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(57)【要約】
開示の主題は、ＭＩＭＯネットワークに非同期マルチポ
イント送信方式を提供する。一実施形態では、方法は、
プロセッサを備えるデバイスによって、無線通信ネット
ワークの第１のＴＰデバイスから第１のデータ信号を受
信するステップを含み、第１のデータ信号はデータに基
づいて生成される第１のコードワード情報を備える。方
法は、デバイスによって、無線通信ネットワークの第２
のＴＰデバイスから第２のデータ信号を受信するステッ
プをさらに含み、第２のデータ信号はデータに基づいて
生成される第２のコードワードを備え、第１のコードワ
ード情報及び第２のコードワード情報は異なり、第１の
ＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスは地理的に閾距離
だけ離れている。デバイスはさらに、データを表す統一
データ信号を生成するように第１のデータ信号及び第２
のデータ信号を処理することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　プロセッサを備えるデバイスによって、無線通信ネットワークの第１の送信ポイントデ
バイスから第１のデータ信号を受信するステップであって、該第１のデータ信号は前記デ
バイスに向けられたデータに基づいて生成される第１のコードワード情報を備える、ステ
ップと、
　前記デバイスによって、前記無線通信ネットワークの第２の送信ポイントデバイスから
第２のデータ信号を受信するステップであって、該第２のデータ信号は前記データに基づ
いて生成される第２のコードワード情報を備える、ステップと
を備え、
　前記第１のコードワード情報及び前記第２のコードワード情報が異なり、
　前記第１の送信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスは地理的に閾距
離だけ離れている、方法。
【請求項２】
　前記第１のコードワード情報及び前記第２のコードワード情報は、それぞれ、前記デー
タの異なる部分を表す、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のコードワード情報及び前記第２のコードワード情報は、それぞれ、前記デー
タを表すが異なる符号化方式を備える、請求項１に記載の方法。　
【請求項４】
　前記デバイスによって、前記データトランスポートブロックを表す統一データ信号を生
成するように前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ信号を処理するステップをさら
に備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ信号は、それぞれ、前記第１の送信ポイン
トデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジ
ューラの使用に基づいて非同期の時間に前記デバイスによって受信される、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記第１のコードワード情報及び前記第２のコードワード情報は、それぞれ、前記第１
の送信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送
信信号スケジューラの使用に基づいて異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ信号は、それぞれ、前記第１のコードワー
ド情報及び前記第２のコードワード情報に対する異なる物理リソースブロック割当てを備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ信号は、それぞれ、前記第１の送信ポイン
トデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジ
ューラの使用に基づいて異なる重複しない前記物理リソースブロック割当てを備える、請
求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ信号の合計ランクは、前記第１の送信ポイ
ントデバイスと前記第２の送信ポイントデバイスの間で実行される物理リソースブロック
区分け協調手順の結果に基づいて前記デバイスの最大ランク容量を超えない、請求項７に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記デバイスによって、前記異なる重複しない物理リソースブロック割当てを特定する
ステップと、
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　前記デバイスによって、前記異なる重複しない物理リソースブロック割当てを識別する
リソースブロック割当て情報を前記第１の送信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイ
ントデバイスにそれぞれ送信するステップと
をさらに備え、
　前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ信号の合計ランクは、それぞれ前記第１の
送信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスによる前記リソースブロック
割当て情報の受信及び適用に基づいて、前記デバイスの最大ランク容量を超えない、請求
項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ信号は、それぞれ、前記第１のコードワー
ド情報及び前記第２のコードワード情報に対して異なる空間レイヤ割当てを備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ信号は、それぞれ、前記第１の送信ポイン
トデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジ
ューラの使用に基づいて前記異なる空間レイヤ割当てを備える、請求項１１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記異なる空間レイヤ割当ては重複せず、前記第１のデータ信号及び第２のデータ信号
の合計ランクは、前記第１の送信ポイントデバイスと前記第２の送信ポイントデバイスの
間で実行される空間レイヤ及びランク区分け協調手順の結果に基づいて前記デバイスの最
大ランク容量を超えない、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記デバイスによって、前記第１の送信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイント
デバイスに対するランク割当てを特定するステップであって、前記ランク割当ては前記第
１の送信ポイントデバイスと前記第２の送信ポイントデバイスの間で前記デバイスの前記
最大ランク容量を区分けする、ステップと、
　前記デバイスによって、前記ランク割当てを特定するステップに関連付けて前記第１の
送信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスに対して前記異なる空間レイ
ヤ割当てを特定するステップと、
　前記デバイスによって、前記ランク割当てを識別するランク割当て情報を前記第１の送
信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスに送信するステップと、
　前記デバイスによって、前記異なる空間レイヤ割当てを識別する空間レイヤ情報を前記
第１の送信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスに送信するステップと
をさらに備え、
　前記異なる空間レイヤ割当ては重複せず、前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ
信号の前記合計ランクは、それぞれ、前記第１の送信ポイントデバイス及び前記第２の送
信ポイントデバイスによる前記ランク割当て情報及び前記空間レイヤ情報の受信及び適用
に基づいて前記デバイスの最大ランク容量を超えない、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　無線通信ネットワークの第１の送信ポイントデバイスであって、
　プロセッサと、
　メモリであって、前記プロセッサによって実行されると、
　デバイスに向けられたデータの第１の部分を備えるデータトランスポートブロックを受
信するステップ、
　前記データの第１の部分を表す第１のコードワード情報を備える第１の信号データを生
成するように前記データを処理するステップ、及び
　前記無線通信ネットワークの第２の送信ポイントデバイスによって、前記デバイスへの
第２の信号データの送信に関連付けて前記第１の信号データを前記デバイスに送信するス
テップであって、前記第２の信号データは前記データの第２の部分を表す第２のコードワ
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ード情報を備え、前記第１の送信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイス
は地理的に閾距離だけ離れている、ステップ
を備える動作の実行を促進する実行可能な命令を記憶するメモリと
を備える第１の送信ポイントデバイス。
【請求項１６】
　前記第１の信号データを送信するステップは、それぞれ、前記第１の送信ポイントデバ
イス及び前記第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジューラ
の使用に基づいて前記第２の信号データの前記送信に対して時間において同期されていな
い、請求項１５に記載の第１の送信ポイントデバイス。
【請求項１７】
　前記第１のコードワード情報及び前記第２のコードワード情報は、それぞれ、前記第１
の送信ポイントデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送
信信号スケジューラの使用に基づいて異なる、請求項１５に記載の第１の送信ポイントデ
バイス。
【請求項１８】
　前記第１のデータ信号及び前記第２のデータ信号は、それぞれ、前記第１の送信ポイン
トデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジ
ューラの使用に基づいて、それぞれ、前記第１のコードワード情報及び前記第２のコード
ワード情報に対する異なる重複しない物理リソースブロック割当てを備える、請求項１５
に記載の第１の送信ポイントデバイス。
【請求項１９】
　前記動作が、
　前記デバイスから、前記第１の送信ポイントデバイスによる使用に対して許可された第
１の物理リソースブロックを識別する前記デバイスによって特定される第１のリソースブ
ロック割当て情報を受信するステップ、及び
　前記受信するステップに基づいて前記第１の物理リソースブロックの１以上に前記第１
のコードワード情報を割り当てるステップ
をさらに備え、前記第２の信号データは、前記第２の送信ポイントデバイスによる使用に
対して許可された第２の物理リソースブロックを識別する情報の受信に基づいて前記第２
の送信ポイントデバイスによって１以上の第２の物理リソースブロックに割り当てられる
、請求項１８に記載の第１の送信ポイントデバイス。
【請求項２０】
　前記第１のデータ信号及び前記第２の信号データは、それぞれ、前記第１の送信ポイン
トデバイス及び前記第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジ
ューラの使用に基づいて、それぞれ、前記第１のコードワード情報及び前記第２のコード
ワード情報に対する異なる空間レイヤ割当てを備える、請求項１５に記載の第１の送信ポ
イントデバイス。
【請求項２１】
　前記動作が、
　前記デバイスから、前記第１のコードワード情報に対する空間レイヤ割当てを識別する
前記デバイスによって特定された空間レイヤ割当て情報を受信するステップ、
　前記デバイスから、前記第１の信号データに対するランクを識別する前記デバイスによ
って特定されたランク割当て情報を受信するステップ、及び
　前記空間レイヤ割当て情報及び前記ランク割当て情報に基づいて前記第１の信号データ
を構成するステップ
をさらに備え、
　前記構成するステップに基づいて、前記異なる空間レイヤ割当てが重複せず、前記第１
のデータ信号及び前記第２のデータ信号の合計ランクが前記デバイスの最大ランク容量を
超えない、請求項２０に記載の第１の送信ポイントデバイス。
【請求項２２】
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　デバイスのプロセッサによって実行されると、
　それぞれの送信ポイント間で前記デバイスのランク容量を区分けするランク割当てを、
それぞれ、前記デバイスと前記それぞれの送信ポイントデバイスとの間の通信リンクに関
連するチャネル状態情報に基づいて特定するステップと、
　異なる空間レイヤを前記ランク割当てに応じて前記それぞれの送信ポイントに割り当て
る異なる重複しない空間レイヤ割当てを特定するステップと、
　前記ランク割当てを識別するランク割当て情報を前記それぞれの送信ポイントデバイス
に送信するステップと、
　前記異なる重複しない空間レイヤ割当てを識別する空間レイヤ割当て情報を前記それぞ
れの送信ポイントデバイスに送信するステップと、
　前記それぞれの送信ポイントからデータ信号を受信するステップであって、前記データ
信号は前記デバイスに向けられた同じデータを表す情報をそれぞれ備え、前記データ信号
は前記異なる重複しない空間レイヤ割当てをそれぞれ有する、ステップと
を備える動作の実行を促進する実行可能な命令を備える機械可読記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２０１６年１１月４日出願の米国特許出願第１５／３４３５４３号、発明の名
称「ＡＳＹＮＣＨＲＯＮＯＵＳ　ＭＵＬＴＩ－ＰＯＩＮＴ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　
ＳＣＨＥＭＥＳ」の優先権を主張し、その全体がここに参照として取り込まれる。
【０００２】
　本開示は、概略として非同期マルチポイント送信方式に関し、より具体的には、第５世
代（５Ｇ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）ネットワークのための非同期マルチポイント送信方
式に関する。
【背景技術】
【０００３】
　マルチポイント送信は、地理的に分散した送信ポイント（ＴＰ）（例えば、基地局、ｅ
ＮｏｄｅＢ、リモート無線ユニット（ＲＲＵ）など）からデータがユーザ装置（ＵＥ）に
送信されるコンセプトである。マルチポイント送信方式は、リリース１１からロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークに対する第３世代（３Ｇ）規格の一部であっ
た。それらは、特にセルの縁部において、より高いスループット及び容量を実現する際の
強力なコンセプトであることが分かってきた。しかし、初期バージョンのマルチポイント
送信方式、特に３Ｇリリース１１に記載されるものは、複数送信ポイントとクラウドベー
ス又は中央化無線アクセスネットワーク（Ｃ－ＲＡＮ）アーキテクチャとの間の速い協調
に対して非常に低いレイテンシのトランスポートサポートを必要とする。Ｃ－ＲＡＮアー
キテクチャがあれば、多数のセルに対するベースバンド処理が中央化され、ＴＰ間の送信
を協調するのに中央化スケジューラが採用される。これらのタイプのマルチポイント送信
方式は、「協調」マルチポイント（ＣｏＭＰ）送信方式といわれる。
【０００４】
　５Ｇ無線システムは、モバイル電気通信標準以降の次の大きな段階を表す。５Ｇ計画は
、より速いピークのインターネット接続速度ではなく、３Ｇ及び第４世代（４Ｇ）ＬＴＥ
システムよりも高い容量を目指し、単位面積当たりに、より多くのモバイルブロードバン
ドユーザを可能とし、より高い又は無制限のデータ量の消費を可能とする。これにより、
人口の大部分に対して、Ｗｉ－Ｆｉホットスポットの到達範囲外の場合に、彼らのモバイ
ルデバイスを用いて高精細メディアを一日当たり長時間ストリーミングすることが実行可
能となる。
【０００５】
　マルチポイント送信は、無線ネットワークの公平性及び信頼性を向上する基本的な技術
となっている。高周波での動作がセルの縁部に非常に難しい前提を保証させるので、マル
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チポイント送信は５Ｇネットワーク及びそれ以降のような将来の無線ネットワークにおい
て特に重要となる。しかし、ＣｏＭＰ送信方式の低いレイテンシのトランスポート及びＣ
－ＲＡＮアーキテクチャ要件は、アドバンストＬＴＥシステム、５Ｇシステム及びそれ以
降などの高度な無線通信システムでは実現するのが累進的に一層難しくなっている。これ
は、高度な無線ネットワークは、非常に低いレイテンシ及び高い帯域幅を必要とするため
である。例えば、５Ｇネットワークにおいて、ＴＰスケジューラが協調される必要がある
時間スケールは、非常に低いレイテンシを実現するのに使用される一層小さな送信時間間
隔（ＴＴＩ）（例えば、ＬＴＥに対する１．０ミリ秒（ｍｓｅｃ）と比較して５Ｇに対し
て約１２５マイクロ秒（μｓｅｃ）から約２５０μｓｅｃ）に起因して、ＬＴＥにおける
時間スケールよりも大幅に小さくなり得る。そのようなタイトなスケジューリングの協調
