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(57)【要約】
　本開示のいくつかの態様は、多地点協調（ＣｏＭＰ）
動作とキャリアアグリゲーション（ＣＡ）とのジョイン
トサポートのための方法および装置を提供する。１つの
方法は、概して、可能な構成のセットから、ＵＥが１つ
または複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上の多地
点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基
地局（ＢＳ）とどのように通信すべきかを定義する構成
を示すシグナリングを受信することと、構成に従って通
信することとを含む。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　可能な構成のセットから、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ
）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とどのよ
うに通信すべきかを定義する構成を示すシグナリングを受信することと、
　前記構成に従って通信することと
を備える、方法。
【請求項２】
　前記構成は、２つ以上のＣＣ上のＣｏＭＰ動作を可能にする、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記構成は、ＣｏＭＰ動作を単一のＣＣに制限する、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記単一のＣＣは、プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）とセカンダリコンポ
ーネントキャリア（ＳＣＣ）とのうちの少なくとも１つである、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記構成は、前記ＵＥがＣｏＭＰまたはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）のうちの１
つのみを利用して通信すべきであることを示す、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　構成可能チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートの数の指示を受信することをさらに備え
る、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　構成可能ＣＳＩレポートの前記数は、ＣＣ当たり１つに制限される、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　構成可能ＣＳＩレポートの前記数は、ＣｏＭＰを用いて構成されたＣＣについて制限さ
れる、
請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　ＣｏＭＰを用いて構成されない前記ＣＣのうちの少なくとも１つがＣＳＩフィードバッ
クの目的のために干渉測定リソースを用いて構成されたことを示すシグナリングを受信す
ることをさらに備える、
請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　非周期チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートのための１つまたは複数のレポートセット
を示すシグナリングを受信することと、
　前記レポートセットのうちの少なくとも１つに従ってＣＳＩをレポートすることと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　各レポートセットは、キャリアアグリゲーションレポートのためのＣＣと、ＣｏＭＰレ
ポートのためのＣｏＭＰ　ＣＳＩレポート構成との組合せを識別する、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記シグナリングは、マルチビットトリガフィールドを備える、
請求項１０に記載の方法。
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【請求項１３】
　レポートセットは、ＣＣまたは仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づく、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　ＣｏＭＰとキャリアアグリゲーション（ＣＡ）とのうちの少なくとも１つのインスタン
スがサブフレーム中で衝突する場合、チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートに優先順位を
付けることと、
　前記優先順位付けに従ってＣＳＩをレポートすることと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記優先順位付けは、レポートタイプ、ＣＣインデックス、またはＣｏＭＰ　ＣＳＩ構
成インデックスのうちの少なくとも１つに従って行われる、
請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信のための時間を選択
することをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　アップリンク電力優先順位付けを判定することと、
　前記電力優先順位付けに基づいて送信電力を調整することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記アップリンク電力優先順位付けを判定することは、アップリンクＣｏＭＰ送信に優
先順位を与えることを備える、
請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　仮想セルＩＤに少なくとも部分的に基づいて送信ポイントホッピングパラメータを判定
することをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　可能な構成のセットから、ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のコンポーネントキャ
リア（ＣＣ）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ
）とどのように通信すべきかを定義する構成を選択することと、
　前記ＵＥに前記構成の指示をシグナリングすることと
を備える、方法。
【請求項２１】
　前記構成は、２つ以上のＣＣ上のＣｏＭＰ動作を可能にする、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記構成は、ＣｏＭＰ動作を単一のＣＣに制限する、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記単一のＣＣは、プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）とセカンダリコンポ
ーネントキャリア（ＳＣＣ）とのうちの少なくとも１つである、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記構成は、前記ＵＥがＣｏＭＰまたはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）のうちの１
つのみを利用して通信すべきであることを示す、請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
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　構成可能チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートの数の指示を送信すること
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記構成可能ＣＳＩレポートの数がＣＣ当たり１つに制限される、請求項２５に記載の
方法。
【請求項２７】
　前記構成可能ＣＳＩレポートの数が、ＣｏＭＰを用いて構成されたＣＣについて制限さ
れる、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　ＣｏＭＰを用いて構成されない前記ＣＣのうちの少なくとも１つがＣＳＩフィードバッ
クの目的のために干渉測定リソースを用いて構成されたことを示すシグナリングを送信す
ることをさらに備える、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　周期チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートのための１つまたは複数のレポートセットを
示すシグナリングを送信することと、
　前記レポートセットのうちの少なくとも１つに従ってＣＳＩを受信することと
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項３０】
　各レポートセットは、キャリアアグリゲーションレポートのためのＣＣと、ＣｏＭＰレ
ポートのためのＣｏＭＰ　ＣＳＩレポート構成との組合せのうちの少なくとも１つを識別
する、
請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記シグナリングは、マルチビットトリガフィールドを備える、
請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　レポートセットがＣＣまたは仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づく、請求項２
９に記載の方法。
【請求項３３】
　ＣｏＭＰとキャリアアグリゲーション（ＣＡ）とのうちの少なくとも１つのインスタン
スがサブフレーム中で衝突する場合、チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートに優先順位を
付けることと、
　前記優先順位付けに従ってＣＳＩを受信することと
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記優先順位付けは、レポートタイプ、ＣＣインデックス、またはＣｏＭＰ　ＣＳＩ構
成インデックスのうちの少なくとも１つに従って行われる、
請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を一度に受信するこ
と
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項３６】
　アップリンク電力優先順位付けに基づいてアップリンク送信を受信すること
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項３７】
　前記アップリンク電力優先順位付けがアップリンクＣｏＭＰ送信に優先順位を与える、
請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
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　仮想セルＩＤに少なくとも部分的に基づいて送信ポイントホッピングパラメータを構成
すること
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項３９】
　可能な構成のセットから、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上
の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とどのように
通信すべきかを定義する構成を示すシグナリングを受信するための手段と、
　前記構成に従って通信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項４０】
　前記構成は、２つ以上のＣＣ上のＣｏＭＰ動作を可能にする、
請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記構成は、ＣｏＭＰ動作を単一のＣＣに制限する、
請求項３９に記載の装置。
【請求項４２】
　前記単一のＣＣは、プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）とセカンダリコンポ
ーネントキャリア（ＳＣＣ）とのうちの少なくとも１つである、
請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記構成は、前記ＵＥがＣｏＭＰまたはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）のうちの１
つのみを利用して通信すべきであることを示す、
請求項３９に記載の装置。
【請求項４４】
　構成可能チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートの数の指示を受信するための手段をさら
に備える、
請求項３９に記載の装置。
【請求項４５】
　前記構成可能ＣＳＩレポートの数は、ＣＣ当たり１つに制限される、
請求項４４に記載の装置。
【請求項４６】
　前記構成可能ＣＳＩレポートの数は、ＣｏＭＰを用いて構成されたＣＣについて制限さ
れる、
請求項４４に記載の装置。
【請求項４７】
　ＣｏＭＰを用いて構成されない前記ＣＣのうちの少なくとも１つがＣＳＩフィードバッ
クの目的のために干渉測定リソースを用いて構成されたことを示すシグナリングを受信す
るための手段をさらに備える、
請求項４１に記載の装置。
【請求項４８】
　非周期チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートのための１つまたは複数のレポートセット
を示すシグナリングを受信するための手段と、
　前記レポートセットのうちの少なくとも１つに従ってＣＳＩをレポートするための手段
と
をさらに備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４９】
　各レポートセットは、キャリアアグリゲーションレポートのためのＣＣと、ＣｏＭＰレ
ポートのためのＣｏＭＰ　ＣＳＩレポート構成との組合せを識別する、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
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　前記シグナリングは、マルチビットトリガフィールドを備える、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５１】
　レポートセットは、ＣＣまたは仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づく、
請求項４８に記載の装置。
【請求項５２】
　ＣｏＭＰとキャリアアグリゲーション（ＣＡ）とのうちの少なくとも１つのインスタン
スがサブフレーム中で衝突する場合、チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートに優先順位を
付けるための手段と、
　前記優先順位付けに従ってＣＳＩをレポートするための手段と
をさらに備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項５３】
　前記優先順位付けのための手段は、レポートタイプ、ＣＣインデックス、またはＣｏＭ
Ｐ　ＣＳＩ構成インデックスのうちの少なくとも１つに従って行われる、
請求項５２に記載の装置。
【請求項５４】
　仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信のための時間を選択
するための手段をさらに備える、
請求項３９に記載の装置。
【請求項５５】
　アップリンク電力優先順位付けを判定することと、
　前記電力優先順位付けに基づいて送信電力を調整することと
をさらに備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項５６】
　前記アップリンク電力優先順位付けを判定することは、アップリンクＣｏＭＰ送信に優
先順位を与えることを備える、
請求項５５に記載の装置。
【請求項５７】
　仮想セルＩＤに少なくとも部分的に基づいて送信ポイントホッピングパラメータを判定
することをさらに備える、
請求項３９に記載の装置。
【請求項５８】
　可能な構成のセットから、ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のコンポーネントキャ
リア（ＣＣ）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ
）とどのように通信すべきかを定義する構成を選択するための手段と、
　前記ＵＥに前記構成の指示をシグナリングするための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項５９】
　前記構成は、２つ以上のＣＣ上のＣｏＭＰ動作を可能にする、
請求項５８に記載の装置。
【請求項６０】
　前記構成は、ＣｏＭＰ動作を単一のＣＣに制限する、
請求項５８に記載の装置。
【請求項６１】
　前記単一のＣＣがプライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）とセカンダリコンポー
ネントキャリア（ＳＣＣ）とのうちの少なくとも１つである、
請求項６０に記載の装置。
【請求項６２】
　前記構成は、前記ＵＥがＣｏＭＰまたはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）のうちの１
つのみを利用して通信すべきであることを示す、
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請求項５８に記載の装置。
【請求項６３】
　構成可能チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートの数の指示を送信するための手段をさら
に備える、
請求項５８に記載の装置。
【請求項６４】
　前記構成可能ＣＳＩレポートの数は、ＣＣ当たり１つに制限される、
請求項６３に記載の装置。
【請求項６５】
　前記構成可能ＣＳＩレポートの数は、ＣｏＭＰを用いて構成されたＣＣについて制限さ
れる、
請求項６３に記載の装置。
【請求項６６】
　ＣｏＭＰを用いて構成されない前記ＣＣのうちの少なくとも１つがＣＳＩフィードバッ
クの目的のために干渉測定リソースを用いて構成されたことを示すシグナリングを送信す
るための手段をさらに備える、
請求項６０に記載の装置。
【請求項６７】
　周期チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートのための１つまたは複数のレポートセットを
示すシグナリングを送信するための手段と、
　前記レポートセットのうちの少なくとも１つに従ってＣＳＩを受信するための手段と
をさらに備える、請求項５８に記載の装置。
【請求項６８】
　各レポートセットは、キャリアアグリゲーションレポートのためのＣＣと、ＣｏＭＰレ
ポートのためのＣｏＭＰ　ＣＳＩレポート構成との組合せのうちの少なくとも１つを識別
する、
請求項６７に記載の装置。
【請求項６９】
　前記シグナリングは、マルチビットトリガフィールドを備える、
請求項６７に記載の装置。
【請求項７０】
　レポートセットは、ＣＣまたは仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づく、
請求項６７に記載の装置。
【請求項７１】
　ＣｏＭＰとキャリアアグリゲーション（ＣＡ）とのうちの少なくとも１つのインスタン
スがサブフレーム中で衝突する場合、チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートに優先順位を
付けるための手段と、
　前記優先順位付けに従ってＣＳＩを受信するための手段と
をさらに備える、請求項５８に記載の装置。
【請求項７２】
　前記優先順位付けは、レポートタイプ、ＣＣインデックス、またはＣｏＭＰ　ＣＳＩ構
成インデックスのうちの少なくとも１つに従って行われる、
請求項７１に記載の装置。
【請求項７３】
　仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を一度に受信するた
めの手段
をさらに備える、請求項５８に記載の装置。
【請求項７４】
　アップリンク電力優先順位付けに基づいてアップリンク送信を受信するための手段をさ
らに備える、
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請求項５８に記載の装置。
【請求項７５】
　前記アップリンク電力優先順位付けは、アップリンクＣｏＭＰ送信に優先順位を与える
、
請求項７４に記載の装置。
【請求項７６】
　仮想セルＩＤに少なくとも部分的に基づいて送信ポイントホッピングパラメータを構成
するための手段をさらに備える、
請求項５８に記載の装置。
【請求項７７】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　　可能な構成のセットから、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（
ＣＣ）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とど
のように通信すべきかを定義する構成を示すシグナリングを受信することと、
　　　前記構成に従って通信することと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、装置。
【請求項７８】
　基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　　可能な構成のセットから、ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のコンポーネント
キャリア（ＣＣ）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（
ＢＳ）とどのように通信すべきかを定義する構成を選択することと、
　　　前記ＵＥに前記構成の指示をシグナリングすることと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、装置。
【請求項７９】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コンピュータプログラム製品が、コードを記憶した非一時的コンピュータ可読媒
体を備え、前記コードは、
　可能な構成のセットから、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ
）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とどのよ
うに通信すべきかを定義する構成を示すシグナリングを受信することと、
　前記構成に従って通信することと
を行うために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータプログ
ラム製品。
【請求項８０】
　基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
前記コンピュータプログラム製品が、コードを記憶した非一時的コンピュータ可読媒体を
備え、前記コードは、
　可能な構成のセットから、ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のコンポーネントキャ
リア（ＣＣ）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ
）とどのように通信すべきかを定義する構成を選択することと、
　前記ＵＥに前記構成の指示をシグナリングすることと
を行うために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータプログ
ラム製品。
【請求項８１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数の基地局（ＢＳ）との通信のた
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めに前記ＵＥによってサポートされる能力を示す、可能な構成の第１のセットから選択さ
れた１つまたは複数のＵＥ能力構成をシグナリングすることと、
　前記１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて
、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用
して前記１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２
のセットから選択された構成を示すシグナリングを受信することと、
　前記受信されたシグナリングに従って通信することと
を備える、方法。
【請求項８２】
　前記可能な構成の第１のセットの前記構成の各々は、前記ＵＥによってサポートされる
チャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの最大数を示す、
請求項８１に記載の方法。
【請求項８３】
　前記ＣＳＩプロセスの最大数は、ＣＣにわたるネットワークによって構成され得るＣＳ
Ｉプロセスのアグリゲート数を制限する、
請求項８２に記載の方法。
【請求項８４】
　前記ＣＳＩプロセスの最大数は、特定のコンポーネントキャリアのために構成され得る
ＣＳＩプロセスの数を制限する、
請求項８２に記載の方法。
【請求項８５】
　基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のＵＥ能力シグナリング構成を受信することと
、前記シグナリング構成は、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数のＢ
Ｓとの通信のために前記ＵＥによってサポートされる能力を示す可能な構成の第１のセッ
トから選択される、
　前記１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて
、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用
して前記１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２
のセットから選択された構成を示すシグナリングを送信することと
を備える、方法。
【請求項８６】
　前記可能な構成の第１のセットの前記構成の各々は、前記ＵＥによってサポートされる
チャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの最大数を示す、
請求項８５に記載の方法。
【請求項８７】
　前記ＣＳＩプロセスの最大数は、ＣＣにわたるネットワークによって構成され得るＣＳ
Ｉプロセスのアグリゲート数を制限する、
請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
　前記ＣＳＩプロセスの最大数は、特定のコンポーネントキャリアのために構成され得る
ＣＳＩプロセスの数を制限する、
請求項８６に記載の方法。
【請求項８９】
　多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数の基地局（ＢＳ）との通信のた
めにＵＥによってサポートされる能力を示す、可能な構成の第１のセットから選択された
１つまたは複数のＵＥ能力構成をシグナリングするための手段と、
　前記１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて
、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用
して前記１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２
