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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、前記ＷＴＲＵは、１つまたは複数のサービ
ングセルと通信し、
　プロセッサであって、前記プロセッサは、少なくとも、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複数のチャネル状態
情報（ＣＳＩ）プロセスと、
　　サブフレームのセットに対する期間と、
　　サブフレームの前記セットに対するオフセットと
　を用いて構成され、前記プロセッサは、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第１のＣＳＩプロセス、および、前記１つま
たは複数のサービングセルの第１のサービングセルに対応している第１の周期的報告を生
成するように構成される、プロセッサと、
　送信機であって、前記送信機は、
　　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームの前
記セット上で前記第１の周期的報告を送るように構成される、送信機と
　を備え、前記第１の周期的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応
し、および前記プロセッサはさらに、
　　前記１つまたは複数の報告タイプの各々に対する、それぞれのプライオリティと、
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　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの各々に対する、それぞれのプライオリティと
　を用いて構成され、および前記プロセッサはさらに、
　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第２のＣＳＩプロセス、および、前記１つまた
は複数のサービングセルの第２のサービングセルに対応している第２の周期的報告を生成
し、前記第２の周期的報告は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有
している前記１つまたは複数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記
第２のＣＳＩプロセスは、前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのプライオリティより高
いそれぞれのプライオリティを有し、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間で衝突するとすぐに、前記第１の
ＣＳＩプロセスの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のＣＳＩプロセスの前
記それぞれのプライオリティに少なくとも基づいて、前記第１の周期的報告を廃棄する
　ように構成され、前記プロセッサはさらに、前記第１のＣＳＩプロセスの前記それぞれ
のプライオリティより高いそれぞれのプライオリティを有している前記第２のＣＳＩプロ
セスが、前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのＣＳＩプロセス識別子より低い数値のそ
れぞれのＣＳＩプロセス識別子を有している前記第２のＣＳＩプロセスに対応する
　ように構成されたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項２】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、前記ＷＴＲＵは、１つまたは複数のサービ
ングセルと通信し、
　プロセッサであって、前記プロセッサは、少なくとも、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複数のチャネル状態
情報（ＣＳＩ）プロセスと、
　　サブフレームのセットに対する期間と、
　　サブフレームの前記セットに対するオフセットと
　を用いて構成され、前記プロセッサは、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第１のＣＳＩプロセス、および、前記１つま
たは複数のサービングセルの第１のサービングセルに対応している第１の周期的報告を生
成するように構成される、プロセッサと、
　送信機であって、前記送信機は、
　　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームの前
記セット上で前記第１の周期的報告を送るように構成される、送信機と
　を備え、前記第１の周期的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応
し、および前記プロセッサはさらに、
　　前記１つまたは複数の報告タイプの各々に対する、それぞれのプライオリティと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの各々に対する、それぞれのプライオリティと
　を用いて構成され、および前記プロセッサはさらに、
　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第２のＣＳＩプロセス、および前記１つまたは
複数のサービングセルの第２のサービングセルに対応している第２の周期的報告を生成し
、前記第２の周期的報告は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有し
ている前記１つまたは複数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記第
２のＣＳＩプロセスは、前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのプライオリティより高い
それぞれのプライオリティを有し、
　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの前記第１のＣＳＩプロセス、および前記１つま
たは複数のサービングセルの第３のサービングセルに対応している第３の周期的報告を生
成し、前記第３の周期的報告は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを
有している前記１つまたは複数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間、または、前記第２の周期的報告
と前記第３の周期的報告との間のどちらか一方で衝突するとすぐに、前記第１のＣＳＩプ
ロセスの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のＣＳＩプロセスの前記それぞ
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れのプライオリティに少なくとも基づいて、前記第１の周期的報告および前記第３の周期
的報告を廃棄する
　ように構成され、前記プロセッサはさらに、前記第１のＣＳＩプロセスの前記それぞれ
のプライオリティより高いそれぞれのプライオリティを有している前記第２のＣＳＩプロ
セスが、前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのＣＳＩプロセス識別子より低い数値のそ
れぞれのＣＳＩプロセス識別子を有している前記第２のＣＳＩプロセスに対応する
　ように構成されたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項３】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、前記ＷＴＲＵは、１つまたは複数のサービ
ングセルと通信し、
　プロセッサであって、前記プロセッサは、少なくとも、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複数のチャネル状態
情報（ＣＳＩ）プロセスと、
　　サブフレームのセットに対する期間と、
　　サブフレームの前記セットに対するオフセットと
　を用いて構成され、前記プロセッサは、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第１のＣＳＩプロセス、および、前記１つま
たは複数のサービングセルの第１のサービングセルに対応している第１の周期的報告を生
成するように構成される、プロセッサと、
　送信機であって、前記送信機は、
　　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームの前
記セット上で前記第１の周期的報告を送るように構成される、送信機と
　を備え、前記第１の周期的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応
し、および前記プロセッサはさらに、
　　前記１つまたは複数の報告タイプの各々に対する、それぞれのプライオリティと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの各々に対する、それぞれのプライオリティと
　を用いて構成され、および前記プロセッサはさらに、
　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第２のＣＳＩプロセス、および、前記１つまた
は複数のサービングセルの第２のサービングセルに対応している第２の周期的報告を生成
し、前記第２の周期的報告は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有
している前記１つまたは複数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記
第２のＣＳＩプロセスは、前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのプライオリティより高
いそれぞれのプライオリティを有し、
　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第３のＣＳＩプロセス、および、前記１つまた
は複数のサービングセルの第３のサービングセルに対応している第３の周期的報告を生成
し、前記第３の周期的報告は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有
している前記１つまたは複数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記
第２のＣＳＩプロセスは、前記第３のＣＳＩプロセスのそれぞれのプライオリティより高
いそれぞれのプライオリティを有し、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間、または、前記第２の周期的報告
と前記第３の周期的報告との間のどちらか一方で衝突するとすぐに、前記第１のＣＳＩプ
ロセスの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のＣＳＩプロセスの前記それぞ
れのプライオリティ、または、前記第３のＣＳＩプロセスの前記それぞれのプライオリテ
ィより高いそれぞれのプライオリティを有している前記第２のＣＳＩプロセスの前記それ
ぞれのプライオリティに少なくとも基づいて、前記第１の周期的報告および前記第３の周
期的報告を廃棄する
　ように構成され、前記プロセッサはさらに、
　前記第１のＣＳＩプロセスの前記それぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライ
オリティを有している前記第２のＣＳＩプロセスが、前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞ
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れのＣＳＩプロセス識別子より低い数値のそれぞれのＣＳＩプロセス識別子を有している
前記第２のＣＳＩプロセスに対応し、
　前記第３のＣＳＩプロセスの前記それぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライ
オリティを有している前記第２のＣＳＩプロセスは、前記第３のＣＳＩプロセスのそれぞ
れのＣＳＩプロセス識別子の数値より低い前記第２のＣＳＩプロセスの前記ＣＳＩプロセ
ス識別子の前記数値に対応する
　ように構成されたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項４】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、前記ＷＴＲＵは、１つまたは複数のサービ
ングセルと通信し、
　プロセッサであって、前記プロセッサは、少なくとも、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複数のチャネル状態
情報（ＣＳＩ）プロセスと、
　　サブフレームのセットに対する期間と、
　　サブフレームの前記セットに対するオフセットと
　を用いて構成され、前記プロセッサは、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第１のＣＳＩプロセス、および、前記１つま
たは複数のサービングセルの第１のサービングセルに対応している第１の周期的報告を生
成するように構成される、プロセッサと、
　送信機であって、前記送信機は、
　　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームの前
記セット上で前記第１の周期的報告を送るように構成される、送信機と
　を備え、前記第１の周期的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応
し、および前記プロセッサはさらに、
　　前記１つまたは複数の報告タイプの各々に対する、それぞれのプライオリティと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの各々に対する、それぞれのプライオリティと
　を用いて構成され、および前記プロセッサはさらに、
　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの前記第１のＣＳＩプロセス、および、前記１つ
または複数のサービングセルの第２のサービングセルに対応している第２の周期的報告を
生成し、前記第２の周期的報告は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティ
を有している前記１つまたは複数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、
前記第２のサービングセルは、前記第１のサービングセルのそれぞれのプライオリティよ
り高いそれぞれのプライオリティを有し、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間で衝突するとすぐに、前記第１の
サービングセルの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のサービングセルの前
記それぞれのプライオリティに少なくとも基づいて、前記第１の周期的報告を廃棄する
　ように構成され、前記プロセッサはさらに、前記第１のサービングセルの前記それぞれ
のプライオリティより高いそれぞれのプライオリティを有している前記第２のサービング
セルが、前記第１のサービングセルのそれぞれのサービングセル識別子より低い数値のそ
れぞれのサービングセル識別子を有している前記第２のサービングセルに対応する
　ように構成されたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項５】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、前記ＷＴＲＵは、１つまたは複数のサービ
ングセルと通信し、
　プロセッサであって、前記プロセッサは、少なくとも、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複数のチャネル状態
情報（ＣＳＩ）プロセスと、
　　サブフレームのセットに対する期間と、
　　サブフレームの前記セットに対するオフセットと
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　を用いて構成され、前記プロセッサは、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第１のＣＳＩプロセス、および、前記１つま
たは複数のサービングセルの第１のサービングセルに対応している第１の周期的報告を生
成するように構成される、プロセッサと、
　送信機であって、前記送信機は、
　　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームの前
記セット上で前記第１の周期的報告を送るように構成される、送信機と
　を備え、前記第１の周期的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応
し、および前記プロセッサはさらに、
　　前記１つまたは複数の報告タイプの各々に対する、それぞれのプライオリティと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの各々に対する、それぞれのプライオリティと
、
　を用いて構成され、および前記プロセッサはさらに、
　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの前記第１のＣＳＩプロセス、および、前記１つ
または複数のサービングセルの第２のサービングセルに対応している第２の周期的報告を
生成し、前記第２の周期的報告は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティ
を有している前記１つまたは複数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、
前記第２のサービングセルは、前記第１のサービングセルのそれぞれのプライオリティよ
り高いそれぞれのプライオリティを有し、
　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの前記第１のＣＳＩプロセス、および、前記１つ
または複数のサービングセルの第３のサービングセルに対応している第３の周期的報告を
生成し、前記第３の周期的報告は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティ
を有している前記１つまたは複数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、
前記第２のサービングセルは、前記第３のサービングセルのそれぞれのプライオリティよ
り高いそれぞれのプライオリティを有し、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間、または、前記第２の周期的報告
と前記第３の周期的報告との間のどちらか一方で衝突するとすぐに、前記第１のサービン
グセルの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のサービングセルの前記それぞ
れのプライオリティ、または、前記第３のサービングセルの前記それぞれのプライオリテ
ィより高い前記第２のサービングセルの前記それぞれのプライオリティに少なくとも基づ
いて、前記第１の周期的報告および前記第３の周期的報告を廃棄する
　ように構成され、前記プロセッサはさらに、
　前記第１のサービングセルの前記それぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライ
オリティを有している前記第２のサービングセルが、前記第１のサービングセルのそれぞ
れのサービングセル識別子より低い数値のそれぞれのサービングセル識別子を有している
前記第２のサービングセルに対応し、
　前記第３のサービングセルの前記それぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライ
オリティを有している前記第２のサービングセルは、前記第３のサービングセルのそれぞ
れのサービングセル識別子より低い数値の前記第２のサービングセルの前記サービングセ
ル識別子の前記数値に対応する
　ように構成されたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項６】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行される方法であって、
　前記ＷＴＲＵと通信する１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複
数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの第１のＣＳＩプロセスと、
　前記１つまたは複数のサービングセルの第１のサービングセルと
　に対応している第１の周期的報告を生成するステップと、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームのセッ
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ト上で前記第１の周期的報告を、送信機を介して送るステップであって、前記第１の周期
的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応し、前記１つまたは複数の
報告タイプの各々は、それぞれのプライオリティを有し、前記１つまたは複数のＣＳＩプ
ロセスの各々は、それぞれのプライオリティを有する、ステップと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第２のＣＳＩプロセスと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの第２のサービングセルと
　に対応している第２の周期的報告を生成するステップであって、前記第２の周期的報告
は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有している前記１つまたは複
数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記第２のＣＳＩプロセスは、
前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライオリテ
ィを有する、ステップと、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間で衝突するとすぐに、前記第１の
ＣＳＩプロセスの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のＣＳＩプロセスの前
記それぞれのプライオリティに少なくとも基づいて、前記第１の周期的報告を廃棄するス
テップであって、前記第１のＣＳＩプロセスの前記それぞれのプライオリティより高いそ
れぞれのプライオリティを有している前記第２のＣＳＩプロセスは、前記第１のＣＳＩプ
ロセスのそれぞれのＣＳＩプロセス識別子より低い数値のそれぞれのＣＳＩプロセス識別
子を有している前記第２のＣＳＩプロセスに対応する、ステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項７】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行される方法であって、
　前記ＷＴＲＵと通信する１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複
数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの第１のＣＳＩプロセスと、
　前記１つまたは複数のサービングセルの第１のサービングセルと
　に対応している第１の周期的報告を生成するステップと、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームのセッ
ト上で前記第１の周期的報告を、送信機を介して送るステップであって、前記第１の周期
的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応し、前記１つまたは複数の
報告タイプの各々は、それぞれのプライオリティを有し、前記１つまたは複数のＣＳＩプ
ロセスの各々は、それぞれのプライオリティを有する、ステップと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第２のＣＳＩプロセスと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの第２のサービングセルと
　に対応している第２の周期的報告を生成するステップであって、前記第２の周期的報告
は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有している前記１つまたは複
数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記第２のＣＳＩプロセスは、
前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライオリテ
ィを有する、ステップと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの前記第１のＣＳＩプロセスと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの第３のサービングセルと
　に対応している第３の周期的報告を生成するステップであって、前記第３の周期的報告
は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有している前記１つまたは複
数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応する、ステップと、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間、または、前記第２の周期的報告
と前記第３の周期的報告との間のどちらか一方で衝突するとすぐに、前記第１のＣＳＩプ
ロセスの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のＣＳＩプロセスの前記それぞ
れのプライオリティに少なくとも基づいて、前記第１の周期的報告および前記第３の周期
的報告を廃棄するステップであって、前記第１のＣＳＩプロセスの前記それぞれのプライ
オリティより高いそれぞれのプライオリティを有している前記第２のＣＳＩプロセスは、
前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのＣＳＩプロセス識別子より低い数値のそれぞれの
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ＣＳＩプロセス識別子を有している前記第２のＣＳＩプロセスに対応する、ステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項８】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行される方法であって、
　前記ＷＴＲＵと通信する１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複
数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの第１のＣＳＩプロセスと、
　前記１つまたは複数のサービングセルの第１のサービングセルと
　に対応している第１の周期的報告を生成するステップと、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームのセッ
ト上で前記第１の周期的報告を、送信機を介して送るステップであって、前記第１の周期
的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応し、前記１つまたは複数の
報告タイプの各々は、それぞれのプライオリティを有し、前記１つまたは複数のＣＳＩプ
ロセスの各々は、それぞれのプライオリティを有する、ステップと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第２のＣＳＩプロセスと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの第２のサービングセルと
　に対応している第２の周期的報告を生成するステップであって、前記第２の周期的報告
は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有している前記１つまたは複
数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記第２のＣＳＩプロセスは、
前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライオリテ
ィを有する、ステップと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの第３のＣＳＩプロセスと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの第３のサービングセルと
　に対応している第３の周期的報告を生成するステップであって、前記第３の周期的報告
は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有している前記１つまたは複
数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記第２のＣＳＩプロセスは、
前記第３のＣＳＩプロセスのそれぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライオリテ
ィを有する、ステップと、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間、または、前記第２の周期的報告
と前記第３の周期的報告との間のどちらか一方で衝突するとすぐに、前記第１のＣＳＩプ
ロセスの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のＣＳＩプロセスの前記それぞ
れのプライオリティ、または、前記第３のＣＳＩプロセスの前記それぞれのプライオリテ
ィより高いそれぞれのプライオリティを有している前記第２のＣＳＩプロセスの前記それ
ぞれのプライオリティに少なくとも基づいて、前記第１の周期的報告および前記第３の周
期的報告を廃棄するステップであって、前記第１のＣＳＩプロセスの前記それぞれのプラ
イオリティより高いそれぞれのプライオリティを有している前記第２のＣＳＩプロセスは
、前記第１のＣＳＩプロセスのそれぞれのＣＳＩプロセス識別子より低い数値のそれぞれ
のＣＳＩプロセス識別子を有している前記第２のＣＳＩプロセスに対応し、
　前記第３のＣＳＩプロセスの前記それぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライ
オリティを有している前記第２のＣＳＩプロセスは、前記第３のＣＳＩプロセスのそれぞ
れのＣＳＩプロセス識別子の数値より低い前記第２のＣＳＩプロセスの前記ＣＳＩプロセ
ス識別子の前記数値に対応する、ステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項９】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行される方法であって、
　前記ＷＴＲＵと通信する１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複
数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの第１のＣＳＩプロセスと、
　前記１つまたは複数のサービングセルの第１のサービングセルと
　に対応している第１の周期的報告を生成するステップと、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル（
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ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームのセッ
ト上で前記第１の周期的報告を、送信機を介して送るステップであって、前記第１の周期
的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応し、前記１つまたは複数の
報告タイプの各々は、それぞれのプライオリティを有し、前記１つまたは複数のサービン
グセルの各々は、それぞれのプライオリティを有する、ステップと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの前記第１のＣＳＩプロセスと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの第２のサービングセルと
　に対応している第２の周期的報告を生成するステップであって、前記第２の周期的報告
は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有している前記１つまたは複
数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記第２のサービングセルは、
前記第１のサービングセルのそれぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライオリテ
ィを有する、ステップと、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間で衝突するとすぐに、前記第１の
サービングセルの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のサービングセルの前
記それぞれのプライオリティに少なくとも基づいて、前記第１の周期的報告を廃棄するス
テップであって、前記第１のサービングセルの前記それぞれのプライオリティより高いそ
れぞれのプライオリティを有している前記第２のサービングセルは、前記第１のサービン
グセルのそれぞれのサービングセル識別子より低い数値のそれぞれのサービングセル識別
子を有している前記第２のサービングセルに対応する、ステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行される方法であって、
　前記ＷＴＲＵと通信する１つまたは複数のサービングセルの各々に対する１つまたは複
数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの第１のＣＳＩプロセスと、
　前記１つまたは複数のサービングセルの第１のサービングセルと
　に対応している第１の周期的報告を生成するステップと、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）の少なくとも１つを含んでいる物理チャネルを介して、サブフレームのセッ
ト上で前記第１の周期的報告を、送信機を介して送るステップであって、前記第１の周期
的報告は、１つまたは複数の報告タイプの第１のタイプに対応し、前記１つまたは複数の
報告タイプの各々は、それぞれのプライオリティを有し、前記１つまたは複数のサービン
グセルの各々は、それぞれのプライオリティを有する、ステップと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの前記第１のＣＳＩプロセスと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの第２のサービングセルと
　に対応している第２の周期的報告を生成するステップであって、前記第２の周期的報告
は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有している前記１つまたは複
数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記第２のサービングセルは、
前記第１のサービングセルのそれぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライオリテ
ィを有する、ステップと、
　　前記１つまたは複数のＣＳＩプロセスの前記第１のＣＳＩプロセスと、
　　前記１つまたは複数のサービングセルの第３のサービングセルと
　に対応している第３の周期的報告を生成するステップであって、前記第３の周期的報告
は、前記第１のタイプと同一のそれぞれのプライオリティを有している前記１つまたは複
数の報告タイプの少なくとも１つの報告タイプに対応し、前記第２のサービングセルは、
前記第３のサービングセルのそれぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライオリテ
ィを有する、ステップと、
　前記第１の周期的報告と前記第２の周期的報告との間、または、前記第２の周期的報告
と前記第３の周期的報告との間のどちらか一方で衝突するとすぐに、前記第１のサービン
グセルの前記それぞれのプライオリティより高い前記第２のサービングセルの前記それぞ
れのプライオリティ、または、前記第３のサービングセルの前記それぞれのプライオリテ
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ィより高い前記第２のサービングセルの前記それぞれのプライオリティに少なくとも基づ
いて、前記第１の周期的報告および前記第３の周期的報告を廃棄するステップであって、
前記第１のサービングセルの前記それぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライオ
リティを有している前記第２のサービングセルは、前記第１のサービングセルのそれぞれ
のサービングセル識別子より低い数値のそれぞれのサービングセル識別子を有している前
記第２のサービングセルに対応し、
　前記第３のサービングセルの前記それぞれのプライオリティより高いそれぞれのプライ
オリティを有している前記第２のサービングセルは、前記第３のサービングセルのそれぞ
れのサービングセル識別子の数値より低い前記第２のサービングセルの前記サービングセ
ル識別子の前記数値に対応する、ステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の送信ポイントのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１２年６月４日に出願された、「ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＮＧ　ＣＨＡ
ＮＮＥＬ　ＳＴＡＴＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　（ＣＳＩ）　ＯＦ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ
　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　ＰＯＩＮＴＳ」と題する、米国特許仮出願第６１／６５５
，３５９号、および２０１２年８月１日に出願された、「ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＮＧ　
ＣＨＡＮＮＥＬ　ＳＴＡＴＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　（ＣＳＩ）　ＯＦ　ＭＵＬＴＩ
ＰＬＥ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　ＰＯＩＮＴＳ」と題する、米国特許仮出願第６１／
６７８，５５９号の利益を主張し、両出願の開示は、それぞれ、その全体が、あらゆる目
的で、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　無線通信システムは、システムの平均セルスループットおよび／またはセルエッジスル
ープットに基づいて評価され得る。セルエッジユーザは、低い受信信号強度を経験し得、
セルエッジ性能は、セル間干渉（ＩＣＩ）によって影響され得る。これは、１のまたは１
に近い周波数再利用率で動作するように設計されたシステムに対して当てはまり得る。そ
のような周波数再利用は、多くのまたはすべてのセルが多くのまたはすべての時間リソー
スおよび周波数リソース上で同時に送信し得るので、システムが干渉制約されるようにな
り得ることを暗示し得る。加えて、電力引き上げは、サービングセル信号強度と干渉信号
強度の両方を増加させ得るので、セルエッジ性能を改善し得ない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３
【発明の概要】
【０００５】
　説明的な実施形態についての詳細な説明が、様々な図を参照しながら今から行われる。
この説明は、可能な実施の詳細な例を提供するが、細部は、例示的なものであることが意
図されており、本出願の範囲を限定することは決して意図されていないことに留意された
い。本明細書で使用される場合、冠詞「ａ」は、さらなる修飾または特徴付けがなされな
い限り、例えば、「１または複数」または「少なくとも１つ」を意味すると理解され得る
。
【０００６】
　実施形態は、送信状態またはＣＳＩプロセスを通信するための方法およびシステムを企
図している。例えば、送信状態またはＣＳＩプロセスを決定するための方法は、少なくと
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も１つの送信状態またはＣＳＩプロセスパラメータをチャネル状態情報（ＣＳＩ）に適用
することを含み得る。方法は、送信状態またはＣＳＩプロセス、およびそれに適用される
少なくとも１つの送信状態またはＣＳＩプロセスパラメータに基づいて、ＣＳＩを報告す
ること、ならびに補正率を少なくとも１つの送信状態またはＣＳＩプロセスに適用するこ
とも含み得る。
【０００７】
　実施形態は、少なくとも部分的に、１または複数の送信ポイントを識別するように構成
され得る、無線送受信デバイス（ＷＴＲＵ）を企図している。１または複数の送信ポイン
トは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告のために構成され得る。ＷＴＲＵは、１または複
数の送信ポイントに対するＣＳＩを生成するようにさらに構成され得る。また、ＷＴＲＵ
は、ＷＴＲＵと通信する１または複数のノードにＣＳＩを送信するように構成され得る。
実施形態は、１または複数の送信ポイントが、ＷＴＲＵと通信する少なくとも１つのアン
テナポートを含み得ることを企図している。実施形態は、１または複数の送信ポイントが
、ＣＳＩ基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）リソースであり得ることも企図している。
【０００８】
　実施形態は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行され得る１または複数の方
法を企図している。１または複数の実施形態は、Ｋ個の送信ポイントを識別することを含
み得、Ｋ個の送信ポイントは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告のために構成され得、Ｋ
は、整数とし得る。実施形態は、Ｋ個の送信ポイントの１または複数に対するＣＳＩを生
成することをさらに含み得る。加えて、実施形態は、ＷＴＲＵと通信する１または複数の
ノードにＣＳＩを送信することを含み得る。また、実施形態は、Ｋ個の送信ポイントによ
ってそれぞれ送信され得る、ＣＳＩ基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）または共通基準信号（ＣＲ
Ｓ）の少なくとも一方を受信することを含み得る。実施形態は、少なくとも部分的に、受
信されたＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳに基づいて、Ｋ個の送信ポイントを識別することを含
み得る。１または複数の実施形態では、ＣＳＩの生成は、Ｋ個の送信ポイントの１または
複数についてのジョイントランク表示またはポイント毎ランク表示の少なくとも一方を生
成することを含み得る。１または複数の実施形態では、ＣＳＩの生成は、ジョイントチャ
ネル品質インデックス（ＣＱＩ）を生成することを含み得、ジョイントＣＱＩは、Ｋ個の
送信ポイントの１または複数の上でのジョイント送信に対応し得る。
【０００９】
　実施形態は、少なくとも部分的に、１または複数の送信ポイントを識別するように構成
され得る、無線送受信デバイス（ＷＴＲＵ）を企図しており、１または複数の送信ポイン
トは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告のために構成され得る。ＷＴＲＵは、１または複
数の送信ポイントについての送信状態またはＣＳＩプロセスを決定するように構成され得
る。ＷＴＲＵは、１または複数の送信ポイントに対するＣＳＩを生成するように構成され
得る。ＷＴＲＵは、１または複数の送信ポイントそれぞれについての送信状態またはＣＳ
Ｉプロセスの表示を受信するようにさらに構成され得、送信状態またはＣＳＩプロセスの
表示は、例えば、送信状態、干渉状態、ブランク状態、または未知状態のうちの１または
複数を含み得る。ＷＴＲＵは、１または複数の送信ポイントについての決定された送信状
態またはＣＳＩプロセスを、１または複数の送信ポイントについての事前決定された遷移
状態またはＣＳＩプロセスと比較するようにさらに構成され得る。ＷＴＲＵは、１または
複数の送信ポイントそれぞれの送信状態またはＣＳＩプロセスが、事前決定された送信状
態またはＣＳＩプロセスにある場合、ＷＴＲＵと通信する１または複数のノードに、１ま
たは複数の送信ポイントそれぞれに対するＣＳＩを送信するようにも構成され得る。
【００１０】
　実施形態は、複数の送信状態またはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスについてのＣ
ＱＩを計算するようにＷＴＲＵを構成するための１または複数の方法を企図している。実
施形態は、ＣｏＭＰリソース管理セット内の非ゼロ電力チャネル状態情報基準信号（ＮＺ
Ｐ　ＣＳＩ－ＲＳ）を、ＣｏＭＰ測定セット内のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳに結び付けるため
の１または複数の方法を企図している。実施形態は、フォールバック、デフォルト、およ
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び／または最高プライオリティについて、プライマリ送信状態またはＣＳＩケースもしく
はＣＳＩプロセスを用いてＷＴＲＵを構成するための１または複数の方法も企図している
。実施形態は、複数のＣＳＩプロセスのＣＳＩフィードバックおよびＡ／Ｎのために、物
理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フォーマット３リソースを選択するための１
または複数の方法も企図している。さらに、実施形態は、アップリンク（ＵＬ）干渉を制
限するために、協調外クラスタポイントについての測定報告をトリガーするための１また
は複数の方法を企図している。
【００１１】
　実施形態は、プロセッサを備え得る無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を企図している。
プロセッサは、１または複数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスを用いて構成され得
る。プロセッサは、ＣＳＩ要求フィールド内の表示を受け取るように構成され得る。表示
は、１または複数のＣＳＩプロセスのうちの少なくとも１つを示し得る。プロセッサは、
１または複数のＣＳＩプロセスのうちの少なくとも１つに対応する、周期的報告および／
または非周期的報告を生成するようにも構成され得る。プロセッサは、物理アップリンク
共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して周期的報告および／または非周期的報告を送信する
ようにも構成され得る。
【００１２】
　実施形態は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を企図している。ＷＴＲＵは、１または
複数のサービングセルと通信し得る。ＷＴＲＵは、プロセッサを備え得る。プロセッサは
、１または複数のサービングセルの各々についての１または複数のチャネル状態情報（Ｃ
ＳＩ）プロセスを用いて構成され得る。プロセッサは、１組のサブフレームについての期
間を用いて構成され得る。また、プロセッサは、１組のサブフレームについてのオフセッ
トを用いて構成され得る。プロセッサは、１または複数のＣＳＩプロセスのうちの第１の
ＣＳＩプロセス、および１または複数のサービングセルのうちの第１のサービングセルに
対応する、第１の周期的報告および／または第１の非周期的報告を生成するように構成さ
れ得る。さらに、プロセッサは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）または物
理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の少なくとも一方を含む物理チャネルを介し
