭＰの実行が可能であるか否かは未定となる。した
がって、ＣｏＭＰを停止してＨＯ処理を行う方が、ターゲットセルにおける無線リンクを
確実に接続することができる。
【０８４３】
　このように、ターゲットセルがＣｏＭＰメジャメントセット内セルであるか否かに基づ
いてＨＯ処理の方法を判断することによって、ＨＯ対象となるＵＥの状態に適したＨＯ処
理を行うことが可能となる。これによって、移動体通信システムとしてのスループットを
向上することが可能となる。
【０８４４】
　実施の形態１１　変形例１．
　本変形例では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停
止してＨＯ処理を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するの
かについての他の判断方法について開示する。
【０８４５】
　本変形例では、サービングセルが選択したターゲットセルが、ＨＯ対象となるＵＥのＣ
ｏＭＰアクティブセット内のセルであるか否かに基づいて、ＨＯ処理の方法を判断する。
【０８４６】
　サービングセルは、ターゲットセルがＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰアクティブセット
内のセルである場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する。
ＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を用
いてもよい。
【０８４７】
　サービングセルは、ターゲットセルがＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰアクティブセット
内のセルでない場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。Ｃｏ
ＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９の
方法を用いてもよい。
【０８４８】
　本変形例におけるシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。図
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７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ターゲットセルがＣｏＭＰ
アクティブセット内のセルであるか否かを判断するようにすればよい。
【０８４９】
　ターゲットセルがＣｏＭＰアクティブセット内のセルである場合、ターゲットセルにお
いても、ＨＯ対象のＵＥに対してＣｏＭＰを実行することが可能であるので、ＣｏＭＰを
継続したままＨＯ処理を行うことができ、ターゲットセルにおいても良好な通信品質を得
ることが可能となる。
【０８５０】
　ターゲットセルがＣｏＭＰアクティブセット内のセルでない場合、ターゲットセルにお
いて、ＨＯ対象のＵＥに対してＣｏＭＰの実行が可能であるか否かは未定となる。したが
って、ＣｏＭＰを停止してＨＯ処理を行う方が、ターゲットセルにおける無線リンクを確
実に接続することができる。
【０８５１】
　このように、ターゲットセルがＣｏＭＰアクティブセット内セルであるか否かに基づい
てＨＯ処理の方法を判断することによって、ＨＯ対象となるＵＥの状態に適したＨＯ処理
を行うことが可能となる。これによって、移動体通信システムとしてのスループットを向
上することが可能となる。
【０８５２】
　実施の形態１１　変形例２．
　本変形例では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停
止してＨＯ処理を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するの
かについての他の判断方法について開示する。
【０８５３】
　本変形例では、サービングセルがターゲットセルを選択するときに、ＨＯ対象となるＵ
ＥによるどのＲＳの測定結果が使用されたかに基づいて、ＨＯ処理の方法を判断する。
【０８５４】
　ターゲットセルが、ＨＯ対象となるＵＥによるＣＳＩ－ＲＳを測定した結果を用いて選
択された場合、サービングセルは、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う
と判断する。ＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１
０の方法を用いてもよい。
【０８５５】
　ターゲットセルが、ＨＯ対象となるＵＥによるＣＲＳを測定した結果を用いて選択され
た場合、サービングセルは、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する
。ＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形
態９の方法を用いてもよい。
【０８５６】
　本変形例におけるシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。図
７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ターゲットセルがＨＯ対象
となるＵＥによるＣＳＩ－ＲＳを測定した結果を用いて選択されたのか、それともＣＲＳ
を測定した結果を用いて選択されたのかを判断するようにすればよい。ＣＳＩ－ＲＳを測
定した結果を用いている場合は、ステップＳＴ１２１０５に移行し、ＣＲＳを測定した結
果を用いている場合は、ステップＳＴ１２１０６に移行すればよい。
【０８５７】
　ＣＳＩ－ＲＳを測定した結果を用いてターゲットセルが選択された場合は、ターゲット
セルにおいて、ＨＯ対象のＵＥに対してＣｏＭＰを実行したときでも良好な通信品質を得
ることが可能であるので、ＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を行うとよい。
【０８５８】
　ＣＲＳを測定した結果を用いてターゲットセルが選択された場合は、ターゲットセルに
おいて、ＨＯ対象のＵＥに対してＣｏＭＰを実行したときに良好な通信品質が得られるか
否か不明である。したがって、ＣｏＭＰを停止してＨＯ処理を行う方が、ターゲットセル
