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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービングｅノードＢによって、前記サービングｅノードＢとともに多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅノードＢを識別することと、
　前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作を可能にするために、前記サービングｅノ
ードＢから前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信
することと、前記アップリンク構成情報は、第１のユーザ機器のスケジュールされたアッ
プリンク送信のために前記ＣｏＭＰセット中の第１のｅノードＢによって割り振られたリ
ソースの第１のセットと部分的に重複するリソースの第２のセット上でアップリンク送信
をスケジュールすることを回避するために前記ＣｏＭＰセット中の第２のｅノードＢへの
指示を備え、
　前記サービングｅノードＢにおいて、１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアッ
プリンク通信を受信することと、前記受信されたアップリンク通信は前記アップリンク構
成情報に従って送信されたものである、
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　リソースの前記第１のセットが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上での
前記第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前記ＣｏＭＰセッ
ト中の前記第１のｅノードＢによって割り振られ、
　前記アップリンク構成情報は、前記ＣｏＭＰセット中の前記第２のｅノードＢが、リソ
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ースの前記第１のセットと部分的に重複するリソースの前記第２のセット上での他のユー
ザ機器のためのアップリンク送信をスケジュールすることを禁止する、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記第１のｅノードＢが前記サービングｅノードＢであり、前記第２のｅノードＢが非
サービングｅノードＢである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　リソースの前記第１のセットが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上での
前記第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前記サービングｅ
ノードＢによって割り振られ、
　前記アップリンク構成情報はさらに、前記ＣｏＭＰセット中の非サービングｅノードＢ
がリソースの前記第２のセット上での第２のユーザ機器のためのアップリンク送信をスケ
ジュールすることを許可し、ここにおいて、リソースの前記第２のセットは時間領域と周
波数領域においてリソースの前記第１のセットと部分的に重複する、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセット上および前記第２の
セット上でのアップリンク送信のための空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法を識別する、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法が、協調ビームフォーミング技法またはプリコ
ーディング技法のうちの１つを備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＣｏＭＰセットに関連するユーザ機器のランクがＭｉｎ｛Ｔｘ，Ｒｘ（ａｌｌ）｝
に従って判断され、ただし、Ｍｉｎは最小値を表し、Ｔｘは、前記ユーザ機器の送信チャ
ネルの数を表し、Ｒｘ（ａｌｌ）は、前記ＣｏＭＰセット中のすべてのｅノードＢの受信
チャネルの数を表す、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　アップリンク許可におけるランクインジケータに関連するビット幅割振りが、Ｍｉｎ｛
Ｔｘ，Ｒｘ（ａｌｌ）｝に従って判断される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記サービングｅノードＢにおいて受信された前記アップリンク通信が、初めに特定の
非サービングｅノードＢにおいて受信され、その後、前記特定の非サービングｅノードＢ
によって前記サービングｅノードＢに搬送されたアップリンク送信を備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記サービングｅノードＢが、バックホール通信チャネルまたは無線通信チャネルを介
して前記搬送されたアップリンク送信を受信するように構成された、請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記サービングｅノードＢによって、前記アップリンク通信の発信元である前記ユーザ
機器に肯定応答（ＡＣＫ）を送信することをさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　リソースの前記第１のセットが、前記サービングｅノードＢに関連するサウンディング
基準信号（ＳＲＳ）送信の送信のために割り振られ、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第２のセット上での、前記ＣｏＭ
Ｐセット中の前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢに関連するサウンディング基
準信号（ＳＲＳ）の送信のための多重化技法に関連する１つまたは複数のパラメータを識
別し、ここにおいて、リソースの前記第２のセットは時間領域と周波数領域においてリソ
ースの前記第１のセットと部分的に重複する、
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請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記多重化技法が、
　符号分割多重化と、
　周波数分割多重化と、
　時間分割多重化と
からなる多重化技法のグループから選択される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　リソースの前記第１のセットが、前記第１のユーザ機器からの物理アップリンク制御チ
ャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のために割り振られ、
　前記第１のｅノードＢは前記サービングｅノードＢを備え、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセットと部分的に重複する
リソースの前記第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理アップリンク制御チャネ
ル（ＰＵＣＣＨ）送信を禁止する、
請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　リソースの前記第１のセットが、前記サービングｅノードＢに関連する前記第１のユー
ザ機器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のために割り振られ、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第２のセット上での第２のユーザ
機器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信を許可し、ここにおいて、
リソースの前記第２のセットは時間領域と周波数領域においてリソースの前記第１のセッ
トと部分的に重複する、
請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信が、
　符号分割多重化と、
　周波数分割多重化と、
　時間分割多重化と
からなる多重化技法のグループから選択された多重化技法に従って行われる、請求項１５
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＣｏＭＰセット中の１つまたは複数のｅノードＢが、リソースの前記第１のセット
と前記第２のセットとを動的にまたは半静的に構成する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　リソースの前記第１のセットが、前記第１のユーザ機器からの物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）、および／または
物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られ、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセットと部分的に重複する
リソースの前記第２のセット上での第２のユーザ機器からのＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、お
よび／またはＰＲＡＣＨ送信を禁止する、
請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　リソースの前記第１のセットが、前記第１のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチ
ャネル（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られ、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第２のセット上での第２のユーザ
機器からのＰＲＡＣＨ送信を許可し、ここにおいて、リソースの前記第２のセットは時間
領域と周波数領域においてリソースの前記第１のセットと部分的に重複する、
請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセット上および前記第２の
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セット上でのＰＲＡＣＨ送信のための直交ＰＲＡＣＨ系列を識別する、請求項１９に記載
の方法。
【請求項２１】
　前記サービングｅノードＢが、多数の受信されたアップリンク通信を処理するために干
渉消去技法を利用する、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構成情報を
受信することと、ここにおいて、前記非サービングｅノードＢが、前記サービングｅノー
ドＢを含むＣｏＭＰセットのメンバーであり、前記受信されたアップリンク構成情報が前
記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係する、
　前記受信されたアップリンク構成情報に従って、前記非サービングｅノードＢに関連す
る第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振ることと、前記アップ
リンク構成情報は、第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前
記ＣｏＭＰセット中の第１のｅノードＢによって割り振られたリソースの第１のセットと
部分的に重複するリソースの第２のセット上でアップリンク送信をスケジュールすること
を回避するために前記ＣｏＭＰセット中の第２のｅノードＢへの指示を備える、
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２３】
　前記非サービングｅノードＢにおいて、第２のユーザ機器から発信されたアップリンク
通信を受信することと、前記受信されたアップリンク通信が前記アップリンク構成情報に
従って送信されたものである、
　前記受信されたアップリンク通信の少なくとも一部分を前記サービングｅノードＢに搬
送することと
をさらに備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備えるワイヤレス通信デバイスであって、前記メモリが実行可能コードを備え、前記
実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、
　サービングｅノードＢにおいて、前記サービングｅノードＢとともに多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅノードＢを識別することと、
　前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作を可能にするために、前記サービングｅノ
ードＢから前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信
することと、前記アップリンク構成情報は、第１のユーザ機器のスケジュールされたアッ
プリンク送信のために前記ＣｏＭＰセット中の第１のｅノードＢによって割り振られたリ
ソースの第１のセットと部分的に重複するリソースの第２のセット上でアップリンク送信
をスケジュールすることを回避するために前記ＣｏＭＰセット中の第２のｅノードＢへの
指示を備える、
　前記サービングｅノードＢにおいて、１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアッ
プリンク通信を受信することと、前記受信されたアップリンク通信が前記アップリンク構
成情報に従って送信されたものである、
　を行うように前記ワイヤレス通信デバイスを構成する、
ワイヤレス通信デバイス。
【請求項２５】
　リソースの前記第１のセットが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上での
前記第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前記ＣｏＭＰセッ
ト中の前記第１のｅノードＢによって割り振られ、
　前記アップリンク構成情報は、前記ＣｏＭＰセット中の前記第２のｅノードＢが、リソ
ースの前記第１のセットと部分的に重複するリソースの前記第２のセット上での他のユー
ザ機器のためのアップリンク送信をスケジュールすることを禁止する、請求項２４に記載
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のワイヤレス通信デバイス。
【請求項２６】
　前記第１のｅノードＢが前記サービングｅノードＢであり、前記第２のｅノードＢが非
サービングｅノードＢである、請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項２７】
　リソースの前記第１のセットが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上での
前記第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前記サービングｅ
ノードＢによって割り振られ、
　前記アップリンク構成情報はさらに、前記ＣｏＭＰセット中の非サービングｅノードＢ
が、リソースの前記第２のセット上での第２のユーザ機器のためのアップリンク送信をス
ケジュールすることを許可し、ここにおいて、リソースの前記第２のセットは時間領域と
周波数領域においてリソースの前記第１のセットと部分的に重複する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項２８】
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセット上および前記第２の
セット上でのアップリンク送信のための空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法を識別する、
請求項２７に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項２９】
　前記空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法が、協調ビームフォーミング技法またはプリコ
ーディング技法のうちの少なくとも１つを備える、請求項２８に記載のワイヤレス通信デ
バイス。
【請求項３０】
　前記ＣｏＭＰセットに関連するユーザ機器のランクがＭｉｎ｛Ｔｘ，Ｒｘ（ａｌｌ）｝
に従って判断され、ただし、Ｍｉｎは最小値を表し、Ｔｘは、前記ユーザ機器の送信チャ
ネルの数を表し、Ｒｘ（ａｌｌ）は、前記ＣｏＭＰセット中のすべてのｅノードＢの受信
チャネルの数を表す、請求項２８に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項３１】
　アップリンク許可におけるランクインジケータに関連するビット幅割振りが、Ｍｉｎ｛
Ｔｘ，Ｒｘ（ａｌｌ）｝に従って判断される、請求項３０に記載のワイヤレス通信デバイ
ス。
【請求項３２】
　前記サービングｅノードＢにおいて受信された前記アップリンク通信が、初めに特定の
非サービングｅノードＢにおいて受信され、その後、前記特定の非サービングｅノードＢ
によって前記サービングｅノードＢに搬送されたアップリンク送信を備える、請求項２４
に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項３３】
　前記プロセッサ実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、前記搬送され
たアップリンク送信を、バックホール通信チャネルまたは無線通信チャネルを介して受信
するように前記デバイスを構成する、請求項３２に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項３４】
　前記プロセッサ実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、前記アップリ
ンク通信の発信元である前記ユーザ機器に肯定応答（ＡＣＫ）をさらに送信するように前
記デバイスを構成する、請求項３２のワイヤレス通信デバイス。
【請求項３５】
　リソースの前記第１のセットが、前記サービングｅノードＢに関連するサウンディング
基準信号（ＳＲＳ）送信の送信のために割り振られ、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第２のセット上での、前記ＣｏＭ
Ｐセット中の前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢに関連するサウンディング基
準信号（ＳＲＳ）の送信のための多重化技法に関連する１つまたは複数のパラメータを識
別し、ここにおいて、リソースの前記第２のセットは時間領域と周波数領域においてリソ
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ースの前記第１のセットと部分的に重複する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項３６】
　前記多重化技法が、
　符号分割多重化と、
　周波数分割多重化と、
　時間分割多重化と
からなる多重化技法のグループから選択される、請求項３５に記載のワイヤレス通信デバ
イス。
【請求項３７】
　リソースの前記第１のセットが、前記サービングｅノードＢに関連する前記第１のユー
ザ機器からの物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、物理アップリンク制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）、および／または物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信
のために割り振られ、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセットと部分的に重複する
リソースの前記第２のセット上での第２のユーザ機器からのＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、お
よび／またはＰＵＣＣＨ送信を禁止する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項３８】
　リソースの前記第１のセットが、前記サービングｅノードＢに関連する前記第１のユー
ザ機器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のために割り振られ、
　前記アップリンク構成情報はさらに、リソースの前記第２のセット上での第２のユーザ
機器からのＰＵＣＣＨ送信を許可し、ここにおいて、リソースの前記第２のセットは時間
領域と周波数領域においてリソースの前記第１のセットと部分的に重複する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項３９】
　前記物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信が、
　符号分割多重化と、
　周波数分割多重化と、
　時間分割多重化と
からなる多重化技法のグループから選択された多重化技法に従って行われる、請求項３８
に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項４０】
　前記ＣｏＭＰセット中の前記１つまたは複数のｅノードＢが、リソースの前記第１のセ
ットと前記第２のセットとを動的にまたは半静的に構成する、請求項３８に記載のワイヤ
レス通信デバイス。
【請求項４１】
　リソースの前記第１のセットが、前記第１のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチ
ャネル（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られ、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセットと部分的に重複する
リソースの前記第２のセット上での第２のユーザ機器からのＰＲＡＣＨ送信を禁止する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項４２】
　リソースの前記第１のセットが、前記第１のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチ
ャネル（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られ、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第２のセット上での第２のユーザ
機器からのＰＲＡＣＨ送信を許可し、ここにおいて、リソースの前記第２のセットは時間
領域と周波数領域においてリソースの前記第１のセットと部分的に重複する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項４３】
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　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセット上および前記第２の
セット上でのＰＲＡＣＨ送信のための直交ＰＲＡＣＨ系列を識別する、請求項４２に記載
のワイヤレス通信デバイス。
【請求項４４】
　前記サービングｅノードＢが、多数の受信されたアップリンク通信を処理するために干
渉消去技法を利用するように構成された、請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項４５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備える、ワイヤレス通信デバイスであって、前記メモリがプロセッサ実行可能コード
を備え、前記プロセッサ実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、
　非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構成情報を
受信することと、前記非サービングｅノードＢが、前記サービングｅノードＢを含むｅノ
ードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットのメンバーであり、前記受信されたアップリンク
構成情報が前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係し、
　前記受信されたアップリンク構成情報に従って、前記非サービングｅノードＢに関連す
る第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振ることと、前記アップ
リンク構成情報は、第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前
記ＣｏＭＰセット中の第１のｅノードＢによって割り振られたリソースの第１のセットと
部分的に重複するリソースの第２のセット上でアップリンク送信をスケジュールすること
を回避するために前記ＣｏＭＰセット中の第２のｅノードＢへの指示を備える、
を行うように前記ワイヤレス通信デバイスを構成する、ワイヤレス通信デバイス。
【請求項４６】
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、
　前記非サービングｅノードＢにおいて、第２のユーザ機器から発信されたアップリンク
通信を受信することと、前記受信されたアップリンク通信が前記アップリンク構成情報に
従って送信されたものであり、
　前記受信されたアップリンク通信の少なくとも一部分を前記サービングｅノードＢに搬
送することと
を行うように前記ワイヤレス通信デバイスをさらに構成する、請求項４５に記載のワイヤ
レス通信デバイス。
【請求項４７】
　サービングｅノードＢによって、前記サービングｅノードＢとともに多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅノードＢを識別するための手段
と、
　前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作を可能にするために、前記サービングｅノ
ードＢから前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信
するための手段と、前記アップリンク構成情報は、第１のユーザ機器のスケジュールされ
たアップリンク送信のために前記ＣｏＭＰセット中の第１のｅノードＢによって割り振ら
れたリソースの第１のセットと部分的に重複するリソースの第２のセット上でアップリン
ク送信をスケジュールすることを回避するために前記ＣｏＭＰセット中の第２のｅノード
Ｂへの指示を備え、
　前記サービングｅノードＢにおいて、１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアッ
プリンク通信を受信するための手段と、前記受信されたアップリンク通信が前記アップリ
ンク構成情報に従って送信されたものである、
を備える、ワイヤレス通信デバイス。
【請求項４８】
　非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構成情報を
受信するための手段と、ここで前記非サービングｅノードＢが、前記サービングｅノード
Ｂを含むｅノードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットのメンバーであり、ここで前記受信