て、１組のサブフレーム上で、第１の周期的報告および／または第１の非周期的報告を送
信するように構成され得る。
【００１３】
　実施形態は、プロセッサを備え得る、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を企図している
。プロセッサは、少なくとも、１または複数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスを用
いて構成され得る。プロセッサは、１または複数のＣＳＩプロセスのうちの第１のＣＳＩ
プロセスに関連付けられるランクインジケータ（ＲＩ）を用いても構成され得る。ＲＩは
、第１のＣＳＩプロセスに加えて、１または複数のＣＳＩプロセスにも関連付けられるよ
うに構成可能とし得る。プロセッサは、少なくとも、ＲＩを少なくとも第２のＣＳＩプロ
セスに関連付けるように構成され得る。プロセッサは、共通ＲＩ値を報告するように構成
され得る。共通ＲＩ値は、第１のＣＳＩプロセスと少なくとも第２のＣＳＩプロセスとに
関連付けられるＲＩとし得る。
【００１４】
　実施形態は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を企図している。ＷＴＲＵは、プロセッ
サを備え得る。プロセッサは、１または複数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスを用
いて構成され得る。プロセッサは、１または複数のＣＳＩプロセスに対応する１または複
数のタイプのフィードバック報告を用いても構成され得る。プロセッサは、１または複数
のＣＳＩプロセスのうちの第１のＣＳＩプロセスに対応する、第１の周期的報告および／
または第１の非周期的報告を生成するように構成され得る。第１の周期的報告および／ま
たは第１の非周期的報告は、１または複数の報告タイプのうちのランクインジケータ（Ｒ
Ｉ）報告タイプにも対応し得る。プロセッサは、１または複数のＣＳＩプロセスのうちの
第２のＣＳＩプロセスに対応する、第２の周期的報告および／または第２の非周期的報告
を生成するように構成され得る。第２の周期的報告および／または第２の非周期的報告は
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、１または複数の報告タイプのうちのＲＩ報告タイプに対応し得る。プロセッサは、第１
の周期的報告および／または第１の非周期的報告、ならびに第２の周期的報告および／ま
たは第２の非周期的報告を送信するようにも構成され得る。プロセッサは、第１の周期的
報告および／または第１の非周期的報告と、第２の周期的報告および／または第２の非周
期的報告との間で衝突が生じた場合、第１の周期的報告および／もしくは第１の非周期的
報告、または第２の周期的報告および／もしくは第２の非周期的報告の一方を廃棄するよ
うにも構成され得る。第１の周期的報告および／または第１の非周期的報告、ならびに第
２の周期的報告および／または第２の非周期的報告は、第１の周期的報告および／または
第１の非周期的報告と、第２の周期的報告および／または第２の非周期的報告との両方に
適用可能なＲＩ値を含み得る。
【００１５】
　実施形態は、プロセッサを備え得る、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を企図している
。プロセッサは、少なくとも、１または複数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスを用
いて構成され得る。プロセッサは、少なくとも、１もしくは複数のＣＳＩプロセスの各々
についての物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送信電力、または１もしくは複
数のＣＳＩプロセスの各々に対する、ＰＤＳＣＨリソース要素当たりのエネルギー（ＥＰ
ＲＥ：ｅｎｅｒｇｙ　ｐｅｒ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）対ＣＳＩ　ＥＰＲＥ
の異なる比のうちの少なくとも一方を仮定するように構成され得る。
【００１６】
　実施形態は、ｅｖｏｌｖｅｄノードＢ（ｅＮＢ）を企図しており、ｅＮＢは、無線送受
信ユニット（ＷＴＲＵ）と通信し得る。ｅＮＢは、プロセッサを備え得る。プロセッサは
、ＷＴＲＵに構成を提供するように構成され得る。構成は、１または複数のチャネル状態
情報（ＣＳＩ）プロセスを含み得る。構成は、ＣＳＩ要求フィールドも含み得る。ＣＳＩ
要求フィールドに関連付けられた表示は、１または複数のＣＳＩプロセスのうちの少なく
とも１つを示し得る。プロセッサは、１または複数のＣＳＩプロセスのうちの少なくとも
１つに対応する周期的報告および／または非周期的報告を、物理アップリンク共有チャネ
ル（ＰＵＳＣＨ）を介して、ＷＴＲＵから受信するようにも構成され得る。
【００１７】
　実施形態は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）と通信し得る、ｅｖｏｌｖｅｄノードＢ
（ｅＮＢ）を企図している。ＷＴＲＵは、１または複数のサービングセルと通信し得る。
ｅＮＢは、プロセッサを備え得る。プロセッサは、ＷＴＲＵに構成を提供するように構成
され得る。構成は、１または複数のサービングセルの各々についての１または複数のチャ
ネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスを含み得る。構成は、１組のサブフレームについての期
間を含み得る。構成は、１組のサブフレームについてのオフセットも含み得る。プロセッ
サは、１または複数のＣＳＩプロセスのうちの少なくとも１つに対応する周期的報告およ
び／または非周期的報告を、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介して、Ｗ
ＴＲＵから、１組のサブフレーム上で受信するように構成され得る。
【００１８】
　実施形態は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）と通信し得る、ｅｖｏｌｖｅｄノードＢ
（ｅＮＢ）を企図している。ｅＮＢは、プロセッサを備え得る。プロセッサは、少なくと
も、ＷＴＲＵに構成を提供するように構成され得る。構成は、少なくとも１または複数の
チャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスを含み得る。構成は、１または複数のＣＳＩプロセ
スのうちの第１のＣＳＩプロセスと関連付けられたランクインジケータ（ＲＩ）も含み得
る。ＲＩは、第１のＣＳＩプロセスに加えて、１または複数のＣＳＩプロセスにも関連付
けられるように構成可能とし得る。プロセッサは、共通ＲＩ値を含む報告をＷＴＲＵから
受信するようにも構成され得る。共通ＲＩ値は、第１のＣＳＩプロセスと少なくとも第２
のＣＳＩプロセスとに関連付けられるＲＩとし得る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　開示される実施形態についての以下の詳細な説明は、添付の図面を併用して読まれた場
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合に、より良く理解され得る。説明の目的で、図面には、例示的な実施形態が示されてい
るが、しかしながら、主題は、開示された特定の要素および手段に限定されない。
【００２０】
【図１Ａ】１または複数の開示される実施形態が実施され得る例示的な通信システムのシ
ステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示された通信システム内で使用され得る例示的な無線送受信ユニット
（ＷＴＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示された通信システム内で使用され得る例示的な無線アクセスネット
ワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図２】実施形態に従った例示的な周期的フィードバック報告シーケンスを示す図である
。
【図３Ａ】実施形態に従った、通常のＣＰサブフレームのための例示的なチャネル状態情
報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）ポートマッピングを示す図である。
【図３Ｂ】実施形態に従った例示的な４リソース要素セットを示す図である。
【図４】実施形態に従った例示的な無線デバイス構成を示す図である。
【図５】実施形態に従った例示的な方法を示す図である。
【図６】実施形態に従った例示的な無線デバイス構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１Ａは、１または複数の開示される実施形態が実施され得る例示的な通信システム１
００の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、放送
などのコンテンツを複数の無線ユーザに提供する、多元接続システムとし得る。通信シス
テム１００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有を通して
、そのようなコンテンツにアクセスすることを可能にし得る。例えば、通信システム１０
０は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接
続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ
－ＦＤＭＡ）など、１または複数のチャネルアクセス方法を利用し得る。図１Ａに示され
るように、通信システム１００は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０４、コアネットワーク
１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１０、および他のネット
ワーク１１２を含み得るが、開示される実施形態は、任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネッ
トワーク、および／またはネットワーク要素を企図していることが理解されよう。ＷＴＲ
Ｕ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの各々は、無線環境において動作および／ま
たは通信するように構成された任意のタイプのデバイスとし得る。例を挙げると、ＷＴＲ
Ｕ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線信号を送信および／または受信する
ように構成され得、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ペ
ージャ、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトップ、ネット
ブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、家電製品などを含み得る。
【００２２】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂも含み得る。基地局１１
４ａ、１１４ｂの各々は、コアネットワーク１０６、インターネット１１０、および／ま
たはネットワーク１１２などの１または複数の通信ネットワークへのアクセスを円滑化す
るために、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの少なくとも１つと無線で
インターフェース接続するように構成された、任意のタイプのデバイスとし得る。例を挙
げると、基地局１１４ａ、１１４ｂは、基地トランシーバ局（ＢＴＳ）、ノードＢ、ｅノ
ードＢ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、サイトコントローラ、アクセスポイント（
ＡＰ）、および無線ルータなどとし得る。基地局１１４ａ、１１４ｂは各々、単一の要素
として示されているが、基地局１１４ａ、１１４ｂは、任意の数の相互接続された基地局
および／またはネットワーク要素を含み得ることが理解されよう。
【００２３】
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　基地局１１４ａは、ＲＡＮ１０４の部分とし得、ＲＡＮ１０４は、他の基地局、および
／または基地局コントローラ（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、中
継ノードなどのネットワーク要素（図示されず）も含み得る。基地局１１４ａおよび／ま
たは基地局１１４ｂは、セル（図示せず）と呼ばれることがある特定の地理的領域内で、
無線信号を送信および／または受信するように構成され得る。セルは、さらにセルセクタ
に分割され得る。例えば、基地局１１４ａに関連付けられたセルは、３つのセクタに分割
され得る。したがって、一実施形態では、基地局１１４ａは、送受信機を３つ、すなわち
、セルのセクタ毎に１つずつ含み得る。別の実施形態では、基地局１１４ａは、多入力多
出力（ＭＩＭＯ）技術を利用し得、したがって、セルのセクタ毎に複数の送受信機を利用
し得る。
【００２４】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインターフェース１１６上で、ＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１または複数と通信し得、エアインターフェース１１６
は、任意の適切な無線通信リンク（例えば、無線周波（ＲＦ）、マイクロ波、赤外線（Ｉ
Ｒ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）とし得る。エアインターフェース１１６は、任意の
適切な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して確立され得る。
【００２５】
　より具体的には、上で言及されたように、通信システム１００は、多元接続システムと
し得、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、およびＳＣ－ＦＤＭＡなどの、１ま
たは複数のチャネルアクセス方式を利用し得る。例えば、ＲＡＮ１０４内の基地局１１４
ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登
録商標））を使用してエアインターフェース１０６を確立し得る、ユニバーサル移動体通
信システム（ＵＭＴＳ）地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実施し得る。Ｗ
ＣＤＭＡは、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）および／またはｅｖｏｌｖｅｄＨＳＰＡ
（ＨＳＰＡ＋）などの通信プロトコルを含み得る。ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケッ
トアクセス（ＨＳＤＰＡ）および／または高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰ
Ａ）を含み得る。
【００２６】
　別の実施形態では、基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは
、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ
－Ａ）を使用してエアインターフェース１１６を確立し得る、ｅｖｏｌｖｅｄＵＭＴＳ地
上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）などの無線技術を実施し得る。
【００２７】
　他の実施形態では、基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは
、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、マイクロ波アクセス用の世界的相互運用性（ＷｉＭ
ＡＸ））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ
、暫定標準２０００（ＩＳ－２０００）、暫定標準９５（ＩＳ－９５）、暫定標準８５６
（ＩＳ－８５６）、移動体通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、ＧＳＭエ
ボリューション用の高速データレート（ＥＤＧＥ）、およびＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡ
Ｎ）などの無線技術を実施し得る。
【００２８】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ
、またはアクセスポイントとし得、職場、家庭、乗物、およびキャンパスなどの局所的エ
リアにおける無線接続性を円滑化するために、任意の適切なＲＡＴを利用し得る。一実施
形態では、基地局１１４ｂ、およびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１
１などの無線技術を実施して、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立し得
る。別の実施形態では、基地局１１４ｂ、およびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１５などの無線技術を実施して、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡ
Ｎ）を確立し得る。また別の実施形態では、基地局１１４ｂ、およびＷＴＲＵ１０２ｃ、
１０２ｄは、セルラベースのＲＡＴ（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、
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ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立し得る。図１
Ａに示されるように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０への直接的な接続を有す
ることがある。したがって、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介して、イン
ターネット１１０にアクセスする必要がないことがある。
【００２９】
　ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信し得、コアネットワーク１０６は、音
声、データ、アプリケーション、および／またはボイスオーバインターネットプロトコル
（ＶｏＩＰ）サービスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１または複
数に提供するように構成された、任意のタイプのネットワークとし得る。例えば、コアネ
ットワーク１０６は、呼制御、請求サービス、モバイルロケーションベースのサービス、
プリペイド通話、インターネット接続性、ビデオ配信などを提供し得、および／またはユ
ーザ認証など、高レベルのセキュリティ機能を実行し得る。図１Ａには示されていないが
、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴま
たは異なるＲＡＴを利用する他のＲＡＮと直接的または間接的に通信し得ることが理解さ
れよう。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用し得るＲＡＮ１０４に接続するのに加えて
、コアネットワーク１０６は、ＧＳＭ無線技術を利用する別のＲＡＮ（図示せず）とも通
信し得る。
【００３０】
　コアネットワーク１０６は、ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／または
他のネットワーク１１２にアクセスするための、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
、１０２ｄのためのゲートウェイとしてもサービスし得る。ＰＳＴＮ１０８は、基本電話
サービス（ＰＯＴＳ）を提供する回路交換電話網を含み得る。インターネット１１０は、
ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコルスイート内の伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユ
ーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、およびインターネットプロトコル（ＩＰ）など
、共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークとデバイ
スとからなるグローバルシステムを含み得る。ネットワーク１１２は、他のサービスプロ
バイダによって所有および／または運営される有線または無線通信ネットワークを含み得
る。例えば、ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを利
用し得る１または複数のＲＡＮに接続された、別のコアネットワークを含み得る。
【００３１】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのいくつか
またはすべては、マルチモード機能を含み得、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃ、１０２ｄは、異なる無線リンク上で異なる無線ネットワークと通信するための
複数の送受信機を含み得る。例えば、図１Ａに示されたＷＴＲＵ１０２ｃは、セルラベー
スの無線技術を利用し得る基地局１１４ａと通信するように、またＩＥＥＥ８０２無線技
術を利用し得る基地局１１４ｂと通信するように構成され得る。
【００３２】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示されるように、Ｗ
ＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８と、送受信機１２０と、送信／受信要素１２２と、ス
ピーカ／マイクロフォン１２４と、キーパッド１２６と、ディスプレイ／タッチパッド１
２８と、着脱不能メモリ１３０と、着脱可能メモリ１３２と、電源１３４と、全地球測位
システム（ＧＰＳ）チップセット１３６と、他の周辺機器１３８とを含み得る。ＷＴＲＵ
１０２は、一実施形態との整合性を保ちながら、上記の要素の任意のサブコンビネーショ
ンを含み得ることが理解されよう。
【００３３】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１または
複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、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）回路、他の任意の
タイプの集積回路（ＩＣ）、および状態機械などとし得る。プロセッサ１１８は、信号符
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号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷＴＲＵ１０２が無線環境で
動作することを可能にする他の任意の機能を実行し得る。プロセッサ１１８は、送受信機
１２０に結合され得、送受信機１２０は、送信／受信要素１２２に結合され得る。図１Ｂ
は、プロセッサ１１８と送受信機１２０を別々のコンポーネントとして示しているが、プ
ロセッサ１１８と送受信機１２０は、電子パッケージまたはチップ内に一緒に統合され得
ることが理解されよう。
【００３４】
　送信／受信要素１２２は、エアインターフェース１１６上で、基地局（例えば、基地局
１１４ａ）に信号を送信し、または基地局から信号を受信するように構成され得る。例え
ば、一実施形態では、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信する
ように構成されたアンテナとし得る。別の実施形態では、送信／受信要素１２２は、例え
ば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信および／または受信するように構成された放射
器／検出器とし得る。また別の実施形態では、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号と光信
号の両方を送信および受信するように構成され得る。送信／受信要素１２２は、無線信号
の任意の組み合わせを送信および／または受信するように構成され得ることが理解されよ
う。
【００３５】
　加えて、図１Ｂでは、送信／受信要素１２２は単一の要素として示されているが、ＷＴ
ＲＵ１０２は、任意の数の送信／受信要素１２２を含み得る。より具体的には、ＷＴＲＵ
１０２は、ＭＩＭＯ技術を利用し得る。したがって、一実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は
、エアインターフェース１１６上で無線信号を送信および受信するための２以上の送信／
受信要素１２２（例えば、複数のアンテナ）を含み得る。
【００３６】
　送受信機１２０は、送信／受信要素１２２によって送信される信号を変調し、送信／受
信要素１２２によって受信された信号を復調するように構成され得る。上で言及されたよ
うに、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を有し得る。したがって、送受信機１２０は
、ＷＴＲＵ１０２が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１などの複数のＲＡＴ
を介して通信することを可能にするための、複数の送受信機を含み得る。
【００３７】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド
１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば、液晶表示（ＬＣＤ
）ディスプレイユニットもしくは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイユニット
）に結合され得、それらからユーザ入力データを受け取り得る。プロセッサ１１８は、ス
ピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、および／またはディスプレイ／タッ
チパッド１２８にユーザデータを出力もし得る。加えて、プロセッサ１１８は、着脱不能
メモリ１３０および／または着脱可能メモリ１３２など、任意のタイプの適切なメモリか
ら情報を入手し得、それらにデータを記憶し得る。着脱不能メモリ１３０は、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または他の
任意のタイプのメモリ記憶デバイスを含み得る。着脱可能メモリ１３２は、加入者識別モ
ジュール（ＳＩＭ）カード、メモリスティック、およびセキュアデジタル（ＳＤ）メモリ
カードなどを含み得る。他の実施形態では、プロセッサ１１８は、ＷＴＲＵ１０２上に物
理的に配置されたメモリではなく、サーバまたはホームコンピュータ（図示せず）などの
上に配置されたメモリから情報を入手し得、それらにデータを記憶し得る。
【００３８】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取り得、ＷＴＲＵ１０２内の他のコン
ポーネントへの電力の分配および／または制御を行うように構成され得る。電源１３４は
、ＷＴＲＵ１０２に給電するための任意の適切なデバイスとし得る。例えば、電源１３４
は、１または複数の乾電池（例えば、ニッケル－カドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル－亜
鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）など）、
太陽電池、および燃料電池などを含み得る。
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【００３９】
　プロセッサ１１８は、ＧＰＳチップセット１３６にも結合され得、ＧＰＳチップセット
１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在位置に関する位置情報（例えば、経度および緯度）を提
供するように構成され得る。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはその
代わりに、ＷＴＲＵ１０２は、基地局（例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアイ
ンターフェース１１６上で位置情報を受け取り得、および／または２以上の近くの基地局
から受信した信号のタイミングに基づいて、自らの位置を決定し得る。ＷＴＲＵ１０２は
、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の適切な位置決定方法を用いて、位置情報を
獲得し得ることが理解されよう。
【００４０】
　プロセッサ１１８は、他の周辺機器１３８にさらに結合され得、他の周辺機器１３８は
、追加的な特徴、機能、および／または有線もしくは無線接続性を提供する、１または複
数のソフトウェアモジュールおよび／またはハードウェアモジュールを含み得る。例えば
、周辺機器１３８は、加速度計、ｅコンパス、衛星送受信機、（写真またはビデオ用の）
デジタルカメラ、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、バイブレーションデバイ
ス、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジ
ュール、周波数変調（ＦＭ）ラジオユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ
、ビデオゲームプレーヤモジュール、およびインターネットブラウザなどを含み得る。
【００４１】
　図１Ｃは、一実施形態による、ＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム
図である。上で言及されたように、ＲＡＮ１０４は、エアインターフェース１１６上でＷ
ＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するために、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用し
得る。ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６とも通信し得る。
【００４２】
　ＲＡＮ１０４は、ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含み得るが、ＲＡＮ１０
４は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のｅノードＢを含み得ることが理解
されよう。ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、各々が、エアインターフェース
１１６上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための１または複数の送受
信機を含み得る。一実施形態では、ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、ＭＩＭ
Ｏ技術を実施し得る。したがって、ｅノードＢ１４０ａは、例えば、複数のアンテナを使
用して、ＷＴＲＵ１０２ａに無線信号を送信し、ＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信し
得る。
【００４３】
　ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃの各々は、特定のセル（図示せず）に関連付
け得、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、ならびにアップリンクおよび／または
ダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを処理するように構成され得る。図
１Ｃに示されるように、ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｘ２インターフェ
ース上で互いに通信し得る。
【００４４】
　図１Ｃに示されるコアネットワーク１０６は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）
１４２、サービングゲートウェイ１４４、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）
ゲートウェイ１４６を含み得る。上記の要素の各々は、コアネットワーク１０６の部分と
して示されているが、これらの要素は、どの１つをとっても、コアネットワークオペレー
タとは異なる主体によって所有および／または運営され得ることが理解されよう。
【００４５】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インターフェースを介して、ＲＡＮ１０４内のｅノードＢ１４０
ａ、１４０ｂ、１４０ｃの各々に接続され得、制御ノードとしての役割を果たし得る。例
えば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユーザの認証、ベアラ
アクティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの初期接続中に
おける特定のサービングゲートウェイの選択などを担い得る。ＭＭＥ１４２は、ＲＡＮ１
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０４とＧＳＭまたはＷＣＤＭＡなどの他の無線技術を利用する他のＲＡＮ（図示せず）と
の間の交換のためのコントロールプレーン機能も提供し得る。
【００４６】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インターフェースを介して、ＲＡＮ１０４内の
ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃの各々に接続され得る。サービングゲートウェ
イ１４４は、一般に、ユーザデータパケットのＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃへ
の／からの経路選択および転送を行い得る。サービングゲートウェイ１４４は、ｅノード
Ｂ間ハンドオーバ中におけるユーザプレーンのアンカリング（ａｎｃｈｏｒｉｎｇ）、ダ
ウンリンクデータがＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに利用可能な場合に行う一斉
呼出のトリガー、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストの管理お
よび記憶など、他の機能も実行し得る。
【００４７】
　サービングゲートウェイ１４４は、ＰＤＮゲートウェイ１４６にも接続され得、ＰＤＮ
ゲートウェイ１４６は、インターネット１１０などのパケット交換ネットワークへのアク
セスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃとＩＰ対応デバイスの間の通信を円滑化し得る。
【００４８】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を円滑化し得る。例えば、コア
ネットワーク１０６は、ＰＳＴＮ１０８などの回路交換ネットワークへのアクセスをＷＴ
ＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
と従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑化し得る。例えば、コアネットワーク１０６
は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ１０８の間のインターフェースとしての役割を果
たすＩＰゲートウェイ（例えば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を
含み得、またはＩＰゲートウェイと通信し得る。加えて、コアネットワーク１０６は、ネ
ットワーク１１２へのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供し得、ネ
ットワーク１１２は、他のサービスプロバイダによって所有および／または運営される他
の有線または無線ネットワークを含み得る。
【００４９】
　理由の中でもとりわけ、より高いデータレートおよびスペクトル効率をサポートするた
めに、第３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）システムが、３ＧＰＰリリース８（Ｒ８）に導入された（ＬＴＥリリース８
は、本明細書では、ＬＴＥ　Ｒ８またはＲ８－ＬＴＥと呼ばれることがある）。ＬＴＥで
は、アップリンク上での送信は、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ
）を使用して実行され得る。特に、ＬＴＥアップリンクにおいて使用され得るＳＣ－ＦＤ
ＭＡは、離散フーリエ変換拡散直交周波数分割多重（ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ：Ｄｉｓｃｒ
ｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　Ｓｐｒｅａｄ　Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）技術に基づき得る
。本明細書で使用される場合、ＳＣ－ＦＤＭＡおよびＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭという用語は
、交換可能に使用され得る。
【００５０】
　ＬＴＥでは、ユーザ機器（ＵＥ）という別称でも呼ばれる、無線送受信ユニット（ＷＴ
ＲＵ）は、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）構成の限られた１組の連続的に割り当てられ
たサブキャリアを使用して、またいくつかの実施形態では、おそらく、周波数分割多元接
続（ＦＤＭＡ）構成の限られた１組の連続的に割り当てられたサブキャリアのみを使用し
て、アップリンク上で送信し得る。例えば、アップリンクにおける直交周波数分割多重（
ＯＦＤＭ）信号またはシステム帯域幅全体が、１から１００までの番号が付された有用な
サブキャリアから構成される場合、所定の第１のＷＴＲＵは、サブキャリア１～１２上で
送信するように割り当てられ得、第２のＷＴＲＵは、サブキャリア１３～２４上で送信す
るように割り当てられ得、以降も同様である。異なるＷＴＲＵは、各々が、利用可能な送
信帯域幅のサブセットで送信し得、おそらく、各々が、利用可能な送信帯域幅のサブセッ
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トのみで送信し得るが、ＷＴＲＵにサービスするｅｖｏｌｖｅｄノードＢ（ｅノードＢ）
は、送信帯域幅全体にわたって複合アップリンク信号を受信し得る。
【００５１】
　（ＬＴＥリリース１０（Ｒ１０）を含み、リリース１１などの将来のリリースも含み得
、本明細書では、ＬＴＥ－Ａ、ＬＴＥ　Ｒ１０、またはＲ１０－ＬＴＥとも呼ばれる）Ｌ
ＴＥアドバンストは、完全準拠４ＧアップグレードパスをＬＴＥおよび３Ｇネットワーク
に提供する、ＬＴＥ規格の機能強化である。ＬＴＥ－Ａでは、キャリアアグリゲーション
が、サポートされ得、ＬＴＥとは異なり、複数のキャリアが、アップリンク、ダウンリン
ク、または両方に割り当てられ得る。
【００５２】
　実施形態は、ダウンリンクにおける多地点協調動作（ＣｏＭＰ）が、１組の可能な方式
を指し得ることを認識しており、複数の地理的に隔てられた送信ポイントからの送信は、
セルエッジスループットおよび／またはシステムスループットから見たシステム性能を改
善するために調整され得る。そのような方式の例は、複数のポイントがＷＴＲＵを宛先と
する情報を同時に送信し得る、ジョイント送信、ＷＴＲＵへの送信のために、１組のポイ
ントのうちの１つが動的に選択され得る、動的ポイント選択、および第２のポイントから
の干渉送信の適切な調整によって、第１のポイントからスケジュールされているＷＴＲＵ
に対する干渉が回避され得る、協調スケジューリング／協調ビームフォーミングを含む。
【００５３】
　他の無線システム同様に、ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａの両方でも、システム性能は、平均
セルスループットおよび／またはセルエッジスループットに基づいて評価され得る。平均
セルスループット性能は、電力引き上げ技法を使用して、受信信号強度を高めることによ
って、改善され得るが、セルエッジユーザは、低い受信信号強度を経験し得、したがって
、セルエッジ性能は、主として、セル間干渉（ＩＣＩ）によって影響され得る。これは、
ＯＦＤＭベースの４Ｇネットワークによって企図されている、１のまたは１に近い周波数
再利用率で動作するように設計されたシステムに対して特に当てはまり得る。
【００５４】
　実施形態は、無線システムが、その平均セルスループットおよび／またはセルエッジス
ループットに基づいて評価され得ることを企図している。実施形態は、セル平均および／
またはセルエッジ性能の改善を企図している。平均セル性能は、電力引き上げ技法を使用
して、受信信号強度を高めることによって、改善され得る。しかしながら、セルエッジユ
ーザは、低い受信信号強度を経験し得、したがって、セルエッジ性能は、セル間干渉（Ｉ
ＣＩ）によって影響され得る。これは、ＯＦＤＭベースの４Ｇネットワークによって実施
され得る、１のまたは１に近い周波数再利用率で動作するように設計されたシステムにお
いて特によく見られ得る。そのような周波数再利用は、多くのまたはすべてのセルが多く
のまたはおそらくすべての時間リソースおよび周波数リソース上で同時に送信する場合に
、特に干渉制約されるようになるシステムをもたらし得る。実施形態は、電力を引き上げ
ると、例えば、おそらく、サービングセル信号強度および干渉信号強度の両方が高められ
得、それが、ひいては、ＩＣＩを高め得るために、電力引き上げがセルエッジ性能を改善
し得ないことを認識している。
【００５５】
　実施形態は、多地点協調（ＣｏＭＰ）送受信など、セルエッジ性能を改善するために使
用され得る他の技法も企図している。多地点送受信の実施形態では、「近接」していない
アンテナからの送信または受信が実施され得、ここで、「近接」とは、ほとんどのアンテ
ナ、またはおそらくすべてのアンテナが、異なる長期フェージングを被り得るような、数
波長の間隔を超える距離とし得る。そのような送信モードでは、ＷＴＲＵにおける受信信
号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）を改善するために、いくつかのセルまたは送信ポイントは、
結合し得る。
【００５６】
　実施形態は、「サービングセル」という用語が、例えば、ＬＴＥ　Ｒ８（単一セル）に
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おいて定義されるような、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）割り当てを送信
する単一セルに対して使用され得ることを企図している。実施形態は、データがＣｏＭＰ
協調セット内の各ポイントにおいて利用可能であり得る、ジョイント処理（ＪＰ）を含む
、いくつかのＣｏＭＰカテゴリが使用され得ることも企図している。ＪＰの実施形態では
、ジョイント送信（ＪＴ）が使用され得、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）
送信は、ＣｏＭＰ協調セットの一部、またはおそらく、ＣｏＭＰ協調セット全体など、複
数のポイントから一度に送信され得る。単一のＷＴＲＵへのデータは、例えば、受信信号
品質を（同期的もしくは非同期的に）改善するために、および／または他のＷＴＲＵに対
する干渉を能動的に打ち消すために、複数の送信ポイントから同時に送信され得る。また
、実施形態は、ＪＰでは、例えば、ＰＤＳＣＨ送信が一度にＣｏＭＰ協調セット内の１つ
のポイントから送信され得る、動的セル選択が使用され得ることも企図している。
【００５７】
　別のＣｏＭＰカテゴリは、協調スケジューリング／協調ビームフォーミング（ＣＳ／Ｃ
Ｂ）とし得、ＣＳ／ＣＢでは、データは、サービングセルにおいて利用可能であり得（す
なわち、データ送信はそのポイントからのみ実行され）、いくつかの実施形態では、サー
ビングセルにおいてのみ利用可能であり得るが、ユーザのスケジューリング／ビームフォ
ーミング決定は、ＣｏＭＰ協調セットに対応するセル間の協調を用いて行われ得る。
【００５８】
　実施形態は、少なくとも１つのＣｏＭＰカテゴリが、セルアグリゲーションを含み得る
ことを企図している。いくつかの送信ポイントまたは各送信ポイントは、同じキャリア周
波数上でＷＴＲＵに送信する独立したデータを有し得る。いくつかのセルまたは各セルは
、ＷＴＲＵへの、およびＷＴＲＵからの独自のデータおよび／または信号フローを有し得
る。例えば、いくつかのセルまたは各セルは、独立のＨＡＲＱプロセスを使用し得る。
【００５９】
　実施形態は、１または複数のＣｏＭＰセットが、ＣｏＭＰ協調セットを含み得ることを
企図しており、ＣｏＭＰ協調セットでは、１組の地理的に隔てられたポイントが、ＷＴＲ
ＵへのＰＤＳＣＨ送信に直接的または間接的に参加している。このセットは、ＷＴＲＵか
ら透過的であることも、または透過的でないこともある。別のＣｏＭＰセットは、ＷＴＲ
ＵにＰＤＳＣＨを能動的に送信中であり得るポイントまたは１組のポイントとし得る、Ｃ
ｏＭＰ送信ポイントとし得る。１組のＣｏＭＰ送信ポイントは、ＣｏＭＰ協調セットのサ
ブセットとし得る。ＪＴの実施形態では、ＣｏＭＰ送信ポイントは、ＣｏＭＰ協調セット
内のポイントとし得る。動的セル選択の実施形態の場合、単一のポイントが、いくつかの
サブフレームまたはおそらくすべてのサブフレームにおける送信ポイントであり得る。こ
の単一の送信ポイントは、ＣｏＭＰ協調セット内で動的に変化し得る。ＣＳ／ＣＢの実施
形態の場合、ＣｏＭＰ送信ポイントは、例えば、「サービングセル」に対応し得る。
【００６０】
　実施形態は、（ＷＴＲＵへのリンクに関する）チャネル状態／統計情報が報告され得る
１組のセルとし得る、ＣｏＭＰ測定セットを含み得る、他のＣｏＭＰセットも企図してい
る。いくつかの実施形態では、ＣｏＭＰ測定セットは、ＣｏＭＰ協調セットと同じとし得
る。実際のＷＴＲＵ報告は、ＣｏＭＰ測定セルのうちのセルのサブセットに対するフィー
ドバックを含み得、いくつかの実施形態では、被報告セルと呼ばれることがある、ＣｏＭ
Ｐ測定セルのうちのセルのサブセットに対するフィードバックのみを含み得る。
【００６１】
　実施形態は、チャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックが、ランク（例えば、ランク
インジケータ（ＲＩ））、プリコーダ行列インデックス（ＰＭＩ）、および／またはチャ
ネル品質インジケータ（ＣＱＩ）の形式で報告され得ることを企図しており、ここで、Ｐ
ＭＩは、例えば、事前定義されたコードブックに照らしてチャネルを量子化することによ
って、ＷＴＲＵにおいて計算され得る。ＣＳＩフィードバックは、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ
報告を含み得、周期的または非周期的に提供され得る。ＷＴＲＵによって報告される情報
を制御するために使用され得るパラメータは、システム帯域幅に基づき得、ならびに／ま
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たは無線リソース制御（ＲＲＣ）接続セットアップ、再構成、および／もしくは再確立メ
ッセージで提供され得る。ＷＴＲＵによって報告される情報は、同じＲＲＣメッセージで
定義され得る、送信モードに基づいて変化し得る。表１は、実施形態によって企図される
、例示的な報告モードの要約を含む。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　実施形態は、周期的フィードバックが、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）
チャネル上で送信され得ることを企図しているが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵ
ＳＣＨ）チャネルが存在する場合は、それは、そのチャネル上で送信され得る。周期的報
告は、一連の１または複数の異なるタイプの報告を使用し得る。そのようなタイプは、例
えば、サブバンドＣＱＩを報告し得る「タイプ１」、広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩを報告し得る
「タイプ２」、ＲＩを報告し得る「タイプ３」、および広帯域ＣＱＩを報告し得る「タイ
プ４」を含み得る。例示的な報告シーケンスが、図２に示されており、各長方形内の数字



