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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アップリンク（ＵＬ）多地点協調（ＣｏＭＰ）を支援する復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）
シーケンス割当装置であって、
　ＣｏＭＰセット内の複数のＵＥの各ＵＥに対する受信点（ＲＰ）リンクの数に従って前
記複数のＵＥをソートしてリストにするソーティングモジュールと、
　ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳを、最多数のＲＰリンクを有する、前記リストの
最上位ＵＥに割り当てるＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールと、を備え、
　前記ＤＭ－ＲＳベースシーケンスそれぞれが複数の巡回シフト（ＣＳ）を含み、
　前記ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールが、
　同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記同じＤＭ－
ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥと同じセル内の複数の未割当
ＵＥに繰り返し割り当て、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの協働サー
ブドセル内の各ＵＥに対して利用できる場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内
の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの前記協働サーブドセル内の複数の未割当ＵＥに繰り
返し割り当て、
　前記最上位ＵＥの前記協働サーブドセルが、前記最上位ＵＥのホームセルによって協働
サーブされるスケジュール済みＵＥを有する前記ＣｏＭＰセット内のセルである、復調基
準信号（ＤＭ－ＲＳ）シーケンス割当装置。
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【請求項２】
　前記ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールがさらに、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの前記協働
サーブドセル内の各ＵＥに対して利用できない場合に、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケン
ス及びＣＳを前記リストの次の最上位ＵＥに割り当て、
　前記次の最上位ＵＥが前記リストにある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有し、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なる巡回シフト（ＣＳ）が利用できる場
合に、前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥ
のホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当て、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記異な
るＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥの前記協働サー
ブドセル内の前記複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当て、
　前記次の最上位ＵＥの協働サーブドセルが、前記次の最上位ＵＥの前記ホームセルによ
って協働サーブされるスケジュール済みＵＥを有する前記ＣｏＭＰセット内のセルである
、請求項１に記載のＤＭ－ＲＳシーケンス割当装置。
【請求項３】
　前記ソーティングモジュールがさらに、前記ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールが新
規ＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳを繰り返し割り当てる前に、各ＵＥから前
記ＵＥの対応するホームセルへの長期チャネル電力利得又は実質的に同等の測定基準の降
順に基づいて前記複数の未割当ＵＥをソートする、請求項１または２に記載のＤＭ－ＲＳ
シーケンス割当装置。
【請求項４】
　前記ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールが、
　前記ＣｏＭＰセット用にＮ個のＤＭ－ＲＳベースシーケンスからなるセットを確保し、
　前記Ｎが、少なくとも、前記ＣｏＭＰセット内の協調スケジュール済みＵＥの最大数を
各ＤＭ－ＲＳベースシーケンスに利用できるＣＳの数で除した値以上である整数を表し、
　前記Ｎ個のＤＭ－ＲＳベースシーケンスからなるセットが、前記ＣｏＭＰセット内の前
記セルの物理セル識別子（ＰＣＩ）によって生成されたＤＭ－ＲＳベースシーケンスを含
む、請求項１から３の何れか一項に記載のＤＭ－ＲＳシーケンス割当装置。
【請求項５】
　前記ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールがさらに、
　前記ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及び前記ＣＳがＵＥに割り当てられた場合に、前記リ
ストから前記ＵＥを除去する、請求項１から４の何れか一項に記載のＤＭ－ＲＳシーケン
ス割当装置。
【請求項６】
　前記ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールがさらに、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの協働サー
ビングセル内の各ＵＥに対して利用できる場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス
内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの前記協働サービングセル内の複数の未割当ＵＥに
繰り返し割り当て、
　前記ＵＥの前記協働サービングセルが、前記ＵＥのＣｏＭＰ　ＲＰセットに属するセル
であり、前記ＵＥのホームセルとは異なり、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの協働サー
ビングセル内の各ＵＥに対して利用できない場合に、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス
及びＣＳを前記リストの次の最上位ＵＥに割り当て、
　前記次の最上位ＵＥが前記リストにある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有し、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なる巡回シフト（ＣＳ）が利用できる場
合に、前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥ
のホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当て、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記異な
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るＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥの前記協働サー
ブドセル内の前記複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てる、請求項１から５の何れか一項
に記載のＤＭ－ＲＳシーケンス割当装置。
【請求項７】
　前記ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールがさらに、
　前記リストから、前記リストにある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有する次の
最上位ＵＥを選択し、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳをＣｏＭＰセット内の各残り
の未割当ＵＥに対して利用できかつ前記次の最上位ＵＥが前記次の最上位ＵＥのＣｏＭＰ
　ＲＰセット内に少なくとも２つのセルを有する場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシー
ケンス内の前記異なるＣＳを前記ＣｏＭＰセット内の複数の残りの未割当ＵＥに繰り返し
割り当て、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳが前記ＣｏＭＰセット内の各
残りの未割当ＵＥに利用できない場合かつ前記次の最上位ＵＥが前記次の最上位ＵＥのＣ
ｏＭＰ　ＲＰセット内に少なくとも２つのセルを有する場合に、異なるＤＭ－ＲＳベース
シーケンス及びＣＳを前記次の最上位ＵＥに割り当て、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記異な
るＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを、次の最上位ＵＥのホームセル内、
次の最上位ＵＥの協働サーブドセル内、次いで次の最上位ＵＥの協働サービングセル内の
前記複数の残りの未割当ＵＥに繰り返し割り当てる、請求項１から６の何れか一項に記載
のＤＭ－ＲＳシーケンス割当装置。
【請求項８】
　前記ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールがさらに、
　前記リストから、前記リストにある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有する次の
最上位ＵＥを選択し、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳをホームセル内の各未割当Ｕ
Ｅに利用でき、かつ、前記次の最上位ＵＥが前記次の最上位ＵＥのＣｏＭＰ　ＲＰセット
内にただ１つのセルを有する又は前記次の最上位ＵＥがＵＬ　ＣｏＭＰ用に構成されてい
ない場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位
ＵＥの前記ホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当て、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥの前記
ホームセル内の各未割当ＵＥに利用できない場合に、新規ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及
びＣＳを前記次の最上位ＵＥに割り当て、
　前記新規ＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できるときに、前記新規Ｄ
Ｍ－ＲＳベースシーケンスの前記異なるＣＳを次の最上位ＵＥのホームセル内、次の最上
位ＵＥの協働サーブドセル内、次いで次の最上位ＵＥの協働サービングセル内の複数の前
記残りの未割当ＵＥに繰り返し割り当てる、請求項１から６の何れか一項に記載のＤＭ－
ＲＳシーケンス割当装置。
【請求項９】
　前記ＵＥが、無線ローカリエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネ
ットワーク（ＷＰＡＮ）、及び無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）のうちの少なくとも１
つに接続するように構成され、
　前記ＵＥが、アンテナ、タッチ感応ディスプレイ画面、スピーカ、マイクロホン、グラ
フィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、不揮発性メモリポー
ト、又はこれらの組み合わせを含む、請求項１から８の何れか一項に記載のＤＭ－ＲＳシ
ーケンス割当装置。
【請求項１０】
　前記ＤＭ－ＲＳシーケンス割当装置が、進化型パケットコア（ＥＰＣ）又はノードに含
められ、
　前記ノードが、基地局（ＢＳ）、ＮｏｄｅＢ（ＮＢ）、進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、
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ベースバンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）