用時間スケールでは、あるシナリオの下では５Ｇに対するＣ－ＲＡＮアーキテクチャを実
現することが難しくなる。したがって、現在のＣｏＭＰ送信方式に関連するＴＰ間でのタ
イトなスケジューリング協調を必要としないマルチポイント送信方式は、高度な無線ネッ
トワークに必要となる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信を促
進する例示の無線通信システムの説明図である。
【図２】図２は、本開示の種々の態様及び実施形態による例示のＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信方
式の原理を示す説明図を与える。
【図３】図３は、本開示の種々の態様及び実施形態による例示の非同期マルチポイント送
信方式の原理を示す説明図を与える。
【図４】図４は、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信方式
を用いて動作するように構成された例示のＵＥの上位ブロック図を示す。
【図５】図５は、本開示の種々の態様及び実施形態による、２以上のＴＰ間のＵＥ特定に
よるランク及びレイヤの区分けに基づいて２以上のＴＰの送信による非同期マルチポイン
ト送信を促進する例示の処理のフロー図を示す。
【図６】図６は、本開示の種々の態様及び実施形態による、２以上のＴＰ間のＵＥ特定に
よるＰＲＢ区分けに基づいて２以上のＴＰ送信による非同期マルチポイント送信を促進す
る例示の処理のフロー図を示す。
【図７】図７は、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信を促
進するように構成された例示のネットワークＴＰデバイスの上位ブロック図を示す。
【図８】図８は、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信を促
進する例示の方法を示す。
【図９】図９は、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信を促
進する他の例示の方法を示す。
【図１０】図１０は、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信
を促進する例示の方法を示す。
【図１１】図１１は、開示事項が相互作用できるコンピューティング環境の例示の模式ブ
ロック図を示す。
【図１２】図１２は、実施形態による開示のシステム及び方法を実行するように動作可能
なコンピューティングシステムの例示のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本開示は、５Ｇ　ＭＩＭＯネットワークのための非同期マルチポイント送信を促進する
コンピュータ処理システム、コンピュータによって実施される方法、装置及び／又はコン
ピュータプログラム製品に向けられる。本非同期マルチポイント送信方式によると、ネッ
トワークデバイス（例えば、ネットワークＴＰ、ネットワークスケジューラデバイスなど
）にＴＰ間の協調タスクを行わせるのではなく、協調はＵＥによって完全に実行され、又
はＵＥとＴＰの間に分散され得る。これにより、複数の（例えば、２以上の）ＴＰがほと
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んど協調なしに又は全く協調なしに稼働することが可能となる。さらに、中央化スケジュ
ーリングエンティティは必要ではない。これに対して、独立したスケジューラがネットワ
ークにおける各ＴＰに配備可能となり、ＵＥとそれぞれ通信するＴＰがＵＥとの無線周波
数（ＲＦ）シグナリング手順を自立的に実行することができる。結果として、本マルチポ
イント送信方式は、非常に低いレイテンシトランスポートもＣ－ＲＡＮアーキテクチャも
必要としない。
【０００８】
　１以上の実施形態において、緩いＴＰ協調でマルチポイント送信を実現するために、Ｕ
Ｅと通信するそれぞれのＴＰは、別個のコードワードをＵＥに送信するように構成され得
る。旧来的なＣｏＭＰ送信とは異なり、この場合、別個のコードワードは、ＵＥに対して
意図された異なる情報を含み得る。特に、各ＴＰは複数のレイヤ及び複数のコードワード
をＵＥに送信するように構成され、ＵＥはそれぞれのＴＰから受信された異なる空間レイ
ヤ及びコードワードを傍受するように構成され得る。各ＴＰによって送信されたコードワ
ード及び空間レイヤは協調される必要はない（すなわち、同じである）ので、各ＴＰは独
立のスケジューラを用いることができる。さらに、別個のスケジューラが使用され得るの
で、全てのＴＰからの空間レイヤ及びコードワードの物理リソースブロック（ＰＲＢ）割
当て（すなわち、リソース割当て）が同じである必要はない。結果として、各ＴＰから割
り当てられたリソースブロック及び空間レイヤも独立したものとなり得る。また、ＵＥは
複数のＴＰから空間レイヤを独立して受信するので、ＴＰ間で厳密な準共存（ＱＣＬ）基
準を維持する必要はない。
【０００９】
　例えば、種々の実施形態では、ＵＥは、（例えば、ＵＥによって測定及び／又は特定さ
れるチャネル状態情報（ＣＳＩ）に基づいて）ＴＰ間で空間レイヤ及びＰＲＢを区分けす
ることができる。ある実施例では、空間レイヤを区分けすることに関連して、ＵＥは、同
じレイヤを用いるＴＰがあることを回避するように、各ＴＰに対してレイヤマッピングが
異なることを確実にすることができる。１以上の実施形態では、ＵＥはまた、区分けされ
たＰＲＢに基づいてＴＰ間で送信ランクを区分けするようにも構成され得る。ＴＰ間で送
信ランクを区分けすることに関連して、ＵＥは、全てのＴＰにわたる送信の合計ランクが
ＵＥの最大ランク容量を超えないことを確実にするようにランクを区分けするようにも構
成され得る。ＵＥは、これらの容量の全て又は一部の組合せを用いて、マルチポイント送
信協調をその端部に実行し、各ＴＰに対する送信パラメータ及び仮説をネットワークＴＰ
に示すことができる。例えば、ＵＥは、区分けされた空間レイヤ、ＰＲＢ及び送信ランク
に関するフィードバックをそれぞれのＴＰに提供するように構成され得る。そして、ＴＰ
は、コードワード送波をＵＥに送信する場合にフィードバックを採用することができる。
種々の追加の実施形態では、全てのＴＰにわたる送信の合計ランクが、ＵＥが扱うことが
できる最大ランクを超えないこと、及び２つのＴＰで同じレイヤを使用することを回避す
るように各ＴＰとはレイヤマッピングが異なることを確実にするように、ＴＰ又はそれら
のスケジュールは幾らか「遅い」協調を行うように構成され得る。
【００１０】
　本非同期マルチポイント送信方式によって、ＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信に必要なインフラベ
ースの協調の必要がなくなる。ＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信とは異なり、本マルチポイント送信
方式は、速い協調のためのＴＰ間の非常に低いレイテンシのトランスポートを必要としな
い。本マルチポイント送信方式は、（ＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信のために義務的であるが実現
するのが難しいことがある）Ｃ－ＲＡＮのようなアーキテクチャによって提供されるよう
な中央化スケジューリングを必要とすることもない。提案の非同期マルチポイント送信方
式が独立のスケジューラ及び最小の協調で作用する能力によって、それらは５Ｇ　ＭＩＭ
Ｏ技術に対して極めて価値のあるものとなり、５Ｇネットワークの配備が大幅に容易とな
る。
【００１１】
　１以上の実施形態において、プロセッサを備えるデバイスによって、無線通信ネットワ
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ークの第１のＴＰデバイスから第１のデータ信号を受信するステップを含む方法が提供さ
れ、第１のデータ信号は他のデバイスからそのデバイスに向けられたデータに基づいて生
成される第１のコードワード情報を備える。方法はさらに、デバイスによって、無線通信
ネットワークの第２のＴＰデバイスから第２のデータ信号を受信するステップをさらに含
み、第２のデータ信号はデータに基づいて生成される第２のコードワードを備え、第１の
コードワード情報及び第２のコードワード情報が異なり、第１のＴＰデバイス及び第２の
ＴＰデバイスは地理的に閾距離だけ離れている。デバイスはさらに、データを表す統一デ
ータ信号を生成するように第１のデータ信号及び第２のデータ信号を処理することができ
る。種々の実施例において、第１のコードワード情報及び第２のコードワード情報は、そ
れぞれ、第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスによる別個かつ非同期の送信信号ス
ケジューラの使用に基づいて異なる。
【００１２】
　ある実施例では、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ、第１のＴＰデ
バイス及び第２のＴＰデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジューラの使用に基
づいて非同期の時間にデバイスによって受信される。さらに、ある実施例では、第１のデ
ータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ、第１のコードワード情報及び第２のコード
ワード情報に対する異なる重複しないＰＲＢ（ＰＲＢ）割当てを備え得る。例えば、第１
のデータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ、第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデ
バイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジューラの使用に基づいて異なる重複しない
ＰＲＢ割当てを備え得る。ある態様では、別個かつ非同期のスケジューラの使用によって
異なる重複しないＰＨＢ割当てがもたらされても、第１のデータ信号及び第２のデータ信
号の合計ランクはデバイスの最大ランク容量を超えない。一実施例では、これは、第１の
ＴＰデバイスと第２のＴＰデバイスの間で実行されるＰＲＢ区分け協調手順の結果に基づ
く。他の実施例では、これは、デバイスによるＰＲＢ区分けの特定並びにそれぞれの第１
及び第２のＴＰへのＰＲＢ区分けを識別する情報のプロビジョニングに基づく。
【００１３】
　また、種々の追加の実施例では、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ
、第１のコードワード情報及び第２のコードワード情報に対して異なる重複しない空間レ
イヤ割当てを備える。例えば、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ、第
１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジューラ
の使用に基づいて異なる重複しない空間レイヤ割当てを備え得る。ある態様では、別個か
つ非同期のスケジューラの使用によって異なる空間レイヤ割当てがもたらされても、異な
る空間レイヤ割当ては重複せず、第１のデータ信号及び第２のデータ信号の合計ランクは
デバイスの最大ランク容量を超えない。一実施例では、これは、第１のＴＰデバイスと第
２のＴＰデバイスの間で実行される空間レイヤ及びランク区分け協調手順の結果に基づく
。他の実施例では、これは、デバイスによる異なる空間レイヤ割当て及びランク割当ての
特定並びにそれぞれの第１及び第２のＴＰへの異なる空間レイヤ割当て及びランク割当て
を識別する情報のプロビジョニングに基づく。
【００１４】
　用語「地理的に離れた」は、ここでは、２以上の送信機を含むデバイスなどの同じデバ
イス上に２つのＴＰが配置されず、２以上の送信機はそれぞれのＴＰとして作用すること
を示すのに使用される。例えば、地理的に離れたＴＰは、マクロセル、マイクロセル、ピ
コセル及びフェムトセルなどを含む様々なネットワークセルに配置又は関連付けられた送
信デバイス及び／又は送信機を含む。この意味において、閾距離は変化し得る。１以上の
実施例では、閾距離は、約１０メートル以上である。他の実施例では、閾距離は、約１０
００メートル以上である。他の実施例では、閾距離は、約１マイル以上である。
【００１５】
　他の実施形態では、プロセッサと、プロセッサによって実行されると、動作の実行を促
進する実行可能な命令を備えるメモリとを備える、無線通信ネットワークの第１のＴＰデ
バイスが提供される。これらの動作は、デバイスに向けられたデータの第１の部分を備え
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るデータトランスポートブロックを受信するステップと、データの第１の部分を表す第１
のコードワード情報を備える第１の信号データを生成するようにデータを処理するステッ
プとを備え得る。動作は、無線通信ネットワークの第２のＴＰデバイスによって、デバイ
スへの第２の信号データの送信に関連付けて第１の信号データをデバイスに送信するステ
ップをさらに備える。これらの動作に応じて、第２の信号データは、データの第２の部分
を表す第２のコードワード情報を備える。さらに、第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデ
バイスは地理的に閾距離だけ離れている。１以上の実施例において、第１の信号データを
送信するステップは、それぞれ、第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスによる別個
かつ非同期の送信信号スケジューラの使用に基づいて第２の信号データの送信に対して時
間において同期されていない。ある実施例では、第１のコードワード情報及び第２のコー
ドワード情報は、それぞれ、第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスによる別個かつ
非同期の送信信号スケジューラの使用に基づいて異なる。
【００１６】
　さらに他の実施形態では、実行可能な命令を備える機械可読記憶媒体は、デバイスのプ
ロセッサによって実行されると、動作の実行を促進する。それらの動作は、それぞれのＴ
Ｐデバイス間でデバイスの最大ランク容量を区分けするランク割当てを、それぞれ、デバ
イスとそれぞれのＴＰデバイスとの間の通信リンクに関連するチャネル状態情報に基づい
て特定するステップを含み得る。動作は、異なる空間レイヤをランク割当てに応じてそれ
ぞれのＴＰに割り当てる異なる重複しない空間レイヤ割当てを特定するステップも含む。
動作は、ランク割当てを識別するランク割当て情報をそれぞれのＴＰデバイスに送信する
ステップと、異なる重複しない空間レイヤ割当てを識別する空間レイヤ割当て情報をそれ
ぞれのＴＰに送信するステップとを含む。さらに、動作は、それぞれのＴＰからデータ信
号を受信するステップを含み、データ信号はデバイスに送信された同じデータを表す情報
をそれぞれ備え、データ信号は異なる重複しない空間レイヤ割当てをそれぞれ有する。
【００１７】
　ここで、図面を参照して本開示を説明する。全体を通じて、同様の符号は同様の要素を
示すのに使用される。以下の説明及び添付図面は、主題の特定の説明的態様を詳細に説明
する。ただし、これらの態様は、主題の原理が採用可能な種々の態様の幾つかではあるが
その表示である。開示事項の他の態様、効果及び新規な構成は、提供される図面との関連
で考慮されると、以下の詳細な説明から明らかとなる。以下の説明では、説明の目的のた
め、本開示の完全な理解を与えるために多数の具体的詳細が説明される。しかし、本開示
はこれらの具体的詳細なしに実施され得ることは明らかなものとなる。他の事例では、周
知の構造及びデバイスは、本開示の説明を容易化するためにブロック図形式で示される。
【００１８】
　図１は、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信を促進する
例示の無線通信システム１００の説明図である。本開示で説明するシステム、装置又は処
理の態様は、機械内で具現化され、例えば、１以上の機械に関連付けられる１以上のコン
ピュータ可読媒体（又は単一の媒体）で具現化される機械実行可能なコンポーネントを構
成することができる。そのようなコンポーネントは、１以上の機械、例えば、コンピュー
タ、コンピューティングデバイス、仮想機械などによって実行されると、説明する動作を
その機械に実行させることができる。
【００１９】
　システム１００は、１以上のＵＥ１０２、２以上のネットワークＴＰデバイス１０４（
すなわち、ＴＰ）及びコア無線通信ネットワーク１０６を備え得る。説明的目的のために
単一のＵＥ１０２が図示されること及び任意数のＵＥがシステム１００に含まれ得ること
が理解されるべきである。同様に、本非同期マルチポイント送信方式の種々の態様は、Ｔ
Ｐとしての２つのネットワークＴＰデバイス１０４に関して例示される。ただし、本シス
テム１００及び非同期マルチポイント送信方式は３以上のＴＰ（例えば、多くの実施例で
は３個のＴＰ、４個のＴＰなど）を関与させるマルチポイント送信に関連して採用され得
ることが理解されるべきである。さらに、図示する実施形態では、ネットワークＴＰデバ
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イス１０４は、地理的に（閾距離に対して）離れている。例えば、ネットワークＴＰデバ
イス１０４は、異なるセルにそれぞれ配置され、それをサービングすることができる。た