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のセットから選択された構成を示すシグナリングを受信するための手段と、
　前記受信されたシグナリングに従って通信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項９０】
　前記可能な構成の第１のセットの前記構成の各々が、前記ＵＥによってサポートされる
チャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの最大数を示す、
請求項８９に記載の装置。
【請求項９１】
　前記ＣＳＩプロセスの最大数は、ＣＣにわたるネットワークによって構成され得るＣＳ
Ｉプロセスのアグリゲート数を制限する、
請求項９０に記載の装置。
【請求項９２】
　前記ＣＳＩプロセスの最大数は、特定のコンポーネントキャリアのために構成され得る
ＣＳＩプロセスの数を制限する、
請求項９０に記載の装置。
【請求項９３】
　ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のＵＥ能力シグナリング構成を受信するための
手段と、ここにおいて、前記シグナリング構成は、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用す
る１つまたは複数のＢＳとの通信のために前記ＵＥによってサポートされる能力を示す可
能な構成の第１のセットから選択される、
　前記１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて
、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用
して前記１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２
のセットから選択された構成を示すシグナリングを送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項９４】
　前記可能な構成の第１のセットの前記構成の各々は、前記ＵＥによってサポートされる
チャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの最大数を示す、
請求項９３に記載の装置。
【請求項９５】
　前記ＣＳＩプロセスの最大数は、ＣＣにわたるネットワークによって構成され得るＣＳ
Ｉプロセスのアグリゲート数を制限する、
請求項９４に記載の装置。
【請求項９６】
　前記ＣＳＩプロセスの最大数は、特定のコンポーネントキャリアのために構成され得る
ＣＳＩプロセスの数を制限する、
請求項９４に記載の装置。
【請求項９７】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　　多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数の基地局（ＢＳ）との通信
のために前記ＵＥによってサポートされる能力を示す、可能な構成の第１のセットから選
択された１つまたは複数のＵＥ能力構成をシグナリングすることと、
　　　前記１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づ
いて、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を
使用して前記１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の
第２のセットから選択された構成を示すシグナリングを受信することと、
　　　前記受信されたシグナリングに従って通信することと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、装置。
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【請求項９８】
　基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　　ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のＵＥ能力シグナリング構成を受信するこ
とと、ここにおいて、前記シグナリング構成は、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する
１つまたは複数のＢＳとの通信のために前記ＵＥによってサポートされる能力を示す可能
な構成の第１のセットから選択される、
　　　前記１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づ
いて、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を
使用して前記１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の
第２のセットから選択された構成を示すシグナリングを送信することと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、装置。
【請求項９９】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コンピュータプログラム製品は、コードを記憶した非一時的コンピュータ可読媒
体を備え、前記コードは、
　多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数の基地局（ＢＳ）との通信のた
めに前記ＵＥによってサポートされる能力を示す、可能な構成の第１のセットから選択さ
れた１つまたは複数のＵＥ能力構成をシグナリングすることと、
　前記１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて
、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用
して前記１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２
のセットから選択された構成を示すシグナリングを受信することと、
　前記受信されたシグナリングに従って通信することと
を行うために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータプログ
ラム製品。
【請求項１００】
　基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
前記コンピュータプログラム製品は、コードを記憶した非一時的コンピュータ可読媒体を
備え、前記コードは、
　ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のＵＥ能力シグナリング構成を受信することと
、ここにおいて、前記シグナリング構成が、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つ
または複数のＢＳとの通信のために前記ＵＥによってサポートされる能力を示す可能な構
成の第１のセットから選択される、
　前記１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて
、前記ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用
して前記１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２
のセットから選択された構成を示すシグナリングを送信することと
を行うために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータプログ
ラム製品。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、どちらも全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１２
年６月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／６６３，４０６号、および２０１２年
９月２７日に出願された米国仮特許出願第６１／７０６，３７３号の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
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　[0002]本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、ＣｏＭＰ動作とキャリア
アグリゲーション（ＣＡ：carrier aggregation）とのジョイントサポートに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブ
ロードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典
型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送
信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元
接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ
）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）シ
ステム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割
多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣ
ＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さら
には地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信
規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ：Long Term Evolution）である。ＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロ
ジェクト（３ＧＰＰ：Third Generation Partnership Project）によって公表されたユニ
バーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Tel
ecommunications System）モバイル規格の拡張のセットである。ＬＴＥは、スペクトル効
率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサ
ポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウン
リンク（ＤＬ）上ではＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク（ＵＬ）上ではＳＣ－ＦＤＭＡ
を使用し、多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良
く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対
する需要が増大し続けるにつれて、ＬＴＥ技術のさらなる改善が必要である。好ましくは
、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用
可能であるべきである。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]以下で、１つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の
簡略化された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観では
なく、すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべて
の態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の
導入として、１つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することで
ある。
【０００６】
　[0006]態様は、概して、添付の図面に関して本明細書で実質的に説明し、添付の図面に
よって示されるように、方法、装置、システム、コンピュータプログラム製品、および処
理システムを含む。
【０００７】
　[0007]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ：user equipment）によるワイヤ
レス通信のための方法を提供する。本方法は、概して、可能な構成のセットから、ＵＥが
１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ：component carrier）上の多地点協調
（ＣｏＭＰ：coordinated multipoint）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ：
base station）とどのように通信すべきかを定義する構成を示すシグナリングを受信する
ことと、構成に従って通信することとを含む。
【０００８】
　[0008]本開示のいくつかの態様は、基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のための方法
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を提供する。本方法は、概して、可能な構成のセットから、ユーザ機器（ＵＥ）が１つま
たは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して
１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とどのように通信すべきかを定義する構成を選択するこ
とと、ＵＥに構成の指示をシグナリングすることとを含む。
【０００９】
　[0009]本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。ＵＥは、
概して、可能な構成のセットから、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（Ｃ
Ｃ）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とどの
ように通信すべきかを定義する構成を示すシグナリングを受信するための手段と、構成に
従って通信するための手段とを含む。
【００１０】
　[0010]本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。ＢＳは、
概して、可能な構成のセットから、ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のコンポーネン
トキャリア（ＣＣ）上の多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局
（ＢＳ）とどのように通信すべきかを定義する構成を選択するための手段と、ＵＥに構成
の指示をシグナリングするための手段とを含む。
【００１１】
　[0011]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための装置を提供する
。本装置は、概して、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結
合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、概して、可能な構成のセット
から、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上の多地点協調（ＣｏＭ
Ｐ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とどのように通信すべきかを定義す
る構成を示すシグナリングを受信することと、構成に従って通信することとを行うように
構成される。
【００１２】
　[0012]本開示のいくつかの態様は、ＢＳによるワイヤレス通信のための装置を提供する
。本装置は、概して、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結
合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、概して、可能な構成のセット
から、ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上の多地
点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とどのように通信す
べきかを定義する構成を選択することと、ＵＥに構成の指示をシグナリングすることとを
行うように構成される。
【００１３】
　[0013]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品を提供する。本コンピュータプログラム製品は、概して、可能な構成のセッ
トから、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上の多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とどのように通信すべきかを定義
する構成を示すシグナリングを受信することと、構成に従って通信することとを行うため
の、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能なコードを記憶した非一時的コンピュ
ータ可読媒体を備える。
【００１４】
　[0014]本開示のいくつかの態様は、ＢＳによるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品を提供する。本コンピュータプログラム製品は、概して、可能な構成のセッ
トから、ユーザ機器（ＵＥ）が１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上の多
地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用して１つまたは複数の基地局（ＢＳ）とどのように通信
すべきかを定義する構成を選択することと、ＵＥに構成の指示をシグナリングすることと
を行うための、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能なコードを記憶した非一時
的コンピュータ可読媒体を備える。
【００１５】
　[0015]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
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方法を提供する。本方法は、概して、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは
複数の基地局（ＢＳ）との通信のためにＵＥによってサポートされる能力を示す、可能な
構成の第１のセットから選択された１つまたは複数のＵＥ能力構成（UE capability conf
iguration）をシグナリングすることと、１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力
構成に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（
ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用して１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定
義する、可能な構成の第２のセットから選択された構成を示すシグナリングを受信するこ
とと、受信されたシグナリングに従って通信することとを含む。
【００１６】
　[0016]本開示のいくつかの態様は、基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のための方法
を提供する。本方法は、概して、ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のＵＥ能力シグ
ナリング構成を受信することと、シグナリング構成が、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使
用する１つまたは複数のＢＳとの通信のためにＵＥによってサポートされる能力を示す可
能な構成の第１のセットから選択される、１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力
構成に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（
ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用して１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定
義する、可能な構成の第２のセットから選択された構成を示すシグナリングを送信するこ
ととを含む。
【００１７】
　[0017]本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。ＵＥは、
概して、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数の基地局（ＢＳ）との通
信のためにＵＥによってサポートされる能力を示す、可能な構成の第１のセットから選択
された１つまたは複数のＵＥ能力構成をシグナリングするための手段と、１つまたは複数
のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥが１つまたは複
数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用して１つまたは複数のＢＳ
とどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２のセットから選択された構成を
示すシグナリングを受信するための手段と、受信されたシグナリングに従って通信するた
めの手段とを含む。
【００１８】
　[0018]本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。ＢＳは、
概して、ユーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のＵＥ能力シグナリング構成を受信する
ための手段と、シグナリング構成が、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは
複数のＢＳとの通信のためにＵＥによってサポートされる能力を示す可能な構成の第１の
セットから選択される、１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも
部分的に基づいて、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭ
Ｐ動作を使用して１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構
成の第２のセットから選択された構成を示すシグナリングを送信するための手段とを含む
。
【００１９】
　[0019]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための装置を提供する
。本装置は、概して、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結
合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、概して、多地点協調（ＣｏＭ
Ｐ）動作を使用する１つまたは複数の基地局（ＢＳ）との通信のためにＵＥによってサポ
ートされる能力を示す、可能な構成の第１のセットから選択された１つまたは複数のＵＥ
能力構成をシグナリングすることと、１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成
に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ
）上のＣｏＭＰ動作を使用して１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義す
る、可能な構成の第２のセットから選択された構成を示すシグナリングを受信することと
、受信されたシグナリングに従って通信することとを行うように構成される。
【００２０】
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　[0020]本開示のいくつかの態様は、ＢＳによるワイヤレス通信のための装置を提供する
。本装置は、概して、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結
合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、概して、ユーザ機器（ＵＥ）
から１つまたは複数のＵＥ能力シグナリング構成を受信することと、シグナリング構成が
、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数のＢＳとの通信のためにＵＥに
よってサポートされる能力を示す可能な構成の第１のセットから選択される、１つまたは
複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥが１つまた
は複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用して１つまたは複数の
ＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２のセットから選択された構
成を示すシグナリングを送信することとを行うように構成される。
【００２１】
　[0021]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品を提供する。本コンピュータプログラム製品は、概して、多地点協調（Ｃｏ
ＭＰ）動作を使用する１つまたは複数の基地局（ＢＳ）との通信のためにＵＥによってサ
ポートされる能力を示す、可能な構成の第１のセットから選択された１つまたは複数のＵ
Ｅ能力構成をシグナリングすることと、１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構
成に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（Ｃ
Ｃ）上のＣｏＭＰ動作を使用して１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義
する、可能な構成の第２のセットから選択された構成を示すシグナリングを受信すること
と、受信されたシグナリングに従って通信することとを行うための、１つまたは複数のプ
ロセッサによって実行可能なコードを記憶した非一時的コンピュータ可読媒体を備える。
【００２２】
　[0022]本開示のいくつかの態様は、ＢＳによるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品を提供する。本コンピュータプログラム製品は、概して、ユーザ機器（ＵＥ
）から１つまたは複数のＵＥ能力シグナリング構成を受信することと、シグナリング構成
が、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数のＢＳとの通信のためにＵＥ
によってサポートされる能力を示す可能な構成の第１のセットから選択される、１つまた