、遠隔無線ユニット（ＲＲＵ）、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、請
求項１から９の何れか一項に記載のＤＭ－ＲＳシーケンス割当装置。
【請求項１１】
　アップリンク（ＵＬ）多地点協調（ＣｏＭＰ）を支援するために復調基準信号（ＤＭ－
ＲＳ）シーケンスのユーザ端末（ＵＥ）固有の割当てを行う方法をコンピュータに実施さ
せるプログラムであって、前記方法が、
　ＣｏＭＰセット内の複数のＵＥの各ＵＥに対する受信点（ＲＰ）リンクの数に従って前
記複数のＵＥをソートしてリストにすること、
　ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及び巡回シフト（ＣＳ）を、最多数のＲＰリンクを有する
前記リストの最上位ＵＥに割り当てること、
　前記ＤＭ－ＲＳベースシーケンスがそれぞれ、複数のＣＳを含み、同じＤＭ－ＲＳベー
スシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス
内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥと同じセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当
てること、及び、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを、前記最上位ＵＥの協働サ
ーブドセル内の各ＵＥに利用できる場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前
記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの前記協働サーブドセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し
割り当てること、を含み、
　前記最上位ＵＥの前記協働サーブドセルが、前記最上位ＵＥのホームセルによって協働
サーブされるスケジュール済みＵＥを有する前記ＣｏＭＰセット内のセルである、プログ
ラム。
【請求項１２】
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの前記協働
サーブドセル内の各ＵＥに対して利用できない場合に、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケン
ス及びＣＳを前記リストの次の最上位ＵＥに割り当てること、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なる巡回シフト（ＣＳ）が利用できると
場合に、前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位Ｕ
Ｅのホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てること、及び、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記異な
るＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥの前記協働サー
ブドセル内の前記複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てること、をさらに含み、
　前記次の最上位ＵＥが前記リストにある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有し、
　前記次の最上位ＵＥの協働サーブドセルが、前記次の最上位ＵＥの前記ホームセルによ
って協働サーブされるスケジュール済みＵＥを有する前記ＣｏＭＰセット内のセルである
、請求項１１に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記複数の未割当ＵＥに繰
り返し割り当てることが、各ＵＥから当該ＵＥの対応するホームセルへの長期チャネル電
力利得又は実質的に同等の測定基準の降順に基づく、請求項１１または１２に記載のプロ
グラム。
【請求項１４】
　前記ＣｏＭＰセット用にＮ個のＤＭ－ＲＳベースシーケンスからなるセットを確保する
ことをさらに含み、
　前記Ｎが、少なくとも、前記ＣｏＭＰセット内の協調スケジュール済みＵＥの最大数を
各ＤＭ－ＲＳベースシーケンスに利用できるＣＳの数で除した値以上である整数を表し、
　前記Ｎ個のＤＭ－ＲＳベースシーケンスからなる前記セットが、前記ＣｏＭＰセット内
の前記セルの物理セル識別子（ＰＣＩ）によって生成された前記ＤＭ－ＲＳベースシーケ
ンスを含む、請求項１１から１３の何れか一項に記載のプログラム。
【請求項１５】
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　前記ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及び前記ＣＳがＵＥに割り当てられたときに、前記リ
ストから前記ＵＥを除去することをさらに含む、請求項１１から１４の何れか一項に記載
のプログラム。
【請求項１６】
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの協働サー
ビングセル内の各ＵＥに対して利用できない場合に、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス
及びＣＳを前記リストの次の最上位ＵＥに割り当てること、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なる巡回シフト（ＣＳ）が利用できる場
合に、前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥ
のホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てること、及び、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記異な
るＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥの前記協働サー
ブドセル内の前記複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てることをさらに含み、
　前記ＵＥの前記協働サービングセルが、前記ＵＥのＣｏＭＰセットに属するセルであり
且つ前記ＵＥのホームセルとは異なり、前記次の最上位ＵＥが、前記リストにある残りの
ＵＥからの最多数のＲＰリンクを有し、
　前記次の最上位ＵＥの協働サーブドセルが、前記次の最上位ＵＥの前記ホームセルによ
って協働サーブされるスケジュール済みＵＥを有する前記ＣｏＭＰセット内のセルである
、請求項１１から１５の何れか一項に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの協働サー
ビングセル内の各ＵＥに対して利用できる場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス
内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの前記協働サービングセル内の複数の未割当ＵＥに
繰り返し割り当てることをさらに含み、
　前記ＵＥの前記協働サービングセルが、前記ＵＥのＣｏＭＰ　ＲＰセットに属するセル
であり、前記ＵＥのホームセルとは異なる、請求項１１から１５の何れか一項に記載のプ
ログラム。
【請求項１８】
　前記リストから、前記リストにある残りのＵＥから最多数のＲＰリンクを有する次の最
上位ＵＥを選択すること、及び、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳをＣｏＭＰセット内の各残り
の未割当ＵＥに対して利用でき且つ前記次の最上位ＵＥが前記次の最上位ＵＥのＣｏＭＰ
　ＲＰセット内に少なくとも２つのセルを有する場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシー
ケンス内の前記異なるＣＳを前記ＣｏＭＰセット内の複数の残りの未割当ＵＥに繰り返し
割り当てることをさらに含む、請求項１７に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記リストから、前記リストにある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有する次の
最上位ＵＥを選択すること、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳをＣｏＭＰセット内の各残り
の未割当ＵＥに対して利用できない且つ前記次の最上位ＵＥが前記次の最上位ＵＥのＣｏ
ＭＰ　ＲＰセット内に少なくとも２つのセルを有する場合に、異なるＤＭ－ＲＳベースシ
ーケンス及びＣＳを前記次の最上位ＵＥに割り当てること、及び、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記異な
るＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを、次の最上位ＵＥのホームセル内、
次の最上位ＵＥの協働サーブドセル内、次いで次の最上位ＵＥの協働サービングセル内の
複数の前記残りの未割当ＵＥに、繰り返し割り当てることをさらに含む、請求項１７に記
載のプログラム。
【請求項２０】
　前記リストから、前記リストにある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有する次の
最上位ＵＥを選択すること、及び、
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　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳをホームセル内の各未割当Ｕ
Ｅに対して利用でき、かつ、前記次の最上位ＵＥが前記次の最上位ＵＥのＣｏＭＰ　ＲＰ
セット内にただ１つのセルを有する又は前記次の最上位ＵＥがＵＬ　ＣｏＭＰ用に構成さ
れていない場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の
最上位ＵＥのホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てることをさらに含む、
請求項１７に記載のプログラム。
【請求項２１】
　前記リストから、前記リストにある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有する次の
最上位ＵＥを選択すること、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥの前記
ホームセル内の各未割当ＵＥに対して利用できない場合に、新規ＤＭ－ＲＳベースシーケ
ンス及びＣＳを前記次の最上位ＵＥに割り当てること、及び、
　前記新規ＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記新規Ｄ
Ｍ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを、次の最上位ＵＥのホームセル内、次の
最上位ＵＥの協働サーブドセル内、次いで次の最上位ＵＥの協働サービングセル内の複数
の前記残りの未割当ＵＥに繰り返し割り当てることをさらに含み、
　前記次の最上位ＵＥが前記次の最上位ＵＥのＣｏＭＰセット内にただ１つのセルを有す
る、又は、前記次の最上位ＵＥがＵＬ　ＣｏＭＰ用に構成されない、請求項１７に記載の
プログラム。
【請求項２２】
　前記ＤＭ－ＲＳベースシーケンスが、仮想セル識別子（ＶＣＩＤ）に基づいて決定され
る、請求項１１から２１の何れか一項に記載のプログラム。
【請求項２３】
　前記ＤＭ－ＲＳベースシーケンスそれぞれに対するＣＳの数が、アップリンクに関連し
たダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットのＣＳ選択を示すために使用される特定
のビット数によって決定される数以下である、請求項１１から２２の何れか一項に記載の
プログラム。
【請求項２４】
　前記ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及び前記ＣＳを、前記ＣｏＭＰセット内の特定のＵＥ
用の物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）又は物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）に適用することをさらに含む、請求項１１に記載のプログラム。
【請求項２５】
　アップリンク（ＵＬ）多地点協調（ＣｏＭＰ）を支援するために復調基準信号（ＤＭ－
ＲＳ）シーケンスのユーザ端末（ＵＥ）固有の割当てを行う方法であって、