(8) JP 5801326 B2 2015.10.28

10

20

30

40

50

されたアップリンク構成情報が前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係し、
　前記受信されたアップリンク構成情報に従って、前記非サービングｅノードＢに関連す
る第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振るための手段と、前記
アップリンク構成情報は、第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のた
めに前記ＣｏＭＰセット中の第１のｅノードＢによって割り振られたリソースの第１のセ
ットと部分的に重複するリソースの第２のセット上でアップリンク送信をスケジュールす
ることを回避するために前記ＣｏＭＰセット中の第２のｅノードＢへの指示を含む、
を備える、ワイヤレス通信デバイス。
【請求項４９】
　サービングｅノードＢによって、前記サービングｅノードＢとともに多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅノードＢを識別するためのプロ
グラムコードと、
　前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作を可能にするために、前記サービングｅノ
ードＢから前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信
するためのプログラムコードと、前記アップリンク構成情報は、第１のユーザ機器のスケ
ジュールされたアップリンク送信のために前記ＣｏＭＰセット中の第１のｅノードＢによ
って割り振られたリソースの第１のセットと部分的に重複するリソースの第２のセット上
でアップリンク送信をスケジュールすることを回避するために前記ＣｏＭＰセット中の第
２のｅノードＢへの指示を備え、
　前記サービングｅノードＢにおいて、１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアッ
プリンク通信を受信するためのプログラムコードと、前記受信されたアップリンク通信が
前記アップリンク構成情報に従って送信されたものであり、
を備える、
非一時的コンピュータ可読媒体に組み込まれた、コンピュータプログラム。
【請求項５０】
　非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構成情報を
受信するためのプログラムコードと、前記非サービングｅノードＢが、前記サービングｅ
ノードＢを含むｅノードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットのメンバーであり、前記受信
されたアップリンク構成情報が前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係する、
　前記受信されたアップリンク構成情報に従って、前記非サービングｅノードＢに関連す
る第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振るためのプログラムコ
ードと、前記アップリンク構成情報は、第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリ
ンク送信のために前記ＣｏＭＰセット中の第１のｅノードＢによって割り振られたリソー
スの第１のセットと部分的に重複するリソースの第２のセット上でアップリンク送信をス
ケジュールすることを回避するために前記ＣｏＭＰセット中の第２のｅノードＢへの指示
を備える、
を備える、非一時的コンピュータ可読媒体に組み込まれた、コンピュータプログラム。
【請求項５１】
　請求項１乃至２３のうちの１つに従って方法を実行することをコンピュータにさせるプ
ログラム。
【請求項５２】
　請求項１乃至２３のうちの１つに従って方法を実行することをコンピュータにさせるプ
ログラムを記録したコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１０年３月２日に出願
された「Method And Apparatus For Uplink COMP On PUSCH, PUCCH and PRACH Channels
」と題する米国仮特許出願第６１／３０９，７２７号の利益および優先権を主張する。
【０００２】
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　［発明の分野］
　本出願は、一般にワイヤレス通信の分野に関し、より詳細には、ネットワークにおける
アップリンク通信の送信および受信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　［背景］
　このセクションは、開示する実施形態の背景またはコンテキストを与えるものである。
本明細書の説明には、追求され得る概念が含まれ得るが、必ずしも以前に想到または追求
された概念ではない。したがって、本明細書に別段に規定されていない限り、このセクシ
ョンで説明することは、本出願の明細書および特許請求の範囲に対する従来技術ではなく
、このセクションに包含することによって従来技術であるとは認められない。
【０００４】
　ワイヤレス通信システムは、ボイス、データ、および他のコンテンツなど、様々なタイ
プの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可
能なシステムリソース（たとえば、帯域幅および送信電力）を共有することによって複数
のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続通信システムであり得る。そのよ
うな多元接続通信システムの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多
元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、（３ＧＰＰシ
ステムを含む）Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）システム、および直
交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【０００５】
　概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同
時にサポートすることができる。各端末またはユーザ機器（ＵＥ）は、順方向および逆方
向リンク上の送信を介して１つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク（またはダ
ウンリンク）は基地局からユーザ機器への通信リンクを指し、逆方向リンク（またはアッ
プリンク）はユーザ機器から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、１入力１
出力（ＳＩＳＯ）、多入力１出力（ＭＩＳＯ）、または多入力多出力（ＭＩＭＯ）システ
ムを介して確立され得る。
【０００６】
　ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）システムなど、いくつかのワイヤレス通信シ
ステムでは、ワイヤレスネットワークの有効通信レンジを増大するため、および／または
受信および送信された信号の品質を改善するために、２つ以上の基地局（またはｅノード
Ｂ）が互いに協働し得る。ダウンリンクでは、ユーザ機器は、互いに通信している複数の
ｅノードＢのうちのいずれか１つから発信することができる送信から利益を得ることがで
きる。さらに、いくつかのシナリオでは、ユーザ機器は、複数の協調ダウンリンク送信を
受信することができ、これにより、さらなる処理の後に、高品質の信号を生成することが
できる。
【発明の概要】
【０００７】
　［概要］
　このセクションは、いくつかの例示的な実施形態の概要を与えるものであり、開示する
実施形態の範囲を限定するものではない。
【０００８】
　開示する実施形態は、ｅノードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ：coordinated multipoint）
セット中でのアップリンク通信を可能にするシステム、方法、装置およびコンピュータプ
ログラム製品に関する。例示的な一実施形態は、サービングｅノードＢ(serving eNodeB)
によって、サービングｅノードＢとともに多地点協調（ＣｏＭＰ）セットを形成する１つ
または複数の非サービングｅノードＢ(non-serving eNodeB)を識別することを備える、ワ
イヤレス通信のための方法に関する。本方法は、ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作
(coordinated uplink operation)を可能にするために、サービングｅノードＢから１つま
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たは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報(uplink configuration info
rmation)を送信することをさらに含む。本方法はまた、サービングｅノードＢにおいて、
１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアップリンク通信を受信することであって、
受信されたアップリンク通信がアップリンク構成情報に従って送信された、受信すること
を含む。
【０００９】
　別の例示的な実施形態では、アップリンク構成情報は、物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ;physical uplink shared channel）上での第１のユーザ機器のスケジュー
ルされたアップリンク送信のためにＣｏＭＰセット中の第１のｅノードＢによって割り振
られたリソースの第１のセットを識別する。アップリンク構成情報は、ＣｏＭＰセット中
の第２のｅノードＢが、リソースの第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソース
の第２のセット上での他のユーザ機器のためのアップリンク送信をスケジュールすること
を回避または禁止するために使用され得る。一例では、第１のｅノードＢはサービングｅ
ノードＢであり、第２のｅノードＢは非サービングｅノードＢである。
【００１０】
　例示的な一実施形態では、アップリンク構成情報は、物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）上での第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のためにサ
ービングｅノードＢによって割り振られたリソースの第１のセットを識別する。アップリ
ンク構成情報は、ＣｏＭＰセット中の非サービングｅノードＢが、時間領域と周波数領域
の一方または両方においてリソースの第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソー
スの第２のセット上での第２のユーザ機器のためのアップリンク送信をスケジュールする
ことを許可し得る。一例では、アップリンク構成情報は、リソースの第１のセット上およ
び第２のセット上でのアップリンク送信のための空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法を識
別する。たとえば、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法は、協調ビームフォーミング技法
(coordinated beam forming technique)およびプリコーディング技法(precoding techniq
ue)のうちの少なくとも１つを備えることができる。
【００１１】
　ＳＤＭＡ技法が利用される別の例示的な実施形態では、ＣｏＭＰセットに関連するユー
ザ機器のランクはＭｉｎ｛Ｔｘ，Ｒｘ（ａｌｌ）｝に従って判断され、ただし、Ｍｉｎは
最小値を表し、Ｔｘは、ユーザ機器の送信チャネルの数を表し、Ｒｘ（ａｌｌ）は、Ｃｏ
ＭＰセット中のすべてのｅノードＢの受信チャネルの数を表す。一例では、アップリンク
許可におけるランクインジケータに関連するビット幅割振りが、Ｍｉｎ｛Ｔｘ，Ｒｘ（ａ
ｌｌ）｝に従って判断される。
【００１２】
　さらに別の例示的な実施形態では、サービングｅノードＢにおいて受信されたアップリ
ンク通信は、初めに特定の非サービングｅノードＢにおいて受信され、その後、特定の非
サービングｅノードＢによってサービングｅノードＢに搬送されたアップリンク送信を備
える。一例では、サービングｅノードＢは、バックホール通信チャネル(backhaul commun
ication channel)または無線通信チャネルを介して搬送されたアップリンク送信を受信す
るように構成される。アップリンク送信がサービングｅノードＢに搬送される別の例では
、本方法は、サービングｅノードＢによって肯定応答（ＡＣＫ）をアップリンク通信の発
信元であるユーザ機器に送信することをさらに備える。
【００１３】
　例示的な一実施形態では、アップリンク構成情報は、サービングｅノードＢに関連する
サウンディング基準信号（ＳＲＳ;sounding reference signal）送信の送信のために割り
振られたリソースの第１のセットを識別する。アップリンク構成情報は、時間領域と周波
数領域の一方または両方においてリソースの第１のセットと少なくとも部分的に重複する
リソースの第２のセット上での、ＣｏＭＰセット中の１つまたは複数の非サービングｅノ
ードＢに関連するサウンディング基準信号（ＳＲＳ）の送信のための多重化技法に関連す
る１つまたは複数のパラメータを識別することができる。一例では、多重化技法は、符号
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分割多重化、周波数分割多重化、および／または時分割多重化を含む多重化技法のグルー
プから選択され得る。
【００１４】
　別の例示的な実施形態では、アップリンク構成情報は、サービングｅノードＢに関連す
る第１のユーザ機器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ;physical uplink
 control channel）送信のために割り振られたリソースの第１のセットを識別する。アッ
プリンク構成情報は、リソースの第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの
第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）送信を回避または禁止するために使用され得る。
【００１５】
　さらに別の例示的な実施形態では、アップリンク構成情報は、サービングｅノードＢに
関連する第１のユーザ機器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のた
めに割り振られたリソースの第１のセットを識別する。アップリンク構成情報は、時間領
域と周波数領域の一方または両方においてリソースの第１のセットと少なくとも部分的に
重複するリソースの第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理アップリンク制御チ
ャネル（ＰＵＣＣＨ）送信を許可することができる。一例では、物理アップリンク制御チ
ャネル（ＰＵＣＣＨ）送信は、符号分割多重化、周波数分割多重化、および／または時分
割多重化を含む多重化技法のグループから選択され得る多重化技法に従って行われる。別
の例では、ＣｏＭＰセット中の１つまたは複数のｅノードＢが、ＰＵＣＣＨ送信のために
リソースの第１のセットと前第２のセットとを動的にまたは半静的(semi-statically)に
構成する。
【００１６】
　例示的な一実施形態では、アップリンク構成情報は、第１のユーザ機器からの物理ラン
ダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られたリソースの第１のセット
を識別する。アップリンク構成情報は、リソースの第１のセットと少なくとも部分的に重
複するリソースの第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチャ
ネル（ＰＲＡＣＨ）送信を回避または禁止するために使用され得る。
【００１７】
　別の例示的な実施形態では、アップリンク構成情報は、第１のユーザ機器からの物理ラ
ンダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られたリソースの第１のセッ
トを識別する。この実施形態では、アップリンク構成情報は、時間領域と周波数領域の一
方または両方においてリソースの第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの
第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ
）送信を許可し得る。一例では、アップリンク構成情報は、リソースの第１のセット上お
よび第２のセット上でのＰＲＡＣＨ送信のための直交ＰＲＡＣＨ系列を識別する。別の例
によれば、サービングｅノードＢは、多数の受信されたアップリンク通信を処理するため
に干渉消去技法(interference cancellation technique)を利用する。
【００１８】
　別の例示的な実施形態は、非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢから
のアップリンク構成情報を受信することであって、非サービングｅノードＢが、サービン
グｅノードＢを含むｅノードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットのメンバーであり、受信
されたアップリンク構成情報がＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係する、受信
することを備える、ワイヤレス通信のための方法に関する。本方法は、受信されたアップ
リンク構成情報に従って、非サービングｅノードＢに関連する第１のユーザ機器のアップ
リンク送信のためにリソースを割り振ることをさらに備える。
【００１９】
　一実施形態では、本方法は、非サービングｅノードＢにおいて、第２のユーザ機器から
発信されたアップリンク通信を受信することであって、受信されたアップリンク通信がア
ップリンク構成情報に従って送信された、受信することをさらに含む。本方法はまた、受
信されたアップリンク通信の少なくとも一部分をサービングｅノードＢに搬送することを
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含む。一例では、非サービングｅノードＢは、バックホール通信チャネルまたは無線通信
チャネルを介してアップリンク送信を搬送するように構成される。
【００２０】
　別の例示的な実施形態では、アップリンク構成情報は、物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）上での第２のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために
サービングｅノードＢによって割り振られたリソースの第１のセットを識別する。アップ
リンク構成情報は、非サービングｅノードが、リソースの第１のセットと少なくとも部分
的に重複するリソースの第２のセット上での第１のユーザ機器のためのアップリンク送信
をスケジュールすることを回避または禁止するために使用され得る。
【００２１】
　例示的な一実施形態では、アップリンク構成情報は、物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）上での第２のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のためにサ
ービングｅノードＢによって割り振られたリソースの第１のセットを識別する。アップリ
ンク構成情報は、非サービングｅノードＢが、時間領域と周波数領域の一方または両方に
おいてリソースの第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上
での第１のユーザ機器のためのアップリンク送信をスケジュールすることを許可し得る。
【００２２】
　別の例示的な実施形態では、アップリンク構成情報は、サービングｅノードＢに関連す
る第２のユーザ機器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のために割
り振られたリソースの第１のセットを識別する。アップリンク構成情報は、リソースの第
１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上での第１のユーザ機
器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信を回避または禁止するために