だし、本技術の非同期マルチポイント送信技術は、共配置又はＱＣＬ（すなわち、閾距離
に対して地理的に離れていない）ネットワークＴＰデバイス１０４又はＴＰにも適用可能
である。
【００２０】
　ＵＥ１０２は、本非同期マルチポイント送信方式プロトコルの１以上の態様を用いて動
作するように構成され得る様々な異なる移動及び静止デバイスのタイプを含み得る。例え
ば、ＵＥ１０２は、これらに限定されることなく、携帯電話、スマートフォン、タブレッ
トコンピュータ、ウェアラブルデバイス、バーチャルリアリティ（ＶＲ）デバイス、ヘッ
ドアップディスプレイ（ＨＵＤ）デバイスなどを含み得る。ＵＥ１０２はまた、マシンタ
イプ通信（ＭＴＣ）又はマシントゥマシン（Ｍ２Ｍ）能力（カテゴリ－Ｍ１、カテゴリ－
Ｍ２、カテゴリ－０、カテゴリ－１、狭帯域（ＮＢ）－ＩｏＴなど）で構成されてもよい
。例えば、ＵＥ１０２は、計量デバイス、移植可能医療デバイス（ＩＭＤ）、ホームオー
トメーションシステムに関連するセンサ及び／若しくは制御デバイス、追跡デバイス、ポ
イントオブセールデバイス（例えば、自動販売機）、セキュリティデバイス（例えば、監
視システム、ホームセキュリティ、アクセス制御などに関連する）、何らかのモノのイン
ターネット（ＩｏＴ）デバイス（例えば、トースター、コーヒーメーカ、ブラインド、音
楽プレイヤ、スピーカなど）並びに／又は何らかの接続された輸送手段（自動車、航空機
、宇宙ロケット、及び／又は少なくとも部分的に自動化された他の輸送手段（例えば、ド
ローン））などであってもよいし、それを含んでいてもよい。
【００２１】
　本非同期マルチポイント送信方式によると、ＵＥ１０２は、ネットワーク送信ポイント
として動作する２以上のネットワークＴＰデバイス１０４に通信可能に接続可能である。
非限定的用語であるネットワークＴＰデバイスは、ここでは、ＵＥ１０２をサービングす
る及び／又は他のネットワークノードに接続された任意のタイプのネットワークノード（
又は無線ネットワークノード）、ネットワーク要素、又はＵＥ１０２が無線信号を受信で
きる他のネットワークノードをいうものとして使用される。例えば、ネットワークＴＰデ
バイス１０４は、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ＮｏｄｅＢ／ｅＮｏｄｅＢの無線機又は送
信機／受信機、アクセスポイント（ＡＰ）デバイスなどを備え、又はそれに接続され得る
。ネットワークノードの他の要素（例えば、ネットワークＴＰデバイス１０４）は、これ
に限定されることなく、マルチ標準無線（ＭＳＲ）ＢＳ、ｅＮｏｄｅＢ、ネットワークコ
ントローラ、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、基地局コントローラ（ＢＳＣ）
、中継器、ドナーノード制御中継器、基地送受信局（ＢＴＳ）、送信ポイント、送信ノー
ド、ＲＲＵ、ＲＲＨ、分散アンテナシステム（ＤＡＳ）におけるノードなどを含むマルチ
標準無線（ＭＳＲ）無線ノードデバイスを、これに限定されることなく含み得る。図示す
る実施形態では、ＵＥ１０２は、ＵＥ１０２とそれぞれのネットワークＴＰデバイス１０
４との間に確立される無線リンクを介して無線通信を送信及び／又は受信することができ
る。ＵＥ１０２からネットワークＴＰデバイス１０４への細い実線矢印はアップリンク通
信を表し、ネットワークＴＰデバイス１０４からＵＥ１０２への細い破線矢印はダウンリ
ンク通信を表す。
【００２２】
　種々の実施形態において、システム１００は、ネットワークＴＰデバイス１０４及び／
又は種々の追加のネットワークデバイス（不図示）を介して、ＵＥ１０２を含む種々のＵ
Ｅに無線通信サービスを提供することを促進する１以上の通信サービスプロバイダネット
ワークであってもよいし、それを含んでいてもよい。アクセスネットワークレイヤ（例え
ば、ネットワークＴＰデバイス１０４）に加えて、通信サービスプロバイダネットワーク
は、無線通信システム１００を介して無線通信サービスを提供することに関連する種々の
中央処理の役割及びサービスを促進する種々のネットワークデバイス１０８を含むコア無
線通信ネットワークを含み得る。例えば、コア無線通信ネットワーク１０６は、ネットワ
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ークＴＰデバイス１０４及び／又は種々の追加ネットワークデバイス（不図示）を介して
ＵＥ１０２に無線通信サービスを提供することを促進する種々のネットワークデバイス１
０８を含み得る。例えば、コア無線通信ネットワーク１０６の１以上のネットワークデバ
イス１０８は、これに限定されることなく、モバイル交換センタ（ＭＳＣ）デバイス、ホ
ームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）デバイス、ビジタロケーションレジスタ（ＶＬＲ）
デバイス、認証センタ（ＡＵＣ）デバイス、プロビジョニングサーバ、課金サーバ、オペ
レーション及びサポートシステム（ＯＳＳ）デバイス、ショートメッセージサービスセン
タ（ＳＭＳＣ）デバイス、及び多数の他の要素を含み得る。
【００２３】
　本マルチポイント送信方式によると、ネットワークデバイス１０８の１以上は、データ
割当てプラットフォーム１１０であってもよいし、それを含んでいてもよい。データ割当
てプラットフォーム１１０は、他のデバイス（例えば、他のＵＥ、他のシステムデバイス
、ネットワークデバイス、仮想デバイスなど）からＵＥ１０２に送信されたデータトラフ
ィックを２以上のＴＰ（例えば、それぞれのネットワークＴＰデバイス１０４）に割り当
てるように構成され得る。無線ネットワーク及び特にセルラネットワークでは、ＵＥ１０
２に向けられたユーザデータ及びシグナリングメッセージは、ＵＥ１０２にオーバージエ
ア（ＯＴＡ）で送信されるようにネットワークＴＰデバイス１０４を含む物理（ＰＨＹ）
レイヤに渡される前に、コア無線通信ネットワーク１０６（例えば、コア無線通信ネット
ワーク１０６の１以上のネットワークデバイス１０８）に関連する種々のネットワークレ
イヤ／デバイスによって処理される。例えば、ＬＴＥネットワークでは、ＰＨＹレイヤに
先行するネットワークレイヤは、これに限定されることなく、パケット・データ・コンバ
ージェンス・プロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤ、無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤ及びメデ
ィアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤなど）を含む。これらのレイヤは、ユーザデータに対
して、ＵＥへの送信のためのＰＨＹレイヤにそれを送信する前に種々のタイプの処理を実
行する。これらのコアネットワークレイヤ／デバイスからＰＨＹレイヤデバイス（すなわ
ち、ネットワークＴＰデバイス１０４）に送信されるユーザデータは、１以上のデータパ
ケット、データストリーム、データの１以上のセグメント、データの１以上のチャンクな
どとして受信され得る（それは採用されるデータトランスポートプロトコル、データトラ
ンスポートプロトコルに関連する専門用語及びデータのタイプに応じて変わる）。本マル
チポイント送信方式によると、データ割当てプラットフォーム１１０は、データをＰＨＹ
レイヤにおけるＵＥに送信するようにマルチポイント送信に関連付けて選択された２以上
のＴＰに、ＵＥに向けられたデータを割り当てるように構成される。データ割当てプラッ
トフォームによって割り当てられるようにデータがネットワークデバイス１０８からそれ
ぞれのＴＰ（例えば、ネットワークＴＰデバイス１０４）に送信される場合に、データは
１以上のデータトランスポートブロックとして送信される。そして、ネットワークＴＰデ
バイス１０４は、ネットワークＴＰデバイス１０４に関連付けられてＵＥに送信された１
以上のスケジューラ又はスケジューラコンポーネントによってスケジューリングされる。
【００２４】
　ある実施形態では、ネットワークＴＰデバイス１０４は、システム１００のそれぞれの
ＴＰ（すなわち、ネットワークノード）に対してマルチポイント送信スケジューリング機
能を実行する中央化スケジューラデバイス又はコンポーネント（不図示）を用いることが
できる。このタイプの構成は、Ｃ－ＲＡＮインフラを採用するシステムに使用される。他
の実施形態では、ネットワークＴＰデバイス１０４の一部が共通のスケジューラを共有し
得る一方で、他のものがそれ自体の専用のスケジューラを有していてもよい。ただし、種
々の例示の実施形態において、ネットワークＴＰデバイス１０４の各々が、個々のスケジ
ューラコンポーネント又は専用のスケジューラデバイス（不図示）を含んでいてもよいし
、それに関連付けられてもよい。これらの実施形態によると、ネットワークＴＰデバイス
１０４の各々に関連付けられたスケジューラコンポーネント／デバイスは、ネットワーク
ＴＰデバイス１０４に通信可能に接続されていてもよく、ある実施形態では、ネットワー
クＴＰデバイス１０４と物理的に共配置されていてもよい。他の実施例では、ネットワー
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クＴＰデバイス１０４の各々に関連付けられたスケジューリングコンポーネント／デバイ
スは、コア無線通信ネットワーク１０６又はネットワークＴＰデバイス１０４の外部の他
のデバイスに含まれたネットワークデバイス１０８であってもよい（又はそれと含まれて
もよい）。
【００２５】
　システム１００は、これに限定されることなく、セルラネットワーク、フェムトネット
ワーク、ピコセルネットワーク、マイクロセルネットワーク、インターネットプロトコル
（ＩＰ）ネットワーク、Ｗｉ－Ｆｉサービスネットワーク、ブロードバンドサービスネッ
トワーク、企業ネットワーク、クラウドベースのネットワークなどを含む種々のタイプの
異なるネットワークを含み得る。例えば、少なくとも１つの実施例において、システム１
００は、種々の地理的領域に跨る大規模セルラネットワークを含む。この実施例によると
、システム１００は、ネットワークＴＰとして作用する複数の異なる地理的配置ネットワ
ークＴＰデバイス１０４を含み得る。ネットワークＴＰデバイス１０４は、１以上のバッ
クホールリンク（太い矢印で図示）を介してコア無線通信ネットワーク１０６に接続され
得る。例えば、その１以上のバックホールリンクは、これに限定されることなく、Ｔ１／
Ｅ１電話線、デジタル加入者線（ＤＳＬ）（例えば、同期又は非同期いずれかの）、非対
称ＤＳＬ（ＡＤＳＬ）、光ファイババックボーン、同軸ケーブルなどのような有線リンク
コンポーネントを含み得る。１以上のバックホールリンク１０８は、これに限定されるこ
となく、地上エアインターフェース又は深宇宙リンク（例えば、ナビゲーションのための
衛星通信リンク）を含み得るラインオブサイト（ＬＯＳ）又は非ＬＯＳリンクのような無
線リンクコンポーネントも含み得る。
【００２６】
　無線通信システム１００は、マルチポイント送信をサポートしてデバイス間（例えば、
ＵＥ１０２とネットワークＴＰデバイス１０４の間、ネットワークノードとネットワーク
デバイス１０８の１以上との間、ＵＥと他のＵＥの間など）の無線通信を促進する種々の
セルラ又は無線通信技術を採用することができる。例えば、本非同期マルチポイント送信
方式の種々の態様及び実施形態は５Ｇの背景でここに説明されるが、開示される態様は５
Ｇに限られない。例えば、開示される非同期マルチポイント送信方式の態様又は構成は、
マルチポイント送信又はＭＩＭＯ技術をサポートする実質的にあらゆる無線通信技術にお
いて利用可能である。そのような無線通信技術は、これに限定されることなく、ユニバー
サルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）、ＬＴＥシステム、２Ｇシステム、３Ｇシス
テム、４Ｇシステム、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、Ｗｉ－Ｆｉ、ワイマックス（
ＷｉＭａｘ）、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、エンハンストＧＰＲＳ、ウルト
ラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、エボルブド
高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ＋）、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ
）、高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）、Ｚｉｇｂｅｅ又は他のＩＥＥＥ
８０２．ＸＸ技術を含み得る。さらに、ここに開示される実質的に全ての態様は、レガシ
ー電気通信技術において利用可能である。
【００２７】
　１以上の実施形態では、システム１００は、システム１００のＴＰ（例えば、ネットワ
ークＴＰデバイス１０４）とＵＥ（ＵＥ１０２）の間の非同期マルチポイント送信を促進
するように適合される。マルチポイント送信は、特に、さもなければダウンリンクの場合
に複数の送信ポイントからの大きな干渉を受けることになるＵＥに対して性能を改善する
ように地理的に離れたＴＰ（例えば、ネットワークＴＰデバイス１０４）からＵＥ（例え
ば、ＵＥ１０２）にデータが送信されるコンセプトである。ＣｏＭＰ送信のような旧来的
なＬＴＥマルチポイント送信方式では、それぞれのＴＰ（例えば、ネットワークＴＰデバ
イス１０４）によってＵＥ（例えば、ＵＥ１０２）に送信される送波は、送信信号コンテ
ンツ、送信パラメータ及びタイミングに関してタイトに協調されなければならない。
【００２８】
　例えば、図２は、本開示の種々の態様及び実施形態による旧来的なＬＴＥ　ＣｏＭＰ送
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信方式２００の原理を示す説明図を提示する。例えば、ＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信方式２００
は、ＬＴＥリリース１１に規定されるような古典的なジョイント送信（ＪＴ）方式を表す
ことができる。
【００２９】
　図２に示すように、２つのネットワークノードＴＰ１及びＴＰ２はそれぞれデータ信号
をＵＥ１０２に送信している。ＬＴＥにおいて使用されるような旧来的なマルチポイント
送信方式は、全てのＴＰが同じデータコンテンツを送信することを要する。例えば、図示
する実施形態では、ＴＰ１及びＴＰ２は、コードワード１－Ｎをそれぞれ送信している。
用語「コードワード」とは、それが送信のためにフォーマットされる前のユーザデータを
いう。チャネルの状態及びユースケースに応じてＴＴＩ当たり１又は２個のコードワード
が使用され得る。単一ユーザＭＩＭＯ（ＳＵ－ＭＩＭＯ）の最も一般的な場合では、２個
のコードワードが、ＴＴＩ当たり単一のハンドセットＵＥに送信される。
【００３０】
　同じコードワードを送信することに加えて、旧来的なＬＴＥマルチ送信方式であれば、
それぞれのＴＰは、これに限定されることなく、レイヤマッピング、変調及び符号化方式
（ＭＣＳ）レベル、コードワードの各々に対する占有ＰＲＢなどを含む同じ送信フォーマ
ットパラメータを用いてデータ信号を送信しなければならない。例えば、従来的な非Ｃｏ
ＭＰマルチアンテナ（ＭＩＭＯ）動作及びＣｏＭＰ動作では、それぞれのＴＰが、ＵＥへ
のリンクの品質に基づいて送信パラメータを適合させる。この現代の無線通信において一
般に採用されるようないわゆる「リンク適合」では、ＵＥ１０２は、仮説的なデータ送信
のためにチャネル状態情報（ＣＳＩ）を推定する必要がある。ＣｏＭＰに関連するジョイ
ント送信をサポートするために、ＵＥは、送信ポイント（例えば、ＴＰ１及びＴＰ２）に
対応する集約されたセットのアンテナからのジョイント送信を仮定してＣＳＩ情報をフィ
ードバックしなければならない。そのようなＣＳＩは、基本的にはＵＥに送信される空間
ストリームの数である送信ランクに関する情報、基本的には空間ストリームにマッピング
され得るコードワードの各々においてサポートされ得る変調及び符号化方式（ＭＣＳ）で
あるチャネル品質インデックス情報、及び集約されたセットのアンテナのチャネル品質情
報（ＣＱＩ又は合計ＣＱＩ）などにおいて使用されるプリコーディング重み付けであるプ
リコーディング行列インデックス（ＰＭＩ）を含み得る。
【００３１】
　そして、それぞれのＴＰは、データ信号をＵＥに送信する際の使用率についての共通送
信パラメータを（例えば、共用スケジューラ２０１を用いて）協調する。特に、ＵＥ１０
２から受信されたフィードバックに基づいて、スケジューラ２０１は、レイヤマッピング
のための理想パラメータ、ＭＣＳレベル、コードワードの各々についての占有ＰＲＢなど
を決定することができる。例えば、図示する実施形態では、コードワードの共通ＰＲＢ割
当てがそれぞれのＴＰ間で共有され、ＴＰによってそれぞれ送信される信号に適用される
。
【００３２】
　さらに、ＬＴＥ　ＣｏＭＰでは、異なるＴＰによって送信されたそれぞれの信号のＵＥ
による受信のタイミングも協調されなければならない。例えば、異なるＴＰからＵＥによ
って受信されるそれぞれの信号のコードワード、空間レイヤ、ＰＲＢ割当てなどが同じ場
合、ＵＥ信号は相互のエコーとしてＵＥによって中断されることになる。ＵＥは、マルチ
パスシグナリング技術による統一信号として両信号を中断するように構成される。ＵＥが
マルチパス処理に応じて両信号を中断するためには、両信号が最小時間遅延内で受信され
る必要がある。したがって、旧来的なＬＴＥ　ＣｏＭＰ技術では、それぞれのＴＰは、時