　ＣｏＭＰセット内のアップリンク伝送のためにスケジュールされる複数のＵＥの各ＵＥ
に対する受信点（ＲＰ）リンクの数を決定すること、
　前記ＣｏＭＰセット内の前記複数のＵＥの各ＵＥに対する前記受信点（ＲＰ）リンクの
数に従って前記複数のＵＥをソートしてリストにすること、
　ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及び巡回シフト（ＣＳ）を、最多数のＲＰリンクを有する
前記リストの最上位ＵＥに割り当てること、
　前記ＤＭ－ＲＳベースシーケンスがそれぞれ複数のＣＳを含み、同じＤＭ－ＲＳベース
シーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内
の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥと同じセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当て
ること、及び、
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの協働サー
ブドセル内の各ＵＥに対して利用できる場合に、前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内
の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの前記協働サーブドセル内の複数の未割当ＵＥに繰り
返し割り当てること、を含み、
　前記最上位ＵＥの前記協働サーブドセルが、前記最上位ＵＥのホームセルによって協働
サーブされるスケジュール済みＵＥを有する前記ＣｏＭＰセット内のセルである、方法。
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【請求項２６】
　前記同じＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記最上位ＵＥの前記協働
サーブドセル内の各ＵＥに対して利用できない場合に、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケン
ス及びＣＳを、前記リストにある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有する前記リス
トの次の最上位ＵＥに割り当てること、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なる巡回シフト（ＣＳ）が利用できる場
合に、前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥ
のホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てること、及び、
　前記異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の異なるＣＳが利用できる場合に、前記異な
るＤＭ－ＲＳベースシーケンス内の前記異なるＣＳを前記次の最上位ＵＥの前記協働サー
ブドセル内の前記複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てること、をさらに含み、
　前記次の最上位ＵＥの協働サーブドセルが、前記次の最上位ＵＥの前記ホームセルによ
って協働サーブされるスケジュール済みＵＥを有する前記ＣｏＭＰセット内のセルである
、請求項２５に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　無線移動通信技術は、ノード（例えば送信局）と無線装置との間でデータを伝送するた
めに様々な規格及びプロトコルを使用している。いくつかの無線装置は、ダウンリンク（
ＤＬ）伝送に直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）を用いて、アップリンク（ＵＬ
）伝送に単一キャリア周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を用いて通信する。信
号伝送にＯＦＤＭ及びＳＣ－ＦＤＭＡ変調を用いる規格及びプロトコルとしては、第三世
代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）
、ＷｉＭＡＸ（マイクロ波アクセスのための世界的相互運用性）として業界団体に一般に
知られている電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６規格（例えば、８０２．１６
ｅ、８０２．１６ｍ）、及びＷｉＦｉとして業界団体に一般に知られているＩＥＥＥ８０
２．１１規格がある。
【０００２】
　３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ＬＴＥシステムでは、ノードは、Ｅｖｏ
ｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ＮｏｄｅＢ（一般に進化型ＮｏｄｅＢ、拡張Ｎｏｄｅ
Ｂ、ｅＮｏｄｅＢ、又はｅＮＢでも表される）と、ユーザ端末（ＵＥ）として知られてい
る無線装置（例えば、移動装置）と通信する無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）と
、を組み合わせたものとすることができる。ダウンリンク（ＤＬ）伝送は、ノード局（又
はｅＮｏｄｅＢ）から無線装置（又はＵＥ）への通信とすることができ、アップリンク（
ＵＬ）伝送は、無線装置からノードへの通信とすることができる。
【０００３】
　同種ネットワーク（ＨｏｍＮｅｔ）では、ノードは、マクロノードとも呼ばれ、セル内
の無線装置に基本的な無線カバレッジを提供することができる。セルは、無線装置がマク
ロノードと通信するように動作可能な範囲とすることができる。異種ネットワーク（Ｈｅ
ｔＮｅｔ）は、無線装置の使用量及び機能性の増大によりマクロノードにかかる増大した
トラフィックロードを処理するために使用される。ＨｅｔＮｅｔは、マクロノードのカバ
レッジエリア（セル）内にあまり計画されていない態様で、あるいは全く協調しない態様
で展開されうるより低い電力のノード（マイクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、
又はホームｅＮＢ［ＨｅＮＢ］）のレイヤでオーバーレイされた計画された高電力マクロ
ノード（又はマクロｅＮＢ）のレイヤを含むことができる。より低い電力のノード（ＬＰ
Ｎ）は、一般に「低電力ノード」と称されることがある。マクロノードは基本的なカバレ
ッジに使用することができ、低電力ノードは、ホットゾーン内又はマクロノードのカバレ
ッジエリア間の境界の容量を改善するとともに、建築構造物が信号伝送を妨げる屋内カバ
レッジを改善するために、カバレッジホールを満たすように使用することができる。セル
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間干渉調整（ＩＣＩＣ）又は拡張ＩＣＩＣ（ｅＩＣＩＣ）は、ＨｅｔＮｅｔ内のマクロノ
ードや低電力ノードなどのノード間の干渉を低減するためにリソース調整に使用されうる
。
【０００４】
　多地点協調（ＣｏＭＰ）システムが、同種ネットワークとＨｅｔＮｅｔの両方の中の隣
接するノードからの干渉を低減するために使用されてもよい。多地点協調（ＣｏＭＰ）シ
ステムでは、ノードは、協働ノード（ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｎｏｄｅｓ）と称され、
ノードが複数のセルから信号を無線装置に送信するとともに、無線装置から信号を受信す
ることができる他のノードと共にグループ化することもできる。協働ノードは、同種ネッ
トワーク内のノード又はマクロノード及び／又はＨｅｔＮｅｔ内のより低い電力のノード
（ＬＰＮ）とすることができる。ＣｏＭＰ動作は、ダウンリンク伝送及びアップリンク伝
送に適用することができる。ダウンリンクＣｏＭＰ動作は、２つのカテゴリに分類される
、すなわち、協調スケジューリング又は協調ビームフォーミング（ＣＳ／ＣＢ又はＣＳ／
ＣＢＦ）と、ジョイントプロセシング又はジョイント送信（ＪＰ／ＪＴ）と、に分類され
る。ＣＳ／ＣＢを用いると、所与のサブフレームを１つのセルから所与の無線装置（例え
ば、ＵＥ）に伝送することができ、スケジューリングは、協調ビームフォーミングを含め
て、異なる伝送間の干渉を制御及び／又は低減するためにセル間で動的に協調する。ジョ
イントプロセシングでは、複数のセルが無線装置（例えば、ＵＥ）に対してジョイント送
信を行うことができ、複数のノードが、同じ時間及び周波数の無線リソース及び／又は動
的セル選択を用いて同時に送信する。アップリンクＣｏＭＰ動作は、２つのカテゴリに分
けられる、すなわち、ジョイント受信（ＪＲ）と協調スケジューリング及びビームフォー
ミング（ＣＳ／ＣＢ）とに分けられる。ＪＲを用いると、無線装置（例えばＵＥ）によっ
て送信された物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を時間フレームでの多点で協
調受信することができる。多点のセットはＣｏＭＰ受信点（ＲＰ）セットを構成すること
ができ、ＵＬ　ＣｏＭＰ協働セットの一部又はＵＬ　ＣｏＭＰ協働セット全体に含めるこ
とができる。ＪＲは、受信信号の品質を改善するために使用することができる。ＣＳ／Ｃ
Ｂでは、ユーザスケジューリング及びプリコーディング選択決定が、ＵＬ　ＣｏＭＰ協働
セットに対応する点の間の協調で下されうる。ＣＳ／ＣＢを用いると、ＵＥによって送信
されたＰＵＳＣＨを１点で受信することができる。
【０００５】
　本開示の特徴及び利点は、例として本開示の特徴を一緒に示している添付図面に関連し
てなされる下記の詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】一実施例によるアップリンク（ＵＬ）ジョイント受信（ＪＲ）多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）を用いた、マクロノード、低電力ノード（ＬＰＮ）及び無線装置を有する異種ネッ
トワーク（ＨｅｔＮｅｔ）の図である。
【図２】一実施例によるアップリンク（ＵＬ）多地点協調（ＣｏＭＰ）を支援するために
復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）シーケンスのユーザ端末（ＵＥ）固有の割当てを行うための
流れ図である。
【図３】一実施例によるアップリンク無線フレームのリソースのブロック図である。
【図４】一実施例によるアップリンク（ＵＬ）多地点協調（ＣｏＭＰ）を支援するために
復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）シーケンスのユーザ端末（ＵＥ）固有の割当てを行う方法の
流れ図である。
【図５】一実施例によるノード及び無線装置のブロック図である。
【図６】一実施例による無線装置の図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　次に、図示の例示的な実施形態を参照し、それらの実施形態を説明するために特定の用
語が本明細書に使用される。しかしながら、それによって本発明の範囲が限定されるもの
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ではないないことが理解されよう。
【０００８】
　本発明を開示し説明する前に、本発明は、本明細書において開示される特定の構造、プ
ロセスステップ、又は材料に限定されるものではなく、当業者なら認識されるようにそれ
らの同等物に及ぶことを理解すべきである。本明細書で用いられている用語は、特定の実
施例だけを説明するために使用され、限定するものではないことも理解されるべきである
。異なる図面内の同じ参照番号は同じ要素を表す。流れ図及びプロセスに与えられている
数字は、ステップ及び動作を説明するのを明瞭にするために提供され、必ずしも特定の順
序又はシーケンスを示すものではない。
【０００９】
（例示的な実施形態）　最初に技術実施形態の概要が以下に提供され、次いで特定の技術
実施形態が後でさらに詳細に説明される。この最初の概要は、読者が技術をより迅速に理
解するのを助けるためのものであるが、技術の重要な特徴又は本質的な特徴を特定するた
めのものではなく、特許請求された主題の範囲を限定するためのものでもない。
【００１０】
　アップリンク（ＵＬ）ジョイント受信（ＪＲ）多地点協調（ＣｏＭＰ）では、無線媒体
のブロードキャスト性を利用することにより、非ＣｏＭＰ動作に比べて顕著な性能向上を
達成することができる。しかしながら、各協働リンクは、各協働リンクの経路損失がサー
ビングリンクより大きくなりうるので、サービングセルへのリンクより低い信号品質を有
する可能性がある。したがって、ＣｏＭＰセットの（複数の）協働レシーバへの追加の（
複数の）リンクのチャネル推定（ＣＥ）品質は、協働により顕著な向上を得るために有益