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における無線リンクを確実に接続することができる。
【０８５９】
　このように、ターゲットセルがＣＳＩ－ＲＳを測定して選択されたのか、それともＣＲ
Ｓを測定して選択されたのかに基づいてＨＯ処理の方法を判断することによって、ＨＯ対
象となるＵＥの状態に適したＨＯ処理を行うことが可能となる。これによって、移動体通
信システムとしてのスループットを向上することが可能となる。
【０８６０】
　実施の形態１１　変形例３．
　本変形例では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停
止してＨＯ処理を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するの
かについての他の判断方法について開示する。
【０８６１】
　本変形例では、ＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰトランスミッションポイントの数を用い
て、ＨＯ処理の方法を判断する。このような判断をするために、ＣｏＭＰトランスミッシ
ョンポイント数に閾値を設ける。
【０８６２】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰトランスミッションポイントの数が
閾値以下である場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う。ＣｏＭＰの
実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を用いてもよい
。
【０８６３】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰトランスミッションポイントの数が
閾値よりも大きい場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。Ｃ
ｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９
の方法を用いてもよい。
【０８６４】
　本変形例におけるシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。図
７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対象となるＵＥのＣｏ
ＭＰトランスミッションポイント数が所定の閾値以下であるか否かを判断するようにすれ
ばよい。
【０８６５】
　ＣｏＭＰトランスミッションポイント数が所定の閾値よりも大きい場合、ＣｏＭＰを継
続したままＨＯ処理を実行すると、ネットワーク側の制御が複雑になる。多数のＣｏＭＰ
トランスミッションポイント間で協調制御のためのデータユニットおよびスケジューリン
グ情報の少なくともいずれか一方の伝送を行わなければならないためである。したがって
、ＣｏＭＰトランスミッションポイント数が所定の閾値よりも大きい場合は、ＣｏＭＰを
停止してＨＯ処理を行う方が、ネットワーク側の処理負荷を軽減し、ターゲットセルにお
ける無線リンクを確実に接続することができる。
【０８６６】
　このように、ＣｏＭＰトランスミッションポイント数を用いて、ＨＯ処理の方法を判断
することによって、ＨＯ対象となるＵＥの状態に適したＨＯ処理を行うことが可能となる
。これによって、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能となる
。
【０８６７】
　実施の形態１１　変形例４．
　本変形例では、ＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰトランスミッションポイントの数を用い
て、ＨＯ処理の方法を判断する場合の他の方法について開示する。ＣｏＭＰトランスミッ
ションポイントの数を用いて判断するために、ＣｏＭＰトランスミッションポイント数に
閾値を設ける。
【０８６８】
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　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰトランスミッションポイントの数が
閾値以上である場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う。ＣｏＭＰの
実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を用いてもよい
。
【０８６９】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥのＣｏＭＰトランスミッションポイントの数が
閾値よりも小さい場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。Ｃ
ｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９
の方法を用いてもよい。
【０８７０】
　本変形例におけるシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。図
７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対象となるＵＥのＣｏ
ＭＰトランスミッションポイント数が所定の閾値以上であるか否かを判断するようにすれ
ばよい。
【０８７１】
　ＣｏＭＰトランスミッションポイント数が所定の閾値よりも小さい場合、一つのセルと
の通信リンクで必要な通信品質が得られている可能性が高い。したがって、ＣｏＭＰを継
続したままＨＯ処理を実行するよりも、ＣｏＭＰを停止してＨＯ処理を実行した方が、ネ
ットワーク側の制御負荷を低減することができる。
【０８７２】
　他方、ＣｏＭＰトランスミッションポイント数が所定の閾値以上である場合、複数のセ
ルとのデータの送受信を用いないと、必要な通信品質が得られない可能性が高い。したが
って、ＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行した方が、良好な通信品質を得ることが可
能となる。このように、ＣｏＭＰトランスミッションポイント数を用いてＨＯ処理の方法
を判断することによって、ＨＯ対象となるＵＥの状態に適したＨＯ処理を行うことが可能