(22) JP 6407144 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

は、上で説明された報告タイプに対応する。１または複数の実施形態では、非周期的フィ
ードバックは、ＣＱＩ要求ビットが設定されている場合に、フォーマット０ダウンリンク
制御情報（ＤＣＩ）、またはランダムアクセス応答（ＲＡＲ）によって要求され得る。１
または複数の実施形態では、非周期的フィードバックは、ＰＵＳＣＨチャネル上で送信さ
れ得る。
【００６４】
　実施形態は、周期的ＰＵＣＣＨフィードバックのタイプが、８個の送信（Ｔｘ）アンテ
ナポートのために、さらに拡張され得ることを企図している。周期的ＰＵＣＣＨフィード
バックのそのようなタイプは、ＷＴＲＵ選択のサブバンドについてのＣＱＩフィードバッ
クをサポートし得る「タイプ１」報告、サブバンドＣＱＩおよび第２のＰＭＩフィードバ
ックをサポートし得る「タイプ１ａ」報告、広帯域ＣＱＩおよびＰＭＩフィードバックを
サポートし得る「タイプ２」、「タイプ２ｂ」、および「タイプ２ｃ」報告、広帯域ＰＭ
Ｉフィードバックをサポートし得る「タイプ２ａ」報告、ＲＩフィードバックをサポート
し得る「タイプ３」報告、広帯域ＣＱＩをサポートし得る「タイプ４」報告、ＲＩおよび
広帯域ＰＭＩフィードバックをサポートし得る「タイプ５」報告、ならびにＲＩおよびＰ
ＴＩフィードバックをサポートする「タイプ６」報告を含み得る。例えば、ＬＴＥ　Ｒ８
およびＲ１０において使用されるものなどの、ＣＳＩフィードバックは、単一セル動作、
および物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）スケジューリングをサポートするよ
うに設計され得る。ＣＳＩフィードバックは、自らとサービングセルの間のチャネルを表
し得、サービングセルに報告され得、いくつかの実施形態では、おそらく、サービングセ
ルのみに報告され得る。
【００６５】
　実施形態は、または複数のＷＴＲＵフィードバック手順が単一セルダウンリンク動作に
対して意図され得ることを企図している。実施形態は、ＣｏＭＰ動作の場合、ＷＴＲＵが
、ＣｏＭＰセット決定、ＣｏＭＰアクティブ化／非アクティブ化、および／またはダウン
リンクスケジューリング／ビームフォーミングなど、様々な機能のために必要とされる、
異なるＣｏＭＰセルまたは送信ポイントのＣＳＩ情報を含む、複数のフィードバックを提
供するように要求され得ることを認識している。ＣｏＭＰ実施のためのいくつかのフィー
ドバック構成実施形態が、企図されている。１または複数の実施形態は、フィードバック
メカニズムの内容およびレートの両面に対処することを企図している。
【００６６】
　実施形態は、セルのいくつかまたはすべての送信ポイント（またはアンテナポート）が
、互いに地理的に近くにあり得る場合に、Ｒ１０までに定義されたいくつかのフィードバ
ック手順が、最適化され得ることを認識している。リモート無線ヘッド（ＲＲＨ）を利用
する配備では、１組の地理的に隔てられたＲＲＨは、同じ物理セル識別情報を利用し得る
。このシナリオでは、いくつかのアンテナポートのチャネル品質が他のアンテナポートよ
りもはるかに貧弱になる可能性が高いので、Ｒ１０方法を使用して、同じセルに配備され
たいくつかまたはすべてのアンテナポートのＣＳＩを報告するために、ＷＴＲＵを使用す
ることは、非効率的になり得る。さらに、異なるＲＲＨから送信される信号は、ＣＳＩを
評価する際にＷＴＲＵによって考慮される必要がある異なる特性を有し得る。
【００６７】
　実施形態は、ＷＴＲＵが複数の送信ポイントに対するＣＳＩを効率的に報告することを
可能にし得る技法を企図している。例えば、実施形態は、ＣＳＩフィードバックを効率的
に報告する（例えば、ＣＳＩ情報の不必要な報告の量を減らす）ために、ＷＴＲＵが利用
し得る技法を企図している。さらに、例えば、実施形態は、ＷＴＲＵが、地理的に同一場
所に配置され得ない、送信ポイントの組に対するＣＳＩを推定し得る方法を企図している
。
【００６８】
　実施形態は、分離距離が短く、したがって、それらとＷＴＲＵの間の長期パスロスとし
て同じものを共有し得る、同じ物理送信ポイントに属する１組のアンテナから、基準信号
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が送信されていることを仮定して、ＣＳＩが評価され、報告され得ることを認識している
。この仮定が満たされ得ない場合、ＣＳＩは、スケジューリング目的では、ネットワーク
にとって有益（または最適）であり得ない。例えば、ネットワークは、特定の場合におい
てＵＥをスケジュールするために、どの送信ポイントまたは送信ポイントの組が最も適し
得るかを決定し得ない。
【００６９】
　実施形態は、ＣｏＭＰ動作に適し得る送信ポイントの組が、セル内のＷＴＲＵの位置に
依存し得ることも認識している。実施形態は、例えば、ＷＴＲＵのために構成され得る、
送信ポイントの適切な組、および／または基準信号（例えば、ＣＳＩ－ＲＳ）の関連する
組を決定するための、１または複数の技法を企図している。
【００７０】
　本明細書で言及される場合、「送信ポイント」という語句は、ＷＴＲＵに送信し得、ま
たはＷＴＲＵから受信し得る、ネットワークに属する、任意のアンテナポート、または地
理的に同一場所に配置されたアンテナポートのサブセットのことを指し得る。与えられた
ＷＴＲＵのために構成またはアクティブ化される１組の送信ポイントは、同じ物理セル識
別情報に属することがあり、または属さないことがある。送信ポイントは、１つのＣＳＩ
－ＲＳ、または１組のＣＳＩ－ＲＳを送信し得る。実施形態は、「ＣＳＩ－ＲＳリソース
」または「非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソース」という語句が、１つの送信ポイントまたは
１組の送信ポイントから送信され得る、１組のＣＳＩ－ＲＳ基準信号および／またはアン
テナポートを指し得ることを企図している。１または複数の実施形態では、これらの基準
信号の特性は、例えば、ＲＲＣシグナリングなど、より高位のレイヤによって、ＷＴＲＵ
に提供され得る。ＷＴＲＵは、ＣＳＩ評価および報告の目的で、１または複数のＣＳＩ－
ＲＳリソースを用いて構成され得る。「送信ポイント」という語句は、「ＣＳＩ－ＲＳリ
ソース」という語句の代わりに使用されることがあり、１または複数の実施形態では、Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソースは、送信ポイントに対応し得る。送信ポイントは、少なくとも１つの
共通基準信号（ＣＲＳ）も送信し得、ＷＴＲＵは、例えば、目的の中でもとりわけ、ＣＳ
Ｉ評価および／または報告の目的で、少なくとも１つのＣＲＳも測定し得る。
【００７１】
　また、本明細書で言及される場合、ＣＳＩ－ＲＳリソースは、１つの送信（またはおそ
らくは、複数の送信ポイント）から送信され得る、１組のＣＳＩ－ＲＳ基準信号またはア
ンテナポートとし得る。これらの基準信号の特性は、より高位のレイヤによって、ＷＴＲ
Ｕに提供され得る。ＷＴＲＵは、例えば、ＣＳＩ評価および／もしくは報告の目的で、１
または複数のＣＳＩ－ＲＳリソースを用いて構成され得る。先に説明されたように、「送
信ポイント」という表現は、「ＣＳＩ－ＲＳリソース」によって置き換えられ得、ＣＳＩ
－ＲＳリソースは、送信ポイントに対応し得ると理解され得る。また、本明細書では、ポ
イント毎ランク表示（ＲＩ）は、１つの送信ポイントからの送信のために役立つ送信レイ
ヤの推奨数（またはランク）に対応し得る。ポイント毎ＲＩは、等価的に、おそらく、Ｃ
ＳＩ測定のために、関係するＣＳＩ－ＲＳリソースが使用され得る場合は、「ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース毎ＲＩ」と、またはおそらく、ＣＳＩ測定のために、ＣＲＳが使用され得る場
合は、「ＣＲＳ毎」もしくは「セル毎」ＲＩと呼ばれ得る。
【００７２】
　さらに、本明細書で言及される場合、ポイント毎ＣＱＩは、１つの送信ポイントからの
コードワード（またはＰＤＳＣＨトランスポートブロック）の送信に適用可能であり得る
、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）に対応し得る。ポイント毎ＣＱＩは、等価的に、
おそらく、ＣＳＩ測定のために、関係するＣＳＩ－ＲＳリソースが使用され得る場合は、
「ＣＳＩ－ＲＳリソース毎ＣＱＩ」と、またはおそらく、ＣＳＩ測定のために、共通基準
信号（ＣＲＳ）が使用され得る場合は、「ＣＲＳ毎」もしくは「セル毎」ＣＱＩと呼ばれ
得る。
【００７３】
　本明細書で言及される場合、ポイント毎プリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ）
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またはローカルプリコーディング行列インジケータは、１つの送信ポイントからの送信の
ための、推奨されるプリコーディング行列（プリコーダ）に対応し得る。ポイント毎ＰＭ
Ｉは、等価的に、おそらく、ＣＳＩ測定のために、関係するＣＳＩ－ＲＳリソースが使用
され得る場合は、「ＣＳＩ－ＲＳリソース毎ＰＭＩ」と、またはおそらく、ＣＳＩ測定の
ために、ＣＲＳが使用され得る場合は、「ＣＲＳ毎」もしくは「セル毎」ＰＭＩと呼ばれ
得る。同じＣＳＩ－ＲＳリソースまたはポイントについて、実施形態は、単一のプリコー
ディング行列を共同して示す、２以上のプリコーディング行列インジケータが存在し得る
ことを企図している（例えば、第１のプリコーディングインジケータおよび第２のプリコ
ーディングインジケータ、後者は前者よりも時間的に素早く変化し得る）。
【００７４】
　また、本明細書で言及される場合、ジョイントランク表示または共通ランク表示は、例
えば、２以上のＣＳＩ－ＲＳリソースに対応し得る、２以上の送信ポイントからのジョイ
ント送信のために役立つ送信レイヤの推奨数に対応し得る。
【００７５】
　アグリゲートＣＱＩまたはジョイントＣＱＩは、２以上のＣＳＩ－ＲＳリソースに対応
し得る、２以上の送信ポイントからのコードワードのジョイント送信に適用可能であり得
るＣＱＩに対応し得る。アグリゲートＣＱＩは、ＣＳＩ－ＲＳリソースに対応するいくつ
かのまたは各送信ポイントにおいて、一定のプリコーディングベクトルまたは行列が使用
されることを仮定して、推定され得る。アグリゲートＣＱＩは、これらのＣＳＩ－ＲＳリ
ソースに対応する送信ポイントにおいて使用されるプリコーダ間に一定の関係を仮定して
も、推定され得る。例えば、企図される仮定の中でもとりわけ、プリコーダ間の相対位相
は、送信ポイントからの信号が、（ゼロ位相差を用いて）同期的に結合するようなもので
あることが、または所定の位相差で結合するようなものであることが、仮定され得る。
【００７６】
　本明細書で言及される場合、アグリゲートＰＭＩまたはグローバルＰＭＩは、２以上の
ＣＳＩ－ＲＳリソースに対応し得る、２以上の送信ポイントからの送信に対して推奨され
るプリコーディング行列に対応し得る。推奨されるプリコーディング行列の次元は、例え
ば、少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳリソースに属するアンテナポートの総数×レイヤの数
（またはランク）に対応し得る。
【００７７】
　本明細書で言及される場合、ポイント間位相インジケータまたは結合インジケータは、
送信ポイントにおいて使用され得る少なくとも１対のプリコーディング行列の、少なくと
も１つの送信レイヤに対して推奨されるポイント間位相差に対応し得る。ポイント間位相
インジケータは、等価的に、おそらく、ＣＳＩ測定のために、関連する１組のＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソースが使用され得る場合は、「ＣＳＩ－ＲＳリソース間インジケータ」と、または
おそらく、ＣＳＩ測定のために、共通基準信号（ＣＲＳ）が使用され得る場合は、「ＣＲ
Ｓ間」もしくは「セル間」ＣＱＩと呼ばれ得る。
【００７８】
　また、本明細書で言及される場合、「１組の送信ポイントのＣＳＩ」という用語は、こ
の１組の送信ポイントの任意のサブセットから導出された、任意のタイプのチャネル状態
情報を指し得る。例えば、それは、チャネル品質情報、ランク表示、プリコーディング行
列表示、および／または任意のタイプの明示的もしくは暗黙的フィードバックを含み得る
。それは、本明細書で開示されるような、２以上の送信ポイントの関数である、今のとこ
ろ定義されていないタイプのチャネル状態情報も含み得る。
【００７９】
　実施形態は、地理的に隔てられ得る送信ポイントに関するＣＳＩを効率的に評価および
／または報告するために、単独でまたは組み合わせて使用され得る、デバイスおよび技法
を企図している。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、異なるサブフレームで、Ｃ
ＳＩ報告のために構成された異なる送信ポイント（もしくはＣＳＩ－ＲＳリソース）また
はそれらのサブセットのＣＳＩを報告し得る。送信ポイントのサブセットは、より高位の
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レイヤ（例えば、ＲＲＣシグナリングもしくはＭＡＣシグナリング）から、各サブセット
の一部をなす送信ポイント（もしくはＣＳＩ－ＲＳなど、対応する基準信号）を受信する
こと、および／または送信ポイントから受信される信号の１もしくは複数の特性のうちの
１または複数に基づいて決定され得る。例えば、信号の特性は、各送信ポイントから送信
されるＣＳＩ－ＲＳ（チャネル状態インジケータ基準信号）、各ポイントから送信される
ＣＲＳ（共通基準信号）、いくつかのポイントまたは各ポイントから送信される基準信号
を導出するために使用される物理セル識別情報（例えば、送信ポイントのサブセットは、
特定のセルに属するいくつかまたはすべての送信ポイントに対応するように定義され得る
）、ならびに各送信ポイントから受信される信号の（受信信号強度、受信信号品質、およ
び／またはチャネル品質情報などの）品質メトリックを含み得るが、それらに限定されな
い。
【００８０】
　例えば、送信ポイントの２つのサブセットが定義され得、一方は、それについての正確
でタイムリなＣＳＩ情報が要求され得る、相対的に高い電力レベルで受信される、送信ポ
イントに対応し得（例えば、「アクティブ」サブセット）、他方は、それに対するＣＳＩ
情報が要求され得ない、少なくともあまり頻繁には要求され得ない、相対的に低いレベル
で受信される、送信ポイントに対応し得る（例えば、「被モニタ」サブセット）。ネット
ワークは、どの送信ポイントが各サブセットの一部であるかを判定し得、無線リソース制
御シグナリングを使用して、送信ポイントのアクティブおよび被モニタサブセットを示さ
れ得る。あるいは、ＷＴＲＵは、受信信号強度が閾値を上回るか、それとも下回るか（い
くつかの実施形態では、おそらく、事前に定められた期間にわたって、閾値を上回るか、
それとも下回るか）を判定することによって、送信ポイントがアクティブグループに属し
得るか、それとも被モニタグループに属し得るかを決定し得、閾値は、例えば、より高位
のレイヤを通してネットワークによって通信され得、および／または最良の送信ポイント
の受信信号強度の関数とし得る。アクティブセットの構成は、例えば、１組の非ゼロ電力
ＣＳＩ－ＲＳリソース、および／またはいくつかの実施形態では、１組のセル識別情報を
、ＷＴＲＵに提供することによって行い得る。
【００８１】
　別の例では、送信ポイントの第１のサブセット（例えば、「サービング」サブセット）
は、ＷＴＲＵのサービングセルによって使用される１組の送信ポイントとして定義され得
、一方、送信ポイントの他のサブセット（例えば、「非サービング」サブセット）は、そ
れらがそれから送信されるセルに従って定義され得る。別の例では、１つのサブセットは
、「サービング」送信ポイントとして識別される、単一の特定の送信ポイントを含み得、
一方、少なくとも１つの他のサブセットは、「補助」送信ポイントとして識別される、少
なくとも１つの送信ポイントを含み得る。ＷＴＲＵが送信ポイントの特定のサブセットの
ＣＳＩを報告するためのサブフレームは、システムフレーム番号およびサブフレーム番号
の特定の関数によって決定され得る。例えば、関数は、送信ポイントの特定のサブセット
のＣＳＩの少なくとも一部がそれで報告されるサブフレームが、周期的に発生し得るよう
に定義され得る。実施形態は、同じ送信ポイントのＣＳＩの異なる部分（例えば、ＲＩお
よびＰＭＩ／ＣＱＩ）が、周期が異なるサブフレームの組を使用し得ることを認識してい
る。周期性（および／またはオフセット）は、送信ポイントのサブセットが異なれば、ま
たはＣＳＩのタイプもしくは部分が異なれば、異なり得る。これは、例えば、ＷＴＲＵが
、送信ポイントの第１のサブセット（「アクティブ」サブセットまたは「サービング」サ
ブセット）については、送信ポイントの第２のサブセット（「被モニタ」サブセットまた
は「非サービング」サブセット）よりも頻繁にＣＳＩを送信することを可能にし得る。特
定のサブセットがどのサブフレームで報告されるかを決定する、特定の関数のパラメータ
は、より高位のレイヤ（例えば、ＲＲＣシグナリング）によって提供され得る。例えば、
より高位のレイヤは、送信ポイントの各サブセットおよび／またはＣＳＩの一部について
の周期性およびオフセットを、おそらく、これらのパラメータがそれから導出され得る単
一のインデックスを通して、提供し得る。実施形態は、第２のサブセットの周期性が、第
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１のサブセットの周期性の、事前決定または通信された、倍数として決定され得ることも
企図している。また、例として、１または複数の実施形態は、あるサブセットについては
、周期的な報告がまったく存在し得ないことを企図している。これらのサブセットについ
ては、ＣＳＩは、非周期的ＣＱＩ／ＣＳＩ要求がＷＴＲＵによって受信された場合に、い
くつかの実施形態では、おそらく、非周期的ＣＱＩ／ＣＳＩ要求がＷＴＲＵによって受信
された場合にのみ、報告され得る。
【００８２】
　実施形態は、送信ポイントのあるサブセットについて報告され得るＣＳＩのタイプが、
送信ポイントの他のサブセットについてのものと異なる得ることを企図している。より一
般的には、ＣＳＩのどの部分がどのサブフレームで報告されるかを定義し得る、ＣＳＩ報
告モードは、送信ポイントの各サブセットについて異なり得る。例えば、送信ポイントの
第１のサブセットのＣＳＩフィードバックは、（サブバンドＣＱＩが報告され得る）ＰＵ
ＣＣＨ　ＣＳＩ報告モード２－１のために構成され得、一方、送信ポイントの第２のサブ
セットのＣＳＩフィードバックは、（広帯域ＣＱＩが報告され得る）ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩ
報告モード１－１のために構成され得る。別の例では、送信ポイントの第１の組のＣＳＩ
フィードバックは、（サブバンドＰＭＩおよびＣＱＩが報告され得る）ＰＵＳＣＨ報告モ
ード２－２のために構成され得、一方、送信ポイントの第２のサブセットのＣＳＩフィー
ドバックは、（広帯域ＣＱＩおよびサブバンドＰＭＩが報告され得る）ＰＵＳＣＨ報告モ
ード１－２のために、または（広帯域ＰＭＩおよびサブバンドＣＱＩが報告され得る）Ｐ
ＵＳＣＨ報告モード３－１のために構成され得る。
【００８３】
　１または複数の実施形態は、ＷＴＲＵが、与えられたサブフレーム（ｎ）での特定のサ
ブセットのＣＳＩの報告を、先行サブフレーム（ｎ－ｋ）で非周期的ＣＳＩ要求を受信し
た場合に、行い得ることも企図しており、ｋは、事前定義または通信され得る。そのよう
な非周期的ＣＳＩ要求は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）の特定のフィールドを、値の
サブセットのうちの少なくとも１つに設定することによって、例えば、物理レイヤで通信
され得、ＤＣＩは、アップリンクグラントを通信し得、ＰＤＣＣＨ、または拡張制御チャ
ネル（Ｅ－ＰＤＣＣＨ）などの別のダウンリンク制御チャネル上で送信され得る。ＷＴＲ
ＵがＣＳＩを報告し得るサブセット（またはサブセットの組）は、以下のうちの１または
複数に従って決定および／または導出され得る。（１）非周期的ＣＳＩ要求を含むダウン
リンク送信の特徴。（２）おそらくは、システムフレーム番号およびサブフレーム番号に
よって表現される、要求が受信されるサブフレーム（ｎ－ｋ）の、またはＣＳＩが報告さ
れるサブフレーム（ｎ）のタイミング。（３）非周期的ＣＳＩ要求と同じサブフレームで
受信（送信）される１組のＣＳＩ－ＲＳ、または非周期的ＣＳＩ要求に対してｘ－ｙサブ
フレームで受信もしくは送信される１組のＣＳＩ－ＲＳ。ここで、ｘは、非周期的ＣＳＩ
要求が受信されるサブフレームであり、ｙは、所定のまたは構成される値である。（４）
非周期的ＣＳＩ要求と同じサブフレームで受信（送信）される１組のＣＳＩ－ＲＳ、また
は非周期的ＣＳＩ要求に対してｘ－ｙサブフレームで受信もしくは送信される１組のＣＳ
Ｉ－ＲＳ。ここで、ｘは、非周期的ＣＳＩ要求が受信されるサブフレームであり、ｙは、
所定のまたは構成される値である。（５）非周期的ＣＳＩ要求と同じサブフレームで受信
（送信）される１組のＣＳＩ－ＲＳ、または非周期的ＣＳＩ要求に対してｘ－ｙサブフレ
ームで受信もしくは送信される１組のＣＳＩ－ＲＳ。ここで、ｘは、非周期的ＣＳＩ要求
が受信されるサブフレームであり、ｙは、所定のまたは構成される値である。（６）非周
期的ＣＳＩ要求を含むダウンリンク制御シグナリングによって示される、アップリンク送
信の特徴。および／または（７）ＣＳＩが報告される送信ポイントのサブセットが、非周
期的ＣＳＩ要求を示すダウンリンク制御シグナリングの送信のために使用される送信ポイ
ントのサブセットに対応することを示すために、非周期的ＣＳＩ要求フィールドのコード
ポイントを確保しておくなど、上記の組み合わせ。
【００８４】
　一例では、非周期的ＣＳＩ要求を含むダウンリンク送信の特徴は、以下のものを含むが
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、それらに限定されない。（１）ＵＥに対する非周期的ＣＳＩ要求を含む（ＰＤＣＣＨな
どの）ダウンリンク制御シグナリングからの表示（例えば、表示は、ＣＱＩ要求フィール
ドなどの既存のフィールドの、またはおそらくは、今のところ定義されていないＤＣＩフ
ォーマット内のフィールドの、特定のコードポイントによって提供され得る）。（２）非
周期的ＣＳＩ要求を含む（例えば、ｅｖｏｌｖｅｄＰＤＣＣＨなどの）ダウンリンク制御
シグナリングの送信のために使用される送信ポイント（例えば、ダウンリンク制御シグナ
リングが拡張制御チャネルを通して通信される場合、ＷＴＲＵがＣＳＩを報告する送信ポ
イントのサブセットは、拡張制御チャネルの送信において使用される１組の送信ポイント
に対応し得る）。（３）非周期的ＣＳＩ要求を含むダウンリンク制御シグナリングが送信
されるセル（例えば、ＷＴＲＵは、このセルに対応する送信ポイントのサブセットのＣＳ
Ｉを報告し得、いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、このセルに対応する送信ポイント
のサブセットのＣＳＩのみを報告し得る）。および／または（４）ＣＳＩ要求フィールド
の値に従ってフィードバックが提供されるセルのサブセット（例えば、ＷＴＲＵは、セル
のサブセットに対応する送信ポイントのサブセットのＣＳＩを報告し得る）。
【００８５】
　１または複数の実施形態は、ＷＴＲＵが、与えられたサブフレームで、以下のうちの１
または複数に従って決定される送信ポイントのサブセットのＣＳＩを報告し得ることを企
図している。（１）それのＣＳＩを報告する、送信ポイントもしくは送信ポイントのサブ
セット、および／またはＣＳＩ－ＲＳリソースのサブセットの最大数Ｍを決定する。この
値は、事前決定され得、またはより高位のレイヤによって通信され得る。および／または
（２）ＣＳＩ報告のために構成されたすべての送信ポイント（またはそのサブセット）の
中から、関連するメトリックの値が最も大きな値になるような、および／またはそれが一
定の閾値を上回り得るような、送信ポイントまたはそのサブセットを最大Ｍ個まで選択す
る。関連するメトリックは、対応する送信ポイントから受信された信号の品質、および／
またはこれらの送信ポイント上の送信の予想される性能を表し得る。１または複数の実施
形態では、メトリックは、各送信ポイント、または送信ポイントの各サブセットに関連付
けられ得る。
【００８６】
　実施形態は、単一のメトリックが、Ｍ個の送信ポイントの選択に関連付けられ得ること
も企図している。例えば、送信ポイントの選択は、以下のうちの１または複数に基づき得
る。（１）送信ポイントからの広帯域ＣＱＩ、または送信ポイントのサブセットのための
プリコーディング行列上で可能な限り最良の広帯域ＣＱＩ。（２）報告が特定のサブバン
ドについてのものである場合は、サブバンドＣＱＩ、または（送信ポイントのサブセット
のための）最良のプリコーディング行列を使用する、サブバンド上のサブバンドＣＱＩの
最大値。（３）送信ポイントからの受信信号強度（ＲＳＲＰ）。（４）送信ポイントから
の受信信号品質（ＲＳＲＱ）。（５）選択された送信ポイントからの仮想の送信について
予想されるスループット。および／または（６）同じまたは異なるレイヤおよび／または
フローが、いくつかの送信ポイントまたは各送信ポイントから受信され得る、選択された
送信ポイントからの仮想の送信についての最大ランク。
【００８７】
　実施形態は、ＷＴＲＵが、以下のうちの１または複数に従って、最大Ｍ個の送信ポイン
トを選択することを選択し得ることを企図している。（１）おそらくは、少なくとも１つ
のプリコーディング行列を仮定して、例えば、ＣＱＩ、ＲＳＲＰ、および／もしくはＲＳ
ＲＱなどによって測定される、最良のチャネル品質などを提供する、送信ポイントを選択
する。（２）（スループットまたはＳＩＮＲなどの）性能メトリックが事前に定められた
閾値以上に改善される場合、またいくつかの実施形態では、おそらく、（スループットま
たはＳＩＮＲなどの）性能メトリックが事前に定められた閾値以上に改善される場合に限
って、報告された１組の送信ポイントに別の送信ポイントを追加する。１または複数の実
施形態では、本明細書で説明される、Ｍ個の送信ポイントの選択に関連付けられるメトリ
ックは、所定の期間にわたって持続し得る。例えば、メトリックがＣＱＩ報告に依存する
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場合、送信ポイントは、測定された量がある期間にわたって閾値を上回る／下回る場合に
選択され得る。
【００８８】
　実施形態は、アクティブ化状態が、送信ポイントまたはそれのサブセットに対して定義
され得ることを企図している。与えられたサブフレームで、ＷＴＲＵは、「アクティブ」
状態にある、送信ポイントおよび／またはそれのサブセットのＣＳＩを報告し得る。１ま
たは複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、非アクティブな送信ポイントまたはそれのサブセ
ットに関連付けられた基準信号の品質を測定し得ない。アクティブ化状態は、以下のうち
の１または複数を使用して、すなわち、（１）送信ポイントもしくはそれのサブセットの
構成に従って、初期アクティブ化状態を、「アクティブ」もしくは「非アクティブ」に設
定すること、および／または（２）アクティブ化もしくは非アクティブ化コマンドの受信
を通した、明示的なアクティブ化もしくは非アクティブ化を使用して決定され得る。コマ
ンドは、以下の特徴のうちの１または複数を有するＰＤＣＣＨ制御シグナリング（例えば
、ＤＣＩ）の受信からなど、例えば、物理レイヤシグナリングによって通信され得、その
特徴は、ＤＣＩが、少なくとも１つのＣｏＭＰ機能の使用を示し得る、無線ネットワーク
識別子（ＲＮＴＩ）を使用してスクランブルされること、ＤＣＩが、ＣｏＭＰが送信に適
用可能であることを割り当てが示すように、少なくとも１つの無線リソース割り当て（例
えば、ダウンリンク割り当て）を示すこと、ならびに／またはシグナリングが、少なくと
も１つのＣｏＭＰ機能のアクティブ化および／もしくは非アクティブ化のための表示（例
えば、ビット）を含み得る、上記の特徴のいずれかである。さらに、コマンドは、ＭＡＣ
レイヤシグナリング（例えば、ＭＡＣ制御要素）、および／またはＲＲＣシグナリングの
うちの一方または両方によって通信され得る。実施形態は、１または複数の条件が検出さ
れた場合に、暗黙的な非アクティブ化が発生し得ることを企図しており、その条件は、例
えば、送信ポイントもしくはそれのサブセットに関連付けられたメトリックが閾値よりも
低下したこと、ＷＴＲＵが、ＷＴＲＵへの送信のために送信ポイントもしくはそれのサブ
セットを利用することを開始するようにネットワークをトリガーし得る、１もしくは複数
の測定値を報告したこと、および／または送信ポイントもしくはそれのサブセットを利用
した、ネットワークからの最後の送信時に開始された（もしくは再開された）タイマが、
満了したことである。
【００８９】
　先に説明されたシグナリング方法の１または複数について、１または複数の実施形態は
、ＷＴＲＵが、ＣｏＭＰ機能のアクティブ化／非アクティブ化を知らせるために、ＨＡＲ
Ｑ　Ａ／Ｎを送信し得ることを企図している。加えて、シグナリング手順は、例えば、Ｃ
ＳＩ報告／モードおよび／もしくは報告ＣｏＭＰセットの構成についてのインデックステ
ーブル（例えば、００、０１、１０、１１）、ならびに／またはフィードバックフォーマ
ット、ならびに／または使用するフィードバックリソースに基づいて構築され得る。
【００９０】
　実施形態は、アップリンクでは、ＣＳＩ報告もしくは測定報告の目的で、および／また
は（ＰＤＣＣＨもしくは拡張ＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマットなど）ダウンリンク制御シ
グナリングでは、非周期的ＣＳＩ要求もしくはデータ送信の目的で、１組の送信ポイント
を示すために使用され得る技法を企図している。例えば、ＷＴＲＵは、各ビット位置が特
定の送信ポイントまたはそれのサブセットに対応し得るビットマップによって、送信ポイ
ントまたは送信ポイントのサブセットを示し得る（またはそれに示しておき得る）。別の
例では、送信ポイントのサブセットは、関連するシグナリング（ＣＱＩ報告、ＤＣＩなど
）の送信のサブフレームのタイミング、および関連するシグナリングの送信のために使用
される送信ポイントなど、関連するシグナリングの送信の特徴によって暗黙的に示され得
る。別の例では、ＣＳＩが報告されない送信ポイントのＣＳＩに取って代わるために、事
前定義されたビットのシーケンスが使用され得る。別の例では、構成内のいくつかまたは
各ＣＳＩ－ＲＳリソースにインデックスが関連付けられ得る。ＷＴＲＵは、このインデッ
クスを、関連付けられたＣＳＩ報告とともに報告し得る。インデックスは、明示的に提供
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され得、または例えば、ＲＲＣメッセージで受信された構成の順序に従って、ＷＴＲＵに
おいて暗黙的に決定され得る。
【００９１】
　実施形態は、１組のＫ個の送信ポイントのＣＳＩフィードバックの構成要素を企図して
いる。ＣＳＩフィードバックを決定するための基礎として使用され得る測定値は、１組の
以下の信号、すなわち、ＣＳＩ－ＲＳ基準信号、ＣＲＳ基準信号、および／または他のタ
イプの基準信号のうちの少なくとも１つから導出され得る。そのような基準信号は、組の
うちの第ｋの送信ポイントについては、Ａk個の（基準信号）アンテナポート上で送信さ
れ得る。いくつかまたは各送信ポイントについてのアンテナポートの構成、および関連す
る基準信号についての１または複数のマッピング技法が、実施形態によって企図されてい
る。
【００９２】
　１または複数の実施形態は、ＷＴＲＵが、組のうちのいくつかまたはＫ個すべての送信
ポイントにわたるジョイント送信について達成され得る、「ジョイントランク表示」ＲＩ

jointまたは「共通ランク表示」を報告し得ることを企図している。ジョイントランク表
示は、例えば、Ｋ個の送信ポイントにわたるジョイント送信のために役立つ送信レイヤの
推奨数（またはランク）として解釈され得る。ＷＴＲＵは、第ｋの送信ポイント上での、
またいくつかの実施形態では、第ｋの送信ポイント上のみでの送信のために役立つ送信レ
イヤの推奨数（またはランク）に対応し得る、ポイント毎ランク表示ＲＩkを報告し得る
。ポイント毎ランク表示は、例えば、ＣＳＩ評価がＣＳＩ－ＲＳ測定に基づく場合、「Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソース毎ランク表示」とも呼ばれ得る。
【００９３】
　実施形態は、ポイント毎ランク表示が、無条件ポイント毎ランク表示および／または条
件付きポイント毎ランク表示を含み得ることを企図している。無条件ポイント毎ランク表
示ＲＩkは、他のＷＴＲＵのために他の送信ポイント上で利用されるプリコーディングに
いかなる仮定も設けない、送信ポイントｋ上でのＷＴＲＵへの（いくつかの実施形態では
、おそらく、ＷＴＲＵのみへの）送信を示し得る。条件付きポイント毎ランク表示ＲＩk

は、他の送信ポイント上で１または複数のプリコーダを用いて他のＷＴＲＵへの送信が行
われることを仮定した、送信ポイントｋ上でのＷＴＲＵへの（いくつかの実施形態では、
おそらく、ＷＴＲＵのみへの）送信を示し得る。その使用がＷＴＲＵに対する最大の干渉
をもたらし得る他の送信ポイントのための１または複数のプリコーダが、ＷＴＲＵによっ
て示され得る。あるいは、または加えて、１または複数の実施形態では、その使用がＷＴ
ＲＵに対する最小の干渉をもたらし得る他の送信ポイントのための１または複数のプリコ
ーダが、ＷＴＲＵによって示され得る。１または複数のプリコーダは、「ゼロ」プリコー
ダ（例えば、送信なし、または「ミューティング」）を含み得る。１組の許可されたプリ
コーダに属する、または１組の制限されたプリコーダ以外に属するなど、プリコーダのサ
ブセットに属する、他の送信ポイントのためのプリコーダが、ＷＴＲＵによって示され得
る。そのようなプリコーダの使用は、ＷＴＲＵが、関連する送信ポイントからデータを適
切に受信することを可能にし得る。ＷＴＲＵは、独立して、関連する送信ポイントからデ
ータを受信し得る。例えば、周波数帯域全体について、または特定の１組のサブバンドに
ついて、ランク表示が報告され得る。
【００９４】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、送信パラメータ（例えば、変調、コードレ
ート、トランスポートブロックサイズ）の少なくとも１つの組み合わせに対応する、少な
くとも１つのチャネル品質インデックス（ＣＱＩ）を報告し得る。例として、この組み合
わせは、あるＣＳＩ基準リソースを占有する単一のＰＤＳＣＨトランスポートブロック（
例えば、コードワード）が、所定の閾値を超えないトランスポートブロック誤り確率（例
えば、０．１など）で、受信され得るようなものであり得る。異なるタイプのＣＱＩが、
本明細書で説明されるような、Ｋ個の送信ポイント上での仮定されたタイプの送信に基づ
いて定義され得る。
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【００９５】
　実施形態は、ＣＱＩが、「ジョイントＣＱＩ」または「アグリゲートＣＱＩ」（ＣＱＩ

joint）、および「ポイント毎ＣＱＩ」または「ＣＳＩ－ＲＳリソース毎ＣＱＩ」（ＣＱ
Ｉk）など、いくつかのタイプを含み得ることを企図している。ジョイント（またはアグ
リゲート）ＣＱＩ（ＣＱＩjoint）は、組のうちのいくつかまたはＫ個すべての送信ポイ
ントにわたる、コードワードのジョイント送信についてのＣＱＩを含み得る。ＷＴＲＵが
ジョイントＣＱＩを使用する場合、ＣＱＩがフィードバックされている組内のポイントの
送信状態またはＣＳＩプロセスに対して、仮定が設けられ得る。例えば、ポイントは、以
下の状態、すなわち、ＷＴＲＵに送信している、ＷＴＲＵに干渉している（例えば、別の
ＷＴＲＵに送信している）、ミューティング（例えば、ブランク）、または未知のうちの
１つにあり得る。未知状態は、ＷＴＲＵがポイントの送信状態またはＣＳＩプロセスに仮
定を設けず、ポイントが上で定義された３つの状態の１つにあり得ることを示し得る。Ｗ
ＴＲＵに送信していると仮定されたポイントは、同期的または非同期的に送信し得る。Ｗ
ＴＲＵは、送信ポイントに対して設けられた仮定に基づいて、同期的ジョイント（または
アグリゲート）ＣＱＩ、および非同期的ジョイント（またはアグリゲート）ＣＱＩをフィ
ードバックし得る。ジョイント（またはアグリゲート）ＣＱＩは、同期的ジョイントＣＱ
Ｉおよび非同期的ジョイントＣＱＩを含み得る。同期的ジョイント（またはアグリゲート
）ＣＱＩは、コードワードのシンボルが、おそらくは、上で説明された、結合行列または
結合インジケータに従った、Ｋ個の各送信ポイントで使用されるプリコーダ間の決定され
た関係を使用して、最大Ｋ個の送信ポイント上で送信され得ることを仮定し得る。例えば
、プリコーダ間の相対位相は、送信ポイントからの信号が、（ゼロ位相差を用いて）同期
的に結合する、または所定の位相差を用いて結合するようなものであることが仮定され得
る。非同期的ジョイント（またはアグリゲート）ＣＱＩは、コードワードのシンボルが、
いくつかの送信ポイントまたはＫ個の各送信ポイントで使用されるプリコーダ間の決定さ
れた関係を用いずに、最大Ｋ個の送信ポイント上で送信され得ることを仮定し得る。
【００９６】
　実施形態は、例えば、２以上の送信ポイントからの送信についてのＣＱＩを評価するこ
とを企図している。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵ構成に従って、
ＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳ信号が存在することが分かっている、少なくとも１つのリソー
ス要素の受信信号強度ＳRS,iを推定し得る。少なくとも１つのリソース要素について、こ
の基準信号（ＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳ）のリソース要素当たりエネルギー（ＥＰＲＥ）
と、ＰＤＳＣＨ送信のＥＰＲＥとの比Ｐc,iが、決定され得る。ＷＴＲＵは、仮想のＰＤ
ＳＣＨ送信についての信号対干渉比（ＳＩＲ）を、ＰＤＳＣＨ送信の信号強度ＳPDSCHと
干渉Ｉの比として評価し得、ここで、ＳPDSCHは、少なくとも１つの（ＳRS,i／Ｐc,i）項
の関数として、例えば、ＳPDSCH＝Ｓｕｍ＿ｏｖｅｒ＿ｉ（ＳRS,i／Ｐc,i）のように決定
され得る。干渉Ｉは、例えば、技法の中でもとりわけ、ネットワークによって提供される
他のリソース要素からのエネルギーを測定することによって推定され得る。
【００９７】
　ポイント毎ＣＱＩまたはＣＳＩ－ＲＳリソース毎ＣＱＩ（ＣＱＩk）は、第ｋの送信ポ
イント上での、またいくつかの実施形態では、おそらく、第ｋの送信ポイント上のみでの
、このＷＴＲＵへのコードワードの送信についてのＣＱＩを含み得る。ポイント毎ＣＱＩ
は、無条件ポイント毎ＣＱＩkおよび条件付きポイント毎ＣＱＩkを含み得る。無条件ポイ
ント毎ＣＱＩkは、他のＷＴＲＵのために他の送信ポイント上で利用されるプリコーディ
ングにいかなる仮定も設けない、送信ポイントｋ上での（おそらく、送信ポイントｋ上の
みでの）このＷＴＲＵへのコードワードの送信についての、またはＷＴＲＵへの独立のデ
ータについての、ＣＱＩを示し得る。条件付きポイント毎ＣＱＩkは、他の送信ポイント
上で１または複数のプリコーダを用いて他のＷＴＲＵへの送信が行われることを仮定した
、送信ポイントｋ上での（おそらく、送信ポイントｋ上のみでの）このＷＴＲＵへのコー
ドワードの送信についてのＣＱＩを示し得る。その使用がＷＴＲＵに対する最大の干渉を
もたらし得る他の送信ポイントのためのプリコーダが、ＷＴＲＵによって示され得る。Ｗ
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ＴＲＵに対する最小の干渉をもたらし得る他の送信ポイントのためのプリコーダが、ＷＴ
ＲＵによって示され得る。プリコーダは、「ゼロ」プリコーダ（例えば、送信なし、また
は「ミューティング」）を含み得る。例えば、１組の許可されたプリコーダに属する、ま
たは１組の制限されたプリコーダ以外に属するなど、プリコーダのサブセットに属する、
他の送信ポイントのためのプリコーダが、ＷＴＲＵによって示され得る。そのようなプリ
コーダの使用は、ＷＴＲＵが、関連する送信ポイントからデータを適切に受信することを
可能にし得る。例えば、周波数帯域全体について、または特定の１組のサブバンドについ
て、ＣＱＩが報告され得る。
【００９８】
　少なくとも１つのコードワードについて、ＣＱＩの上記のタイプ／サブタイプのうちの
２以上が報告される場合、ＷＴＲＵは、第１のコードワードに適用可能な第１のタイプ／
サブタイプのＣＱＩについて、この第１のタイプ／サブタイプのＣＱＩの値と、同じコー
ドワードまたは第２のコードワードに適用可能な第２のタイプ／サブタイプのＣＱＩの値
との間の差を報告し得る。例えば、コードワードについての第２のタイプ／サブタイプの
ＣＱＩは、それぞれの第１のタイプ／サブタイプのＣＱＩとは異なるように符号化され得
る。
【００９９】
　１または複数の実施形態は、ＷＴＲＵが、１組のＫ個の送信ポイントに適用可能な少な
くとも１つのプリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ）を報告し得ることを企図して
いる。ＰＭＩは、グローバルプリコーディング行列インジケータ、ローカルプリコーディ
ング行列インジケータ、および干渉プリコーディング行列インジケータを含み得る。
【０１００】
　少なくとも１つのグローバルプリコーディング行列インジケータは、次元が（Ａ1＋Ａ2

＋．．．ＡK）×ＲＩjointのグローバル（または「アグリゲート」）プリコーディング行
列Ｗに対応し得る。この行列は、いくつかまたはＫ個すべての送信ポイントからの、ＲＩ

joint個のレイヤの各々の上での、このＷＴＲＵのためのデータの送信のために推奨され
るプリコーダを表し得る。１または複数の実施形態では、グローバル（またはアグリゲー
ト）ＰＭＩの解釈は、最後に報告されたジョイントランク表示ＲＩjointに依存し得る。
【０１０１】
　送信ポイントｋのためのローカル（または「ポイント毎」もしくは「ＣＳＩ－ＲＳリソ
ース毎」）プリコーディング行列インジケータは、次元がＡk×ＲＩkの行列Ｗkを含み得
る。この行列は、第ｋの送信ポイントからの、ＲＩk個のレイヤの各々の上での、このＷ
ＴＲＵのためのデータの送信のために推奨されるプリコーダを表し得る。ローカル（また
はポイント毎）ＰＭＩの解釈は、最後に報告されたポイント毎ランクインジケータＲＩk

に依存し得る。
【０１０２】
　送信ポイントｋのためのプリコーディング行列インジケータは、行列Ｙkを含み得る。
この行列は、第ｋの送信ポイントから別のＷＴＲＵのために送信されるデータなど、望ま
しくないデータの送信のために使用され得るプリコーダを表す。このプリコーダは、少な
くとも１つの送信レイヤについて、ＷＴＲＵへの最小の干渉をもたらし得る、少なくとも
１つの他のＷＴＲＵへの送信のためのプリコーダの少なくとも１つに対応し得る。それは
、少なくとも１つの送信レイヤについて、ＷＴＲＵへの最大の干渉をもたらし得る、少な
くとも１つの他のＷＴＲＵへの送信のためのプリコーダにも対応し得る。
【０１０３】
　実施形態は、１または複数の送信ポイントｋ1のための１組のプリコーディング行列
【０１０４】
【数１】

【０１０５】
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が、１組のプリコーダに対応し得ることを企図している。プリコーディング行列の組は、
プリコーダ行列のグループを含み得る。その組は、ＷＴＲＵが、他の送信ポイント（例え
ば、ｋ2）から、おそらくは独立のデータを正しく受信し得ることを保証するために、送
信ポイントｋ1によって使用され得ない１組のプリコーダに対応し得る。その組は、送信
ポイントｋ1が、ＷＴＲＵによってフィードバックされたプリコーダ行列表示によって識
別されるプリコーダを使用しないことを選択した場合に、送信ポイントｋ1がプリコーダ
を選択し得る１組のプリコーダに対応し得る。
【０１０６】
　実施形態は、ローカル（またはポイント毎）プリコーディング行列Ｗkに対応する、少
なくとも１つのプリコーディング行列インジケータが、以下のうちの１または複数を含み
得ることを企図している。
　－事前定義されたマッピングに従ってプリコーディング行列Ｗkに対応し、その解釈が
最後に報告されたポイント毎ランク表示ＲＩkに依存し得る、単一のインデックスｉk。ま
たは
　－事前定義されたマッピングに従ってプリコーディング行列Ｗkに対応し、最後に報告
されたポイント毎ランク表示ＲＩkに依存し得る、１つまたは２つのインデックスｉ1kお
よび／またはｉ2k。第１のインデックスｉ1kは、短期間では変化し得ないプリコーディン
グ行列の特性、例えば、少なくとも１グループのアンテナポートに適用される少なくとも
１組の重み（またはビーム）に対応し得、ここで、少なくとも１グループのアンテナポー
トは、ポイント毎ランク表示ＲＩkに依存し得る。第２のインデックスｉ2kは、短期間で
変化し得るプリコーディング行列の特性、例えば、ＲＩk個の送信レイヤの各々について
の、アンテナポートのグループの各々から選択されたビーム、およびこれらのビーム間の
結合情報（例えば、共位相）に対応し得る。
実施形態は、この送信について、単一のインデックスが報告されるか、それとも２つのイ
ンデックスが報告されるかが、より高位のシグナリングもしくは構成、および／または送
信ポイントにおけるアンテナの数に依存し得ることを企図している。
【０１０７】
　実施形態は、グローバルプリコーディング行列Ｗに対応する、１または複数のプリコー
ディング行列インジケータが、以下のうちの１または複数を含み得ることを企図している
。
　－各送信ポイントｋについての、先に説明されたような、ローカルプリコーディング行
列Ｗkに対応する、少なくとも１つのポイント毎プリコーディング行列インジケータ（例
えば、ｉk、またはｉ1kとｉ2kのペア）。
　－次元が（ＲＩ1＋ＲＩ2＋．．．＋ＲＩK）×ＲＩjointの結合行列Ｗcombに対応し得、
その解釈が、最後に報告されたジョイントランク表示ＲＩjoint、およびおそらくは、１
組のポイント毎ランク表示ＲＩkに依存し得る、少なくとも１つの結合インジケータｉcom

b（またはポイント間インジケータ、もしくはＣＳＩ－ＲＳリソース間インジケータ）。
結合行列Ｗcombは、結合された１組の送信ポイントのＲＩjoint個の送信レイヤの各々に
ついて、各送信ポイントの最後に報告されたローカルプリコーダのどのビームが（存在す
る場合に）使用されるか、およびこれらの送信ポイントのビーム間の共位相情報を示す。
インジケータは、例えば、相対振幅情報も提供し得る。
その後、この１組のプリコーディング行列インジケータに対応するグローバルプリコーデ
ィング行列Ｗは、以下の例示的な式を用いて獲得され得る（ここでは、行はセミコロンで
分離されている）。
Ｗ＝［Ｗ1　０．．．０；０　Ｗ2　０．．．０；０　０　Ｗk．．．０；．．．；０．．
．０　ＷK］×Ｗcomb

【０１０８】
　実施形態は、１または複数の結合インジケータｉcombが、以下のうちの１または複数を
含み得ることを企図している。
　－事前定義されたマッピングに従った、特定の結合行列Ｗcombに対する少なくとも１つ
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のインデックス。
　－グローバル（またはアグリゲート）プリコーディング行列が、各レイヤが高々１つの
送信ポイント上で送信されるようなものであるかどうか（すなわち、行列Ｗcombが恒等行
列であるかどうか）の表示。
　－各送信レイヤについて、各送信ポイントのローカル（もしくはポイント毎）プリコー
ダに、またはそれらの間に適用されるべき、位相差（または補正）の少なくとも１つの表
示。１または複数の実施形態では、特定の「基準」ポイント毎プリコーダの位相差は、ゼ
ロに固定され得、この場合、位相差は、「ポイント間位相情報」と呼ばれることがある。
【０１０９】
　限定することなく、例として、実施形態は、少なくとも１つの送信レイヤについて、基
準が１つの特定の送信ポイントのタイミングであり得る、量子化されたタイミングオフセ
ットΔτを示す、各送信ポイントについての１つの表示、各送信レイヤについて、同期的
結合のために、この送信ポイントのプリコーダに適用されるべき位相差（もしくは補正）
を示す、各送信ポイントについての１つの表示（ｉk,comb）、ならびに／または各送信レ
イヤについて、同期的結合のために、この送信ポイントのプリコーダに適用されるべき位
相差（もしくは補正）を示す、各送信ポイントについての２つの表示（ｉ1k,combおよび
ｉ2k,comb）を企図しており、ここで、
　●１つのポイント毎表示ｉ1k,combは、量子化された位相補正のＭ個の最上位ビットな
ど、短期間には変化しない位相補正の特性に対応し得、および／または
　●１つのポイント毎表示ｉ2k,combは、量子化された位相補正のＬ個の最下位ビットな
ど、短期間に変化し得る位相補正の特性に対応し得る。
【０１１０】
　実施形態は、グローバル（またはアグリゲート）プリコーディング行列Ｗに対応する、
１または複数のプリコーディング行列インジケータも、以下を含み得ることを企図してい
る。
　－各送信ポイントｋについての、短期間では変化し得ないグローバル（またはアグリゲ
ート）プリコーディング行列の特性、例えば、送信ポイントｋに属する少なくとも１グル
ープのアンテナポートに適用される少なくとも１組の重み（またはビーム）に対応する、
インデックスｉ1k。ここで、少なくとも１グループのアンテナポートは、ポイント毎ラン
ク表示ＲＩkに、またはジョイント（もしくは共通）ランク表示ＲＩjointに依存し得る。
　－１組のｉ1kインデックスは、連結されて、単一のジョイント（またはアグリゲート）
長期プリコーディングインデックスｉ1jointになり得る。および／または
　－短期間で変化し得るグローバルプリコーディング行列Ｗの特性、例えば、ＲＩjoint