は複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥが１つま
たは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用して１つまたは複数
のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２のセットから選択された
構成を示すシグナリングを送信することとを行うための、１つまたは複数のプロセッサに
よって実行可能なコードを記憶した非一時的コンピュータ可読媒体を備える。
【００２３】
　[0023]上記および関係する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、以下で十
分に説明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面
に、１つまたは複数の態様のうちのいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、
これらの特徴は、様々な態様の原理を採用することができる様々な方法のほんのいくつか
を示すものであり、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むも
のとする。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】[0024]ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。
【図２】[0025]アクセスネットワークの一例を示す図。
【図３】[0026]アクセスネットワーク中で使用するフレーム構造の一例を示す図。
【図４】[0027]ＬＴＥにおけるＵＬのための例示的なフォーマットを示す図。
【図５】[0028]ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチ
ャの一例を示す図。
【図６】[0029]アクセスネットワーク中の発展型ノードＢおよびユーザ機器の一例を示す
図。
【図７】[0030]異種ネットワーク中の範囲拡大セルラー領域を示す図。
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【図８】[0031]アクセスネットワーク中の例示的なマクロｅＮＢ／ＲＲＨ　ＣｏＭＰ構成
を示す図。
【図９】[0032]アクセスネットワーク中の別の例示的なマクロｅＮＢ／ＲＲＨ　ＣｏＭＰ
構成を示す図。
【図１０】[0033]一態様による、ＣＳＩ測定を可能にする例示的なフレーム構造とリソー
ス要素構成とを示す図。
【図１１】[0034]一態様による、ＣＳＩ測定を可能にする別の例示的なフレーム構造とリ
ソース要素構成とを示す図。
【図１２】[0035]本開示のいくつかの態様による、たとえば、ＵＥによって実行され得る
例示的な動作を示す図。
【図１３】[0036]本開示のいくつかの態様による、たとえば、ＵＥを用いたＣｏＭＰ動作
に他のノードとともに参加しているノードなど、ＢＳによって実行され得る例示的な動作
を示す図。
【図１４】[0037]本開示のいくつかの態様による、たとえば、ＵＥによって実行され得る
例示的な動作を示す図。
【図１５】[0038]本開示のいくつかの態様による、たとえば、ＢＳによって実行され得る
例示的な動作を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　[0039]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明
するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない
。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を
含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者に
は明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知
られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
【００２６】
　[0040]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様を提示
する。これらの装置および方法について、以下の詳細な説明において説明し、（「要素」
と総称される）様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、ア
ルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピ
ュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような
要素をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例
および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。
【００２７】
　[0041]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、１つ
または複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例
としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイ
ス（ＰＬＤ）、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわた
って説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処
理システム中の１つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェア
は、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述
言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラ
ムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、
ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オ
ブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解
釈されたい。
【００２８】
　[0042]したがって、１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハード
ウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。
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ソフトウェアで実装した場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるい
はコンピュータ可読媒体上に１つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。
コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによっ
てアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのよう
なコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭ
または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデ
バイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記
憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備
えることができる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コ
ンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディス
ク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディ
スク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（di
sk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザで光学的
に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【００２９】
　[0043]図１は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００を示す図である。ＬＴＥネッ
トワークアーキテクチャ１００は発展型パケットシステム（ＥＰＳ：Evolved Packet Sys
tem）１００と呼ばれることがある。ＥＰＳ１００は、１つまたは複数のユーザ機器（Ｕ
Ｅ）１０２と、発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Evol
ved UMTS Terrestrial Radio Access Network）１０４と、発展型パケットコア（ＥＰＣ
：Evolved Packet Core）１１０と、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ：Home Subscriber Ser
ver）１２０と、事業者のＩＰサービス１２２とを含み得る。ＥＰＳは他のアクセスネッ
トワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ／インタ
ーフェースは図示していない。図示のように、ＥＰＳはパケット交換サービスを提供する
が、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回
線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
【００３０】
　[0044]Ｅ－ＵＴＲＡＮは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１０６と他のｅＮＢ１０８とを含
む。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーン
プロトコル終端とを与える。ｅＮＢ１０６は、Ｘ２インターフェース（たとえば、バック
ホール）を介して他のｅＮＢ１０８に接続され得る。ｅＮＢ１０６は、基地局、送受信基
地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット（ＢＳＳ
：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：extended service set）、また
は何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２にＥＰＣ
１１０へのアクセスポイントを与える。ＵＥ１０２の例としては、セルラーフォン、スマ
ートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ：session initiation protocol）電話
、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星無線、全地球測位システム、マルチメデ
ィアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ（たとえば、ＭＰ３プレー
ヤ）、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機能デバイスがある。ＵＥ１０２は、
当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユ
ニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デ
バイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレ
ス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、ク
ライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
【００３１】
　[0045]ｅＮＢ１０６はＳ１インターフェースによってＥＰＣ１１０に接続される。ＥＰ
Ｃ１１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ：Mobility Management Entity）１１
２と、他のＭＭＥ１１４と、サービングゲートウェイ１１６と、パケットデータネットワ
ーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ１１８とを含む。ＭＭＥ１１２は、ＵＥ１０２とＥＰＣ１１
０との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、ＭＭＥ１１２はベアラお
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よび接続管理を行う。すべてのユーザＩＰパケットはサービングゲートウェイ１１６を通
して転送され、サービングゲートウェイ１１６自体はＰＤＮゲートウェイ１１８に接続さ
れる。ＰＤＮゲートウェイ１１８はＵＥのＩＰアドレス割振りならびに他の機能を与える
。ＰＤＮゲートウェイ１１８は事業者のＩＰサービス１２２に接続される。事業者のＩＰ
サービス１２２は、インターネットと、イントラネットと、ＩＰマルチメディアサブシス
テム（ＩＭＳ：IP Multimedia Subsystem）と、ＰＳストリーミングサービス（ＰＳＳ：P
S Streaming Service）とを含み得る。
【００３２】
　[0046]図２は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク２０
０の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク２００は、いくつかのセル
ラー領域（セル）２０２に分割される。１つまたは複数のより低い電力クラスのｅＮＢ２
０８は、セル２０２のうちの１つまたは複数と重複するセルラー領域２１０を有し得る。
より低い電力クラスのｅＮＢ２０８は、リモートラジオヘッド（ＲＲＨ：remote radio h
ead）と呼ばれることがある。より低い電力クラスのｅＮＢ２０８は、フェムトセル（た
とえば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ））、ピコセル、またはマイクロセルであり得る。マク
ロｅＮＢ２０４は各々、それぞれのセル２０２に割り当てられ、セル２０２中のすべての
ＵＥ２０６にＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネ
ットワーク２００のこの例には集中コントローラはないが、代替構成では集中コントロー
ラが使用され得る。ｅＮＢ２０４は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケ
ジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ１１６への接続性を含む、
すべての無線関係機能を担う。
【００３３】
　[0047]アクセスネットワーク２００によって採用される変調および多元接続方式は、展
開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。ＬＴＥ適用例では、周波数分割複
信（ＦＤＤ：frequency division duplexing）と時分割複信（ＴＤＤ：time division du
plexing）の両方をサポートするために、ＯＦＤＭがＤＬ上で使用され、ＳＣ－ＦＤＭＡ
がＵＬ上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細
書で提示する様々な概念は、ＬＴＥ適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の
変調および多元接続技法を採用する他の通信規格に容易に拡張され得る。例として、これ
らの概念は、エボリューションデータオプティマイズド（ＥＶ－ＤＯ：Evolution-Data O
ptimized）またはウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）に拡張され得る。ＥＶ－Ｄ
ＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリーの一部として第３世代パートナーシ
ッププロジェクト２（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）によって公
表されたエアインターフェース規格であり、ＣＤＭＡを採用して移動局にブロードバンド
インターネットアクセスを提供する。これらの概念はまた、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭ
Ａ（登録商標））とＴＤ－ＳＣＤＭＡなどのＣＤＭＡの他の変形態とを採用するユニバー
サル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Universal Terrestrial Radio Access）、ＴＤＭＡ
を採用するモバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System fo
r Mobile Communications）、ならびに、ＯＦＤＭＡを採用する、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－
ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０
２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標）
）、ＩＥＥＥ８０２．２０、およびＦｌａｓｈ－ＯＦＤＭに拡張され得る。ＵＴＲＡ、Ｅ
－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、３ＧＰＰ団体からの文書に記載されてい
る。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２という組織からの文書に記載されてい
る。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシ
ステムに課された全体的な設計制約に依存することになる。
【００３４】
　[0048]ｅＮＢ２０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。ＭＩ
ＭＯ技術の使用により、ｅＮＢ２０４は、空間多重化、ビームフォーミング、および送信
ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化
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は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。デ
ータストリームは、データレートを増加させるために単一のＵＥ２０６に送信されるか、
または全体的なシステム容量を増加させるために複数のＵＥ２０６に送信され得る。これ
は、各データストリームを空間的にプリコーディングし（すなわち、振幅および位相のス
ケーリングを適用し）、次いでＤＬ上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーデ
ィングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディン
グされたデータストリームは、異なる空間シグナチャとともに（１つまたは複数の）ＵＥ
２０６に到着し、これにより、（１つまたは複数の）ＵＥ２０６の各々がそのＵＥ２０６
に宛てられた１つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。ＵＬ上で
、各ＵＥ２０６は、空間的にプリコードされたデータストリームを送信し、これにより、
ｅＮＢ２０４は、空間的にプリコードされた各データストリームのソースを識別すること
が可能になる。
【００３５】
　[0049]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル
状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを１つまたは複数の方向に集中させるた
めにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信するため
のデータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにお
いて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルス
トリームビームフォーミング送信が使用され得る。
【００３６】
　[0050]以下の詳細な説明では、ＤＬ上でＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムを参
照しながらアクセスネットワークの様々な態様について説明する。ＯＦＤＭは、ＯＦＤＭ
シンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法であ
る。サブキャリアは正確な周波数で離間する。離間は、受信機がサブキャリアからデータ
を復元することを可能にする「直交性（orthogonality）」を与える。時間領域では、Ｏ
ＦＤＭシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル（たとえば、サイクリックプ
レフィックス）が各ＯＦＤＭシンボルに追加され得る。ＵＬは、高いピーク対平均電力比
（ＰＡＰＲ：peak-to-average power ratio）を補償するために、ＳＣ－ＦＤＭＡをＤＦ
Ｔ拡散ＯＦＤＭ信号の形態で使用し得る。
【００３７】
　[0051]図３は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の一例を示す図３００である。フレー
ム（１０ｍｓ）は、等しいサイズの１０個のサブフレームに分割され得る。各サブフレー
ムは、２つの連続するタイムスロットを含み得る。２つのタイムスロットを表すためにリ
ソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグ
リッドは複数のリソース要素に分割される。ＬＴＥでは、リソースブロックは、周波数領
域中に１２個の連続サブキャリアを含んでおり、各ＯＦＤＭシンボル中のノーマルサイク
リックプレフィックスについて、時間領域中に７個の連続ＯＦＤＭシンボル、または８４
個のリソース要素を含んでいる。Ｒ３０２、３０４として示されるリソース要素のいくつ
かはＤＬ基準信号（ＤＬ－ＲＳ：DL reference signal）を含む。ＤＬ－ＲＳは、（共通
ＲＳと呼ばれることもある）セル固有ＲＳ（ＣＲＳ：Cell-specific RS）３０２と、ＵＥ
固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ：UE-specific RS）３０４とを含む。ＵＥ－ＲＳ３０４は、対応す
る物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical DL shared channel）がマッピングされ
るリソースブロック上のみで送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は
変調方式に依存する。したがって、ＵＥが受信するリソースブロックが多いほど、また変
調方式が高いほど、ＵＥのデータレートは高くなる。
【００３８】
　[0052]図４は、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の一例を示す図４００である。ＵＬの
ための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され
得る。制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジにおいて形成され得、構成可能
なサイズを有し得る。制御セクション内のリソースブロックは、制御情報を送信するため
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にＵＥに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべて
のリソースブロックを含み得る。ＵＬフレーム構造は、データセクション中の連続するサ
ブキャリアのすべてを単一のＵＥに割り当てることを可能にし得る連続サブキャリアを含
むデータセクションを生じる。
【００３９】
　[0053]ＵＥには、ｅＮＢに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブ
ロック４１０ａ、４１０ｂが割り当てられ得る。ＵＥには、ｅＮＢにデータを送信するた
めに、データセクション中のリソースブロック４２０ａ、４２０ｂも割り当てられ得る。
ＵＥは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ制御チャネル
（ＰＵＣＣＨ：physical UL control channel）中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、デ
ータセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳ
ＣＨ：physical UL shared channel）中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送
信し得る。ＵＬ送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピン
グし得る。
【００４０】
　[0054]初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：
physical random access channel）４３０中でＵＬ同期を達成するために、リソースブロ
ックのセットが使用され得る。ＰＲＡＣＨ４３０は、ランダムシーケンスを搬送し、いか
なるＵＬデータ／シグナリングも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアン
ブルは、６つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネ
ットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、あ
る時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはＰＲＡＣＨには
ない。ＰＲＡＣＨ試みは単一のサブフレーム（１ｍｓ）中でまたは少数の連続サブフレー
ムのシーケンス中で搬送され、ＵＥは、フレーム（１０ｍｓ）ごとに単一のＰＲＡＣＨ試
みだけを行うことができる。
【００４１】
　[0055]図５は、ＬＴＥにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロト
コルアーキテクチャの一例を示す図５００である。ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロト
コルアーキテクチャは、レイヤ１と、レイヤ２と、レイヤ３との３つのレイヤとともに示
されている。レイヤ１（Ｌ１レイヤ）は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理
機能を実装する。Ｌ１レイヤを本明細書では物理レイヤ５０６と呼ぶ。レイヤ２（Ｌ２レ
イヤ）５０８は、物理レイヤ５０６の上にあり、物理レイヤ５０６を介したＵＥとｅＮＢ
との間のリンクを担う。
【００４２】
　[0056]ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ５０８は、ネットワーク側のｅＮＢにおいて終
端される、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：media access control）サブレイヤ５１０と、無
線リンク制御（ＲＬＣ：radio link control）サブレイヤ５１２と、パケットデータコン
バージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ：packet data convergence protocol）５１４サブレ
イヤとを含む。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲートウェイ１１
８において終端されるネットワークレイヤ（たとえば、ＩＰレイヤ）と、接続の他端（た
とえば、ファーエンドＵＥ、サーバなど）において終端されるアプリケーションレイヤと
を含むＬ２レイヤ５０８の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
【００４３】
　[0057]ＰＤＣＰサブレイヤ５１４は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化
を行う。ＰＤＣＰサブレイヤ５１４はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するために上
位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュ
リティと、ＵＥに対するｅＮＢ間のハンドオーバサポートとを与える。ＲＬＣサブレイヤ
５１２は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよび再統合と、紛失データ
パケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：hybrid automatic repeat 
request）による、順序がバラバラの受信を補償するためにデータパケットの並べ替えと
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を行う。ＭＡＣサブレイヤ５１０は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多
重化を行う。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまた、ＵＥの間で１つのセル内の様々な無線リソ
ース（たとえば、リソースブロック）を割り振ることを担う。ＭＡＣサブレイヤ５１０は
またＨＡＲＱ動作を担う。
【００４４】
　[0058]制御プレーンでは、ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコルアーキテクチャは
、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ５０６およびＬ
２レイヤ５０８について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ３（Ｌ３レイ
ヤ）中に無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource control）サブレイヤ５１６を含む
。ＲＲＣサブレイヤ５１６は、無線リソース（すなわち、無線ベアラ）を取得することと
、ｅＮＢとＵＥとの間のＲＲＣシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担
う。
【００４５】
　[0059]図６は、アクセスネットワーク中でＵＥ６５０と通信しているｅＮＢ６１０のブ
ロック図である。ＤＬでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントロー
ラ／プロセッサ６７５に与えられる。コントローラ／プロセッサ６７５はＬ２レイヤの機
能を実装する。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ６７５は、様々な優先順位メトリッ
クに基づいて、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ替えと、論
理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、ＵＥ６５０への無線リソース割
振りとを行う。コントローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡＲＱ動作と、紛失パケット
の再送信と、ＵＥ６５０へのシグナリングとを担う。
【００４６】
　[0060]ＴＸプロセッサ６１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のための様々な
信号処理機能を実装する。信号処理機能は、ＵＥ６５０における前方誤り訂正（ＦＥＣ）
と、様々な変調方式（たとえば、２位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、４位相偏移変調（ＱＰＳ
Ｋ）、Ｍ位相偏移変調（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ：）に基づいた信
号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディングとインターリ
ービングとを含む。次いで、コーディングされた変調されたシンボルは並列ストリームに
分割される。各ストリームは、次いでＯＦＤＭサブキャリアにマッピングされ、時間領域
および／または周波数領域中で基準信号（たとえば、パイロット）と多重化され、次いで
逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を使用して互いに合成されて、時間領域ＯＦＤＭシンボ
ルストリームを搬送する物理チャネルが生成される。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間
ストリームを生成するために空間的にプリコードされる。チャネル推定器６７４からのチ
ャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を判定するために、ならびに空間処理のた
めに使用され得る。チャネル推定値は、ＵＥ６５０によって送信される基準信号および／
またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別
個の送信機６１８ＴＸを介して異なるアンテナ６２０に与えられる。各送信機６１８ＴＸ
は、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【００４７】
　[0061]ＵＥ６５０において、各受信機６５４ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ６５２
を通して信号を受信する。各受信機６５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報を復
元し、受信機（ＲＸ）プロセッサ６５６に情報を与える。ＲＸプロセッサ６５６は、Ｌ１
レイヤの様々な信号処理機能を実装する。ＲＸプロセッサ６５６は、ＵＥ６５０に宛てら
れた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行する。複数の
空間ストリームがＵＥ６５０に宛てられた場合、それらはＲＸプロセッサ６５６によって
単一のＯＦＤＭシンボルストリームに合成され得る。ＲＸプロセッサ６５６は、次いで高
速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用してＯＦＤＭシンボルストリームを時間領域から周波数
領域に変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキャリアごとに別々のＯＦＤＭ
シンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと基準信号とは、ｅＮＢ６１
０によって送信される、可能性が最も高い信号のコンスタレーションポイントを判定する
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ことによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器６５８によって
計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でｅＮＢ６
１０によって最初に送信されたデータおよび制御信号を復元するために復号され、デイン
ターリーブされる。データおよび制御信号は、次いでコントローラ／プロセッサ６５９に
与えられる。
【００４８】
　[0062]コントローラ／プロセッサ６５９はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロ
セッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ６６０に関連し得る。メモリ６
６０はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、制御／プロセッサ６５９
は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャ
ネルと論理チャネルとの間での多重分離と、パケット再統合と、復号と、ヘッダの復元と
、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、Ｌ２レイヤの上のすべてのプ
ロトコルレイヤを表すデータシンク６６２に与えられる。また、様々な制御信号がＬ３処
理のためにデータシンク６６２に与えられ得る。コントローラ／プロセッサ６５９はまた
、ＨＡＲＱ動作をサポートするために肯定応答（ＡＣＫ）および／または否定応答（ＮＡ
ＣＫ）プロトコルを使用した誤り検出を担う。
【００４９】
　[0063]ＵＬでは、データソース６６７は、コントローラ／プロセッサ６５９に上位レイ
ヤパケットを与えるために使用される。データソース６６７は、Ｌ２レイヤの上のすべて
のプロトコルレイヤを表す。ｅＮＢ６１０によるＤＬ送信に関して説明した機能と同様に
、コントローラ／プロセッサ６５９は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント
化および並べ替えと、ｅＮＢ６１０による無線リソース割振りに基づいた論理チャネルと
トランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制
御プレーンのためのＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロセッサ６５９はまた、Ｈ
ＡＲＱ動作、紛失パケットの再送信、およびｅＮＢ６１０へのシグナリングを担う。
【００５０】
　[0064]ｅＮＢ６１０によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネ
ル推定器６５８によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方
式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、ＴＸプロセッサ６６８
によって使用され得る。ＴＸプロセッサ６６８によって生成される空間ストリームは、別
個の送信機６５４ＴＸを介して異なるアンテナ６５２に与えられる。各送信機６５４ＴＸ
は、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【００５１】
　[0065]ＵＬ送信は、ＵＥ６５０における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法
でｅＮＢ６１０において処理される。各受信機６１８ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ
６２０を通して信号を受信する。各受信機６１８ＲＸは、ＲＦキャリア上で変調された情
報を復元し、ＲＸプロセッサ６７０に情報を与える。ＲＸプロセッサ６７０はＬ１レイヤ
を実装し得る。
【００５２】
　[0066]コントローラ／プロセッサ６７５はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロ
セッサ６７５は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ６７６に関連し得る。メ
モリ６７６はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、コントローラ／プ
ロセッサ６７５は、ＵＥ６５０からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポ
ートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号と、ヘ
ッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ／プロセッサ６７５からの上位レイヤ
パケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ／プロセッサ６７５はまた、
ＨＡＲＱ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロトコルを使用した
誤り検出を担う。
【００５３】
　[0067]図７は、異種ネットワーク中の範囲拡大セルラー領域を示す図７００である。Ｒ
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ＲＨ７１０ｂなどのより低い電力クラスのｅＮＢは、ＲＲＨ７１０ｂとマクロｅＮＢ７１
０ａとの間の拡張セル間干渉協調と、ＵＥ７２０によって実行される干渉消去とを通して
、セルラー領域７０２から拡大された範囲拡大セルラー領域７０３を有し得る。拡張セル
間干渉協調において、ＲＲＨ７１０ｂは、マクロｅＮＢ７１０ａからＵＥ７２０の干渉状
態に関する情報を受信する。この情報により、ＲＲＨ７１０ｂは、範囲拡張されたセルラ
ー領域７０３中のＵＥ７２０をサービスし、ＵＥ７２０が、範囲拡張されたセルラー領域
７０３に入るとき、マクロｅＮＢ７１０ａからのＵＥ７２０のハンドオフを受け入れるこ
とが可能になる。
【００５４】
　[0068]図８は、アクセスネットワーク８００中の例示的なマクロｅＮＢおよびＲＲＨ構
成を示す図である。アクセスネットワーク８００はＣｏＭＰ送信ポイントの複数のクラス
タ８０１を含み得る。ＣｏＭＰクラスタ８０１は、１つまたは複数のマクロｅＮＢ８０２
と、１つまたは複数のＲＲＨ８０４とを含み得る。本明細書で使用する、エンティティ８
０４が低減された送信電力で動作するＣｏＭＰクラスタは、異種として参照され得、エン
ティティ８０４が別のマクロｅＮＢと同じ送信電力で送信するＣｏＭＰクラスタは、同種
として参照され得る。同種展開と異種展開の両方の場合、１つまたは複数のＲＲＨ８０４
があり得る。一態様では、マクロｅＮＢ８０２およびＲＲＨ８０４は、ファイバーケーブ
ル８０３、Ｘ２バックホール８０７などを介して８０６接続され得る。概して、ＵＥ８１
２はアクセスネットワーク８００からサービスを受信し得る。一態様では、ＣＲＳパター
ンはＣｏＭＰクラスタ８０１にわたって共通であり、たとえば、マクロｅＮＢ８０２およ
びＲＲＨ８０４は共通ＣＲＳパターンを使用して送信し得る。さらに、アクセスネットワ
ーク８００は、１つまたは複数のマクロｅＮＢ／ＲＲＨ８０６を含む１つまたは複数の他
のＣｏＭＰクラスタ８０５を含み得る。動作中に、別のＣｏＭＰクラスタ８０５からの干
渉８１６に関連する情報を含むＣＳＩフィードバックが、マクロｅＮＢ８０２および／ま
たはＲＲＨ８０４と通信中のＵＥ８１２を支援するために取得され得る。
【００５５】
　[0069]ＵＥ８１２の一態様では、ＵＥ８１２は、ＣｏＭＰクラスタ８０１を用いた通信
のためのワイヤレスプロトコルを使用することが可能であり得る。そのような通信プロト
コルは、限定はしないが、ＬＴＥリリース８、ＬＴＥリリース９、ＬＴＥリリース１０、
ＬＴＥリリース１１などを含み得る。ＵＥ８１２にサービスを与えるために、チャネル推
定パラメータが、ＵＥ８１２とマクロｅＮＢ８０２との間で潜在的に使用されるチャネル
８１４について、および／またはＵＥ８１２とＲＲＨ８０４との間のチャネル８１８につ
いて取得され得、干渉推定パラメータが、干渉８１６を測定するために取得され得る。一
態様では、干渉８１６は、他のＲＲＨ８０４、マクロｅＮＢ８０２、および／または他の
ＣｏＭＰクラスタ８０５から潜在的に発生し得る。様々なリソースパターングループ（た
とえば、ＣｏＭＰクラスタ）のためのリソース要素パターンを、ＵＥがチャネル推定と干
渉推定とを実行することを可能にするように構成するための様々な方式を次に提示する。
【００５６】
　[0070]図９は、ＵＥ９０６が複数の可能なサービング送信ポイント（９０２、９０４）
に関連するチャネル状態測定を実行し得る例示的なアクセスネットワーク９００を示す図
である。一態様では、送信ポイント（９０２、９０４）は、ＣｏＭＰクラスタとして動作
するように協調させられ得る。アクセスネットワーク９００は、協調スケジューリングお
よび／または協調ビームフォーミング、動的ポイント選択（ＤＰＳ：dynamic point sele
ction）、コヒーレントおよび／または非コヒーレントジョイント送信（ＪＴ：joint tra
nsmission）などを含む複数のＣｏＭＰ方式のためのサポートを含み得る。
【００５７】
　[0071]さらに、アクセスネットワーク９００は同種および／または異種ＣｏＭＰクラス
タ動作のためのサポートを与え得る。第１の同種シナリオによれば、ＣｏＭＰは、同じマ
クロサイトのセルにわたってサポートされ得る。第２の同種シナリオによれば、ＣｏＭＰ
は、３つの近隣マクロサイトにわたってサポートされ得る。第１の異種シナリオによれば
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、ＣｏＭＰは、マクロセルとそれのピコ（ＲＲＨ）とにわたってサポートされ得る。マク
ロ／ＲＲＨは、異なるセルＩＤで構成され得る。第２の異種シナリオによれば、ＣｏＭＰ
は、マクロセルとそれのピコ（ＲＲＨ）とにわたってサポートされ得、ここにおいて、マ
クロ／ＲＲＨは同じセルＩＤで構成され得る。したがって、物理セルＩＤの依存性を低減
することに利益があり得る。
【００５８】
　[0072]一態様では、ＣＳＩフィードバックレポートはチャネル測定と干渉測定とを包含
し、チャネル測定と干渉測定の両方は、１つまたは複数のチャネル状態情報基準信号（Ｃ
ＳＩ－ＲＳ：Channel State Information Reference Signal）と１つまたは複数の共通基
準信号（ＣＲＳ：Common Reference Signal）とを含む基準信号の組合せによって可能に
され得る。本明細書で使用するＣＳＩ－ＲＳは、非ゼロ電力（ＮＺＰ：non-zero power）
ＣＳＩ－ＲＳとゼロ電力（ＺＰ：zero power）ＣＳＩ－ＲＳとに区別され得る。非ゼロ電
力ＣＳＩ－ＲＳは、ＵＥ９０６によって受信され、チャネル状態および／または干渉状態
を測定するために使用され得る非ゼロ電力をもつ実際のパイロット送信を含み得る。ゼロ
電力ＣＳＩ－ＲＳは、一方、１つまたは複数のミュートされたリソース要素を表し得る。
そのようなミューティングは干渉測定のために使用され得る。ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソ
ースと非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースの両方の構成は、ＵＥ９０６固有であり得る。さ
らに、特定のＵＥ９０６の場合、複数の非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースとゼロ電力ＣＳ
Ｉ－ＲＳリソースとが定義され得る。
【００５９】
　[0073]ＣｏＭＰ方式は、ＤＰＳのための複数の候補送信ポイントを含み得るＣＳＩフィ
ードバックレポートを含む。コヒーレントおよび／または非コヒーレントＪＴの場合、複
数の送信ポイント（たとえば、９０２、９０４）は、ＵＥに同時に送信し得る。ＣＳＩフ
ィードバックレポートは非周期的および／または周期的に実行され得る。非周期フィード
バックは要求ごとに実行され得る。そのような非周期フィードバックは、ＰＤＣＣＨ上の
許可を通してアクセスネットワーク９００中でトリガされ得る。非周期ＣＳＩフィードバ
ックレポートは（たとえば、ＰＵＳＣＨ上の）アップリンクデータ送信を使用してＵＥ９
０６によって送信され、それによって、アップリンク制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣ
Ｈ）上で利用可能になるであろうペイロード送信よりも大きいペイロード送信を可能にし
得る。周期フィードバックは、１つまたは複数のレポートモードを含み得、特定の半静的
に構成されたタイムラインに従い得る。周期ＣＳＩフィードバックレポートは、ＰＵＣＣ
Ｈを使用してＵＥ９０６によって送信され、それにより、非周期フィードバックのために
利用可能なペイロードと比較して、より制限されたペイロードを可能にし得る。
【００６０】
　[0074]ＵＥは、基準信号リソースの異なるセットに基づいて計算される複数のＣＳＩフ
ィードバックレポートを送り得る。各ＣＳＩフィードバックレポートは、チャネル測定、
干渉測定、またはそれらの任意の組合せを含み得る。基準信号リソースの異なるセットを
使用するフィードバックレポートは、これらの基準信号が、ネットワークがそこから選択
し得る異なる候補送信代替を示し得るので、有用である。たとえば、一態様では、ＵＥ９
０６は、送信ポイント９０２または送信ポイント９０４のいずれかによって、ＤＰＳ方式
の一部としてサービスされ得る。そのような態様では、ＵＥ９０６は、チャネル測定のた
めの２つの別個の非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースに関連する測定を実行するように構成
され得る。さらに、ＵＥ９０６はＣＳＩレポートの２つのセットをレポートし得、各々は
、サービング代替のうちの１つについて示す。上記のチャネル測定オプションと同様に、
ＵＥ９０６は、ＣＳＩフィードバックレポート（たとえば、干渉測定を実行するときにど
のゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースを使用すべきか）の目的で様々な干渉測定を実行し得る
。
【００６１】
　[0075]ＣＳＩ測定およびレポート構成のためのシグナリングは、１つまたは複数のリソ
ースパターングループの使用を含み得る。基準信号パターンの複数のグループが使用され
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得、これらのグループは、ＣＳＩフィードバックがレポートされる別個のフィードバック
レポートインスタンスを構成し得る。異なるグループについてのＣＳＩレポートは、チャ
ネル測定および／または干渉測定の異なる構成を示し得る。したがって、異なるグループ
についてのＣＳＩレポートは実質的に異なり得る。各リソースパターングループについて
、第１および第２のリソース要素パターンが考慮され得る。第１のリソース要素パターン
はチャネル測定のために使用され得、１つまたは複数の非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソース
を使用し得る。随意の態様では、ＣＲＳパターンの使用も考慮され得る。第２のリソース
要素パターンは干渉測定のために使用され得、ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースおよび／ま
たはＣＲＳを含み得る。非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースはまた、たとえば、知られてい
るパイロット送信を減じた後の干渉測定のために使用され得る。ＵＥ９０６は、明示的ま
たは暗黙的シグナリング、あるいはそれらの組合せによって、どのＣＳＩ－ＲＳリソース
を使用すべきかを通知され得る。異なるリソースパターングループの第１のリソース要素
パターンは、同じＣＳＩ－ＲＳリソースに対応することもしないこともある。同様に、異
なるリソースパターングループの第２のリソース要素パターンは、同じＣＳＩ－ＲＳリソ
ースに対応することもしないこともある。たとえば、一態様では、２つのリソースパター
ングループが考慮され得、両方のグループは、チャネル測定のために使用される同じＣＳ
Ｉ－ＲＳリソースに対応する第１のリソース要素パターンを有し得るが、それらのグルー
プは、干渉測定のために使用される第２のリソース要素パターンのための異なる構成を有
し得る。
【００６２】
　[0076]明示的シグナリングが使用される場合、ＵＥ９０６は、新しいフィールドによっ
て、どの（１つまたは複数の）ＣＳＩ－ＲＳリソースが使用されるべきかをシグナリング
され得る。さらに、明示的（たとえば、専用）シグナリングが使用される場合、干渉測定
リソースは、ＲＲＣおよび／または動的シグナリングの組合せによってチャネル測定リソ
ースから別々にシグナリングされ得る。一態様では、動的シグナリングはＲＲＣシグナリ
ングを補完し得る。たとえば、ＲＲＣシグナリング中で合計４つのリソースが構成され得
、動的にシグナリングすることは２ビットを含み得、その２ビットは、ＵＥ９０６がＲＲ
Ｃシグナリングされたリソースのうちのどれを測定すべきかを示し得る。
【００６３】
　[0077]暗黙的シグナリングが使用される場合、ＵＥ９０６は、レポートが要求されるサ
ブフレームから、使用すべき１つまたは複数のＣＳＩ－ＲＳリソースを推論し得る。ＵＥ
９０６は、次いで、複数の送信ポイント（９０２、９０４）の各々に関連するチャネルお
よび干渉測定（９０８、９１０）を、ネットワークに伝達される各送信ポイント（９０２
、９０４）についての単一のＣＳＩレポートに組み合わせ得る。
【００６４】
　[0078]非周期フィードバックの場合、１つまたは複数の構成されたＣＳＩ－ＲＳリソー
スのインデックスは、動的にシグナリングすることを使用してシグナリングされ得る。一
態様では、ＵＥ９０６がどのチャネル／干渉リソースを測定すべきかを構成するために、
ＲＲＣシグナリングと動的シグナリングとの組合せが使用され得る。上記で説明したよう
に、基準信号リソースの複数のグループは、異なる送信代替を示すＣＳＩレポートを可能
にするように構成され得る。これらのグループの各々は、異なるチャネルおよび／または
干渉測定リソースパターンを含み得る。非周期レポートは、干渉測定のための異なるリソ
ースパターンに基づいて計算されるＣＳＩを含み得る。たとえば、単一の基準信号パター
ンがチャネル測定のために構成された場合でも、複数のＣＳＩ－ＲＳリソースは参照サブ
フレーム中の干渉推定のために構成され得る。ＵＥ９０６は、干渉測定のためにこれらの
異なるリソースパターンを使用して別個の非周期ＣＳＩフィードバックレポートを生成し
得る。さらに、複数のリソースパターングループが測定される場合、各グループについて
のランク指示とプリコーディング行列とチャネル品質（ＲＩ／ＰＭＩ／ＣＱＩ）とを計算
すべきかどうか、またはいくつかのＣＳＩフィードバックレポート中でＲＩ／ＰＭＩ／Ｃ
ＱＩのサブセットをレポートすべきかどうかをＵＥ９０６に伝達するために、追加のシグ