となる。これによって、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能
となる。
【０８７３】
　実施の形態１１　変形例５．
　本変形例では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停
止してＨＯ処理を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するの
かについての他の判断方法について開示する。
【０８７４】
　本変形例では、ＨＯ対象となるＵＥの移動速度を用いて、ＨＯ処理の方法を判断する。
このような判断をするために、ＵＥの移動速度に閾値を設ける。
【０８７５】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥの移動速度が閾値以下である場合、ＵＥのＣｏ
ＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実行を継続したままＨ
Ｏ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を用いてもよい。
【０８７６】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥの移動速度が閾値よりも大きい場合、ＵＥのＣ
ｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理
を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９の方法を用いてもよい。
【０８７７】
　本変形例におけるシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。図
７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対象のＵＥの移動速度
が所定の閾値以下であるか否かを判断するようにすればよい。
【０８７８】
　ＨＯ対象のＵＥの移動速度が所定の閾値よりも大きい場合、ＣｏＭＰを継続したままＨ
Ｏ処理を実行するためのネットワーク側の制御において、協調制御のためのデータユニッ
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トおよびスケジューリング情報の少なくともいずれか一方の伝送遅延の影響が大きくなる
。ＨＯ対象のＵＥの移動速度が所定の閾値よりも大きい場合、短時間で新たなサービング
セルから圏外となる可能性が高くなるので、ＣｏＭＰの実行を失敗する可能性が高くなる
。あるいは、失敗までしなくても、最適なＣｏＭＰのためのセルを選択できなくなり、Ｃ
ｏＭＰによる効果が低下する。したがって、ＨＯ対象のＵＥの移動速度が所定の閾値より
も大きい場合、ＣｏＭＰを停止してＨＯ処理を行う方が、ターゲットセルにおける無線リ
ンクを確実に接続することができる。
【０８７９】
　このように、ＨＯ対象のＵＥの移動速度を用いてＨＯ処理の方法を判断することによっ
て、ＨＯ対象となるＵＥの状態に適したＨＯ処理を行うことが可能となる。これによって
、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能となる。
【０８８０】
　ＵＥの移動速度の指標として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０８８１】
　（１）実際の速度。ＵＥは、ＧＰＳなどを用いて測定するとよい。測定結果は、ＵＥか
ら定期的または周期的にサービングセルに通知するとよい。または、メジャメントリポー
トと併せて通知するようにしてもよい。これによって、サービングセルは、ＵＥの移動速
度情報を用いることが可能となる。
【０８８２】
　（２）ＵＥのポジショニング情報に含まれる移動速度情報。サービングセルが移動速度
情報を取得する方法は、実施の形態３で開示した、ＵＥの位置情報を取得する方法を適用
すればよい。
【０８８３】
　（３）セルリセレクト数から得た移動速度情報。具体的には、速度係数。ＬＴＥにおい
ては、サービングセルは、移動速度情報を取得しているので、使用することが可能である
。
【０８８４】
　実施の形態１１　変形例６．
　本変形例では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停
止してＨＯ処理を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するの
かについての他の判断方法について開示する。
【０８８５】
　本変形例では、サービングセルとの通信品質を用いて、ＨＯ処理の方法を判断する。具
体的には、ＨＯにおけるソースセルとの通信品質を用いて、ＨＯ処理の方法を判断する。
このような判断をするために、通信品質に閾値を設ける。
【０８８６】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥとサービングセルとの通信品質が閾値以下であ
る場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実
行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を用いてもよい。
【０８８７】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥとサービングセルとの通信品質が閾値よりも大
きい場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実行
を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９の方法を用い
てもよい。
【０８８８】
　本変形例におけるシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。図
７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥとサー
ビングセルとの通信品質が所定の閾値以下であるか否かを判断するようにすればよい。
【０８８９】
　ＨＯ対象となるＵＥとサービングセルとの通信品質が所定の閾値よりも大きい場合、一