個の送信レイヤの各々についての、いくつかまたはすべての送信ポイントに属するアンテ
ナポートのグループのいくつかまたは各々から選択されたビーム、およびこれらのビーム
間の結合情報（例えば、共位相）に対応し得る、インデックスｉ2comb。
【０１１１】
　実施形態は、グローバル（またはアグリゲート）プリコーディング行列Ｗが、短期間で
は変化し得ないグローバルプリコーディング行列の特性に対応し得る、単一のインデック
スｉ1（おそらく、単一のインデックスｉ1）を含み得ることを企図している。例えば、イ
ンデックスｉ1は、送信ポイントに適用され得る、１組の重みおよび／またはビームに対
応し得る。グローバル（またはアグリゲート）プリコーディング行列Ｗは、各送信ポイン
トｋについて、インデックスｉ2kを含み得る。インデックスｉ2kは、短期間で変化し得る
各ローカル（またはポイント毎）プリコーディング行列の特性に対応し得る。例えば、イ
ンデックスｉ2kは、重みの選択されたサブセット、およびＲＩ個の送信レイヤの各々につ
いての各極性間の共位相に対応し得る。
【０１１２】
　例えば、ＷＴＲＵが、各々が４つのｘ極性送信アンテナを用いる、２つの送信ポイント
から１つのレイヤを受信し得る場合、信号ｙ＝Ｗｘ＋ｚが受信され得、ここで、ｙは、受
信信号のｎr×１ベクトルとし得、ｘは、送信信号のｎl×１ベクトルとし得（ｎl＝１）
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、ｚは、ｎr×１雑音ベクトルとし得、Ｗは、ｎr×ｎlプリコーディング行列とし得る。
送信ポイント「ａ」に割り当てられた４つのポートは、ａ1、ａ2、ａ3、ａ4で表され得、
送信ポイント「ｂ」に割り当てられた４つのポートは、ｂ1、ｂ2、ｂ3、ｂ4で表され得る
。プリコーディング行列は、Ｗ→［ａ1，ａ2，ｂ1ｂ2，ａ3，ａ4，ｂ3，ｂ4］

Tに従って
、アンテナポートにマッピングされ得る。以下のコードブック構造が使用され得る（表２
も参照）。
【０１１３】
【数２】

【０１１４】
【数３】

【０１１５】
　　ｖm＝［１　ｅj2πn/32　ｅj4πn/32　ｅj6πn/32 ］T

【０１１６】

【表２】

【０１１７】
　同じ長期／広帯域ＰＭＩ　ｉ1が、両方の送信ポイントによって使用され得る。各送信
ポイントは、独自の短期／狭帯域ｉ2（ｉ2aおよびｉ2b）を有し得る。インデックスｉ1は
、フィードバックの４ビットを必要とし得、一方、インデックスｉ2aは、４ビットを必要
とし得、インデックスｉ2bは、２ビットを必要とし得る。例えば、送信ポイントａにおけ
るプリコーディングは、ｉ1およびｉ2aを必要とし得る。送信ポイントｂにおけるプリコ
ーディングは、ｉ1、ｉ2a、およびｉ2bを必要とし得る。代替的な送信ポイントｂは、例
えば、フィードバックｉ1およびｉ2bのみを有し得る。送信ポイントｂにおいてｉ2aへの
依存を排除するため、各送信ポイントにおけるコードブックは、以下を含み得る（表３お
よび表４を参照）。
【０１１８】
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【表３】

【０１１９】
【表４】

【０１２０】
この場合、いくつかの送信ポイント、または各送信ポイントは、例えば、ｉ1（４ビット
）、およびそれぞれのｉ2（各々４ビット）を受信し得る。
【０１２１】
　１組のプリコーディング行列
【０１２２】
【数４】

【０１２３】
は、所定のマッピングに従ってプリコーディング行列のグループに対応し得る、インデッ
クス（おそらく、単一のインデックス）を含み得る。プリコーディング行列のグループの
解釈は、最後に報告されたポイント毎ランク表示ＲＩk、および／またはこのＷＴＲＵの
ために使用される望ましいプリコーディング行列に対応するプリコーディング行列インジ
ケータに依存し得る。１組のプリコーディング行列は、複数のインデックスを含み得、各
々は、例えば、そのグループ化が組を構成する所定のマッピングに従って、特定のプリコ
ーディング行列を示す。
【０１２４】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、少なくとも１つの送信ポイントについて、
少なくとも１つの電力調整インジケータＰＡＩkを報告し得る。電力調整インジケータＰ
ＡＩkは、ＤＭ－ＲＳ基準信号および送信ポイントｋからこのＷＴＲＵに送信するための
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データシンボルの少なくとも一方に対して推奨される電力調整の値に対応し得る。これは
、ネットワークが、いくつかまたはすべての送信ポイントから受信される電力をより良好
に平衡させることを可能にし得る。電力調整インジケータと実際の電力調整（例えば、ｄ
Ｂ単位）の間のマッピングは、例えば、より高位のレイヤによって事前定義または提供さ
れ得る。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、ネットワークからのあるタイプのシ
ングルポイントまたはマルチポイント送信を仮定して、チャネル状態情報を報告し得る。
そのような送信についての仮定は、本明細書では、「送信状態」または「ＣＳＩプロセス
」と呼ばれ得る。送信状態またはＣＳＩプロセスは、少なくとも１つの送信ポイントにつ
いて、この送信ポイントが、
　－報告されたポイント毎またはアグリゲートプリコーディング行列インジケータに従っ
て、ＷＴＲＵに送信しているか、
　－報告されたポイント毎またはアグリゲートプリコーディング行列インジケータに従っ
て、別のＷＴＲＵに送信しているか、および／または
　－いかなるＷＴＲＵにも送信していないか（例えば、ミュートもしくはブランク）
についての仮定を含み得る。１または複数の実施形態では、与えられた送信状態またはＣ
ＳＩプロセスについて、少なくとも１つの送信ポイントに対して設けられるいかなる仮定
も存在し得ない。
【０１２５】
　１または複数の実施形態では、ある送信状態またはＣＳＩプロセスに対するＣＳＩの報
告は、異なる方法を使用して、より高位のレイヤによって構成され得る。そのようなＣＳ
Ｉプロセスは、本明細書で説明されるように、「ＣＳＩケース」、「ＣＳＩタイプ」、お
よび／または「ＣＳＩ仮定」と呼ばれることがある。１または複数の実施形態では、１ま
たは複数の報告モードが、ＣＳＩプロセスの１もしくは複数、または各々について構成さ
れ得る。１または複数の実施形態では、１または複数の周期的および／もしくは非周期的
報告ならびに／または報告タイプ（例えば、ランクインジケータ（ＲＩ））は、１もしく
は複数の報告モード、および／または１もしくは複数のＣＳＩプロセスに対応し得る。
【０１２６】
　例えば、１または複数の実施形態は、ＷＴＲＵが、所望の信号がそこから送信されるこ
とが仮定され得るポイントに対応する少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳリソース、および／
または送信状態またはＣＳＩプロセスに従って、干渉信号がそこから送信されることが仮
定され得るポイントに対応する少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳリソースを示すことによっ
て、あるＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスを報告するように構成され得ることを企図し
ている。加えて、ＷＴＲＵは、例えば、ネットワーク内の他のポイントからの送信によっ
て生成される雑音および干渉をその中で測定するために、（少なくとも１つのゼロ電力Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソースに対応する１組のリソース要素など）１組のリソース要素をあるサブ
フレーム内に含み得る、干渉測定リソースまたはＣＳＩ－ＩＭを用いても構成され得る。
【０１２７】
　あるいは、または加えて、１または複数の実施形態は、ＷＴＲＵが、例えば、所望の信
号がそこから送信されることが仮定され得るポイントに対応する少なくとも１つのＣＳＩ
－ＲＳリソース、ならびに／または送信状態もしくはＣＳＩプロセスに従って生成される
干渉をおそらく含む、雑音および干渉をその中で測定するために、１組のリソース要素を
あるサブフレーム内に含む、少なくとも１つの干渉測定リソースを示すことによって、あ
るＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスを報告するように構成され得ることを企図している
。
【０１２８】
　１または複数の実施形態では、例えば、おそらく、ＷＴＲＵが複数のサービングセルを
用いて構成され得る場合（キャリアアグリゲーション）、特定のＣＳＩケースまたはＣＳ
Ｉプロセスは、あるサービングセルまたはあるキャリア周波数に関連付けられ得る。
【０１２９】
　送信ポイントは、（Ｔ）送信、（Ｉ）干渉（例えば、別のＷＴＲＵへの所望外の送信）
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、（Ｂ）ブランク、および／または（Ｕ）未知などの、送信状態またはＣＳＩプロセスに
あり得る。例えば、ポイントがｎ個の場合、最大で４n個の可能な送信状態ベクトル（Ｔ
ＳＶ）が存在し得る。いくつかまたは各送信状態ベクトルは、１または複数の送信状態イ
ンジケータ（ＴＳＩ）によって示され得る。ＴＳＩは、ＴＳＶに対応し得るスカラ値、ま
たはＴＳＶ自体とし得る。あるいは、または加えて、ＴＳＩは、ＴＳＶを表すビットマッ
プとし得る。また、例として、ＷＴＲＵは、２つの送信中ポイント、２つの干渉ポイント
、１つのブランク／ミュートポイントを含み得る、５つのポイントを仮定して、フィード
バックを行い得る。例示的な対応するＴＳＩは、［Ｔ　Ｔ　Ｉ　Ｉ　Ｂ］などのベクトル
を含み得る。例示的な対応するＴＳＩは、［Ｔ　Ｔ　Ｉ　Ｉ　Ｂ］などのベクトルに対応
し得る値を含み得る。追加の送信状態もしくはＴＳＩまたはＣＳＩプロセスは、ジョイン
ト送信が、同期的（例えば、結合インジケータまたはポイント間位相情報を使用する）と
仮定され得るか、それとも非同期的と仮定され得るかを示すように定義され得る。
【０１３０】
　実施形態は、ＷＴＲＵが、ある可能な送信状態またはＣＳＩプロセスについて、またい
くつかの実施形態では、おそらく、ある可能な送信状態またはＣＳＩプロセスのみについ
て、ＣＳＩを報告するように構成され得ることを企図している。例えば、ＷＴＲＵは、２
つのポイントについて、ＣＳＩを報告するように構成され得、以下の送信状態またはＣＳ
Ｉプロセス、すなわち、
　－第２のポイントが別のＷＴＲＵに送信しているときの、第１のポイントからの単一の
送信（もしくは例えば、先の用語法を使用すれば［Ｔ　Ｉ］）、
　－第２のポイントがいかなるＷＴＲＵにも送信していないときの、第１のポイントから
の単一の送信（もしくは例えば、上記の用語法を使用すれば［Ｔ　Ｂ］）、
　－第１のポイントが別のＷＴＲＵに送信しているときの、第２のポイントからの単一の
送信（もしくは例えば、上記の用語法を使用すれば［Ｉ　Ｔ］）、
　－第１のポイントがいかなるＷＴＲＵにも送信していないときの、第２のポイントから
の単一の送信（もしくは例えば、上記の用語法を使用すれば［Ｂ　Ｔ］）、および／また
は
　－両方のポイントからのジョイント送信（もしくは例えば、上記の用語法を使用すれば
［Ｔ　Ｔ］）
についてＣＳＩを報告するように構成され得る。実施形態は、１組の送信状態もしくはＣ
ＳＩプロセス、および／またはＷＴＲＵがそれに対するＣＳＩを潜在的に報告し得るＴＳ
Ｖの組が、より高位のレイヤによって構成され得ることを企図している。ＷＴＲＵがそれ
に対するＣＳＩを潜在的に報告し得る、いくつかの送信状態もしくはＣＳＩプロセス、ま
たは各送信状態もしくはＣＳＩプロセスは、インデックスまたは「ＣＳＩインデックス」
によって示され得る。例えば、ＣＳＩインデックスは、異なるＣＳＩケースがより高位の
レイヤによって構成されていく順序に対応し得る。
【０１３１】
　実施形態は、送信状態またはＣＳＩプロセス選択が、ネットワークによって制御され得
ることを企図している。ネットワークは、送信状態もしくはＣＳＩプロセスもしくはＴＳ
Ｉ値（例えば、ＣＳＩ報告に対応するＴＳＩ値）、またはＣＳＩケースを決定し得る。ネ
ットワークは、ＷＴＲＵが使用するＴＳＩおよび／またはＴＳＶを、より高位のレイヤの
シグナリングを介して知らせ得る。ネットワークは、ＷＴＲＵが使用するＴＳＩおよび／
またはＴＳＶを、例えば、周期的または非周期的フィードバックグラントのために知らせ
得る。ＴＳＩは、非周期的フィードバックの一例のために使用され得、または半永続的な
非周期的フィードバックグラントの持続時間にわたって使用され得る。１または複数の実
施形態では、ＴＳＩは、１または複数のサブフレーム番号に関連付けられ得る。関連付け
は、より高位のレイヤのシグナリングによって事前構成され得る。１または複数の実施形
態では、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶは、先行するフィードバックに基づき得る。例えば
、ＷＴＲＵは、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶが変化したことをネットワークに知らせ得る
インジケータをフィードバックし得る。新しいＴＳＩおよび／またはＴＳＶは、別の事前
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構成された値に循環的に遷移し得る。例えば、ＷＴＲＵは、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶ
が変更されるべきことをネットワークに知らせ得るインジケータをフィードバックし得る
。ネットワークは、別のＣＳＩフィードバックがＷＴＲＵによって実行される前に、新し
いＴＳＩおよび／またはＴＳＶをＷＴＲＵに知らせるように促され得る。
【０１３２】
　１または複数の実施形態では、ＴＳＩ（またはＣＳＩケース）は、ＣＳＩ報告送信（ま
たは非周期的ＣＳＩ要求）のタイミングと比較して、ＣＳＩ－ＲＳリソースの受信のタイ
ミングに依存し得る。例えば、ＷＴＲＵは、
　－少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳリソースが、構成に従ってサブフレームで送信される
こと、および／または
　－サブフレームのタイミングが、ＣＳＩが報告される（もしくは代替的に非周期的ＣＳ
Ｉが要求される）サブフレームよりも少なくともｋサブフレーム前であること
を満たす、最新のサブフレームで受信されたＣＳＩ－ＲＳリソースのサブセットに結び付
けられたＣＳＩケースを報告し得る。上記において、ＣＳＩケースは、前述のＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソースを、仮定された所望の信号として使用する、ＣＳＩケースとし得る。あるいは
、または加えて、それは、ＣＳＩ－ＲＳリソースを、仮定された干渉信号または干渉測定
リソースとして使用する、ＣＳＩケースとし得る。この選択基準は、最大数よりも多くの
周期的ＣＳＩ報告が送信されるために構成され、および／またはＣＳＩケースもしくはＣ
ＳＩプロセスに従った優先順位付けが適用され得る（いくつかの実施形態では、おそらく
、適用されなければならない）、サブフレームに（いくつかの実施形態では、おそらく、
そのようなサブフレームのみに）適用され得る。
【０１３３】
　１または複数の実施形態では、ＴＳＩ／ＴＳＶ選択は、ＷＴＲＵによって制御され得る
。例えば、ＷＴＲＵは、ＣＳＩフィードバックが計算された条件をネットワークに通知す
るために、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶをフィードバックし得る。ＷＴＲＵは、ＴＳＩお
よび／またはＴＳＶ値を決定し得る。例えば、ポイントがｎ個である場合、ＷＴＲＵは、
４n個の可能なＴＳＩおよび／またはＴＳＶ値から選択し得る。例えば、ＷＴＲＵは、可
能なＴＳＩおよび／またはＴＳＶ値のサブセットから選択し得る。可能なＴＳＩおよび／
またはＴＳＶ値のサブセットは、ＷＴＲＵに通信され得る。例えば、サブセットは、ネッ
トワーク制御のＴＳＩおよび／またはＴＳＶ選択に関して上で説明された１または複数の
方法によって（例えば、ＴＳＩをＴＳＩセットで置き換えることによって）、ＷＴＲＵに
通信され得る。例えば、可能な値のサブセットは、単一のポイントが（Ｔ）送信である、
ＴＳＶを含み得る。いくつかの実施形態では、他のポイントにおける他の条件は使用され
得ない（例えば、ミューティングなしのＤＰＳ）。例えば、可能な値のサブセットは、少
なくとも２つのポイントが（Ｔ）送信であり、他のポイントが、（Ｂ）ブランクである、
ＴＳＩを含み得る（例えば、ブランクを有するジョイント送信）。ＷＴＲＵは、選択され
たＴＳＩおよび／またはＴＳＶが変更されたことを示すインジケータを、ネットワークに
フィードバックし得る。新しいＴＳＩおよび／またはＴＳＶは、例えば、事前構成され得
、またはＷＴＲＵによってフィードバックされ得る。
【０１３４】
　上で説明されたように、ＷＴＲＵは、１組の可能な送信状態もしくはＣＳＩプロセス、
または（例えば、一実施形態では、ｎをポイントの数として、可能な４n個の値のサブセ
ットを含む）１組の可能な値から、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶを選択し得る。ＴＳＩお
よび／またはＴＳＶは、性能についての事前構成された閾値を達成するために必要とされ
るポイントの数に基づいて選択され得る。例えば、ＷＴＲＵは、（例えば、ＳＩＮＲを最
大化する、ＢＬＥＲを最小化する、またはスループットを最大化するなどの）性能につい
ての事前構成された閾値を達成するために、送信するポイントを最も少なく（または最も
多く）必要とし得る、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶを選択し得る。ＴＳＩおよび／または
ＴＳＶは、性能についての事前構成された閾値を達成するために、ブランクにされる必要
があり得るポイントの数に基づいて選択され得る。例えば、ＷＴＲＵは、（例えば、ＳＩ
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ＮＲを最大化する、ＢＬＥＲを最小化する、またはスループットを最大化するなどの）性
能についての事前構成された閾値を達成するために、ブランクにされるポイントを最も少
なく（または最も多く）必要とし得る、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶを選択し得る。例え
ば、干渉信号がそこから送信されることが仮定され得る、ある数のＣＳＩ－ＲＳリソース
に関連付けられ得る、ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスを選択する（ここで、数は０ま
たは正の数とし得る）。
【０１３５】
　ＴＳＩおよび／またはＴＳＶは、非送信ポイントに対する制約に基づいて選択され得る
。例えば、ＷＴＲＵは、（例えば、ＳＩＮＲを最大化する、ＢＬＥＲを最小化する、また
はスループットを最大化するなどの）性能についての事前構成された閾値を達成するため
に、非送信ポイント（最も少ない（または最も多い）未知のポイント）に対して最も少な
く（または最も多く）制約を課し得る、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶを選択し得る。１ま
たは複数の実施形態では、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶは、ＣＱＩおよび／またはランク
（例えば、（ＲＩ））に基づいて選択され得る。例えば、ＷＴＲＵは、最も高いＣＱＩお
よび／または最も高いランク（例えば、（ＲＩ））を有し得るＴＳＩおよび／またはＴＳ
Ｖを選択し得る。
【０１３６】
　加えて、または代替として、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶは、スループットまたは転送
され得るビットの数に基づいて選択され得る。例えば、ＷＴＲＵは、ネットワークが（例
えば、ＣＱＩおよびＲＩの両方を含む）推奨されるＣＳＩに従った場合に、総スループッ
トまたはサブフレームで転送され得るビットの総数を最大化し得る、ＴＳＩおよび／また
はＴＳＶを選択し得る。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、許容されたＴＳＩお
よび／またはＴＳＶサブセットから、ＴＳＩおよび／またはＴＳＶを選択し得る。許容さ
れたＴＳＩおよび／またはＴＳＶサブセットは、（Ｔ）送信状態にあり、以下の基準、す
なわち、最小許容可能パスロス閾値を超えること、最小ポイント毎ＣＱＩ閾値を達成する
こと、および／または最大のポイント毎ＣＱＩ閾値と比較した場合に一定のポイント毎Ｃ
ＱＩ差分閾値を超えることのうちの１または複数を満たすポイントに対応する、ＴＳＩお
よび／またはＴＳＶを含み得る。
【０１３７】
　実施形態は、送信状態またはＣＳＩプロセスのためにＣＳＩを評価する際、ＷＴＲＵが
、（本明細書で説明されるような）送信状態もしくはＣＳＩプロセス、および／または報
告されるＣＳＩのタイプ（例えば、ＣＳＩフィードバックが、結合インジケータを含み得
るかどうか、もしくは同期的ジョイント送信のために使用され得るか、それとも非同期的
ジョイント送信のために使用され得るか）に関連し得る、対応し得る、または特有とし得
るパラメータを含む、１または複数のパラメータを使用し得ることを企図している。例え
ば、ＷＴＲＵは、以下の例示的な送信状態固有（またはＣＳＩケース固有）のパラメータ
のうちの１または複数を使用し得る。
　－いくつかもしくは各々のポイントもしくはＣＳＩ－ＲＳリソースからの仮定されるＰ
ＤＳＣＨ送信電力（またはいくつかもしくは各々のポイントもしくは非ゼロ電力ＣＳＩ－
ＲＳリソースについてのＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥ対ＣＳＩ　ＥＰＲＥの仮定される比、もし
くはＰｃ）。例えば、与えられた非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースについて、この値は、
ＣＳＩ－ＲＳリソースが所望信号または干渉信号に対応することが仮定されるかどうかに
依存し得る。例えば、ＷＴＲＵは、ＣＳＩ－ＲＳリソースが所望信号に対応すると仮定さ
れるＣＳＩプロセスまたはＣＳＩケースについてのＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥ対ＣＳＩ　ＥＰ
ＲＥの比の第１の値、およびＣＳＩ－ＲＳリソースが干渉信号に対応すると仮定されるＣ
ＳＩケースについてのＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥ対ＣＳＩ　ＥＰＲＥの比の第２の値を使用す
るように構成され得る。これは、より正確な干渉（およびＣＱＩ）推定を提供し得るが、
それは、理由の中でもとりわけ、おそらく、干渉ポイントのプリコーダは、ＷＴＲＵによ
って受信される干渉電力を最大化するようには設計され得ないからである。別の例では、
ＷＴＲＵは、非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳおよび第１の干渉測定リソース（ＣＳＩ－ＩＭ）を
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用いて構成される第１のＣＳＩプロセスについてのＰｃの比（ＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥ対Ｃ
ＳＩ　ＥＰＲＥ比）の第１の値を使用するように構成され得る。また、ＷＴＲＵは、同じ
非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳおよび第２の干渉測定リソース（ＣＳＩ－ＩＭ）を用いて構成さ
れる第２のＣＳＩプロセスについてのＰｃの第２の値を使用するように構成され得る。ネ
ットワークは、このプロセスにおけるＰｃ値を、それらの差が、どちらかのＣＳＩプロセ
スについての干渉の不完全な推定から生じる任意の干渉測定バイアスを補償するように設
定し得る。
　－いくつかまたは各々のポイントまたはＣＳＩプロセスからの仮定されるＰＤＳＣＨ送
信電力に対する補正係数。および／または
　－推定されたＣＱＩインデックスに対するオフセット、他。
【０１３８】
　１または複数の実施形態では、（例えば、最大スループット（またはＣＱＩもしくはラ
ンク）に基づいた、送信状態またはＣＳＩプロセスのＷＴＲＵ選択メカニズムと組み合わ
せた）そのような送信ベースのパラメータの使用は、ネットワークの観点からより多くの
リソースを使用し得る（またはより多くのＣＳＩビットの報告を使用し得る）それぞれの
送信状態またはＣＳＩプロセスに対するＣＳＩが、そのような送信状態またはＣＳＩプロ
セスの使用が、リソースをより僅かしか消費しない状態と比較して、利益を提供し得る場
合に、報告されることを可能にし得る。いくつかの実施形態では、同じ送信状態またはＣ
ＳＩプロセスについて、異なる仮定されたランクのために、異なるパラメータも適用され
得る。
【０１３９】
　例えば、ＷＴＲＵは、最大２つの送信ポイントに対するＣＳＩを報告するように構成さ
れ得、そこでは、ＷＴＲＵによって報告され得る１組の送信状態またはＣＳＩプロセスは
、（第２のポイントがおそらくは干渉である）第１のポイントからの単一の送信、（第２
のポイントがおそらくは干渉である）第２のポイントからの単一の送信、および／または
両方のポイントからのジョイント送信などのうちの１または複数を（例えば、送信ポイン
トを使用しながら）含み得る。
【０１４０】
　実施形態は、例えば、送信状態またはＣＳＩプロセスの各々について推定されるＣＱＩ
インデックスが、（例えば、補正係数がない場合）あるサブフレーム内で８、６、および
９であり得ることを企図している。そのため、ＷＴＲＵは、単一送信を超える増分利益が
最小であり得る場合であっても、（例えば、ネットワークの観点から見て、そのような送
信のコストを倍増し得る）ジョイント送信のためのＣＳＩを報告し得る。いくつかの実施
形態では、本明細書で説明される、仮定されるＰＤＳＣＨ送信電力に補正係数を適用する
方法が使用され得る場合、ＷＴＲＵは、例えば、０ｄＢの補正係数を各単一送信状態また
はＣＳＩプロセスに適用し得、－３ｄＢの補正係数をジョイント送信状態またはＣＳＩプ
ロセスに適用し得る。加えて、そのような補正係数は（例えば、適用される場合）、ＵＥ
が、第１のポイント（ＣＱＩ＝８）からの単一送信に対応するＣＳＩを報告し得るように
、８、６、および９の推定されるＣＱＩインデックスをもたらし得る。
【０１４１】
　実施形態は、適用され得る補正係数の値が、いくつかまたは各々のある送信状態または
ＣＳＩプロセスのために定義または提供され得ること（例えば、ジョイント送信のための
２ｄＢ、シングルポイント送信のための０ｄＢ、または他のポイントにミューティングが
存在するシングルポイント送信のための１ｄＢなど）を企図している。あるいは、補正係
数の値は、ＷＴＲＵに干渉し得ていない、または干渉していないと仮定され得る、送信ポ
イントの数の関数であり得る。１または複数の実施形態では、補正係数の値は、例えば、
ＷＴＲＵに送信していると仮定され得る、送信ポイントの数の関数であり得る。
【０１４２】
　実施形態は、補正係数の値（または補正係数を導出するために使用され得るパラメータ
）が、事前定義され得ることも企図している。あるいは、補正係数の値（または補正係数
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を導出するために使用され得るパラメータ）は、例えば、より高位のレイヤ（例えば、Ｒ
ＲＣ）シグナリングを使用して、ネットワークによって通信され得る。パラメータのその
ようなシグナリングは、ネットワークが、状態の中でもとりわけ、ネットワーク負荷など
の現在の状態に基づいて、ある送信状態またはＣＳＩプロセスに対するＣＳＩを報告する
尤度を調整することを可能にし得る。例えば、低いシステム負荷が存在し得る場合、ネッ
トワークに空き容量、例えば、著しい空き容量が存在し得るので、１または複数のＷＴＲ
Ｕは、ジョイント送信に対するＣＳＩを報告し得る。そのような場合、他の検討事項とし
て、１または複数の実施形態は、ジョイント送信のための補正係数が引き下げられ得るこ
とを企図している。あるいは、または加えて、１または複数の実施形態は、他の理由の中
でもとりわけ、おそらく、システムにより重い負荷が掛かり得る場合、補正係数が引き上
げられ得ることを企図している。
【０１４３】
　実施形態は、各送信状態またはＣＳＩプロセスのための補正係数を提供するために使用
され得る、１または複数の技法を企図している。１または複数の実施形態は、ＰＤＳＣＨ
　ＥＰＲＥ対ＣＳＩ－ＲＳ　ＥＰＲＥの（例えば、すでに通信され得ている）仮定された
比のための補正係数が、（送信ポイントに対応し得る）構成された各ＣＳＩ－ＲＳリソー
スの一部として提供され得ることを企図している。そのような補正係数は、例えば、その
ような送信ポイントおよび少なくとも１つの追加ポイントからＷＴＲＵへのジョイント送
信を含み得る、送信状態またはＣＳＩプロセスに対するＣＳＩを推定する目的で、適用さ
れ得る。あるいは、ジョイント送信に適用可能なＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥ対ＣＳＩ－ＲＳ　
ＥＰＲＥの仮定された比の新しい値は、（シングルポイント送信に適用可能なＰＤＳＣＨ
　ＥＰＲＥ対ＣＳＩ－ＲＳ　ＥＰＲＥの仮定された比に補正係数を適用する代わりに）直
接的に提供され得る。同様の手法は、送信ポイントと少なくとも１つの他の送信ポイント
からのミューティングとを含む送信状態もしくはＣＳＩプロセス、または送信ポイントか
らのミューティングを含む送信状態もしくはＣＳＩプロセスのために使用され得るパラメ
ータを提供するためにも使用され得る。
【０１４４】
　あるいは、または加えて、実施形態は、（例えば、ポイントの各々からの）仮定された
ＰＤＳＣＨ送信電力に関連付けられた補正係数が、いくつかの許容可能な送信状態もしく
はＣＳＩプロセス、および／またはあらゆる許容可能な送信状態もしくはＣＳＩプロセス
から提供され得ることを企図している。例えば、可能な送信状態またはＣＳＩプロセスの
各々を明示的に列挙する代わりに、補正係数は、任意の与えられた送信状態またはＣＳＩ
プロセスについて、ＷＴＲＵに送信する送信ポイントの数、および／またはいかなるＷＴ
ＲＵにも送信しない送信ポイント（例えば、ミューティング）の数の関数として提供され
得る。１または複数の実施形態では、０ｄＢ、２ｄＢ、および４ｄＢの補正係数が、例え
ば、それぞれ、単一の送信ポイント、２つの送信ポイント、および／または３つの送信ポ
イントなどからのＷＴＲＵへの送信（および／またはミューティング）を含む、送信状態
またはＣＳＩプロセスについて定義され得る。ＷＴＲＵに送信するポイントの数に関する
（例えば、補正係数とともに適用され得る）追加の補正係数が、ミューティングの（例え
ば、ＷＴＲＵに送信しない）送信ポイントの数に関して定義され得る。
【０１４５】
　実施形態は、ＷＴＲＵのための１または複数の送信状態またはＣＳＩケースもしくはＣ
ＳＩプロセス構成を企図している。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、いくつか
のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスについてのフィードバックを行うように構成され得
る。いくつかまたは各々のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスは、所望信号（例えば、Ｎ
ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ）、干渉リソース（例えば、ゼロ電力（ＺＰ）ＣＳＩ－ＲＳ）、およ
びおそらくはその受信電力をＷＴＲＵが潜在的な干渉電力に変換し得る他のＮＺＰ　ＣＳ
Ｉ－ＲＳから構成され得る。ＷＴＲＵは、干渉に別のオフセットを追加して、ＣＱＩ計算
をさらに精緻にするために、１もしくは複数のより高位のレイヤによっても、またはＤＣ
Ｉによっても構成され得る。１または複数の実施形態では、オフセットは、より高位のレ
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イヤのシグナリングによって半静的に構成され得る。あるいは、または加えて、オフセッ
トは、ダウンリンク割り当てを提供するＤＣＩ（例えば、ＤＣＩフォーマット１／１Ａ／
１Ｂ／１Ｃ／１Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ）内に存在し得る。あるいは、または加えて、
１または複数の実施形態では、オフセットは、ＷＴＲＵに明示的に提供され得ない。より
高位のレイヤのシグナリングまたはダウンリンク割り当ては、オフセットを使用するよう
にＷＴＲＵに命じるフラグ（例えば、０はオフセットなしを示し、１はオフセットの使用
を示す）を含み得る。このオフセットは、所望信号のために使用され得ず、ならびに／ま
たは干渉測定リソースで表されず、および／もしくはその上でエミュレートが行われない
、ＣｏＭＰクラスタ内のポイントのＲＳＲＰ貢献を合計する、および／または適切にスケ
ーリングすることによって、ＷＴＲＵにおいて計算され得る。そのような構成では、ＷＴ
ＲＵは、おそらく、オフセットの使用がトリガーされた場合に、ＷＴＲＵがそのようなオ
フセットの計算において使用し得る、ＣｏＭＰリソース管理セット内のポイントのリスト
を用いて、再構成され得る。
【０１４６】
　あるいは、または加えて、いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、所望信号のためにも
、または干渉エミュレーションのためにも使用され得ない、ＣｏＭＰ測定セット内のいく
つかまたはいずれかのポイントが、オフセットにおいて使用される１組のポイントの一部
であると見なされ得るように構成され得る。そのようなシナリオでは、ＷＴＲＵは、例え
ば、理由の中でもとりわけ、おそらく、どのＲＳＲＰ値を使用すべきかを決定するために
、ＣｏＭＰ測定セット内のポイントとＷＴＲＵのＣｏＭＰリソース管理セット内のそれら
のマッピングを提供され得る。あるいは、または加えて、より高位のレイヤのシグナリン
グ、および／または適切なＤＣＩは、例えば、オフセットの計算において、ＣｏＭＰリソ
ース管理セットのどのリソースが使用されるべきかを示す、ビットマップを含み得る。
【０１４７】
　１または複数の実施形態は、ＷＴＲＵが、ＣｏＭＰ測定セット内のＮＺＰ　ＣＳＩ－Ｒ
Ｓが、ＣｏＭＰリソース管理セット内のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳと同じ送信ポイントを表す
かどうかを知ることが有益であり得ることを企図している。あるいは、または加えて、Ｃ
ｏＭＰリソース管理セットは、ＣｏＭＰ測定セットのスーパーセットであり得る。そのよ
うなシナリオでは、ＷＴＲＵは、ＣｏＭＰリソース管理セットを生成するためにともに結
合され得る、ＣｏＭＰ測定セットおよび追加のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳを用いて構成され得
る。あるいは、または加えて、両方のセットは、独立に構成され得るが、しかしながら、
どちらのセット内でも送信ポイントのために使用されるＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、同じで
あり得る。そのようなシナリオでは、ＷＴＲＵは、各セット内のどのＮＺＰ　ＣＳＩ－Ｒ
Ｓが同じ送信ポイントについてのものであるかを暗黙的に知り得る。あるいは、または加
えて、ＣｏＭＰリソース管理セット内のいくつかまたは各々のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、
インデックスを与えられ得、これらのインデックスは、例えば、ＣｏＭＰリソース管理セ
ットが構成される場合に、ＷＴＲＵに示され得る。いくつかの実施形態では、ネットワー
クは、おそらく、ＷＴＲＵのためのＣｏＭＰ測定セットを構成するときに、ＣｏＭＰリソ
ース管理セット内のどのＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳが同じ送信ポイントに対応し得るかを識別
するために、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ構成およびインデックスを提供し得る。
【０１４８】
　あるいは、または加えて、ＣｏＭＰリソース管理セット内のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、
所定の順序を与えられ得る。１または複数の実施形態では、ＣｏＭＰ測定セット内にも含
まれ得る、ＣｏＭＰ測定セット内のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、フラグを与えられ得る。い
くつかの実施形態では、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳの同じ順序が、ＣｏＭＰ測定セットにおい
て使用され得る。例えば、ＣｏＭＰリソース管理セットは、所定の順序で１０個のＮＺＰ
　ＣＳＩ－ＲＳを有し得る。第４および第７のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、ＣｏＭＰ測定セ
ット内に存在するとして、フラグが立てられ得る。階層がＣｏＭＰ測定セットにおいて同
じに維持され得る（いくつかの実施形態では、ＣｏＭＰ測定セットにおいて維持されなけ
ればならない）場合、ＣｏＭＰ測定セット内の第１のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、ＣｏＭＰ
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リソース管理セット内の第４のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳに対応し得、ＣｏＭＰ測定セット内
の第２のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、ＣｏＭＰリソース管理セット内の第７のＮＺＰ　ＣＳ
Ｉ－ＲＳに対応し得る。別の例では、順序は、ＣｏＭＰ測定セットにおいて維持され得ず
、ＣｏＭＰ測定セット内で構成される各ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、ＣｏＭＰリソース管理
セット内のＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳを指示するポインタも含み得る。
【０１４９】
　あるいは、または加えて、ネットワークは、おそらく、ＣｏＭＰ測定セットを構成する
ときに、組み合わせインデックスｒも含み得、ここで、
【０１５０】
【数５】

【０１５１】
であり、
【０１５２】
【数６】

【０１５３】
、１≦ｓi≦Ｎ、ｓi＜ｓi+1は、Ｍ個のソートされたＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ組み合わせイ
ンデックスを含み得、
【０１５４】
【数７】