使用され得る。
【００２３】
　別の例示的な実施形態では、アップリンク構成情報は、サービングｅノードＢに関連す
る第２のユーザ機器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のために割
り振られたリソースの第１のセットを識別する。アップリンク構成情報は、時間領域と周
波数領域の一方または両方においてリソースの第１のセットと少なくとも部分的に重複す
るリソースの第２のセット上での第１のユーザ機器からの物理アップリンク制御チャネル
（ＰＵＣＣＨ）送信を許可し得る。
【００２４】
　別の例示的な実施形態によれば、アップリンク構成情報は、第２のユーザ機器からの物
理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られたリソースの第１の
セットを識別する。アップリンク構成情報は、リソースの第１のセットと少なくとも部分
的に重複するリソースの第２のセット上での第１のユーザ機器からの物理ランダムアクセ
スチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信を回避または禁止するために使用され得る。
【００２５】
　別の例示的な実施形態では、アップリンク構成情報は、第２のユーザ機器からの物理ラ
ンダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られたリソースの第１のセッ
トを識別する。アップリンク構成情報は、時間領域と周波数領域の一方または両方におい
てリソースの第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上での
第１のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信を許可し得る
。
【００２６】
　別の例示的な実施形態は、プロセッサと、プロセッサ実行可能コードを記憶するメモリ
とを備えるデバイスに関する。プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行さ
れたとき、非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構
成情報を受信するようにデバイスを構成し、非サービングｅノードＢは、サービングｅノ
ードＢを含むｅノードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットの一部であり、受信されたアッ
プリンク構成情報はＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係する。プロセッサ実行
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可能コードは、プロセッサによって実行されたとき、受信されたアップリンク構成情報に
従って、非サービングｅノードＢに関連する第１のユーザ機器のアップリンク送信のため
にリソースを割り振るようにデバイスをさらに構成する。
【００２７】
　別の例示的な実施形態は、プロセッサと、プロセッサ実行可能コードを記憶するメモリ
とを備えるデバイスに関する。プロセッサ実行可能コードは、プロセッサによって実行さ
れたとき、非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構
成情報を受信するようにデバイスを構成し、非サービングｅノードＢはｅノードＢの多地
点協調（ＣｏＭＰ）セットの一部であり、受信されたアップリンク構成情報はＣｏＭＰセ
ットの協調アップリンク動作に関係する。プロセッサ実行可能コードはまた、プロセッサ
によって実行されたとき、受信されたアップリンク構成情報に従って、非サービングｅノ
ードＢに関連する第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振るよう
にデバイスを構成する。
【００２８】
　さらに別の例示的な実施形態は、サービングｅノードＢによって、サービングｅノード
Ｂとともに多地点協調（ＣｏＭＰ）セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅノ
ードＢを識別するための手段を備えるデバイスに関する。本デバイスはまた、ＣｏＭＰセ
ットの協調アップリンク動作を可能にするために、サービングｅノードＢから１つまたは
複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信するための手段、ならびに
１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアップリンク通信をサービングｅノードＢに
おいて受信するための手段であって、受信されたアップリンク通信がアップリンク構成情
報に従って送信された、受信するための手段を含む。
【００２９】
　別の例示的な実施形態は、非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢから
アップリンク構成情報を受信するための手段であって、非サービングｅノードＢが、サー
ビングｅノードＢを含むｅノードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットの一部であり、受信
されたアップリンク構成情報がＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係する、受信
するための手段を備えるデバイスに関する。本デバイスは、受信されたアップリンク構成
情報に従って、非サービングｅノードＢに関連する第１のユーザ機器のアップリンク送信
のためにリソースを割り振るための手段をさらに含む。
【００３０】
　別の例示的な実施形態は、サービングｅノードＢとともに多地点協調（ＣｏＭＰ）セッ
トを形成する１つまたは複数の非サービングｅノードＢをサービングｅノードＢによって
識別するためのプログラムコードを備える、非一時的コンピュータ可読媒体に組み込まれ
た、コンピュータプログラム製品に関する。本コンピュータプログラム製品は、ＣｏＭＰ
セットの協調アップリンク動作を可能にするために、サービングｅノードＢから１つまた
は複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信するためのプログラムコ
ード、ならびに１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアップリンク通信をサービン
グｅノードＢにおいて受信するためのプログラムコードであって、受信されたアップリン
ク通信はアップリンク構成情報に従って送信された、受信するためのプログラムコードを
さらに含む。
【００３１】
　別の例示的な実施形態は、非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢから
アップリンク構成情報を受信するためのプログラムコードを備え、非サービングｅノード
Ｂが、サービングｅノードＢを含むｅノードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットの一部で
あり、受信されたアップリンク構成情報がＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係
する、非一時的コンピュータ可読媒体に組み込まれた、コンピュータプログラム製品に関
する。本コンピュータプログラム製品はまた、受信されたアップリンク構成情報に従って
、非サービングｅノードＢに関連する第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソ
ースを割り振るためのプログラムコードを含む。
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【００３２】
　様々な実施形態のこれらおよび他の特徴は、その動作の構成および様式とともに、添付
の図面とともに以下の発明を実施するための形態を読めば明らかになろう。図面全体にわ
たって、同様の部分を指すのに同様の参照符号を使用する。
【００３３】
　添付の図面を参照することによって、様々な開示する実施形態について、限定ではなく
例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】ワイヤレス通信システムを示す図。
【図２】通信システムのブロック図。
【図３】開示する実施形態に適応することができる例示的なワイヤレスネットワークを示
す図。
【図４】アップリンク送信を可能にするためにサービングｅノードＢにおいて行われ得る
例示的な動作を示す図。
【図５】アップリンク送信を可能にするために非サービングｅノードＢにおいて行われ得
る例示的な動作を示す図。
【図６】様々な実施形態が実装され得るシステムを示す図。
【図７】様々な実施形態が実装され得る装置を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　［詳細な説明］
　以下の記述では、限定ではなく説明の目的で、様々な開示する実施形態の使用に関する
理解を与えるために詳細および説明を記載する。ただし、様々な実施形態は、これらの詳
細および説明から逸脱する他の実施形態において実施され得ることが当業者には明らかで
あろう。
【００３６】
　本明細書で使用する「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの用語は、ハー
ドウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフトウェア、また
は実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連のエンティティを指すものとする。たと
えば、構成要素は、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実
行ファイル、実行スレッド、プログラムおよび／またはコンピュータであり得るが、これ
らに限定されない。例として、コンピューティングデバイス上で実行されるアプリケーシ
ョンと、そのコンピューティングデバイスの両方が構成要素であり得る。１つまたは複数
の構成要素がプロセスおよび／または実行スレッド内に常駐することができ、１つの構成
要素が１つのコンピュータ上に配置され得、および／または２つ以上のコンピュータ間に
分散され得る。さらに、これらの構成要素は、様々なデータ構造を記憶している様々なコ
ンピュータ可読媒体から実行することができる。これらの構成要素は、１つまたは複数の
データパケット（たとえば、ローカルシステム、分散システム内の別の構成要素と対話す
る、および／またはインターネットなどのネットワーク上で信号を介して他のシステムと
対話する、１つの構成要素からのデータ）を有する信号によるなど、ローカルプロセスお
よび／またはリモートプロセスを介して通信し得る。
【００３７】
　さらに、本明細書では、いくつかの実施形態について、ユーザ機器に関して説明する。
ユーザ機器は、ユーザ端末とも呼ばれ、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、
モバイルワイヤレス端末、モバイルデバイス、ノード、デバイス、遠隔局、リモート端末
、端末、ワイヤレス通信デバイス、ワイヤレス通信装置またはユーザエージェントの機能
の一部または全部を含み得る。ユーザ機器は、セルラー電話、コードレス電話、セッショ
ン開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、スマートフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ
）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘル
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ドコンピューティングデバイス、衛星無線、ワイヤレスモデムカード、および／またはワ
イヤレスシステムを介して通信するための別の処理デバイスであり得る。さらに、様々な
態様について、基地局に関して本明細書で説明する。基地局は、１つまたは複数のワイヤ
レス端末と通信するために利用され得、アクセスポイント、ノード、ワイヤレスノード、
ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅノードＢまたはｅＮＢ）または何らかの他のネットワーク
エンティティと呼ばれることもあり、それらの機能の一部または全部を含み得る。したが
って、以下のセクションでは、アクセスポイント、ｅノードＢなどという用語は、ワイヤ
レスネットワークにおいてユーザ機器またはワイヤレス端末と通信する上記のエンティテ
ィのうちのいずれか１つを指すために互換的に使用され得る。基地局は、エアインターフ
ェースを介してワイヤレス端末と通信する。通信は、１つまたは複数のセクタを通して行
われ得る。基地局は、受信したエアインターフェースフレームをインターネットプロトコ
ル（ＩＰ）パケットに変換することによって、ワイヤレス端末と、ＩＰネットワークを含
むことができるアクセスネットワークの残部との間のルータとして働くことができる。基
地局はまた、エアインターフェースの属性の管理を調整することができ、また、ワイヤー
ドネットワークとワイヤレスネットワークとの間のゲートウェイであり得る。
【００３８】
　様々な態様、実施形態または特徴は、いくつかのデバイス、構成要素、モジュールなど
を含み得るシステムに関して提示される。様々なシステムは、追加のデバイス、構成要素
、モジュールなどを含んでもよく、および／または各図に関連して論じるデバイス、構成
要素、モジュールなどのすべてを含まなくてもよいことを理解および諒解されたい。これ
らの手法の組合せも使用され得る。
【００３９】
　さらに、「例示的」という単語は、本明細書では、例、事例または例示の働きをするこ
とを意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる実施形態ま
たは設計も、必ずしも他の実施形態または設計よりも好ましいまたは有利なものと解釈す
べきではない。むしろ、例示的という単語の使用は、概念を具体的な方法で提示するもの
である。
【００４０】
　様々な開示する実施形態は、通信システムに組み込まれ得る。一例では、そのような通
信システムは、全システム帯域幅を、周波数サブチャネル、トーンまたは周波数ビンと呼
ばれることもある複数（ＮF）個のサブキャリアに効果的に区分する直交周波数分割多重
（ＯＦＤＭ）を利用する。ＯＦＤＭシステムでは、まず、送信すべきデータ（すなわち、
情報ビット）を特定の符号化方式を用いて符号化して符号化ビットを発生し、符号化ビッ
トをさらにマルチビットシンボルにグループ化し、次いで、これらのマルチビットシンボ
ルを変調シンボルにマッピングする。各変調シンボルは、データ送信のために使用される
特定の変調方式（たとえば、Ｍ－ＰＳＫまたはＭ－ＱＡＭ）によって定義された信号コン
スタレーション中のポイントに対応する。各周波数サブキャリアの帯域幅に依存し得る各
時間間隔において、変調シンボルは、ＮF個の周波数サブキャリアの各々上で送信され得
る。したがって、システム帯域幅にわたって異なる減衰量によって特徴づけられる、周波
数選択性フェージングによって引き起こされたシンボル間干渉（ＩＳＩ）をなくすために
、ＯＦＤＭが使用され得る。
【００４１】
　先に説明したように、基地局とユーザ機器との間のアップリンクおよびダウンリンクに
おける通信は、単入力単出力（ＳＩＳＯ）、多入力単出力（ＭＩＳＯ）、単入力多出力（
ＳＩＭＯ）または多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを通して確立され得る。ＭＩＭＯシ
ステムは、データ送信用の複数（ＮT）個の送信アンテナと複数（ＮR）個の受信アンテナ
とを採用する。ＮT個の送信アンテナおよびＮR個の受信アンテナによって形成されたＭＩ
ＭＯチャネルは、空間チャネル（またはレイヤ）とも呼ばれるＮS個の独立チャネルに分
解され得、ここで、ＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮT，ＮR｝である。ＮS個の独立チャネルの各々は１
つの次元に対応する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成された追加の
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次元数が利用された場合、ＭＩＭＯシステムは改善されたパフォーマンス（たとえば、よ
り高いスループットおよび／またはより大きい信頼性）を与えることができる。ＭＩＭＯ
システムはまた、時分割複信（ＴＤＤ）システムと周波数分割複信（ＦＤＤ）システムと
をサポートする。ＴＤＤシステムでは、順方向リンク送信と逆方向リンク送信とが同じ周
波数領域上で行われるので、相反定理により逆方向リンクチャネルからの順方向リンクチ
ャネルの推定が可能である。これにより、複数のアンテナが基地局で利用可能なとき、基
地局は順方向リンク上で送信ビームフォーミング利得を取り出すことが可能になる。
【００４２】
　図１に、様々な開示する実施形態が実装され得るワイヤレス通信システムを示す。基地
局１００が、複数のアンテナグループを含み得、各アンテナグループは、１つまたは複数
のアンテナを備え得る。たとえば、基地局１００が６つのアンテナを備える場合、あるア
ンテナグループが、第１のアンテナ１０４と第２のアンテナ１０６とを備え得、別のアン
テナグループが、第３のアンテナ１０８と第４のアンテナ１１０とを備え得、第３のグル
ープが、第５のアンテナ１１２と第６のアンテナ１１４とを備え得る。上記のアンテナグ
ループの各々が２つのアンテナを有するとして特定されたが、各アンテナグループ中でよ
り多いまたはより少ないアンテナが利用され得、各アンテナおよび各アンテナグループに
関して様々な配向に配設され得ることに留意されたい。
【００４３】
　再び図１を参照すると、第１のユーザ機器１１６は、第１の順方向リンク１２０を介し
た第１のユーザ機器１１６への情報の送信と、第１の逆方向リンク１１８を介した第１の
ユーザ機器１１６からの情報の受信とを可能にするために、たとえば、第５のアンテナ１
１２と第６のアンテナ１１４と通信するものとして示されている。また、図１に、第２の
順方向リンク１２６を介した第２のユーザ機器１２２への情報の送信と第２の逆方向リン
ク１２４を介した第２のユーザ機器１２２からの情報の受信とを可能にするために、たと
えば、第３のアンテナ１０８と第４のアンテナ１１０と通信する第２のユーザ機器１２２
を示す。周波数分割複信（ＦＤＤ）システムでは、図１に示す通信リンク１１８、１２０
、１２４、１２６は、通信のための異なる周波数を使用し得る。たとえば、第１の順方向
リンク１２０は、第１の逆方向リンク１１８によって使用される周波数とは異なる周波数
を使用し得る。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、アンテナの各グループ、および／またはアンテナが通信する
ように設計されたエリアは、しばしば、基地局のセクタと呼ばれる。たとえば、図１に示
す異なるアンテナグループが、基地局１００のセクタ中のユーザ機器に通信するように設
計され得る。順方向リンク１２０および１２６を介した通信では、基地局１００の送信ア
ンテナは、異なるユーザ機器１１６および１２２に対して順方向リンクの信号対雑音比を
改善するためにビームフォーミングを利用する。また、そのカバレージエリア全体にわた
ってランダムに散在するユーザ機器に送信するためにビームフォーミングを使用する基地
局は、単一のアンテナを介してそのすべてのユーザ機器にオムニ指向的に送信する基地局
よりも、近隣セル中のユーザ機器への干渉が小さくなる。
【００４５】
　様々な開示する実施形態のいくつかに適応し得る通信ネットワークは、制御チャネルと
トラフィックチャネルとに分類される論理チャネルを含み得る。論理制御チャネルは、シ
ステム制御情報をブロードキャストするためのダウンリンクチャネルであるブロードキャ
スト制御チャネル（ＢＣＣＨ：broadcast control channel）、ページング情報を転送す
るダウンリンクチャネルであるページング制御チャネル（ＰＣＣＨ：paging control cha
nnel）、１つまたは複数のマルチキャストトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ：multicast 
traffic channel）のためのマルチメディアブロードキャストおよびマルチキャストサー
ビス（ＭＢＭＳ：multimedia broadcast and multicast service）スケジューリングおよ
び制御情報を送信するために使用されるポイントツーマルチポイントダウンリンクチャネ
ルであるマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ：multicast control channel）を含み