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つのセルとの通信リンクで必要な通信品質が得られている可能性が高い。したがって、Ｃ
ｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するよりも、ＣｏＭＰを停止してＨＯ処理を実行し
た方が、ネットワーク側の制御負荷を低減することができる。
【０８９０】
　他方、ＨＯ対象となるＵＥとサービングセルとの通信品質が所定の閾値以下である場合
、複数のセルとのデータの送受信を用いないと、必要な通信品質が得られない可能性が高
い。したがって、ＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行した方が、良好な通信品質を得
ることが可能となる。
【０８９１】
　このように、サービングセルとの通信品質を用いてＨＯ処理の方法を判断することによ
って、ＨＯ対象となるＵＥの状態に適したＨＯ処理を行うことが可能となる。これによっ
て、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能となる。
【０８９２】
　実施の形態１１　変形例７．
　本変形例では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停
止してＨＯ処理を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するの
かについての他の判断方法について開示する。
【０８９３】
　本変形例では、新たなサービングセルとの通信品質を用いて、ＨＯ処理の方法を判断す
る。具体的には、ＨＯにおけるターゲットセルとの通信品質を用いて、ＨＯ処理の方法を
判断する。このような判断をするために、通信品質に閾値を設ける。
【０８９４】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥとターゲットセルとの通信品質が閾値以下であ
る場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実
行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を用いてもよい。
【０８９５】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥとターゲットセルとの通信品質が閾値よりも大
きい場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実行
を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９の方法を用い
てもよい。ＨＯ対象となるＵＥとターゲットセルとの通信品質は、ＵＥによるメジャメン
トリポートを用いればよい。メジャメントリポートは、ＣｏＭＰ用でもモビリティ用でも
あるいは共用でもよい。ＨＯ対象となるＵＥとターゲットセルとの通信品質は、サービン
グセルに通知される。ＵＥによる測定は、ＣＲＳの測定結果でもよいし、もＣＳＩ－ＲＳ
の測定結果でもよい。
【０８９６】
　本変形例におけるシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。図
７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対象となるＵＥとター
ゲットセルとの通信品質が所定の閾値以下であるか否かを判断するようにすればよい。
【０８９７】
　ＨＯ対象となるＵＥとターゲットセルとの通信品質が所定の閾値よりも大きい場合、一
つのセルとの通信リンクで必要な通信品質が得られている可能性が高い。したがって、Ｃ
ｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するよりも、ＣｏＭＰを停止してＨＯ処理を実行し
た方が、ネットワーク側の制御負荷を低減することができる。
【０８９８】
　他方、ＨＯ対象となるＵＥとターゲットセルとの通信品質が所定の閾値以下である場合
、複数のセルとのデータの送受信を用いないと、必要な通信品質が得られない可能性が高
い。したがって、ＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行した方が、良好な通信品質を得
ることが可能となる。
【０８９９】
　このように、ターゲットセルとの通信品質を用いてＨＯ処理の方法を判断することによ
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って、ＨＯ対象となるＵＥの状態に適したＨＯ処理を行うことが可能となる。これによっ
て、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能となる。
【０９００】
　実施の形態１１　変形例８．
　本変形例では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停
止してＨＯ処理を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するの
かについての他の判断方法について開示する。
【０９０１】
　本変形例では、通信中のサービスの種類を用いて、ＨＯ処理の方法を判断する。サービ
ングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスの種類が所定の種類であった場合、
ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実行を継続
したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を用いてもよい。
【０９０２】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスの種類が所定の種類でない
場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実行を停
止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９の方法を用いても
よい。
【０９０３】
　本変形例におけるシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。図