間ドメインにおけるそれらの送波を、ここで準共配置（ＱＣＬ）というものとして見える
ようにＵＥに対して協調しなければならない。用語ＱＣＬは、それぞれのＴＰによって送
信される信号が単一の同期インスタンスで（例えば、単一の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
内で）受信されるように充分な時間－周波数コヒーレンスでＵＥにおいて受信されること
を示す。したがって、ＴＰは実際に共配置されていなくても、それらはＵＥにおける受信
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機にはそのように見える。
【００３３】
　図１及び２を参照すると、コンテンツ、フォーマット及び時間に関してＴＰ間で協調さ
れたシグナリングを実現するためには、旧来的なＬＴＥ　ＣｏＭＰ方式は、ネットワーク
がＣ－ＲＡＮ又はＣ－ＲＡＮのようなアーキテクチャを採用してスケジューリング動作を
中央化し、ＴＰ間の極低レイテンシのトランスポートを実施することを要する。例えば、
図２に示すように、ＴＰは、両ＴＰの協調を実行する中央化スケジューラ２０１を共有す
る。あるいは、「理想的な」バックホールが実現される限り、複数のスケジューラがそれ
ぞれのＴＰに使用可能となる。この背景では、「理想的な」バックホールとは、スケジュ
ーラ間でゼロのレイテンシ及び無限の帯域幅を有することをいうので、スケジューラ間の
任意の種類の協調が即座に実現可能となる。５Ｇの場合では、タイトなＴＰ協調に必要な
これらの制約は、縮小するレイテンシのバジェット及び５Ｇネットワークで対象とされる
増加するトランスポート帯域幅に起因して、充足するのが一層難しくなる。例えば、５Ｇ
ネットワークでは、非常に低いレイテンシを実現するために、ＴＰスケジューラが協調さ
れる必要があるＴＴＩは、２５０μｓｅｃ未満であり、約１２５μｓｅｃにさえなり得る
。この時間スケール間隔は、旧来的なＬＴＥに必要となる約１．０ｍｓｅｃよりも大幅に
短い。協調のためのそのようなタイトなスケジューリング時間スケールでは、旧来的なＬ
ＴＥマルチポイント送信技術の厳格な協調要件が、高度な無線通信ネットワーク（例えば
、５Ｇネットワーク）に対して望まれる非常に低いレイテンシ及び高い帯域幅を与えつつ
ＣｏＭＰ送信を実現することを非常に難しくし、ほぼ不可能なものとする。
【００３４】
　開示されるマルチポイント送信技術は、ここでは非同期マルチポイント送信という技術
を用いてＣｏＭＰ送信方式のタイトな協調スケジューリング要件と考えられる制限を緩和
する。本マルチポイント送信技術は、ＣｏＭＰ送信のような旧来的なＬＴＥマルチポイン
ト送信方式とは異なり、システム１００のＴＰ（すなわち、ネットワークＴＰデバイス１
０４）は、コンテンツ、フォーマット及びタイミングに関して２以上のＴＰ（例えば、そ
れぞれのネットワークＴＰデバイス１０４）によって単一のＵＥ（例えば、ＵＥ１０２）
に送信されるデータ送波をタイトに協調する必要はない。これに対して、本非同期マルチ
ポイント送信方式では、地理的に離れた異なるＴＰ（例えば、それぞれのネットワークＴ
Ｐデバイス１０４）からＵＥ（例えば、ＵＥ１０２）に送信されたコードワード及び／又
は（例えば、レイヤマッピング、ＭＣＳレベル、コードワードの各々に対する占有ＰＲＢ
などのような）送信パラメータの１以上が異なり得る。さらに、ＵＥはそれぞれのＴＰか
らコードワード及び空間レイヤを独立して受信するため、複数のＴＰ間で厳密なＱＣＬタ
イミング基準を維持する必要はない。したがって、ＴＰ又はＴＰのためのスケジューラは
、送信信号コンテンツ、フォーマット及びタイミングに関する協調／同期化をほとんど又
は全く実行しなくてもよい。また、中央化されたスケジューラ又はスケジューリングシス
テムも必要ではない。
【００３５】
　例えば、図３に、本開示の種々の態様及び実施形態による例示の非同期マルチポイント
送信方式３００の原理を示す説明図を与える。
【００３６】
　図３に示すように、２つのネットワークノードＴＰ１及びＴＰ２はそれぞれ、データ信
号をＵＥ１０２に送信している。ただし、旧来的なＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信方式（例えば、
方式２００）とは異なり、データストリームは異なるコードワードを含む。例えば、ＴＰ
２はコードワード１－Ｍを送信しており、ＴＰ２はコードワードＭ＋１～Ｎを送信してい
る。用語コードワードは、無線通信技術において、ＰＨＹレイヤ符号化ビットのことをい
うのに用いられる。本非同期マルチポイント送信方式によると、コードワードが異なると
の言及は、次のうちの１つを意味し得る：１．コードワードは同じデータを含み若しくは
表すが、異なる符号化方式を有する、２．コードワードは同じデータの異なるサブセット
若しくは部分を含み若しくは表し、同じ符号化方式を有する、又は３．コードワードは同
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じデータの異なるサブセット若しくは部分を含み若しくは表すが、異なる符号化方式を有
する。
【００３７】
　例えば、図１及び３を参照すると、１以上のネットワークデバイス１０８を介して処理
され、データ割当てプラットフォーム１１０によって割り当てられるようなそれぞれのＴ
Ｐに送信されるデータは、１以上のデータトランスポートブロックとしてそれぞれのＴＰ
に送信され、そこで受信される。データトランスポートブロックがネットワークＴＰデバ
イス１０４によって受信されると、データトランスポートブロックはデータ信号において
ＵＥに送信する前にコードワードに処理される。トランスポートブロックの長さに応じて
、多数のステップが、この処理に関与する。例えば、ある実施例では、ネットワークＴＰ
デバイス（又はネットワークＴＰデバイスのスケジューラ）は、まず２４ビットのチェッ
クサム（ＣＲＣ）をトランスポートブロックに追加することができる。このＣＲＣは、送
信が成功したか否かを判定するのに使用され、ハイブリッドＡＲＱをトリガしてＡＣＫ又
はＮＡＣＫを適宜送信する。そして、トランスポートブロックは、コードブロックにセグ
メント化される。コードブロックは、４０～６１４４ビット長の間でなければならない。
トランスポートブロックが小さ過ぎる場合には、それは４０ビットまでパディングされ、
トランスポートブロックが大き過ぎる場合には、より小さな片に分割され、その各々が追
加の２４ビットのＣＲＣを得る。次に、各コードブロックは１／３ターボ符号器で処理さ
れ、結果として得られるコードブロックは単一のコードワードに再アセンブリされる。そ
して、コードワードは、基本的にはエラー保護を有するトランスポートブロックとなる。
種々の送信プロトコルにおいて、ＵＥは、単一のＴＴＩにおいて１個又は２個のトランス
ポートブロック（及びそれゆえ１個又は２個のコードワード）を受信するように構成され
得る。
【００３８】
　旧来的なＣｏＭＰ送信方式では、ネットワークノード（例えば、データ割当てプラット
フォーム１１０）は、ＵＥに向けられたデータを受信し、マルチポイント送信に参加する
それぞれのＴＰに同じデータの複製を送信する。例えば、ネットワークノードは、データ
トランスポートブロックをＴＰの各々に送信し（又はネットワークデバイスに送信させ）
、データトランスポートブロックの各々は同じデータを含む。そして、それぞれのＴＰは
、（図２に示すように）同じコードワードを備えるデータ信号にデータトランスポートブ
ロックを処理し、コードワードの各々は同じデータを表す。それぞれのＴＰはまた、同じ
コードワードへのそれぞれのトランスポートブロックの処理を協調する（それぞれのコー
ドワードは同じ符号化方式を有する）。この場合、ＵＥは、異なる送信点からの異なるデ
ータの複製を含むそれぞれのＴＰからデータ信号を受信する。このタイプの送信方式は、
ＵＥとそれぞれのＴＰの１以上との間の通信リンクに信頼性がない場合にＵＥがデータの
少なくとも１つの複製を受信する信頼性を増加させるのに使用される。
【００３９】
　本非同期マルチポイント送信方式によると、それぞれのＴＰは、同じデータ又は異なる
データをＵＥに送信することができる。特に、ある実施形態では、ＵＥに向けられたデー
タがデータ割当てプラットフォーム１１０によって受信及び処理されると、データ割当て
プラットフォームはデータの同じ複製を含む又は表すデータトランスポートブロックをそ
れぞれのＴＰに送信することができる。そして、ＴＰは、データトランスポートブロック
を、同じデータを表すコードワードをそれぞれ備えるデータ信号に処理することができる
。他の実施形態では、データ割当てプラットフォーム１１０は、ＵＥに向けられたデータ
をデータの２以上の異なる部分又はサブセットに分割することができる。データ割当てプ
ラットフォーム１１０はまた、データのサブセットの異なる部分をそれぞれ表すデータト
ランスポートブロックをＴＰの各々に送信する（又はネットワークデバイス１０８に送信
させる）ことができる。そして、ＴＰの各々は、それらのデータのそれぞれの部分又はサ
ブセットを異なるコードワードを備えるデータ信号に処理することができ、コードワード
はデータの異なる部分又はサブセットをそれぞれ表す。受信機側において、ＵＥは、それ
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ぞれの部分を組み合わせて全体としてデータを表すデータストリーム、構造体などを生成
することができる。ＵＥに向けられたデータを異なる部分又はサブセットに分断すること
及び異なるＴＰに異なる部分又はサブセットをＵＥに送信させることによって、全体的な
シグナリングスループットが増加する。
【００４０】
　ＵＥに向けられたデータトラフィックの異なる部分又はサブセットをそれぞれのＴＰが
ＵＥに送信できることに加えて、それぞれのＴＰがデータトランスポートブロックをコー
ドワードに処理する態様は同期される必要はない。結果として、それぞれのＴＰは、異な
る符号化方式でコードワードを生成することができる。したがって、ある実施例では、そ
れぞれのＴＰによって送信されるコードワードは、異なる符号化方式を有するが、他のデ
バイスによってＵＥに送信される同じデータ（例えば、同じ単数のデータパケット又は複
数のデータパケット、データストリーム、データブロック、データセグメントなど）を表
すことができる。他の実施例では、それぞれのＴＰによって送信されるコードワードは、
他のデバイスによってＵＥに送信された同じデータの異なるサブセット又は部分を表する
ことができ、同じ符号化方式を有する。さらに他の実施例では、それぞれのＴＰによって
送信されるコードワードは、他のデバイスによってＵＥに送信に送信される同じデータの
異なるサブセット又は部分を表すことができ、異なる符号化方式を有する。最後に、ある
実施例では、それぞれのＴＰによって送信されるコードワードは、同じデータを表すこと
ができ、同じ符号化方式を有する（旧来的なＣｏＭＰと同様）。しかし、これらの実施例
によると、それぞれのＴＰによって送信されるデータ信号は、時間及び周波数（例えば、
後述のように、ＰＲＢ割当て及び空間レイヤ割当て）においてやはり非同期となり得る。
【００４１】
　異なるコードワードを送信することに加えて、旧来的なＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信方式（例
えば、方式２００）とは異なり、本非同期マルチポイント送信方式（例えば、方式３００
）では、それぞれのＴＰが異なる送信フォーマットパラメータ（例えば、各コードワード
に対するレイヤマッピング、ＭＣＳレベル、占有ＰＲＢなど）を用いてデータ信号を送信
することができる。例えば、図示する実施形態では、ＴＰ１及びＴＰ２は、独立のスケジ
ューラであるスケジューラ３０１及び３０２をそれぞれ有する。スケジューラの各々は、
ＵＥ１０２によってそれに提供されるＣＳＩフィードバックを独立して解析し、コードワ
ード対してＰＲＢ割当てを自律的に決定することができる。例えば、スケジューラ３０１
からのコードワードのＰＲＢ割当ては、スケジューラ３０２からのコードワードのＰＲＢ
割当てとは異なる。
【００４２】
　図１及び３を参照すると、図３に例示するように、本非同期マルチポイント送信方式（
例えば、方式３００）であれば、別個のコードワードが、各ＴＰ（例えば、ＴＰ１及びＴ
Ｐ２）から送信され得る。旧来的なマルチポイント送信とは異なり、本非同期マルチポイ
ント送信方式では、それらＴＰは、同じ情報を送信する必要はない。その代わりに、各Ｔ
Ｐは、複数のレイヤ及び複数のコードワードをＵＥに送信することができる。結果として
、それぞれのＴＰは、独立のスケジューラ（例えば、スケジューラ３０１及び３０２）を
採用することができる。別個のスケジューラが使用されるので、全てのＴＰからのレイヤ
及びコードワードのＰＲＢ割当てが同じである必要はない。これは、各ＴＰから割り当て
られたリソースブロックが独立している非同期マルチポイント送信の核心である。さらに
、それらＴＰは、それらの間の「理想的でない」バックホールで独立のスケジューラを用
いてデータ送信をスケジューリングすることができる。この背景において、「理想的でな
い」バックホールとは、スケジューラ間で非ゼロのレイテンシ及び有限の帯域幅を有する
ことにより、スケジューラ間の実質的に長期間の協調を容易化することをいう。
【００４３】
　また、ＵＥは空間レイヤをＴＰから独立して受信するので、複数のＴＰ間で厳密な時間
－周波数同期（例えば、ＱＣＬの出現）を維持する必要はない。特に、物理ダウンリンク
共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）の複数及び別個のレイヤは、ＵＥにおける定期の単一ユーザ
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（ＳＵ）－ＭＩＭＯとして扱われ得る異なるＴＰ（例えば、異なるネットワークＴＰデバ
イス１０４）から送信される。ある実施形態では、ＵＥは、可能なレイヤ間干渉に対処す
る高度な受信機処理技術を選択的に用いることができる。ＣｏＭＰ方式に関連するＱＣＬ
要件を緩和することに関連して、本非同期マルチポイント送信方式であれば、ＵＥによっ
てそれぞれのＴＰに提供されるＣＳＩ情報の量及びタイプは変わり得る。例えば、ある実
施例では、本非同期マルチポイント送信方式の緩和されたＱＣＬ要件を実現するために、
ＱＣＬ関連仮定情報のサブセットのみ（例えば、ビームフォーミング重み付け、遅延スプ
レッド、ドップラースプレッド、ドップラーシフト、平均ゲイン及び平均遅延）がＵＥ１
０２によってＴＰ（又はそれらのスケジューラ）に提供され得る。本非同期マルチポイン
ト送信方式を実現するのに必要なＱＣＬ仮定情報のタイプ及び量は、注意深く評価される
べきであり、ＵＥ受信能力に依存し得る。
【００４４】
　種々の実施例によると、異なるＴＰ（例えば、ネットワークＴＰデバイス１０４）が複
数のレイヤをＵＥ１０２に独立して送信するので、本非同期マルチポイント送信方式は、
合計送信ランクがＵＥのその最大ランクハンドリング能力を超える場合を説明することが
できる。例えば、ＵＥが４層のレイヤの最大ランクハンドリング能力を有し、各ＴＰが送
信しているコードワードについて３層のレイヤをスケジューリングする場合には、ＵＥで
の合計ランクは６であり、ＵＥが受信できるものを超える。このシナリオでは、ＵＥは、
データを復号することができず、送信は無駄となる。したがって、それぞれのＴＰは別個
のスケジューラを採用することができたとしても、それぞれのＴＰ間のランク及びレイヤ
区分けに関してある程度の協調が本非同期マルチポイント送信方式によって提供され得る
。
【００４５】
　ある実施形態では、ランク及びレイヤ区分けを実現するために、ＴＰ（例えば、ネット
ワークＴＰデバイス１０４）又はそれらのスケジューラ（不図示）は、全てのＴＰにわた
る送信の合計ランクがＵＥの扱うことのできる最大ランクを超えず、２以上のＴＰで同じ
レイヤを用いることを回避するようにレイヤマッピングが各ＴＰとは異なることを確実に
するように、いくらか「遅い」ＴＰ協調（例えば、比較的低いトランスポートレイテンシ
の減速手段）を実行するように構成可能である。他の実施形態では、ＵＥは、ＴＰ間で空
間レイヤ、ＰＲＢ及び送信ランクを区分けすること／割り当てることを担うことができる
。例えば、ＵＥ１０２は、空間レイヤ、ＰＲＢ及び送信ランクをどのように区分けするか
を（例えば、ＣＳＩ、ＵＥ能力情報などに基づいて）決定するように構成され得る。ＵＥ
は、区分けされた空間レイヤ、ＰＲＢ及び送信ランクに関するフィードバックをそれぞれ
のＴＰにさらに提供することができる。そして、ＴＰは、コードワード送信をフォーマッ
トしてＵＥに送信する場合にフィードバックを採用することができる。これらのランク及
びレイヤ区分け協調の構成は、図４～７を相互参照してより詳細に説明される。
【００４６】
　本非同期マルチポイント送信技術によって、ＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信に必要なインフラベ
ースの協調の必要がなくなる。ＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信とは異なり、非同期の本マルチポイ
ント送信方式は、速い協調のためのＴＰ間の非常に低いレイテンシのトランスポートを必
要としない。本マルチポイント送信方式は、（ＬＴＥ　ＣｏＭＰ送信のために義務的であ
るが実現するのが難しいことがある）Ｃ－ＲＡＮのようなアーキテクチャによって提供さ
れるような中央化スケジューリングを必要とすることもない。マルチポイント送信は、無