となりうる。例えば、協働セルｋへのリンクのＣＥ性能は、隣接セル内の他の無線装置（
例えば、ＵＥ）からのアップリンク復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）伝送を除けば、協働セル
ｋ内でサーブされる１つ又は複数の無線装置（例えば、ＵＥ）のＤＭ－ＲＳ伝送によって
深刻な影響を受ける可能性がある。本明細書では、ＵＥは単一のＵＥ又は複数のＵＥを指
すことができる。したがって、ＵＬ　ＣｏＭＰからのさらなる利点が、ＣｏＭＰセット内
の異なるセルに属する無線装置からのＤＭ－ＲＳ伝送間のより良い直交性により、又は、
エリア分割利得のより良い実現により達成されうる（例えば、以下で説明するＣｏＭＰシ
ナリオ４において）。本明細書では、ＣｏＭＰセットはＵＬ　ＣｏＭＰ協働セットを指す
ことができる。
【００１１】
　ＵＬ　ＣｏＭＰ協働セットは、無線装置（例えば、ＵＥ）からのデータ受信を対象とす
ることができる点セットを含むことができる。ＵＬ　ＣｏＭＰ協働セットは、無線装置か
らのサウンディング基準信号（ＳＲＳ）伝送（例えば、周期的ＳＲＳ伝送）に基づいてス
ケジューリングするためのチャネル推定（ＣＥ）を行う点セットを含むことができる。点
セットは、ＣｏＭＰリソース管理（ＣＲＭ）セットに対する無線装置のフィードバックに
基づくノード（例えばｅＮＢ）によって、又は複数点における（例えば、受信点）ＵＬ内
のＳＲＳ伝送に基づく測定によって決定することができる。ＣＲＭセットは、定義されて
いれば、ＣＳＩ－ＲＳベースの受信信号測定がそのために無線装置によって行われ報告さ
れうるチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）リソースのセットを含むことができる
。このような長期測定結果は、すぐ近くの点に関する情報を伝達してＵＬ　ＣｏＭＰ協働
セットを決定する際にノード（又はコアネットワーク）を支援するために、無線装置によ
って報告されうる。ＳＲＳ伝送は、ネットワークが潜在ＲＰでＵＬ信号品質を測定するこ
とができるように構成することができる。測定情報は、ＵＬ　ＣｏＭＰ協働セットのＵＬ
信号品質を決定するために使用される場合があり、その場合、ＣＲＭセットは、特に無線
装置に対して定義されない又は信号で送られない場合がある。ＣｏＭＰシグナリングフレ
ームワーク内で、ＵＬ　ＣｏＭＰ協働セットはＵＥ固有と見なすことができ、無線リソー
ス制御（ＲＲＣ）又は媒体アクセス制御（ＭＡＣ）シグナリングによって半静的に又は動
的に設定又は変更されてもよい。
【００１２】
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　ＣｏＭＰ受信点（ＲＰ）セットは、無線装置（例えば、ＵＥ）からデータを能動的に受
信する点セットとすることができる。ＣｏＭＰ　ＲＰセットは、ＵＬ　ＣｏＭＰ協働セッ
トのサブセットとすることができる。ＪＲでは、ＣｏＭＰ　ＲＰセットは、ＵＬ　ＣｏＭ
Ｐ協働セットからの多点を含むことができる。ＣｏＭＰ　ＲＰセットの構成は、ノード（
例えば、ｅＮＢ）でのＵＬスケジューリング決定に応じてサブフレームの時間尺度によっ
て異なることがある。ＵＬ　ＣｏＭＰ協働セットと同様に、ＣｏＭＰ　ＲＰセットはＵＥ
固有と見なすことができる。
【００１３】
　ＵＬ　ＤＭ－ＲＳシーケンスを多地点協調（ＣｏＭＰ）セット内の無線装置に効率的に
割り当てると、ＣｏＭＰセット内の異なるセルに属する無線装置からのＤＭ－ＲＳ伝送間
の直交性を改善するか、又はより高いエリア分割利得をもたらすことができる（例えば、
下記のＣｏＭＰシナリオ４において）。ＵＬ　ＤＭ－ＲＳシーケンスは、種々のＵＬ　Ｄ
Ｍ－ＲＳパラメータ（例えば、シーケンス初期化シード、ベースシーケンス、巡回シフト
（ＣＳ）、又は直交カバーコード（ＯＣＣ）に関する情報）を選択することによって割り
当てることができる。本明細書では、ＣＳは、単一のＣＳ又は複数のＣＳを指すことがで
きる。ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの割当てはセル固有とすることができ、その場合、セ
ル内のＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされるマルチユーザマルチ入力マルチ出
力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）無線装置に同じベースシーケンス及び異なる巡回シフト（ＣＳ）を
割り当てられて、セル内の無線装置からの同時ＤＭ－ＲＳ伝送間に直交性を提供すること
ができる。異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスが隣接セルに割り当てられたときに、ＵＬ
　ＣｏＭＰシステム内のセル間無線装置からのＤＭ－ＲＳ伝送間に低相関（例えば、より
大きい干渉又はより小さい直交性）が生じる可能性がある。異なるベースシーケンスを有
する無線装置は、同じベースシーケンス及び異なるＣＳを有する無線装置より小さい直交
性（例えば、大きい干渉）を有する可能性がある。しかしながら、マクロセル及びマクロ
セルカバレッジエリア内のＬＰＮが共通物理セルＩＤ（ＰＣＩ）を共有することができる
、ＣｏＭＰシナリオ４におけるようないくつかの展開では、ＣＥ性能の向上が、エリア分
割利得を利用すること、及び、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスを互いに幾何学的に分
離されうるノードに関連するＵＥに割り当てることにより干渉平均化を改善することによ
って達成されうる。
【００１４】
　系統的なＵＥ固有のＤＭ－ＲＳシーケンス割当方法により異なるＣＳを有する同じベー
スシーケンスを無線装置用の協働セルに割り当てることにより、同じセル内のサービング
リンクの良好なＣＥ性能を維持しながら、協働リンクのＣＥ品質の顕著な改善が達成され
る（すなわち、１つのセル内の無線装置からＣｏＭＰセット内の別の協働セルまでのチャ
ネル）。
【００１５】
　図１は、マクロノード３１０と複数の低電力ノード（ＬＰＮ）３２０、３２２、３２４
及び３２６とを有する異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）を示している。マクロノードは
、Ｘ２インタフェース又は光ファイバ接続を用いて帰路リンク３１６を介して各ＬＰＮに
接続することができる。図１は、ＬＰＮ（例えば、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ））がマクロ
ノード（例えば、ｅＮＢ）とは異なるセル識別子（ＩＤ）を有しているシナリオ３のＣｏ
ＭＰ構成、又は、ＬＰＮがマクロノードと同じセルＩＤ（例えば、ＣＩＤ）を有している
シナリオ４のＣｏＭＰ構成を示している。「セル」という用語は本明細書で使用されうる
が、セルは、ＣｏＭＰセットがマクロノード及び同じセルＩＤを共有する複数のＬＰＮ（
例えば、無線装置の観点から同じ物理レイヤセル識別情報又は物理セル識別情報（ＰＣＩ
）
【数１】

　）を含みうるＣｏＭＰシナリオ４のようなシナリオに適用することもできる。本明細書
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では、「セル」は、「点」（例えば、受信点）又は「ノード」を指すことができ、「ホー
ムセル」は、「アップリンク関連点」（例えば、無線装置が、無線装置のダウンリンク関
連点とは異なるＵＬ伝送用の点に関連することができる）を指すことができる。一実施例
では、ＵＬ　ＣｏＭＰ協働セットはＤＬ　ＣｏＭＰ協働セットとは異なることがある。
【００１６】
　図１では、第１の無線装置３３０は、ネットワーク内のセル（例えば、ノード）に関連
して説明されうる。例えば、ＣｏＭＰセットは、４つのセル３１０、３２０、３２２及び
３２４（例えばノード）を含むことができる。第１の無線装置３３０は、ホームセル３２
０（例えば、ホームノード）へのホームリンク３４０と協働サーブドセル３２２（例えば
、協働サーブドノード）への協働リンク３４２と協働サーブドセル３１０（例えば、協働
サーブドノード）への協働リンク３４４とを含む３本の受信点リンクを有することができ
る。一実施例では、ホームセルへのリンクは最強の信号電力を供給することができる。第
２の無線装置３３８は、第１の無線装置のホームセル３２０へのホームリンク３４８を有
することができる。ホームセルは、協働サーブドセル３２２内の他の無線装置３３２（例
えば、第３の無線装置）へのリンク３５２（例えば、スケジュール済み無線装置用）を提
供するとともに、協働サーブドセル３２４（例えば、協働サーブドノード）内の他の無線
装置３３４（例えば、第４の無線装置）へのリンクを提供することもできる。無線装置（
例えば、第１の無線装置）の協働サーブドセルは、無線装置（例えば、第１の無線装置）
のホームセルによって協働サーブされるスケジュール済み無線装置（例えば、第３の無線
装置）を有するＣｏＭＰセット内のセル（例えば、ノード３２２及び３２４）を含むこと
ができる。無線装置（例えば、第１の無線装置３３０）の協働サービングセルは、無線装
置（例えば、第１の無線装置）のＣｏＭＰ　ＲＰセットに属するセル（例えば、ノード３
１０及び３２２）を含むことができ、協働サービングセルは無線装置のホームセル（例え
ば、ノード３２０）とは異なることができる。ネットワーク内のセル（例えば、ノード３
２６）は、第１の無線装置のＣｏＭＰ　ＲＰセット内になくてもよい。
【００１７】
　第３の無線装置３３２の観点から、第３の無線装置は、ホームセル３２２（例えば、ホ
ームノード）へのホームリンク３５０と協働サービングセル３２０（例えば、協働サービ
ングノード）への協働リンク３５２とを含む２本の受信点リンクを有することができる。
第５の無線装置３２８は、第３の無線装置のホームセル３２２へのホームリンク３５８を
有することができる。第４の無線装置３３４は、第４の無線装置の観点から、第４の無線
装置のホームセル３２４へのホームリンク３６０と協働サービングセル３２０への協働リ
ンク３６２とを有することができる。別の実施例では、セル（例えば、ノード３２６）へ
のホームリンク３７０を有する第６の無線装置３３６は、第６の無線装置のＣｏＭＰ　Ｒ
Ｐセット内の１つのセル（例えば、ノード３２６）を含むことができ、あるいは無線装置
３３６はＵＬ　ＣｏＭＰ用に構成されていなくてもよい。
【００１８】
　ＵＥ固有のＤＭ－ＲＳシーケンス割当に再び言及すると、異なるＣＳを有する同じベー
スシーケンスを協働セルに割り当てるためにネットワーク用のベースシーケンス計画を実
施することができる。ＵＥ固有のＤＭ－ＲＳシーケンス割当の場合、ネットワーク内の各
セル用に単一ベースシーケンスを確保する代わりに、各ＣｏＭＰセット用にＮ個のベース
シーケンスからなるセットを確保することができる。Ｎの値は、ＣｏＭＰセットの各セル
内に考慮されるＭＵ－ＭＩＭＯ無線装置（例えば、ＵＥ）の最大数と各ベースシーケンス
に利用できるＣＳの総数との和に依存することができる。例えば、各セル内のスケジュー
ルされている最大２つのＵＥと各ベースシーケンスに利用できる最大８つのＣＳとを考え
てみる。したがって、ＣｏＭＰセットが、ＨｅｔＮｅｔ（例えば、最大１０個のＵＥ）に
対して１つのマクロセル及び４つの低電力ノード（ＬＰＮ）を含むように定義された実施
例では、ＣｏＭＰセット当たりＮが２に等しいとすることができる数（例えば、Ｎ＝２）
のベースシーケンス（すなわち、ＣｏＭＰセット内の１０個のＵＥに対して、２個のベー
スシーケンス×各ベースシーケンスに利用できる８個のＣＳ＝１６個の利用できるシーケ
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ンス）を確保することができ、それにより、この実施例によって示されているように、単
一マクロセルカバレッジエリアに対応することができる。ベースシーケンスの数は下記式
によって決定することができる。すなわち、ベースシーケンスの数×各ベースシーケンス
に利用できるＣＳの数≧ネットワークエリア内の無線装置の数、で決定することができる
。利用できるＣＳの数は、最小ＣＳ間隔及びベースシーケンスの長さに基づいて異なるこ
とができる。
【００１９】
　図２は、ＵＥ固有の復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）シーケンスを割り当てるプロセスを示
し、このプロセスは、ベースシーケンス及びＣＳをネットワーク及び／又はＣｏＭＰセッ
ト内の各無線装置（例えば、ＵＥ）に割り当てることを含むことができる。ＣｏＭＰセッ
ト情報から、各ＣｏＭＰセットＵＥに対する受信点（ＲＰ）リンクの数を決定することが
できる２０２。ＣｏＭＰセット内のＵＥを受信点（ＲＰ）へのリンクの数に従って降順に
ソートしてリスト（例えば、ＲＰリンクリスト）にすることができる２０４。ＲＰリンク
リストから最上位の未割当ＵＥ（例えば、次の最上位の未割当ＵＥ）を選択することがで
きる２０６。未割当ＵＥは、ベースシーケンス及び／又はＣＳ割当なしのＵＥとすること