７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対象となるＵＥと通信
中のサービスの種類が所定の種類であるか否かを判断するようにすればよい。
【０９０４】
　このように、通信中のサービスの種類を用いて、ＨＯ処理の方法を判断することによっ
て、通信中のサービスに適したＨＯ処理を行うことが可能となる。
【０９０５】
　実施の形態１１　変形例９．
　本変形例では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停
止してＨＯ処理を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するの
かについての他の判断方法について開示する。
【０９０６】
　本変形例では、通信中のサービスが要求する遅延時間を用いて、ＨＯ処理の方法を判断
する。このような判断をするために、サービスが要求する遅延時間に閾値を設ける。
【０９０７】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスが要求する遅延時間が閾値
以下である場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する。Ｃｏ
ＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を用いて
もよい。
【０９０８】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスが要求する遅延時間が閾値
よりも大きい場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭ
Ｐの実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９の方
法を用いてもよい。
【０９０９】
　本変形例におけるシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を変更すればよい。図
７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対象となるＵＥと通信
中のサービスが要求する遅延時間が所定の閾値以下であるか否かを判断するようにすれば
よい。
【０９１０】
　ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスが要求する遅延時間が所定の閾値以下である場
合、再送処理などによる遅延時間を可能な限り低減するためには、良好な通信品質が必要
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となる。ＣｏＭＰを停止してＨＯ処理を実行するよりも、ＣｏＭＰを継続したままＨＯ処
理を実行することによって、良好な通信品質を得ることができ、遅延時間を低減すること
ができる。このように、通信中のサービスが要求する遅延時間を用いてＨＯ処理の方法を
判断することによって、通信中のサービスに適したＨＯ処理を行うことが可能となる。こ
れによって、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能となる。
【０９１１】
　本変形例では、通信中のサービスが要求する遅延時間を用いて、ＨＯ処理の方法を判断
することを開示したが、遅延時間ではなく、以下の（１）～（５）に開示する判断指標を
用いてもよい。
【０９１２】
　（１）通信中のサービスが要求するエラーレート（packet error loss rate）。
  （２）通信中のサービスが要求するリソースタイプ。リソースタイプとしては、ＧＢＲ
（Guaranteed Bit Rate）およびＮｏｎ－ＧＢＲなどがある。
  （３）通信中のサービスに対する優先順位。
  （４）通信中のサービスのＱｏＳ（Quality of Service）。
  （５）通信中のサービスのＱＣＩ（QoS Class Identifier）。
【０９１３】
　前記（１）に示すように、通信中のサービスが要求するエラーレートを用いて、ＨＯ処
理の方法を判断する。このような判断をするために、サービスが要求するエラーレートに
閾値を設ける。
【０９１４】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスが要求するエラーレートが
閾値以下である場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する。
ＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を適
用してもよい。
【０９１５】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスが要求するエラーレートが
閾値よりも大きい場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。Ｃ
ｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９
の方法を適用してもよい。
【０９１６】
　前記（１）の判断指標を用いた場合のシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を
変更すればよい。図７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対
象となるＵＥと通信中のサービスが要求するエラーレートが所定の閾値以下であるか否か
を判断するようにすればよい。これによって、通信中のサービスに適したＨＯ処理を行う
ことが可能となり、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能とな
る。
【０９１７】
　前記（２）に示すように、通信中のサービスが要求するリソースタイプを用いて、ＨＯ
処理の方法を判断する。サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスが要
求するリソースタイプがＧＢＲである場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処
理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施
の形態１０の方法を適用してもよい。