(17) JP 5801326 B2 2015.10.28

10

20

30

40

50

得る。概して、無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource control）接続を確立した後
、ＭＣＣＨは、ＭＢＭＳを受信するユーザ機器によってのみ使用され得る。専用制御チャ
ネル（ＤＣＣＨ：dedicated control channel）は、ＲＲＣ接続を有するユーザ機器によ
って使用されるユーザ固有の制御情報などの専用制御情報を送信するポイントツーポイン
ト双方向チャネルである別の論理制御チャネルである。また、共通制御チャネル（ＣＣＣ
Ｈ：common control channel）は、ランダムアクセス情報のために使用され得る論理制御
チャネルである。論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の転送のための１つのユーザ
機器に専用のポイントツーポイント双方向チャネルである専用トラフィックチャネル（Ｄ
ＴＣＨ：dedicated traffic channel）を備え得る。また、マルチキャストトラフィック
チャネル（ＭＴＣＨ）は、トラフィックデータのポイントツーマルチポイントダウンリン
ク送信のために使用され得る。
【００４６】
　様々な実施形態のいくつかに適応する通信ネットワークは、さらに、ダウンリンク（Ｄ
Ｌ：downlink）とアップリンク（ＵＬ：uplink）とに分類される論理トランスポートチャ
ネルを含み得る。ＤＬトランスポートチャネルは、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ：
broadcast channel）、ダウンリンク共有データチャネル（ＤＬ－ＳＤＣＨ：downlink sh
ared data channel）、マルチキャストチャネル（ＭＣＨ：multicast channel）、および
ページングチャネル（ＰＣＨ：Paging Channel）を含み得る。ＵＬトランスポートチャネ
ルは、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ：random access channel）、要求チャネル
（ＲＥＱＣＨ：request channel）、アップリンク共有データチャネル（ＵＬ－ＳＤＣＨ
：uplink shared data channel）、および複数の物理チャネルを含み得る。物理チャネル
はまた、ダウンリンクチャネルおよびアップリンクチャネルのセットを含み得る。
【００４７】
　いくつかの開示する実施形態では、ダウンリンク物理チャネルは、共通パイロットチャ
ネル（ＣＰＩＣＨ：common pilot channel）、同期チャネル（ＳＣＨ：synchronization 
channel）、共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）、共有ダウンリンク制御チャネル（ＳＤＣＣ
Ｈ：shared downlink control channel）、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）、
共有アップリンク割当てチャネル（ＳＵＡＣＨ：shared uplink assignment channel）、
肯定応答チャネル（ＡＣＫＣＨ：acknowledgement channel）、ダウンリンク物理共有デ
ータチャネル（ＤＬ－ＰＳＤＣＨ：downlink physical shared data channel）、アップ
リンク電力制御チャネル（ＵＰＣＣＨ：uplink power control channel）、ページングイ
ンジケータチャネル（ＰＩＣＨ：paging indicator channel）、負荷インジケータチャネ
ル（ＬＩＣＨ：load indicator channel）、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：
physical broadcast channel）、物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩ
ＣＨ：physical control format indicator channel）、物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ：physical downlink control channel）、物理ハイブリッドＡＲＱインジ
ケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：physical hybrid ARQ indicator channel）、物理ダウン
リンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical downlink shared channel）および物理マル
チキャストチャネル（ＰＭＣＨ：physical multicast channel）のうちの少なくとも１つ
を含み得る。アップリンク物理チャネルは、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ
：physical random access channel）、チャネル品質インジケータチャネル（ＣＱＩＣＨ
：channel quality indicator channel）、肯定応答チャネル（ＡＣＫＣＨ：acknowledge
ment channel）、アンテナサブセットインジケータチャネル（ＡＳＩＣＨ：antenna subs
et indicator channel）、共有要求チャネル（ＳＲＥＱＣＨ：shared request channel）
、アップリンク物理共有データチャネル（ＵＬ－ＰＳＤＣＨ：uplink physical shared d
ata channel）、ブロードバンドパイロットチャネル（ＢＰＩＣＨ：broadband pilot cha
nnel）、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：physical uplink control channe
l）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：physical uplink shared channe
l）のうちの少なくとも１つを含み得る。
【００４８】
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　さらに、様々な開示する実施形態について説明する際に以下の用語および特徴が使用さ
れ得る。
【００４９】
　　３Ｇ　　　　　　　　　第３世代（3rd Generation）
　　３ＧＰＰ　　　　　　　第３世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation P
artnership Project）
　　ＡＣＬＲ　　　　　　　隣接チャネル漏洩比（adjacent channel leakage ratio）
　　ＡＣＰＲ　　　　　　　隣接チャネル電力比（adjacent channel power ratio）
　　ＡＣＳ　　　　　　　　隣接チャネル選択度（adjacent channel selectivity）
　　ＡＤＳ　　　　　　　　高度設計システム（Advanced Design System）
　　ＡＭＣ　　　　　　　　適応変調コーディング（adaptive modulation and coding）
　　Ａ－ＭＰＲ　　　　　　追加最大電力低減（additional maximum power reduction）
　　ＡＲＱ　　　　　　　　自動再送要求（automatic repeat request）
　　ＢＣＣＨ　　　　　　　ブロードキャスト制御チャネル（broadcast control channe
l）
　　ＢＴＳ　　　　　　　　送受信基地局（base transceiver station）
　　ＣＤＤ　　　　　　　　巡回遅延ダイバーシティ（cyclic delay diversity）
　　ＣＣＤＦ　　　　　　　相補累積分布関数（complementary cumulative distributio
n function）
　　ＣＤＭＡ　　　　　　　符号分割多元接続（code division multiple access）
　　ＣＦＩ　　　　　　　　制御フォーマットインジケータ（control format indicator
）
　　Ｃｏ－ＭＩＭＯ　　　　協調ＭＩＭＯ（cooperative MIMO）
　　ＣｏＭＰ　　　　　　　多地点協調（Cooperative multipoint）
　　ＣＰ　　　　　　　　　サイクリックプレフィックス（cyclic prefix）
　　ＣＰＩＣＨ　　　　　　共通パイロットチャネル（common pilot channel）
　　ＣＰＲＩ　　　　　　　共通公衆無線インターフェース（common public radio inte
rface）
　　ＣＱＩ　　　　　　　　チャネル品質インジケータ（channel quality indicator）
　　ＣＲＣ　　　　　　　　巡回冗長検査（cyclic redundancy check）
　　ＤＣＩ　　　　　　　　ダウンリンク制御インジケータ（downlink control indicat
or）
　　ＤＦＴ　　　　　　　　離散フーリエ変換（discrete Fourier transform）
　　ＤＦＴ－ＳＯＦＤＭ　　離散フーリエ変換拡散ＯＦＤＭ（discrete Fourier transfo
rm spread OFDM）
　　ＤＬ　　　　　　　　　ダウンリンク（downlink、基地局から加入者への送信）
　　ＤＬ－ＳＣＨ　　　　　ダウンリンク共有チャネル（downlink shared channel）
　　ＤＳＰ　　　　　　　　デジタル信号処理（digital signal processing）
　　ＤＴ　　　　　　　　　開発ツールセット（development toolset）
　　ＤＶＳＡ　　　　　　　デジタルベクトル信号分析（digital vector signal analys
is）
　　ＥＤＡ　　　　　　　　電子設計オートメーション（electronic design automation
）
　　Ｅ－ＤＣＨ　　　　　　拡張専用チャネル（enhanced dedicated channel）
　　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　　　　発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（evolved 
UMTS terrestrial radio access network）
　　ｅＭＢＭＳ　　　　　　発展型マルチメディアブロードキャストマルチキャストサー
ビス（evolved multimedia broadcast multicast service）
　　ｅＮＢ　　　　　　　　発展型ノードＢ（evolved Node B）
　　ＥＰＣ　　　　　　　　発展型パケットコア（evolved packet core）
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　　ＥＰＲＥ　　　　　　　リソース要素当たりのエネルギー（energy per resource el
ement）
　　ＥＴＳＩ　　　　　　　欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications St
andards Institute）
　　Ｅ－ＵＴＲＡ　　　　　発展型ＵＴＲＡ（evolved UTRA）
　　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　　　　発展型ＵＴＲＡＮ（evolved UTRAN）
　　ＥＶＭ　　　　　　　　エラーベクトル振幅（error vector magnitude）
　　ＦＤＤ　　　　　　　　周波数分割複信（frequency division duplex）
　　ＦＦＴ　　　　　　　　高速フーリエ変換（fast Fourier transform）
　　ＦＲＣ　　　　　　　　固定基準チャネル（fixed reference channel）
　　ＦＳ１　　　　　　　　フレーム構造タイプ１（frame structure type 1）
　　ＦＳ２　　　　　　　　フレーム構造タイプ２（frame structure type 2）
　　ＧＳＭ（登録商標）　　　　　　　　ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂ
ｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　　ＨＡＲＱ　　　　　　　ハイブリッド自動再送要求（hybrid automatic repeat requ
est）
　　ＨＤＬ　　　　　　　　ハードウェア記述言語（hardware description language）
　　ＨＩ　　　　　　　　　ＨＡＲＱインジケータ（HARQ indicator）
　　ＨＳＤＰＡ　　　　　　高速ダウンリンクパケットアクセス（high speed downlink 
packet access）
　　ＨＳＰＡ　　　　　　　高速パケットアクセス（high speed packet access）
　　ＨＳＵＰＡ　　　　　　高速アップリンクパケットアクセス（high speed uplink pa
cket access）
　　ＩＦＦＴ　　　　　　　逆ＦＦＴ（inverse FFT）
　　ＩＯＴ　　　　　　　　相互運用性テスト（interoperability test）
　　ＩＰ　　　　　　　　　インターネットプロトコル（internet protocol）
　　ＬＯ　　　　　　　　　局部発振器（local oscillator）
　　ＬＴＥ　　　　　　　　ロングタームエボリューション（Long term evolution）
　　ＭＡＣ　　　　　　　　媒体アクセス制御（medium access control）
　　ＭＢＭＳ　　　　　　　マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（
multimedia broadcast multicast service）
　　ＭＢＳＦＮ　　　　　　マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク
（multicast/broadcast over single-frequency network）
　　ＭＣＨ　　　　　　　　マルチキャストチャネル（multicast channel）
　　ＭＩＭＯ　　　　　　　多入力多出力（multiple input multiple output）
　　ＭＩＳＯ　　　　　　　多入力単出力（multiple input single output）
　　ＭＭＥ　　　　　　　　モビリティ管理エンティティ（mobility management entity
）
　　ＭＯＰ　　　　　　　　最大出力電力（maximum output power）
　　ＭＰＲ　　　　　　　　最大電力低減（maximum power reduction）
　　ＭＵ－ＭＩＭＯ　　　　マルチユーザＭＩＭＯ（multiple user MIMO）
　　ＮＡＳ　　　　　　　　非アクセス層（non-access stratum）
　　ＯＢＳＡＩ　　　　　　オープン基地局アーキテクチャインターフェース（open bas
e station architecture interface）
　　ＯＦＤＭ　　　　　　　直交周波数分割多重（orthogonal frequency division mult
iplexing）
　　ＯＦＤＭＡ　　　　　　直交周波数分割多元接続（orthogonal frequency division 
multiple access）
　　ＰＡＰＲ　　　　　　　ピーク対平均電力比（peak-to-average power ratio）
　　ＰＡＲ　　　　　　　　ピーク対平均値比（peak-to-average ratio）
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　　ＰＢＣＨ　　　　　　　物理ブロードキャストチャネル（physical broadcast chann
el）
　　Ｐ－ＣＣＰＣＨ　　　　１次共通制御物理チャネル（primary common control physi
cal channel）
　　ＰＣＦＩＣＨ　　　　　物理制御フォーマットインジケータチャネル（physical con
trol format indicator channel）
　　ＰＣＨ　　　　　　　　ページングチャネル（paging channel）
　　ＰＤＣＣＨ　　　　　　物理ダウンリンク制御チャネル（physical downlink contro
l channel）
　　ＰＤＣＰ　　　　　　　パケットデータコンバージェンスプロトコル（packet data 
convergence protocol）
　　ＰＤＳＣＨ　　　　　　物理ダウンリンク共有チャネル（physical downlink shared
 channel）
　　ＰＨＩＣＨ　　　　　　物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（physical h
ybrid ARQ indicator channel）
　　ＰＨＹ　　　　　　　　物理層（physical layer）
　　ＰＲＡＣＨ　　　　　　物理ランダムアクセスチャネル（physical random access c
hannel）
　　ＰＭＣＨ　　　　　　　物理マルチキャストチャネル（physical multicast channel
）
　　ＰＭＩ　　　　　　　　プリコーディング行列インジケータ（pre-coding matrix in
dicator）
　　Ｐ－ＳＣＨ　　　　　　１次同期信号（primary synchronization signal）
　　ＰＵＣＣＨ　　　　　　物理アップリンク制御チャネル（physical uplink control 
channel）
　　ＰＵＳＣＨ　　　　　　物理アップリンク共有チャネル（physical uplink shared c
hannel）
　　ＲＡＣＨ　　　　　　　ランダムアクセスチャネル（random access channel）
　　ＴＤＤ　　　　　　　　時分割複信（Time division duplex）
　図２に、本明細書で説明する様々な実施形態に適応し得る例示的な通信システムのブロ
ック図を示す。通信システム２００は、送信機システム２１０（たとえば、基地局または
アクセスポイント）と受信機システム２５０（たとえば、アクセス端末またはユーザ機器
）とを備えるＭＩＭＯシステムであり得る。基地局が送信機システム２１０と呼ばれ、ユ
ーザ機器が受信機システム２５０と呼ばれるが、図示のように、これらのシステムの実施
形態は双方向通信が可能であることを当業者は諒解されよう。その点について、「送信機
システム２１０」および「受信機システム２５０」という用語は、いずれかのシステムか
らの単一の指向性通信を暗示するために使用されるべきでない。また、図２の送信機シス
テム２１０および受信機システム２５０は、各々、図２に明示的に示されていない複数の
他の受信機システムおよび送信機システムと通信することが可能であることに留意された
い。送信機システム２１０において、いくつかのデータストリームのトラフィックデータ
がデータソース２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ２１４に供給される。各データ
ストリームは、それぞれの送信機システムを介して送信され得る。ＴＸデータプロセッサ
２１４は、コード化データを与えるために、各データストリームのトラフィックデータを
、そのデータストリーム用に選択された特定のコーディング方式に基づいてフォーマット
し、コーディングし、インターリーブする。
【００５０】
　各データストリームのコード化データは、たとえば、ＯＦＤＭ技法を使用してパイロッ
トデータで多重化され得る。パイロットデータは、典型的には、知られている方法で処理
され、チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用され得る、知られてい
るデータパターンである。次いで、各データストリームの多重化されたパイロットデータ
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およびコード化データは、変調シンボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択
された特定の変調方式（たとえば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ
）に基づいて変調（シンボルマッピング）される。各データストリームのデータレート、
コーディング、および変調は、送信機システム２１０のプロセッサ２３０によって実行さ
れる命令によって判断され得る。
【００５１】
　図２の例示的なブロック図では、すべてのデータストリームの変調シンボルはＴＸ　Ｍ
ＩＭＯプロセッサ２２０に供給され得、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、（たとえば
、ＯＦＤＭ用に）変調シンボルをさらに処理することができる。次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯ
プロセッサ２２０は、ＮT個の変調シンボルストリームを、ＮT個の送信機システムトラン
シーバ（ＴＭＴＲ：transmitter system transceiver）２２２ａ～２２２ｔに供給する。
一実施形態では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、さらに、データストリームのシン
ボルと、シンボルが送信されているアンテナとにビームフォーミング重みを適用し得る。
【００５２】
　各送信機システムトランシーバ２２２ａ～２２２ｔは、それぞれのシンボルストリーム
を受信し、処理して、１つまたは複数のアナログ信号を与え、さらに、それらのアナログ
信号を調整して、ＭＩＭＯチャネルを介して送信するのに適した被変調信号を与える。い
くつかの実施形態では、調整は、限定はしないが、増幅、フィルタ処理、アップコンバー
ジョンなどの動作を含み得る。次いで、送信機システムトランシーバ２２２ａ～２２２ｔ
によって生成された被変調信号は、図２に示す送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４
ｔから送信される。
【００５３】
　受信機システム２５０では、送信された被変調信号は受信機システムアンテナ２５２ａ
～２５２ｒによって受信され得、受信機システムアンテナ２５２ａ～２５２ｒの各々から
の受信信号は、それぞれの受信機システムトランシーバ（ＲＣＶＲ：receiver system tr
ansceiver）２５４ａ～２５４ｒに供給される。各受信機システムトランシーバ２５４ａ
～２５４ｒは、それぞれの受信信号を調整し、調整された信号をデジタル化して、サンプ