ができる。別の実施例（図示せず）では、ＣｏＭＰセット内のＵＥをＲＰリンクの数に従
って昇順にソートしてリストにすることができ、そのリストから最下位の未割当ＵＥを選
択することができる。
【００２０】
　図２を再び参照すると、ベースシーケンス（ＣｏＭＰセット用に確保されたベースシー
ケンスのプールから）及びＣＳを選択済み未割当ＵＥに割り当てることができる２０８。
次いで、同じセル（例えば、ステップ２０８でベースシーケンス及びＣＳを割り当てられ
たＵＥのホームセル）内の残りの未割当ＵＥを長期チャネル電力利得（ＵＥ又はＳＲＳ測
定結果からのＲＳＲＰタイプのフィードバック）の降順に基づいてソートしてリスト（例
えば、電力利得リスト）にすることができる（図２には示されていないステップ）。電力
利得リストは、セルごとに作りかつ使用することができる（例えば、協働サーブされる、
特定のホームセル内のＵＥ、あるいは協働サービングセルをＣｏＭＰセット全体にわたる
グローバルな電力利得リストとは対照的に特定セル内の相対チャネル電力利得に基づいて
ソートすることができる）。ホームセル内の電力利得リストから最上位の未割当ＵＥを選
択することができ（図２には示されていないステップ）、その場合、最上位の未割当ＵＥ
は最大長期チャネル電力利得を有するＵＥである。次に、同じセル内に未割当ＵＥが存在
する場合、同じセル内の未割当ＵＥを決定することができる２１０（すなわち、電力利得
リスト内に未割当ＵＥがある場合）。別の実施例では、同じセル内の残りの未割当ＵＥを
チャネル経路損失値の昇順に基づいて（例えば、ＵＥ又はＳＲＳ測定結果からのＲＳＲＰ
タイプのフィードバックに基づいて）ソートして第２のリスト（例えば、電力利得リスト
）にすることができる。ホームセル内の電力利得リストから最上位の未割当ＵＥを選択す
ることができ、その場合、最上位の未割当ＵＥは最小チャネル経路損失値を有するＵＥで
ある。
【００２１】
　ステップ２０８で割り当てられたＵＥのホームセル内の電力利得リスト内に次の未割当
ＵＥが存在する場合、同じベースシーケンス及び異なる巡回シフト（ＣＳ）を、ステップ
２０８でベースシーケンス及びＣＳを割り当てられたＵＥのホームセル（例えば、同じセ
ル）内の次の未割当ＵＥに割り当てることができる２１２。別のＣＳが利用できる場合２
１４、ホームセルＵＥが割り当てられるまで、同じセル（例えば、ホームセル）内の電力
利得リスト内の次の未割当ＵＥ２１０に、ステップ２０８でベースシーケンス及びＣＳを
割り当てられたＵＥと同じベースシーケンス及び異なるＣＳ２１２をチャネル電力の降順
に割り当てることができる。別のＣＳが利用できない場合２１４、ホームセル内の次の未
割当ＵＥに新規の（例えば、異なる）ベースシーケンス及びＣＳを割り当てることができ
る２０８。
【００２２】
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　ステップ２０８でＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳを割り当てられたＲＰリストの
最上位ＵＥ用の協働サーブドセルを選択することができる。この選択は、最上位ＵＥ用の
複数のかかる協働サーブドセルが存在する（例えば、協働サーブドセルが各協働サーブド
セル内の未割当ＵＥの昇順に選択されうる）ときに、特定の基準に従うことができる。選
択された協働サーブドセル内の未割当ＵＥがステップ２０８で割り当てられたＵＥ内に存
在する場合２１６、協働サーブドセル内の未割当ＵＥは、同じベースシーケンスで利用で
きるＣＳ（例えば、残されたＣＳ）の数が、ステップ２０８でベースシーケンス及びＣＳ
を割り当てられたＵＥのサービングセル（例えば、ホームセル）によって協働サーブされ
る協働サーブドセル内の未割当ＵＥの数以上であるときに２１８、ＤＭ－ＲＳシーケンス
の割当て用に選択されうる。次いで、協働サーブドセル内のＵＥをソートして電力利得リ
ストにすることができ、電力利得リストから最上位の未割当ＵＥを選択することができる
。選択された未割当ＵＥには、ステップ２０８でベースシーケンス及びＣＳを割り当てら
れたＵＥと同じベースシーケンス及び異なるＣＳを割り当てることができる２１２。別の
ＣＳが利用できる場合２１４、同じセル２１０（例えば、協働サーブドセル）の電力利得
リスト内の次の未割当ＵＥには、協働サーブドセルＵＥが割り当てられるまで、ステップ
２０８でベースシーケンスを割り当てられたＵＥと同じベースシーケンス及び異なるＣＳ
をチャネル電力の降順に割り当てることができる２１２。
【００２３】
　未割当ＵＥが、ステップ２０８で割り当てられたＵＥの選択済み協働サーブドセル内に
存在する場合２１６、ステップ２０８で割り当てられたＵＥ（例えば、最上位ＵＥ）と同
じベースシーケンスで利用できるＣＳの数が協働サーブドセル内の未割当ＵＥの数未満で
あるときに２１８、ＲＰリンクリストから次の最上位の未割当ＵＥに新規の（例えば、異
なる）ベースシーケンス及びＣＳを割り当てることができる２０８。上述したプロセスは
、ホームセルが次の最上位ＵＥのサービングセルである状態で再び繰り返すことができる
。
【００２４】
　ステップ２１６及びステップ２１８を再び参照すると、未割当ＵＥがホームセル内又は
ステップ２０８で割り当てられたＵＥの複数の協働サーブドセル内に存在しない場合（例
えば、すべてのホームセルＵＥ及び協働サーブドセルが割り当てられている場合）、ステ
ップ２０８で割り当てられたＵＥ用の協働サービングセルを選択することができる。この
選択は、最上位ＵＥ用の複数のかかる協働サービングセルが存在する（例えば、協働サー
ビングセルを各協働サービングセル内の未割当ＵＥの昇順に選択することができる）とき
に、特定の基準に従うことができる。未割当ＵＥがステップ２０８で割り当てられたＵＥ
の選択済み協働サービングセル内に存在する場合２２０、同じベースシーケンスで利用で
きるＣＳの数が、ステップ２０８でベースシーケンス及びＣＳを割り当てられたＵＥの協
働サーブドセル内の未割当ＵＥの数以上であるときに２２２、協働サービングセル内の未
割当ＵＥをＤＭ－ＲＳシーケンスの割当てに選択することができる。次いで、協働サービ
ングセル内のＵＥをソートして電力利得リストにすることができ、電力利得リストから最
上位の未割当ＵＥを選択することができる。選択された未割当ＵＥには、ステップ２０８
でベースシーケンス及びＣＳを割り当てられたＵＥと同じベースシーケンス及び異なるＣ
Ｓ２１２を割り当てることができる。別のＣＳが利用できる場合２１４、同じセル２１０
（例えば、協働サービングセル）の電力利得リスト内の次の未割当ＵＥには、協働サービ
ングセル内の未割当ＵＥにＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳを割り当てられるまで、
ステップ２０８でベースシーケンスを割り当てられたＵＥと同じベースシーケンス及び異
なるＣＳをチャネル電力の降順に割り当てることができる２１２。
【００２５】
　未割当ＵＥがホームセル内又はステップ２０８で割り当てられたＵＥの複数の協働サー
ブドセル内に存在しない場合（例えば、すべてのホームセルＵＥ及び協働サーブドセルが
割り当てられている場合）、ステップ２０８で割り当てられたＵＥ（例えば、最上位ＵＥ
）と同じベースシーケンスで利用できるＣＳの数が協働サービングセル内の未割当ＵＥの



(14) JP 5897144 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

数未満であるときに２２２、ＲＰリンクリストから次の最上位の未割当ＵＥに新規の（例
えば、異なる）ベースシーケンス及びＣＳを割り当てることができる２０８。上述したプ
ロセスは、ホームセルが次の最上位ＵＥのサービングセルである状態で再び繰り返すこと
ができる。ＤＭ－ＲＳシーケンスを割り当てられた各ＵＥをリスト（例えば、ＲＰリンク
リスト及び電力利得リスト）から除去することができる。
【００２６】
　ステップ２２０を再び参照すると、ホームセルＵＥ、協働サーブドＵＥ、及び協働サー
ビングセルＵＥに、ステップ２０８で割り当てられたＵＥと同じベースシーケンスが割り
当てられている場合かつ／又はときに、ＲＰリンクリストから別の未割当ＵＥを決定する
ことができる２２４。さらなる未割当ＵＥがリストにもう載っていないとき２２４、ＵＬ
　ＣｏＭＰセット用に構成されるＤＭ－ＲＳシーケンス割当プロセスは、ＤＭ－ＲＳシー
ケンスが再び割り当てられるまで停止することができる２２６。別の未割当ＵＥがリスト
にまだ載っている場合２２４、ＲＰリンクリストの次の最上位の未割当ＵＥをＣｏＭＰ　
ＵＥであると確認することができる２２８。この実施形態では、ＣｏＭＰ　ＵＥは、複数
のノードへのＲＰリンクを有するＵＥとすることができる。別の実施例では、ＣｏＭＰ　
ＵＥは、ＣｏＭＰ　ＲＰセット内に少なくとも２つのセルを含むことができる。
【００２７】
　選択済み次の最上位の未割当ＵＥがＣｏＭＰ　ＵＥではない場合２２８、かつＣＳがベ
ースシーケンスにまだ利用することができ、残されたＣＳ（例えば、利用できるＣＳ）の
数が選択済み次の最上位の未割当ＵＥのホームセル内の未割当ＵＥの数以上である場合２
３２、選択済み次の最上位の未割当ＵＥには、ステップ２０８でベースシーケンス及びＣ
Ｓを割り当てられたＵＥと同じベースシーケンス及び異なるＣＳ２１２を割り当てること
ができる。残りのホームＵＥには、ステップ２０８でベースシーケンス及びＣＳを割り当
てられたＵＥと同じベースシーケンス及び異なるＣＳをチャネル電力の降順に割り当てる
ことができる２１２。選択済み次の最上位の未割当ＵＥがＣｏＭＰ　ＵＥではない場合２
２８、かつ残されたＣＳ（例えば、利用できるＣＳ）の数が選択済み次の最上位の未割当
ＵＥのホームセル内の未割当ＵＥの数未満である場合２３２、選択済み次の最上位の未割
当ＵＥには、新規の（例えば、異なる）ベースシーケンス及びＣＳを割り当てることがで
きる２０８。
【００２８】
　選択済み次の最上位の未割当ＵＥがＣｏＭＰ　ＵＥである場合２２８、かつＣＳがベー
スシーケンスにまだ利用することができ、残されたＣＳ（例えば、利用できるＣＳ）の数
が選択済み次の最上位の未割当ＵＥのＣｏＭＰセット内の未割当ＵＥの数以上である場合
２３０、選択済み次の最上位の未割当ＵＥには、ステップ２０８でベースシーケンス及び
ＣＳを割り当てられたＵＥと同じベースシーケンス及び異なるＣＳを割り当てることがで
きる２１２。ＣｏＭＰセット内の残りの未割当ＵＥには、ベースシーケンス及びＣＳを割
り当てられたＵＥと同じベースシーケンス及び異なるＣＳを割り当てて２１２、ステップ
２１２からステップ２２６までたどることができる。選択済み次の最上位の未割当ＵＥが
ＣｏＭＰ　ＵＥである場合２２８、かつ残されたＣＳ（例えば、利用できるＣＳ）の数が
選択済み次の最上位の未割当ＵＥのＣｏＭＰセット内の未割当ＵＥの数未満である場合２
３０、選択済み次の最上位の未割当ＵＥには、新規の（例えば、異なる）ベースシーケン
ス及びＣＳを割り当てることができる２０８。
【００２９】
　ＣｏＭＰセット内のスケジュール済みＵＥ用のベースシーケンス及びＣＳが決定される
と、スケジューリング及び／又は割当決定が、ＵＥ固有のＲＲＣシグナリングによってＵ
Ｅに半静的に送信されてもよく、あるいは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）によって又は半静的なＲＲＣシグナリングとＰＤＣＣＨを通る動的なシグナリングとを
組み合わせることによって搬送されるアップリンクに関連したダウンリンク制御情報（Ｄ
ＣＩ）で動的に送信されてもよい。図２の流れ図は変更することができ、リスト（例えば
、ＲＰリンクリスト又は電力利得リスト）は並べ替えることができ、あるいは、異なる優
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先順位付けを有するとともに、サービングリンク及び協働リンク用の信頼できるＣＥ性能
を確保するために、他のＵＬパラメータに基づいて新規リストを使用することもできる。
【００３０】
　ＰＣＩ
【数２】

　からＤＭ－ＲＳシーケンスを導出するのではなく、仮想セル識別子（ＶＣＩＤ）を使用
してＤＭ－ＲＳベースシーケンスを導出することができる。ＤＭ－ＲＳベースシーケンス
は、アップリンクチャネル（例えば、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ））に
含めることができる。一実施例では、ＤＭ－ＲＳは、図３に示されているように、一般的
なロングタームエボリューション（ＬＴＥ）のフレーム構造を用いて、ノード（例えば、
ｅＮｏｄｅＢ）と無線装置（例えば、ＵＥ）との間のアップリンク伝送において物理（Ｐ
ＨＹ）レイヤ上で伝送される無線フレーム構造の要素を表すことができる。ＬＴＥのフレ
ーム構造が示されているが、ＩＥＥＥ８０２．１６規格（ＷｉＭａｘ）、ＩＥＥＥ８０２
．１１規格（ＷｉＦｉ）、又はＳＣ－ＦＤＭＡもしくはＯＦＤＭＡを用いる別のタイプの
通信規格向けのフレーム構造が使用されてもよい。
【００３１】