【０１５５】
である。
【０１５６】
　あるいは、または加えて、送信ポイントのための各セットにおいて使用され得るＮＺＰ
　ＣＳＩ－ＲＳは、異なり得る。実施形態は、構成が、同じサブフレーム内で使用される
同じ時間／周波数ＲＥのオーバーラップをもたらし得ることを企図している。そのような
シナリオでは、ＷＴＲＵは、いずれかのＲＥを共有し得るいずれか２つのＮＺＰ　ＣＳＩ
－ＲＳが、同じ送信ポイントからのものであることを、おそらく暗黙的に、仮定し得る。
【０１５７】
　実施形態は、プライマリ送信状態またはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセス構成を企
図している。理由の中でもとりわけ、ＣＳＩ報告のために、１または複数の実施形態は、
ＷＴＲＵが、プライマリ送信状態（またはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセス）を用い
て構成され得ることを企図している。プライマリＣＳＩプロセスは、（例えば、ＷＴＲＵ
がＣｏＭＰ動作を達成し得ない場合の）フォールバック動作、（例えば、ＷＴＲＵがＣＳ
Ｉプロセスを用いて動的もしくは半静的に構成されない場合の）デフォルト動作、または
（例えば、ＷＴＲＵが複数のＣＳＩプロセスについての適切なフィードバックを達成し得
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ず、第１のプライオリティのＣＳＩプロセスについてフィードバックすることを選択し得
る場合の）プライオリティ動作のために使用され得る。実施形態は、ＷＴＲＵが、フォー
ルバック、デフォルト、およびプライオリティ動作の各々について異なるＣＳＩプロセス
を有し得ることを企図している。ＣＳＩプロセスを用いてＷＴＲＵを構成する場合、ネッ
トワークは、プロセスがフォールバック、デフォルト、および／またはプライオリティの
いずれに対して使用され得るかも（例えば、ビットフラグの使用によって）示し得る。あ
るいは、または加えて、ＷＴＲＵは、ＣＲＳに基づいた単一のＣＳＩプロセスを用いて構
成され得、したがって、これをフォールバック、デフォルト、および／または高プライオ
リティＣＳＩプロセスに対して仮定し得る。あるいは、または加えて、ＷＴＲＵは、所望
信号としてサービングセルのＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳを有する単一のＣＳＩプロセスを用い
て構成され得る。そのようなシナリオでは、ＷＴＲＵは、例えば、そのようなＣＳＩプロ
セスが、フォールバック、デフォルト、および／または高プライオリティＣＳＩプロセス
であることを仮定し得る。
【０１５８】
　あるいは、または加えて、ＷＴＲＵは、フォールバック、デフォルト、および／または
高プライオリティとして使用されるＣＳＩプロセスが、その送信ポイントが直近の送信に
おいて使用されたＣＳＩプロセスであり得るように構成され得る。あるいは、または加え
て、ダウンリンク割り当てのために使用されるＤＣＩ内に、フラグが存在し得、これは、
スケジュールされた割り当てのために使用される送信ポイントが、そのような送信ポイン
トを所望信号として使用するＣＳＩプロセスが、フォールバック、デフォルト、および／
または高プライオリティとして構成され得ることを、少なくともさらなる通知まで、示し
または暗示し得ることを示す。
【０１５９】
　実施形態は、１または複数の送信ポイント（またはＣＳＩ－ＲＳリソース）に対するＣ
ＳＩを報告するように構成され得るＷＴＲＵが、これらの送信ポイントのサブセットに対
するＣＳＩを特定のサブフレームで、またいくつかの実施形態では、おそらく、これらの
送信ポイントのサブセットのみに対するＣＳＩを特定のサブフレームで報告し得なければ
ならないことを企図している。加えて、複数のＣＳＩケース（送信状態またはＣＳＩプロ
セス）に対するＣＳＩを報告するように構成され得るＷＴＲＵは、ＣＳＩケースのサブセ
ット（いくつかの実施形態では、おそらく、そのようなサブセットのみ）に対するＣＳＩ
を特定のサブフレームで報告し得る。これは、以下の理由のためであり得る。
　－ＷＴＲＵによって推奨される、またはネットワークによって要求される、送信状態ま
たはＣＳＩプロセスは、送信ポイントのサブセットからの送信を含み、いくつかの実施形
態では、おそらく、送信ポイントのサブセットからの送信のみを含む。
　－例えば、周期的報告の場合における、ペイロード制約のために、ＷＴＲＵは、送信ポ
イントもしくはＣＳＩ－ＲＳリソースまたはＣＳＩケースのサブセットについてのフィー
ドバック構成要素を報告することが可能であり得、いくつかの実施形態では、特定のサブ
フレームのみでそのような報告を行うことが可能であり得る。
実施形態は、ＣＳＩフィードバック構成要素を含む報告が、送信ポイントのどの１または
複数のサブセットに適用され得るかを示す、本明細書で説明される１または複数の方法を
企図している。
【０１６０】
　実施形態は、ＷＴＲＵが複数のセルについてのフィードバックを報告し得る場合、ポイ
ントインジケータ（ＰＩ）および／もしくはＣＳＩ－ＲＳリソースインジケータ、ならび
に／またはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスインジケータが、フィードバック報告が
それについてのものである、送信ポイントもしくは１組の送信ポイント、またはＣＳＩケ
ースもしくはＣＳＩプロセスを示し得ること、おそらく、明示的に示し得ることを企図し
ている。インジケータは、送信ポイントのＰＣＩを含み得る。インジケータは、ＣＳＩケ
ースに関連付けられたインデックスを含み得る。例えば、インデックスは、ＣＳＩ構成に
おけるＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスの順序（およびおそらくはオフセット）に対応
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し得る。インジケータは、ネットワークによって提供されるビットマップの実現を含み得
、特定のビットロケーション内の１は、より高位のレイヤによって構成される特定の送信
ポイントまたはＣＳＩ－ＲＳリソースを表し得る。ビットマップは、例えば、より高位の
レイヤのＲＲＣシグナリングによってＷＴＲＵに通信され得、または（ＰＵＳＣＨ上での
非周期的フィードバックをトリガーする）アップリンクＤＣＩ、もしくはランダムアクセ
ス応答グラントで提供され得る。ビットマップは、ＣｏＭＰ測定セットに基づき得、静的
、半静的、または動的であり得る。インジケータは、ｎビットのストリームを含み得、可
能なｎ組は、２n個の送信ポイントの１つを表し得る。インジケータは、インデックスの
順序付けられたリストを含み得、おそらくは、バイナリ形式である、リストのいくつかの
インデックスまたは各インデックスは、特定の送信ポイントまたは構成されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソースを示し得る。このタイプのポイントインジケータは、ポイント間のランキング
情報を提供するのに有益であり得る。１または複数の実施形態では、インジケータは、例
えば、Ｍ個の推奨されるポイントを選択する目的で、例えば、（Ｎ個の可能な送信ポイン
トから選ばれた）サイズがＭの組を示し得る。インジケータは、ＴＳＶ内の特定のポイン
トに関連し得るインジケータを含み得る。インジケータは、組み合わせインデックスｒも
含み得、ここで、
【０１６１】
【数８】

【０１６２】
であり、集合
【０１６３】
【数９】

【０１６４】
、１≦ｓi≦Ｎ、ｓi＜ｓi+1は、Ｍ個のソートされた送信ポイントインデックスを含み得
、
【０１６５】
【数１０】

【０１６６】
である。いくつかまたは各々の特定のフィードバックについて、フィードバック報告がど
の送信ポイントのためであり得るかが、インジケータに基づいて決定され得る。
【０１６７】
　あるいは、または加えて、実施形態は、送信ポイントおよび／またはＣＳＩケースもし
くはＣＳＩプロセスのサブセットが、ポイント－サブバンドインジケータ（ＰＳＩ）を形
成する選択されたサブバンドのサブセットを用いて、共同で示され得ることを企図してい
る。ＰＳＩは、以下のうちの１または複数を含み得る。
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　－特定のビットロケーション内の１が、送信ポイントとサブバンド、またはＣＳＩケー
スもしくはＣＳＩプロセスとサブバンドの特定の組み合わせを表し得る、ビットマップ。
および／または
　－ＷＴＲＵが、ポイントとサブバンド（またはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスと
サブバンド）のＭ個の推奨される組み合わせを選択する目的で、（送信ポイントとサブバ
ンドのＮ個の可能な組み合わせから選ばれた）サイズがＭの組を示し得る場合、組み合わ
せインデックスｒが使用され得、ここで、
【０１６８】
【数１１】

【０１６９】
であり、集合
【０１７０】
【数１２】

【０１７１】
、１≦ｓi≦Ｎ、ｓi＜ｓi+1は、Ｍ個のソートされたポイント－サブバンド組み合わせイ
ンデックスを含み、
【０１７２】
【数１３】

【０１７３】
である。
【０１７４】
　実施形態は、ＰＩまたはＰＳＩが、以下のうちの１または複数で送信され得ることを企
図している。
　－それが適用され得るフィードバック構成要素と同じサブフレーム。複数のＰＩまたは
ＰＳＩが同じサブフレームで送信される場合、ＰＩ（またはＰＳＩ）とフィードバック情
報の間の関連付けは、ビット順序によって事前決定され得る。および／または
　－フィードバック情報が送信されるサブフレームの前に、いくつかの実施形態では、所
定の規則に従って生じるサブフレーム。言い換えると、送信ポイントのサブセットは、直
近に送信されたＰＩまたはＰＳＩに対応し得る。例えば、ＷＴＲＵは、ＰＩまたはＰＳＩ
を第１の１組の所定のサブフレームで（例えば、周期的に）送信し得、関連するフィード
バックを第２の１組の所定のサブフレームで送信し得る。第２の組の与えられたサブフレ
ーム内で送信されるフィードバックに適用可能なＰＩまたはＰＳＩは、例えば、第１の組
内で直近に送信されたＰＩまたはＰＳＩとし得る。
実施形態は、ＷＴＲＵが、最強のｎ個のポイントまたはＣＳＩケースについての（いくつ
かの実施形態では、最強のｎ個のポイントまたはＣＳＩケースのみについての）報告をフ



(47) JP 6407144 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

ィードバックし得、他のいずれのポイントまたはＣＳＩケースについてのフィードバック
報告も廃棄し得るので、ＰＩまたはＰＳＩの少なくとも一方が、フィードバックオーバヘ
ッドの節約を可能にし得ることを企図している。フィードバック報告は、フィードバック
がどの送信ポイントについてのものかをネットワークに知らせるＰＩを含み得る。
【０１７５】
　フィードバックがどの送信ポイントについてのものであるかの表示は、明示的であって
もよく、または明示的でなくてもよい。例えば、送信ポイントは、送信ポイント固有のス
クランブリングまたはＣＳＩケース固有のスクランブリングに基づいて、暗黙的に決定さ
れ得る。１または複数の実施形態では、送信ポイントまたはＣＳＩケースもしくはＣＳＩ
プロセスのサブセットは、フィードバックが送信されるサブフレームのタイミング（フレ
ームおよびサブフレーム番号）から暗黙的および／または一意的に決定され得る。ＷＴＲ
Ｕは、ＷＴＲＵが送信ポイント（またはＣＳＩケース）のサブセットについてのフィード
バックが提供される旨の表示を第２の先行サブフレームで送信したという条件の下で、送
信ポイント（またはＣＳＩケース）のこのサブセットについてのフィードバック構成要素
を第１のサブフレームで送信し得る。いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが
送信ポイント（またはＣＳＩケース）のサブセットについてのフィードバックが提供され
る旨の表示を第２の先行サブフレームで送信したという条件の下でのみ、送信ポイント（
またはＣＳＩケース）のこのサブセットについてのフィードバック構成要素を第１のサブ
フレームで送信し得る。第２のサブフレームは、例えば、１組の所定のサブフレームのう
ちの直近のサブフレームとし得る。表示は、単一のビット、ＰＩもしくはＰＳＩを含み得
、および／または今のところ定義されていない報告タイプもしくは変更された報告タイプ
の特定のコードポイントとして符号化され得る。
【０１７６】
　１または複数の実施形態では、送信ポイントのサブセットは、直近に送信された送信状
態インジケータ（ＴＳＩ）、ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスインジケータ、ＰＩまた
はＰＳＩばかりでなく、事前構成された１組の規則に従った、例えば、周期的報告の特定
のモードに従った、サブフレームタイミングからも暗黙的に決定され得る。例として、周
期的に生じる１組のサブフレーム内では、それについてのフィードバックが提供される送
信ポイントまたはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスは、直近に送信されたＰＩで示さ
れる送信ポイントまたはＣＳＩケース間で循環させられ得る。別の例では、送信ポイント
またはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスは、第１の１組のサブフレーム内の直近に送
信されたＰＩで示される第１の送信ポイントまたはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセス
に、および第２の１組のサブフレーム内の直近に送信されたＰＩで示される第２の送信ポ
イントまたはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスに対応し得る。これは、例えば、第２
の送信ポイントまたはＣＳＩケースについてよりも第１の送信ポイントまたはＣＳＩケー
スもしくはＣＳＩプロセスについてのフィードバックをより頻繁に送信することが望まし
い場合など、多くの理由で有益であり得る。
【０１７７】
　実施形態は、上述の技法のうちの１または複数において、あるフィードバック構成要素
が適用される送信ポイントのサブセットが、フィードバックのタイプ（ＣＱＩ、ＰＭＩ、
またはＲＩ）にさらに依存し得ることも可能であることを企図している。例えば、ＷＴＲ
Ｕは、与えられたサブフレームで、２つのポイントの一方についてのポイント毎ＰＭＩと
ともに、２つのポイントからの送信についてのアグリゲートＣＱＩを報告し得る。これは
、例えば、他方のポイントについてのポイント毎ＰＭＩが先行サブフレームですでに提供
されている場合など、多くの理由で有益であり得る。
【０１７８】
　１または複数の実施形態は、ＰＵＣＣＨフォーマット３リソースの選択を企図している
。いくつかの実施形態では、おそらく、ＷＴＲＵが、同じサブフレーム内で、複数のＣＳ
Ｉについて、および潜在的には、複数のＡ／Ｎについて報告するように構成され得る場合
、ＷＴＲＵは、ＰＵＣＣＨフォーマット３を使用し得る。理由の中でもとりわけ、ＰＵＣ



(48) JP 6407144 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

ＣＨフォーマット３のために使用されるリソースを決定するため、ＷＴＲＵは、より高位
のレイヤによって、適切なリソースを用いて半静的に構成され得る。あるいは、または加
えて、ＷＴＲＵは、ＰＵＣＣＨについての複数の仮想セルＩＤ（ＶＣＩＤ）を用いて構成
され得る。いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、いくつかのＶＣＩＤまたはあらゆるＶ
ＣＩＤに結び付けられ得る１組のリソースを用いて構成され得る。いくつかの実施形態で
は、ネットワークは、おそらく、ＰＵＣＣＨについての特定のＶＣＩＤにＷＴＲＵを動的
に構成する場合、必要とされるリソースも明示的または暗黙的に構成し得る。あるいは、
または加えて、ＷＴＲＵは、より高位のレイヤによって、ＡＲＩマッピングを用いて構成
され得る。１または複数の実施形態では、このＡＲＩは、構成されたＳｃｅｌｌが存在し
ない場合でさえも、有効であり得る。実施形態は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋリソースインジケー
タ（ＡＲＩ）が、ＰＵＣＣＨリソースインデックスを示すために使用され得るＤＣＩ内の
フィールドであり得ることを企図している。実施形態は、フィールドが、（例えば、おそ
らく、Ｓｃｅｌｌ割り当てを示すＤＣＩから受け取られる場合）例えば、ＴＰＣフィール
ドなどの、既存のフィールドであり得ることを企図している。実施形態は、ＡＲＩマッピ
ングが、ＡＲＩのいくつかの値または各値を（例えば、ＲＲＣにおいて構成される）ＰＵ
ＣＣＨリソースインデックスに結び付けるテーブルを含み得ることを企図している。１ま
たは複数の実施形態では、ＡＲＩは、対応するＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマット内のＴＰ
Ｃコマンドと結合され得る。あるいは、または加えて、新しいまたは新規のＡＲＩが、対
応するＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマット内に含まれ得る。いくぶん異なる述べ方をすれば
、実施形態は、例えば、新しい（例えば、今のところ使用されていない）単独のＡＲＩフ
ィールド、および／またはＡＲＩフィールドとしてのＴＰＣフィールドの使用を企図して
いる。あるいは、または加えて、ＷＴＲＵは、異なる受信ポイントのための複数のＴＰＣ
コマンドを追跡するように構成され得る。そのようなシナリオでは、ＴＰＣコントロール
に結び付けられる識別子が存在し得る。この識別子は、どのＰＵＣＣＨフォーマット３リ
ソースを使用すべきかを決定するためにも、ＷＴＲＵによって使用され得る。あるいは、
または加えて、いくつかまたは各々の送信状態またはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセ
スについて、ＷＴＲＵは、例えば、構成された１組のＰＵＣＣＨフォーマット３リソース
を有し得る。
【０１７９】
　あるいは、または加えて、実施形態は、理由の中でもとりわけ、おそらく、与えられた
サブフレーム内において、ＰＵＣＣＨ上での周期的報告とＨＡＲＱ　Ａ／Ｎとの送信の間
で衝突が生じる場合、ＷＴＲＵが、周期的ＣＳＩ報告のために構成され得るＰＵＣＣＨフ
ォーマット３リソース上で、ＣＳＩ情報とＨＡＲＱ　Ａ／Ｎ情報とを多重化し得ることを
企図している。いくつかの実施形態では、周期的ＣＳＩ情報は、例えば、ＰＭＩ情報の粒
度を小さくすることによって圧縮され得る。また、いくつかの実施形態では、ＨＡＲＱ　
Ａ／Ｎ情報は、バンドリング（例えば、ＨＡＲＱ　Ａ／Ｎビット上でのＡＮＤ演算）によ
っても圧縮され得る。あるいは、または加えて、ＷＴＲＵが、衝突が生じ得るサブフレー
ム内でのＨＡＲＱ　Ａ／Ｎ送信のために、ＰＵＣＣＨフォーマット３を使用するように構
成され得る場合（例えば、キャリアアグリゲーションが構成され、セカンダリセルからの
割り当てが存在する場合）、多重化された周期的ＣＳＩとＨＡＲＱ　Ａ／Ｎ情報の送信は
、セカンダリセル割り当てのＡ／Ｎリソースインジケータ（例えば、割り当てを含むＤＣ
Ｉ内のＴＰＣビット）によって示されるＰＵＣＣＨリソース上で行われ得る。
【０１８０】
　実施形態は、上述のＣＳＩフィードバック構成要素およびタイプのうちのどれが、なら
びに／またはどのサブフレームで、ネットワークに報告され得るかを決定するための技法
を企図している。また、実施形態は、１または複数の非周期的ＣＳＩ報告の内容を選択す
るための１または複数の技法を企図している。一例では、ＷＴＲＵは、例えば、先行サブ
フレーム（ｎ－ｋ）で非周期的ＣＳＩ要求を受信した場合、与えられたサブフレーム（ｎ
）で少なくとも（該当する場合は）１つのタイプまたはサブタイプの少なくとも１つのＣ
ＳＩフィードバック構成要素を報告し得、ここで、ｋは、事前定義または通信され得る。
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一実施形態では、サブフレーム（ｎ）内の非周期的ＣＳＩ要求は、異なる送信ポイントま
たはＣＳＩケースのための異なるサブフレームで、少なくとも（該当する場合は）１つの
タイプまたはサブタイプの少なくとも１つのＣＳＩフィードバック構成要素を報告するよ
うに、ＷＴＲＵをトリガーし得る。例えば、送信ポイント１についてのフィードバックは
、サブフレームｎ＋ｋ1で送信され得、送信ポイント２についてのフィードバックは、サ
ブフレームｎ＋ｋ2で送信され得、以降も同様である。集合｛ｋ1，ｋ2，．．．｝は、例
えば、事前定義または通信され得る。
【０１８１】
　実施形態は、与えられた１組の送信ポイントまたはＣＳＩケースについて、１組のＣＳ
Ｉ構成要素、報告されるタイプおよびサブタイプ、ならびに（本明細書で説明される）関
連する条件が、以下のうちの少なくとも１つに従って決定され得ることを企図している。
　－ＷＴＲＵに対する非周期的ＣＳＩ要求を含む（ＰＤＣＣＨなどの）ダウンリンク制御
シグナリングからの表示など、非周期的ＣＳＩ要求を含むダウンリンク送信の特徴。例え
ば、表示は、ＣＳＩ要求フィールドもしくはキャリア表示フィールドなどの既存フィール
ドの、またはおそらくは、企図されているが、今のところ定義されていないＤＣＩフォー
マット内のフィールドの特定のコードポイント、（例えば、Ｅ－ＰＤＣＣＨの場合のＣＲ
ＳまたはＤＭ－ＲＳなど）ダウンリンク制御シグナリングの送信のために使用される１組
のアンテナポートまたは基準信号、ダウンリンク制御シグナリングがＰＤＣＣＨから受信
されるか、それともＥ－ＰＤＣＣＨから受信されるか、ダウンリンク制御シグナリングが
復号され得る探索空間（例えば、共通探索空間またはＷＴＲＵ固有探索空間）、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの場合にダウンリンク制御シグナリングが復号され得るＰＲＢ、Ｅ－ＲＥＧ、また
はＥ－ＣＣＥ、ＩＭＣＳ、循環シフトフィールド、周波数割り当てフィールド、周波数ホ
ッピングフィールド、または非周期的ＳＲＳフィールドなど、再利用または再解釈され得
るＤＣＩの別のフィールドによって提供され得る。例えば、非周期的ＳＲＳフィールドは
、ＣＳＩ要求フィールドが（例えば、０とは異なる）値のサブセットの１つに設定され得
る場合、ＣＳＩ要求フィールドに対する拡張として再解釈され得る。この場合、再解釈さ
れたフィールドに関連付けられた機能は、変更され得る。例えば、ＷＴＲＵは、このフィ
ールドの値、ダウンリンク制御シグナリングを正常に復号するために使用されるＲＮＴＩ
、および／または非周期的ＣＳＩ要求を含むダウンリンク制御シグナリングがそこから送
信されるポイントに対応するサービングセルもしくはＣＳＩ－ＲＳリソースに関わらず、
非周期的ＳＲＳ送信をトリガーし得ない。例えば、報告される送信状態またはＣＳＩケー
スもしくはＣＳＩプロセスは、このＣＳＩ－ＲＳリソースが所望信号を送信することが仮
定され得る、１または複数のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスに対応し得る。
　－システムフレーム番号および／またはサブフレーム番号によって表現され得る、要求
が受信され得るサブフレーム（ｎ－ｋ）、またはＣＳＩが報告されるサブフレーム（ｎ）
のタイミング。例えば、ＣＳＩケースがＮ個の場合、第ｊのＣＳＩケースまたはＣＳＩプ
ロセスのための１組のサブフレームは、（１０Ｎｆ＋Ｎｓ＋ｏｆｆｓｅｔ）　ｍｏｄｕｌ
ｏ　Ｎ＝ｊを満たすサブフレームとして定義され得、ここで、Ｎｆは、システムフレーム
番号とし得、Ｎｓは、サブフレーム番号とし得、ｏｆｆｓｅｔは、より高位のレイヤによ
って構成されるパラメータとし得る。
　－非周期的ＣＳＩ要求を含んだダウンリンク制御シグナリングによって示されるアップ
リンク送信の特徴。例えば、おそらく、リソースブロック割り当て（グラント）のサイズ
に応じて、ＷＴＲＵは、（例えば、サイズが閾値を下回る場合は）単一のＣＳＩケースも
しくはＣＳＩプロセスについての、または（例えば、サイズが閾値を上回る場合は）２以
上のＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスに対するＣＳＩを報告し得る。
　－より高位のレイヤのシグナリング（例えば、ＲＲＣ構成）。
　－（ＰＵＳＣＨ）ＣＳＩ報告モード。
　－いくつかまたはすべての送信ポイントが、同じ（従属）データを送信しているか、そ
れとも異なる（独立）データを送信しているか。および／または
　－報告される１組のＣＳＩ構成要素またはタイプ／サブタイプが、要求が受信されるサ
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ブフレームのタイミングに対応することを示すために、非周期的ＣＳＩ要求フィールドの
コードポイントを確保することなど、上記の組み合わせ。
【０１８２】
　実施形態は、示され得る関連する条件の１または複数の例を企図している（しかし、そ
れらに限定されない）。
　－報告されるポイント毎ＣＱＩkが、無条件か、それとも条件付きか、またおそらくは
、後者の場合、条件が、（「送信なし」または「ゼロプリコーダ」などの）最小干渉につ
いてのものか、それとも最大干渉についてのものか。
　－同期的アグリゲートＣＱＩ（またはジョイントＣＱＩ）が報告されるべきか、それと
も非同期的アグリゲートＣＱＩ（またはジョイントＣＱＩ）が報告されるべきか。
　－結合インジケータｉcombが報告されるべきか、それとも結合行列Ｗcombが報告される
べきか。
　－報告は、広帯域についてか、それとも特定のサブバンドについてか。
　－長期（第１の）プリコーディング行列表示が報告されるか、それとも短期（第２の）
プリコーディング行列表示が報告されるか。
　－干渉プリコーディング行列は、最大干渉に対応するか、それとも最小干渉に対応する
か。
　－１組のプリコーディング行列
【０１８３】
【数１４】

【０１８４】
は、送信ポイントがプリコーディング行列をそこから選択すべき組に対応するか、それと
も選択すべきではない組に対応するか。および／または
　－送信状態ベクトル（もしくは送信状態インジケータ、ＴＳＩ）、またはＣＳＩケース
もしくはＣＳＩプロセスの表示。
【０１８５】
　実施形態は、それについての非周期的フィードバックが提供され得る、送信状態、ＣＳ
Ｉプロセス、またはＣＳＩケースのサブセットを選択するための１または複数の技法を企
図している。１または複数の実施形態では、ＣＳＩケースのサブセットは、先に説明され
た選択方法の少なくとも１つの結果に従って選択され得る。選択方法の結果は、例えば、
ＣＳＩ要求フィールドもしくは別のフィールドの値、またはサブフレームタイミングの関
数、または制御シグナリングが共通探索空間で復号されるか、それともＵＥ固有探索空間
で復号されるか、または任意の関数もしくはそれらの組み合わせに対応し得る。例えば、
結果は、ＣＳＩ要求フィールドのある値および／またはキャリア表示フィールドのある値
の組み合わせによって定義され得る。別の例では、結果は、ＣＳＩ要求フィールドのある
値および／または２を法とするサブフレーム番号のある値の組み合わせによって定義され
得る。
【０１８６】
　実施形態は、特定の結果に対応するＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスのサブセットが
、多くの企図される技法のうちの少なくとも１つを使用して定義され得ることを企図して
いる。１または複数の実施形態では、選択方法の少なくとも１つの可能な結果に対して、
ＣＳＩケースのサブセットが事前決定され得る。例えば、ＣＳＩ要求フィールドの値に基
づいた選択の場合、第１のコードポイントは、いくつかまたはすべてのＣＳＩケースに対
応し得（いくつかの実施形態では、常にそのように対応し得）、第２のコードポイントは
、第ｎの構成されたＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスに対応し得る（いくつかの実施形
態では、常にそのように対応し得る）などである。
【０１８７】
　１または複数の実施形態では、選択方法の少なくとも１つの可能な結果に対して、ＣＳ
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Ｉケースのサブセットが、より高位のレイヤによって、おそらく明示的に、提供され得る
。例えば、ＣＳＩ要求フィールドの値に基づいた選択の場合、コードポイントは、より高
位のレイヤによって示される構成されたＣＳＩケースのサブセットに対応し得る。
【０１８８】
　１または複数の実施形態では、選択技法の少なくとも１つの可能な結果に対するＣＳＩ
ケースのサブセットは、特定のＣＳＩ－ＲＳリソースが所望信号であることが仮定され得
る、ＣＳＩケースのサブセットであり得る。特定のＣＳＩ－ＲＳリソースは、より高位の
レイヤによって示され得、または非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースの構成における順序に
基づき得る。そのような実施形態は、とりわけ、ネットワークが、単一のサブフレームで
の特定のポイントからの所望信号の送信に対応する、いくつかまたはすべてのＣＳＩケー
スに対するＣＳＩ情報を獲得することを可能にし得る。
【０１８９】
　１または複数の実施形態では、選択技法の少なくとも１つの可能な結果に対するＣＳＩ
ケースのサブセットは、特定のＣＳＩ－ＲＳリソースが干渉している（もしくは干渉して
いない）と仮定され得る、または少なくとも１つのＣＳＩ－ＲＳリソースが干渉している
（もしくは干渉していない）と仮定され得る、またはいかなるＣＳＩ－ＲＳリソースも干
渉していないと仮定され得る、ＣＳＩケースのサブセットであり得る。特定のＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソースは、より高位のレイヤによって示され得、または非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソ
ースの構成における順序に基づき得る。そのような実施形態は、とりわけ、あるポイント
が干渉している（または干渉していない）ことがすでに分かっている場合に、ネットワー
クが、関連するＣＳＩ情報（いくつかの実施形態では、おそらく、関連するＣＳＩ情報の
み）を獲得することを可能にし得る。ＣＳＩケースのこのサブセットが対応する１組の可
能な結果は、おそらくは、新しいフィールドによって、または拡張されたＣＳＩ要求フィ
ールドの新しいビットによって定義され得る。
【０１９０】
　１または複数の実施形態では、選択技法の少なくとも１つの可能な結果に対するＣＳＩ
ケースのサブセットは、本明細書で説明されるＴＳＩ（またはＣＳＩケース）選択方法に
従ってＷＴＲＵによって選択されるＣＳＩケースであり得る。例えば、ＣＳＩ要求フィー
ルドのコードポイントは、ＣＱＩが最高であり得るＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスに
ついてＣＳＩを報告することに対応し得る。そのような実施形態では、ＷＴＲＵは、いく
つかまたは各々の報告されたＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスについての、選択された
ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスの（ＴＳＩまたはＰＩなどの）表示を報告し得る。
【０１９１】
　１または複数の実施形態では、選択技法の少なくとも１つの可能な結果に対するＣＳＩ
ケースのサブセットは、ＣＳＩケースの複数のサブセットを循環することによって決定さ
れ得る。例えば、ＣＳＩケースの２つのサブセットが定義され得る。いくつかの時点で、
またはおそらく、あらゆる時点で、ＣＳＩ要求フィールドの値は、あるコードポイントで
あり得、ＷＴＲＵは、それが報告を提供するＣＳＩケースのサブセットを切り換え得る。
そのような実施形態では、ＷＴＲＵは、とりわけ、曖昧性を防止するために、選択された
ＣＳＩケース（またはそれの１もしくは複数のサブセット）の表示を報告し得る。
【０１９２】
　１または複数の実施形態では、選択技法の少なくとも１つの可能な結果（いくつかの実
施形態では、おそらく、すべての結果）に対するＣＳＩケースのサブセットは、対応する
サービングセルが、おそらくは、キャリアインジケータフィールドによって示されるよう
な、ＣＳＩがその中で報告されるＵＬ送信のサービングセルであり得る、ＣＳＩケースの
サブセットに制限され得る。そのような実施形態では、ＷＴＲＵは、おそらくは、本明細
書で説明される上述の技法の１つと組み合わせて、２以上のセル（キャリアアグリゲーシ
ョン）を用いて構成され得る。いくつかの実施形態では、ＣＳＩ要求フィールドの第１の
コードポイントは、このコードポイントについて１または複数のより高位のレイヤによっ
て示され得る、構成されるＣＳＩプロセスの第１のサブセットに関連付けられ得る。コー
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ドポイントがこの値であるＣＳＩ要求が受信された場合に報告され得る、ＣＳＩプロセス
のサブセットは、対応するサービングセルが、ＣＳＩがその中で報告されるＵＬ送信のサ
ービングセルである、１または複数のより高位のレイヤによって示される、構成されるＣ
ＳＩプロセスのサブセット内のＣＳＩプロセスのサブセットであり得る。ＣＳＩ要求フィ
ールドの第２のコードポイントは、このコードポイントについて１または複数のより高位
のレイヤによって示され得る、構成されるＣＳＩプロセスの第２のサブセットに関連付け
られ得る。コードポイントがこの値であるＣＳＩ要求が受信された場合に報告され得る、
ＣＳＩプロセスのサブセットは、例えば、おそらく、ＣＳＩがその中で報告され得るＵＬ
送信のサービングセルとは無関係の、１または複数のより高位のレイヤによって示される
、構成されるＣＳＩプロセスのサブセットであり得る。
【０１９３】
　１または複数の実施形態では、選択技法の少なくとも１つの可能な結果に対するＣＳＩ
ケースのサブセットは、いくつかまたは各サービングセルについて、このサービングセル
について構成されるＣＳＩケースの間で、プライマリＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセス
として識別される、ＣＳＩケースのサブセットであり得る。例えば、ＣＳＩ要求の１つの
コードポイントについて、報告されるＣＳＩケースのサブセットは、いくつかまたはすべ
てのサービングセルについてのプライマリＣＳＩケースのサブセットであり得る。
【０１９４】
　実施形態は、非周期的要求の後に、おそらく、非周期的フィードバック報告で報告され
得る、ＣＳＩ構成要素の組、タイプおよびサブタイプの１または複数の例を企図している
。アグリゲートＣＳＩまたはジョイントＣＳＩは、共通（もしくはジョイント）ランク表
示（ＲＩjoint）、「サービング送信ポイント」として識別される送信ポイントなど、特
定の送信ポイントｋについてのポイント毎ランク表示（ＲＩk）、少なくとも１つのコー
ドワードについてのアグリゲートＣＱＩ（もしくはジョイントＣＱＩ）（ＣＱＩjoint）
、および／またはグローバルプリコーディング行列インジケータなどのうちの１または複
数を含み得る。アグリゲートＣＳＩ（またはジョイントＣＳＩ）は、送信状態もしくはＣ
ＳＩプロセスの表示、または送信状態インジケータ（ＴＳＩ）もしくはＣＳＩプロセスイ
ンジケータのうちの１または複数を含み得る。アグリゲートＣＳＩ（またはジョイントＣ
ＳＩ）は、プライマリポイント毎ＣＱＩ、および（例えば、セカンダリ送信ポイントにつ
いての）少なくとも１つのデルタポイント毎ＣＱＩを含み得る。アグリゲートＣＳＩ（ま
たはジョイントＣＳＩ）は、報告されたフィードバックについてどのポイントがブランク
であるとＷＴＲＵが仮定し得るかを示す、ミューティングパターンを含み得る。アグリゲ
ートＣＳＩ（またはジョイントＣＳＩ）は、ポイントインジケータ（ＰＩ）のベクトルを
含み得る。１または複数の実施形態は、ＰＩが、ＣＳＩプロセスまたは（ＴＳＩによって
示される）送信状態ベクトル内のポイントに対応し得ることを企図している。アグリゲー
トＣＳＩ（またはジョイントＣＳＩ）は、１または複数の関連する条件を含み得る。送信
ポイントのサブセットについてのポイント毎ＣＳＩは、ポイント毎ランク表示（ＲＩk）
、少なくとも１つのコードワードについてのポイント毎ＣＱＩ（ＣＱＩk）、ポイント毎
（もしくはローカル）プリコーディング行列インジケータ、１組のプリコーディング行列
インジケータ
【０１９５】
【数１５】