線通信ネットワークの公平性及び信頼性を向上する基本的な技術となっている。高周波で
の動作がセルの縁部に非常に難しい前提を保証させるので、マルチポイント送信は５Ｇネ
ットワーク及びそれ以降のような将来の無線ネットワークにおいて特に重要となる。提案
の非同期マルチポイント送信方式が独立のスケジューラ及び最小の協調で作用する能力に
よって、それらは５Ｇ　ＭＩＭＯ技術に対して極めて価値のあるものとなる。
【００４７】
　図４に、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信方式を用い
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て動作するように構成された例示のＵＥ（例えば、ＵＥ１０２）の上位ブロック図を示す
。それぞれの実施形態で採用される同様の要素の反復する説明は、簡明化のために省略さ
れる。
【００４８】
　種々の実施形態において、ＵＥ１０２は、通信コンポーネント４０２、ＣＳＩコンポー
ネント４０８、ランク区分けコンポーネント４１２、レイヤ区分けコンポーネント４１２
及びＰＲＢ区分けコンポーネント４１６を含み得る。ＵＥ１０２は、コンピュータ実行可
能なコンポーネント及び命令を記憶するように構成されたメモリ４２０を含み得る。例え
ば、これらのコンピュータ実行可能なコンポーネント及び命令は、メモリ４２０の外部に
図示されているが、通信コンポーネント４０２、ＣＳＩコンポーネント４０８、ランク区
分けコンポーネント４１２、レイヤ区分けコンポーネント４１４及びＰＲＢ区分けコンポ
ーネント４１６に関連する通信コンポーネント及び／又はソフトウェア命令を含み得る。
ＵＥ１０２はまた、ＵＥ１０２による命令（例えば、コンピュータ実行可能なコンポーネ
ント及び命令）の動作を促進するプロセッサ４１８を含み得る。当該プロセッサ４１８及
びメモリ４０２の例は、ＵＥ１０２によって採用され得る他の適切なコンピュータ又はコ
ンピューティングベースの要素と同様に、図１２を参照して分かる。ＵＥは、これに限ら
れることなく、通信コンポーネント４０２、ＣＳＩコンポーネント４０８、ランク区分け
コンポーネント４１２、レイヤ区分けコンポーネント４１４、ＰＲＢ区分けコンポーネン
ト４１６、プロセッサ４１８及びメモリ４２０を含むＵＥ１０２の種々のコンポーネント
を接続するデバイスバス４１０をさらに含み得る。
【００４９】
　通信コンポーネント４０２は、ＵＥ１０２とネットワークＴＰデバイス１０４との間、
ＵＥ１０２と他のＵＥの間、ＵＥと１以上のネットワークデバイス１０８との間などのよ
うなＵＥ１０２と他のデバイスとの間の無線通信を促進することができる。通信コンポー
ネント４０２は、ここに記載される種々のタイプの無線通信の１以上を促進するハードウ
ェア（例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）、１以上の送信機、１以上の受信機、１以上の送
受信機、１以上の復号器）、ソフトウェア（例えば、一組のスレッド、一組のプロセッサ
、実行中のソフトウェア）又はハードウェアとソフトウェアの組合せであってもよいし、
それを含んでいてもよい。例えば、通信コンポーネント４０２は、他のデバイスからＵＥ
１０２に送信された高周波（ＲＦ）信号を受信及び処理することを促進するハードウェア
及び／又はソフトウェアを含み得る受信コンポーネント４０４を含み得る。通信コンポー
ネント４０２はまた、システム１００のそれぞれのネットワークＴＰデバイス１０４を含
む他のデバイスにＲＦデータ信号を送信することを促進するハードウェア及び／又はソフ
トウェアを含み得る送信コンポーネント４０６を含み得る。ある実施形態では、通信コン
ポーネント４０２は、単一のアンテナ又はポートを含み得る。他の実施形態では、通信コ
ンポーネント４０２は、複数のアンテナ又はポートを含み得る。種々の例示の実施形態で
は、通信コンポーネント４０２は、２以上の地理的に離れたＴＰによって送信されるデー
タ信号の（例えば、本非同期マルチポイント送信技術の緩和されたＱＣＬ要件による）少
なくとも比較的同時の受信を含むＭＩＭＯ無線通信プロトコルをサポートし得る。例えば
、本開示の種々の態様及び実施形態によると、受信機４０４は、本非同期マルチポイント
送信方式による２以上の地理的に離れたＴＰから送信されるＲＦデータ信号を受信及び処
理（例えば、復号）するように構成されたハードウェア及びソフトウェアを含み得る。
【００５０】
　旧来的なＬＴＥ　ＣｏＭＰマルチポイント送信方式とは異なり、２以上の地理的に離れ
たＴＰから受信コンポーネント４０４によって受信及び処理されるデータ信号は、コンテ
ンツ／情報、フォーマット及び／又は受信時間に関して異なり得る。例えば、それぞれの
ＴＰから受信されるデータ信号の各々は、異なるコードワードデータを含み得る。旧来的
なマルチポイント送信とは異なり、本非同期マルチポイント送信方式では、ＴＰは同じ情
報を送信することを要しない。その代わり、各ＴＰは、それぞれのデータ信号に含まれる
異なるコードワード情報を復号、処理及び合成して、（例えば、データ割当てプラットフ
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ォーム１１０によって）ＵＥに送信されてからそれぞれのＴＰに割り当てられる元のデー
タを表す単一のデータストリーム、データ構造体、データブロックなどを出力するように
構成され得る。上述のように、コードワードは、以下のうちの１つに基づいて異なり得る
：１．それらは同じデータを含み若しくは表すが、異なる符号化方式を有する、２．それ
らは同じデータの異なるサブセット若しくは部分を含み若しくは表し、同じ符号化方式を
有する、又は３．それらは同じデータの異なるサブセット若しくは部分を含み若しくは表
すが、異なる符号化方式を有する。
【００５１】
　さらに、おそらくは１以上の異なるコードワードを含む異なるＴＰから受信されたデー
タ信号に対して、コードワードはＰＤＳＣＨの異なる空間レイヤ上に区分け又はマッピン
グされ得る。例えば、空間多重送信技術では、１以上のコードワードは、１、２、３又は
４層の空間レイヤにわたって分散され得る。種々の実施例において、任意の特定の送信に
おいて用いられるレイヤ数は、ＵＥが何層のレイヤを見分けることができ及び／又は扱う
ことができるかを識別するＵＥから受信されるランク表示（ＲＩ）フィードバックに（少
なくともある程度）依存する。本非同期マルチポイント送信技術であれば、ＴＰの各々は
、データ送信について使用される空間レイヤを独立して決定するスケジューラを含み得る
。したがって、受信コンポーネント４０４は地理的に離れた異なるＴＰからデータ信号を
受信することができ、データ信号の少なくとも１つは他のデータ信号とは異なる空間レイ
ヤにマッピングされる１以上のコードワードを含む。種々の実施例では、受信機コンポー
ネント４０４はさらに、潜在的なレイヤ間干渉に対処する選択的な高度な受信機処理での
ＳＵ－ＭＩＭＯ処理技術を用いて、空間的に区分けされた異なるデータ信号をさらに処理
することができる。
【００５２】
　また、２つのＴＰからＵＥ１０２受信機によって受信されるそれぞれのデータ信号の周
波数割り当ても、同期されないので変動し得る。特に、それぞれのデータ信号をスケジュ
ーリングするのに別個のスケジューラがそれぞれのＴＰによって使用されるので、（例え
ば、図３に示すように）全てのＴＰからのレイヤ及びコードワードのＰＲＢ割当て（リソ
ース割当て）が同じである必要はない。これは、各ＴＰから割り当てられたリソースブロ
ックが独立している非同期マルチポイント送信の核心である。したがって、種々の実施例
において、２以上の異なるＴＰからＵＥ１０２受信コンポーネント４０４によって受信さ
れるそれぞれのデータ信号のリソースブロック構成は変動し得る。
【００５３】
　またさらに、本非同期マルチポイント送信方式の結果として緩和された他の基準は、Ｔ
Ｐがその間の厳密な時間－周波数同期を維持する必要はないことである。ＰＤＳＣＨの複
数かつ別個のレイヤは、ＵＥ側において定期ＳＵ－ＭＩＭＯとして扱われ得る異なるＴＰ
から送信される。したがって、種々の実施形態において、それぞれのＴＰからのデータ信
号の送信及びそれゆえ受信のタイミングは、ＣｏＭＰに関連するＱＣＬ出現要件を維持す
るようには協調されない。例えば、本非同期送信技術によると、ＵＥ１０２受信コンポー
ネント４０４は、同じデータトランスポートパケットを表す２以上のＴＰからデータ信号
を受信することができるが、データ信号の送信及びそれゆえ受信のタイミングは非同期と
なり得る。例えば、異なるデータ送信の受信の間の時間のウィンドウは、変動し、ＣｏＭ
Ｐに必要な時間の最小ウィンドウ（例えば、３ｍｓ超）よりも長くなり得る。
【００５４】
　したがって、本非同期マルチポイント送信技術の種々の実施例によると、ＵＥ１０２受
信コンポーネント４０４は、２以上のネットワークＴＰから２以上のデータ信号をそれぞ
れ受信することができる。ＴＰ（又はそれらのスケジューラ）間でのタイトな協調スケジ
ューリングが本非同期マルチポイント送信技術では実行されないため、データ信号の１以
上は、（たいていは偶然の一致がない場合に）表されるコードワード、空間レイヤマッピ
ング、ＰＲＢ割当て又は受信のタイミングの少なくとも１つによって変動することになる
。ただし、受信機コンポーネント４０４は、この変動に理由を与え、それぞれのＴＰに与
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えられる元の（同じ）データパケット／トランスポートブロックを表す単一のデータスト
リーム又はデータパケットを出力するようにデータ信号を復号及び傍受するように構成さ
れ得る。
【００５５】
　１以上の実施形態では、本非同期マルチポイント送信技術に応じて２以上のＴＰによっ
て送信されたデータ信号は、ＵＥによってそれぞれのＴＰに提供されるＣＳＩフィードバ
ック情報にある程度基づいてそれぞれのＴＰ（又はそれらのスケジューラ）によって独立
して処理され得る。例えば、それぞれのＴＰによって送信されるデータ信号の各々の特定
のコードワード、レイヤマッピング構成、ＰＲＢ割当て、ＭＳＣレベルなどは、ＵＥ１０
２から受信されるＣＳＩにある程度基づいて決定され得る。このＣＳＩ情報は、これに限
定されることなく、送信ランク情報（ＲＩ）、チャネル品質インデックス情報、ＭＣＳ情
報、ＰＭＩ情報、ビームフォーミング重み付け、遅延スプレッド、ドップラースプレッド
、ドップラーシフト、平均ゲイン及び平均遅延などに関する１以上のパラメータを含み得
る。これらの実施形態によると、ＵＥは、それぞれのＴＰへのプロビジョニングについて
のＣＳＩ情報を決定するＣＳＩコンポーネント４０８を含み得る。
【００５６】
　無線通信では、チャネル状態情報（ＣＳＩ）とは、通信リンクの既知のチャネル特性を
いう。この情報は、どのように信号が送信機から受信機に伝搬するかを記述し、例えば、
散乱、フェージング、及び距離に応じた電力減衰の合成効果を表す。その方法を、チャネ
ル推定という。ＣＳＩは、送波を現在のチャネル条件に適合させることを可能とし、これ
はＭＩＭＯシステムにおける高いデータレートでの信頼性の高い通信を実現するために重
要である。逆方向リンク推定がＴＤＤシステムで可能であるが、ＣＳＩは受信デバイス（
すなわち、マルチポイント送信に関してＵＥ１０２）で推定され、定量化され、送信デバ
イス（例えば、ネットワークＴＰデバイス）にフィードバックされる必要がある。したが
って、送信機及び受信機は、異なるＣＳＩを有し得る。送信機におけるＣＳＩ及び受信機
におけるＣＳＩは、それぞれＣＳＩＴ及びＣＳＩＲといわれることもある。
【００５７】
　１以上の実施形態では、非同期マルチポイント送信を促進することに関連して、ＣＳＩ
コンポーネント５０８は、それぞれのＴＰに対して異なるＣＳＩ情報を決定するように構
成され得る。異なるＣＳＩ情報は、ＵＥ１０２とＴＰの各々との間のそれぞれのリンクに
関連するチャネル条件をそれぞれ表すことができる。例えば、ＵＥは、非同期マルチポイ
ント送信方式に関係するＴＰの各々からのＣＳＩリソース（ＣＳＩ－ＲＳ）で構成され得
る。ただし、全てのＣＳＩ－ＲＳを単一のＣＳＩリソースとして測定するのではなく、Ｃ
ＳＩコンポーネント５０８は、各ＴＰからのＣＳＩ－ＲＳを独立して特定又は測定するよ
うに構成され得る。これは、部分的ＣＳＩ－ＲＳのみを測定するようにＣＳＩコンポーネ
ント５０８を構成することによって、又は各ＴＰからのＣＳＩ－ＲＳを別個のリソースと
して測定するようにＣＳＩコンポーネント５０８を構成することによって実現可能となる
。ＣＳＩコンポーネント５０８は、各ＴＰで独立して特定されたＣＳＩ－ＲＳ情報をＴＰ
の各々に提供するようにさらに構成され得る。したがって、各ＴＰは、それに提供される
個々のＣＳＩ－ＲＳ情報にある程度基づいてコードワード、信号レイヤ及び周波数フォー
マット、ＰＲＢ割当てなどに関するそれら自身の判断を行う。
【００５８】
　本非同期マルチポイント送信方式の種々の実施形態において、２以上のＴＰは、複数の
レイヤを各ＵＥに独立して送信する。したがって、あるシナリオでは、ＴＰの間のいずれ
の協調もなしに、合計送信ランクは、ＵＥのその最大ランクハンドリング能力を超え得る
。ある実施形態では、このシナリオを防止するために、ＴＰ又はそれらのスケジューラは
、合計送信ランクがＵＥの最大ランクハンドリング能力を超えないようにランクがＴＰ間
で区分けされることを確実にする何らかのソフト協調を実行することができる。このソフ
ト協調は、ランク及び空間レイヤ区分け並びにＰＲＢ区分けを関与させることができる。
これらのソフト協調技術は、図７及びソフト協調コンポーネント７１８を参照して、より
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詳細に後述する。他の実施形態では、ＵＥは、それぞれのＴＰ間でのランク、空間レイヤ
マッピング及びＰＲＢ割当てを区分けする何らかのＵＥ側処理を実行するように構成され
得る。ＵＥはさらに、ＵＥへのデータパケット／ブロックを表すデータ信号を共に送信す
ることに関連してそれに従ってデータパケット又はデータ転送ブロックを処理及びフォー
マットするようにそれぞれのＴＰを指示するように構成され得る。これらの実施形態によ
ると、ＵＥは、ランク区分けコンポーネント４１２、レイヤ区分けコンポーネント４１４
及びＰＲＢ区分けコンポーネント４１６を含み得る。
【００５９】
　図５に、本開示の種々の態様及び実施形態による、ＵＥ特定の２以上のＴＰ間のランク
及びレイヤの区分けに基づいて２以上のＴＰの送信によって非同期マルチポイント送信を
促進する例示の処理５００のフロー図を示す。１以上の実施形態において、処理５００は
、ＣＳＩコンポーネント４０８、ランク区分けコンポーネント５１２及びレイヤ区分けコ
ンポーネント５１６を用いるＵＥ１０２によって実行され得る。それぞれの実施形態にお
いて採用される同様の要素の反復する説明は、簡明化のために省略される。
【００６０】
　図４及び５を参照して、一実施例では、ランク及び空間レイヤを区分けすることに関連
して、５０２において、ＣＳＩコンポーネント４０８がＴＰに対するＣＳＩ－ＲＳ情報を
独立して測定することができ、ＴＰはＵＥとのマルチポイント送信を実行することに関連
付けられる。例えば、マルチポイント送信方式に関与する各ＴＰについて、ＣＳＩコンポ
ーネント４０８は、ＵＥとＴＰの間に確立された通信リンクに関連するＣＳＩ－ＲＳ情報
を特定することができる。５０４において、ランク区分けコンポーネント４１２を用いて
、ＵＥは、集合的なＣＳＩ－ＲＳ情報に基づいて共有ＰＤＳＣＨチャネルの合計ランクを
特定することができる。例えば、各ＵＥ　ＴＰリンクに対するＣＳＩ－ＲＳ情報に基づい
て、ＵＥは各リンクに関連する個々の送信ランクを特定することができる。そして、ＵＥ
は、各リンクに関連するランクの合計に基づいてチャネルの合計ランクを特定することが
できる。５０６において、ランク区分けコンポーネント４１２を用いて、ＵＥは、チャネ
ルの合計ランクがＵＥ最大ランクを超えるか否かを判定する。
【００６１】
　ＵＥが５０６において合計ランクがＵＥ最大ランク能力を超えていないと判定した場合
には、方法５００は５０８に続き、ＵＥがそれぞれのＴＰについてのＣＳＩ－ＲＳ情報を
それぞれのＴＰに送信する。そして、５１０において、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳ情報に（あ
る程度）基づいてそれぞれのＴＰからデータ信号を受信する。例えば、それぞれのＴＰは
、ＵＥから各ＴＰに提供されるそれぞれのＣＳＩ－ＲＳ情報に基づいて、共に受信された
データトランスポートブロックをＵＥへの送信のためにどのように処理するかを決定する
ことができる。ある実施形態では、それぞれのＴＰは、どのようにコードワードを構成す
るのか、どのようにコードワードを１以上の空間レイヤにマッピングするのか、どのよう
にコードワードをそれぞれのＰＲＢに割り当てるのかなどを独立して決定することができ
る。ＴＰはさらに、送信の時間を同期することなく、それらの決定された送信フォーマッ
トにおいてコードワードを表す情報を備えるデータ信号をＵＥに送信することができる。
したがって、種々の実施形態において、異なるＴＰからＵＥによって受信されるそれぞれ
のデータ信号は、時間、周波数及び／又は（コードワード）コンテンツにおいて同期され
ることはない。ある実施例では、（図７及びソフト協調コンポーネント７１８に関して記
載したように）送信の合計ランクがＵＥの最大ランク能力を超えないことを確実にするた
めに、ＴＰは（５１０において受信された）データ信号をＵＥに送信する前に何らかのソ
フト協調を実行することができる。
【００６２】
　ＵＥが５０６において合計ランクがＵＥ最大ランク能力を超えると判定する場合には、