ルを与え、さらにそれらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを
与え得る。いくつかの実施形態では、調整は、限定はしないが、増幅、フィルタ処理、ダ
ウンコンバージョンなどの動作を含み得る。
【００５４】
　次いで、ＲＸデータプロセッサ２６０は、受信機システムトランシーバ２５４ａ～２５
４ｒからシンボルストリームを受信し、特定の受信機処理技法に基づいて処理して、複数
の「検出」シンボルストリームを与える。一例では、各検出シンボルストリームは、対応
するデータストリームに関して送信されるシンボルの推定値であるシンボルを含むことが
できる。次いで、ＲＸデータプロセッサ２６０は、少なくとも部分的に、各検出シンボル
ストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、対応するデータストリームのトラ
フィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ２６０による処理は、送信機システム
２１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０およびＴＸデータプロセッサ２１４によ
って実行される処理を補足するものであり得る。ＲＸデータプロセッサ２６０は、さらに
、処理されたシンボルストリームをデータシンク２６４に供給することができる。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、チャネル応答推定が、ＲＸデータプロセッサ２６０によって
発生され、受信機システム２５０において空間／時間処理を実行し、電力レベルを調整し
、変調レートまたは方式を変更し、および／または他の適切なアクションを実行するため
に使用され得る。さらに、ＲＸデータプロセッサ２６０は、検出シンボルストリームの信
号対雑音比（ＳＮＲ）および信号対干渉比（ＳＩＲ）などのチャネル特性をさらに推定す
ることができる。次いで、ＲＸデータプロセッサ２６０は、推定されたチャネル特性をプ
ロセッサ２７０に供給することができる。一例では、受信機システム２５０のＲＸデータ
プロセッサ２６０および／またはプロセッサ２７０は、システムに関する「動作」ＳＮＲ
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の推定値をさらに導出することができる。受信機システム２５０のプロセッサ２７０はま
た、通信リンクおよび／または受信データストリームに関する情報を含み得るチャネル状
態情報（ＣＳＩ：channel state information）（いくつかの実施形態ではチャネルステ
ータス情報とも呼ばれる）を与えることができる。たとえば、動作ＳＮＲおよび他のチャ
ネル情報を含み得るこの情報は、たとえば、ユーザ機器のスケジューリング、ＭＩＭＯの
設定、変調およびコーディングの選択などに関して適切な決定を行うために、送信機シス
テム２１０（たとえば、基地局またはｅノードＢ）によって使用され得る。受信機システ
ム２５０において、プロセッサ２７０によって生成されたＣＳＩは、ＴＸデータプロセッ
サ２３８によって処理され、変調器２８０によって変調され、受信機システムトランシー
バ２５４ａ～２５４ｒによって調整され、送信機システム２１０に返信される。さらに、
受信機システム２５０にあるデータソース２３６は、ＴＸデータプロセッサ２３８によっ
て処理される追加のデータを与えることができる。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、受信機システム２５０にあるプロセッサ２７０はまた、どの
プリコーディング行列を使用すべきかを周期的に判断し得る。プロセッサ２７０は、行列
インデックス部とランク値部とを備える逆方向リンクメッセージを作成する。逆方向リン
クメッセージは、通信リンクおよび／または受信データストリームに関する様々なタイプ
の情報を備え得る。次いで、逆方向リンクメッセージは、データソース２３６からいくつ
かのデータストリームのトラフィックデータをも受信し得る、受信機システム２５０にあ
るＴＸデータプロセッサ２３８によって処理される。処理された情報は、次いで、変調器
２８０によって変調され、受信機システムトランシーバ２５４ａ～２５４ｒのうちの１つ
または複数によって調整され、送信機システム２１０に返信される。
【００５７】
　ＭＩＭＯ通信システム２００のいくつかの実施形態では、受信機システム２５０は、空
間多重化信号を受信し、処理することが可能である。これらのシステムでは、空間多重化
は、送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔ上で異なるデータストリームを多重化し
、送信することによって、送信機システム２１０において発生する。これは、複数の送信
機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔから同じデータストリームが送られる送信ダイバ
ーシティ方式の使用とは対照的である。空間多重化された信号を受信し処理することが可
能なＭＩＭＯ通信システム２００では、プリコード行列は、送信機システムアンテナ２２
４ａ～２２４ｔの各々から送信される信号が互いから十分に無相関化されることを確実に
するために、典型的には、送信機システム２１０において使用される。この無相関化は、
特定の受信機システムアンテナ２５２ａ～２５２ｒに到着するコンポジット信号が受信さ
れ得、個々のデータストリームが、他の送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔから
の他のデータストリームを搬送する信号の存在下で判断され得ることを確実にする。
【００５８】
　ストリーム間の相互相関の量は環境によって影響を受け得るので、受信機システム２５
０が、受信信号に関する情報を送信機システム２１０にフィードバックすることが有利で
ある。これらのシステムでは、送信機システム２１０と受信機システム２５０の両方は、
いくつかのプリコーディング行列をもつコードブックを含んでいる。これらのプリコーデ
ィング行列の各々は、いくつかの例では、受信信号中で受ける相互相関の量に関係し得る
。行列中で値ではなく特定の行列のインデックスを送ることが有利であるので、受信機シ
ステム２５０から送信機システム２１０に送られるフィードバック制御信号は、典型的に
は、特定のプリコーディング行列のインデックスを含んでいる（すなわち、プリコーディ
ング行列インジケータ（ＰＭＩ））。いくつかの事例において、フィードバック制御信号
はまた、空間多重化において何個の独立データストリームを使用すべきかを送信機システ
ム２１０に示すランクインジケータ（ＲＩ）を含む。
【００５９】
　ＭＩＭＯ通信システム２００の他の実施形態は、上記で説明した空間多重化方式の代わ
りに送信ダイバーシティ方式を利用するように構成される。これらの実施形態では、同じ
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データストリームが、送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔ上で送信される。これ
らの実施形態では、受信機システム２５０に与えられるデータレートは、典型的には、空
間多重化ＭＩＭＯ通信システム２００よりも低くなる。これらの実施形態は、通信チャネ
ルのロバストネスおよび信頼性を与える。送信ダイバーシティシステムでは、送信機シス
テムアンテナ２２４ａ～２２４ｔから送信される信号の各々は、異なる干渉環境（たとえ
ば、フェージング、反射、マルチパス位相シフト）を受けることになる。これらの実施形
態では、受信機システムアンテナ２５２ａ～２５４ｒにおいて受信される異なる信号特性
は、適切なデータストリームを判断するのに有用である。これらの実施形態では、ランク
インジケータは、典型的には１に設定され、送信機システム２１０に空間多重化を使用し
ないように伝える。
【００６０】
　他の実施形態は、空間多重化と送信ダイバーシティの組合せを利用し得る。たとえば、
４つの送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔを利用するＭＩＭＯ通信システム２０
０では、第１のデータストリームが、送信機システムアンテナ２２４ａ～２２４ｔのうち
の２つの上で送信され、第２のデータストリームが、残りの２つの送信機システムアンテ
ナ２２４ａ～２２４ｔ上で送信され得る。これらの実施形態では、ランクインデックスは
、プリコード行列の全ランクよりも小さい整数に設定され、空間多重化と送信ダイバーシ
ティの組合せを採用することを送信機システム２１０に示す。
【００６１】
　送信機システム２１０において、受信機システム２５０からの被変調信号は、送信機シ
ステムアンテナ２２４ａ～２２４ｔによって受信され、送信機システムトランシーバ２２
２ａ～２２２ｔによって調整され、送信機システム復調器２４０によって復調され、ＲＸ
データプロセッサ２４２によって処理されて、受信機システム２５０によって送信された
予備リンクメッセージを抽出する。いくつかの実施形態では、送信機システム２１０のプ
ロセッサ２３０は、次いで、将来の順方向リンク送信にどのプリコーディング行列を使用
すべきかを判断し、次いで、抽出されたメッセージを処理する。他の実施形態では、プロ
セッサ２３０は、将来の順方向リンク送信のためのビームフォーミング重みを調整するた
めに受信信号を使用する。
【００６２】
　他の実施形態では、報告されたＣＳＩは、たとえば、１つまたは複数のデータストリー
ムのために使用されるべきデータレートならびにコーディングおよび変調方式を判断する
ために、送信機システム２１０のプロセッサ２３０に供給され、使用され得る。判断され
たコーディングおよび変調方式は、次いで、受信機システム２５０への後の送信における
量子化および／または使用のために、送信機システム２１０にある１つまたは複数の送信
機システムトランシーバ２２２ａ～２２２ｔに供給され得る。追加および／または代替と
して、報告されたＣＳＩは、ＴＸデータプロセッサ２１４およびＴＸ　ＭＩＭＯプロセッ
サ２２０のための様々な制御を発生するために送信機システム２１０のプロセッサ２３０
によって使用され得る。一例では、送信機システム２１０のＲＸデータプロセッサ２４２
によって処理されるＣＳＩおよび／または他の情報は、データシンク２４４に供給され得
る。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、送信機システム２１０にあるプロセッサ２３０および受信機
システム２５０にあるプロセッサ２７０は、それらのそれぞれのシステムにおいて動作を
指示し得る。さらに、送信機システム２１０にあるメモリ２３２および受信機システム２
５０にあるメモリ２７２は、それぞれ送信機システムプロセッサ２３０および受信機シス
テムプロセッサ２７０によって使用されるプログラムコードおよびデータの記憶域を与え
ることができる。さらに、受信機システム２５０において、ＮR個の受信信号を処理して
、ＮT個の送信シンボルストリームを検出するために、様々な処理技法が使用され得る。
これらの受信機処理技法は、等化技法を含むことができる空間および時空間受信機処理技
法、「逐次ヌル化／等化および干渉消去」受信機処理技法、および／または「逐次干渉消
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去」もしくは「逐次消去」受信機処理技法を含むことができる。
【００６４】
　開示する実施形態は、周波数分割複信（ＦＤＤ）モードまたは時分割複信（ＴＤＤ）モ
ードにおいて動作するシステムとともに使用され得る。ＦＤＤシステムでは、アップリン
ク送信用とダウンリンク送信用とに異なるキャリア周波数が構成される。例示的な一実施
形態では、各フレームは同数のアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームと
を含み、したがって同時のアップリンク送信とダウンリンク送信とが可能になる。時分割
複信（ＴＤＤ）システムでは、アップリンク送信とダウンリンク送信とが同じキャリア周
波数上で行われる。したがって、フレーム内のアップリンク送信とダウンリンク送信とが
時間的に分離される。さらに、ＴＤＤフレーム内のアップリンクリソースとダウンリンク
リソースとは、必ずしも対称的に割り振られるとは限らない。
【００６５】
　開示する技法はまた、アップリンク送信用および／またはダウンリンク送信用の複数の
コンポーネントキャリアを有するシステムにおいて使用され得る。特に、ＬＴＥ－Ａベー
スのシステムでは、より広い全送信帯域幅を可能にするために、ユーザ機器がｅノードＢ
によって複数のコンポーネントキャリアで構成され得る。そのような構成は、たとえば、
レイヤ３（すなわち、無線リソース制御（ＲＲＣ））動作による影響を受け得る。いくつ
かの実施形態では、複数のコンポーネントキャリアは、１つの１次コンポーネントキャリ
ア（ＰＣＣ）および１つまたは複数の２次コンポーネントキャリア（ＳＣＣ）として構成
され得る。各コンポーネントキャリアは、それぞれの順方向リンクならびにそれぞれの逆
方向リンクを含むことができる。順方向リンクの各々はダウンリンクコンポーネントキャ
リアと呼ばれることがあり、逆方向リンクの各々はアップリンクコンポーネントキャリア
と呼ばれることがある。いくつかの実施形態では、アップリンクコンポーネントキャリア
の数はダウンリンクコンポーネントキャリアの数とは異なり得る。追加または代替として
、アグリゲートアップリンクコンポーネントキャリアの帯域幅はアグリゲートダウンリン
クコンポーネントキャリアの帯域幅とは異なり得る。
【００６６】
　図３に、開示する実施形態に関連して使用され得るＬＴＥネットワークアーキテクチャ
における例示的なアクセスネットワーク３００を示す。この例では、アクセスネットワー
ク３００は、いくつかのセルラー領域（セル）３０２に分割される。ｅノードＢ３０４は
、セル３０２に割り当てられ、セル３０２中のすべてのユーザ機器（ＵＥ）３０６にコア
ネットワークへのアクセスポイントを与えるように構成される。各ユーザ機器３０６は、
たとえば、ユーザ機器３０６がアクティブであるかどうか、およびそれがソフトハンドオ
フ中であるかどうかに応じて、特定の時間に１つまたは複数の順方向リンクおよび／また
は逆方向リンク上で１つまたは複数のｅノードＢ３０４と通信し得る。ｅノードＢ３０４
は、アップリンク通信の送信および受信のための協調ネットワークを形成することができ
る。アクセスネットワーク３００は、大きい地理的領域にわたってサービスを与え得、た
とえば、図示のセル３０２は、近傍にある数個のブロックをカバーし得る。
【００６７】
　図３の例示的なアクセスネットワーク３００には集中コントローラはないが、代替構成
および代替実施形態では集中コントローラが使用され得る。他の構成では、１つのｅノー
ドＢ３０４が、複数のセル３０２の動作を制御し得る。ｅノードＢ３０４は、コアネット
ワーク中の無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリテ
ィ、およびサービングゲートウェイへの接続性を含む、無線に関係するすべての機能を担
当することができる。図３ならびに開示する実施形態に関連する他の図の様々なエンティ
ティについて説明する際、説明の目的で、３ＧＰＰ　ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａワイヤレス
ネットワークに関連する名称が使用される。ただし、アクセスネットワーク３００は、限
定はしないが、ＯＦＤＭＡワイヤレスネットワーク、ＣＤＭＡネットワーク、３ＧＰＰ２
　ＣＤＭＡ２０００ネットワークなどの他のネットワークにおいて動作するように適応さ
れ得ることを諒解されたい。
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【００６８】
　上記のように、いくつかのＬＴＥシステムでは、ユーザ機器とｅノードＢとの間の通信
がＳＩＳＯ、ＳＩＭＯおよびＭＩＭＯ構成など様々なモードを通して確立され得る。既存
のＬＴＥシステム（たとえば、ＬＴＥリリース８）では、アップリンクＭＩＭＯ構成はサ
ポートされない。そのような実装形態では、ユーザ機器は、所与の時間においてただ１つ
のアクティブな送信アンテナを有し、したがって、単一の電力増幅器を必要とする。ただ
し、既存のＬＴＥシステムはアンテナ切替え送信ダイバーシティをサポートし得る。たと
えば、ユーザ機器は２つ以上のアンテナを装備し得、アンテナのうちの１つが所与の時間
においてアップリンク送信のために選択される。開ループアンテナ切替えでは、特定の時
間期間（たとえば、タイムスロット）にわたって送信のために各アンテナが交互に選択さ
れる。一方、閉ループアンテナ切替えでは、ｅノードＢは、サブフレームごとにまたはタ
イムスロットごとにどのアンテナを使用すべきかを決定する。次いで、ｅノードＢの決定
は、アンテナ切替えを実施するためにユーザ機器にシグナリングされる。従来のＬＴＥシ
ステムはさらに、マクロダイバーシティをサポートしない。したがって、異なるｅノード
Ｂは他のｅノードＢのスケジューリング決定を認識しないことがある。
【００６９】
　いくつかの例示的な実施形態によれば、図３の例示的なアクセスネットワーク３００な
どのアクセスネットワークが信号の多地点協調（ＣｏＭＰ）送信および／または受信を利
用し得る。そのような実施形態では、システムパフォーマンスを改善するために、異なる
セル３０２にある複数のアンテナからの協調送信が使用され得る。信号の多地点協調送信
および／または受信に関与するｅノードＢ３０４の集合は、ｅノードＢ（またはセル）の
「ＣｏＭＰセット」と呼ばれることがある。ＣｏＭＰセットは、ユーザ機器と直接または
間接的に通信する１つのサービングｅノードＢ（またはセル）と、１つまたは複数の非サ
ービングｅノードＢ（またはセル）とを備えることができる。協調送信および／または受
信は、セル内のアンテナサイトから遠くに位置するユーザ機器のために特に有益であり得
る。セルエッジに位置するユーザ機器では、ユーザ機器の位置がサービングセル中心から
遠いことにより、受信信号強度は、最適な信号レベルよりも低くなり得る。さらに、その
ようなユーザ機器は、近隣セル送信からのより高い干渉レベルを経験する。ＣｏＭＰ送信
および／または受信を利用するシステムでは、地理的に分離されたｅノードＢ間の緊密な
協調が、信号の共同スケジューリング、送信および処理を通して信号受信および／または
送信を改善することができる。そのような共同動作を可能にする情報は、ｅノードＢ間で
バックホール（たとえばＸ２インターフェース）を介して、および／または無線（ＯＴＡ
）で交換され得る。
【００７０】
　ダウンリンクＣｏＭＰの使用により、ダウンリンクカバレージを改善し、ダウンリンク
データレートおよびシステムスループットを増大する、複数のｅノードＢからの協調送信
が可能になる。たとえば、異なるセルサイトにある複数のアンテナから同じ信号を送信す
ることによって、ユーザ機器における受信信号の信号対雑音比が改善され得る。
【００７１】
　アップリンクでは、本開示は、複数の地理的に分離されたｅノードＢにおけるアップリ
ンク送信の受信を含み得るＣｏＭＰ受信を可能にするための技法を提供する。アップリン
ク信号の協調通信および処理を可能にするための手順と動作とについて説明する。さらに
、本開示は、限定はしないが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、物理アッ
プリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）な
どを含む異なるアップリンクチャネルを介した通信を可能にするために利用され得る協調
技法を提供する。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、ＰＵＳＣＨ送信のためにアップリンクＣｏＭＰが実施される
。これらの実施形態では、ＣｏＭＰセット中のセルが、ユーザ機器によるアップリンク送
信のスケジューリングを協調させる。たとえば、協調サイレンシング（coordinated sile
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ncing）を実装することによってＰＵＳＣＨ送信のための協調が達成され得る。特に、１
つのセル（たとえば、サービングセル）がリソースのセット上でユーザ機器をスケジュー
ルするとき、ＣｏＭＰセット中のセルによる、リソースの同じセット（または部分的に重
複するリソース）上での他のユーザ機器のスケジューリングが回避され得る。したがって
、ＣｏＭＰセットのｅノードＢのうちのいずれか１つにおいてリソースブロックの特定の
セット上で受信された送信は、特定のユーザ機器のアップリンク送信に一意に関連付けら
れ得る。そのようなリソースはＬＴＥシステムのリソースブロックを含むことができるこ
とに留意されたい。ただし、より一般的には、そのようなリソースは、通信ネットワーク
においてワイヤレス送信のために使用され得る、時間、周波数および他のリソースを含む
ことができる。
【００７３】
　サービングｅノードＢなどの１つのｅノードＢがリソースの特定のセット上でアップリ
ンク送信をスケジュールする別の例では、ＣｏＭＰセット中の他のｅノードＢも、空間分
割多元接続（ＳＤＭＡ）技法を使用してリソースの同じ（または重複する）セット上で追
加のユーザ機器をスケジュールすることができる。リソースの２つのセット（すなわち、
サービングｅノードＢによってスケジュールされたリソースのセットおよび非サービング
ｅノードＢによってスケジュールされたリソースのセット）は、時間領域および／または
周波数領域の一方または両方において少なくとも部分的に重複し得ることに留意されたい
。一例では、ＳＤＭＡ技法はプリコーディング技法を使用して実装され得る。図２のＭＩ
ＭＯ通信システム２００に関する上記の説明と同様に、ＣｏＭＰセット内の各ｅノードＢ
において異なるユーザ機器から受信されたアップリンク送信が互いに十分に無相関化され
ることを保証するために、各ユーザ機器からのアップリンク送信はプリコード行列（また
はプリコードベクトル）を含むことができる。したがって、各ｅノードＢにおいて受信さ
れた送信は、対応するユーザ機器に一意に関連付けられ得る。追加または代替として、Ｃ
ｏＭＰセット内の同じ時間周波数リソースブロック上での複数のユーザ機器からのアップ
リンク送信を可能にするためにアップリンク協調ビームフォーミング技法が使用され得る
。
【００７４】
　上記のように、ランク（またはランクインジケータ値）は、空間多重化方式においてい
くつの独立したデータストリームがユーザ機器／ｅノードＢによって適応され得るかを示
す。協調サイレンシングを利用する実施形態では、ランクは、サービングｅノードＢの能
力に部分的に基づいて判断される。特に、ランクはｍｉｎ｛Ｔｘ、Ｒｘ｝によって限定さ
れ、ただし、ｍｉｎは最小値を表し、Ｔｘは、ユーザ機器に関連する送信チャネル（たと
えば、アンテナ）の数であり、Ｒｘは、サービングｅノードＢに関連する受信チャネルの
数を表す。異なるユーザ機器によるアップリンク送信のための同じ（または重複する）リ
ソースブロックの使用を可能にするためにＳＤＭＡ技法を利用する実施形態では、ランク
は、ＣｏＭＰセットを全体として考慮することによって判断され得る。特に、ユーザ機器
に関連するランクは、ｍｉｎ｛Ｔｘ、Ｒｘ（ａｌｌ）｝によって限定され得、ただし、Ｒ