【０１９６】
、ＰＩ、ＣＳＩプロセスまたは送信状態ベクトルの対応する要素、プライマリＣＱＩもし
くは（プライマリＣＱＩに関連付けられる）デルタＣＱＩ、および／または各送信ポイン
トについての少なくとも１つの関連する条件を含み得る。
【０１９７】
　１または複数の実施形態は、フィードバックタイプがＷＴＲＵ選択のサブバンドに関し
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得る報告モードの場合に、ＷＴＲＵが、例えば、いくつかの送信ポイントが、またはおそ
らく、各送信ポイントがサブバンドの同じサブセットを有し得るかどうか、および／また
はそれらが互いに直交するか、および／またはそれらがオーバーラップするかも示し得る
ことを企図している。１または複数の実施形態では、これは、本明細書で説明されるよう
な、ポイント－サブバンドインジケータ（ＰＳＩ）を送信することによって実現され得る
。例えば、サブセットの少なくとも部分的なオーバーラップが存在し得るなど、多くの理
由のため、ＷＴＲＵは、アグリゲートＣＳＩ（またはジョイント）ＣＳＩの、またいくつ
かの実施形態では、ポイント毎ＣＳＩの組み合わせを提供し得る。実施形態は、どのタイ
プのＣＳＩがどのサブバンドに適用可能であり得るかを送信ポイントに示すために、ビッ
トマップが使用され得ることを企図している。
【０１９８】
　実施形態は、ＷＴＲＵがすべてのポイントに共通の１組のサブバンドを選択するか、そ
れとも各ポイント毎に別個の１組のサブバンドを選択するかが、より高位のレイヤによっ
て構成され得ることを企図している。１または複数のそのような構成は、おそらく、いく
つかの実施形態では、意図されたタイプの協調送信に従って、ネットワークによって提供
され得る。例えば、ＷＴＲＵは、例えば、ネットワークがジョイント送信を使用すること
を意図する場合、いくつかまたはすべてのポイントについて、共通の１組のサブバンドを
選択するように構成され得る。あるいは、または加えて、ＷＴＲＵは、例えば、ネットワ
ークが動的ポイント選択を使用することを意図する場合、いくつかのポイントまたは各ポ
イントについて、別個の１組のサブバンドを選択するように構成され得る。
【０１９９】
　実施形態は、報告タイプが、異なるＣＳＩ報告が既存フィールドにマッピングされ得る
既存モードを使用して、フィードバックされ得ることを企図している。例えば、ＷＴＲＵ
が、各々がサブバンド毎のＰＭＩを表す複数のＰＭＩをフィードバックする代わりに、各
々が送信ポイント毎またはＣＳＩケース毎のＰＭＩを表す複数のＰＭＩをフィードバック
し得る場合、非周期的ＰＵＳＣＨフィードバックモード１－２が再利用され得る。
【０２００】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、いくつかまたは各ポイントの周期／オフセ
ットを変更するために、ＷＴＲＵが送信ポイントの新しいランキングを提供し得るように
、ネットワークによって非周期的フィードバックをトリガーされ得る。ＷＴＲＵは、新し
い（または新規の）非周期的フィードバックがトリガーされるまで、周期的フィードバッ
クにおいて、そのようなパラメータを使用し得る。実施形態は、ＣｏＭＰについての非周
期的ＣＳＩ報告が、以下のうちの少なくとも１つの任意の組み合わせを含み得ることを企
図している。
　－送信状態インジケータ（ＴＳＩ）、またはＣＳＩプロセスインジケータ、またはＣＳ
Ｉケースインジケータ。
　－ポイントインジケータ（ＰＩ）。
　－ＵＥ選択のＭ個のサブバンドを示す組み合わせインジケータ。
　－ＵＥ選択のＮ個のポイントを示す組み合わせインジケータ。
　－ＵＥ選択のポイント－サブバンド組み合わせ（ＰＳＩ）を示す組み合わせインジケー
タ。
　－アグリゲートまたはポイント毎ＲＩ（ＲＩａまたはＲＩｐ）。
　－アグリゲートまたはポイント毎広帯域ＣＱＩ（Ｗ－ＣＱＩａまたはＷ－ＣＱＩｐ）。
　－アグリゲートまたはポイント毎サブバンドＣＱＩ（Ｓ－ＣＱＩａまたはＳ－ＣＱＩｐ
）。
　－アグリゲートまたはポイント毎ＭバンドＣＱＩ（Ｍ－ＣＱＩａまたはＭ－ＣＱＩｐ）
。
　－アグリゲートまたはポイント毎広帯域ＰＭＩ（Ｗ－ＰＭＩａまたはＷ－ＰＭＩｐ）。
　－第１のアグリゲートまたはポイント毎広帯域ＰＭＩ（Ｗ－ＰＭＩ１ａまたはＷ－ＰＭ
Ｉ１ｐ）。ここで、ＰＭＩ１は、Ｒｅｌ－１０で導入された２ＰＭＩ方法における第１の
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プリコーディング行列に対応する。
　－第２のアグリゲートまたはポイント毎広帯域ＰＭＩ（Ｗ－ＰＭＩ２ａまたはＷ－ＰＭ
Ｉ２ｐ）。ここで、ＰＭＩ２は、Ｒｅｌ－１０で導入された２ＰＭＩ方法における第２の
プリコーディング行列に対応する。
　－アグリゲートまたはポイント毎サブバンドＰＭＩ（Ｓ－ＰＭＩａまたはＳ－ＰＭＩｐ
）。
　－第１のアグリゲートまたはポイント毎サブバンドＰＭＩ（Ｓ－ＰＭＩ１ａまたはＳ－
ＰＭＩ１ｐ）。
　－第２のアグリゲートまたはポイント毎サブバンドＰＭＩ（Ｓ－ＰＭＩ２ａまたはＳ－
ＰＭＩ２ｐ）。
　－アグリゲートまたはポイント毎ＭバンドＰＭＩ（Ｍ－ＰＭＩａまたはＭ－ＰＭＩｐ）
。
　－第１のアグリゲートまたはポイント毎ＭバンドＰＭＩ（Ｍ－ＰＭＩ１ａまたはＭ－Ｐ
ＭＩ１ｐ）。
　－第２のアグリゲートまたはポイント毎ＭバンドＰＭＩ（Ｍ－ＰＭＩ２ａまたはＭ－Ｐ
ＭＩ２ｐ）。
　－広帯域ポイント間位相インジケータ。
　－サブバンドポイント間位相インジケータ。
　－Ｍバンドポイント間位相インジケータ。
実施形態は、ポイント間位相インジケータ（例えば、広帯域、サブバンド、および／また
はＭバンド）が、３以上の協調ポイントが存在する場合など、様々な状況において、複数
の位相値に結び付けられ得ることを企図している。
【０２０１】
　実施形態は、Ｒｅｌ－１０非周期的報告モードが、効率的なＣｏＭＰフィードバック報
告に適合するように、変更および／または増強され得ることを企図している。モードは、
モードｘ－ｙとして定義され得、ここで、ｘは、ＣＱＩフィードバックが、広帯域ネット
ワーク構成のサブバンドについてのものか、それともＷＴＲＵ選択のサブバンドについて
のものかを示し得る。また、ｙは、ＰＭＩフィードバックが存在しないか、単一のＰＭＩ
フィードバックが存在するか、それとも複数のＰＭＩフィードバックが存在するかを示し
得る。１または複数の実施形態では、１または複数の今のところ定義されていない次元が
、フィードバックが、ａ）ＣｏＭＰ測定セット内のいくつかまたはすべてのポイントにつ
いてのものか、ｂ）ネットワーク選択のＴＳＶについてのものか、それともｃ）ＷＴＲＵ
選択のＴＳＶについてのものかなど、ＴＳＶの選択についての仮定を示すために、モード
のいくつかまたはすべてに追加され得る。一例として、企図されるモードは、モードｘ－
ｙ－ｚの形式を取り得、ここで、ｚは、ＴＳＶの選択についての仮定を表し得る。ポイン
ト選択仮定のいくつかまたは３つすべてにおいて、ＷＴＲＵは、各個々の報告タイプにつ
いて、アグリゲートまたはポイント毎フィードバックを提供するように命令され得る。非
周期的ＣＱＩ報告モードは、より高位のレイヤのシグナリングによって（例えば、パラメ
ータｃｑｉ－ＲｅｐｏｒｔＭｏｄｅＡｐｅｒｉｏｄｉｃで）構成され得る。
【０２０２】
　１または複数の実施形態では、既存の非周期的ＣＳＩ報告モードは、再利用され得、Ｔ
ＳＶに関する３つの仮定のいずれかに適用可能であり得る。そのようなケースでは、（非
周期的フィードバックをトリガーするために使用され得る）アップリンクＤＣＩまたはラ
ンダムアクセス応答グラントは、ＴＳＶの選択についての仮定（いくつかもしくはすべて
のポイント、ネットワーク選択のＴＳＶ、および／またはＵＥ選択のＴＳＶ）をＷＴＲＵ
に命じるために使用され得る。ネットワーク選択のＴＳＶの場合、非周期的フィードバッ
クトリガーは、ネットワーク選択のＴＳＩも含み得る。ＴＳＩは、例えば、ＣＳＩ要求フ
ィールドの拡張として含まれ得る。非周期的フィードバックトリガー（例えば、アップリ
ンクＤＣＩまたはランダムアクセス応答グラント）は、いくつかまたは各個々の報告タイ
プについて、アグリゲートフィードバックが要求され得るか、それともポイント毎フィー
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ドバックが要求され得るかも示し得る。
【０２０３】
　ＷＴＲＵがＴＳＶ（またはＣＳＩケース）を選択し得る実施形態では、非周期的フィー
ドバック報告は、ＴＳＩならびにＰＩおよび／またはＰＳＩを含み得る。実施形態は、そ
のような状況におけるＰＩが、ＷＴＲＵが、ＴＳＶにおいて送信として選択される多くの
ポイントを有し得、送信ポイントのサブセットについて特定の非周期的フィードバックを
使用し得る、シナリオのためのものであり得ることを企図している。そのようなケースで
は、１つの非周期的フィードバックが、ＴＳＶ内のいくつかまたはすべてのポイントにつ
いてのフィードバックを含み得ないとしても、アグリゲートＣＱＩは、ＴＳＶ全体におい
て、またはＰＩによって示されるポイントのみにおいて調整され得る。
【０２０４】
　実施形態は、ポイントの階層が、（例えば、ポイント毎ＣＱＩをランク付けすることに
基づいて）ＷＴＲＵによって、またはネットワークによって提供され得ることを企図して
いる。この階層は、例えば、最高位にランク付けされたポイント以外のポイントについて
のいくつかまたはすべてのフィードバック報告が、最高位にランク付けされたポイントの
フィードバック報告に対する差分になり得るように使用され得る。
【０２０５】
　実施形態は、オーバヘッド低減（非周期的および周期的ＣＳＩ報告）のための１または
複数の技法を企図している。実施形態は、異なるケース間のＣＳＩフィードバックのある
構成要素間の予想される相関を利用することによって、ＣＳＩ報告のオーバヘッドを低減
することが可能であり得ることを企図している。本明細書で説明される１または複数の実
施形態は、少なくとも１つまたは以下のケースに適用され得る。
　－２以上のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスに対するＣＳＩが同じ非周期的報告で報
告される場合。
　－２以上のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスに対するＣＳＩが同じ周期的報告インス
タンス（サブフレーム）で報告される場合。および／または
　－周期的ＣＳＩインスタンスが２以上のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスのために構
成される場合。
【０２０６】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、報告されるＣＳＩケース間で相関させ得る
、または同一と仮定され得る、あるフィードバック構成要素を一度（いくつかの実施形態
では、おそらく、報告されるＣＳＩケース間で相関させ得る、または同一と仮定され得る
、あるフィードバック構成要素を一度のみ）報告し得る。例えば、あるＣＳＩ－ＲＳリソ
ースに対応するポイント毎ＰＭＩが、所望信号と仮定されるこの同じＣＳＩ－ＲＳリソー
スをＣＳＩケースが有する場合、または報告されるＣＳＩケースのために共通ＰＭＩが使
用されることがより高位のレイヤによって示される場合、報告され得る（おそらく、いく
つかの実施形態では、そのような場合に、一度のみ報告される）。同じＰＭＩを報告する
ように構成された２つのＣＳＩケースで、最適なポイント毎ＰＭＩが同じであり得ない場
合、報告されるＰＭＩは、ＣＳＩケースのいずれかで最大ＣＱＩをもたらすＰＭＩであり
得る。あるいは、または加えて、報告されるＰＭＩは、例えば、おそらくは、より高位の
レイヤによって決定される、プライオリティ規則に従った、ＣＳＩケースまたはＣＳＩプ
ロセスに対応するＰＭＩであり得る。
【０２０７】
　同様に、１または複数の実施形態は、干渉信号と仮定される同じＣＳＩ－ＲＳリソース
をＣＳＩプロセスが有し得る場合、および／または報告されるＣＳＩケースのために共通
ＲＩが使用され得ることがより高位のレイヤによって示される場合、ＲＩが、いくつかの
実施形態では、おそらく一度報告され得る（いくつかの実施形態では、おそらく、そのよ
うな場合に、一度のみ報告される）ことを企図している。同じＲＩを報告するように構成
された２つのＣＳＩケースで、最適なＲＩが同じであり得ない場合、報告されるＲＩは、
値のうちの最大値（または最小値）であり得る。あるいは、または加えて、報告されるＲ
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Ｉは、例えば、おそらくは、より高位のレイヤによって決定される、おそらく、プライオ
リティ規則に従った、ＣＳＩプロセスに対応するＲＩであり得る。例えば、ＷＴＲＵは、
第１のＣＳＩプロセスについて報告されるＲＩが、第２のＣＳＩプロセスについて報告さ
れるＲＩと同じになるように制約され得るように構成され得、第２のＣＳＩプロセスは、
第１のＣＳＩプロセスの「ＲＩ基準プロセス」と呼ばれることがある。そのようなシナリ
オでは、ＲＩは、とりわけ、ランク表示について構成される報告インスタンスが両方のプ
ロセスで同じになり得る場合は、おそらく一度報告され得る。いくつかの実施形態では、
これは、例えば、ランク表示について構成される報告インスタンスが両方のプロセスで同
じになり得る場合に、実現され得る。そのようなシナリオでは、両方のプロセスに適用可
能なＲＩが、報告インスタンスの単一の組で報告され得るように、第１のＣＳＩプロセス
のＲＩ報告は、プライオリティ規則に従って廃棄され得る。
【０２０８】
　あるいは、または加えて、実施形態は、ＷＴＲＵが、第２のＣＳＩケースまたはＣＳＩ
プロセスのフィードバック構成要素の絶対値を報告する代わりに、第１のＣＳＩケースま
たはＣＳＩプロセスと第２のＣＳＩまたはＣＳＩプロセスケースとのフィードバック構成
要素（例えば、ＣＱＩ）の間の差を報告し得ることを企図している。そのような実施形態
は、とりわけ、値の差が、絶対値の一方よりも小さいことが予想され得る場合に、有益で
あり得る。１または複数のそのような実施形態は、おそらく、以下のうちの少なくとも１
つなど、ある条件が満たされ得る場合に、適用され得る。
　－両方のＣＳＩケースが、干渉信号と仮定される同じＣＳＩ－ＲＳリソースを使用する
。
　－両方のＣＳＩケースが、所望信号と仮定される同じＣＳＩ－ＲＳリソースを使用する
。および／または
　－第２のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスが、第１のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロ
セスとの差分フィードバック構成要素を報告し得ることが、より高位のレイヤから示され
る、など。
【０２０９】
　実施形態は、複数の送信ポイントまたはＣＳＩ－ＲＳリソースを用いて構成され得るＷ
ＴＲＵの周期的ＣＳＩの報告において使用され得る、１または複数の技法を企図している
。
【０２１０】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、例えば、構成された（ＰＵＣＣＨ）ＣＳＩ
報告モードおよび／またはサブモードに従って、周期的にＣＳＩを報告し得る。報告モー
ドおよび／またはサブモードは、どの所定の報告タイプがどの報告インスタンスで送信さ
れ得るかを定義し得る。
【０２１１】
　実施形態は、ＷＴＲＵが、おそらくは、少なくとも１つの関連する条件と組み合わせて
、少なくとも（該当する場合は）１つのタイプもしくはサブタイプの少なくとも１つのＣ
ＳＩ構成要素を報告し得、および／または既存の報告タイプで、もしくは変更された報告
モードの一部として、もしくはこれまで定義されていない報告モードで送信され得る、こ
れまで定義されていない報告タイプで、本明細書で説明されるような追加のタイプ表示を
報告し得ることを企図している。例えば、以下の報告タイプが、定義され得る。
　－結合インジケータｉcomb。
　－既存のプリコーディングタイプ表示（ＰＴＩ）またはこれから定義されるタイプ表示
（以下を参照）を用いる、共通（またはジョイント）ランク表示ＲＩjoint。
　－第１の（長期）ポイント毎プリコーディングインジケータｉ1kと結合される、第１の
（長期）ポイント毎結合インジケータｉ1kcomb。
　－共通（またはジョイント）ランク表示ＲＩjointと結合される、第１の（長期）ポイ
ント毎結合インジケータｉ1kcomb。
　－第１の（長期）ポイント毎プリコーディングインジケータｉ1kおよび共通（またはジ
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ョイント）ランク表示ＲＩjointと結合される、第１の（長期）ポイント毎結合インジケ
ータｉ1kcomb。
　－第２の（短期）ポイント毎ローカルプリコーディングインジケータｉ2kと結合される
、第２の（短期）ポイント毎結合インジケータｉ2kcomb。
　－各送信ポイントのためのポイント毎インジケータｉ1k、ｉ2kおよび結合インジケータ
ｉcombを含む、グローバル（またはアグリゲート）プリコーディング行列インジケータ。
および／または
　－与えられた送信ポイントもしくはＣＳＩ－ＲＳリソース（またはそれの組）に対する
ＣＳＩフィードバックが後で報告され得るかどうかを示すインジケータ。
【０２１２】
　ＷＴＲＵは、少なくとも１つの送信状態インジケータ（ＴＳＩ）またはＣＳＩプロセス
インジケータを報告し得る。ＷＴＲＵは、異なるＴＳＩについてのフィードバックを報告
するために、異なる報告を送信し得る。ＷＴＲＵは、異なる１組のＴＳＩについてのフィ
ードバックを報告するために、異なる報告を送信し得る。１または複数の実施形態では、
ＴＳＩの組は、オーバーラップし得る。報告は、例えば、独自の周期性およびサブフレー
ムオフセットを用いて、送信され得る。
【０２１３】
　１または複数の実施形態では、フィードバック報告がどのポイントについてのものであ
り得るかの表示は、別の報告と共同で送信され得る。一例として、ランクとポイントイン
ジケータは、これまで定義されていない報告タイプで、共同で送信され得る。単一の値は
、ランク１、ポイント＃１（いくつかの実施形態では、おそらく、ポイント＃１のみ）を
使用、ランク２、ポイント＃１（いくつかの実施形態では、おそらく、ポイント＃１のみ
）を使用、ランク１、ポイント＃２（いくつかの実施形態では、おそらく、ポイント＃２
のみ）を使用、および／またはランク２、ポイント＃２（いくつかの実施形態では、おそ
らく、ポイント＃２のみ）を使用などに対応し得る。
【０２１４】
　ジョイント報告は、ＪＴ　ＣｏＭＰについてのフィードバック情報を提供し得る、位相
補正値を含み得る。例えば、ジョイント報告は、ランク１、ポイント＃１／＃２を使用、
位相補正θ1、およびランク１、ポイント＃１／＃２を使用、位相補正θ2などを含み得る
。ジョイント報告は、ランク１、ポイント＃１／＃２を使用、位相補正θn、ランク２、
ポイント＃１／＃２を使用、位相補正θ1、およびランク２、ポイント＃１／＃２を使用
、位相補正θ2などを含み得る。ジョイント報告は、ランク２、ポイント＃１／＃２を使
用、位相補正θn、およびランク２、ポイント＃１／＃２を使用、各ポイントが独立のデ
ータを送信などを含み得る。
【０２１５】
　上述の２組の値の１または複数の組み合わせは、ＪＴおよびＤＰＳの任意の組み合わせ
をサポートするシステムのためにも使用され得る。さらに、非同期システムの場合、位相
補正は、ジョイント報告から除去され得る。ポイント＃１およびポイント＃２の識別情報
は、（例えば、ＰＩなどの）別の報告タイプで、先行してフィードバックされ得る。
【０２１６】
　ＰＩは、そのセルについての報告とともに共同で送信され得る。１または複数の実施形
態では、ＰＩは、一度送信され得る。ｅＮＢは、さらなるＰＩが送信されるまで、フィー
ドバック報告がその送信ポイントについてのものであり得ることを仮定し得る。１または
複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、規則的な間隔で、例えば、特定の周期／サブフレーム
オフセットを使用して、ＰＩをフィードバックし得る。ＷＴＲＵは、ＰＩが変化していな
い場合であっても、ＰＩをフィードバックし得る。これは、（例えば、ＰＩがｅＮＢで正
しく復号されなかった場合に）エラー伝搬の効果を低減し得る。
【０２１７】
　１または複数の実施形態では、ＰＩは、ＲＩの代わりに送信され得る。例えば、ＰＩ／
ＲＩ報告は、ＰＩ／ＲＩ報告タイプがＰＩのためのものであり得るか、それともＲＩのた
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めのものであり得るかを示すフラグを含み得る。例えば、報告がＲＩのためのものか、そ
れともＰＩのためのものかを決定する、事前構成されたパターンが存在し得る。事前構成
されたパターンは、いくつかまたはあらゆる第ｘのＲＩ報告インスタンスがＰＩで置き換
えられることを示し得る。ＰＩがそのような方法でフィードバックされる場合、フィード
バックされる将来の報告タイプは、例えば、別のＰＩがフィードバックされるまで、その
送信ポイントについてのものであり得る。
【０２１８】
　実施形態は、ＰＭＩおよび位相オフセットの粒度が低減され得ることを企図している。
例えば、位相オフセットは、送信ポイントの少なくとも１つについてのＰＭＩとともに共
同で符号化され得る。ＰＭＩは、あるＰＭＩが、ある位相オフセットに関連付けられ得、
特定のＰＭＩのフィードバックが、可能な位相オフセットのサブセットを送信ポイントに
少なくとも暗黙的に示し得るように、サブサンプリングされ得る。実施形態は、オフセッ
トをサブセットから決定するために、別のインジケータがネットワークによって使用され
得ることを企図している。例えば、位相オフセットは、別のフィードバック報告タイプが
スケジュールされ得るインスタンスにおいて、フィードバックされ得る。例えば、インス
タンスがそれについて使用されている報告タイプを示すフラグが、ＷＴＲＵによって送信
され得る。
【０２１９】
　実施形態は、ＷＴＲＵがサブバンドを選択し得るモードの場合、いくつかまたは各帯域
幅部分において、報告タイプが、以下のうちの少なくとも１つを含み得ることを企図して
いる。
　－いくつかのポイントまたは各ポイントについて、ＷＴＲＵは、（１組の帯域幅部分が
帯域幅全体にわたり得る）いくつかまたはあらゆる帯域幅部分において、少なくとも１つ
のサブバンドを選択し得る。したがって、いくつかのポイントまたは各ポイントについて
、ＷＴＲＵは、異なる１組のサブバンドを有し得る。
　－いくつかのポイントまたはすべてのポイントについて、ＷＴＲＵは、いくつかまたは
あらゆる帯域幅部分において、１つのサブバンドを選択し得る。したがって、同じ１組の
サブバンドが、いくつかのポイントまたはすべてのポイントに適用され得る。
　－いくつかまたはあらゆる帯域幅部分において、ＷＴＲＵは、少なくとも１つのサブバ
ンド／ポイント組み合わせを選択し得る。この場合、ＷＴＲＵは、例えば、帯域幅部分内
のサブバンドおよびそれが適用可能なポイントの両方を示す、ラベルを提供し得る。
　－実施形態は、ＷＴＲＵがすべてのポイントに共通の１組のサブバンドを選択するか、
それとも各ポイント毎に別個の１組のサブバンドを選択するかが、より高位のレイヤによ
って構成され得ることを企図している。１または複数のそのような構成は、おそらく、い
くつかの実施形態では、意図されたタイプの協調送信に従って、ネットワークによって提
供され得る。例えば、ＷＴＲＵは、例えば、ネットワークがジョイント送信を使用するこ
とを意図する場合、いくつかまたはすべてのポイントについて、共通の１組のサブバンド
を選択するように構成され得る。あるいは、または加えて、ＷＴＲＵは、例えば、ネット
ワークが動的ポイント選択を使用することを意図する場合、いくつかのポイントまたは各
ポイントについて、別個の１組のサブバンドを選択するように構成され得る。
【０２２０】
　ＷＴＲＵが周期的に報告するＣＳＩは、
　－構成される報告モードおよびサブモードなどの、より高位のレイヤのシグナリング、
ならびに／または
　－最後に報告されたＰＴＩ、もしくは最後に報告された（おそらくは、新たに定義され
た）タイプ表示
のうちの少なくとも１つを使用して決定され得る、本明細書で説明されるような少なくと
も１つの関連する条件に従属し得る。
【０２２１】
　１または複数の実施形態では、複数のセルについての報告タイプは、結合され得る。報
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告モードは、複数のセルについての報告タイプの結合を可能にし得る。例えば、複数の送
信ポイントは、同じランクを使用し得る。この報告モードでは、複数の送信ポイントに対
して、１つのＲＩが送信され得る。この報告モードは、（例えば、ｎ個のポイントに対し
て）例えば、１つのＲＩ、ｎ個の広帯域ＣＱＩ、ｎ個の広帯域ＰＭＩ、構成される場合、
複数のサブバンドＣＱＩおよびＰＭＩをフィードバックするように、ＷＴＲＵを構成し得
る。
【０２２２】
　実施形態は、既存の報告モードまたはこれまで定義されていない報告モードに従った、
周期的ＣＳＩ報告の例を企図している。例えば、少なくとも１つの報告モード／サブモー
ドでは、ＷＴＲＵは、以下を報告し得る。
　－第１の周期によって分離される報告インスタンスの第１の組における、共通（または
ジョイント）ランクインジケータを含む報告タイプ。
　－（第１の組に属する報告インスタンスを除外した）第２の周期によって分離される報
告インスタンスの第２の組における、少なくとも１つの広帯域アグリゲート（またはジョ
イント）ＣＱＩおよび少なくとも１つの広帯域結合インジケータｉcombを含む報告タイプ
。および／または
　－（第１または第２の組に属する報告インスタンスを除外した）第３の周期によって分
離される報告インスタンスの第３の組における、少なくとも１つのサブバンドアグリゲー
ト（またはジョイント）ＣＱＩおよび少なくとも１つのサブバンド結合インジケータｉco

mbを含む報告タイプ。
実施形態は、説明される報告モードが、いくつかの送信ポイントまたは各送信ポイントに
ついて別々に構成され得る周期的報告と組み合わせて、有益であり得ることを企図してい
る。
【０２２３】
　また、例として、少なくとも１つの報告モード／サブモードでは、ＷＴＲＵは、以下を
報告し得る。
　－第１の周期によって分離される報告インスタンスの第１の組における、共通（または
ジョイント）ランクインジケータ、少なくとも１つの送信ポイントについての１つのポイ
ント毎ランクインジケータ、および本明細書で説明される技法に従ってＷＴＲＵが決定し
得るプリコーディングタイプインジケータ（ＰＴＩ）を含む報告タイプ。
　－（第１の組に属する報告インスタンスを除外した）第２の周期によって分離される報
告インスタンスの第２の組における、
　　○ＷＴＲＵによって送信された最新のＰＴＩが第１の値に設定された場合、（いくつ
かの実施形態では、おそらくは、異なる報告インスタンスにおける）いくつかまたは各送
信ポイントについての、１つの長期（第１の）ポイント毎プリコーディング行列インジケ
ータ、およびおそらくは、１つのポイント毎長期結合インジケータｉ1k,comb、
　　○ＷＴＲＵによって送信された最新のＰＴＩが第２の値に設定された場合、少なくと
も１つの広帯域アグリゲート（またはジョイント）ＣＱＩ、ならびに（おそらくは、異な
る報告インスタンスにおける）いくつかまたは各送信ポイントについての、１つの広帯域
短期（第２の）ポイント毎プリコーディング行列インジケータ、および１つのポイント毎
（短期）広帯域結合インジケータｉ2kcomb

　を含む報告タイプ。および／または
　－（第１の組または第２の組に属する報告インスタンスを除外した）第３の周期によっ
て分離される報告インスタンスの第３の組における、
　　○ＷＴＲＵによって送信された最新のＰＴＩが第１の値に設定された場合、少なくと
も１つの広帯域アグリゲート（もしくはジョイント）ＣＱＩ、ならびに／または（おそら
くは、異なる報告インスタンスにおける）いくつかもしくは各送信ポイントについての、
少なくとも１つの広帯域短期（第２の）ポイント毎プリコーディング行列インジケータ、
および／もしくは少なくとも１つのポイント毎（短期）広帯域結合インジケータｉ2kcomb

、および／または
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　　○ＷＴＲＵによって送信された最新のＰＴＩが第２の値に設定された場合、少なくと
も１つのサブバンドアグリゲート（もしくはジョイント）ＣＱＩ、ならびに／または（お
そらくは、異なる報告インスタンスにおける）いくつかもしくは各送信ポイントについて
の、少なくとも１つのサブバンド短期（第２の）プリコーディング行列インジケータ、お
よび／もしくは少なくとも１つの（短期）サブバンド結合インジケータｉ2kcomb

　を含む報告タイプ。
【０２２４】
　先に説明された例示的なサブバンドの１または複数では、例えば、長期ポイント毎プリ
コーディング行列インジケータおよび／または長期ポイント毎結合インジケータが、第１
の値に設定されるプリコーディングタイプインジケータの先の送信以降に、少なくとも１
つの送信ポイントについて著しく変化し得たことを、ＷＴＲＵが決定し得る場合、ＷＴＲ
Ｕは、プリコーディングタイプインジケータを第１の値に設定し得る。あるいは、ＷＴＲ
Ｕは、例えば、エラー伝搬を防止するために、いくつかまたはＮ個のサブフレームまたは
報告インスタンスおきに、周期的に、プリコーディングタイプインジケータを第１の値に
設定し得る。１または複数の実施形態では、Ｎの値は、例えば、より高位のレイヤのシグ
ナリングによって構成され得る。
【０２２５】
　１または複数の実施形態は、例えば、ＷＴＲＵが以下を報告し得る場合などの、報告モ
ード／サブモードを企図している。
　－第１の周期によって分離される報告インスタンスの第１の組における、共通（または
ジョイント）ランクインジケータ、プリコーディングタイプインジケータ（ＰＴＩ）、な
らびにＷＴＲＵが以下のうちの少なくとも１つに従って決定し得るジョイントプリコーデ
ィングタイプインジケータ（ＪＰＴＩ）であって、すなわち
　　○異なるレイヤが異なる送信ポイントから送信される（結合行列が恒等行列である）
場合、ＷＴＲＵがＪＰＴＩを第１の値に設定し、および／または
　　○少なくとも１つのレイヤが異なる送信ポイントから送信される場合、ＷＴＲＵがＪ
ＰＴＩを第２の値に設定する
　ジョイントプリコーディングタイプインジケータ（ＪＰＴＩ）を含む報告タイプ。
　－（第１の組に属する報告インスタンスを除外した）第２の周期によって分離される報
告インスタンスの第２の組における、
　　○ＷＴＲＵによって送信された最新のＰＴＩが第１の値に設定された場合、（おそら
くは、異なる報告インスタンスにおける）各送信ポイントについての、１つの長期（第１
の）ポイント毎プリコーディング行列インジケータ、および／または
　　○ＷＴＲＵによって送信された最新のＰＴＩが第２の値に設定された場合、少なくと
も１つの広帯域アグリゲート（もしくはジョイント）ＣＱＩ、および／または（いくつか
の実施形態では、おそらくは、異なる報告インスタンスにおける）いくつかもしくは各送
信ポイントについての、１つの広帯域短期（第２の）ポイント毎プリコーディング行列イ
ンジケータ、ならびにＷＴＲＵによって報告された最新のＪＰＴＩが第２の値に設定され
た場合、１つの広帯域結合インジケータｉcomb

　のうちの少なくとも１つを含む報告タイプ。および／または
　－（第１の組または第２の組に属する報告インスタンスを除外した）第３の周期によっ
て分離される報告インスタンスの第３の組における、
　　○ＷＴＲＵによって送信された最新のＰＴＩが第２の値に設定された場合、少なくと
も１つの広帯域アグリゲート（もしくはジョイント）ＣＱＩ、および／または（いくつか
の実施形態では、おそらくは、異なる報告インスタンスにおける）いくつかもしくは各送
信ポイントについての、１つの広帯域短期（第２の）ポイント毎プリコーディング行列イ
ンジケータ、ならびに、ＷＴＲＵによって報告された最新のＪＰＴＩが第２の値に設定さ
れた場合、１つの広帯域結合インジケータｉcomb