【０９１８】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスが要求するリソースタイプ
がＧＢＲでない場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。Ｃｏ
ＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９の
方法を適用してもよい。
【０９１９】
　前記（２）の判断指標を用いた場合のシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を
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変更すればよい。図７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対
象となるＵＥと通信中のサービスが要求するリソースタイプがＧＢＲであるか否かを判断
するようにすればよい。これによって、通信中のサービスに適したＨＯ処理を行うことが
可能となり、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能となる。
【０９２０】
　前記（３）に示すように、通信中のサービスに対する優先順位を用いて、ＨＯ処理の方
法を判断する。このような判断をするために、サービスに対する優先順位に閾値を設ける
。
【０９２１】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスに対する優先順位が閾値以
上である場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭ
Ｐの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を適用して
もよい。
【０９２２】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスに対する優先順位が閾値よ
りも小さい場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰ
の実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９の方法
を適用してもよい。
【０９２３】
　前記（３）の判断指標を用いた場合のシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を
変更すればよい。図７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対
象となるＵＥと通信中のサービスに対する優先順位が閾値以上であるか否かを判断するよ
うにすればよい。これによって、通信中のサービスに適したＨＯ処理を行うことが可能と
なり、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能となる。
【０９２４】
　前記（４）に示すように、通信中のサービスのＱｏＳを用いて、ＨＯ処理の方法を判断
する。このような判断をするために、ＱｏＳをカテゴライズしておき、各カテゴリーにナ
ンバリングしておく。例えば、良好なＱｏＳのカテゴリーから昇順にナンバリングしてお
き、ナンバの閾値を設ける。
【０９２５】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスのＱｏＳのカテゴリーナン
バが閾値以下である場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断す
る。ＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法
を適用してもよい。
【０９２６】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスのＱｏＳのカテゴリーナン
バが閾値よりも大きい場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する
。ＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形
態９の方法を適用してもよい。
【０９２７】
　前記（４）の判断指標を用いた場合のシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を
変更すればよい。図７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対
象となるＵＥと通信中のサービスのＱｏＳのカテゴリーナンバが閾値以下であるか否かを
判断するようにすればよい。これによって、通信中のサービスに適したＨＯ処理を行うこ
とが可能となり、移動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能となる
。
【０９２８】
　前記（５）に示すように、通信中のサービスのＱＣＩを用いて、ＨＯ処理の方法を判断
する。ＱＣＩは、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２０３　Ｖ１１．２．０（以下「参考文献１０」
という）に開示されるように、サービスに対する複数の要求指標をクラス分けした場合の
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インジケータである。ＱＣＩを用いて判断するために、ＱＣＩに閾値を設ける。
【０９２９】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスのＱＣＩが閾値以下である
場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実行
を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方法を適用してもよい。
【０９３０】
　サービングセルは、ＨＯ対象となるＵＥと通信中のサービスのＱＣＩが閾値よりも大き
い場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を停止してＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰの実行を