　図３は、アップリンク無線フレーム構造を示している。この実施例では、制御情報又は
データを伝送するために使用される信号の無線フレーム１００は、１０ミリ秒（ｍｓ）の
時間の長さＴｆを有するように構成することができる。各無線フレームは、それぞれの長
さが１ｍｓの１０個のサブフレーム１１０ｉにセグメント化又は分割することができる。
各サブフレームは、それぞれが０．５ｍｓの時間の長さＴｓｌｏｔを有する２つのスロッ
ト１２０ａ及び１２０ｂにさらに細分することができる。無線装置及びノードによって使
用されるコンポーネントキャリア（ＣＣ）用の各スロットが、ＣＣ周波数帯域に基づいて
複数のリソースブロック（ＲＢ）１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｉ、１３０ｍ、及び１３０
ｎを含むことができる。各ＲＢ（物理ＲＢ又はＰＲＢ）１３０ｉは、１２～１５ｋＨｚの
サブキャリア１３６（周波数軸上）及びサブキャリア当たり６個もしくは７個のＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボル１３２を含むことができる。ＲＢは、短い又は通常の巡回プレフィックス
が用いられる場合、７個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを使用することができる。ＲＢは、拡
張巡回プレフィックスが用いられる場合、６個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを使用すること
ができる。リソースブロックは、短い又は通常の巡回プレフィックスを用いて８４個のリ
ソースエレメント（ＲＥ）１４０ｉにマッピングすることができ、あるいはリソースブロ
ックは、拡張巡回プレフィックスを用いて７２個のＲＥ（図示せず）にマッピングするこ
とができる。ＲＥは、１つのサブキャリア（すなわち、１５ｋＨｚ）１４６に１つのＳＣ
－ＦＤＭＡシンボル１４２の単位とすることができる。各ＲＥは、４相位相シフトキーイ
ング（ＱＰＳＫ）変調の場合、２ビット１５０ａ及び１５０ｂの情報を伝送することがで
きる。各ＲＥ内のより多数のビットを伝送する１６直交振幅変調（ＱＡＭ）又は６４ＱＡ
Ｍや各ＲＥ内のより少数のビット（単一ビット）を伝送する２相シフトキーイング（ＢＰ
ＳＫ）変調などの他のタイプの変調が使用されてもよい。ＲＢは、無線装置からノードま
でのアップリンク伝送用に構成することができる。
【００３２】
　基準信号は、リソースブロック内のリソースエレメントを通じてＳＣ－ＦＤＭＡシンボ
ルによって伝送することができる。基準信号（又はパイロット信号もしくはトーン）は、
タイミングを同期させるため、チャネル及び／又はチャネル内のノイズを推定するため、
などの様々な理由で使用される既知信号とすることができる。基準信号は、無線装置及び
ノードによって受信及び送信することができる。異なるタイプの基準信号（ＲＳ）をＲＢ
に使用することができる。例えば、ＬＴＥシステムでは、アップリンク基準信号タイプは
、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）及びＵＥ固有の基準信号（ＵＥ固有のＲＳもしくは
ＵＥ－ＲＳ）又は復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）を含むことができる。
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【００３３】
　記載されているＵＥ固有のＤＭ－ＲＳシーケンス割当プロセスは、ベースシーケンス及
びＣＳを割り当てる系統的な方法を提供することができ、この方法は、セル内のＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ　ＵＥからのＤＭ－ＲＳ伝送間の直交性を確保することによりサービングリンク（
例えば、ホームリンク）の良好なＣＥ性能を維持しながら、ＤＭ－ＲＳ伝送のより良いセ
ル間直交化又はより良いエリア分割利得（例えば、前述したようなＣｏＭＰシナリオ４に
おいて）により協働リンク（すなわち、一方のセル内のＵＥからＣｏＭＰセット内の別の
協働セルまでのチャネル）のＣＥ品質を大幅に改善することができる。いくつかの実施例
では、ＣｏＭＰセットが、ＭＵ－ＭＩＭＯを有する多数のセルで構成することができる。
同じベースシーケンス及び異なるＣＳをＣｏＭＰセット内のすべてのＵＥに割り当てるこ
とは不可能かもしれない、というのは、ＤＭ－ＲＳシーケンス間の直交性を達成するため
に使用されうる限られた数のＣＳが利用できるかもしれないからである。記載されている
ＵＥ固有のＤＭ－ＲＳシーケンス割当は、セル固有のＤＭ－ＲＳベースシーケンス割当の
基づく代替ＤＭ－ＲＳシーケンス割当プロセス又は単一セルの非ＣｏＭＰ　ＤＭ－ＲＳシ
ーケンス割当プロセスに比べて、サービングリンクと協働リンクの両方の信頼できるＣＥ
性能を改善することができる。同じベースシーケンス及び異なるＣＳをＣｏＭＰセット内
のＵＥに割り当てることが実行可能となりうる、ＣｏＭＰセット内に少数のセル及び／又
は少数のＵＥを有するネットワークでは、記載されているＵＥ固有のＤＭ－ＲＳシーケン
ス割当は、ネットワークに効率的かつ／又は最適なＤＭ－ＲＳシーケンス割当を自動的に
提供することができる。一実施例では、記載されているＵＥ固有のＤＭ－ＲＳシーケンス
割当は、ＣｏＭＰ構成と非ＣｏＭＰ構成の両方に割当を提供することができる。
【００３４】
　図４の流れ図に示されているように、別の実施例は、アップリンク（ＵＬ）多地点協調
（ＣｏＭＰ）を支援するために復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）シーケンスのユーザ端末（Ｕ
Ｅ）固有の割当てを行う方法５００を提供する。方法は機械上で命令として実行されても
よく、その場合、命令は少なくとも１つのコンピュータ可読媒体又は少なくとも１つの非
一時的機械可読記憶媒体に含められる。方法は、ブロック５１０のように、ＣｏＭＰセッ
ト内の複数のＵＥの各ＵＥに対する受信点（ＲＰ）リンクの数に従ってアップリンク伝送
（例えば、ＰＵＳＣＨ伝送）のためにスケジュールされる複数のＵＥをソートしてリスト
にする動作を含む。ブロック５２０のように、ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及び巡回シフ
ト（ＣＳ）をリストからの最上位ＵＥに割り当てる動作であって、最上位ＵＥが最多数の
ＲＰリンクを有する動作が続く。方法の次の動作は、ブロック５３０のように、ＤＭ－Ｒ
Ｓベースシーケンスの異なるＣＳが利用できるときに、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異
なるＣＳを最上位ＵＥと同じセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てることであっ
て、各ＤＭ－ＲＳベースシーケンスが複数のＣＳを含むこと、とすることができる。方法
は、ブロック５４０のように、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳが最上位ＵＥの
協働サーブドセル内の各未割当ＵＥに利用できるときに、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの
異なるＣＳを最上位ＵＥの協働サーブドセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てる
ことであって、最上位ＵＥの協働サーブドセルが、最上位ＵＥのホームセルによって協働
サーブされるスケジュール済みＵＥを有するＣｏＭＰセット内のセルであること、をさら
に含むことができる。
【００３５】
　一実施例では、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）シーケンス割当装置が、アップリンク（Ｕ
Ｌ）多地点協調（ＣｏＭＰ）を支援するために使用されうる。ＤＭ－ＲＳシーケンス割当
装置は、図４に示されている方法の動作を実施するように考えることができる。
【００３６】
　図５は、ノード７１０及び無線装置７２０の一実施例を示している。ノードは、無線広
帯域ネットワーク内の無線装置と通信するように構成することができる。無線装置は、ト
ランシーバモジュール７２２及び処理モジュール７２４を含むことができる。ノード７１
０（又は進化型パケットコア（ＥＰＣ）もしくはコアネットワーク（ＣＮ）［図示せず］
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）は、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当装置７１２を含むことができる。ＤＭ－ＲＳシーケンス
割当装置は、ソーティングモジュール７１４及びＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュール７
１６を含むことができる。ソーティングモジュールは、ＣｏＭＰセット内の複数のＵＥの
各ＵＥに対する受信点（ＲＰ）リンクの数に従って複数のＵＥをソートしてリストにする
ように構成することができる。ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールは、ＤＭ－ＲＳベー
スシーケンス及びＣＳをリストの最上位ＵＥに割り当てるように構成することができる。
最上位ＵＥは、最多数のＲＰリンクを有することができる。ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モ
ジュールは、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なる巡回シフト（ＣＳ）が利用できるとき
に、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを最上位ＵＥと同じセル内の複数の未割当
ＵＥに繰り返し割り当てるように、かつＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳが最上
位ＵＥの協働サーブドセル内の各ＵＥに利用できるときに、ＤＭ－ＲＳベースシーケンス
の異なるＣＳを最上位ＵＥの協働サーブドセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当て
るようにさらに構成することができる。各ＤＭ－ＲＳベースシーケンスは、複数のＣＳを
含むことができる。最上位ＵＥの協働サーブドセルは、最上位ＵＥのホームセルによって
協働サーブされるスケジュール済みＵＥを有するＣｏＭＰセット内のセルとすることがで
きる。
【００３７】
　ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳが最上位ＵＥの協働サーブドセル内の各ＵＥ
に利用できないときに、方法は、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳをリストの
次の最上位ＵＥに割り当てることをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシー
ケンス割当モジュールは、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳをリストの次の最
上位ＵＥに割り当てるようにさらに構成することができる）。次の最上位ＵＥは、リスト
にある残りのＵＥからの最多数のＲＰリンクを有することができる。異なるＤＭ－ＲＳベ
ースシーケンスの異なるＣＳが利用できるときに、方法は、異なるＤＭ－ＲＳベースシー
ケンスの異なる巡回シフト（ＣＳ）を次の最上位ＵＥのホームセル内の複数の未割当ＵＥ
に繰り返し割り当てることをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス
割当モジュールは、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なる巡回シフト（ＣＳ）を次
の最上位ＵＥのホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てるようにさらに構成
することができる）。異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳが利用できるとき
に、方法は、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを次の最上位ＵＥの協働サ
ーブドセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てることをさらに含むことができる（
あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールは、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス
の異なるＣＳを次の最上位ＵＥの協働サーブドセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り
当てるようにさらに構成することができる）。次の最上位ＵＥの協働サーブドセルは、次
の最上位ＵＥのホームセルによって協働サーブされるスケジュール済みＵＥを有するＣｏ
ＭＰセット内のセルとすることができる。
【００３８】
　別の実施例では、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを複数の未割当ＵＥに繰り
返し割り当てる動作は、各ＵＥからＵＥの対応するホームセルへの長期チャネル電力利得
又は実質的に同等の測定基準（例えば、各ＵＥからホームセルへの基準信号受信電力（Ｒ
ＳＲＰ））の降順に基づく。ソーティングモジュールは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジ
ュールが新規ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを繰り返し割り当てる前に、各Ｕ
ＥからＵＥの対応するホームセルへの長期チャネル電力利得又は実質的に同等の測定基準
の降順に基づいて複数の未割当ＵＥをソートするようにさらに構成することができる。
【００３９】
　別の構成では、方法は、ＣｏＭＰセット用に、Ｎ個のＤＭ－ＲＳベースシーケンスから
なるセットを確保することをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス
割当モジュールは、ＣｏＭＰセット用にＮ個のＤＭ－ＲＳベースシーケンスからなるセッ
トを確保するようにさらに構成することができる）。Ｎは、少なくとも、ＣｏＭＰセット
内の協調スケジュール済みＵＥの最大数を各ＤＭ－ＲＳベースシーケンスに利用できるＣ
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Ｓの数で除した値以上である整数を表すことができる。Ｎ個のＤＭ－ＲＳベースシーケン
スのセットは、ＣｏＭＰセット内のセルの物理セル識別子（ＰＣＩ）によって生成された
ＤＭ－ＲＳベースシーケンスを含むことができる。方法は、ＤＭ－ＲＳベースシーケンス
及びＣＳがＵＥに割り当てられたときに、リストからＵＥを除去することをさらに含むこ
とができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュール又はソーティングモジュー
ルは、ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳがＵＥに割り当てられたときに、リストから
ＵＥを除去するようにさらに構成することができる）。
【００４０】
　別の実施例では、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳが最上位ＵＥの協働サービ
ングセル内の各ＵＥに利用できないときに、方法は、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス
及びＣＳをリストの次の最上位ＵＥに割り当てることをさらに含むことができる（あるい
は、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールは、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣ
Ｓをリストからの次の最上位ＵＥに割り当てるようにさらに構成することができる）。Ｕ
Ｅの協働サービングセルは、ＵＥのＣｏＭＰ　ＲＰセットに属するセルとすることができ
、ＵＥのホームセルとは異なることができる。次の最上位ＵＥは、リストにある残りのＵ
Ｅからの最多数のＲＰリンクを有することができる。異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス
の異なるＣＳが利用できるときに、方法は、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なる
巡回シフト（ＣＳ）を次の最上位ＵＥのホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り
当てることをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュール
は、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なる巡回シフト（ＣＳ）を次の最上位ＵＥの
ホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てるようにさらに構成することができ
る）。異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳが利用できるときに、方法は、異
なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを次の最上位ＵＥの協働サーブドセル内の
複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てることをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ
－ＲＳシーケンス割当モジュールは、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを
次の最上位ＵＥの協働サーブドセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てるようにさ
らに構成することができる）。次の最上位ＵＥの協働サーブドセルは、次の最上位ＵＥの
ホームセルによって協働サーブされるスケジュール済みＵＥを有するＣｏＭＰセット内の
セルとすることができる。別の実施例では、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳが
最上位ＵＥの協働サービングセル内の各ＵＥに利用できるときに、方法は、ＤＭ－ＲＳベ
ースシーケンスの異なるＣＳを最上位ＵＥの協働サービングセル内の複数の未割当ＵＥに
繰り返し割り当てることをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割
当モジュールは、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを最上位ＵＥの協働サービン
グセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てるようにさらに構成することができる）
。ＵＥの協働サービングセルは、ＵＥのＣｏＭＰ　ＲＰセットに属するセルであり、ＵＥ
のホームセルとは異なる。
【００４１】
　別の構成では、方法は、リストから次の最上位ＵＥを選択することをさらに含むことが
できる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールは、リストから次の最上位ＵＥ
を選択するようにさらに構成することができる）。次の最上位ＵＥは、リストにある残り
のＵＥからの最多数のＲＰリンクを有する。ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳが
ＣｏＭＰセット内の各残りの未割当ＵＥに利用できるとき、かつ次の最上位ＵＥが次の最
上位ＵＥのＣｏＭＰ　ＲＰセット内に少なくとも２つのセルを有するときに、方法は、Ｄ
Ｍ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳをＣｏＭＰセット内の複数の残りの未割当ＵＥに
繰り返し割り当てることをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割
当モジュールは、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳをＣｏＭＰセット内の複数の
残りの未割当ＵＥに繰り返し割り当てるようにさらに構成することができる）。ＤＭ－Ｒ
Ｓベースシーケンスの異なるＣＳがＣｏＭＰセット内の各残りの未割当ＵＥに利用できな
いとき、かつ次の最上位ＵＥが次の最上位ＵＥのＣｏＭＰ　ＲＰセット内に少なくとも２
つのセルを有するときに、方法は、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳを次の最
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上位ＵＥに割り当てることをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス
割当モジュールは、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳを次の最上位ＵＥに割り
当てるようにさらに構成することができる）。異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異な
るＣＳが利用できるときに、方法は、異なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを
次の最上位ＵＥのホームセル内、次の最上位ＵＥの協働サーブドセル内、次いで次の最上
位ＵＥの協働サービングセル内の複数の残りの未割当ＵＥに繰り返し割り当てることをさ
らに含むことができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールは、異なるＤＭ
－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを次の最上位ＵＥのホームセル内、次の最上位ＵＥ
の協働サーブドセル内、次いで次の最上位ＵＥの協働サービングセル内の複数の残りの未
割当ＵＥに繰り返し割り当てるようにさらに構成することができる）。
【００４２】
　別の構成では、方法は、リストから次の最上位ＵＥを選択することをさらに含むことが
できる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールは、リストから次の最上位ＵＥ
を選択するようにさらに構成することができる）。次の最上位ＵＥは、リストにある残り
のＵＥからの最多数のＲＰリンクを有する。ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳが
ホームセル内の各未割当ＵＥに利用できるとき、かつ次の最上位ＵＥが次の最上位ＵＥの
ＣｏＭＰ　ＲＰセット内にただ１つのセルを有する又は次の最上位ＵＥがＵＬ　ＣｏＭＰ
用に構成されていないときに、方法は、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを次の
最上位ＵＥのホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り当てることをさらに含むこ
とができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールは、ＤＭ－ＲＳベースシー
ケンスの異なるＣＳを次の最上位ＵＥのホームセル内の複数の未割当ＵＥに繰り返し割り
当てるようにさらに構成することができる）。ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳ
が次の最上位ＵＥのホームセル内の各未割当ＵＥに利用できないときに（次の最上位ＵＥ
が、次の最上位ＵＥのＣｏＭＰ　ＲＰセット内にただ１つのセルを有するか又はＵＬ　Ｃ
ｏＭＰ用に構成されていないときを含む）、方法は、新規ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及
びＣＳを次の最上位ＵＥに割り当てることをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ－
ＲＳシーケンス割当モジュールは、新規ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳを次の最上
位ＵＥに割り当てるようにさらに構成することができる）。新規ＤＭ－ＲＳベースシーケ
ンスの異なるＣＳが利用できるときに、方法は、新規ＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異な
るＣＳを次の最上位ＵＥのホームセル内、次の最上位ＵＥの協働サーブドセル内、次いで
次の最上位ＵＥの協働サービングセル内の複数の残りの未割当ＵＥに繰り返し割り当てる
ことをさらに含むことができる（あるいは、ＤＭ－ＲＳシーケンス割当モジュールは、異
なるＤＭ－ＲＳベースシーケンスの異なるＣＳを次の最上位ＵＥのホームセル内、次の最
上位ＵＥの協働サーブドセル内、次いで次の最上位ＵＥの協働サービングセル内の複数の
残りの未割当ＵＥに繰り返し割り当てるようにさらに構成することができる）。
【００４３】
　一実施例では、ＤＭ－ＲＳベースシーケンスは、仮想セル識別子（ＶＣＩＤ）に基づい
て決定又は生成することができる。各ＤＭ－ＲＳベースシーケンス用のＣＳの数は、アッ