　を含む報告タイプ。
【０２２６】
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　ＷＴＲＵによって送信された最新のＰＴＩが第２の値に設定された場合、少なくとも１
つのサブバンドアグリゲート（もしくはジョイント）ＣＱＩ、および／または（おそらく
は、異なる報告インスタンスにおける）いくつかもしくは各送信ポイントについての、１
つのサブバンド短期（第２の）ポイント毎プリコーディング行列インジケータ、ならびに
ＷＴＲＵによって報告された最新のＪＰＴＩが第２の値に設定された場合、１つのサブバ
ンド結合インジケータｉcomb。
【０２２７】
　実施形態は、周期的フィードバックが独立の周期および／またはオフセットに基づき得
る、１または複数の技法を企図している。いくぶん異なる述べ方をすれば、実施形態は、
そのいくつかまたは各々が少なくとも周期および／またはオフセットによって定義され得
るサブフレームの複数の組で周期的ＣＳＩ報告を送信することに基づき得る、周期的ＣＳ
Ｉフィードバックの実現を企図している。そのような実施形態では、特定の１組のサブフ
レームで送信され得るＣＳＩ報告は、
　－送信ポイント、もしくは１組の送信ポイント、もしくは１組のＣＳＩ－ＲＳリソース
、
　－ＣＳＩプロセス、
　－送信状態（例えば、ジョイント送信もしくは単一ポイント送信についての報告）、
　－関連する条件、および／または
　－報告タイプ（例えば、ＷＴＲＵがランク表示を報告し得るか、それともＣＱＩ／ＰＭ
Ｉフィードバックを報告し得るか）
のうちの少なくとも１つに関し得る。実施形態は、与えられた１組のサブフレームの周期
および／またはオフセットが、例えば、より高位のレイヤによって示されるパラメータか
ら導出され得ることを企図している。
【０２２８】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、報告タイプおよび送信ポイントのいくつか
の組み合わせについての、またはいくつかの実施形態では、報告タイプおよび送信ポイン
トのあらゆる可能な組み合わせに対するＣＳＩ報告を、各々異なる１組のサブフレームで
送信し得る。例えば、ＷＴＲＵは、ポイント１のＲＩをサブフレームセットＡで、ポイン
ト２のＲＩをサブフレームセットＢで、ポイント１のＣＱＩ／ＰＭＩをサブフレームセッ
トＣで、ポイント２のＣＱＩ／ＰＭＩをサブフレームセットＤで送信するなどし得る。
【０２２９】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、いくつかまたはすべての送信ポイントに適
用可能であり得る、あるタイプのフィードバックに対するＣＳＩ報告を、サブフレームの
単一の組で送信し得る。これは、例えば、いくつかのタイプのＣＳＩ情報が送信ポイント
間で共通である場合など、数々の理由で、有益であり得る。例えば、ＲＩは、いくつかも
しくはすべてのＣＳＩプロセス、送信ポイント、送信状態に共通であり得、および／また
は特定のＣＳＩプロセスもしくは送信ポイントについてのＲＩに結び付けられ得る。例え
ば、ＷＴＲＵは、第１のＣＳＩプロセスについて報告されるＲＩが、第２のＣＳＩプロセ
スについて報告されるＲＩと同じになるように制限され得るように構成され得、いくつか
の実施形態では、第２のＣＳＩプロセスは、第１のＣＳＩプロセスの「ＲＩ基準プロセス
」と呼ばれることがある。そのようなシナリオでは、情報は、送信ポイントまたはＣＳＩ
プロセス当たり１組のサブフレームの代わりに、サブフレームの単一の組で送信され得、
おそらく、オーバヘッドを節約する。いくつかの実施形態では、これは、例えば、ランク
表示について構成される報告インスタンスが、両方のプロセスで同じであり得る場合に、
実現され得る。そのようなシナリオでは、両方のプロセスに適用可能なＲＩが、報告イン
スタンスの単一の組で報告され得るように、第１のＣＳＩプロセスのＲＩ報告は、プライ
オリティ規則に従って廃棄され得る。同じ技法は、例えば、送信状態インジケータ（ＴＳ
Ｉ）に、または順序付けられた１組の送信ポイントを示すＰＩに適用され得る。
【０２３０】
　１または複数の実施形態では、与えられた１組のサブフレームは、特定の１組の送信ポ
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イント（もしくはＣＳＩ－ＲＳリソース）、または（ジョイント送信などの）送信状態も
しくはＣＳＩプロセスに、半静的に結び付けられ得る。オーバヘッドを最小化するために
、ＷＴＲＵは、１または複数のある条件が満たされる場合に、いくつかの実施形態では、
おそらく、１または複数のある条件が満たされる場合に限って、ある送信ポイントまたは
送信状態もしくはＣＳＩプロセスに関連付けられる、あるタイプのＣＳＩが送信され得る
ことを決定し得る。例えば、条件は、ＷＴＲＵが決定し得る送信状態またはＣＳＩプロセ
スに関連付けられ得る。ＷＴＲＵは、ある送信ポイントに対するＣＳＩフィードバックを
、この送信ポイントが、決定された送信状態またはＣＳＩプロセスに従った、ＷＴＲＵへ
の送信に関与し得る場合、いくつかの実施形態では、おそらく、この送信ポイントが、決
定された送信状態またはＣＳＩプロセスに従った、ＷＴＲＵへの送信に関与し得る場合に
限って、送信し得る。また、例として、別の条件は、送信ポイントまたは状態に関連付け
られた（広帯域ＣＱＩなどの）メトリックが、最良の送信ポイントまたは状態に関連付け
されたメトリックから閾値を引いたものよりも良好であり得ることとし得る。ある送信ポ
イントまたは送信状態もしくはＣＳＩプロセスが送信についての条件を満たさないとＷＴ
ＲＵが決定し得る場合、ＷＴＲＵは、これを、例えば、おそらくは、送信ポイントに固有
とし得る別個の１組のサブフレームで、ＴＳＩまたは今のところ定義されていないタイプ
の報告など、別個のタイプの報告として、ネットワークに知らせ得る。１または複数の実
施形態では、１または複数のある送信ポイントに対するＣＳＩフィールドの送信は、例え
ば、この報告で直近に送信された値に調整され得る。
【０２３１】
　１または複数の実施形態では、１組のサブフレームと送信ポイントの間の結び付きは、
動的であり得る。例えば、送信ポイントは、（例えば、最高のＲＩまたは最高の広帯域Ｃ
ＱＩなど）少なくとも１つの品質基準を使用して、ＷＴＲＵによってランク付けされ得る
。ＷＴＲＵは、このランク付けを、ＰＩを含み、特定の１組のサブフレームで送信され得
る、今のところ定義されていない報告タイプで示し得る。直近に送信されたＰＩに基づい
て、その後、最も高いランクを与えられた送信ポイントに対するＣＳＩは、第１の１組の
サブフレームで送信され得、２番目に高いランクに対するＣＳＩは、第２の１組のサブフ
レームで送信され得、以降も同様である。この技法は、例えば、より重要な送信ポイント
についてのフィードバックの送信を、より重要でないポイントについてのものよりも、よ
り頻繁に行うことを可能にし得る。
【０２３２】
　実施形態は、ＷＴＲＵが送信ポイントの新しいランキングを提供し得る場合に、報告タ
イプがフィードバックされ得ることを企図している。各送信ポイントの周期性／オフセッ
トは、事前構成され得、および／またはＷＴＲＵによって提供されるランクに結び付けら
れ得る。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、少なくとも２つのリストを送信し得
、一方は、より高い周期性を必要とし得る「良好な」送信ポイントを含み、もう一方は、
より低い周期性を必要とし得る「粗悪な」送信ポイントを含む。リストの数は、例えば、
必要とされる周期性の粒度とともに増加し得る。ＷＴＲＵは、より高位のレイヤのシグナ
リングを使用して、ポイントのリストを含むＰＩも報告し得る。
【０２３３】
　ＷＴＲＵが、上述の技法の１つを使用して、多くの送信ポイントまたはＣＳＩケースに
対するＣＳＩをフィードバックするように構成され得る場合、サブフレームの組の間にオ
ーバーラップが存在すると、フィードバック報告の衝突が生じ得る。１または複数の実施
形態では、送信ポイント（またはＣＳＩケース）の優先順位は、例えば、衝突が同じ報告
タイプについて生じる場合などには、ネットワークによって事前構成され得、いくつかの
実施形態では、衝突が同じ報告タイプについて生じる場合に限って、事前構成され得る。
そのような実施形態では、おそらく、２つの送信ポイント（またはＣＳＩケース）が、同
じリソースについてスケジュールされたフィードバック報告を有する場合、ＷＴＲＵは、
より高い優先順位を有する送信ポイント（またはＣＳＩケース）についての報告をフィー
ドバックし得る。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、どの送信ポイント（または
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ＣＳＩケース）をフィードバックすべきかを選択し得る。フィードバックＣＳＩは、例え
ば、フィードバックがどのポイントのＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスについてのもの
かを示す、ＰＩまたはＴＳＩを含み得る。
【０２３４】
　実施形態は、いくつかまたは各ＣＳＩケースの報告を構成する場合に、フィードバック
報告の周期的フィードバック衝突が、ネットワークによって予測され得ることを企図して
いる。実施形態は、ネットワークが、おそらく、ネットワーク選択の期間の間は衝突が存
在し得ないことを保証するように、報告モードおよび／または報告インスタンスを再構成
し得ることを企図している。あるいは、または加えて、ネットワークは、フィードバック
報告の衝突が特定のインスタンスに存在し得るように、フィードバック報告を用いてＷＴ
ＲＵを構成し得る。とりわけ、そのような状況に対処するために、ＷＴＲＵは、いくつか
のフィードバック報告を圧縮し、並置し、および／または廃棄するための規則を用いて構
成され得る。
【０２３５】
　実施形態は、フィードバック報告の衝突に関する１または複数の技法を企図している。
実施形態は、いくつかまたはいずれかのＷＴＲＵ構成が、例えば、静的であり得る（例え
ば、衝突が生じたときのＷＴＲＵ挙動がＳＩＢ内に含まれ得る）こと、半静的であり得る
（およびより高位のレイヤのシグナリングを介して更新される）こと、または動的であり
得る（およびより高位のレイヤのシグナリングもしくはＤＣＩ内の要素によって更新され
る）ことを企図している。
【０２３６】
　実施形態は、少なくとも２つのタイプのフィードバック報告衝突が生じ得ることを企図
している。第１のタイプでは、２つのフィードバック報告衝突は、異なるフィードバック
タイプについてのものであり得る。例えば、第１のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスに
ついてのＲＩ報告のフィードバックと、第２のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスの広帯
域ＣＱＩ／ＰＭＩのフィードバックとの衝突が存在し得る。２つのフィードバック報告が
異なるタイプに属する衝突ケースでは、ＷＴＲＵは、以下の技法のうちのいずれか１また
は複数を使用し得る。
　－フィードバック報告の階層が存在し得る。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは
、他を優先して、ある報告タイプを廃棄し得る。プライオリティのリストが、ＷＴＲＵに
構成され得る。例えば、第１のプライオリティの報告タイプは、広帯域第１のＰＭＩ（２
ａ）と、ＲＩ（３）と、広帯域ＣＱＩ（４）と、ＲＩ／ＰＴＩ（６）とを含み得る。第２
のプライオリティの報告タイプは、広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩ（２）と、広帯域ＣＱＩ／第２
のＰＭＩ（２ｂ）と、広帯域ＣＱＩ／第１のＰＭＩ／第２のＰＭＩ（２ｃ）と、ＲＩ／第
１のＰＭＩ（５）とを含み得る。第３のプライオリティの報告タイプは、サブバンドＣＱ
Ｉ（１）と、サブバンドＣＱＩ／第２のＰＭＩ（１ａ）とを含む。また、一例として、い
くつかまたはすべてのフィードバック報告タイプは、同じプライオリティを有し得る。
　－（所望信号または干渉成分など）ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスのある構成要素
は、プライオリティを用いて構成され得る。１または複数の実施形態では、おそらく、衝
突の場合、ＷＴＲＵは、その構成要素がより高いプライオリティを有する、ＣＳＩケース
またはＣＳＩプロセスについての報告タイプをフィードバックし得、他は廃棄する。
　－ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスのプライオリティは、所望信号（または干渉成分
）を共有するＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスにより高いまたはより低いランクを与え
ることによって決定され得る。例えば、３つのＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスが存在
し、２つが同じ所望信号を共有する場合、１または複数の実施形態では、それらは、異な
る所望信号を有し得る第３のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスよりも高い（または低い
）プライオリティとし得る。
　－フィードバックモードの階層が存在し得、１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは
、プライオリティがより高いフィードバックモードについて生成される報告タイプをフィ
ードバックすることを選択し得、プライオリティがより低いモードの報告は廃棄する。
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　－１または複数の実施形態では、広帯域報告についてのフィードバックは、サブバンド
報告についてのフィードバックよりも、プライオリティが高いまたは低いと見なされ得る
。
　－１または複数の実施形態では、（例えば、所望信号と仮定される単一のＣＳＩ－ＲＳ
リソースを有する）ポイント毎ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスについてのフィードバ
ックは、アグリゲートＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスについてのフィードバックより
も、プライオリティが高いまたは低いと見なされ得る。
　－ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスのフィードバックは、１または複数の実施形態で
は、構成された回数よりも多く連続して廃棄され得ない。そのような実施形態では、おそ
らく、同じプライオリティの衝突が生じた場合、あるＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセス
のフィードバックが、構成された回数だけ連続して廃棄されたのであれば、それは優先権
を有し得、ＷＴＲＵは、そのＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスに関連付けられた報告を
フィードバックし得る。「廃棄」カウンタは、そのとき、０にリセットされ得る。および
／または
　－１または複数の実施形態では、先行するフィードバック報告タイプ（ＰＴＩに類似の
新しいインジケータ）に基づいて、ＷＴＲＵは、特定の報告タイプをフィードバックし、
別のものを廃棄し得る。
【０２３７】
　１または複数の実施形態は、おそらく、プライオリティが同じ２つの報告タイプの間の
衝突の場合、ＷＴＲＵが、所定のＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスについてのフィード
バック報告を（いくつかの実施形態では、おそらく、そのようなフィードバック報告のみ
を）維持するように構成され得ることを企図している。あるいは、または加えて、ＷＴＲ
Ｕは、以下の任意の組み合わせなど、構成された基準に基づいて選択され得る、ＣＳＩケ
ースもしくはＣＳＩプロセスについての、またはＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスの
サブセットについての報告タイプをフィードバックするように（したがって、他のＣＳＩ
ケースまたはＣＳＩプロセスからのいくつかまたはすべての他の衝突するフィードバック
報告を廃棄するように）構成され得る。
　－例えば、ＣＳＩプロセス識別子によって示されるような、構成におけるＣＳＩケース
またはＣＳＩプロセスの順序。
　－ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスにおいて所望信号と仮定されるＣＳＩ－ＲＳリソ
ースの測定メトリック（例えば、ＣＳＩ－ＲＳＲＰ）。
　－ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスにおいて干渉信号と仮定されるＣＳＩ－ＲＳリソ
ースの測定メトリック。
　－ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスにおいて干渉測定リソースから測定される干渉レ
ベル。
　－例えば、より低い値がより高いプライオリティを有し得るＣＳＩプロセス識別子によ
って示されるような、構成の一部として提供されるＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスの
明示的プライオリティ。
　－ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスにおいて干渉と仮定されるＣＳＩ－ＲＳリソース
の数（例えば、より高いプライオリティは、干渉と仮定されるＣＳＩ－ＲＳリソースをよ
り多く有するＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスに割り当てられ得る）。
　－最高または最低のＣＱＩを有するＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセス。
　－最高または最低のＲＩを有するＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセス。
　－最高または最低の所望信号強度を有するＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセス。
　－最高または最低の干渉信号強度を有するＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセス。
　－最高または最低のフィードバック報告周期性を有するＣＳＩケースまたはＣＳＩプロ
セス。
　－最も新しくまたは最も以前に廃棄されたフィードバック報告を有するＣＳＩケースま
たはＣＳＩプロセス。
　－同じ報告タイプを有するその先行するフィードバックが最も新しくまたは最も以前に
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フィードバックされたＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセス。
　－ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスの事前構成された循環に基づいた次のＣＳＩケー
スまたはＣＳＩプロセス。
　－そのＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスについてのその報告タイプのフィードバック
にＷＴＲＵが最後に成功にして以降、その衝突するフィードバック報告が最も多くまたは
最も少なく変化し得たＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセス。例えば、２つの衝突するフィ
ードバック報告タイプが、ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスＡからのＲＩと、ＣＳＩケ
ースまたはＣＳＩプロセスＢからのＰＭＩであり、ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスＡ
についてのＲＩのフィードバックが最後に成功して以降、ＲＩの値が変化していない場合
、ＷＴＲＵは、ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスＢについてのＰＭＩフィードバック報
告タイプをフィードバックすることを選択し得る。
　－直近の非周期的フィードバック報告インスタンス内に含まれるＣＳＩケースまたはＣ
ＳＩプロセス。
　－非周期的報告、周期的報告、または任意の報告で、ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセ
スに対するＣＳＩが最後に報告されて以降の継続時間。および／または
　－所望信号と仮定されるそのＣＳＩ－ＲＳリソースが、ダウンリンク割り当てのために
最後に使用されたポイントから送信され得るＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセス。
【０２３８】
　実施形態は、上述の基準が、サービングセルの報告タイプに基づいた優先順位付け目的
で使用される既存の基準よりも低い（または高い）優先順位を有し得ることを企図してい
る。例えば、異なるタイプ（例えば、ランクインジケータ対プリコーディング行列インジ
ケータ）のＣＳＩ報告の間、および／または異なるＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセス
のＣＳＩ報告の間に衝突が生じた場合に、ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスのプライオ
リティに関わらず、プライオリティが、最初に報告タイプに従って設定され得るように、
「報告タイプ」基準は、上述の「ＣＳＩケース」または「ＣＳＩプロセス」基準の１つよ
りも高い優先順位を有し得る。別の例では、異なるサービングセルに対するＣＳＩ報告の
間、および／または異なるＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスに対するＣＳＩ報告の間
に衝突が生じた場合に、プライオリティが、最初にサービングセルに従って（または最初
にＣＳＩプロセスに従って）設定され得るように、「サービングセル」基準は、上述の「
ＣＳＩケース」または「ＣＳＩプロセス」基準の１つよりも高い（または低い）優先順位
を有し得る。いくつかの実施形態では、おそらく、サービングセルのＣＳＩプロセス間の
プライオリティが、最初により低いＣＳＩプロセス識別子に従って設定され得、および／
または異なるサービングセルのＣＳＩ間のプライオリティが、最初により低いサービング
セル識別子に従って設定され得る場合、異なるＣＳＩプロセス識別子を有し、異なるサー
ビングセルに属するＣＳＩプロセスの間に衝突が生じた場合のプライオリティ規則は、Ｃ
ＳＩプロセス識別子に従い得る。そのようなシナリオでは、最低のＣＳＩプロセス識別子
を有し得るＣＳＩプロセスを有するサービングセルからのＣＳＩ報告を除いて、１もしく
は複数またはすべてのＣＳＩ報告が、廃棄され得る。
【０２３９】
　１または複数の実施形態では、フィードバックされる選択報告タイプおよびＣＳＩケー
スまたはＣＳＩプロセスは、ネットワークに明らかであり得ない。そのようなシナリオで
は、ＷＴＲＵは、どの報告がフィードバックされたかをネットワークに通知（おそらく、
明示的に通知）するために、（ＰＩまたはＴＳＩなどの）ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロ
セスインジケータを追加し得る。
【０２４０】
　あるいは、または加えて、ＷＴＲＵは、衝突する報告を１つの結合するために、フィー
ドバック報告を圧縮し得る。そのような実施形態では、ＷＴＲＵは、衝突の場合に、フィ
ードバック報告の差分値を（いくつかの実施形態では、おそらく、そのような差分値のみ
を）報告し得る。これらの差分値は、例えば、それぞれのＣＳＩケースまたはＣＳＩプロ
セスについての、各衝突タイプの直近に成功したフィードバック報告に関して行われ得る
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。
【０２４１】
　あるいは、または加えて、ＷＴＲＵは、衝突の場合に、別個に構成されたリソースで、
（ＰＵＣＣＨフォーマット３を使用するなどする）より大きな利用可能なペイロードを有
するチャネルを使用して、フィードバックを送信し得るように構成され得る。さらに、い
くつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、ｎ個のフィードバック報告が衝突する場合に（いく
つかの実施形態では、おそらく、そのような場合にのみ）、そのようなリソースを使用す
るように構成され得、ここで、例えば、ｎは、２以上の任意の整数とし得る。
【０２４２】
　実施形態は、２以上の衝突するフィードバック報告が、同じタイプに属するが、異なる
ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスについてのものである場合に、別のタイプの衝突が生
じ得ることを企図している。そのような実施形態では、ＷＴＲＵは、異なるフィードバッ
クタイプが衝突する場合についての本明細書で説明される技法のいずれか、および／また
は以下の任意の組み合わせを再利用し得る。
　－１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、ネットワークにおいて、いくつかまたは
すべての衝突する報告について使用される値として解釈され得る、単一の報告をフィード
バックし得る。例えば、ＷＴＲＵは、同じ所望信号成分（または同じ干渉成分）を有する
いくつかまたはいずれかのＣＳＩケースが、ＲＩおよび／またはＣＱＩおよび／またはＰ
ＭＩなど、あるフィードバック報告タイプを共有し得るように構成され得る。共有規則は
、例えば、所望信号または干渉成分が同じかどうかに基づいて、異なり得る。
　－１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、同じフィードバックタイプの衝突が存在
し得る場合はいつでも、ＷＴＲＵが、いくつかまたはすべての衝突するＣＳＩケースまた
はＣＳＩプロセスに最も適し得る、このフィードバックタイプの単一の値を決定し得るよ
うに（いくつかの実施形態では、そのように決定しなければならないように）構成され得
る。
　－１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、あるフィードバックタイプを共有し得る
ＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスのグループに加えて、どのフィードバックタイプが共
有され得るのかも用いて構成され得る。タイプとＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセスとの
これらのペアが衝突する場合、ＷＴＲＵは、単一の値をフィードバックし得る。
　－１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、１つのＣＳＩケースまたはＣＳＩプロセ
スについての報告タイプの絶対値と、いくつかまたはすべての他の衝突するＣＳＩケース
またはＣＳＩプロセスについての差分値をフィードバックし得る。どのポイントについて
絶対値をフィードバックするかの選択は、差分フィードバックタイプの衝突について本明
細書で説明された基準と同様に行われ得る。衝突するＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセ
スが、干渉と仮定されるＣＳＩ－ＲＳリソースの同じサブセットを有する場合、または差
分報告が使用されることが、より高位のレイヤによって示され得る場合、１または複数の
そのような実施形態が使用され得る（いくつかの実施形態は、おそらく、そのような条件
でのみ使用され得る）。
　－ＷＴＲＵは、フィードバック報告の衝突の場合に、ＰＭＩをそこから選択するサブサ
ンプリングされたコードブックを用いて構成され得る。サブサンプリングされたコードブ
ックは、事前構成され、フィードバックインスタンスに結び付けられ得、および／または
事前構成されたコードブックの組から動的に切り換えられ得る。動的な切り換えは、例え
ば、非周期的グラント内の表示によって行われ得、または事前構成された組の中で循環的
に行われ得、またはＷＴＲＵによって選択され、新しい表示ビットを用いて表示され得る
。
　－ＷＴＲＵは、フィードバック報告が、いくつかもしくはすべての衝突するＣＳＩケー
スもしくはＣＳＩプロセス、単一のＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセス、および／また
は衝突するＣＳＩケースもしくはＣＳＩプロセスのサブセットについて有効であるかどう
かを示す、表示ビットを追加し得る。
【０２４３】
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　実施形態は、周期的フィードバックが、複数のポイントについての報告の送信に基づき
得ることを企図している。例えば、周期的ＣＳＩ報告を実行するためなど、様々な理由で
、ＷＴＲＵは、単一ポイントフィードバックのために利用可能なＲｅｌ－１０報告モード
のいずれかを用いて構成され得る。実施形態は、モードが、ＴＳＩおよび／またはＰＩを
含むように、今のとこと定義されていない報告タイプを含むことによって、増強され得る
ことを企図している。企図される報告タイプは、今のところ定義されていない単独の報告
タイプとし得、または他の任意の報告タイプとともに共同で提供され得る（例えば、ＲＩ
をＴＳＩと結合する報告タイプ）。そのような場合、いくつかまたはすべての他のフィー
ドバック報告タイプは、ＴＳＩおよび／またはＰＩを含む直近に送信された報告タイプに
おいて示されるポイントに関して調整され得る。１または複数の実施形態では、ＴＳＩは
、ＰＩまたは他の任意の報告タイプよりも高い周期性で送信され得、ＰＩは、（ＴＳＩに
よって示される）ＴＳＶ内のどのポイントに関して、将来の報告が調整され得るかを示す
ために、送信され得る。あるいは、または加えて、いくつかまたはすべてのフィードバッ
ク報告は、その特定の報告がどのポイントについてのものかを示し得る、ＴＳＩおよび／
またはＰＩを含み得る。
【０２４４】
　１または複数の実施形態では、２以上のポイントに関するＣＳＩ構成要素は、同じサブ
フレームで報告され得る。例えば、これらの報告で提供されるＣＳＩ情報のタイプが、単
一のポイントの代わりに、複数のポイントのために提供され得るように、（例えば、１、
１ａ、２、２ａ、２ｂなどの）既存の報告タイプを維持し、変更し、または拡張すること
が可能であり得る。実施形態は、これが、いくつかの報告または各報告の情報ペイロード
の増加をもたらし得るが、例えば、送信ポイントの数に関わらず、既存の周期的モードの
時間組織の維持を容易にし得ることも企図している。
【０２４５】
　実施形態は、以下のような、しかし、それらに限定されない、１または複数の特定の報
告タイプに適用可能であり得る、１または複数の技法を企図している。
　－帯域幅部分の最良のＷＴＲＵ選択のサブバンドについてのサブバンドＣＱＩ情報を含
み得る、報告１および１ａでは、ＷＴＲＵは、両方のポイントについてのサブバンド（お
そらく、両方のポイントについての単一のサブバンド）、または各ポイントについての１
つのサブバンドを報告し得る。
　－ＣＱＩを含み得る報告（例えば、１、１ａ、２、２ｂ、２ｃ、４）では、ＷＴＲＵは
、以下のうちの少なくとも１つを報告し得る（ポイント毎ＣＱＩはミューティングを仮定
し得る、または仮定し得ないことが企図される）。
　　●各ポイントの第１のコードワードについてのポイント毎ＣＱＩ、そのいくつかまた
は各々がそれぞれのポイントの第１のコードワードに関連し得る、各ポイントの第２のコ
ードワードについての空間差分ポイント毎ＣＱＩ（ＲＩ＞１である場合）。
　　●１つのポイントの第１のコードワードについてのポイント毎ＣＱＩ、（そのいくつ
かまたは各々が第１のポイントの第１のコードワードに関連し得る）他の各ポイントの第
１のコードワードについての差分ポイント毎ＣＱＩ、そのいくつかまたは各々が第１のポ
イントの第１のコードワードに、またはそれぞれのポイントの第１のコードワードに関連
し得る、各ポイントの第２のコードワードについての差分ポイント毎ＣＱＩ（例えば、Ｒ
Ｉ＞１である場合）。および／または
　　●いくつかまたはすべてのポイントからのジョイント送信を仮定した、第１のコード
ワードについてのアグリゲートＣＱＩ、いくつかまたはすべてのポイントからのジョイン
ト送信を仮定した、第２のコードワードについての空間差分アグリゲートＣＱＩ（例えば
、ＲＩ＞１である場合）。
　－ＰＭＩまたは第２のＰＭＩを含み得る報告（例えば、１ａ、２、２ｂ、５）では、
　　●８未満のアンテナポートを有するいくつかまたは各ポイントについてのポイント毎
ＰＭＩ、８つのアンテナポートを有するいくつかまたは各ポイントについての第２のＰＭ
Ｉ。
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　　●第１以外の各ポイントについての、第１のポイントとこのポイントの間の少なくと
も１つの位相オフセット。および／または
　　●１または複数の結合インジケータ（例えば、ポイント間の共位相行列を指示し得る
単一のインジケータ）。および／または
　－少なくとも１つのポイントが８つのアンテナポートを有し得る場合、
　　●報告２ａまたは２ｃは、８つのアンテナポートを有するポイントについての第１の
ＰＭＩを含み得、いくつかの実施形態では、報告２ａまたは２ｃは、８つのアンテナポー
トを有するポイントについての第１のＰＭＩのみを含み得る。
【０２４６】
　１または複数の実施形態では、ＴＳＩを含む企図される報告タイプは、ＣＳＩがフィー
ドバックされ得るポイントの順序（例えば、ポイントのベクトル）も含み得る。そのよう
な場合、ＴＳＩ後に生じ、ポイントの順序がフィードバックされた、フィードバック報告
は、第１のポイントについてのものであり得る。フラグについての事前定義された値をフ
ィードバックしたときに、それに関して将来の報告が調整され得るポイントが、順序付け
られたポイントのベクトル内における次のポイントに循環的に遷移するように、今のとこ
ろ定義されていない単一ビットフラグが、企図される報告タイプのいずれかに追加され得
る。あるいは、または加えて、１または複数の実施形態では、ポイントの順序は、ネット
ワークによってＷＴＲＵに通信され得る。
【０２４７】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、Ｒｅｌ－１０周期的フィードバックモード
で構成され得る。実施形態は、ＷＴＲＵが、サブフレーム番号をポイントならびに／また
はＴＳＩおよび／もしくはＰＩに関連付け得る、周期および／またはオフセットを用いて
構成され得ることを企図している。いくつかまたはすべてのフィードバック報告は、サブ
フレームが関連付けられるポイントに関して調整され得、いくつかの実施形態では、いく
つかまたはすべてのフィードバック報告は、サブフレームが関連付けられるポイントに関
して調整されなければならない。
【０２４８】
　１または複数の実施形態では、ＴＳＩおよび／もしくはＰＩを含む報告タイプ、または
より高位のレイヤのシグナリング、またはサブフレーム番号は、フィードバック報告がア
グリゲート値についてのものか、それともポイント毎値についてのものかについての情報
も、明示的または暗黙的に含み得る。アグリゲートフィードバックは、直近に報告された
ＰＩに関する報告タイプの調整を除去することによって、および／または直近にフィード
バックされたＴＳＩに関していくつかもしくはすべてのアグリゲート報告タイプを調整す
ることによって、達成され得る。あるいは、または加えて、アグリゲートフィードバック
は、事前選択されたポイントのフィードバックに関して調整され得る差分値を送信するこ
とによって、達成され得る。事前選択されるポイントは、限定することなく、最高のポイ
ント毎ＣＱＩなどのメトリックによって、決定され得る。例えば、ポイント１は、基準ポ
イントと見なされ得、したがって、ＰＩがポイント１フィードバックを示す場合、ＣＱＩ
は、ポイント１のポイント毎ＣＱＩを表し得る。１または複数の実施形態では、ＰＩが他
のポイントを示す場合、ＣＱＩは、例えば、アグリゲートＣＱＩを提供するために、（ポ
イント１ポイント毎ＣＱＩと比較した）差分値を表し得る。
【０２４９】
　実施形態は、送信ポイントおよび／または状態間の循環的な遷移に基づき得る、周期的
フィードバックを企図している。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、ポイント間
を循環的に遷移するための、あるフィードバック報告タイプを可能にすることによって増
強された、Ｒｅｌ－１０報告モードの１つを用いて構成され得る。例えば、ＲＩが構成さ
れる場合、ＷＴＲＵは、いくつかまたはすべてのポイントについての少なくとも１つの値
（すなわち、アグリゲートＲＩ）を、いくつかの実施形態では、おそらく、いくつかまた
はすべてのポイントについてのただ１つの値をフィードバックし得る。１または複数の実
施形態では、いくつかまたは各連続的ＲＩ報告は、異なるポイントのランクを表し得る。
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それに関してＲＩ報告が構成され得るポイントは、ベクトル内のポイント間を循環的に遷
移することによって獲得され得る。ポイントのベクトルは、例えば、直近のＴＳＩおよび
／もしくはＰＩから暗黙的に決定され得、または今のところ定義されていない報告タイプ
でＷＴＲＵによって明示的にフィードバックされ得、またはより高位のレイヤのシグナリ
ングを介してネットワークによって事前構成され得る。１または複数の実施形態では、Ｗ
ＴＲＵがＲＩ循環を使用する場合、ＲＩ報告のポイント毎期間は、Ｎpoints×ＭRI×Ｎpd

になり得る（ここで、Ｎpointsは、ポイントの総数であり、ＲＩ報告の報告間隔は、例え
ば、文献（非特許文献１を参照）で定義されるようなＣＱＩ／ＰＭＩ報告期間Ｎpdの整数
（ＭRI）倍である）。
【０２５０】
　広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩ報告が構成され得る場合、ＷＴＲＵは、ＣＱＩ／ＰＭＩに関する
各連続的報告のために、いくつかのポイントまたは各ポイント間を循環的に遷移し得る。
そのような場合、いくつかまたは各ポイントのＣＱＩ／ＰＭＩが報告される周期性は、Ｎ

points×Ｎpdによって与えられ得る。実施形態は、ＰＭＩが２つの部分（例えば、ＰＭＩ
１およびＰＭＩ２）で示され得る場合、各プリコーディング行列についてのポイントの循
環が、従属的または独立であり得ることを企図している。例えば、単一ポイント報告モー
ド２－１では、ＰＴＩ＝０である場合、以下の報告順序が構成され得る。
【０２５１】
　Ｗ－ＰＭＩ１、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２、Ｗ－ＣＱＩ／
Ｗ－ＰＭＩ２、Ｗ－ＰＭＩ１、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２、
Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２．．．
　（ここで、Ｗは、広帯域を意味し、ＰＭＩ１は、第１のプリコーダ行列インジケータを
意味し、ＰＭＩ２は、第２のプリコーダ行列インジケータを意味する）。ポイント間を循
環的に遷移する場合、以下の例は、Ｗ－ＰＭＩ１およびＷ－ＰＭＩ２の循環が従属的であ
り得ることを示している。
【０２５２】
　Ｗ－ＰＭＩ１a、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２a、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２a、Ｗ－ＣＱ
Ｉ／Ｗ－ＰＭＩ２a、Ｗ－ＰＭＩ１b、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２b、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－Ｐ
ＭＩ２b、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２b．．．
【０２５３】
　１または複数の従属的な方法では、実施形態は、循環が１つの報告タイプ（例えば、Ｐ
ＭＩ１）について、いくつかの実施形態では、おそらく、ただ１つの報告タイプについて
発生し得、他の報告タイプは、循環的な報告タイプのために使用されるポイントに関して
調整され得ることを企図している。あるいは、実施形態は、循環が独立であり得ることを
企図している。
【０２５４】
　Ｗ－ＰＭＩ１a、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２a、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２b、Ｗ－ＣＱ
Ｉ／Ｗ－ＰＭＩ２c、Ｗ－ＰＭＩ１b、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２a、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－Ｐ
ＭＩ２b、Ｗ－ＣＱＩ／Ｗ－ＰＭＩ２c．．．
　（文字の添字は、異なるポイントを表すために使用されている）。
実施形態は、従属的循環および独立循環の概念が、報告タイプのいずれかに帰され得るこ
とを企図している。従属的循環の場合、いくつかの実施形態では、１つの報告タイプは、
別の報告タイプのポイント従属がそれに関して調整され得る、アンカと見なされ得る。例
えば、広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩとサブバンドＣＱＩの両方が構成されるケースで、サブバン
ドＣＱＩが広帯域ＣＱＩにアンカされる場合、サブバンド報告がそれに関して調整され得
るポイントは、直近の広帯域ＣＱＩについてのポイントに従属し得る。説明的な例として
、モード２－０では、単一ポイントおよび２つの帯域幅部分について、報告は、
　Ｗ－ＣＱＩ、Ｓ－ＣＱＩ1、Ｓ－ＣＱＩ2、Ｓ－ＣＱＩ1、Ｓ－ＣＱＩ2、Ｗ－ＣＱＩ、Ｓ
－ＣＱＩ1、Ｓ－ＣＱＩ2、Ｓ－ＣＱＩ1、Ｓ－ＣＱＩ2．．．
であり得る。
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（数字の添字は、サブバンド番号を示す）。
【０２５５】
　実施形態は、ポイント間を循環的に遷移する場合、以下が、サブバンドＣＱＩと広帯域
ＣＱＩの間の循環従属の一例を示すことを企図している。
【０２５６】
　Ｗ－ＣＱＩa、Ｓ－ＣＱＩ1,a、Ｓ－ＣＱＩ2,a、Ｓ－ＣＱＩ1,a、Ｓ－ＣＱＩ2,a、Ｗ－
ＣＱＩb、Ｓ－ＣＱＩ1,b、Ｓ－ＣＱＩ2,b、Ｓ－ＣＱＩ1,b、Ｓ－ＣＱＩ2,b．．．
そのような場合、広帯域ＣＱＩの周期性は、Ｎpoints×Ｈ×Ｎpdによって与えられる（Ｈ
は、例えば、文献（非特許文献１を参照）で定義されるような広帯域ＣＱＩ／広帯域ＰＭ
Ｉ報告の周期性を決定するために使用される整数乗数である）。
【０２５７】
　１または複数の実施形態について、以下は、広帯域ＣＱＩとサブバンドＣＱＩの間の循
環独立の一例を示している。
【０２５８】
　Ｗ－ＣＱＩa、Ｓ－ＣＱＩ1,a、Ｓ－ＣＱＩ2,a、Ｓ－ＣＱＩ1,b、Ｓ－ＣＱＩ2,b、Ｗ－
ＣＱＩb、Ｓ－ＣＱＩ1,a、Ｓ－ＣＱＩ2,a、Ｓ－ＣＱＩ1,b、Ｓ－ＣＱＩ2,b．．．
１または複数の実施形態は、ポイント間を循環的に遷移する前に、サブバンド報告が、連
続的報告において、少なくとも１つのポイントのいくつかまたはすべての帯域幅部分間を
循環的に遷移し得ることを企図している。あるいは、または加えて、連続的報告において
、帯域幅部分間を循環的に遷移する前に、帯域幅部分を一定に保ちながら、異なるポイン
トについてのいくつかまたはすべてのサブバンド報告間を循環的に遷移し得るように、循
環の順序は逆転され得る。実施形態は、循環および／または循環の従属性が、報告タイプ
の任意の組み合わせ、および任意の報告モードに適用可能であり得ることを企図している
。１または複数の実施形態では、循環は、いくつかまたはすべてのポイントにわたって、
およびアグリゲートまたはポイント毎フィードバックの２つの仮定においても、行われ得
る。
【０２５９】
　実施形態は、ＲＲＣレイヤにおいて生成される測定報告を使用して、複数の送信ポイン
トからチャネル状態情報を報告するための技法を企図している。１または複数の実施形態
では、ＷＴＲＵは、送信ポイントのサブセットについて、送信されたＣＳＩ－ＲＳ基準信
号の測定に基づいて、受信信号強度（ＲＳＲＰ）、および／もしくは受信信号品質（ＲＳ
ＲＱ）、ならびに／またはあるセルの送信ポイントのサブセットのパスロスを推定し得る
。
【０２６０】
　実施形態は、ＷＴＲＵが、あるセルの送信ポイントのサブセットの受信信号強度（ＲＳ
ＲＰ）および／もしくは受信信号品質（ＲＳＲＱ）ならびに／またはパスロスを、送信ポ
イントのこのサブセットのために送信される（送信ポイント基準信号またはＴＰ－ＲＳと
呼ばれ得る）これまで定義されていないタイプの基準信号に基づいて、推定し得ることも
企図している。ＴＰ－ＲＳは、「マルチポート測定」サブフレームとして定義され得、そ
のパターンがより高位のレイヤによって提供され得る、特定のサブフレームの間に、いく
つかの実施形態では、おそらく、特定のサブフレームの間にのみ、この方法に従って、Ｃ
ｏＭＰ対応ＷＴＲＵのために送信され得、ＣｏＭＰ対応ＷＴＲＵによって受信され得る。
そのようなサブフレームは、レガシＷＴＲＵが、例えば、これらのサブフレーム内で、あ
る測定および関連する処理を実行しようと試みるのを防止するために、ＭＢＳＦＮサブフ
レームのサブセットとして含まれ得る。
【０２６１】
　実施形態は、異なる（近隣）送信ポイントから受信される信号間の潜在的な電力不平衡
に起因する精度の低下を防止するために、これらのポイントから送信されるＴＰ－ＲＳが
、異なるＯＦＤＭシンボルで送信され得ることを企図している。
【０２６２】
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　その測定のためにＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳを使用して、ＷＴＲＵは、その後、同
じおよび／または異なるセルのいくつかまたは各送信ポイントのＲＳＲＰ値またはＲＳＲ
Ｑ値を別々に報告し得る。ＲＲＣ測定報告に基づいて、ネットワークは、ＣＳＩ報告のた
めに、送信ポイントのサブセットを用いて、ＷＴＲＵを明示的に構成し得る。実施形態は
、より高位のレイヤのＣＳＩ－ＲＳ毎またはＴＰ－ＲＳ毎ＲＳＲＰ測定が、例えば、とり
わけ、ＣＳＩ測定報告の目的でＷＴＲＵが使用し得る、１組のＣＳＩ－ＲＳリソースを管
理するために、ネットワークによって使用され得ることを企図している。
【０２６３】
　より具体的には、ＷＴＲＵは、おそらく、測定構成の一部として、送信ポイント、測定
するＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ（ポート）のリストを用いて構成され得る。構成は、
サービングセルに関連するＣＳＩ－ＲＳもしくはＴＰ－ＲＳのリスト（例えば、ＷＴＲＵ
のサービングセル、プライマリサービングセル、もしくは代替的に、セカンダリセルから
送信されるＣＳＩ－ＲＳもしくはＴＰ－ＲＳ）、特定のＰＣＩに関連付けられるＣＳＩ－
ＲＳもしくはＴＰ－ＲＳのリスト、および／または任意のＰＣＩに関連付けられ得るＣＳ
Ｉ－ＲＳもしくはＴＰ－ＲＳのリストのうちの１つまたは組み合わせに対応し得る、ＣＳ
Ｉ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ構成の少なくとも１つのサブセットを含み得る。
【０２６４】
　実施形態は、より高位のレイヤの測定のために使用され得るＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－
ＲＳの構成が、以下の構成パラメータのうちの少なくとも１つを含み得ることを企図して
いる。
　－アンテナポートカウント（例えば、１、２、４、または８）。
　－リソース構成（例えば、ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳのリソース要素構成）。
　－サブフレーム構成（例えば、ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳが送信されるサブフレー
ム）。
　－ＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥ対ＣＳＩ－ＲＳ　ＥＰＲＥの仮定される比（例えば、Ｐｃ値）
。
　－仮想セル識別情報など、ＣＳＩ－ＲＳのための疑似ランダム系列の初期値を導出する
ために使用される少なくとも１つのパラメータ。１または複数の実施形態では、いくつか
または各々のポートまたはポートのサブセットは、独自の疑似ランダム系列初期化構成を
有し得る。および／または
　－関連するＰＣＩ。このパラメータは、ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳが、サービング
セルまたはＰｃｅｌｌとは異なるセルに対応する場合に含まれ得る。加えて、このパラメ
ータは、異なるセルのＣＳＩ－ＲＳが、ＲＳＲＰ測定のために構成され得る場合に含まれ
得る。
１または複数の実施形態では、ネットワークは、例えば、ＷＴＲＵにおけるより高位のレ
イヤの測定セットのために含まれる、いくつかまたはあらゆるＣＳＩ－ＲＳについて、上
で説明されたパラメータの完全な組または部分的な組を構成し得る。
【０２６５】
　あるいは、または加えて、１または複数の実施形態は、例えば、シグナリングを最適化
するためなど、数々の理由で、先に説明された構成のサブセットが、構成された送信ポイ
ントにわたって共通であり得る（例えば、１つのパラメータが、いくつかまたはすべての
送信ポイントに提供され得る）ことを企図している。残りのサブセットは、いくつかまた
は各送信ポイント構成について個別に、ＷＴＲＵに提供され得る。例えば、アンテナポー
トカウントは、共通パラメータであり得、リソース構成、サブフレーム構成、および／ま
たは疑似ランダム系列構成は、いくつかまたは各々の提供される送信ポイント（ＣＳＩ－
ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ）について異なり得る。
【０２６６】
　別の例では、サブフレーム構成も、より高位のレイヤの測定のために構成される送信ポ
イントにわたっての共通構成パラメータであり得る。より具体的には、そのような一例で
は、ＷＴＲＵ測定セット構成は、１つのサブフレーム構成と、潜在的に１つのアンテナポ