停止してＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態８または実施の形態９の方法を適用し
てもよい。
【０９３１】
　前記（５）の判断指標を用いた場合のシーケンスは、図７４に示すシーケンスの一部を
変更すればよい。図７４のステップＳＴ１２１０４において、サービングセルが、ＨＯ対
象となるＵＥと通信中のサービスのＱＣＩが閾値以下であるか否かを判断するようにすれ
ばよい。これによって、通信中のサービスに適したＨＯ処理を行うことが可能となり、移
動体通信システムとしてのスループットを向上することが可能となる。
【０９３２】
　実施の形態１１　変形例１０．
　本変形例では、ＣｏＭＰ実行中のＵＥに対してＨＯ処理を実行する場合、ＣｏＭＰを停
止してＨＯ処理を実行するのか、それともＣｏＭＰを継続したままＨＯ処理を実行するの
かについての他の判断方法について開示する。
【０９３３】
　本変形例では、サービングセルが選択したターゲットセルが、サービングセルが属する
ＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセルであるか否かに基づいて、ＨＯ処理の方法を
判断する。
【０９３４】
　サービングセルは、ターゲットセルが自セルの属するＣｏＭＰコオペレーティングセッ
ト内のセルである場合、ＵＥのＣｏＭＰの実行を継続したままＣｏＭＰコオペレーティン
グセット内のセル間でのＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰコオペレーティングセット
内のセル間でＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１
０の変形例１の方法を適用してもよい。
【０９３５】
　サービングセルは、ターゲットセルが自セルの属するＣｏＭＰコオペレーティングセッ
ト内のセルでない場合、ＵＥのＣｏＭＰを実行継続したままＣｏＭＰコオペレーティング
セット外のセルとのＨＯ処理を行うと判断する。ＣｏＭＰコオペレーティングセット外の
セルとＣｏＭＰの実行を継続したままＨＯ処理を行う方法としては、実施の形態１０の方
法を適用してもよい。
【０９３６】
　図７５は、実施の形態１１の変形例１０における移動体通信システムのシーケンスの一
例を示す図である。図７５に示すシーケンスは、図７４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
。
【０９３７】
　本変形例では、図７５のステップＳＴ１２２０１において、サービングセルが、ターゲ
ットセルがサービングセルの属するＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセルであるか
否かを判断するようにすればよい。
【０９３８】
　ターゲットセルがサービングセルの属するＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセル
である場合、ステップＳＴ１２１０５において、サービングセルは、ＣｏＭＰを実行継続
したままＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセル間でのＨＯ処理を行うと判断する。
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この場合、実施の形態１０の変形例１で開示したＨＯ処理を行うとよい。
【０９３９】
　ターゲットセルがサービングセルの属するＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセル
でない場合は、ステップＳＴ１２１０６において、サービングセルは、ＣｏＭＰを実行継
続したままＣｏＭＰコオペレーティングセット外のセルとのＨＯ処理を行うと判断する。
この場合、実施の形態１０で開示したＨＯ処理を行うとよい。
【０９４０】
　このようにすることによって、ターゲットセルが自セルの属するＣｏＭＰコオペレーテ
ィングセット内のセルであるか否かに応じて、ＨＯ対象のＵＥに対してＣｏＭＰの実行を
継続したままＨＯ処理を実行することが可能となる。したがって、ターゲットセルにおい
ても良好な通信品質を得ることが可能となる。これによって、移動体通信システムとして
のスループットを向上することが可能となる。
【０９４１】
　サービングセルが、ターゲットセルがＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセルであ
るか否かを認識する方法として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０９４２】
　（１）サービングセルは、ターゲットセルが自セルのＣｏＭＰコオペレーティングセッ
ト内に属するか否かをセントラルエンティティに問い合わせる。
【０９４３】
　セントラルエンティティは、一つまたは複数のポイントを集中して調整を行うエンティ
ティであるので、ＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセルを認識させておくとよい。
【０９４４】
　サービングセルは、ステップＳＴ１２１０３において、ターゲットセルを選択し、選択
したターゲットセルが自セルのＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセルであるか否か
を問い合わせるメッセージを、セントラルエンティティに通知する。該メッセージに、タ
ーゲットセルのセルアイデンティティを含めておくとよい。これによって、セントラルエ
ンティティは、ターゲットセルを特定することができる。また、前記メッセージに、サー
ビングセルのセルアイデンティティを含めておいてもよい。これによって、セントラルエ
ンティティは、要求元のサービングセルを特定することができる。
【０９４５】
　セントラルエンティティは、ターゲットセルが要求元のサービングセルの属するＣｏＭ
Ｐコオペレーティングセット内のセルであるか否かを、要求元のサービングセルに通知す
る。これによって、サービングセルは、ターゲットセルが自セルのＣｏＭＰコオペレーテ
ィングセット内のセルであるか否かを認識することができる。
【０９４６】
　サービングセルは、ターゲットセルが自セルのＣｏＭＰコオペレーティングセット内の