ｘ（ａｌｌ）は、ＣｏＭＰセット中のすべてのｅノードＢに関連する受信チャネルの数を
表す。したがって、適応され得る空間的に多重化されたストリームの数を判断するために
、ＣｏＭＰセット中のすべてのｅノードＢの受信能力が考慮される。
【００７５】
　ランク値の潜在的な増加により、ランクインジケータ（ＲＩ）をシグナリングするため
のより大きいフィールドが必要とされ得る。上記のように、ＲＩはユーザ機器からｅノー
ドＢに送られ得る。ＲＩは、一般に、（チャネルステータス報告とも呼ばれる）チャネル
状態情報の一部としてユーザ機器からｅノードＢに送信される。増加したＲＩビット幅も
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上でユーザ機器に送信されるアップリン
ク許可に影響を及ぼし得る。例示的な一実施形態では、ＲＩビット幅は、ＣｏＭＰセット
の受信チャネルの数に基づいてではなく、ユーザ機器送信アンテナの数に基づいて判断さ
れる。一般に、コスト削減を実現するために少数のユーザ機器送信アンテナが実装される
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ので、そのような選択は有利であり得る。したがって、ユーザ機器送信アンテナは、Ｃｏ
ＭＰセット中で空間的に多重化されたレイヤを実装するためのボトルネックと見なされ得
る。
【００７６】
　復調基準信号（ＤＭＲＳ）フィールドについて、同様の問題が考慮され得る。ＤＭＲＳ
は、（ＰＵＳＣＨ上での）データのアップリンク送信と（ＰＵＣＣＨ上での）制御情報の
アップリンク送信とに関連し、主に、アップリンク送信のコヒーレント復調を可能にする
ためにチャネル推定に使用される。ＣｏＭＰセット中でのＰＵＳＣＨ送信のための空間レ
イヤの数は潜在的に増加し得るので、開示する実施形態によれば、追加のアップリンクデ
ータストリームの復調を可能にするために、追加のＤＭＲＳ信号が与えられ得る。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、代替または追加として、異なるユーザ機器に関連する複数の
アップリンク送信の受信を可能にするために、ＣｏＭＰセットのｅノードＢにおける干渉
消去などの拡張された受信機技法が使用され得る。そのような技法には、限定はしないが
、セル間干渉ランダム化、周波数領域拡散、電力制御などがある。一例では、複数のアッ
プリンク送信が受信されたとき、最も高い信号対雑音比（ＳＮＲ）をもつ受信された送信
が最初に復号され、復号が成功しなかった場合、より低いＳＮＲ値をもつ他のアップリン
ク送信が復号される。
【００７８】
　いくつかの例示的な実施形態では、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）の設計および送
信は、ＣｏＭＰセット中の複数のｅノードＢを考慮するように拡張される。異なる周波数
でのチャネル品質推定を可能にするために、ユーザ機器によってアップリンク上でＳＲＳ
が送信される。たとえば、質の良いリソースブロック上でのアップリンク送信の周波数選
択性スケジューリングを可能にするために、サービングｅノードＢによって、アップリン
クチャネルの特定の時間周波数リソース上で送信されたＳＲＳ信号が使用され得る。Ｃｏ
ＭＰ送信／受信を利用しないシステムでは、各ｅノードＢは、他のｅノードＢからの協調
がまったくまたはほとんどない状態で特定の数のユーザ機器をサービスする。対照的に、
本開示によれば、ＣｏＭＰセット中で、多数のｅノードＢが、ＣｏＭＰセットのｅノード
Ｂに関連するすべてのユーザ機器を集合的にサービスする。この点について、各ユーザ機
器と通信しているセルの数の増加に適応するために、追加のＳＲＳシグナリングリソース
が割り振られ得る。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、ＣｏＭＰセットに関連するユーザ機器ごとにＳＲＳをスケジ
ュールするために、様々な多重化方式が利用される。一例では、符号分割多重（ＣＤＭ）
が利用される。特に、ＳＲＳ送信についてＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスまたは同様の
シーケンスに依拠するＬＴＥシステムでは、ＣＤＭを実現するためにシーケンスの異なる
サイクリックシフトが使用され得る。代替または追加として、同じ時間／周波数リソース
上での異なるＳＲＳ送信を無相関化するために、異なる拡散符号（またはスクランブリン
グコード）が使用され得る。別の例では、異なるセルに関連するＳＲＳ送信に特定の周波
数リソースを割り当てるために周波数分割多重（ＦＤＭ）が利用される。さらに別の例で
は、異なるセルに関連するＳＲＳを異なる時間リソース中で送信するために時分割多重（
ＴＤＭ）が使用される。いくつかの実施形態では、ＣｏＭＰセット中でのＳＲＳ送信のた
めに、上記の多重化技法の一部または全部の組合せが使用され得ることに留意されたい。
【００８０】
　開示する実施形態はさらに、ＰＵＳＣＨ上でのアップリンク受信に関与する、ＣｏＭＰ
セット中のｅノードＢの一部または全部の動作を可能にする。この目的で、ＣｏＭＰセッ
ト内の１つのｅノードＢがユーザ機器からのＰＵＳＣＨ送信を復号する場合、ｅノードＢ
はＣｏＭＰセット中の他のｅノードＢ（たとえば、サービングｅノードＢ）に復号情報を
搬送することができる。上記のように、ＣｏＭＰセットのｅノードＢ間のそのような通信
は、バックホールを介して、および／または無線で行われ得る。一例では、サービングｅ
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ノードＢは、ＣｏＭＰ中の１つまたは複数のｅノードＢによるＰＵＳＣＨ送信の受信を確
認するために、ダウンリンク上で肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＣＫ）をさら
に送信する。
【００８１】
　本開示によれば、アップリンクＣｏＭＰを用いたＰＵＣＣＨ送信も可能にされる。いく
つかの実施形態では、ＰＵＣＣＨ送信はサービングｅノードＢのＰＤＣＣＨにリンクされ
得る。ＰＵＣＣＨカバレージを改善するために、ＣｏＭＰセット中のｅノードＢの一部ま
たは全部はＰＵＣＣＨ送信の復号を試みることができ、１つのｅノードＢが成功した場合
、復号されたＰＵＣＣＨ情報はサービングｅノードＢに搬送される。ＣｏＭＰセットのｅ
ノードＢの間のＰＵＣＣＨ受信をさらに改善するために、セルにわたる衝突回避技法が利
用され得る。これらの衝突回避技法は、動的に、または半静的に構成されたＰＵＣＣＨリ
ソースに適用され得る。動的に構成されたリソースは、特定の期間（たとえば、１スロッ
トまたはサブフレーム）の間のみユーザ機器が使用するために割り振られる。一方、半静
的に構成されたリソースは、ユーザ機器がセルに接続されている限り、ユーザ機器によっ
て使用されるために割り振られる。
【００８２】
　動的に構成されたＰＵＣＣＨリソースで利用され得る一例では、サービングｅノードＢ
に関連するユーザ機器がＰＵＣＣＨ上で送信している場合、ＣｏＭＰセット中のｅノード
Ｂの集合に関連する他のユーザ機器は、ＰＵＣＣＨ上で同じ（または重複する）リソース
を使用することを許可されない。たとえば、ユーザ機器が特定のＰＤＳＣＨ送信に対応す
るＡＣＫをＰＵＣＣＨ上で送信する場合、すべての他のユーザ機器は、ＣｏＭＰセット中
のｅノードＢの協働を通して、同時に同じＰＵＣＣＨリソースを使用することを禁止され
る。
【００８３】
　一例では、複数のＰＵＣＣＨ送信間の衝突は、複数のユーザ機器による同じＰＵＣＣＨ
リソースの使用を生じ得る、非サービングｅノードＢによるＰＤＣＣＨ送信を禁止するこ
とによって回避される。たとえば、サービングｅノードＢはユーザ機器へのダウンリンク
送信のために割り振られた特定のＰＤＣＣＨリソースを識別するためにＣｏＭＰセット中
の他のｅノードＢと通信することができ、それによって、その必要なアップリンク通信を
行うためにユーザ機器によって使用されなければならないリンクされたＰＵＣＣＨリソー
スも識別する。
【００８４】
　他の例示的な実施形態では、リソースの同じセット上での複数のユーザ機器からのＰＵ
ＣＣＨ送信を可能にするために様々な多重化技法が利用され得る。そのような多重化技法
は、たとえば、動的に構成されたＰＵＣＣＨリソースに適用され得る。ＰＵＳＣＨ送信に
関する上記の説明と同様に、いくつかの例では、多重化された周波数リソース上および／
または時間リソース上で複数のＰＵＣＣＨ送信を送信するためにＦＤＭ／ＴＤＭ技法が使
用され得る。他の例では、たとえば、（たとえば、ウォルシュシーケンスを使用して）循
環的にシフトされたシーケンスまたは直交拡散符号を実装することによって、時間リソー
ス／周波数リソースの同じセットを使用してＰＵＣＣＨ上で複数のストリームを送信する
ためにＣＤＭ技法が使用され得る。さらに他の例では、同じＰＵＣＣＨリソース上での複
数の送信を無相関化または直交化するために、上記の多重化技法の一部または全部の組合
せが利用され得る。
【００８５】
　いくつかの例示的な実施形態は、半静的に構成された様々なパラメータに関与するＰＵ
ＣＣＨ送信のためのアップリンク衝突回避を可能にする。特に、限定はしないが、チャネ
ル品質インジケータ（ＣＱＩ）、半静的ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよび／またはスケジューリン
グ要求（ＳＲ）を含むパラメータのためのリソースの構成は、ＣｏＭＰセットのｅノード
Ｂにわたって協調され得る。ＣＱＩは、ダウンリンク送信のための適切な変調および符号
化方式を判断する際にｅノードＢを支援するためにユーザ機器によって送信されるパラメ
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ータである。ＳＲはＰＵＳＣＨリソースを要求するためにユーザ機器によって送信され、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫはデータパケットの適切／不適切を確認するためにダウンリンクデータ
パケットに応答して送信される。一例では、サービングｅノードＢは、ＵＥによって半静
的パラメータの送信のために割り振られたリソースを識別し、さらにそれらのリソースを
ＣｏＭＰセット中の他のｅノードＢに通信する。次いで、ＣｏＭＰセット中の他のｅノー
ドＢは、アップリンク送信のために同じＰＵＣＣＨリソースを割り振ることを回避する。
【００８６】
　同じく、ＣｏＭＰセット中で受信されたＰＵＳＣＨ送信に関して言及したように、リソ
ースの同じセット上で受信された複数のＰＵＣＣＨ送信を復号するために、追加または代
替として高度な受信機技法が使用され得る。たとえば、最も高いＳＮＲをもつ受信された
送信が最初に復号され得、復号することができない場合、残りの受信された送信は、それ
らのそれぞれのＳＮＲ値の逆順で復号され得る（すなわち、最も低いＳＮＲをもつ信号が
最後に復号される）。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）上での送信を
可能にするためにアップリンクＣｏＭＰが利用される。ＬＴＥシステムでは、ランダムア
クセス手順を行うためにユーザ機器によってＰＲＡＣＨが使用される。ランダムアクセス
手順は、ユーザ機器とｅノードＢとの間の接続を確立または再確立する。ランダムアクセ
ス手順は、無線リンクを確立する（たとえば、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥからＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥ
ＣＴＥＤ状態に移行する）ときにアクセスを可能にするため、無線リンク障害時に無線リ
ンクを再確立するため、アップリンク同期を失ったかまたは取得しなかったユーザ機器の
ためのアップリンク同期を確立するため、新しいセルとの新しい同期を確立する必要があ
るときにハンドオーバ動作を可能にするためなど、いくつかの目的に役立ち得る。ＬＴＥ
システムにおけるランダムアクセス手順は、競合ベースの手順と競合のない手順とにカテ
ゴリー分類され得る。
【００８８】
　競合ベースの手順では、ユーザ機器は、ランダムアクセスプリアンブルとして知られる
特殊なシーケンスをｅノードＢに送信することによって、ランダムアクセス手順の要求を
開始する。プリアンブルは、そのｅノードＢに関連するプリアンブルシーケンスの特定の
グループから選択される。要求を受信したことに応答して、ｅノードＢは、いくつかのラ
ンダムアクセスパラメータとリソース割振りとをユーザ機器に送信する。たとえば、応答
は、タイミング情報、セル無線ネットワーク一時識別情報（Ｃ－ＲＮＴＩ：Cell Radio N
etwork Temporary Identity）またはランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子（Ｒ
Ａ－ＲＮＴＩ：random access radio network temporary identifier）、アップリンク送
信のためのスケジューリング許可などを含むことができる。
【００８９】
　競合のないランダムアクセス手順では、ｅノードＢは、要求をユーザ機器に送信するこ
とによってランダムアクセス手順を開始する。そのような要求は、ユーザ機器が予約済み
プリアンブルを識別し、ｅノードＢに送信することを可能にする予約済みプリアンブルイ
ンデックスを備える。それに応答して、ｅノードＢは、後続の通信のための必要なパラメ
ータとスケジューリング情報とを含むメッセージをユーザ機器に送信する。
【００９０】
　例示的な実施形態は、ＣｏＭＰセット中のランダムアクセス手順を可能にすることがで
きる。単一のｅノードＢ（すなわち、サービングセル）のみをもつ従来のシステムでは、
ＰＲＡＣＨ送信のためのリソースの割振りはサービングｅノードＢによって排他的に行わ
れる。対照的に、例示的な実施形態によるＣｏＭＰセットを利用するシステムでは、複数
のｅノードＢの協働を通して、より大きい地理的エリアにおいてランダムアクセス手順が
行われ得る。一例では、ＣｏＭＰセット中の一部または全部のｅノードＢがユーザ機器か
らのＰＲＡＣＨ送信を検出しようと試みる。１つのｅノードＢが成功した場合、復号され
たＰＲＡＣＨ送信はユーザ機器のサービングｅノードＢに搬送される。復号された情報は
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、限定はしないが、検出されたシーケンスＩＤまたはプリアンブル、タイミング情報、周
波数情報、エネルギーメトリックなどを含む。
【００９１】
　ｅノードＢ動作の協調を可能にするために、ＰＲＡＣＨに関係する情報がＣｏＭＰセッ
トのｅノードＢの間で共有され得る。ＣｏＭＰセット中の、ＰＲＡＣＨに関係する情報の
通信は、バックホールを介してまたは無線で行われ得る。１つの例示的な実施形態では、
ＣｏＭＰセット内の各ｅノードＢに関連するランダムアクセスプリアンブルは、ＣｏＭＰ
セット内の一部または全部のｅノードＢの間で共有される。したがって、各ｅノードＢは
、ＰＲＡＣＨ送信を監視し、ＣｏＭＰセット中のターゲットｅノードＢの識別情報を確認
することができる。ターゲットｅノードＢ（すなわち、ユーザ機器のサービングｅノード
Ｂ）が識別されると、ランダムアクセス要求がターゲットｅノードＢに搬送され得る。
【００９２】
　ＣｏＭＰセット中のランダムアクセス手順はさらに、ＣｏＭＰセットの様々なｅノード
Ｂの間で共有され得るＰＲＡＣＨリソースに衝突回避技法を適用することによって可能に
され得る。一例では、１つのｅノードＢがリソースの第１のセット上でのＰＲＡＣＨ送信
を有する場合、ＣｏＭＰセット中の他のｅノードＢは、同じリソースブロック上ではＰＲ
ＡＣＨ送信をスケジュールしない。この目的で、リソースの第１のセットが識別され、Ｃ
ｏＭＰセット中のすべての他のｅノードＢに伝達され得る。ＰＵＳＣＨ送信とＰＵＣＣＨ
送信とに関して論じたように、必要な場合、ＰＲＡＣＨ送信を異なる時間リソースおよび
／または周波数リソース上でスケジュールすることによって、他のｅノードＢは衝突を回
避することができる。別の例示的な実施形態では、たとえば、送信を無相関化するために
直交ＰＲＡＣＨシーケンスを使用して、ＰＲＡＣＨ送信をスケジュールするためにリソー
スの同じセットが使用され得る。
【００９３】
　追加または代替として、ＰＲＡＣＨ送信の検出および復号を改善するために、干渉消去
技法など、拡張された受信機技法が使用され得る。たとえば、ＰＲＡＣＨ情報の検出能力
を改善するために、２つ以上のｅノードＢからの受信されたＰＲＡＣＨ送信が組み合わせ
られ得る。
【００９４】
　図４に、ｅノードＢのＣｏＭＰセット中でのアップリンク通信を可能にするために例示
的な実施形態に従って行われる例示的な動作のセット４００を示す。たとえば、図４の動
作４００は、ＣｏＭＰセット中のサービングｅノードＢによって行われ得る。４０２にお
いて、サービングｅノードＢとともにＣｏＭＰセットを形成する１つまたは複数の非サー
ビングｅノードＢを識別する。４０４において、ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作
を可能にするために、１つまたは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報
を送信する。いくつかの実施形態では、アップリンク構成情報は、ＰＵＳＣＨ送信、ＰＵ
ＣＣＨ送信および／またはＰＲＡＣＨ送信のうちのいずれか１つに関係する。たとえば、
そのようなアップリンク構成情報は、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨおよび／またはＰＲＡＣＨ
上での第１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のためにサービングｅノ
ードＢによって割り振られたリソースの第１のセットを識別することができる。そのよう
なアップリンク構成情報はさらに、ＣｏＭＰセット中の第２のｅノードＢが、リソースの
第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上で、他のユーザ機
器のためのＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨおよび／またはＰＲＡＣＨ上でのアップリンク送信を
スケジュールすることを禁止することができる。
【００９５】
　再び図４を参照すると、４０６において、１つまたは複数のユーザ機器から発信された
アップリンク通信を受信する。そのような通信は、アップリンク構成情報に従ってユーザ
機器によって送信され得る。たとえば、そのような通信は、サービングｅノードＢにおい
てサービングｅノードＢに関連するユーザ機器から直接受信されたアップリンク送信に対
応し得る。他の例では、そのような通信は、最初に非サービングｅノードＢによって受信
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され、その後、ＣｏＭＰセットのｅノードＢ間の通信をサポートするバックホールまたは
同様のインターフェースを介してサービングｅノードＢに搬送された同じｅノードＢから
のアップリンク送信に対応し得る。
【００９６】
　図５に、ｅノードＢのＣｏＭＰセット中でのアップリンク通信を可能にするための一実
施形態に従って行われる例示的な動作のセット５００を示す。たとえば、図５の動作５０
０は、ＣｏＭＰセット中の非サービングｅノードＢによって行われ得る。５０２において
、サービングｅノードＢからアップリンク構成情報を受信し、非サービングｅノードＢは
ｅノードＢのＣｏＭＰセットの一部として識別される。受信されたアップリンク構成情報
は、ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係することができる。たとえば、アップ
リンク構成情報は、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨおよび／またはＰＲＡＣＨ送信に関係し、Ｃ
ｏＭＰセットの１つ、複数、またはすべてのメンバーによる使用を対象とし得る。５０４
において、アップリンク構成情報に従って、非サービングｅノードＢに関連する第１のユ
ーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振る。たとえば、第１のユーザ機器
のアップリンク送信のために、サービングｅノードＢによって使用されるリソースとは異
なるリソースのセットが割り振られる。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、例示的な動作のセット５００は５０６において継続し、そこ
で、第２のユーザ機器から発信したアップリンク通信を受信する。第２のユーザ機器は、
たとえば、ＣｏＭＰセットのサービングセルに関連するユーザ機器であり得る。そのよう
な通信は、前述のアップリンク構成情報に従って行われていることがある。５０８におい
て、受信されたアップリンク通信の少なくとも一部分をサービングｅノードＢに搬送する
。５０８における情報の搬送は、たとえば、バックホールを介しておよび／または無線で
行われ得る。
【００９８】
　図６に、上記で説明した様々な動作をサポートすることが可能な例示的なシステム６０
０を示す。システム６００は、情報、信号、データ、命令、コマンド、ビット、シンボル
などを送信および／または受信することができるサービングｅノードＢ（ｅＮＢ）６１０
を含む。サービングｅＮＢ６１０は、ｅノードＢのＣｏＭＰセットを集合的に備える１つ
または複数の非サービングｅＮＢ６２０と通信していることがあり得る。図６は、１つの
非サービングｅＮＢ６２０のみを示しているが、サービングｅＮＢ６１０および非サービ
ングｅＮＢ６２０が、ＣｏＭＰセットを備える他のｅノードＢと通信していることがあり
得ることに留意されたい。ＣｏＭＰセット中のｅノードＢの間の通信は、バックホール通
信チャネル６４０上で、または無線通信チャネル６５０を介して行われ得る。
【００９９】
　サービングｅＮＢ６１０は、サービングｅＮＢ６１０とともに多地点協調（ＣｏＭＰ）
セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅＮＢ６２０を識別するように構成され
たｅＮＢ識別構成要素６１２を含み得る。サービングｅＮＢ６１０および非サービングｅ
ＮＢ６２０の各々は、ＣｏＭＰセットの地理的カバレージエリア内の１つまたは複数のユ
ーザ機器（図示せず）と通信していることがあり得る。サービングｅＮＢ６１０はまた、
たとえば、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨなどに関連する送信に関係する様々なア
ップリンク構成情報を生成することができるアップリンク構成生成構成要素６１４を含む
。
【０１００】
　サービングｅＮＢ６１０はまた、非サービングｅＮＢ６２０などの他のｅノードＢとの
間で様々な情報およびデータを送信／受信するように構成され得るｅＮＢ通信構成要素６
１６を含む。たとえば、ｅＮＢ通信構成要素６１６は、非サービングｅＮＢ６２０にアッ
プリンク構成情報を送信し、および／または非サービングｅＮＢ６２０から搬送されたユ
ーザ機器のアップリンク通信の少なくとも一部分を受信するように構成され得る。ｅＮＢ
通信構成要素６１６は、バックホール通信チャネル６４０を介しておよび／または無線通