(26) JP 2015-525031 A 2015.8.27

10

20

30

40

50

ナリングが使用され得る。たとえば、ＵＥ９０６は、あるグループについてＲＩ／ＰＭＩ
／ＣＱＩのすべてをレポートし得るが、別のグループについてＣＱＩのみをレポートし得
る。一態様では、異なるグループに対応するＣＳＩレポートの符号化は、フィードバック
ペイロードを低減するために一緒に実行され得る。たとえば、追加のＣＱＩレポートは、
別のレポート中の絶対ＣＱＩ値と比較されるオフセット（ΔＣＱＩ）として符号化され得
る。別の態様では、追加のＣＱＩは、広帯域および／またはサブバンドごとにレポートさ
れ得る。別の態様では、非周期レポートの場合、基準リソースは、非周期ＣＳＩレポート
のための要求が受信されたサブフレームに基づいて定義され得る。追加のオフセットは、
処理遅延をキャプチャするために適用し、適用され得る。たとえば、非周期ＣＳＩレポー
トのための要求が受信されるサブフレームに基づいて、基準リソースサブフレームが判定
され得る。この判定はまた、限定はしないが、どんなタイプの許可が非周期フィードバッ
ク要求をトリガしたかなどの他のパラメータに依存し得る。参照サブフレームに分類され
る基準信号リソースパターンによれば、１つまたは複数のＣＳＩフィードバックレポート
はＵＥによって送られ得る。一態様では、ＵＥは、どのくらいのリソースパターンがレポ
ートされ得るかに対する上限に従い得る。そのような態様では、この上限はＲＲＣシグナ
リングによって構成され得る。
【００６５】
　[0079]周期フィードバックの場合、１つまたは複数のＣＳＩ－ＲＳリソースは、レポー
トモード構成の一部としてシグナリングされ得る。一態様では、周期フィードバックは、
別個のレポートインスタンス中で異なるチャネル／干渉測定構成をレポートし得る。その
ような態様では、チャネル／干渉測定のためのＣＳＩ－ＲＳリソースの構成は、レポート
モードの半静的構成の一部分を作成され得る。別の態様では、ＵＥ９０６は、ある周期フ
ィードバックレポートインスタンス中でどんな基準信号パターングループをレポートすべ
きかを、少なくとも部分的に判定し得る。そのような態様では、ＵＥ９０６は、一度に（
チャネル状態情報に関して）最良の基準信号パターングループのみをレポートし得る。Ｕ
Ｅ９０６は、レポートの一部として、どの基準信号パターングループがレポートされたか
を示し得る。別の態様では、ＵＥは、フィードバックレポート構成の一部であるパターン
中のいくつかの組合せにわたって循環し得る。
【００６６】
　[0080]図１０および図１１は、ＣＳＩフィードバックレポートのための例示的なＣｏＭ
Ｐ方式を与える。
【００６７】
　[0081]図１０は、ＣＳＩ測定を可能にする例示的なフレーム構造１０００とリソース要
素構成１００２とを示す図である。リソース要素構成１００２は、第１の送信ポイント（
たとえば、送信ポイント９０２）に関連するチャネル推定のために割り振られた１つまた
は複数のリソース要素１００４と、第２の送信ポイント（たとえば、送信ポイント９０４
）に関連するチャネル推定のために割り振られた１つまたは複数のリソース要素１００６
と、第１の送信ポイント（たとえば、送信ポイント９０２）に関連する干渉推定のために
割り振られた１つまたは複数のリソース要素１００８と、第２の送信ポイント（たとえば
、送信ポイント９０４）に関連する干渉推定のために割り振られた１つまたは複数のリソ
ース要素１０１０と、共通基準信号（ＣＲＳ）のための１つまたは複数のリソース要素１
０１２とを含み得る。
【００６８】
　[0082]ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報が暗黙的構成によって通信される場合、チャネル
および干渉測定リソースのリンケージは、干渉測定リソース（１００８、１０１０）がチ
ャネル測定リソース（１００４、１００６）構成から導出され得ることを暗示する。一態
様では、暗黙的構成は、１対１マッピングを使用するチャネルリソースと干渉リソースと
のマッピングを含み得る。そのような態様では、チャネル推定のためのいかなる非ゼロ電
力ＣＳＩ－ＲＳリソース（１００４、１００６）についても、専用干渉測定ＣＳＩ－ＲＳ
リソース（１００８、１０１０）があり得る。干渉測定リソースは、ゼロ電力（たとえば