プリンクに関連したダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットのＣＳ選択を示すため
に使用される特定のビット数によって決定される数以下とすることができる。方法は、Ｄ
Ｍ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳをＣｏＭＰセット内の特定のＵＥ用の物理アップリン
ク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に適用することをさらに含むことができる（あるいは、Ｄ
Ｍ－ＲＳシーケンス割当装置又はノードは、ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及びＣＳをＣｏ
ＭＰセット内の特定のＵＥ用の物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に適用する
ようにさらに構成することができる）。ＤＭ－ＲＳシーケンス割当装置は、進化型パケッ
トコア（ＥＰＣ）、コアネットワーク（ＣＮ）、又はノードに含められることができる。
ノードは、基地局（ＢＳ）、ＮｏｄｅＢ（ＮＢ）、進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、ベース
バンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、又は
遠隔無線ユニット（ＲＲＵ）を含むことができる。ＢＢＵ、ＲＨＨ、ＲＲＥ、又はＲＲＵ
は、集中型、協働、又はクラウド無線アクセスネットワーク（Ｃ－ＲＡＮまあはＣＲＡＮ
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）の特徴とすることができる。ノードは、マクロノード、低電力ノード（ＬＰＮ）、マク
ロ進化型ＮｏｄｅＢ（マクロｅＮＢ）、マイクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、
又はホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）を含むことができる。
【００４４】
　一実施例では、無線装置７２０のトランシーバモジュール７２２は、ＶＣＩＤ及びＣＳ
に関連した情報を受信し、ＲＣＣシグナリング、ＭＡＣシグナリング、ＰＤＣＣＨによっ
て搬送されるＤＣＩ、又はこれらのシグナリング方法の任意組合せによってＤＭ－ＲＳベ
ースシーケンス及びＣＳを決定することができる。処理モジュール７２４は、ベースシー
ケンス、ＣＳ、及び他の関連ホッピングパターン情報を用いてＤＭ－ＲＳシーケンスを生
成することができる。トランシーバモジュールは、生成されたＤＭ－ＲＳでＰＵＳＣＨを
伝送することができる。
【００４５】
　無線装置は、無線ローカリエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネ
ットワーク（ＷＰＡＮ）、又は無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）に接続するように構成
されたユーザ端末（ＵＥ）又は移動局（ＭＳ）を含むことができる。狭帯域幅無線装置は
、アンテナ、タッチ感応ディスプレイ画面、スピーカ、マイクロホン、グラフィックスプ
ロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、不揮発性メモリポート、又はこれ
らの構成要素を組み合わせたものを含むことができる。狭帯域幅無線装置は、マシンタイ
プ通信（ＭＴＣ）装置のクラスに属することができる。
【００４６】
　図６は、ユーザ端末（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、移動無線装置、移動通信装置、タブレ
ット、受話器などの無線装置、又は他のタイプの移動無線装置の一実施例の説明図を提供
する。無線装置は、マクロノードや低電力ノード（ＬＰＮ）などのノード、又は基地局（
ＢＳ）、進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッ
ド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、中継局（ＲＳ）、無線機器（ＲＥ）などの送信
局、あるいは他のタイプの無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）アクセスポイントと通信す
るように構成された１つ又は複数のアンテナを含むことができる。無線装置は、３ＧＰＰ
　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）、及びＷｉＦｉを含む少なくとも１つの無線通信規格を用いて通信するように構成
することができる。無線装置は、それぞれの無線通信規格用の別々のアンテナ又は複数の
無線通信規格用の共用アンテナを用いて通信することができる。無線装置は、無線ローカ
リエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）、
及び／又はＷＷＡＮ内で通信することができる。
【００４７】
　図６は、無線装置からの音声入出力に使用されうる１つのマイクロホン及び１つ又は複
数のスピーカの説明図も提供する。ディスプレイ画面は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）画
面、又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの他のタイプのディスプレイ
画面でよい。ディスプレイ画面はタッチ画面として構成することができる。タッチ画面は
、容量性、抵抗性、又は他のタイプのタッチ画面技術を使用することができる。処理能力
及び表示能力を与えるためにアプリケーションプロセッサ及びグラフィックスプロセッサ
を内部メモリに結合することができる。ユーザにデータ入力／出力オプションを提供する
ために不揮発性メモリポートを使用することもできる。不揮発性メモリポートは、無線装
置のメモリ能力を拡張するために使用されてもよい。追加のユーザ入力を提供するために
、キーボードが無線装置と一体化さてれもよく、又は無線装置に無線で接続されてもよい
。仮想キーボードがタッチ画面を用いて提供されてもよい。
【００４８】
　様々な技術、又は特定の態様もしくはそれらの態様の各部分は、フロッピー（登録商標
）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードドライブ、非一時的コンピュータ可読記憶媒体などの
有形媒体、又は他の機械可読記憶媒体で具現化されるプログラムコード（すなわち、命令
）の形をとることができ、プログラムコードは、コンピュータなどの機械にロードされこ
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の機械によって実行されたときに、機械は、様々な技法を実施するための装置になる。プ
ログラマブルコンピュータ上でプログラムコードを実行する場合、計算装置は、プロセッ
サ、プロセッサによって読取り可能な記憶媒体（揮発性及び不揮発性メモリ及び／又は記
憶要素を含む）、少なくとも１つの入力装置、及び少なくとも１つの出力装置を含むこと
ができる。揮発性及び不揮発性メモリ及び／又は記憶要素は、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、フラ
ッシュドライブ、光学式ドライブ、磁気ハードドライブ、又は電子データを保存するため
の他の媒体でよい。ノード及び無線装置は、トランシーバモジュール、カウンタモジュー
ル、処理モジュール、及び／又はクロックモジュールもしくはタイマモジュールを含んで
いてもよい。本明細書に記述されている様々な技法を実施又は利用することができる１つ
又は複数のプログラムは、アプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）、
再利用可能な制御部などを使用することができる。この種のプログラムは、コンピュータ
システムと通信するために、高水準の手続きプログラミング言語又はオブジェクト指向プ
ログラミング言語で実施されてもよい。しかしながら、上記のプログラムは、所望であれ
ばアセンブリ言語又は機械言語で実施されてもよい。いずれにせよ、言語は、コンパイル
言語又はインタプリタ言語でもよく、ハードウェア実装と組み合わされてもよい。
【００４９】
　本明細書に記載されている機能ユニットの多くは、それらの機能ユニットの実装の独立
性をより具体的に強調するために、モジュールと表示されていることが理解されるべきで
ある。例えば、モジュールは、カスタムＶＬＳＩ回路もしくはゲートアレイ、論理チップ
やトランジスタなどの既製の半導体、又はその他の個別構成要素を備えるハードウェア回
路として実装されてもよい。モジュールは、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プ
ログラマブルアレイロジック、プログラマブル論理装置などのプログラマブルハードウェ
ア装置に実装されてもよい。
【００５０】
　モジュールは、様々なタイプのプロセッサによって実行されるソフトウェアに実装され
てもよい。実行可能コードの特定モジュールは、例えば、例えばオブジェクト、手順又は
関数として構成されうるコンピュータ命令の１つ又は複数の物理ブロック又は論理ブロッ
クを備えることができる。しかしながら、特定モジュールの実行ファイルは、物理的に一
緒に配置される必要はなく、異なる場所に保存される異種命令を含むことができ、これら
の異種命令は、論理的に一緒に結合されたときに、モジュールを構成し、モジュールに対
する定められた目的を達成する。
【００５１】
　実際、実行可能コードのモジュールは、単一の命令又は多数の命令でよく、複数の異な
るコードセグメントにわたって、異なるプログラムの間に、かつ複数のメモリ装置にわた
って分散されていてもよい。同様に、オペレーショナルデータが、本明細書ではモジュー
ル内に特定され図示されることがあり、任意の適当な形で具現化され、任意の適当なタイ
プのデータ構造内に構成されてもよい。オペレーショナルデータは、単一のデータセット
として収集されてもよく、又は異なる記憶装置にわたって、を含む異なる場所にわたって
分散されてもよく、単にシステム又はネットワーク上の電子信号として少なくとも部分的
に存在していてもよい。モジュールは受動的又は能動的であり、所望の機能を実行するよ
うに動作可能なエージェントを含むことができる。
【００５２】
　本明細書を通じて「一実施例」への言及は、その実施例に関連して説明される特定の特
徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。
したがって、本明細書を通じて様々な所で「一実施例では（ｉｎ　ａｎ　ｅｘａｍｐｌｅ
）」という語句の出現は、必ずしもすべてが同じ実施形態に言及しているとは限らない。
【００５３】
　本明細書では、複数のアイテム、構造要素、構成要素、及び／又は材料が、便宜のため
に共通のリスト内に提示されていることがある。しかしながら、これらのリストは、リス
トの各部材が別個で固有の部材として個々に識別されたかのように解釈されるべきである
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ループ内のそれらの部材の表現に基づいて同じリストの他の部材の事実上の同等物と解釈
されるべきでない。加えて、本発明の様々な実施形態及び実施例は、それらの様々な構成
要素の代替物とともに本明細書において言及されることがある。そのような実施形態、実
施例、及び代替物は、互いに事実上の同等物と解釈されるべきではなく、本発明の個別か
つ自律的な表現と見なされるべきであることが理解されよう。
【００５４】
　さらに、記載されている特徴、構造、又は特性は、１つ又は複数の実施形態において任
意の適当な態様で組み合わされてもよい。以下の説明では、本発明の諸実施形態の十分な
理解を与えるために、レイアウト実施例、距離、ネットワーク実施例などの多くの特定の
詳細が提供される。しかしながら、当業者なら、本発明が、特定の詳細のうちの１つ又は
複数を用いずに、あるいは他の方法、構成要素、レイアウトなどを用いて実施されうるこ
とを認識するであろう。他の例では、周知の構造、材料、又は動作が、本発明の諸態様を
分かりにくくするのを回避するために、詳細には示されていないか又は記述されていない
。
【００５５】
　上記の諸実施例は、１つ又は複数の特定の応用例における本発明の原理を例示したもの
であるが、発明的才能を行使せずにかつ本発明の原理及び概念から逸脱することなく、実
施の形態、使用法及び詳細の多くの変更がなされうることは、当業者には明らかであろう
。したがって、本発明は、下記の特許請求の範囲による場合を除いて、限定されるもので
はない。

【図１】 【図２】
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