(32) JP 5801326 B2 2015.10.28

10

20

30

40

50

信チャネル６５０を介して送信／受信するように構成され得る。サービングｅＮＢ６１０
はまた、１つまたは複数のユーザ機器からアップリンク通信を受信するように構成された
アップリンク通信受信構成要素６１８を含むことができる。
【０１０１】
　図６の非サービングｅＮＢ６２０は、ＣｏＭＰセット中のサービングｅＮＢ６１０およ
び／または他の非サービングｅＮＢ（図示せず）の間で情報、信号、データ、命令、コマ
ンド、ビット、シンボルなどを送信／受信することができるｅＮＢ通信構成要素６２２を
備える。非サービングｅＮＢはまた、ＣｏＭＰセットに関連するアップリンク構成情報を
分析し、評価するように構成され得るアップリンク構成分析構成要素６２４を含むことが
できる。たとえば、アップリンク構成分析構成要素６２４は、サービングｅＮＢ６１０に
関連するユーザ機器のアップリンク送信のためにＰＵＳＣＨ上で使用するように構成され
た特定のリソースブロックを識別することができる。そのような分析は、たとえば、非サ
ービングｅＮＢ６２０が、リソースブロックの同じセット上の別のユーザ機器のＰＵＳＣ
Ｈ送信をスケジュールすることを回避するのを支援することができる。
【０１０２】
　非サービングｅＮＢ６２０は、ユーザ機器アップリンク通信を受信するように構成され
得るアップリンク通信受信構成要素６２６をさらに備える。非サービングｅＮＢ６２０は
また、受信されたアップリンク通信を分析するように構成されたアップリンク通信分析構
成要素６２８を含み得る。いくつかの実施形態では、アップリンク通信分析構成要素６２
８は、受信されたアップリンク通信がＣｏＭＰセット内の別のｅノードＢ（たとえば、サ
ービングｅＮＢ６１０）に属するかどうかを確認することができる。そのような実施形態
では、非サービングｅＮＢ６２０は、ｅＮＢ通信構成要素６２２を介して、受信されたア
ップリンク通信の少なくとも一部分を適切なｅノードＢに搬送し得る。非サービングｅＮ
Ｂ６２０はまた、それの関連するユーザ機器のためにアップリンクリソースを割り振るよ
うに構成されたアップリンクリソース割振り構成要素６３０を含むことができる。いくつ
かの実施形態では、リソース割振り構成要素６３０は、別のユーザ機器が使用するために
サービングｅＮＢ６１０によって割り振られたリソースとは異なるリソースを割り振るこ
とができる。いくつかの実施形態では、リソース割振り構成要素６３０は、別のユーザ機
器が使用するサービングｅＮＢ６１０によって割り振られるリソースと同じ（または重複
する）リソースを割り振ることができる。そのようなシナリオでは、複数のデータストリ
ームの適切な受信および復号を可能にするために、様々な多重化および衝突回避技法が採
用され得る。
【０１０３】
　図６のサービングｅＮＢ６１０および非サービングｅＮＢ６２０は、これらのエンティ
ティがダウンリンク信号を送信することを可能にする送信構成要素（図示せず）をさらに
含み得ることに留意されたい。さらに、サービングｅＮＢ６１０および非サービングｅＮ
Ｂ６２０は、複数のコンポーネントキャリアを利用するワイヤレスネットワークにおいて
動作するように構成され得る。
【０１０４】
　図７に、様々な開示する実施形態が実装され得る装置７００を示す。特に、図７に示す
装置７００は、（図６のサービングｅＮＢ６１０および非サービングｅＮＢ６２０など）
ｅノードＢの少なくとも一部分、またはユーザ機器の少なくとも一部分および／または（
図２に示す送信機システム２１０および受信機システム２５０など）送信機システムまた
は受信機システムの少なくとも一部分を備え得る。図７に示す装置７００は、ワイヤレス
ネットワーク内に常駐し、たとえば、１つまたは複数の受信機および／または適切な受信
および復号回路（たとえば、アンテナ、トランシーバ、復調器など）を介して着信データ
を受信することができる。図７に示す装置７００はまた、たとえば、１つまたは複数の送
信機および／または適切な符号化および送信回路（たとえば、アンテナ、トランシーバ、
変調器など）を介して発信データを送信することができる。追加または代替として、図７
に示す装置７００は、ワイヤードネットワーク内に常駐し得る。
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【０１０５】
　さらに、図７に、装置７００が、信号調整、分析など、１つまたは複数の動作を実行す
るための命令を保持することができるメモリ７０２を含むことができることを示す。さら
に、図７の装置７００は、メモリ７０２に記憶された命令および／または別のデバイスか
ら受信した命令を実行することができるプロセッサ７０４を含み得る。命令は、たとえば
、装置７００または関係する通信装置を構成するまたは動作させることに関係することが
できる。図７に示すメモリ７０２は単一のブロックとして示されているが、別個の物理お
よび／または論理ユニットを構成する２つ以上の別個のメモリを備え得ることに留意され
たい。さらに、メモリは、プロセッサ７０４に通信可能に接続されているものとして示さ
れているが、完全にまたは部分的に、図７に示す装置７００の外部に常駐し得る。また、
図６のサービングｅＮＢ６１０および非サービングｅＮＢ６２０ならびに図３に示すユー
ザ機器３０６に関連する様々な構成要素など、１つまたは複数の構成要素がメモリ７０２
などのメモリ内に存在することができることを理解されたい。
【０１０６】
　説明を簡単にするために、図４および図５中の動作を一連の行為として図示し説明する
ことに留意されたい。ただし、いくつかの行為は、１つまたは複数の実施形態によれば、
本明細書で図示し説明する順序とは異なる順序で、および／または他の行為と同時に行わ
れ得るので、方法は行為の順序によって限定されないことを理解し、諒解されたい。たと
えば、方法は、状態図など、一連の相互に関連する状態または事象として代替的に表現で
きることを当業者ならば理解し、諒解するであろう。さらに、開示する実施形態による方
法を実装するために、図示のすべての行為が必要とされるわけではない。
【０１０７】
　開示する実施形態に関連して説明したメモリは、揮発性メモリもしくは不揮発性メモリ
であり得、または揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含むことができることを諒解さ
れたい。限定ではなく例として、不揮発性メモリは、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プロ
グラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消
去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、またはフラッシュメモリを含むことができる。揮発性
メモリは、外部キャッシュメモリとして動作するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含
むことができる。限定ではなく例として、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミ
ックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ
（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、拡張ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（Ｓ
ＬＤＲＡＭ）、およびダイレクトランバスＲＡＭ（Ｄ Ｒ ＲＡＭ;direct Rambus RAM）な
ど、多くの形態が利用可能である。
【０１０８】
　また、図７の装置７００は、ユーザ機器またはモバイルデバイスとともに採用され得、
たとえば、ＳＤカード、ネットワークカード、ワイヤレスネットワークカード、（ラップ
トップ、デスクトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）を含む）コンピュータ、モバイルフォン
、スマートフォン、またはネットワークにアクセスするために利用され得る任意の他の好
適な端末などのモジュールであり得ることに留意されたい。ユーザ機器は、アクセス構成
要素（図示せず）を介してネットワークにアクセスする。一例では、ユーザ機器とアクセ
ス構成要素との間の接続は本質的にワイヤレスであり得、アクセス構成要素は基地局であ
り得、ユーザ機器はワイヤレス端末である。たとえば、端末と基地局とは、限定はしない
が、時間分割多元接続（ＴＤＭＡ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、周波数分割多元接
続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、ＦＬＡＳＨ　ＯＦＤＭ、直交周波数
分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）、または任意の他の好適なプロトコルを含む、任意の好適な
ワイヤレスプロトコルを介して通信し得る。
【０１０９】
　アクセス構成要素は、ワイヤードネットワークまたはワイヤレスネットワークに関連付
けられたアクセスノードであり得る。そのために、アクセス構成要素は、たとえば、ルー
タ、スイッチなどであり得る。アクセス構成要素は、他のネットワークノードと通信する
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ための１つまたは複数のインターフェース、たとえば、通信モジュールを含むことができ
る。さらに、アクセス構成要素はセルラータイプのネットワーク中の基地局（またはワイ
ヤレスアクセスポイント）とすることができ、基地局（またはワイヤレスアクセスポイン
ト）は複数の加入者にワイヤレスカバレージエリアを与えるために利用される。そのよう
な基地局（またはワイヤレスアクセスポイント）は、１つまたは複数のセルラー電話およ
び／または他のワイヤレス端末にカバレージの連続するエリアを与えるように構成され得
る。
【０１１０】
　本明細書で説明する実施形態および特徴は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウ
ェア、またはそれらの任意の組合せによって実装され得ることを理解されたい。本明細書
で説明する様々な実施形態は、ネットワーク化された環境においてコンピュータによって
実行される、プログラムコードなどのコンピュータ実行可能命令を含むコンピュータ可読
媒体において実施されるコンピュータプログラム製品によって一実施形態では実装され得
る、方法またはプロセスの概略的なコンテキストで説明する。上記のように、メモリおよ
び／またはコンピュータ可読媒体は、限定はしないが、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディス
ク（ＤＶＤ）などを含む、取外し可能および取外し不可能なストレージデバイスを含み得
る。したがって、開示する実施形態は非一時的コンピュータ可読媒体上に実装され得る。
ソフトウェアで実装されるとき、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコン
ピュータ可読媒体に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る
。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を
可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体
は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり
得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ
または他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプロ
グラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュー
タまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備え
ることができる。
【０１１１】
　また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェ
アが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、またはデジタル加入者回線（
ＤＳＬ）などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモート
ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、または
ＤＳＬなどのワイヤレス技術は、コンピュータ可読媒体の定義に含まれる。本明細書で使
用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ
）、レーザディスク（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（
ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびブルーレイ（登録商標）ディ
スク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（
disc）は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の
範囲内に含めるべきである。
【０１１２】
　概して、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行するか、または特定の抽象デー
タ型を実装する、ルーチン、プログラム、オブジェクト、構成要素、データ構造などを含
み得る。コンピュータ実行可能命令、関連するデータ構造およびプログラムモジュールは
、本明細書で開示する方法のステップを実行するためのプログラムコードの例を表す。そ
のような実行可能命令または関連するデータ構造の特定のシーケンスは、そのようなステ
ップまたはプロセスで説明する機能を実装するための対応する行為の例を表す。
【０１１３】
　本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック、モジュ
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ール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他
のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア
構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の
組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得
るが、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコン
トローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組
合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、
ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのよ
うな構成としても実装され得る。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、上述のステッ
プおよび／またはアクションの１つまたは複数を実行するように動作可能な１つまたは複
数のモジュールを備え得る。
【０１１４】
　本明細書で説明する技法は、本明細書で説明する機能を実行するモジュール（たとえば
、プロシージャ、関数など）を用いて実装され得る。ソフトウェアコードは、メモリユニ
ットに記憶され、プロセッサよって実行され得る。メモリユニットは、プロセッサの内部
および／またはプロセッサの外部に実装され得、その場合、当技術分野で知られているよ
うに様々な手段を介してプロセッサに通信可能に結合され得る。さらに、少なくとも１つ
のプロセッサは、本明細書で説明した機能を実行するように動作可能な１つまたは複数の
モジュールを含み得る。
【０１１５】
　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「システ
ム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡシス
テムは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｕ
ＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂａｎ
ｄ－ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。さらに、ｃｄｍａ２
０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡ
システムは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（Ｕ
ＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（ＷｉＦｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、Ｉ
ＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装し得る。
ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔ
ｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを採用し、ア
ップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを採用するＥ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリース
である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、「第３世代パート
ナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する組織からの文書に記載されている。さら
に、ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（
３ＧＰＰ２）と称する組織からの文書に記載されている。さらに、そのようなワイヤレス
通信システムは、不対無資格スペクトル、８０２．ｘｘワイヤレスＬＡＮ、ＢＬＵＥＴＯ
ＯＴＨ（登録商標）および任意の他の短距離または長距離ワイヤレス通信技法をしばしば
使用するピアツーピア（たとえば、ユーザ機器ツーユーザ機器）アドホックネットワーク
システムをさらに含み得る。また、開示する実施形態は、多重コンポーネントキャリアを
使用するシステムと連携して使用され得る。たとえば、開示する実施形態は、ＬＴＥ－Ａ
システムと連携して使用され得る。
【０１１６】
　シングルキャリア変調および周波数領域等化を利用するシングルキャリア周波数分割多
元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、開示する実施形態とともに利用され得る技法である。ＳＣ
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－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムと同様のパフォーマンスおよび本質的に同じ全体的な
複雑さを有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、それの固有のシングルキャリア構造のために、
より低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ：peak-to-average power ratio）を有する。Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡは、より低いＰＡＰＲが送信電力効率の点でユーザ機器に利益を与えること
ができるアップリンク通信において利用され得る。
【０１１７】
　さらに、本明細書で説明する様々な態様または特徴は、標準のプログラミングおよび／
またはエンジニアリング技法を使用した方法、装置または製造品として実装され得る。本
明細書で使用する「製造品」という用語は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア
、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するものとする。たとえ
ば、コンピュータ可読媒体は、磁気ストレージデバイス（たとえば、ハードディスク、フ
ロッピーディスク、磁気ストリップなど）、光ディスク（たとえば、コンパクトディスク
（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）など）、スマートカード、およびフラッシ
ュメモリデバイス（たとえば、ＥＰＲＯＭ、カード、スティック、キードライブなど）を
含むことができるが、これらに限定されない。さらに、本明細書で説明する様々な記憶媒
体は、情報を記憶するための１つまたは複数のデバイスおよび／または他の機械可読媒体
を表すことができる。「機械可読媒体」という用語は、ワイヤレスチャネル、ならびに（
１つまたは複数の）命令および／またはデータを記憶、含有、および／または搬送するこ
とが可能な様々な他の媒体を含むことができるが、これらに限定されない。さらに、コン
ピュータプログラム製品は、本明細書で説明した機能をコンピュータに実行させるように
動作可能な１つまたは複数の命令またはコードを有するコンピュータ可読媒体を含み得る
。
【０１１８】
　さらに、本明細書で開示する態様に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップ
および／またはアクションは、直接ハードウェアで実施され得るか、プロセッサによって
実行されるソフトウェアモジュールで実施され得るか、またはその２つの組合せで実施さ
れ得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、
ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体中に常駐し得
る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読むことができ、記憶媒体に
情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体は
プロセッサに一体化され得る。さらに、いくつかの実施形態では、プロセッサおよび記憶
媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。さらに、ＡＳＩＣは、ユーザ機器（たとえば、図３の３
０６）、サービングｅノードＢ（たとえば、図６の６１０）および／または非サービング
ｅＮＢ（たとえば、図６の６２０）中に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶
媒体は、ユーザ機器（たとえば図３の３０６）、サービングｅノードＢ（たとえば、図６
の６１０）および／または非サービングｅＮＢ（たとえば、図６の６２０）中に個別構成
要素として常駐し得る。さらに、いくつかの実施形態では、方法またはアルゴリズムのス
テップおよび／またはアクションは、コンピュータプログラム製品に組み込み得る、機械
可読媒体および／またはコンピュータ可読媒体上のコードおよび／または命令の１つまた
は任意の組合せ、あるいはそのセットとして常駐し得る。
【０１１９】
　上記の開示は、例示的な実施形態について論じたが、添付の特許請求の範囲によって定
義された記載の実施形態の範囲から逸脱することなく、様々な変更および改変を本明細書
で行うことができることに留意されたい。したがって、説明した実施形態は、添付の特許
請求の範囲内に入るすべてのそのような改変形態、変更形態および変形形態を包含するも
のとする。さらに、説明した実施形態の要素は、単数形で説明または請求されていること
があるが、単数形に限定されることが明示的に述べられていない限り、複数形が企図され
る。さらに、任意の実施形態の全部または一部は、別段に記載されていない限り、任意の
他の実施形態の全部または一部とともに利用され得る。
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【０１２０】
　「含む（include）」という用語は、発明を実施するための形態または特許請求の範囲
のいずれかで使用される限り、「備える（comprising）」という用語が使用時に請求項に
おける移行語と解釈されるので「備える（comprising）」と同様に包括的なものとする。
さらに、発明を実施するための形態または特許請求の範囲のいずれかで使用される「また
は」という用語は、排他的な「または」でなく包括的な「または」を意味するものとする
。すなわち、別段の規定がない限り、または文脈から明白でない限り、「ＸはＡまたはＢ
を使用する」という句は、自然な包括的置換のいずれかを意味するものとする。すなわち
、「ＸはＡまたはＢを使用する」という句は、ＸがＡを使用する場合、ＸがＢを使用する
場合、またはＸがＡとＢの両方を使用する場合のいずれによっても満たされる。さらに、
本出願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「ａ」および「ａｎ」は、別段の規定
がない限り、または単数形を示すことが文脈から明白でない限り、概して「１つまたは複
数」を意味するものと解釈すべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　サービングｅノードＢによって、前記サービングｅノードＢとともに多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅノードＢを識別することと、
　前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作を可能にするために、前記サービングｅノ
ードＢから前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信
することと、
　前記サービングｅノードＢにおいて、１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアッ
プリンク通信を受信することと、前記受信されたアップリンク通信は前記アップリンク構
成情報に従って送信されたものであり、