方法５００は５１２に続く。その後、５１２において、ランク区分けコンポーネント４１
２及びレイヤ区分けコンポーネント５１４をそれぞれ用いて、ＵＥはＵＥ最大ランク以下
の合計ランクとなるＴＰ間の最適ランク及びレイヤ区分け割当てを特定する。例えば、２
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以上のＴＰ上で同じレイヤを用いることを回避するようにレイヤマッピングが各ＴＰとは
異なるように、ＵＥはＴＰ間で空間レイヤを区分けすることができる。ＵＥはさらに、各
ＴＰから送信ランクの最適な組合せを特定することができる。その後、５１４において、
ＵＥは、それぞれのＴＰに、それぞれのＴＰについて特定されたＣＳＩ－ＲＳ情報及びそ
れぞれのＴＰについてのランク／レイヤ区分け割当て情報を送信することができる。例え
ば、ランク／レイヤ区分け割当て情報は、それらが採用を許可された送信ランクはどれか
、及びそれぞれのＴＰが使用可能な空間レイヤはどれかを各ＴＰに示すことができる。５
１６において、ＵＥは（上述のような）ＣＳＩ－ＲＳ情報及びランク／レイヤ区分け情報
に基づくそれぞれのＴＰからのデータ信号を受信し、それぞれのデータ信号は時間、周波
数及び／又は（コードワード）コンテンツにおいて同期されない。例えば、ランク／レイ
ヤ区分け割当て情報の受信に応じて、各ＴＰは、それが割り当てられた空間レイヤのみを
送信するように構成可能であり、その送信ランクはそのＴＰについてＵＥによって示され
た区分けランクを超えることはない。一方、ある実施例では、全てのＴＰからの合計送信
ランクが各ＵＥの最大ランクハンドリング能力を超える可能性もないので、各ＴＰはＰＲ
Ｂ割当てを完全に独立して選択することができる。
【００６３】
　種々の実施形態において、データ信号をＵＥに送信するのにそれぞれのＴＰによって採
用されたランク及び空間レイヤを区分けすることに加えて、ＵＥは、ＰＲＢを区分けする
ように構成されてもよい。例えば、全体送信ランクがＵＥの最大ランク能力を超えること
を回避する他の可能なやり方は、複数のＴＰ間でＰＲＢを区分けすることによるものであ
る。要は、各ＴＰは、システム帯域幅のサブセットを介してのみ送信することを許可され
ることができ、各ＴＰが確実にシステム帯域幅の、分断されかつ重複しない部分で送信す
ることによって、我々は送信ランクがＵＥの最大ランクハンドリング能力を超える場合を
回避することができる。図７及びソフト協調コンポーネント７１８に関して後述するよう
に、ある実施形態では、この分断ＰＲＢ割当ては、（多分にランク／レイヤ区分けのよう
に）それぞれのＴＰの複数のスケジューラ間での協調によって実現可能となる。ただし、
種々の代替実施形態において、ＵＥは、ＰＲＢ区分けコンポーネント４１６を用いる各Ｔ
ＰからのＰＲＢの最適な選択を特定するように構成されてもよい。そして、ＵＥは、フィ
ードバックをそれぞれのＴＰに送信して、それらにＰＲＢ区分けコンポーネント４１６に
よって特定されたＰＲＢ割当て構成を適用させることができる。
【００６４】
　例えば、図６に、本開示の種々の態様及び実施形態による、２以上のＴＰ間でＵＥ決定
のＰＲＢ区分けに基づいて２以上のＴＰの送信によって非同期マルチポイント送信を促進
する例示の処理６００のフロー図を示す。１以上の実施形態において、処理６００は、Ｃ
ＳＩコンポーネント４０８、ランク区分けコンポーネント４１２及びＰＲＢ区分けコンポ
ーネント４１６を用いてＵＥ１０２によって実行され得る。
【００６５】
　図４及び６を参照して、一実施例では、ランク及び空間レイヤを区分けすることに関連
して、ＣＳＩコンポーネント４０８は、６０２において、ＴＰに対するＣＳＩ－ＲＳ情報
を独立して測定することができ、ＴＰはＵＥとのマルチポイント送信を実行することに関
連付けられる。例えば、マルチポイント送信方式に関与する各ＴＰについて、ＣＳＩコン
ポーネント４０８は、ＵＥとＴＰの間に確立された通信リンクに関連するＣＳＩ－ＲＳ情
報を特定することができる。６０４において、ＵＥは、ＰＲＢ区分けコンポーネント４１
６を用いて、ＣＳＩ－ＲＳ情報に基づいてそれぞれのＴＰについて許可されたＰＲＢ割当
てを特定することができる。例えば、各ＴＰについて、ＵＥは、ＴＰがコードワードデー
タを送信するのに使用可能な１以上のＰＲＢの異なるセット又はグループを特定すること
ができる。１以上の実施例において、ＵＥはシステム帯域幅全体にわたってチャネルを観
察することができ、どのＴＰが所与のＰＲＢ又はＰＲＢのグループについての最良サービ
ングＴＰであるのかを特定する。最良ＴＰが各ＰＲＢ又はＰＲＢのグループについて特定
されると、ＵＥは、ＴＰが割り当てられるＰＲＢ又はＰＲＢのグループに基づいてＴＰ固
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有ランクを計算することもできる。６０６において、ＵＥは、ＰＲＢ区分けコンポーネン
ト４１６及び／又はランク区分けコンポーネント４１２を用いて、チャネルの合計ランク
はＵＥの最大ランクを超えないように、それらのそれぞれの許可されたＰＲＢ割当てに基
づいてそれぞれのＴＰについての送信ランクを特定する。重要な考察は、ランクがＴＰ固
有であり、ＵＥが所与のＴＰについて選択したＰＲＢを用いてのみ計算されることである
。
【００６６】
　６０８において、ＵＥは、それぞれのＴＰについて特定されたＣＳＩ－ＲＳ情報及びそ
れぞれのＴＰに対する許可されたＰＲＢ割当て又はランクに関するＰＲＢ／ランク区分け
割当て情報をそれぞれのＴＰに送信することができる。例えば、ＴＰ間の最適ＰＲＢ区分
けが特定されると、ＵＥはその選択をネットワークに示し、それはどのＴＰがどのＰＲＢ
においてどの送信ランクを用いて遷移することを許可されるのかも示す。６１０において
、ＵＥは、（上述のような）ＣＳＩ－ＲＳ情報及びＰＲＢランク／レイヤ区分け情報に基
づいてそれぞれのＴＰからデータ信号を受信し、それぞれのデータ信号は時間、周波数及
び／又は（コードワード）コンテンツにおいて同期されない。例えば、このフィードバッ
クの受信に応じて、各ＴＰは、それが構成されるＰＲＢにおいてのみ送信するように構成
可能であり、その送信ランクはそのＴＰについてＵＥによって示されるようなランクを超
えることはない。このように、各ＴＰは、所与のＵＥに対して割り当てられるＰＲＢのグ
ループから選択する限り、ＰＲＢ割当てを完全に独立して選択することができる。これは
また、所与のＰＲＢについて最大送信ランクがＵＥの最大ランクハンドリング能力以下で
あることを確実にする。
【００６７】
　図７に、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信を促進する
ように構成された例示のネットワークＴＰデバイス（例えば、ネットワークＴＰデバイス
１０４）の上位ブロック図を示す。それぞれの実施形態において採用される同様の要素の
繰返しの説明は、簡明化のために省略される。
【００６８】
　種々の実施形態において、ネットワークＴＰデバイス１０４は、通信コンポーネント７
０２、ＣＳＩコンポーネント７０８及びスケジューラコンポーネント７１６を含み得る。
ネットワークＴＰデバイス１０４は、コンピュータ実行可能なコンポーネント及び命令を
記憶するように構成されたメモリ７１４を含み得る。例えば、メモリ７１４の外部に図示
されているが、メモリ７１４に記憶されるコンピュータ実行可能なコンポーネントは、通
信コンポーネント７０２、ＣＳＩコンポーネント７０８及びスケジューラコンポーネント
７１６に関連するソフトウェア命令を含み得る。ネットワークＴＰデバイス１０４は、ネ
ットワークＴＰデバイス１０４による命令（例えば、コンピュータ実行可能なコンポーネ
ント及び命令）の動作を促進するプロセッサ７１２も含み得る。当該プロセッサ７１２及
びメモリ７１４の例は、ネットワークＴＰデバイス１０４によって採用され得る他の適切
なコンピュータ又はコンピューティングベースの要素と同様に、図１２を参照して分かる
。ネットワークＴＰデバイス１０４は、これに限られることなく、通信コンポーネント７
０２、ＣＳＩコンポーネント７０８、スケジューラコンポーネント７１６、プロセッサ７
１２及びメモリ７１４を含むネットワークＴＰデバイス１０４の種々のコンポーネントを
接続するデバイスバス７１０をさらに含み得る。
【００６９】
　通信コンポーネント７０２は、ネットワークＴＰデバイス１０４とＵＥ（例えば、ＵＥ
１０２）のような他のデバイスとの間の無線通信を促進することができる。通信コンポー
ネント７０２は、ネットワークＴＰデバイス１０４と１以上のネットワークデバイス（例
えば、コア無線通信ネットワーク１０６の１以上のネットワークデバイス１０８）などと
の間の有線及び無線通信を促進することもできる。通信コンポーネント７０２は、ハード
ウェア（例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）、１以上の送信機、１以上の受信機、１以上の
送受信機、１以上の復号器）、ソフトウェア（例えば、一組のスレッド、一組の処理、実
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行中のソフトウェア）又はここに記載する種々のタイプの有線及び無線通信のうちの１以
上を促進するハードウェアとソフトウェアの組合せであってもよいし、それを含んでいて
もよい。例えば、通信コンポーネント７０２は、ＵＥ１０２から受信された無線周波数（
ＲＦ）信号を受信及び処理することを促進するハードウェア及び／又はソフトウェアを含
み得る受信コンポーネント７０４を含み得る。通信コンポーネント７０２はまた、ＲＦデ
ータ信号をＵＥ１０２などの他のデバイスに送信することを促進するハードウェア及び／
又はソフトウェアを含み得る送信コンポーネント７０６を含み得る。ある実施形態では、
通信コンポーネント７０２は、単一のアンテナ又はポートを含み得る。他の実施形態では
、通信コンポーネント７０２は、複数のアンテナ又はポートを含み得る。
【００７０】
　種々の例示の実施形態では、通信コンポーネント７０２は、ネットワークＴＰデバイス
１０４及び非同期マルチポイント送信に関係する他のネットワークＴＰデバイスによるデ
ータの（例えば、本非同期マルチポイント送信技術の緩和されたＱＣＬ要件による）少な
くとも比較的同時のＵＥへの送信を含むＭＩＭＯ無線通信プロトコルをサポートし得る。
例えば、本開示の種々の態様及び実施形態によると、受信機７０４は、コア無線通信ネッ
トワークのＰＤＣＰ、ＲＬＳ及びＭＡＣレイヤからのトランスポートブロックデータを受
信するように構成されたハードウェア及びソフトウェアを含み得る。トランスポートブロ
ックデータは、ＰＨＹレイヤ（例えば、ネットワークＴＰデバイス１０４）が特定のＵＥ
（例えば、ＵＥ１０２）に向けられたデータであるデータプロトコルユニット（ＰＤＵ）
である。ネットワークＴＰデバイス１０４は、送信機コンポーネント７０６を介してＵＥ
に送信するための（例えば、スケジューラコンポーネント７１６を用いる）本非同期マル
チポイント送信技術の１以上の態様に応じてデータトランスポートブロックを処理するよ
うに構成され得る。したがって、送信機コンポーネント７０６は、処理されたデータトラ
ンスポートブロックをデータ信号としてＵＥに送信することを促進するハードウェア及び
／又はソフトウェアを含み得る。
【００７１】
　前述のように、旧来的なＬＴＥ　ＣｏＭＰマルチポイント送信方式とは異なり、地理的
に離れた２以上のＴＰによってＵＥに送信されるデータ信号は、コンテンツ／情報、フォ
ーマット及び／又は受信時間に関して異なり得る。例えば、ネットワークＴＰデバイス１
０４によって送信されるデータ信号は、ＵＥに向けられたデータの部分を表す１以上のコ
ードワードを含むことがあり、１以上の他のＴＰはデータの他の部分を表すコードワード
を含んでいたデータ信号を送信する。他の実施例では、ネットワークＴＰデバイス１０４
は、１以上の他のＴＰによって送信される他のコードワードと同じデータを含み又は表す
コードワードを送信することができるが、それぞれのコードワードは符号化方式において
異なり得る。種々の実施形態において、ネットワークＴＰデバイス１０４及び他のそれぞ
れのＴＰデバイスは独立してかつ相互での同期又は協調なしに（例えば、スケジューラコ
ンポーネント７１６などの個々のスケジューラを用いて）データトランスポートブロック
を処理することができるため、それぞれのＴＰは異なるコードワードを送信することがで
きる。
【００７２】
　例えば、ネットワークＴＰデバイス１０４は、本非同期マルチポイント送信方式の１以
上の態様によるネットワークＴＰデバイス１０４に対するデータ送信を処理及びスケジュ
ーリングすることを促進するスケジューラコンポーネント１０４を含み得る。スケジュー
ラコンポーネントは、コードワードスケジューリング７２０、レイヤスケジューリングコ
ンポーネント７２２、ＰＲＢスケジューリングコンポーネント７２４及びタイミングスケ
ジューリングコンポーネント７２６を含み得る。コードワードスケジューリングコンポー
ネント７２０は、受信されたデータトランスポートブロックをコードワードに処理するよ
うに構成可能である。レイヤスケジューリングコンポーネント７２２はコードワードを（
例えば、ＰＤＳＣＨの）１以上の空間レイヤにマッピングするように構成可能であり、Ｐ
ＲＢスケジューリングコンポーネント７２４はコードワード及び空間レイヤを（例えば、
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ＰＤＳＣＨの）ＰＲＢに割り当てるように構成可能であり、タイミングスケジューリング
コンポーネント７２６はネットワークＴＰデバイス１０４によって送信されるデータ信号
の送信時間をスケジューリングするように構成可能である。
【００７３】
　１以上の実施形態によると、コードワードスケジューリングコンポーネント７２０は、
受信データトランスポートブロックからコードワード情報を生成することに関連して１以
上の他のＴＰデバイス（又はそれらのスケジューラ）との協調をほとんど又は全く行わな
い。したがって、コードワードスケジューリングコンポーネント７２０によって生成され
たコードワード情報は、１以上の他のＴＰデバイス（又はそれらのスケジューラ）によっ
て生成されるコードワード情報とは異なり得る。
【００７４】
　さらに、１以上の異なるコードワードを表すデータをおそらくは含む異なるＴＰに送信
された（同じデータトランスポートブロックから生成された）データ信号に対して、コー
ドワードは、ＰＤＳＣＨの異なる空間レイヤ上に区分け又はマッピングされ得る。例えば
、１以上の実施形態によると、レイヤスケジューリングコンポーネント７２２は、（例え
ば、ＰＤＳＣＨの）１以上の空間レイヤにコードワード情報をマッピングすることに関連
して１以上の他のＴＰデバイス（又はそれらのスケジューラ）との協調をほとんど又は全
く行わないように構成され得る。したがって、スケジューラコンポーネント７１６によっ
て生成されるデータ信号は、１以上の他のＴＰデバイス（又はそれらのスケジューラ）に
よって生成されるデータ信号に対する異なる空間レイヤマッピングを有し得る。
【００７５】
　また、ネットワークＴＰデバイス１０４及び１以上の他のＴＰによってＵＥに送信され
る（同じデータトランスポートブロックから生成される）それぞれのデータ信号の周波数
割当ても、同期されないために変動し得る。特に、別個のスケジューラがそれぞれのＴＰ
によって使用されてそれぞれのデータ信号をスケジューリングするので、（例えば、図３
に示すように）全てのＴＰからのレイヤ及びコードワードのＰＲＢ割当て（リソース割当
て）が同じである必要はない。これは、各ＴＰから割り当てられるリソースブロックが独
立している非同期マルチポイント送信の核心である。したがって、種々の実施例において
、ＰＲＢスケジューリングコンポーネント７２４は、コードワード情報を（例えば、ＰＤ
ＳＣＨの）１以上のＰＲＢに割り当てることに関連して１以上の他のＴＰデバイス（又は
それらのスケジューラ）との協調をほとんど又は全く行わないように構成され得る。
【００７６】
　またさらに、本非同期マルチポイント送信方式の結果として緩和された他の基準は、Ｔ
Ｐがその間の時間－周波数同期を維持する必要はないことである。ＰＤＳＣＨの複数かつ
別個のレイヤは、ＵＥ側において定期ＳＵ－ＭＩＭＯとして扱われ得る異なるＴＰから送
信される。したがって、種々の実施形態において、それぞれのＴＰからのデータ信号の送
信及びそれゆえ受信のタイミングは、ＣｏＭＰに関連するＱＣＬ出現要件を維持するよう
には協調されない。したがって、１以上の実施形態において、タイミングスケジューリン
グコンポーネント７２６は、ネットワークＴＰデバイス１０４によって送信されるデータ
信号の送信時間をスケジューリングすることに関連して１以上の他のＴＰデバイス（又は
それらのスケジューラ）との協調をほとんど又は全く行わないように構成され得る。
【００７７】
　ある実施形態では、スケジューリングコンポーネント７１６又はスケジューリングコン
ポーネント７１６の１以上のコンポーネント（例えば、ソフト協調コンポーネント７１８
、コードワードスケジューリングコンポーネント７２０、レイヤスケジューリングコンポ
ーネント７２２、ＰＲＢスケジューリングコンポーネント７２４及びタイミングスケジュ
ーリングコンポーネント７２６）は、ネットワークＴＰデバイス１０４に通信可能に接続
された別個のネットワークデバイスにおいて提供され得る。例えば、ある実施例では、ス
ケジューラコンポーネント７１６は、ネットワークＴＰデバイス１０４に通信可能に接続
された専用スケジューラデバイス（ここでは「スケジューラ」ともいう）であってもよい