(27) JP 2015-525031 A 2015.8.27

10

20

30

40

50

、ミュートされた）および／または非ゼロ電力（たとえば、ミュートされない）であり得
る。干渉測定リソースが非ゼロ電力である場合、ＵＥ（たとえば、ＵＥ９０６）は、１つ
または複数の知られているパイロット信号を減じ、干渉推定のためのリソース要素を使用
し得る。そのような態様では、別個のシグナリングは、パイロット情報、プリコーディン
グ情報などを含み得る。
【００６９】
　[0083]別の態様では、暗黙的構成は、１対多マッピングを使用するチャネルリソースと
干渉リソースとのマッピングを含み得る。そのような態様では、複数のミュートされたＣ
ＳＩ－ＲＳリソースが、あいまいさをもたらすことなく干渉推定のために割り当てられ得
る。言い換えれば、各チャネル推定測定リソース（１００４）から干渉測定リソースのセ
ット（１００８、１０１０）へのマッピングは直接マッピングであり得る。さらに、非ゼ
ロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソース（１００４、１００６）は、チャネル推定に初期に割り振ら
れたリソース要素から１つまたは複数の知られているパイロットを減算することと、その
リソース要素を干渉推定のために再利用することとによって、干渉推定を補足するために
使用され得る。一態様では、チャネル測定リソース要素と干渉測定リソース要素との間の
マッピングは、サブフレーム、サブフレームセットおよび／またはサブフレームタイプに
応じて異なり得る。
【００７０】
　[0084]図１０に示すように、第１の送信ポイント（たとえば、送信ポイント９０２）に
関連するフィードバックは、チャネル推定のためのリソース要素パターン１００４と干渉
推定のためのリソース要素パターン１００８とを使用して取得され得る。さらに、第２の
送信ポイント（たとえば、送信ポイント９０４）に関連するフィードバックは、チャネル
推定のためのリソース要素パターン１００６と干渉推定のためのリソース要素パターン１
０１０とを使用して取得され得る。一態様では、ＣＲ１０１２は、干渉推定のためのＣＳ
Ｉ－ＲＳと組み合わせて使用され得る。
【００７１】
　[0085]上記の議論は、個々の送信ポイントに対応するリソース要素パターンを指すが、
本開示はまた、１つまたは複数の他の構成をも包含することを当業者は諒解されよう。た
とえば、リソース要素１００４、１００６は、それぞれ、必ずしも第１の送信ポイントと
第２の送信ポイントとを対応するとは限らないことがある。そうではなく、一態様では、
単一のリソース要素パターン１００４は、単一の送信ポイントよりも多い送信ポイントに
わたり得る。さらに、送信ポイントへのＣＳＩ－ＲＳポートの特定のマッピングは、ＵＥ
に対して透過的であり得る。
【００７２】
　[0086]図１１は、ＣＳＩ測定を可能にする例示的なフレーム構造１１００とリソース要
素構成１１０２とを示す図である。リソース要素構成１１０２は、第１の送信ポイント（
たとえば、送信ポイント９０２）に関連するチャネル推定のために割り振られた１つまた
は複数のリソース要素１１０４と、第２の送信ポイント（たとえば、送信ポイント９０４
）に関連するチャネル推定のために割り振られた１つまたは複数のリソース要素１１０６
と、複数の送信ポイント（たとえば、送信ポイント９０２、９０４）の間で共有される干
渉推定のために割り振られた１つまたは複数のリソース要素１１０８と、共通基準信号（
ＣＲＳ）のための１つまたは複数のリソース要素１１１０とを含み得る。
【００７３】
　[0087]複数のチャネル測定リソースの間の干渉測定リソース１１０８共有は、システム
オーバーヘッドの低減を可能にする。２つの送信ポイント（たとえば、９０２、９０４）
が隣接ポイントである一態様では、１１０８上で測定される干渉は、これらの２つ以外の
ポイントからの干渉を含み得る。しかしながら、場合などでは、いずれかの送信ポイント
についてのフィードバックレポートが、共有干渉測定リソース１１０８を使用して計算さ
れる場合、他の送信ポイントからの干渉はレポートの一部として測定されないことがある
。この欠陥は、複数の送信ポイントがアクティブであり得、干渉を生成し得るので、ネッ
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トワーク観点から望ましくないことがある（たとえば、一方の送信ポイント９０２はＵＥ
９０６をサービスし得るが、他方の送信ポイント９０４は、異なるＵＥをサービスし得、
ＵＥ９０６に干渉を生じ得る）。原因不明の干渉を回避するために、１つまたは複数の他
の送信ポイント（たとえば、９０４）からの干渉は、１つまたは複数のチャネル測定値を
専用干渉測定リソースから取得された干渉測定値に加算することによって、他の送信ポイ
ントの各々に関連するチャネル測定リソースパターンに基づいて組み込まれ得る。他の送
信ポイントのチャネル測定リソースに基づいて干渉値を加算するときに、プリコーダ仮定
は、チャネル測定リソース上に存在するパイロットが、ネットワークによって最終的に割
り当てられ得るプリコーダとは異なり得るように行われる必要があり得る。一態様では、
どんなプリコーダ仮定を使用すべきかをＵＥ（たとえば、９０６）に通知するためのシグ
ナリングが追加され得る。たとえば、干渉は、フルランク（またはハードコーディングさ
れた）プリコーダ仮定などを使用して加算され得る。別の態様では、各送信ポイントは、
スケジューリング決定に基づいて、受信されたＣＳＩレポートをオフセットし得る。
【００７４】
　[0088]干渉を「加算し戻す（adding-back）」上記の技法は、干渉推定のためのＣＳＩ
－ＲＳリソースが複数の送信ポイントの間で共有される以外の場合において適用され得る
。本方法は、任意の非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳが干渉寄与を表すことを示すことと、専用干
渉測定リソースから取得された干渉推定値にそれを加算することとによって、その非ゼロ
電力ＣＳＩ－ＲＳリソースに基づいて実行され得る。このプロシージャの構成は、ＲＲＣ
シグナリングおよび／または動的シグナリングの組合せによって明示的にシグナリングさ
れ得る。上記で説明した暗黙的構成オプションも適用され得る。
【００７５】
　[0089]別の態様では、２つのチャネル測定リソースの各々のために別個のリソースを構
成することは必要とされないことがあり、代わりに共通リソースが使用され得、レポート
目的のための加算干渉は、他の送信ポイントのチャネル測定リソースに基づき得る。
【００７６】
　ＣｏＭＰ動作とＣＡとのジョイントサポートのための技法
　[0090]キャリアアグリゲーション（ＣＡ）はピークレートの増加を可能にし、場合によ
ってはコンポーネントキャリア（ＣＣ）ごとに干渉協調を可能にし得る。干渉協調をサポ
ートする可能性は、ＣＡが使用され得る展開のタイプに依存する。ＣｏＭＰは、同一チャ
ネル（co-channel）展開の場合の（場合によっては集中型処理に基づく）緊密な干渉協調
をターゲットにする。
【００７７】
　[0091]ＣｏＭＰとＣＡとのジョイント動作はフレキシビリティを提供し得る。しかしな
がら、ＣｏＭＰ＋ＣＡはＵＥ複雑度の増加につながり得る。個々に、ＣｏＭＰおよびＣＡ
は、すでにＵＥ複雑度を増加させている（たとえば、ＣＳＩフィードバック複雑度に関し
てＵＥ複雑度を増加させた）。ＣＡは、Ｒｅｌ－１０では最高５つのＣＣをサポートする
。したがって、ＵＥは、非ＣＡと比較して最高５倍のＣＳＩフィードバック負荷をサポー
トする必要があり得る。
【００７８】
　[0092]ＣｏＭＰは、構成可能ＣｏＭＰ　ＣＳＩレポート構成に関して同様の増加をサポ
ートし得る。したがって、本開示の態様は、ＣｏＭＰとＣＡとのジョイント動作をフレキ
シブルに構成するように制限を導入する。
【００７９】
　[0093]本明細書でより詳細に説明するように、図１２は、本開示のいくつかの態様によ
る、たとえば、ＵＥ（たとえば、ＵＥ６５０）によって実行され得る例示的な動作１２０
０を示す。１２０２において、ＵＥは、可能な構成のセットから、ＵＥが１つまたは複数
のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用して１つまたは複数のＢＳと
どのように通信すべきかを定義する構成を示すシグナリングを受信する。１２０４におい
て、ＵＥは、構成に従って通信する。
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【００８０】
　[0094]図１３は、本開示のいくつかの態様による、たとえば、ＵＥを用いたＣｏＭＰ動
作に他のノードとともに参加しているノードなど、基地局（たとえば、ＢＳ６１０）によ
って実行され得る例示的な動作１３００を示す図である。１３０２において、ＢＳは、可
能な構成のセットから、ＵＥが１つまたは複数のＣＣ上のＣｏＭＰ動作を使用して１つま
たは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する構成を選択する。１３０４において
、ＢＳはＵＥに構成の指示をシグナリングする。　
　　　ＣｏＭＰ＋ＣＡのための構成オプション
【００８１】
　[0095]第１の代替によれば、ＣｏＭＰは２つ以上のＣＣ上でサポートされ得る。これは
、ＣｏＭＰがすべてのＣＣ上でサポートされ得るので、完全なフレキシビリティを提供し
得る。ＣｏＭＰはすべてのＣＣ上でサポートされ得るが、構成され得るＣＳＩプロセスの
数を制限するために、制限が必要であり得る。
【００８２】
　[0096]第２の代替によれば、ＣｏＭＰは単一のＣＣ上でサポートされ得る。その単一の
ＣＣがプライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ:primary component carrier）である
のかセカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ:secondary component carrier）である
のかは構成可能であり得る。初期ネットワーク展開が単一のキャリア上のＣｏＭＰのみを
サポートし得るので、単一のＣＣ上のＣｏＭＰをサポートすることは魅力的なオプション
であり得る。そのようなコンフィギュアビリティは、複数の使用事例を可能にし得る。さ
らに、単一のＣＣ上のみでＣｏＭＰをサポートすることは、複雑度の観点から有益であり
得る。しかしながら、ＣｏＭＰが２つ以上のＣＣ上でサポートされる第１の代替と同様に
、さらなる制限が必要とされ得る。
【００８３】
　[0097]たとえば、マクロ／ＲＲＨが同じセルＩＤで構成され得る異種展開シナリオでは
、ＰＣＣ上のＣｏＭＰをサポートすることは、モビリティ処理の改善を与え得る。ＳＣＣ
上のＣｏＭＰをサポートすることは、新規キャリアタイプ（ＮＣＴ：new carrier type）
のＣＣ上のＣｏＭＰの構成によって誘導され得る。たとえば、そのようなＮＣＴは、ジョ
イント送信など、いくつかのＣｏＭＰ方式の場合、ＣＲＳレートマッチングを必要としな
いことがある。
【００８４】
　[0098]第３の代替によれば、ＣｏＭＰまたはＣＡのうちの１つのみが構成され得る。こ
の代替は、何らかの構成フレキシビリティを犠牲にしてＵＥ複雑度を制限し得る。
【００８５】
　[0099]ＣｏＭＰとＣＡとの一般的なコンフィギュアビリティと組み合わせて、ＵＥがサ
ポートし得る構成可能ＣＳＩレポートの数に対して制限がかけられる必要があり得る。Ｃ
ｏＭＰが２つ以上のＣＣ上で構成され得る第１の代替を参照すると、構成可能ＣＳＩレポ
ートの数はＣＣごとに制限され得る。たとえば、ＣＣごとに、ＣｏＭＰについての構成可
能ＣＳＩレポートの数は、一定数Ｎ1によって制限され得、Ｎ1は、全体的なＵＥ複雑度を
制限するために、構成されたＣＣの総数に依存し得る。
【００８６】
　[0100]第１の代替を参照すると、態様によれば、構成可能ＣＳＩプロセスの全数のみが
制限され得る。たとえば、ＣｏＭＰフィードバックレポート構成の総数は、一定数Ｎ2よ
りも大きくならないように制限され得る。構成されたＣＣの数ＮCCも考慮に入れられ得る
。たとえば、ＣｏＭＰフィードバックレポート構成の数は、ＵＥが生成する必要があり得
るＣＳＩプロセスの全数を制限するためにＮ2－ＮCCに制限され得る。
【００８７】
　[0101]ＣｏＭＰが単一のＣＣ上で構成され得る、上記で説明した第２の代替を参照する
と、構成可能ＣＳＩプロセスの全数は、ＣｏＭＰを用いて構成され得る１つのＣＣについ
て制限され得る。この制限は、構成されたＣＣの総数に依存し得る。
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【００８８】
　[0102]ＮＣＴとして構成されたＣＣは、干渉測定のためのＣｏＭＰ　ＩＭＲで構成され
得る。ＮＣＴに関して、ＣＲＳは、あらゆるサブフレーム中に存在するとは限らないこと
がある。したがって、ＮＣＴでのＣＲＳに基づいて、干渉測定が可能でないことがある。
（たとえば、上記で説明したように、第２の代替では、ＣｏＭＰは、多くとも１つのＣＣ
上で構成され得るので）前に定義した、第２の代替はＮＣＴ　ＣＣの数を単一のキャリア
に制限し得る。前に定義した、第３の代替は、ＮＣＴ動作をサポートすることと衝突し得
る。
【００８９】
　[0103]第２および第３の代替で複数のＮＣＴ　ＣＣをサポートするために、低減された
ＵＥ複雑度の利益を維持しようと試みると同時に、ＮＣＴ　ＣＣ上のＣｏＭＰ構成はさら
に制約され得る。たとえば、ＣｏＭＰはＮＣＴ　ＣＣ上で可能にされ得るが、そのような
ＣＣ上のＣｏＭＰ動作は制限され得る。態様によれば、チャネル測定のための単一のＮＺ
Ｐ－ＣＳＩ－ＲＳリソースのみを可能にすること（すなわち、ＣｏＭＰ測定セットサイズ
１）によって、ＣｏＭＰ動作は制限され得る。態様によれば、干渉測定のために、単一の
ＩＭＲ構成のみが可能にされ得る。したがって、そのＣＣ上のキャリアアグリゲーション
のために必要とされるであろう単一のＣＳＩプロセスと複雑度において同様であるただ１
つの可能なＣＳＩレポート構成があり得る。
【００９０】
　[0104]第２の代替の場合、ＮＣＴ　ＣＣ上でＣｏＭＰが可能にされ得るが、ＣｏＭＰ動
作は、（第２の代替が１つのＣＣ上の本格的なＣｏＭＰをサポートするので）「真の」Ｃ
ｏＭＰ動作のために指定されたＮＣＴ　ＣＣを除いてすべてのＮＣＴ　ＣＣ上で制限され
得る。第３の代替の場合、上記の制限はすべてのＮＣＴ　ＣＣに対してかけられ得る。　
　　　非周期ＣＳＩ（Ａ－ＣＳＩ：Aperiodic CSI）レポートのトリガリング
【００９１】
　[0105]ＣＡにおけるＣＳＩレポートのトリガリングに関して、ＣＣのどのセットをレポ
ートすべきかを選択するために、２ビットトリガがＲｅｌ－１０において使用され得る。
２ビットは４つの組合せを与える。１ビットは、要求がない場合のために予約され得、１
ビットは、サービングセルをレポートするために予約され得る。残りの２つの状態は、対
応するトリガが受信されたときにレポートされるべきＣＣを含んでいる２つのＲＲＣ構成
されたセットにリンクされる。
【００９２】
　[0106]ＣｏＭＰにおけるＣＳＩレポートのトリガリングに関して、態様によれば、Ｃｏ
ＭＰレポートを選択するための２ビットトリガは「再利用」され得る。ＣｏＭＰとＣＡの
両方が構成される場合にトリガを解釈することに関係する詳細は、さらなる研究のためで
あり得る。
【００９３】
　[0107]本開示の態様によれば、ＣｏＭＰとＣＡの両方が構成された場合、「レポートセ
ット」の概念が再利用され得る。２ビットトリガから生じる各トリガリングオプションは
、Ｒｅｌ－１０と同様のレポートセットを識別し得る。ＣｏＭＰとＣＡの両方が構成され
た場合、各レポートセットは、（ＣＡレポートのための）ＣＣと（ＣｏＭＰレポートのた
めの）ＣｏＭＰ　ＣＳＩレポート構成との組合せを識別し得る。したがって、ＣＡとＣｏ
ＭＰの両方が構成されたとき、どのＣＳＩ情報がＵＥによってレポートされるべきである
かについてのあいまいさがないことがある。また、既存の２ビットトリガは、フレキシビ
リティの改善を可能にするために２ビットよりも多くのビットに拡張され得る。
【００９４】
　[0108]ＣＡでは、サービングセルからＡ－ＣＳＩレポートをトリガするために、２ビッ
トトリガの１つのコードポイントが予約される。ＣｏＭＰの場合、ＣＳＩレポートがサー