(72) JP 6407144 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

ート構成とを含み得（または代替的に、デフォルトアンテナポート構成（例えば、２）が
仮定され得）、その後に、限定することなく、リソース構成および／または疑似ランダム
系列構成を含み得る、独立の送信ポイント（例えば、ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ）パ
ラメータ構成が続く。
【０２６７】
　さらなる例として、１つのＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ構成は、ポートの複数のサブ
セットを有し得、各々は個々に系列を生成する。これは、異なるＷＴＲＵのための異なる
ＣＳＩ－ＲＳ構成を管理するために、ネットワークを柔軟にすることを可能にし得る。こ
の場合、ＷＴＲＵは、複数系列イニシエータ、およびいくつかまたは各初期化が適用可能
であり得るポートを通知され得る。あるいは、または加えて、ＷＴＲＵは、構成されたセ
ルにおいて送信（および検出）されたＣＳＩ－ＲＳのブラインド復号を行い得、ならびに
／またはＣＳＩ－ＲＳのＲＳＲＰの測定を試み得る。ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳのブ
ラインド復号をＷＴＲＵが行うのを支援するため、ＷＴＲＵは、デフォルトアンテナポー
トカウント（例えば、２アンテナポート構成）を所与として、または構成されたアンテナ
ポートカウントを所与として、ＣＳＩ－ＲＳを探索するためのサブフレーム構成を提供さ
れ得る。加えて、または代替として、実施形態は、ネットワークが、ブラインド復号のた
めに使用される少なくともいくつかのサブフレームを構成し得ることを企図している。こ
れらのサブフレームまたは他の任意のサブフレームでは、同じ系列生成初期化が、いくつ
かまたはすべてのＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳリソースについて使用され得る。系列生
成初期化は、例えば、マクロセルの実際のＰＣＩによって獲得され得る。
【０２６８】
　実施形態は、ＷＴＲＵが、ＣＳＩ－ＲＳの潜在的な送信を検出するために、アンテナポ
ートカウントに対するＣＳＩ－ＲＳが送信され得る、いくつかのリソース要素またはすべ
ての可能なリソース要素を調べ得ることを企図している。１または複数の実施形態では、
より高位のレイヤの測定をネットワークに報告する場合、ＷＴＲＵは、ＣＳＩ－ＲＳが検
出されたリソース要素を、ＲＳＲＰとともに報告し得る。これは、ネットワークが、測定
がどのＣＳＩ－ＲＳに対応し得るかを決定し、ならびに／またはＣＳＩ報告セットおよび
／もしくはＣｏＭＰセットを適切に構成することを可能にし得る。１または複数の実施形
態では、ＷＴＲＵは、これらのリソース要素のロケーションを示し得るリソース構成イン
デックス（またはｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇパラメータ）を、ＲＳＲＰとともに報告
し得る。ＷＴＲＵが送信ポイントを復号するのをさらに支援するために、１または複数の
実施形態では、ネットワークは、ＷＴＲＵが復号し得る（または少なくとも復号しようと
試み得る）ＣＳＩ－ＲＳポイントについてのスクランブリング構成を、構成されたサブフ
レームで提供し得る。
【０２６９】
　あるいは、または加えて、１または複数の実施形態は、その系列が（例えば、もはやゴ
ールド系列ではなく、ＣＡＺＡＣ系列により類似した）互いの循環シフトであり得る、Ｃ
ＳＩ－ＲＳを企図しており、その場合、スクランブリング構成が事前にＷＴＲＵに提供さ
れる必要はあり得ない。そのような場合、いくつかまたはすべての協調ポイントは、同じ
ルート系列を共有し得る。１または複数の実施形態は、ルート系列が、例えば、ネットワ
ークによって事前構成され得、より高位のレイヤを介してＷＴＲＵに通信され得る方法で
、サブフレーム番号に基づいて調整され得ることを企図している。また、１または複数の
実施形態は、いくつかまたは各送信ポイントについて、ＷＴＲＵが、例えば、報告基準の
評価のために、または測定基準のために使用し得る測定品質を維持および／または測定し
得ることを企図している。
【０２７０】
　限定することなく、例として、測定構成メッセージは、情報の１つまたは組み合わせを
ＷＴＲＵに提供し得る。例えば、情報は、サービングセル物理識別情報に属し得る、また
は属し得ない、複数ポイント送信ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ報告の目的で（いくつか
の実施形態では、おそらく、複数ポイント送信ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ報告の目的
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のみで）使用され得る、１組の測定識別情報を含み得る。情報は、ＷＴＲＵがいくつかま
たはすべてのセルおよび／または送信ポイントにわたって使用し得る、少なくとも１つの
測定対象に関連付けられる、１組の測定識別情報を含み得る。さらに、情報は、構成され
たＰＣＩ（例えば、サービングセル）について送信ポイント毎ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－
ＲＳを測定するようにＷＴＲＵを構成することを示す表示を含み得る。この構成は、測定
識別情報もしくは測定対象もしくは報告構成に固有であり得、または代替として、いくつ
かもしくはすべての測定識別情報および／もしくはイベントにわたって適用され得る。別
の例では、情報は、ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳのリストに加えて、ＣＲＳを測定する
ようにＷＴＲＵを構成することを示す表示を含み得る。別の例では、ＷＴＲＵは、リスト
の存在に基づいて、異なる送信ポイントを測定し得る、またおそらく、いくつかの実施形
態では、測定しなければならないことを決定し得る。これらの測定が実行され得る（いく
つかの実施形態では、おそらく、実行されるべき）、またＷＴＲＵが基準評価のためにそ
れらを使用し得る、測定識別情報は、測定構成メッセージで明示的に示され得る。あるい
は、ＷＴＲＵは、いくつかまたはすべての測定識別情報にわたってそれらを適用し得る。
別の例では、情報は、サブセット内の送信ポイントの測定がどの測定識別情報に適用され
得るかを示す明示的な表示を含み得る。
【０２７１】
　測定イベントおよび識別情報の範囲は、異なる配備およびネットワークに応じて変化し
得るが、しかしながら、ＷＴＲＵは、１または複数の測定イベントを用いて構成され得る
。例えば、測定イベントは、イベントＡ４を含み得る。この例では、近隣セルの品質は、
構成された期間の間は、構成された閾値よりも良好になり得る。送信ポイントの品質は、
構成された期間の間は、構成された閾値よりも良好になり得るので、このイベントは、複
数の送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳを測定することを示す表示を用いて構
成される場合、ＷＴＲＵによって解釈され得る。加えて、ＷＴＲＵは、サービングセルの
送信ポイント内に、またいくつかの実施形態では、おそらく、サービングセルの送信ポイ
ント内のみに、このイベントの送信を制限し得る。別の例では、新しいまたは新規イベン
トが、ポイントの信号強度が、オフセットの、および１組のポイントの最悪信号強度の合
計よりも良好になり得るときを（または等価的に、ポイントの信号強度が、オフセットの
、および１組のポイントのいずれかの最悪信号強度の合計よりも良好になり得るときを）
検出するように定義され得る。そのようなイベントでは、１組のポイントは、より高位の
レイヤによって明示的に構成され得、またはＣｏＭＰ測定セット内の１組のポイントに対
応し得る。１組のポイントは、任意のＣｏＭＰ測定セット（再）構成を用いて（再）構成
され得、またはＣｏＭＰ測定セット（再）構成とは独立に（再）構成され得る。いくつか
の実施形態では、オフセットは、より高位のレイヤによっても構成され得、ヒステリシス
値を含み得る。実施形態は、そのような新しいまたは新規イベントが、例えば、おそらく
、例えば、ＣｏＭＰ測定セットが、もはや最強ポイントを含み得ない場合はいつでも、ま
たはＣｏＭＰ測定セット外のポイントの信号強度が、ＣｏＭＰ測定セット内のいくつかも
しくはいずれかのポイントの信号強度よりも大きくなり得るときに、ネットワークが通知
を受け得ることを保証するために、有益であり得ることを企図している。
【０２７２】
　測定イベントの別の例では、イベントは、サービングセルの送信ポイントの品質が、構
成された閾値よりも下がり得る場合とし得る。これは、イベントＡ４についての「ｒｅｐ
ｏｒｔＯｎＬｅａｖｅ」ビットを設定することによっても構成され得る。一例では、送信
ポイントの品質は、設定された期間の間は、閾値だけ、ＣＳＩ報告セットまたはＣｏＭＰ
セット内の送信ポイントの品質よりも良好になり得る。これは、例えば、ＣｏＭＰセット
を維持するために使用され得る、これまで定義されていないイベントに対応し得る。
【０２７３】
　ＷＴＲＵは、例えば、適切な測定基準評価、および複数の送信ポイントを用いても構成
され得る他のセルとの比較を可能にするためなどの理由で、同じセル内または異なるセル
内の複数の送信ポイントについて測定を実行し得るので、ＷＴＲＵは、様々な測定の１つ
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または組み合わせを使用し得る。一例では、ＷＴＲＵは、いくつかまたはすべての構成さ
れた送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳを測定するのに加えて、サービングセ
ルおよび／または近隣セルにおけるＣＲＳ測定も実行し得、いくつかの実施形態では、Ｃ
ＲＳ測定は、Ｒ１０　ＣＲＳ測定であり得る。この例では、測定は、他のイベントについ
ての比較の基礎として使用され得る。別の例では、ＷＴＲＵは、いくつかのセルまたは各
セルについての最良の測定された送信ポイントを、他のイベントについての比較のための
基準として使用し得る（例えば、イベントＡ３を評価およびトリガーするため、ＷＴＲＵ
は、サービングセル内の最良の送信ポイントの品質を考慮し得、いくつかの実施形態では
、サービングセル内の最良の送信ポイントの品質のみを考慮し得る）。別の例では、ＷＴ
ＲＵは、構成された場合は、いくつかまたは各々の構成されたサブセットの第１のＣＳＩ
－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳを使用し得る。別の例では、ＷＴＲＵは、異なる物理チャネル識
別情報または異なるサブセットから測定されたＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳの関数また
は平均を使用し得る（例えば、あるいは、等式内で使用されるＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－
ＲＳは、構成されたＣｏＭＰセット（例えば、ＣＳＩ報告セット）内のＣＳＩ－ＲＳまた
はＴＰ－ＲＳであり得る）。
【０２７４】
　別の例では、ＷＴＲＵは、いくつかまたはすべての送信ポイント測定を使用し得、それ
らを異なるセルからの測定として扱い得る。その場合、いくつかまたはすべての構成され
たイベントが、同じサービングセル内の送信ポイントについてトリガーされ得る。例えば
、イベントＡ３は、サービングセル内で最良の送信ポイントに変化が生じ得た場合に、ま
たはサービングセル内のいくつかもしくはすべての送信ポイントと比較されたときに、最
良のセルに変化が生じ得た場合にトリガーされ得る。別の例では、ＷＴＲＵは、基準が満
たされる送信ポイントが同じサブセットに属する場合に、イベントをトリガーし得る（例
えば、あるイベントは、送信ポイントについて基準が満たされる場合にトリガーされ得る
）。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、基準が満たされる送信ポイントが同じサ
ブセットに属する場合にのみ、イベントをトリガーし得る（例えば、あるイベントは、送
信ポイントについて基準が満たされる場合にのみトリガーされ得る）。
【０２７５】
　企図される実施形態の１または複数では、ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳについて行わ
れる測定は、送信ポイント固有の構成されたイベントの評価のために、および／または送
信ポイント測定品質報告を実行するために使用され得る。そのような実施形態では、レガ
シＣＲＳについて実行される近隣セル測定は、他のイベントおよび／または報告構成に対
して独立に使用され得る。実施形態は、例えば、測定構成（例えば、ｍｅａｓＣｏｎｆｉ
ｇ）によって、ＷＴＲＵが、サービングセルおよび／または異なるセルの１組の送信ポイ
ントについての周波数内測定を実行するように要求され得ることを企図している。１また
は複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、別の周波数にある１組の送信ポイントとの周波数間
測定を実行するようにも要求され得る。
【０２７６】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ測定のため
に、構成されたイベントまたは構成が適用され得るＷＴＲＵにおそらく明示的に示され得
る、測定対象および／または報告構成を用いて構成され得る。これは、以下の１つまたは
組み合わせを使用して実行され得る。
　－新しい測定対象が、ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳについての送信ポイント測定のた
めに定義され得る。１または複数の実施形態では、周波数についての２以上の測定対象（
例えば、セル評価のための１つの測定対象、および送信ポイント評価のための１つの測定
対象）が定義され得る。報告構成は、新しいＣｏＭＰセット測定イベント、または既存の
イベント構成を含み得る。実施形態は、少なくとも１つの測定識別情報が、送信ポイント
ＣＳＩ－ＲＳもしくはＴＰ－ＲＳリストおよび／または報告構成を含み得る、関連する測
定対象を有するように構成され得ることを企図している。
　－１または複数の今のところ定義されていない目的が、報告構成ｒｅｐｏｒｔＣｏｎｆ
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ｉｇにおいて企図されている。１つの目的は、例えば、「ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿
ＲＳ」に設定される目的に対応し得る。実施形態は、「ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿Ｒ
Ｓ」に設定される目的を有する報告構成がＷＴＲＵによって受信され得る場合、ＷＴＲＵ
が、送信ポイントの基準信号（例えば、ＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ）について測定を
実行し得ることを企図している。報告構成は、追加の目的を有するイベントトリガーの構
成、および／またはこの報告構成がＣＳＩ－ＲＳ測定のために使用され得る旨の識別子を
含み得る。報告構成は、例えば、構成された期間内に、リストされたＣＳＩ－ＲＳを測定
し、それらを報告するように、ＷＴＲＵに要求するために使用され得る。
　－測定対象は、送信ポイントＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳ構成（例えば、ＣＳＩ－Ｒ
ＳまたはＴＰ－ＲＳ測定を実行する送信ポイントのリスト）を含み得る。これ以降で言及
される場合、このリストは、「ｐｏｉｎｔｓＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏｒｔＭｅａｓ
ＣＳＩ＿ＲＳ」と呼ばれることがあり、構成は、先に説明された構成のいずれかに従い得
る。および／または
　－報告構成は、「ｐｏｉｎｔｓＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿Ｒ
Ｓ」情報を含み得る。
【０２７７】
　実施形態は、測定基準（例えば、イベント）を用いてＷＴＲＵを構成するために、先に
説明された技法のいずれかと併せて、報告構成が使用され得ることを企図している。リス
ト内の送信ポイントに対して、関連イベントについての基準が満たされ得る場合、測定報
告がトリガーされ得る。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、例えば、送信ポイン
ト測定を求める単発の要求によって、１組の送信ポイントを測定および／または報告する
ように要求され得る。例えば、これは、報告構成（例えば、ｒｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ）
を使用することによって達成され得る。実施形態は、先に説明された１または複数の今の
ところ定義されていない目的（ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳ）が、ＷＴＲＵに、構
成された送信ポイントリストにおいて測定を実行し、いくつかの実施形態では、それらを
報告するように指示するために使用され得る。ｒｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇは、目的をｒｅ
ｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳに設定し得、与えられた構成についてのイベントトリガー
を構成することもあり、または構成しないこともある。ＷＴＲＵは、例えば、おそらく、
いくつかもしくはすべての要求された送信ポイントが測定され得ると直ちに、測定を報告
し得、または構成された期間後に、報告を送信し得る。１または複数の実施形態では、タ
イマの満了時に、ＷＴＲＵは、いくつかまたはすべての測定および／または検出されたＣ
ＳＩ－ＲＳを報告し得る。
【０２７８】
　１または複数の実施形態では、リストを測定すべき送信ポイントまたはＣＳＩ－ＲＳは
、測定対象（例えば、周波数内測定対象）の一部として提供され得る。測定対象は、ＷＴ
ＲＵが測定し得、１または複数の実施形態では、おそらく、測定すべき、ＣＳＩ－ＲＳ、
ＴＰ－ＲＳ、および／または送信ポイントのリストを含み得る。これ以降で言及される場
合、このリストは、ｐｏｉｎｔｓＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿Ｒ
Ｓと呼ばれることがある。そのような例では、報告構成は、報告タイプまたは目的（ｒｅ
ｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳ）を含み得、報告基準をさらに含み得、報告基準は、既存
のイベント（例えば、イベント４）または今のところ定義されていないイベントを含み得
る。あるいは、または加えて、報告構成は、目的を「ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳ
」に設定し得（いくつかの実施形態では、おそらく、目的を「ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳ
Ｉ＿ＲＳ」にのみ設定し得）、イベントを構成し得ない。そのような場合、ＷＴＲＵは、
例えば、測定し得、提供された送信ポイントＣＳＩ－ＲＳを獲得し得（または少なくとも
獲得しようと試み得）、一度測定された、または構成された時間内の測定品質を報告し得
ることを示すために、そのような報告目的の存在を使用し得る。
【０２７９】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、ｒｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇの少なくとも１
つを、「ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳ」に設定された目的、および／または（例え
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ば、ＣＳＩ－ＲＳ構成、ｐｏｉｎｔｓＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ
＿ＲＳを含む）対応する測定対象に結合し得る、送信ポイントＣＳＩ－ＲＳ報告のための
少なくとも１つの測定識別情報を用いて構成され得る。
【０２８０】
　１または複数の実施形態では、いくつかまたは各ｍｅａｓＩｄについて、実施形態は、
対応するｒｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇが、「ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳ」に設定さ
れた目的を含み得ることを企図している。いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、関連す
るｍｅａｓＯｂｊｅｃｔの周波数において、ＣＳＩ－ＲＳについての測定を実行し得る。
例えば、ＣＳＩ－ＲＳについての補助情報がＷＴＲＵに提供され得ない場合、ＷＴＲＵは
、おそらく、与えられたアンテナ構成におけるＣＳＩ－ＲＳについての知られた可能なリ
ソース要素における構成されたサブフレームにおいて、ＣＳＩ－ＲＳを検出し得（または
少なくとも検出しようと試み得）、構成された測定品質（例えば、ＲＳＲＰ）を測定し得
る。さらなる例として、ＷＴＲＵは、ｃｅｌｌＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏｒｔＭｅａ
ｓＣＳＩ＿ＲＳにおいて見出される送信ポイントＣＳＩ－ＲＳまたはＴＰ－ＲＳについて
の測定を実行し得る。
【０２８１】
　１または複数の実施形態では、いくつかまたは各ｍｅａｓＩｄについて、実施形態は、
対応するｒｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇが、ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳに設定された
目的を含み得ることを企図している。いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、対応するＲ
ｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇにおいて提供されるイベント報告および／またはトリガーに適用
可能な、ＶａｒＭｅａｓＣｏｎｆｉｇ内の対応するｍｅａｓＯｂｊｅｃｔ内に含まれ得る
、「ｃｅｌｌＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳ」の値と一致する
、与えられたセルにおいて検出された任意の送信ポイント（ＣＳＩ－ＲＳ）を検討し得る
。
【０２８２】
　１または複数の実施形態では、今のところ定義されていない測定対象が、ＷＴＲＵにお
いて構成され得る。測定対象は、ｐｏｉｎｔｓＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏｒｔＭｅａ
ｓＣＳＩ＿ＲＳを含み得る。おそらく、とりわけ、例えば、サービングセルおよび／また
は他の任意のセルの送信ポイントについての測定を、ＷＴＲＵが行うことを可能にするた
めに、そのような測定対象および／または報告構成が結び付けられ得る、少なくとも１つ
の測定識別情報が構成され得る。１または複数の実施形態では、いくつかまたは各ｍｅａ
ｓＩＤについて、対応する測定対象は、含まれるｃｅｌｌＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏ
ｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳを有し得る。実施形態は、ＷＴＲＵが、与えられたセルにおい
て検出され得、対応するＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇにおいて提供されるイベント報告およ
び／またはトリガーに適用可能な、ＶａｒＭｅａｓＣｏｎｆｉｇ内の対応するｍｅａｓＯ
ｂｊｅｃｔ内に含まれ得る、「ｃｅｌｌＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳ
Ｉ＿ＲＳ」の値と一致し得る、任意の送信ポイント（ＣＳＩ－ＲＳ）を検討し得ることを
企図している。
【０２８３】
　実施形態は、測定構成の自律的な除去を企図している。１または複数の実施形態では、
例えば、測定すべき送信ポイントが、サービングセル内に（いくつかの実施形態では、お
そらく、サービングセル内にのみ）存在する送信ポイントに対応し得る場合、ＷＴＲＵは
、サービングセル変更が発生し得る場合など、数々の理由で、１または複数の測定構成を
自律的に除去し得る。さらなる例として、実施形態は、サービングセルの変更および／ま
たはハンドオフが発生し得、その場合、ＷＴＲＵが、以下の測定構成の、すなわち、
　－「ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳ」に設定される目的を有し得る対応するｒｅｐ
ｏｒｔＣｏｎｆｉｇを有する測定識別情報、
　－測定すべきＣＳＩ－ＲＳリストを有し得る対応するｍｅａｓＯｂｊｅｃｔを有する測
定識別情報（例えば、これは、今のところ定義されていない測定対象が、ＣＳＩ－ＲＳ測
定目的のために導入され得る場合に使用され得る）、
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　－ｒｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳＩ＿ＲＳに設定される目的を有するｒｅｐｏｒｔＣｏｎｆ
ｉｇ
の１つまたは組み合わせを自律的に除去し得、および／または
与えられた測定対象について、ｃｅｌｌＦｏｒＷｈｉｃｈＴｏＲｅｐｏｒｔＭｅａｓＣＳ
Ｉ＿ＲＳが、ＷＴＲＵのメモリから除去され得ることを企図している。
【０２８４】
　送信ポイントについての測定イベント（例えば、報告構成）の１つに対応する基準が満
たされ得る場合、および／またはＷＴＲＵが、報告構成内の要求に従って測定報告を送信
することを決定し得る場合。ＷＴＲＵは、以下の情報のうちのいくつかもしくはすべて、
すなわち、測定識別情報、サービングセルの物理チャネル識別情報、送信ポイント識別情
報が、明示的なインデックスとし得る、もしくは送信ポイント構成の順序に基づいてＷＴ
ＲＵによって暗黙的に決定され得る、元の構成メッセージにおいて提供される、送信ポイ
ントインデックスに対応し得る（あるいは、送信ポイント識別情報が、例えば、仮想ＩＤ
がＷＴＲＵによって提供され得るシナリオの場合、測定リストの一部として提供され得る
仮想セルＩＤを提供することによって、報告内で示され得、送信ポイント識別情報が、Ｔ
ＳＩおよび／もしくはＰＩを含み得る）、イベントをトリガーする送信ポイント識別情報
および対応する測定結果、イベントをトリガーするＣＳＩ－ＲＳもしくはＴＰ－ＲＳが対
応し得るサブセットのうちのいくつかもしくはすべてが含まれ、ネットワークに送信され
得る、測定報告をトリガーし得、ならびに／または他の送信ポイントの測定も、報告内に
含まれ得る。ブラインド検出の場合、実施形態は、基準信号が検出され得たＲＥが、報告
内で示され得ることを企図している。ネットワークは、ＣｏＭＰセットを決定し、ＷＴＲ
ＵがＣＳＩ報告を実行し得る１組の送信ポイントを決定し得る、セットを用いてＷＴＲＵ
を構成するために、この測定報告を使用し得る。１または複数の実施形態は、セカンダリ
サービングセル（Ｓｃｅｌｌ）における送信ポイントに等しく拡張され得、いくつかの実
施形態では、特定のＳｃｅｌｌオフセットも定義され得る。
【０２８５】
　あるいは、または加えて、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが現在それを用いてサービスされ得て
いる、ポイントの協調クラスタに属し得ない、ＣｏＭＰリソース管理セット内の複数のポ
イントを用いて構成され得る。さらに、ネットワークは、そのようなポイントについて、
いくつかの実施形態では、おそらく、そのようなポイントについてのみ使用される、オフ
セット値を構成し得る。１または複数の実施形態は、（例えば、測定および／またはオフ
セットの使用に基づいて）これらのポイントに関してイベントが発生する場合、ＷＴＲＵ
が、完全な１組の測定をネットワークに報告し得ることを企図している。あるいは、また
は加えて、ＷＴＲＵは、協調クラスタ外の、しかし、ＣｏＭＰリソース管理セット内のポ
イントの受信電力が、イベントをトリガーしたことを示すために、単一ビットフラグを報
告し得る。これは、ネットワークが、例えば、モビリティを可能にするためなど、数々の
理由で、より多くの測定を行うようにＷＴＲＵを構成するための、トリガーとして使用さ
れ得る。あるいは、または加えて、このイベントは、対応するポイントについてＵＬ強化
セル間干渉キャンセレーションをトリガーするために、ネットワークによって使用され得
る。１または複数の実施形態は、これらの技法が、協調クラスタの外部に配置された送信
ポイントの近くのＷＴＲＵによって引き起こされる可能なＵＬ干渉を最小化するために使
用され得ることを企図している。
【０２８６】
　実施形態は、送信ポイントの１または複数の異なるサブセットのＣＳＩ－ＲＳの測定を
企図している。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、異なる送信ポイント（または
そのサブセット）に関連付けられた１組のＣＳＩ－ＲＳを、異なるサブフレームにおいて
測定し得る。ＷＴＲＵがその間に送信ポイントの特定のサブセットの１組のＣＳＩ－ＲＳ
を測定し得るサブフレームは、周期的に発生し得る。この場合、ＣＳＩ－ＲＳがその間に
測定され得るサブフレームの周期性および／またはオフセットは、送信ポイントのいくつ
かまたは各サブセットについて異なり得る。１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、
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サブフレーム構成（ＩCSI-RSおよび／もしくはｓｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇパラメータ
）、ならびに／またはこの送信ポイントに固有のアンテナの数（ａｎｔｅｎｎａＰｏｒｔ
ｓＣｏｕｎｔパラメータ）に従って、送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳ基準信号を測定し得る
。言い換えると、ＷＴＲＵは、例えば、単一の非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ構成の代わりに、
２以上の非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ構成を提供され得る。この技法は、例えば、同じ地理的
エリアに多数の送信ポイントを含むネットワークにおいて、ＣＳＩ－ＲＳ送信の構成につ
いて、より大きな柔軟性を可能にし得る。
【０２８７】
　ＷＴＲＵは、異なる送信ポイント（またはそのサブセット）についての異なるサブフレ
ームにおいて発生する、いくつかまたは各送信ポイント（またはそのサブセット）につい
ての１組のゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ（またはミューティングパターン）も提供され得る。Ｗ
ＴＲＵは、少なくとも以下の目的で、すなわち、例えば、ＰＤＳＣＨ復号、ならびに／ま
たはミュートされたリソース要素と同じＯＦＤＭシンボルにおいて発生する干渉の推定お
よび／もしくは所望信号の推定などのＣＳＩ計算調整の目的で、これらのミューティング
パターンの存在についての知識を利用し得る。１または複数の実施形態では、いくつかも
しくはすべてのタイプのＣＱＩについての干渉を推定する目的で定義される、ミューティ
ングパターン（いくつかの実施形態では、おそらく、単一のミューティングパターン）が
、またはアグリゲートＣＱＩ、他のポイントにおけるミューティングを仮定しないポイン
ト毎ＣＱＩ、および／もしくは他のポイントにおけるミューティングを仮定するポイント
毎ＣＱＩなど、いくつかもしくは各タイプのＣＱＩについての干渉を推定する目的で定義
される、別々のミューティングパターンが、存在し得る。
【０２８８】
　１または複数の実施形態では、ＷＴＲＵは、異なる送信ポイントに関連付けられた１組
のＣＳＩ－ＲＳを、異なるリソース要素ではあるが、同じサブフレームにおいて測定し得
る。この技法は、例えば、信号が同じサブフレーム内で測定されるので、送信ポイント間
の位相差が、より正確に測定され得るという利点を有し得る。
【０２８９】
　より具体的には、１または複数の実施形態では、異なる送信ポイントに関連付けられる
ＣＳＩ－ＲＳは、時間領域における異なるＯＦＤＭシンボルで、ＷＴＲＵによって送信お
よび／または測定され得る。そのような実施形態は、パスロスが異なり得る異なる送信ポ
イントから送信される信号間での受信電力の不平衡から生じ得る問題を最低限に抑え得る
。いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、送信ポイントのＣＳＩ－ＲＳ基準信号を、いく
つかまたはすべての送信ポイントに共通であり得るＣＳＩ基準信号構成（ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅＣｏｎｆｉｇパラメータ）の代わりに、この送信ポイントに固有のＣＳＩ基準信号構成
（および／またはアンテナポートの数）に従って測定し得る。そのような基準信号構成は
、（例えば）いくつかまたは各送信ポイントについて、例えば、０から３１までの範囲の
整数によって示され得、より高位のレイヤまたは物理レイヤのシグナリングによって提供
され得る。
【０２９０】
　図３Ａは、通常のＣＰサブフレームについての例示的なＣＳＩ－ＲＳポートマッピング
を示している。送信ポイントにおける送信アンテナの数に従って、１組の示されるＣＳＩ
－ＲＳポートが、ＣＳＩ測定のために使用され得る。いくつかの実施形態では、おそらく
、ただ１組の示されるＣＳＩ－ＲＳポートが、ＣＳＩ測定のために使用され得る。１また
は複数の実施形態は、同じサブフレームにおいて２以上の送信ポイントの同時ＣＳＩ測定
が達成され得ることを企図している。例えば、送信アンテナを４つ有するマクロｅＮＢと
、各々が送信アンテナを２つ備える３つのリモート無線ヘッドとを含む、マルチポイント
送信システムでは、ＣＳＩ－ＲＳは、図３Ｂに示されるように送信され得る。図３Ｂでは
、（列１０および列１１の第１行および第７行に）示される４リソース要素セットが、マ
クロｅＮＢのＣＳＩ測定のために使用され得る。（例えば、２ＣＳＩ－ＲＳポートおよび
４ＣＳＩ－ＲＳポートの第５列および第６列の第３行、４ＣＳＩ－ＲＳポートの第１２列
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および第１３列の第３行に）示される３つの２リソース要素セットが、リモート無線ヘッ
ドＡ、Ｂ、および／またはＣなどの、３つのリモート無線ヘッドのＣＳＩ測定のために使
用され得る。ＷＴＲＵは、マクロｅＮＢから送信されるＣＳＩ－ＲＳ、およびリモート無
線ヘッドの少なくとも１つから送信されるＣＳＩ－ＲＳを測定するように構成され得る。
これらは異なるＯＦＤＭシンボルで送信され得るので、これら２つのノードから送信され
るＣＳＩ－ＲＳ間での潜在的な電力不平衡に起因する測定劣化は存在し得ない。
【０２９１】
　１または複数の実施形態では、ＣＳＩ－ＲＳは、「マルチポート測定」サブフレームと
して定義され得、そのパターンがより高位のレイヤによって提供され得る、特定のサブフ
レームの間に（いくつかの実施形態では、おそらく、特定のサブフレームの間にのみ）、
ＣｏＭＰ対応のＷＴＲＵによって送信および／または受信され得る。いくつかの実施形態
では、そのようなサブフレームは、レガシＷＴＲＵが、これらのサブフレームにおいて、
ある測定および関連する処理を実行しようと試みるのを防止するために、ＭＢＳＦＮサブ
フレームのサブセットとして含まれ得る。
【０２９２】
　１または複数の実施形態では、異なる送信ポイント（またはそのサブセット）は、少な
くともＣＱＩを導出するために使用され得る、ＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥ対ＣＳＩ－ＲＳ　Ｅ
ＰＲＥの比（またはｐ－Ｃパラメータ）の異なる値に関連付けられ得る。ＷＴＲＵが与え
られた送信ポイント（もしくはそのサブセット）に関連付けられたＣＳＩを推定し得る場
合、またはいくつかの実施形態では、推定し得る場合はいつでも、ＷＴＲＵは、この送信
ポイント（またはそのサブセット）についての比の適切な値を決定し得、ＣＳＩを計算す
るために、それを使用し得る。各送信ポイントまたはそのサブセットについての比の値は
、より高位のレイヤ（例えば、ＲＲＣシグナリング）によって提供され得る。ＷＴＲＵが
少なくとも１つの共通基準信号（ＣＲＳ）に基づいてＣＳＩを推定し得る、１または複数
の実施形態では、ＷＴＲＵは、与えられた送信ポイントに関連付けられたＣＳＩを、例え
ば、この送信ポイントに固有のセル固有のＲＳ　ＥＰＲＥ（パラメータｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ）の値を使用することによって、推定し得る。
【０２９３】
　本明細書の説明に鑑みると、また図４を参照すると、例示的な実施形態は、少なくとも
部分的に、４０２において、１または複数の送信ポイントを識別するように構成され得る
、無線送受信デバイス（ＷＴＲＵ）を企図している。１または複数の送信ポイントは、チ
ャネル状態情報（ＣＳＩ）報告のために構成され得る。ＷＴＲＵは、４０４において、１
または複数の送信ポイントに対するＣＳＩを生成するようにさらに構成され得る。また、
ＷＴＲＵは、４０６において、ＷＴＲＵと通信する１または複数のノードにＣＳＩを送信
するように構成され得る。実施形態は、１または複数の送信ポイントが、ＷＴＲＵと通信
する少なくとも１つのアンテナポートを含み得ることを企図している。実施形態は、１ま
たは複数の送信ポイントが、ＣＳＩ基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）リソースであり得ることも
企図している。実施形態は、４０８において、ＷＴＲＵが、ＷＴＲＵの物理レイヤよりも
高位の１または複数の論理レイヤからのシグナリングを介して、１または複数の送信ポイ
ントの表示を受信するようにさらに構成され得ることを企図している。
【０２９４】
　実施形態は、ＷＴＲＵが、４１０において、少なくとも部分的に、１または複数の送信
ポイントからそれぞれ送信され得る信号の少なくとも１つの特徴に基づいて、１または複
数の送信ポイントを決定するようにさらに構成され得ることを企図している。実施形態は
、少なくとも１つの特徴が、例えば、信号強度、信号品質、またはチャネル品質のうちの
少なくとも１つであり得ることを企図している。実施形態は、ＷＴＲＵが、４１２におい
て、１または複数の送信ポイントの１または複数のサブセットを識別するようにさらに構
成され得ることも企図している。実施形態は、１または複数の送信ポイントが、１または
複数のサブフレームでのＣＳＩ報告のためにさらに構成され得ることを企図している。実
施形態は、ＷＴＲＵが、４１４において、少なくとも１つのサブセットに対するＣＳＩを
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、少なくとも１つのサブフレームで送信するようにさらに構成され得ることを企図してい
る。実施形態は、少なくとも１つのサブフレームが、少なくとも部分的に、システムフレ
ーム番号またはサブフレーム番号の少なくとも一方に基づいて、決定され得ることを企図
している。実施形態は、ＷＴＲＵが、４１６において、周期的方法または非周期的方法の
少なくとも一方で、少なくとも１つのサブセットに対するＣＳＩを、少なくとも１つのサ
ブフレームで送信するようにさらに構成され得ることも企図している。
【０２９５】
　実施形態は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行され得る１または複数の方
法を企図している。図５を参照すると、１または複数の実施形態は、５０２において、Ｋ
個の送信ポイントを識別することを含み得、Ｋ個の送信ポイントは、チャネル状態情報（
ＣＳＩ）報告のために構成され得、Ｋは、整数とし得る。実施形態は、５０４において、
Ｋ個の送信ポイントの１または複数に対するＣＳＩを生成することをさらに含み得る。加
えて、実施形態は、５０６において、ＷＴＲＵと通信する１または複数のノードにＣＳＩ
を送信することを含み得る。また、実施形態は、５０８において、Ｋ個の送信ポイントに
よってそれぞれ送信され得る、ＣＳＩ基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）または共通基準信号（Ｃ
ＲＳ）の少なくとも一方を受信することを含み得る。実施形態は、Ｋ個の送信ポイントの
識別が、少なくとも部分的に、受信されたＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳに基づき得ることを
企図している。１または複数の実施形態では、ＣＳＩの生成は、５１０において、Ｋ個の
送信ポイントの１または複数についてのジョイントランク表示またはポイント毎ランク表
示の少なくとも一方を生成することを含み得る。１または複数の実施形態では、ＣＳＩの
生成は、５１２において、ジョイントチャネル品質インデックス（ＣＱＩ）を生成するこ
とを含み得、ジョイントＣＱＩは、Ｋ個の送信ポイントの１または複数の上でのジョイン
ト送信に対応し得る。
【０２９６】
　実施形態は、Ｋ個の送信ポイントの１または複数の上でのジョイント送信が、少なくと
も１つのコードワードのそれであり得ることを企図している。実施形態は、例えば、ジョ
イントＣＱＩが、同期的ジョイントＣＱＩまたは非同期的ジョイントＣＱＩの少なくとも
一方を含み得ることも企図している。実施形態は、ＣＳＩの生成が、５１４において、Ｋ
個の送信ポイントの１または複数についてのプリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ
）を生成することを含み得ることも企図している。
【０２９７】
　図６を参照すると、実施形態は、少なくとも部分的に、６０２において、１または複数
の送信ポイントを識別するように構成され得る、無線送受信デバイス（ＷＴＲＵ）を企図
しており、１または複数の送信ポイントは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告のために構
成され得る。６０４において、ＷＴＲＵは、１または複数の送信ポイントについての送信
状態（またはＣＳＩプロセス）を決定するように構成され得る。６０６において、ＷＴＲ
Ｕは、１または複数の送信ポイントに対するＣＳＩを生成するように構成され得る。６０
８において、ＷＴＲＵは、１または複数の送信ポイントそれぞれについての送信状態（ま
たはＣＳＩプロセス）の表示を受信するようにさらに構成され得、送信状態（またはＣＳ
Ｉプロセス）の表示は、例えば、送信状態、干渉状態、ブランク状態、または未知状態の
うちの１または複数を含み得る。６１０において、ＷＴＲＵは、１または複数の送信ポイ
ントについての決定された送信状態を、１または複数の送信ポイントについての事前決定
された送信状態と比較するようにさらに構成される。ＷＴＲＵは、１または複数の送信ポ
イントそれぞれの送信状態（またはＣＳＩプロセス）が、事前決定された送信状態（また
はＣＳＩプロセス）にある場合、６１２において、ＷＴＲＵと通信する１または複数のノ
ードに、１または複数の送信ポイントそれぞれに対するＣＳＩを送信するようにも構成さ
れ得る。
【０２９８】
　上では特徴および要素が特定の組み合わせで説明されたが、各特徴または要素は、単独
で使用され得、または他の特徴および要素との任意の組み合わせで使用され得ることを当
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業者は理解されよう。加えて、本明細書で説明された方法は、コンピュータまたはプロセ
ッサによって実行される、コンピュータ可読媒体内に包含された、コンピュータプログラ
ム、ソフトウェア、またはファームウェアで実施され得る。コンピュータ可読媒体の例は
、（有線または無線接続上で送信される）電子信号、およびコンピュータ可読記憶媒体を
含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハー
ドディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭ
ディスクおよびデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光媒体を含むが、それらに限定
されない。ソフトウェアと連携するプロセッサは、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮ
Ｃ、または任意のホストコンピュータのための無線周波送受信機を実施するために使用さ
れ得る。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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