セルであるか否かを認識した後、再度、ターゲットセルを選択し直してもよい。これによ
って、ＣｏＭＰコオペレーティングセット内のＨＯを実行するか、ＣｏＭＰコオペレーテ
ィングセット間のＨＯを実行するかを、選択することが可能となる。したがって、ＨＯ対
象となるＵＥの状態に適したＨＯ処理を行うことが可能となり、移動体通信システムとし
てのスループットを向上することが可能となる。
【０９４７】
　前記（１）の方法は、ターゲットセルに限らず、所望のセルがＣｏＭＰコオペレーティ
ングセット内のセルであるか否かを認識する方法としても適用することできる。
【０９４８】
　ＣｏＭＰコオペレーティングセット内に含まれるセルを認識しているエンティティを、
セントラルエンティティとしたが、これに限らず、ＣｏＭＰコオペレーティングセット内
に含まれるセルを認識しているエンティティ、ノード、あるいは装置に対して問い合わせ
るようにしてもよい。例えば、ＣｏＭＰコオペレーティングセット内に含まれるセルを認
識しているノードが、ＯＡＭ（Operation Administration and Maintenance）である場合
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、ＯＡＭに対して問い合わせるようにすればよい。また、例えば、ＣｏＭＰコオペレーテ
ィングセット内に含まれるセルを認識しているエンティティが、セルユニファイドエンテ
ィティである場合、セルユニファイドエンティティに対して問い合わせるようにすればよ
い。ＣｏＭＰコオペレーティングセット内に含まれるセルを認識しているエンティティお
よびノードが、セルユニファイドエンティティおよびＯＡＭではなく、ＭＭＥ、ｅＮＢ、
およびＨｅＮＢ－ＧＷである場合も同様である。
【０９４９】
　（２）サービングセルは、ターゲットセルに対してターゲットセルのＣｏＭＰコオペレ
ーティングセットを問い合わせる。
【０９５０】
　サービングセルは、ステップＳＴ１２１０３において、ターゲットセルを選択した後、
選択したターゲットセルに、ターゲットセルのＣｏＭＰコオペレーティングセットを問い
合わせるメッセージを通知する。ＭＭＥを介してターゲットセルに通知してもよい。この
とき、サービングセルのセルアイデンティティも通知するとよい。これによって、ターゲ
ットセルは、要求元のサービングセルを認識することができる。
【０９５１】
　ＣｏＭＰコオペレーティングセットに、識別子を設けておくとよい。本識別子は、本変
形例に限らず、ＣｏＭＰコオペレーティングセットを識別するための方法として用いるこ
とができる。また、各セルは、自セルがどのＣｏＭＰコオペレーティングセットに属して
いるかを認識しておくとよい。例えば、セントラルエンティティは、予め自セルがどのＣ
ｏＭＰコオペレーティングセットに属しているかを、各セルに通知しておくとよい。
【０９５２】
　ターゲットセルのＣｏＭＰコオペレーティングセットを問い合わせるメッセージの通知
を受信したターゲットセルは、自セルの属するＣｏＭＰコオペレーティングセットの識別
子を、サービングセルに通知する。ＭＭＥを介してサービングセルに通知してもよい。こ
れによって、サービングセルは、ターゲットセルが自セルのＣｏＭＰコオペレーティング
セット内のセルであるか否かを認識することができる。サービングセルは、ターゲットセ
ルが自セルのＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセルであるか否かを認識した後、再
度、ターゲットセルを選択し直してもよい。
【０９５３】
　（３）サービングセルは、ターゲットセルが自セルのＣｏＭＰコオペレーティングセッ
トに属するか否かをターゲットセルに問い合わせる。
【０９５４】
　サービングセルは、ステップＳＴ１２１０３において、ターゲットセルを選択した後、
選択したターゲットセルに、自セルのＣｏＭＰコオペレーティングセットを通知する。具
体的には、自セルのＣｏＭＰコオペレーティングセットの識別子を通知するとよい。ＭＭ
Ｅを介してターゲットセルに通知してもよい。このとき、サービングセルのセルアイデン
ティティも通知するとよい。これによって、ターゲットセルは、問合せ元のサービングセ
ルを認識することができる。
【０９５５】
　自セルのＣｏＭＰコオペレーティングセットの通知を受信したターゲットセルは、サー
ビングセルのＣｏＭＰコオペレーティングセットの識別子から、該セットに属するか否か
を判断する。ターゲットセルは、この判断結果を、要求元のサービングセルに通知する。
これによって、サービングセルは、ターゲットセルが自セルのＣｏＭＰコオペレーティン
グセット内のセルであるか否かを認識することができる。サービングセルは、ターゲット
セルが自セルのＣｏＭＰコオペレーティングセット内のセルであるか否かを認識した後、
再度、ターゲットセルを選択し直してもよい。
【０９５６】
　前記（２），（３）の方法は、ＨＯ処理を行うときに、ソースセル、ここではサービン
グセルからターゲットセルへ通知されるＨＯ要求メッセージおよびＨＯ要求応答メッセー
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【０９５７】
　前述の方法を実行することによって、サービングセルは、ターゲットセルがＣｏＭＰコ
オペレーティングセット内のセルであるか否かを認識することが可能となる。
【０９５８】
　本実施の形態および変形例は適宜組合せて適用されてもよい。また、実施の形態および
変形例は、ＵＥに対してＣｏＭＰを実行するか否かの判断に適用することも可能である。
【０９５９】
　本発明で開示した方法は、適宜組合せて行うことができる。これによって、システムの
状況に応じた制御を行うことが可能となる。
【０９６０】
　以上の各実施の形態では、ＬＴＥ－ＡにおけるＣｏＭＰについて説明したが、本発明で
開示した多地点協調送受信に関する技術は、他の移動体通信システム、あるいは異種通信
システムにおいても適宜用いることが可能である。
【０９６１】
　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】
【０９６２】
　１４０１　ＲＲＭメジャメントセット、１４０２　ＣｏＭＰメジャメントセット、１４
０３　ＣｏＭＰトランスミッションポイント、１６０１　ＣｏＭＰアクティブセット。
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