(26) JP 2020-502878 A 2020.1.23

10

20

30

40

50

し、そこに含まれてもよい。
【００７８】
　１以上の実施形態において、本非同期マルチポイント送信技術による２以上のＴＰによ
って送信されるデータ信号は、ＵＥによってそれぞれのＴＰに提供されるＣＳＩフィード
バック情報にある程度基づいてそれぞれのＴＰ（又はそれらのスケジューラ）によって独
立して処理され得る。例えば、スケジューラコンポーネント７１６によって処理及びスケ
ジューリングされるデータ信号の特定のコードワード、レイヤマッピング構成、ＰＲＢ割
当て、送信時間、ＭＣＳレベルなどは、ＵＥ１０２から受信されるＣＳＩにある程度基づ
いて特定される。このＣＳＩ情報は、これに限定されることなく、送信ランク情報（ＲＩ
）、チャネル品質インデックス情報、ＭＣＳ情報、ＰＭＩ情報、ビームフォーミング重み
付け、遅延スプレッド、ドップラースプレッド、ドップラーシフト、平均ゲイン及び平均
遅延などに関する１以上のパラメータを含み得る。これらの実施形態によると、ネットワ
ークＴＰデバイス１０５は、ＵＥからＣＳＩ情報を受信し、データトランスポートブロッ
クを処理することを促進するスケジューラコンポーネント７１６に情報を提供するＣＳＩ
コンポーネント７０８を含み得る。種々の実施形態において、ＵＥからＣＳＩコンポーネ
ント７０８によって受信されたＣＳＩ情報は、ネットワークＴＰデバイス１０４とＵＥの
間で確立された無線通信リンクに基づいてネットワークＴＰデバイス１０４に特化される
ことになる。例えば、ＵＥは、複数のＴＰからＣＳＩ－ＲＳリソースで構成され得る。し
かし、全てのＣＳＩ－ＲＳを単一のＣＳＩ－ＲＳリソースとして測定するのではなく、Ｕ
Ｅは、各ＴＰからのＣＳＩ－ＲＳを独立して測定し、ＣＳＩ－ＲＳを各ＴＰに独立に報告
するように構成され得る。種々の更なる実施形態において、ＣＳＩコンポーネント７０８
は送信機側ＣＳＩ情報（例えば、ＣＳＩＴ）を測定することもでき、スケジューラコンポ
ーネント７１６はデータトランスポートブロックを独立して処理及びスケジューリングす
ることに関してＣＳＩＴを採用することもできる。
【００７９】
　本非同期マルチポイント送信方式の種々の実施形態において、２以上のＴＰは、複数の
レイヤを各ＵＥに独立して送信する。したがって、あるシナリオでは、ＴＰ間の協調なし
に、合計送信ランクがＵＥのその最大ランクハンドリング能力を超え得る。ある実施形態
では、このシナリオを防止するために、ＴＰ又はそれらのスケジューラは、合計送信ラン
クがＵＥの最大ランクハンドリング能力を超えないように何らかのソフト協調を実行して
ランクがＴＰ間で区分けされることを確実にすることができる。これらの実施形態による
と、スケジューラコンポーネント７１６は、このソフト協調を促進するソフト協調コンポ
ーネント７１８を含み得る。ソフト協調コンポーネント７１８は、それぞれのＴＰ間でラ
ンク、空間レイヤ及び／又はＰＲＢを区分けすることを促進するように構成され得る。ソ
フト協調コンポーネント７１８は、例えば、ランク区分けコンポーネント４１２、レイヤ
区分けコンポーネント４１４及びＰＲＢ区分けコンポーネント４１６と同じ又は同様の態
様で、それぞれランク、空間レイヤ及び／又はＰＲＢを区分けするように構成され得る。
ソフト協調コンポーネント７１８によって実行される協調は、このソフト協調の時間スケ
ールがＴＴＩ（遷移時間間隔）と同じではないため、「ソフト」と考えられる。これは、
チャネルにおけるランクの変化がより長い時間スケールにわたって観察されるためである
。したがって、幾つかのＴＴＩ又は数十のＴＴＩのレイテンシは、この種の遅い協調がＴ
Ｐ間のランク、レイヤ及び／又はＰＨＢを区分けするのに充分なものとなり得る。
【００８０】
　例えば、ランク及びレイヤの区分けに関して、ソフト協調コンポーネント７１８は、そ
れらの個々のランクに関して他のそれぞれのＴＰから（例えば、それらのソフト協調コン
ポーネントを介して）情報を受信し、チャネルの合計ランクがＵＥの合計ランクを超える
か否かを（例えば、ＵＥから受信された情報ＲＩに基づいて）判定することができる。合
計ランクがＵＥ最大ランクを超えるという判定に基づいて、ソフト協調コンポーネントは
、区分けされたランクがＵＥ最大ランクを超えないようにそれぞれのＵＥ間のランクを区
分けすることができる。ソフト協調コンポーネント７１８は、それぞれのＴＰ間のレイヤ
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を、それらが異なる重複しないレイヤを使用するように区分けすることもできる。そして
、ソフト協調コンポーネントは、他のＴＰの各々をそれらのランク／レイヤ割当てに関し
て指示することができ、それらのスケジューラはそれに従ってデータ信号を構成すること
ができる。ＴＰのいずれか１つが協調の役割を担うことができ、これがそれぞれのＴＰに
よって合意され、又はネットワークによって特定のＴＰに割り当てられ得ることが理解さ
れるべきである。他の実施形態では、中央化スケジューリングデバイスが、このＴＰ間の
ランク及びレイヤ割当てを区分けするソフト協調を実行することができる。ＰＲＢは、同
一又は類似の処理を用いてＴＰ間で区分けされ得る。
【００８１】
　他の実施形態では、図４～６に関して記載したように、ＵＥは、それぞれのＴＰ間のラ
ンク、空間レイヤ及びＰＨＢを区分けする責任を担うことができる。これらの実施形態に
よると、一実施例では、スケジューラコンポーネント７１６は、ＵＥがＴＰを特定のラン
ク及び空間レイヤ構成に割り当てることによって特定された情報を受信することができる
。このフィードバックの受信に応じて、スケジューラコンポーネントはそれに従って送信
のためのデータ信号を構成することができる。例えば、スケジューラコンポーネントレイ
ヤスケジューリングコンポーネント７２２は、ＵＥによって割り当てられた空間レイヤ及
びランクを使用するのみでネットワークＴＰによる送信のためのデータ信号を構成するこ
とができる。一方、全てのＴＰからの合計送信ランクが各ＵＥの最大ランクハンドリング
能力を超える可能性はないので、ＰＲＢスケジューリングコンポーネント７２４はＰＲＢ
割当てを（他のＴＰのＰＲＢ割当てとの同期なしに）任意に選択することができる。他の
実施例では、スケジューラコンポーネント７１６は、ＵＥがＴＰを特定のランク及びＰＲ
Ｂ構成に割り当てることによって特定された情報を受信することができる。ＰＲＢ構成は
、許可されたランクと同様にネットワークＴＰが使用を許可されたＰＲＢのグループを識
別可能とする。このフィードバックの受信に応じて、ＰＲＢスケジューリングコンポーネ
ント７２４は、コードワード情報を割当てグループに含まれるＰＲＢの１以上に割り当て
ることを採用するように構成可能であり、送信ランクはそのＴＰに対してＵＥによって示
されるようなランクを超えることはない。このように、各ＴＰは、ＰＲＢ割当てを、ＵＥ
から割り当てられたＰＲＢのグループからそれが選択される限り、完全に独立して選択す
ることができる。これにより、所与のＰＲＢに対する最大送信ランクがＵＥの最大ランク
ハンドリング能力以下となることも確実となる。
【００８２】
　上述の例示のシステムの観点において、開示事項に応じて実施され得る例示の方法が図
８～１０のフローチャートを参照してより深く理解可能となる。説明の簡明化のため、こ
こに開示される例示の方法が一連の動作として提示及び説明されるが、特許請求される事
項は動作の順序によって限定されず、ある動作はここに図示及び記載されるものとは異な
る順序で及び／又は他の動作と同時に行われ得ることが把握及び理解されるべきである。
例えば、ここに開示される１以上の例示の方法は、状態図にあるような一連の相互に関係
する状態又はイベントとして代替的に表され得る。さらに、相互作用図は、無関係なエン
ティティが方法の無関係な部分を行う場合に開示事項に応じて方法を表し得る。またさら
に、記載される全ての動作が、本明細書による記載に係る例示の方法を実施するのに必要
となるわけではない。またさらに、ここに記載される１以上の態様を実現するために、開
示の例示の方法の２以上が相互の組合せにおいて実施されてもよい。本明細書を通じて開
示される例示の方法は、そのような方法をプロセッサによる実行及びそれゆえ実施のため
に、又はメモリにおける記憶のためにコンピュータに搬送及び転送することを可能とする
ように製造物（例えば、コンピュータ可読媒体）に記憶されることができることがさらに
理解されるべきである。
【００８３】
　図８は、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信を促進する
例示の方法８００を示す。１以上の実施例において、方法８００は、本非同期マルチポイ
ント送信技術の１以上の構成のアプリケーションによるＵＥ（例えば、ＵＥ１０２）によ
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って実行される。それぞれの実施形態において採用される同様の要素の繰返しの説明は、
簡明化のために省略される。
【００８４】
　８０２において、プロセッサを備えるデバイス（例えば、ＵＥ１０２）は、無線通信ネ
ットワーク（例えば、システム１００）の第１のＴＰデバイスから第１のデータ信号を受
信し、第１のデータ信号は他のデバイスによってデバイスに向けられたデータに基づいて
生成される第１のコードワード情報を備える。８０４において、デバイスは無線通信ネッ
トワークの第２のＴＰデバイスからの第２のデータ信号を受信し、第２のデータ信号はデ
ータトランスポートブロックに基づいて生成される第２のコードワードを備え、第１のコ
ードワード情報と第２のコードワード情報とは異なり、第１の送信ポイントデバイスと第
２のＴＰは地理的に閾距離だけ離れている。種々の実施例では、第１のコードワード情報
及び第２のコードワード情報は、第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスによる別個
かつ非同期の送信信号スケジューラ（例えば、スケジューラ３０１及び３０２）の使用に
基づいてそれぞれ異なる。
【００８５】
　ある実施例では、第１及び第２のＴＰによる第１のデータ信号及び第２のデータ信号の
送信のタイミングも非同期となり得る。例えば、第１のデータ信号及び第２のデータ信号
は、それぞれ、第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスによる別個かつ非同期の送信
信号スケジューラの使用に基づいて非同期の時間にデバイスによって受信され得る。
【００８６】
　さらに、ある実施例では、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ、第１
のコードワード情報及び第２のコードワード情報に対して異なる重複しないＰＲＢ割当て
を備え得る。例えば、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ、第１のＴＰ
デバイス及び第２のＴＰデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジューラの使用に
基づいて異なる重複しないＰＲＢ割当てを備え得る。ある態様では、別個かつ非同期のス
ケジューラを用いることによって異なる重複しないＰＨＢ割当てがもたらされたとしても
、第１のデータ信号及び第２のデータ信号の合計ランクはデバイスの最大ランク容量を超
えない。特に、ここに記載されるように、全体送信ランクがＵＥの最大ランク能力を超え
ることを回避する１つのやり方は、複数のＴＰ間でＰＲＢを区分けすることによるもので
ある。例えば、各ＴＰにシステム帯域幅のサブセットを介してのみ送信させ、各ＴＰが確
実にシステム帯域幅の、分断されかつ重複しない部分で送信することによって、送信ラン
クがＵＥの最大ランクハンドリング能力を超える場合が回避される。一実施例では、この
分断されたＰＲＢ割当ては、第１のＴＰデバイスと第２のＴＰデバイスの間で実行される
ＰＲＢ区分け協調手順の結果に基づいて実現される。他の実施例では、この分断されたＰ
ＲＢ割当ては、デバイスによるＰＲＢ割当ての特定並びにそれぞれの第１及び第２のＴＰ
に対するＰＲＢ割当てを識別する情報のプロビジョニングに基づいて実現される。
【００８７】
　また、種々の更なる実施例において、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それ
ぞれ、第１のコードワード情報及び第２のコードワード情報についての異なる重複しない
空間レイヤ割当てを備え得る。例えば、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それ
ぞれ、第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケ
ジューラの使用に基づいて異なる重複しない空間レイヤ割当てを備え得る。ある態様にお
いて、別個かつ非同期のスケジューラを使用することによって異なる空間レイヤ割当てが
もたらされたとしても、その異なる空間レイヤ割当ては重複せず、第１のデータ信号及び
第２のデータ信号の合計ランクはデバイスの最大ランク容量を超えない。この場合、空間
レイヤは、全てのＴＰにわたる区分けレイヤの合計がＵＥの受信できる最大ランク以下で
あるという制約の下で複数のＴＰ間で区分けされる。一実施例では、この空間レイヤの区
分けは、第１のＴＰデバイスと第２のＴＰデバイスの間で実行される空間レイヤ及びラン
クの区分け協調手順の結果に基づいて実現される。他の実施例では、この空間レイヤの区
分けは、デバイスの最大ランク容量の観点でデバイスによって異なる空間レイヤ割当て及
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びランク割当てを特定すること並びにそれぞれの第１及び第２のＴＰに対する異なる空間
レイヤ割当て及びランク割当てを識別する情報のプロビジョニングに基づいて実現される
。
【００８８】
　図９に、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信を促進する
例示の方法９００を示す。１以上の実施形態において、方法９００は、本非同期マルチポ
イント送信技術の１以上の構成のアプリケーションとの関連で無線通信システムのＴＰデ
バイス（例えば、ネットワークＴＰデバイス１０４の１つ）によって実行される。それぞ
れの実施形態において採用される同様の要素の繰返しの説明は、簡明化のために省略され
る。
【００８９】
　９０２において、プロセッサを備える第１のＴＰデバイスが、デバイス（例えば、ＵＥ
１０２）に向けられたデータの第１の部分を備えるデータトランスポートブロックを受信
する。例えば、第１のＴＰデバイスは、他のデバイスからそのデバイスに送信されたユー
ザデータの部分を備えるデータトランスポートブロックを受信することができ、ネットワ
ークデバイス（例えば、データ割当てプラットフォーム１１０）はＴＰ間の使用データを
区分けしてスループットを増加させる。９０４において、第１のＴＰデバイスは、データ
を表す第１のコードワード情報を備える第１の信号データを生成するようにデータを処理
する。９０６において、第１のＴＰデバイスは、デバイスに対する第２の信号データの無
線通信ネットワークの第２のＴＰデバイスによる送信に関連付けて第１の信号データをデ
バイスに送信する。これらの動作によると、第２の信号データは、データの第２のサブセ
ットを表す第２のコードワード情報を備える。さらに、第１のＴＰデバイス及び第２のＴ
Ｐデバイスは、地理的に閾距離だけ離れている。１以上の実施例において、第１の信号デ
ータを送信することは、それぞれ第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスによる別個
かつ非同期の送信信号スケジューラの使用に基づいて第２の信号データの送信に対して適
時には同期されない。ある実施例では、第１のコードワード情報及び第２のコードワード
情報は、それぞれ、第１のＴＰデバイス及び第２のＴＰデバイスによって別個かつ非同期
の送信信号スケジューラの使用に基づいて異なる。
【００９０】
　ある実施例では、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ、第１の送信ポ
イントデバイス及び第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジ
ューラの使用に基づいて、それぞれ、第１のコードワード情報及び第２のコードワード情
報に対する異なる重複しない物理リソースブロック割当てを備える。種々の実施例におい
て、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ、第１の送信ポイントデバイス
及び第２の送信ポイントデバイスによる別個かつ非同期の送信信号スケジューラの使用に
基づいて、それぞれ、第１のコードワード情報及び第２のコードワード情報に対する異な
る重複しない物理リソースブロック割当てを備える。これらの実施例によると、方法９０
０は、第１の送信ポイントデバイスによる使用について許可された第１の物理リソースブ
ロックを識別するデバイスによって特定された第１のリソースブロック割当て情報をデバ
イスから第１のＴＰデバイスによって受信することをさらに含む得る。方法９００は、第
１のＴＰデバイスによって、その受信に基づいて第１の物理リソースブロックの１以上に
第１のコードワード情報を割り当てることをさらに含み得る。これらの実施例によると、
第２の信号データは、第２の送信ポイントデバイスによる使用に対して許可された第２の
物理リソースブロックを識別する情報の受信に基づいて、第２の送信ポイントデバイスに
よって、１以上の第２の物理リソースブロックに割り当てられる。
【００９１】
　幾つかの更なる実施例において、第１のデータ信号及び第２のデータ信号は、それぞれ
、第１の送信ポイントデバイス及び第２の送信ポイントデバイスによって別個かつ非同期
の送信信号スケジューラの使用に基づいて、それぞれ、第１のコードワード情報及び第２
のコードワード情報に対する異なる空間レイヤ割当てを備える。これらの更なる実施例で
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あれば、方法９００は、第１のコードワード情報に対する空間レイヤ割当てを識別するデ
バイスによって特定された空間レイヤ割当て情報をデバイスから第１のＴＰデバイスによ
って受信すること、及び第１の信号データについてのランクを識別するデバイスによって
特定されるランク割当て情報をデバイスから受信することをさらに含むことができる。方
法９００は、空間レイヤ割当て情報及びランク割当て情報に基づいて第１の信号データを
構成することをさらに含むことができ、その構成に基づいて、異なる空間レイヤ割当ては
重複せず、第１のデータ信号及び第２のデータ信号の合計ランクはデバイスの最大ランク
容量を超えない。
【００９２】
　図１０に、本開示の種々の態様及び実施形態による非同期マルチポイント送信を促進す
る他の例示の方法１０００を示す。１以上の実施形態において、方法１０００は、本非同
期マルチポイント送信技術の１以上の構成のアプリケーションとの関連でＵＥ（例えば、
ＵＥ１０２）によって実行される。それぞれの実施形態において採用される同様の要素の
繰返しの説明は、簡明化のために省略される。
【００９３】
　１００２において、プロセッサを備えるデバイス（例えば、ＵＥ１０２）は、それぞれ
、デバイスとそれぞれのＴＰデバイスとの間の通信リンクに関連するチャネル状態情報に
基づいてそれぞれのＴＰデバイス間のデバイスの最大ランク容量を区分けするランク割当
てを特定する。本非同期マルチポイント送信方式の種々の態様が２個のＴＰを用いて例示
されるが、ＴＰの数は２以上のＴＰ（例えば、３個のＴＰ、４個のＴＰなど）を含むこと
が理解されるべきである。１００４において、デバイスは、ランク割当てに応じてそれぞ
れのＴＰに異なる空間レイヤを割り当てる、異なる重複しない空間レイヤ割当てを特定す
る。１００６において、デバイスは、それぞれのＴＰデバイスに対するランク割当てを識
別するランク割当て情報を送信する。１００８において、デバイスは、それぞれのＴＰデ
バイスに対する異なる重複しない空間レイヤ割当てを識別する空間レイヤ割当て情報を送
信する。例えば、デバイスは、各個々のＴＰについて具体的に特定された空間レイヤ及び
ランク割当てを各個々のＴＰに特定及び送信できる。各ＴＰの空間レイヤ及び／又はラン
ク割当ては、異なることになる。１０１０において、デバイスはそれぞれのＴＰからそれ
ぞれのデータ信号を受信し、データ信号はデバイスに向けられた同じデータを表す情報を
それぞれ備え、データ信号は異なる重複しない空間レイヤ割当てをそれぞれ有する。
【００９４】
　図１１に、開示事項が相互作用できるコンピューティング環境１１００のブロック図で
ある。システム１１００は、１以上のリモートコンポーネント１１１０を備える。リモー
トコンポーネント１１１０は、ハードウェア及び／又はソフトウェア（例えばスレッド、
処理、コンピューティングデバイス）であり得る。ある実施形態では、リモートコンポー
ネント１１１０は、サーバ、パーソナルサーバ、無線電気通信ネットワークデバイス、Ｒ
ＡＮデバイスなどを備え得る。一例として、リモートコンポーネント１１１０は、ネット
ワークＴＰデバイス１１４、ネットワークデバイス１１８、ネットワークデバイス６００
などであってもよい。システム１１００は、１以上のローカルコンポーネント１１２０も
備える。ローカルコンポーネント１１２０は、ハードウェア及び／又はソフトウェア（例
えばスレッド、処理、コンピューティングデバイス）であってもよい。ある実施形態では
、ローカルコンポーネント１１２０は、例えば、ＵＥ１１２、ＵＥ５００などを備え得る
。
【００９５】
　リモートコンポーネント１１１０とローカルコンポーネント１１２０の間の１つの可能
な通信は、２以上のコンピュータ処理の間で送信されるように適合されたデータパケット
の形態となり得る。リモートコンポーネント１１１０とローカルコンポーネント１１２０
の間の他の可能な通信は、無線タイムスロットにおける２以上のコンピュータ処理の間で
送信されるように適合された回線交換データの形態となり得る。システム１１００は、リ
モートコンポーネント１１１０とローカルコンポーネント１１２０の間の通信を促進する