ビングセルを必ずしも含む必要があるとは限らないので、これがどのＣｏＭＰ　ＣＳＩレ
ポート構成に対応し得るかは明らかでない。態様によれば、１つの手法は、実際のサービ
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ングセルの代わりに、サービングセルのＣＣ上で定義された最も小さいインデックスをも
つＣｏＭＰ　ＣＳＩ構成を常にトリガすることであり得る。別の手法は、Ａ－ＣＳＩレポ
ートをトリガする許可がレガシーＰＤＣＣＨ上で受信されるのか、ｅＰＤＣＣＨ上で受信
されるのかに依存する挙動を行うことである。
【００９５】
　[0109]Ａ－ＣＳＩレポートをトリガする許可がレガシーＰＤＣＣＨ上で受信される場合
、実際のサービングセルの代わりに、サービングセルのＣＣ上で定義された最も小さいイ
ンデックスをもつＣｏＭＰ　ＣＳＩ構成が使用され得る。Ａ－ＣＳＩレポートをトリガす
る許可がｅＰＤＣＣＨ上で受信される場合、ＵＥは、ｅＰＤＣＣＨが受信された仮想セル
ＩＤに一致するＣｏＭＰ　ＣＳＩフィードバック構成をレポートし得る。代替的に、ＰＵ
ＳＣＨ仮想セルＩＤに対応するＣｏＭＰ　ＣＳＩフィードバック構成が選択され得る。
【００９６】
　[0110]また別のオプションは、ＣｏＭＰ＋ＣＡのためのこの挙動をサポートしないこと
であり、代わりに、このコードポイントを、フィードバックレポートのために使用され得
る第３のＲＲＣ構成されたセットにマッピングすることであり得る。上記のオプションは
また、３６．２１３において指定されているように、（２ビットの代わりに）１ビットト
リガのみが許可中に存在する場合に使用され得る。
【００９７】
　[0111]さらなるフレキシビリティを与えるために、ＣｏＭＰ＋ＣＡのためのレポートを
トリガするための２ビットトリガの解釈は、ＣＣ依存および／または仮想セルＩＤ依存に
され得る。たとえば、別個のＲＲＣ構成されたセットはＣＣごとに定義され得る。Ａ－Ｃ
ＳＩトリガがどのＣＣ上で受信されるかに応じて、そのＣＣに対応するセットは使用され
得る。別の態様では、ＲＲＣ構成されたセットは仮想セルＩＤごとに構成され得る。ｅＰ
ＤＣＣＨがＡ－ＣＳＩレポートをトリガするためにどの仮想セルＩＤが使用されるかに応
じて、その仮想セルＩＤに対応するセットが使用され得る。
【００９８】
　[0112]態様によれば、ＰＤＣＣＨベースのトリガリングとｅＰＤＣＣＨベースのトリガ
リングとのために、異なるセットが、それぞれ定義され得る。ｅＰＤＣＣＨベースのトリ
ガリングの場合、セットは、上記で説明したように仮想セルＩＤにさらに依存することが
できる。
【００９９】
　[0113]フレキシビリティをさらに増加させるために、トリガリングは、さらに、レポー
トをトリガするＤＣＩフォーマットのタイプ、トリガがその上で受信されるサブフレーム
タイプ（たとえば、ＭＢＳＦＮ／非ＭＢＳＦＮ）および／またはＣＳＩサブフレームセッ
トのファクタに応じて行われ得、探索空間は区分され得、セットは、一部はトリガが探索
空間のどのパーティション上で復号されるかで判定され得る。　
　　　周期ＣＳＩレポート
【０１００】
　[0114]ＣｏＭＰとＣＡの両方の場合、周期フィードバックレポートは、それぞれ、ＣＣ
ごとに、およびＣｏＭＰレポート構成ごとに独立して構成され得る。異なるフィードバッ
クインスタンスのレポートが特定のサブフレーム中で衝突するとき、問題が起こる。Ｒｅ
ｌ－１０では、レポートのうちのどれが削除される必要があるか（たとえば、ＲＩは、Ｐ
ＭＩ／ＣＱＩに勝る優先順位を有するなど）を判定するための優先順位付け（「レポート
タイプ」によって行われる優先順位付け）が定義されている。同様の優先順位付けプロシ
ージャがＣｏＭＰについて定義され得る。
【０１０１】
　[0115]ＣｏＭＰとＣＡの両方が構成されたとき、既存の優先順位付けプロシージャはＣ
ｏＭＰとＣＡとに個々に適用され得ないが、ＣｏＭＰとＣＡの両方にわたって適用され得
る。すなわち、ＣｏＭＰフィードバックレポートインスタンスとＣＡフィードバックレポ
ートインスタンスとが、あるサブフレーム中で偶然衝突した場合、異なる優先順位付けル
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ールが使用され得る。同様に、新しい優先順位付けルールが定義された場合、たとえば、
ＰＵＣＣＨフォーマット３と組み合わせて、これらのルールはまた、構成された場合にＣ
ｏＭＰとＣＡの両方にわたって適用されるように拡張され得る。
【０１０２】
　[0116]本開示の態様によれば、ＣｏＭＰとＣＡの両方が構成されたとき、同じ優先順位
のレポートタイプがサブフレーム中で衝突した場合、両方は、それらの組み合わせられた
ペイロードがアップリンク送信フォーマットで適応され得る場合にレポートされ得る。両
方が適応され得ない場合、優先順位付けルールは複数のレベルを含み得る。優先順位付け
は、レポートタイプに従って行われ得る（たとえば、ＲＩ、ＰＭＩ、ＣＱＩ、態様によれ
ば、ルールはＲｅｌ－１０から再利用され得る）。優先順位付けはＣＣインデックスまた
はＣｏＭＰ　ＣＳＩ構成インデックスによって行われ得る。概して、これらの基準は何ら
かの順序で考慮され得る。
【０１０３】
　[0117]一態様では、周期ＣＳＩレポートは、第１にレポートタイプによって優先順位を
付けられ、第２に（ネットワークがＣＣのいずれかでＵＥをスケジュールする能力を保持
することを保証するために有用であり得るＣＡレポートに何らかの優先順位を与える）Ｃ
Ｃインデックスによって優先順位を付けられ、第３に、ＣｏＭＰ　ＣＳＩインデックスに
よって優先順位を付けられ得る。
【０１０４】
　[0118]別の態様によれば、ネットワークは、ＣＣとＣｏＭＰ　ＣＳＩレポート構成とに
わたる相対的優先順位でビットマップを構成し得る。レポートタイプは第１に考慮され得
る。次いで、ＲＲＣ構成されたビットマップはタイブレーカーとして使用され得る。この
ようにして、周期ＣＳＩレポートは、ＣＣとＣｏＭＰ　ＣＳＩレポート構成とにわたって
一緒に優先順位を付けられ得る。
【０１０５】
　[0119]また別の態様によれば、同じサブフレーム中の複数のレポートタイプのフィード
バックが（たとえば、ＰＵＣＣＨフォーマット３を使用することによって）サポートされ
る場合、ペイロードは複数の方法で判定され得る。たとえば、レポートは、単一のレポー
トタイプ（たとえば、衝突するレポートタイプの間で最高優先順位をもつレポートタイプ
）に対応するＣＳＩ情報を含み得、残りのペイロードは、部分的な情報のみがレポートに
適合し得るより優先順位の低いレポートタイプに割り振られないことがある。代替的に、
最も大きい可能なペイロードは、常に使用され得、上記で説明した優先順位付けプロシー
ジャに従って複数のレポートタイプの間で分割され得る。　
　　　ＵＥ能力シグナリング
【０１０６】
　[0120]態様によれば、ＵＥ能力シグナリングは、ＣｏＭＰとＣＡとのために一緒に実行
され得る。たとえば、能力シグナリングは、第１、第２、および第３の代替において上記
で説明したＣｏＭＰ＋ＣＡオプション間を区別する必要があり得る。
【０１０７】
　[0121]第１の代替の場合、ＵＥは、ＣｏＭＰ＋ＣＡの間で共有され得るＸフィードバッ
クインスタンスの総数をサポートし得る。たとえば、ＵＥが最高５つのフィードバックイ
ンスタンスをサポートする場合、それは、ＣＣ１上では最高３つのフィードバックインス
タンスで構成され、ＣＣ２上では最高２つのフィードバックインスタンスで構成され得る
。代替的に、それはＣＣ１上では４つのフィードバックインスタンスで構成されるが、Ｃ
Ｃ２の上では１つのフィードバックインスタンスのみで構成されるなどであり得る。
【０１０８】
　[0122]第２の代替の場合、ＵＥ能力は、ＣＣごとにサポートされるフィードバックイン
スタンスの総数を指定し得る。言い換えれば、フィードバックインスタンスは、ＣＣにわ
たって「共有」されないことがある。　
　　　帯域幅依存ＵＥ能力シグナリング
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【０１０９】
　[0123]別の態様では、ＵＥ能力シグナリングは（たとえば、帯域幅組合せごとに）帯域
幅依存であり得る。これは、ＣＳＩを計算することに関連する複雑度が帯域幅に近似的に
比例する（すなわち、より大きい帯域幅をもつキャリアは、狭い帯域幅よりも多くの複雑
度を必要とする）ので、重要であり得る。この関係は近似的にのみ成り立つが、それは、
ＣＣの帯域幅とＣＣにわたるアグリゲート帯域幅とがＵＥ複雑度を判定する際の重要なフ
ァクタであり得ることを示唆する。
【０１１０】
　[0124]図１４に、本開示のいくつかの態様による、たとえば、ＵＥ（たとえば、ＵＥ６
５０）によって実行され得る例示的な動作１４００を示す。１４０２において、ＵＥは、
多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数の基地局（ＢＳ）との通信のため
にＵＥによってサポートされる能力を示す、可能な構成の第１のセットから選択された１
つまたは複数のＵＥ能力構成をシグナリングする。１４０４において、ＵＥは、１つまた
は複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥが１つま
たは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏＭＰ動作を使用して１つまたは複数
のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な構成の第２のセットから選択された
構成を示すシグナリングを受信する。１４０６において、ＵＥは、受信されたシグナリン
グに従って通信する。
【０１１１】
　[0125]以下でより詳細に説明するように、可能な構成の第１のセットの構成の各々は、
ＵＥによってサポートされるＣＳＩプロセスの最大数を示し得る。ＣＳＩプロセスの最大
数は、ＣＣ上のネットワークによって構成され得るＣＳＩプロセスのアグリゲート数を制
限し得るか、またはＣＳＩプロセスの最大数は、特定のコンポーネントキャリアのために
構成され得るＣＳＩプロセスの数を制限し得る。
【０１１２】
　[0126]図１５に、本開示のいくつかの態様による、たとえばＢＳ（たとえば、ＢＳ６１
０）によって実行され得る例示的な動作１５００を示す。１５０２において、ＢＳは、ユ
ーザ機器（ＵＥ）から１つまたは複数のＵＥ能力シグナリング構成を受信し、シグナリン
グ構成が、多地点協調（ＣｏＭＰ）動作を使用する１つまたは複数のＢＳとの通信のため
にＵＥによってサポートされる能力を示す可能な構成の第１のセットから選択される。１
５０４において、ＢＳは、１つまたは複数のシグナリングされたＵＥ能力構成に少なくと
も部分的に基づいて、ＵＥが１つまたは複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）上のＣｏ
ＭＰ動作を使用して１つまたは複数のＢＳとどのように通信すべきかを定義する、可能な
構成の第２のセットから選択された構成を示すシグナリングを送信する。
【０１１３】
　[0127]以下でより詳細に説明するように、可能な構成の第１のセットの構成の各々は、
ＵＥによってサポートされるＣＳＩプロセスの最大数を示し得る。態様によれば、ＣＳＩ
プロセスの最大数は、ＣＣ上のネットワークによって構成され得るＣＳＩプロセスのアグ
リゲート数を制限し得るか、またはＣＳＩプロセスの最大数は、特定のコンポーネントキ
ャリアのために構成され得るＣＳＩプロセスの数を制限し得る。
【０１１４】
　[0128]したがって、一態様では、サポートされるＣＳＩプロセスの数を示すＵＥ能力シ
グナリングは、帯域幅サポートを示すＵＥ能力シグナリングの一部として与えられ得る。
たとえば、２つのＣＣの場合、シグナリングは、それぞれ１０ＭＨｚを用いて２つのＣＣ
のアグリゲーションについて、ＣＳＩプロセスの第１の数がサポートされることを示すこ
とができる。しかしながら、２０ＭＨｚ＋２０ＭＨｚのアグリゲーションの場合、おそら
く第１の数よりも小さい第２の数のＣＳＩプロセスがサポートされることになる。この例
では、ＣＳＩプロセスのサポートされる数は、アグリゲート帯域幅に依存し得る。
【０１１５】
　[0129]また別の態様では、上記のシグナリングは、さらに、アグリゲート帯域幅だけで
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なく、実際の帯域幅組合せにも依存し得る。たとえば、シグナリングは、それぞれ１０Ｍ
Ｈｚをもつ２つのＣＣのアグリゲーションが第１の数のＣＳＩプロセスをサポートし得る
ことを示すことができる。しかしながら、５ＭＨｚと１５ＭＨｚとのアグリゲーションは
、第１の数とは異なり得る第２の数のＣＳＩプロセスをサポートし得る。
【０１１６】
　[0130]また別の態様では、ＣＳＩプロセスの数は、ＵＥ能力シグナリングの一部として
与えられないことがあるが、代わりに、何らかの仕様に直接組み込まれるか、または何ら
かの他の手段によって与えられ得る。この場合、ＣｏＭＰ＋ＣＡのＵＥ能力シグナリング
は、ＣｏＭＰ＋ＣＡ動作がサポートされるか否かのみをシグナリングし得る。上述のシナ
リオと同様に、このシグナリングは、アグリゲート帯域幅または実際の帯域幅組合せに依
存することがある。たとえば、ＵＥは、１０ＭＨｚ＋１０ＭＨｚの場合のＣｏＭＰ＋ＣＡ
をサポートするが、５ＭＨｚ＋１５ＭＨｚの場合のＣｏＭＰ＋ＣＡをサポートしないこと
がある。　
　　　ＣｏＭＰ＋ＣＡのための複数のタイミングアドバンストグループ（ＴＡＧ：Timing
 Advanced Group）
【０１１７】
　[0131]Ｒｅｌ－１０では、単一のＴＡＧのみがサポートされる。したがって、ＵＬ送信
タイミングは、ＵＥにおいてＣＡ中のすべてのＵＬ　ＣＣにわたって同期し得る。Ｒｅｌ
－１１では、２つのＴＡＧがサポートされ、それによって、ＣＡ中のＣＣにわたる非同期
ＵＬ送信タイミングを可能にする。
【０１１８】
　[0132]ＣＡの場合、ＴＡＧを異なるセルに関連付けることは十分であり得る（たとえば
、各ＴＡＧは、タイミングアドバンス（ＴＡ：timing advance）値を共有するアップリン
クリソースをもつセルのセットを備える）。
【０１１９】
　[0133]ＣｏＭＰ＋ＣＡサポートの場合、異なる仮想セルＩＤを備えるＴＡＧをサポート
すること、たとえば、アップリンクＤＰＳをよりフレキシブルにサポートすることは有益
であり得る。したがって、ＵＥが第１の仮想セルＩＤを用いて送信するとき、ＵＥは第１
のＴＡＧを使用し得、ＵＥが第２の仮想セルＩＤを使用するとき、ＵＥは第２の構成され
たＴＡＧを使用し得る。タイミングアドバンス保守機構は、ＣＡの場合のようにＴＡＧご
とに存続し得る。　
　　　電力優先順位付け
【０１２０】
　[0134]現在、ＰＵＣＣＨ＞アップリンク制御情報（ＵＣＩ：uplink control informati
on）がある場合のＰＵＳＣＨ＞ＰＵＳＣＨなど、電力優先順位付けが使用され得る。アッ
プリンクＣｏＭＰ送信に優先順位を与えるために、さらなる優先順位付けが望まれ得る。
ＵＥが電力制限に達した場合、ＵＥは、それの利用可能な電力バジェットに基づいて優先
順位を付けなければならないことがある。例示的な電力優先順位付けは、ＰＵＣＣＨ＞Ｕ
ＣＩがある場合のＰＵＳＣＨ＞ＣｏＭＰがある場合のＰＵＳＣＨ＞ＣｏＭＰがない場合の
ＰＵＳＣＨであり得る。ＣｏＭＰに優先順位を与えることは、アップリンク送信が終了し
た場合に２つ以上のｅＮＢがリソースを解放することを可能にし得る。
【０１２１】
　[0135]別の態様によれば、アップリンクサウンディングの場合、ＣｏＭＰがある場合の
ＳＲＳ＞ＣｏＭＰがない場合のＳＲＳの優先順位付けが望ましいことがある。これは、Ｃ
ｏＭＰが構成された場合にＳＲＳが２つ以上のセルに情報を与え得るので、望ましいこと
がある。
【０１２２】
　　　ＰＵＳＣＨタイプ２ホッピング
【０１２３】
　[0136]ＬＴＥは、セル固有パラメータのセットがホッピングの詳細を判定し得るＰＵＳ
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ＣＨタイプ２ホッピングをサポートする。パラメータは、サブバンドパラメータＮSB、ホ
ッピングモード（たとえば、ｉｎｔｅｒＳｕｂＦｒａｍｅまたはｉｎｔｒａＳｕｂＦｒａ
ｍｅ）、ならびにＰＵＳＣＨホッピングオフセットＮRB