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
　　［Ｃ２］
　前記アップリンク構成情報が、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上での第
１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前記ＣｏＭＰセット中の
第１のｅノードＢによって割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報はさらに、前記ＣｏＭＰセット中の第２のｅノードＢが、リ
ソースの前記第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上での
他のユーザ機器のためのアップリンク送信をスケジュールすることを禁止する、
請求項１に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記第１のｅノードＢが前記サービングｅノードＢであり、前記第２のｅノードＢが非
サービングｅノードＢである、請求項２に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記アップリンク構成情報が、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上での第
１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前記サービングｅノード
Ｂによって割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報はさらに、前記ＣｏＭＰセット中の非サービングｅノードＢ
が、時間領域と周波数領域の一方または両方においてリソースの前記第１のセットと少な
くとも部分的に重複するリソースの第２のセット上での第２のユーザ機器のためのアップ
リンク送信をスケジュールすることを許可する、
請求項１に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセット上および前記第２の
セット上でのアップリンク送信のための空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法を識別する、
請求項４に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法が、協調ビームフォーミング技法またはプリコ
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ーディング技法のうちの少なくとも１つを備える、請求項５に記載の方法。
　　［Ｃ７］
　前記ＣｏＭＰセットに関連するユーザ機器のランクがＭｉｎ｛Ｔｘ，Ｒｘ（ａｌｌ）｝
に従って判断され、ただし、Ｍｉｎは最小値を表し、Ｔｘは、前記ユーザ機器の送信チャ
ネルの数を表し、Ｒｘ（ａｌｌ）は、前記ＣｏＭＰセット中のすべてのｅノードＢの受信
チャネルの数を表す、請求項５に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　アップリンク許可における前記ランクインジケータに関連するビット幅割振りが、Ｍｉ
ｎ｛Ｔｘ，Ｒｘ（ａｌｌ）｝に従って判断される、請求項７に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記サービングｅノードＢにおいて受信された前記アップリンク通信が、初めに特定の
非サービングｅノードＢにおいて受信され、その後、前記特定の非サービングｅノードＢ
によって前記サービングｅノードＢに搬送されたアップリンク送信を備える、
請求項１に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　前記サービングｅノードＢが、バックホール通信チャネルまたは無線通信チャネルを介
して前記搬送されたアップリンク送信を受信するように構成された、請求項９に記載の方
法。
　　［Ｃ１１］
　前記サービングｅノードＢによって、前記アップリンク通信の発信元である前記ユーザ
機器に肯定応答（ＡＣＫ）を送信することをさらに備える、請求項９に記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　前記アップリンク構成情報が、前記サービングｅノードＢに関連するサウンディング基
準信号（ＳＲＳ）送信の送信のために割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報がさらに、時間領域と周波数領域の一方または両方において
リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上で
の、前記ＣｏＭＰセット中の前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢに関連するサ
ウンディング基準信号（ＳＲＳ）の送信のための多重化技法に関連する１つまたは複数の
パラメータを識別する、
請求項１に記載の方法。
　　［Ｃ１３］
　前記多重化技法が、
　符号分割多重化と、
　周波数分割多重化と、
　時間分割多重化と
からなる多重化技法のグループから選択される、請求項１２に記載の方法。
　　［Ｃ１４］
　前記アップリンク構成情報が、前記サービングｅノードＢに関連する第１のユーザ機器
からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のために割り振られたリソース
の第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的
に重複するリソースの第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信を禁止する、
請求項１に記載の方法。
　　［Ｃ１５］
　前記アップリンク構成情報が、前記サービングｅノードＢに関連する第１のユーザ機器
からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のために割り振られたリソース
の第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報がさらに、時間領域と周波数領域の一方または両方において
リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上で
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の第２のユーザ機器からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信を許可する
、
請求項１に記載の方法。
　　［Ｃ１６］
　前記物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信が、
　符号分割多重化と、
　周波数分割多重化と、
　時間分割多重化と
からなる多重化技法のグループから選択された多重化技法に従って行われる、請求項１５
に記載の方法。
　　［Ｃ１７］
　前記ＣｏＭＰセット中の１つまたは複数のｅノードＢが、リソースの前記第１のセット
と前記第２のセットとを動的にまたは半静的に構成する、請求項１５に記載の方法。
　　［Ｃ１８］
　前記アップリンク構成情報が、第１のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチャネル
（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的
に重複するリソースの第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理ランダムアクセス
チャネル（ＰＲＡＣＨ）送信を禁止する、
請求項１に記載の方法。
　　［Ｃ１９］
　前記アップリンク構成情報が、第１のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチャネル
（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報がさらに、時間領域と周波数領域の一方または両方において
リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上で
の第２のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信を許可する
、
請求項１に記載の方法。
　　［Ｃ２０］
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセット上および前記第２の
セット上でのＰＲＡＣＨ送信のための直交ＰＲＡＣＨ系列を識別する、請求項１９に記載
の方法。
　　［Ｃ２１］
　前記サービングｅノードＢが、多数の受信されたアップリンク通信を処理するために干
渉消去技法を利用する、請求項１に記載の方法。
　　［Ｃ２２］
　非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構成情報を
受信することであって、前記非サービングｅノードＢが、前記サービングｅノードＢを含
むＣｏＭＰセットのメンバーであり、前記受信されたアップリンク構成情報が前記ＣｏＭ
Ｐセットの協調アップリンク動作に関係する、受信することと、
　前記受信されたアップリンク構成情報に従って、前記非サービングｅノードＢに関連す
る第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振ることと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
　　［Ｃ２３］
　前記非サービングｅノードＢにおいて、第２のユーザ機器から発信されたアップリンク
通信を受信することであって、前記受信されたアップリンク通信が前記アップリンク構成
情報に従って送信された、受信することと、
　前記受信されたアップリンク通信の少なくとも一部分を前記サービングｅノードＢに搬
送することと
をさらに備える、請求項２２に記載の方法。
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　　［Ｃ２４］
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備えるワイヤレス通信デバイスであって、前記メモリが実行可能コードを備え、前記
実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、
　サービングｅノードＢにおいて、前記サービングｅノードＢとともに多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅノードＢを識別することと、
　前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作を可能にするために、前記サービングｅノ
ードＢから前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信
することと、
　前記サービングｅノードＢにおいて、１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアッ
プリンク通信を受信することと、前記受信されたアップリンク通信が前記アップリンク構
成情報に従って送信されたものであり、
　を行うように前記ワイヤレス通信デバイスを構成する、
ワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ２５］
　前記アップリンク構成情報が、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上での第
１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前記ＣｏＭＰセット中の
第１のｅノードＢによって割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報はさらに、前記ＣｏＭＰセット中の第２のｅノードＢが、リ
ソースの前記第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上での
他のユーザ機器のためのアップリンク送信をスケジュールすることを禁止する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ２６］
　前記第１のｅノードＢが前記サービングｅノードＢであり、前記第２のｅノードＢが非
サービングｅノードＢである、請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ２７］
　前記アップリンク構成情報が、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上での第
１のユーザ機器のスケジュールされたアップリンク送信のために前記サービングｅノード
Ｂによって割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報はさらに、前記ＣｏＭＰセット中の非サービングｅノードＢ
が、時間領域と周波数領域の一方または両方においてリソースの前記第１のセットと少な
くとも部分的に重複するリソースの第２のセット上での第２のユーザ機器のためのアップ
リンク送信をスケジュールすることを許可する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ２８］
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセット上および前記第２の
セット上でのアップリンク送信のための空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法を識別する、
請求項２７に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ２９］
　前記空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）技法が、協調ビームフォーミング技法またはプリコ
ーディング技法のうちの少なくとも１つを備える、請求項２８に記載のワイヤレス通信デ
バイス。
　　［Ｃ３０］
　前記ＣｏＭＰセットに関連するユーザ機器のランクがＭｉｎ｛Ｔｘ，Ｒｘ（ａｌｌ）｝
に従って判断され、ただし、Ｍｉｎは最小値を表し、Ｔｘは、前記ユーザ機器の送信チャ
ネルの数を表し、Ｒｘ（ａｌｌ）は、前記ＣｏＭＰセット中のすべてのｅノードＢの受信
チャネルの数を表す、請求項２８に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ３１］
　アップリンク許可における前記ランクインジケータに関連するビット幅割振りが、Ｍｉ
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ｎ｛Ｔｘ，Ｒｘ（ａｌｌ）｝に従って判断される、請求項３０に記載のワイヤレス通信デ
バイス。
　　［Ｃ３２］
　前記サービングｅノードＢにおいて受信された前記アップリンク通信が、初めに特定の
非サービングｅノードＢにおいて受信され、その後、前記特定の非サービングｅノードＢ
によって前記サービングｅノードＢに搬送されたアップリンク送信を備える、請求項２４
に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ３３］
　前記プロセッサ実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、前記搬送され
たアップリンク送信を、バックホール通信チャネルまたは無線通信チャネルを介して受信
するように前記デバイスを構成する、請求項３２に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ３４］
　前記プロセッサ実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、前記アップリ
ンク通信の発信元である前記ユーザ機器に肯定応答（ＡＣＫ）をさらに送信するように前
記デバイスを構成する、請求項３２のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ３５］
　前記アップリンク構成情報が、前記サービングｅノードＢに関連するサウンディング基
準信号（ＳＲＳ）送信のために割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報がさらに、時間領域と周波数領域の一方または両方において
リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上で
の、前記ＣｏＭＰセット中の前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢに関連するサ
ウンディング基準信号（ＳＲＳ）の送信のための多重化技法に関連する１つまたは複数の
パラメータを識別する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ３６］
　前記多重化技法が、
　符号分割多重化と、
　周波数分割多重化と、
　時間分割多重化と
からなる多重化技法のグループから選択される、請求項３５に記載のワイヤレス通信デバ
イス。
　　［Ｃ３７］
　前記アップリンク構成情報が、前記サービングｅノードＢに関連する第１のユーザ機器
からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のために割り振られたリソース
の第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的
に重複するリソースの第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信を禁止する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ３８］
　前記アップリンク構成情報が、前記サービングｅノードＢに関連する第１のユーザ機器
からの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信のために割り振られたリソース
の第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報はさらに、リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的
に重複するリソースの第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信を許可する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ３９］
　前記物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）送信が、
　符号分割多重化と、
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　周波数分割多重化と、
　時間分割多重化と
からなる多重化技法のグループから選択された多重化技法に従って行われる、請求項３８
に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ４０］
　前記ＣｏＭＰセット中の前記１つまたは複数のｅノードＢが、リソースの前記第１のセ
ットと前記第２のセットとを動的にまたは半静的に構成する、請求項３８に記載のワイヤ
レス通信デバイス。
　　［Ｃ４１］
　前記アップリンク構成情報が、第１のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチャネル
（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的
に重複するリソースの第２のセット上での第２のユーザ機器からの物理ランダムアクセス
チャネル（ＰＲＡＣＨ）送信を禁止する、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ４２］
　前記アップリンク構成情報が、第１のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチャネル
（ＰＲＡＣＨ）送信のために割り振られたリソースの第１のセットを識別し、
　前記アップリンク構成情報がさらに、時間領域と周波数領域の一方または両方において
リソースの前記第１のセットと少なくとも部分的に重複するリソースの第２のセット上で
の第２のユーザ機器からの物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）送信を許可する
、
請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ４３］
　前記アップリンク構成情報がさらに、リソースの前記第１のセット上および前記第２の
セット上でのＰＲＡＣＨ送信のための直交ＰＲＡＣＨ系列を識別する、請求項４２に記載
のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ４４］
　前記サービングｅノードＢが、多数の受信されたアップリンク通信を処理するために干
渉消去技法を利用するように構成された、請求項２４に記載のワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ４５］
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備える、ワイヤレス通信デバイスであって、前記メモリがプロセッサ実行可能コード
を備え、前記プロセッサ実行可能コードが、プロセッサによって実行されたとき、
　非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構成情報を
受信することと、前記非サービングｅノードＢが、前記サービングｅノードＢを含むｅノ
ードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットのメンバーであり、前記受信されたアップリンク
構成情報が前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係し、
　前記受信されたアップリンク構成情報に従って、前記非サービングｅノードＢに関連す
る第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振ることと
を行うように前記ワイヤレス通信デバイスを構成する、ワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ４６］
　前記プロセッサ実行可能コードが、前記プロセッサによって実行されたとき、
　前記非サービングｅノードＢにおいて、第２のユーザ機器から発信されたアップリンク
通信を受信することであって、前記受信されたアップリンク通信が前記アップリンク構成
情報に従って送信された、受信することと、
　前記受信されたアップリンク通信の少なくとも一部分を前記サービングｅノードＢに搬
送することと
を行うように前記ワイヤレス通信デバイスをさらに構成する、請求項４５に記載のワイヤ
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　　［Ｃ４７］
　サービングｅノードＢによって、前記サービングｅノードＢとともに多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅノードＢを識別するための手段
と、
　前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作を可能にするために、前記サービングｅノ
ードＢから前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信
するための手段と、
　前記サービングｅノードＢにおいて、１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアッ
プリンク通信を受信するための手段であって、前記受信されたアップリンク通信が前記ア
ップリンク構成情報に従って送信された、受信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ４８］
　非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構成情報を
受信するための手段と、ここで前記非サービングｅノードＢが、前記サービングｅノード
Ｂを含むｅノードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットのメンバーであり、ここで前記受信
されたアップリンク構成情報が前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係し、
　前記受信されたアップリンク構成情報に従って、前記非サービングｅノードＢに関連す
る第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振るための手段と
を備える、ワイヤレス通信デバイス。
　　［Ｃ４９］
　サービングｅノードＢによって、前記サービングｅノードＢとともに多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）セットを形成する１つまたは複数の非サービングｅノードＢを識別するためのプロ
グラムコードと、
　前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作を可能にするために、前記サービングｅノ
ードＢから前記１つまたは複数の非サービングｅノードＢにアップリンク構成情報を送信
するためのプログラムコードと、
　前記サービングｅノードＢにおいて、１つまたは複数のユーザ機器から発信されたアッ
プリンク通信を受信するためのプログラムコードと、前記受信されたアップリンク通信が
前記アップリンク構成情報に従って送信されたものであり、
を備える、
非一時的コンピュータ可読媒体に組み込まれた、コンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ５０］
　非サービングｅノードＢにおいてサービングｅノードＢからのアップリンク構成情報を
受信するためのプログラムコードであって、前記非サービングｅノードＢが、前記サービ
ングｅノードＢを含むｅノードＢの多地点協調（ＣｏＭＰ）セットのメンバーであり、前
記受信されたアップリンク構成情報が前記ＣｏＭＰセットの協調アップリンク動作に関係
する、受信するためのプログラムコードと、
　前記受信されたアップリンク構成情報に従って、前記非サービングｅノードＢに関連す
る第１のユーザ機器のアップリンク送信のためにリソースを割り振るためのプログラムコ
ードと
を備える、非一時的コンピュータ可読媒体に組み込まれた、コンピュータプログラム製品
。
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