HOを含み得る。パラメータはセル
固有ベースで構成され得る。
【０１２４】
　[0137]個々の送信ポイントが、望むパラメータを別々に構成し得たことは、望ましいこ
とがある。すなわち、各送信ポイントについて、上記パラメータのセットは別々に構成可
能であり得る。しかしながら、ＵＥにおけるアップリンク送信ポイントの動的スイッチン
グがターゲットにされた場合、これは、そのような動作をサポートする送信ポイントに、
同じパラメータのセットを使用するように強制し、それによって、フレキシビリティを制
限し得る。
【０１２５】
　[0138]この制限を回避するために、上記のパラメータのセットは仮想セルＩＤに結合さ
れ得る。この場合、ＵＥは、ＵＥがそれで動的に構成された仮想セルＩＤから上記のパラ
メータのセットを判定し得る。たとえば、ＵＥが第１の仮想セルＩＤで構成されたとき、
それはホッピングパラメータの第１のセットを使用し得る。ＵＥが第２の仮想セルＩＤで
構成されたとき、それはホッピングパラメータの第２のセットを使用し得る。各仮想セル
ＩＤを、場合によっては異なるパラメータセットに関連付けるマップは、ＲＲＣによって
シグナリングされ得る。
【０１２６】
　[0139]開示したプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の
一例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセス中のステップの特定
の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。添付の方法クレームは、様々な
ステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層
に限定されるものではない。
【０１２７】
　[0140]以上の説明は、本明細書で説明された様々な態様を、当業者が実行できるように
するために提供される。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明らかであ
り、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の
範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、特許請求の言い回しに矛盾
しない全範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記されて
いない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「１つまたは複数の」を意味する
ものである。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という語は「１つまたは複数
の」を表す。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわた
って説明した様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参照により本明
細書に明白に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに、本明細書に
開示するいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているか
どうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「
手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、または方法クレームの場合に
は、その要素が「ステップ」という語句を使用して具陳されていない限り、米国特許法第
１１２条第６項の規定の下で解釈されるべきではない。
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