(31) JP 2020-502878 A 2020.1.23

10

20

30

40

50

ように採用され得る通信フレームワーク１１４０を備え、ＬＴＥネットワークなどを介し
て、エアインターフェース、例えばＵＭＴＳネットワークのＵｕインターフェースを備え
得る。リモートコンポーネント１１１０は、通信フレームワーク１１４０のリモートコン
ポーネント１１１０側の情報を記憶するように採用され得るハードドライブ、固体ドライ
ブ、ＳＩＭカード、デバイスメモリなどの１以上のリモートデータストア１１５０に動作
可能に接続され得る。同様に、ローカルコンポーネント１１２０は、通信フレームワーク
１１４０のローカルコンポーネント１１２０側の情報を記憶するように採用され得る１以
上のローカルデータストア１１３０に動作可能に接続され得る。
【００９６】
　開示事項の種々の態様に対する背景を与えるために、図１１及び以下の説明は、開示事
項の種々の態様が実施され得る適切な環境の簡単な概略説明を提供することを意図してい
る。１つのコンピュータ及び／又は複数のコンピュータで稼働するコンピュータプログラ
ムのコンピュータ実行可能命令の一般的背景で主題が上述されてきたが、当業者であれば
、開示事項は、他のプログラムモジュールとの組合せにおいても実施され得ることを認識
するはずである。概略として、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行するルーチ
ン、プログラム、コンポーネント、データ構造体などを備え、及び／又は特定の抽象デー
タタイプを実現する。
【００９７】
　本明細書において、「ストア」、「ストレージ」、「データストア」、「データストレ
ージ」、「データベース」並びに実質的にコンポーネントの動作及び機能に関連する任意
の他の情報記憶コンポーネントなどの用語は、「メモリコンポーネント」、「メモリ」に
おいて具現されるエンティティ、又はメモリを備えるコンポーネントについて言及するも
のである。なお、ここに記載されるメモリコンポーネントは、揮発性メモリ又は不揮発性
メモリのいずれかであればよく、又は揮発性メモリ及び不揮発性メモリの両方、例示とし
て、限定ではなく、揮発性メモリ１１２０（下記参照）、不揮発性メモリ１１２２（下記
参照）、ディスクストレージ１１２４（下記参照）及びメモリストレージ１１４６（下記
参照）を備え得る。さらに、不揮発性メモリは、読出し専用メモリ、プログラマブル読出
し専用メモリ、電気的プログラマブル読出し専用メモリ、電気的消去可能読出し専用メモ
リ又はフラッシュメモリに含まれ得る。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして作
用するランダムアクセスメモリを備え得る。ランダムアクセスメモリは、例示として、限
定ではなく、同期ランダムアクセスメモリ、ダイナミックランダムアクセスメモリ、同期
ダイナミックランダムアクセスメモリ、ダブルデータレート同期ダイナミックランダムア
クセスメモリ、エンハンスト同期ダイナミックランダムアクセスメモリ、Ｓｙｎｃｈｌｉ
ｎｋダイナミックランダムアクセスメモリ及び直接Ｒａｍｂｕｓランダムアクセスメモリ
などの多数の形態で利用可能である。さらに、ここでのシステム又は方法の開示のメモリ
コンポーネントは、これら及び任意の他の適切なタイプのメモリを、それを備えることに
限定されずに、備えることを意図している。
【００９８】
　さらに、開示事項は、単一のプロセッサ又はマルチプロセッサのコンピュータシステム
、ミニコンピューティングデバイス、メインフレームコンピュータ、その他パーソナルコ
ンピュータ、ハンドヘルドコンピューティングデバイス（例えばパーソナルデジタルアシ
スタント、電話機、時計、タブレットコンピュータ、ノートブックコンピュータ・・・）
、マイクロプロセッサに基づく又はプログラマブルな民生用若しくは業務用電子機器など
を備える他のコンピュータシステム構成で実施され得ることに留意すべきである。説明し
た態様はまた、通信ネットワークを介してリンクされたリモート処理デバイスによってタ
スクが実行される分散コンピューティング環境においても実施可能であるが、本開示の全
部でない場合には一部の態様がスタンドアロンコンピュータに対して実施され得る。分散
コンピューティング環境では、プログラムモジュールは、ローカル及びリモートメモリ記
憶デバイスの双方に配置され得る。
【００９９】
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　図１２に、一実施形態による開示されたシステム及び方法を実行するように動作可能な
コンピューティングシステム１２００のブロック図を示す。コンピュータ１２１２は、例
えばＵＥ（例えばＵＥ１０２）、ネットワークノード（例えばネットワークＴＰデバイス
１０４）、コアネットワークデバイス（例えばネットワークデバイス１０８など）であり
、処理部１２１４、システムメモリ１２１６及びシステムバス１２１８を備える。システ
ムバス１２１８は、システムメモリ１２１６を限定ではなく備えるシステムコンポーネン
トを処理部１２１４に接続する。処理部１２１４は、任意の種々の利用可能なプロセッサ
であり得る。デュアルマイクロプロセッサ及び他のマルチプロセッサアーキテクチャも、
処理部１２１４として採用され得る。
【０１００】
　システムバス１２１８は、メモリバス若しくはメモリコントローラ、周辺バス若しくは
外部バス、並びに／又は、限定ではなく、工業標準アーキテクチャ、マイクロ－チャネル
アーキテクチャ、拡張工業規格アーキテクチャ、インテリジェントドライブエレクトロニ
クス、ビデオエレクトロニクス規格協会ローカルバス、周辺機器相互接続、カードバス、
ユニバーサルシリアルバス、アドバンストグラフィックポート、パーソナルコンピュータ
メモリカード国際交流協会バス、Ｆｉｒｅｗｉｒｅ（電気電子技術協会１２１０４）及び
小型コンピュータシステムインターフェースを備える利用可能な種々のバスアーキテクチ
ャの種々の任意のものを使用するローカルバスを備える幾つかのタイプのバス構造のいず
れかであり得る。
【０１０１】
　システムメモリ１２１６は、揮発性メモリ１２２０及び不揮発性メモリ１２２２を備え
得る。起動中などにコンピュータ１２１２内の要素間で情報を転送するルーチンを含む基
本入力／出力システムは、不揮発性メモリ１２２２に記憶され得る。例示として、限定で
はなく、不揮発性メモリ１２２２は、読出し専用メモリ、プログラマブル読出し専用メモ
リ、電気的プログラマブル読出し専用メモリ、電気的消去可能読出し専用メモリ又はフラ
ッシュメモリを備え得る。揮発性メモリ１２２０は、外部キャッシュメモリとして作用す
る読出し専用メモリを備える。例示として、限定ではなく、読出し専用メモリは、同期ラ
ンダムアクセスメモリ、ダイナミック読出し専用メモリ、同期ダイナミック読出し専用メ
モリ、ダブルデータレート同期ダイナミック読出し専用メモリ、エンハンスト同期ダイナ
ミック読出し専用メモリ、Ｓｙｎｃｈｌｉｎｋダイナミック読出し専用メモリ、Ｒａｍｂ
ｕｓ直接読出し専用メモリ、直接Ｒａｍｂｕｓダイナミック読出し専用メモリ及びＲａｍ
ｂｕｓダイナミック読出し専用メモリなどの多数の形態で利用可能である。
【０１０２】
　コンピュータ１２１２は、取外し可能／取外し不可、揮発性／不揮発性コンピュータ記
憶媒体も備え得る。図１２は、例えばディスクストレージ１２２４を示す。ディスクスト
レージ１２２４は、限定ではなく、磁気ディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ
、テープドライブ、フラッシュメモリカード又はメモリスティックのようなデバイスを備
える。さらに、ディスクストレージ１２２４は、記憶媒体を単独で備えてもよく、コンパ
クトディスク読出し専用メモリデバイス、コンパクトディスク記録可能ドライブ、コンパ
クトディスクリライタブルドライブ又はデジタル多用途ディスク読出し専用メモリなどの
光学デバイスドライブを限定ではなく備える他の記憶媒体との組合せにおいて備えてもよ
い。ディスクストレージデバイス１２２４のシステムバス１２１８への接続を容易にする
ために、インターフェース１２２６などの取外し可能又は取外し不可のインターフェース
が通常は使用される。
【０１０３】
　コンピューティングデバイスは、通常は様々な媒体を備え、それはコンピュータ可読記
憶媒体又は通信媒体を備えることができ、これらの２つの用語は、ここでは以下の相互に
異なるものとして用いられる。
【０１０４】
　コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の利用可能な
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記憶媒体であればよく、揮発性及び不揮発性媒体の双方、取外し可能及び取外し不可媒体
を備える。例示として、限定ではなく、コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータ可読
命令、プログラムモジュール、構造化データ又は非構造化データなどの情報の記憶のため
の任意の方法又は技術との関係で実施され得る。コンピュータ可読記憶媒体は、以下に限
定されないが、読出し専用メモリ、プログラム可能読出し専用メモリ、電気的プログラマ
ブル読出し専用メモリ、電気的消去可能読出し専用メモリ、フラッシュメモリ若しくは他
のメモリ技術、コンパクトディスク読出し専用メモリ、デジタル多用途ディスク若しくは
他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ若しく
は他の磁気ストレージデバイス、又は所望の情報を記憶するのに使用され得る他の有体の
媒体を備え得る。この点に関して、ストレージ、メモリ又はコンピュータ可読媒体に対し
てここで適用される「有体の」という用語は、修飾子として、伝搬する無形な信号自体の
みを除外するものとして理解されるべきであり、伝搬するのみの無形の信号自体ではない
全ての標準的なストレージ、メモリ又はコンピュータ可読媒体の範囲を放棄するものでは
ない。一態様においては、有体媒体は、非一時的媒体を備えることができ、ストレージ、
メモリ又はコンピュータ可読媒体に対してここで適用され得る「非一時的」という用語は
、修飾子として、伝搬している無形な信号自体のみを除外するものとして理解されるべき
であり、伝搬している無形の信号自体のみではない全ての標準的なストレージ、メモリ又
はコンピュータ可読媒体の範囲を放棄するものではない。コンピュータ可読記憶媒体は、
１以上のローカル又はリモートコンピューティングデバイスによって、媒体によって記憶
された情報に関する様々な動作について、例えば、アクセス要求、照会又は他のデータ取
得プロトコルを介してアクセス可能である。したがって、例えば、コンピュータ可読媒体
は、そこに記憶された実行可能な命令を備えることができ、その命令は、実行に応答して
、代替のバンドチャネルデータをさらに備えるＲＲＣ接続解除メッセージを生成すること
を備える動作を、プロセッサを備えるシステムに実行させる。
【０１０５】
　通信媒体は、通常は、コンピュータ可読命令、データ構造体、プログラムモジュール又
は変調データ信号、例えば、搬送波若しくは他の搬送機構などのデータ信号における他の
構造化若しくは非構造化データを具現し、任意の情報配信又は搬送媒体を備える。用語「
変調データ信号」又は信号とは、情報を１以上の信号に符号化するような方法で設定又は
変更されたその特性の１以上を有する信号のことをいう。例示として、限定ではなく、通
信媒体は、有線ネットワーク又は直接配線接続などの有線媒体並びに音響、ＲＦ、赤外線
及び他の無線媒体などの無線媒体を備える。
【０１０６】
　なお、図１２に、適切な動作環境１２００において説明したユーザとコンピュータリソ
ースと間の仲介として作用するソフトウェアを説明する。そのようなソフトウェアは、オ
ペレーティングシステム１２２８を備える。オペレーティングシステム１２２８は、ディ
スクストレージ１２２４に記憶可能であり、コンピュータシステム１２１２のリソースを
制御して割当てるように作用する。システムアプリケーション１２３０は、プログラムモ
ジュール１２３２を介したオペレーティングシステム１２２８及びシステムメモリ１２１
６又はディスクストレージ１２２４のいずれかに記憶されたプログラムデータ１２３４に
よるリソースの管理を活用する。なお、開示事項は、種々のオペレーティングシステム又
はオペレーティングシステムの組合せにおいて実施され得る。
【０１０７】
　ユーザは、入力デバイス１２３６を介してコマンド又は情報をコンピュータ１２１２に
入力することができる。ある実施形態では、ユーザインターフェースは、ユーザ選好情報
などの入力を可能とすることもでき、ユーザがコンピュータ１２１２と対話することを可
能とするタッチセンシティブディスプレイパネル、グラフィカルユーザインターフェース
（ＧＵＩ）へのマウス／ポインタ入力、コマンドライン制御インターフェースなどにおい
て具現化することができる。入力デバイス１２３６は、マウス、トラックボール、スタイ
ラス、タッチパッド、キーボード、マイクロフォン、ジョイスティック、ゲームパッド、
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衛星放送受信アンテナ、スキャナ、ＴＶチューナカード、デジタルカメラ、デジタルビデ
オカメラ、ウェブカメラ、携帯電話、スマートフォン、タブレットコンピュータなどのポ
インティングデバイスを限定ではなく備える。これら及び他の入力デバイスは、インター
フェースポート１２３８によってシステムバス１２１８を介して処理部１２１４に接続す
る。インターフェースポート１２３８は、例えば、シリアルポート、パラレルポート、ゲ
ームポート、ユニバーサルシリアルバス、赤外線ポート、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポート、Ｉ
Ｐポート又は無線サービスに関連する論理ポートなどを備える。出力デバイス１２４０は
、入力デバイス１２３６と同じタイプのポートの一部を使用する。
【０１０８】
　したがって、例えば、ユニバーサルシリアルバスポートは、コンピュータ１２１２に入
力を提供するのに使用することができ、情報をコンピュータ１２１２から出力デバイス１
２４０に出力するように使用することができる。出力アダプタ１２４２は、特殊なアダプ
タを使用する他の出力デバイス１２４０のうち、モニタ、スピーカ及びプリンタのような
何らかの出力デバイス１２４０が存在することを示すように設けられる。出力アダプタ１
２４２は、例示として、限定ではなく、出力デバイス１２４０とシステムバス１２１８の
間の接続手段を提供するビデオ及び音声カードを備える。なお、他のデバイス及び／又は
デバイスのシステムは、リモートコンピュータ１２４４などの入力及び出力能力の双方を
提供する。
【０１０９】
　コンピュータ１２１２は、リモートコンピュータ１２４４などの１以上のリモートコン
ピュータに論理接続を使用するネットワーク化環境において動作し得る。リモートコンピ
ュータ１２４４は、パーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ、クラ
ウドストレージ、クラウドサービス、クラウド－コンピューティング環境において実行す
るコード、ワークステーション、マイクロプロセッサベースの機器、ピアデバイス又は他
の共通ネットワークノードなどであってもよく、通常は、コンピュータ１２１２に関して
説明した要素の多数又は全部を備える。クラウドコンピューティング環境、クラウド又は
他の同様の用語は、必要に応じて１以上のコンピュータ及び／又は他のデバイスへの処理
リソース及びデータを共有して、容易にプロビジョニング及びリリースされ得る構成可能
なコンピューティングリソースの共有プールへのアクセスを可能にするコンピューティン
グのことをいうものとする。クラウドコンピューティング及びストレージソリューション
は、電気エネルギーを利用するための電気事業体、電話サービスを利用するための電話事
業体への加入などと同様の方法で、経済規模を活用することができ、クラウドサービスを
介してコンピューティングリソースへのアクセスを確認することができる第三者のデータ
センタにおけるデータを記憶及び／又は処理し得る。
【０１１０】
　簡略化のために、メモリストレージデバイス１２４６のみをリモートコンピュータ１２
４４と共に図示する。リモートコンピュータ１２４４は、ネットワークインターフェース
１２４８を介してコンピュータ１２１２に論理的に接続され、次いで通信接続１２５０に
よって物理的に接続される。ネットワークインターフェース１２４８は、ローカルエリア
ネットワーク及びワイドエリアネットワークなどの有線及び／又は無線通信ネットワーク
を包含する。ローカルエリアネットワーク技術は、ファイバ分散データインターフェース
、銅線分散データインターフェース、イーサネット、トークンリングなどを備える。ワイ
ドエリアネットワーク技術は、限定ではなく、ポイントツーポイントリンク、統合サービ
スデジタルネットワーク及びそれに対する変形のような回線交換ネットワーク、パケット
交換ネットワーク、及びデジタル加入者回線を備える。後述するように、無線技術は、前
述のものに付加されて使用されてもよいし、前述のものに代えて使用されてもよい。
【０１１１】
　通信接続１２５０は、ネットワークインターフェース１２４８をバス１２１８に接続す
るように採用されるハードウェア／ソフトウェアのことをいう。通信接続１２５０は、コ
ンピュータ１２１２の内部の説明を明確にするために示されているが、コンピュータ１２



(35) JP 2020-502878 A 2020.1.23

10

20

30

40

50

１２の外部にあってもよい。ネットワークインターフェース１２４８に接続するハードウ
ェア／ソフトウェアは、例えば、通常の電話グレードのモデム、ケーブルモデム及びデジ
タル加入者回線モデムを含むモデム、統合サービスデジタルネットワークアダプタ並びに
イーサネットカードなどの内部及び外部技術を備え得る。
【０１１２】
　要約書に記載されるものを備える本開示の例示の実施形態の上記説明は、網羅的なもの
ではなく、開示される厳密な形態に開示の実施形態を限定するものでもない。具体的実施
形態及び例が例示目的でここに記載されるが、当業者が認識し得るように、そのような実
施形態及び例の範囲内とみなされる種々の変形例が可能である。
【０１１３】
　これに関して、適用可能な場合に開示事項を種々の実施形態及び対応の図面との関係で
説明してきたが、他の同様の実施形態が使用可能であり、又は開示事項の同一、類似、代
替又は置換の機能を実行するために、そこから逸脱することなく、変形及び付加が記載の
実施形態に対してなされ得ることが理解されるべきである。したがって、開示事項はここ
に記載されるいずれかの単一の実施形態に限定されるべきではなく、以下の添付の特許請
求の範囲による幅及び範囲において解釈されるべきである。
【０１１４】
　本明細書において採用されるように、用語「プロセッサ」とは、これに限定されること
なく、シングルコアプロセッサ、ソフトウェアマルチスレッド実行能力を有する単一のプ
ロセッサ、マルチコアプロセッサ、ソフトウェアマルチスレッド実行能力を有するマルチ
コアプロセッサ、ハードウェアマルチスレッド技術を有するマルチコアプロセッサ、並列
プラットフォーム、及び分散共有メモリを有する並列プラットフォームを備える実質的に
あらゆるコンピューティング処理装置又はデバイスをいうものとする。さらに、プロセッ
サとは、集積回路、特定用途向け集積回路、デジタル信号プロセッサ、フィールドプログ
ラマブルゲートアレイ、プログラマブルロジックコントローラ、複合プログラマブルロジ
ックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジック、ディスクリートハード
ウェアコンポーネント、又はここに記載される機能を実行するように設計されたその任意
の組合せをいうものとする。プロセッサは、空間使用率を最適化し、又はユーザ装置の性
能を強化するために、これに限定されることなく、分子及び量子ドットベースのトランジ
スタ、スイッチ及びゲートのようなナノスケールのアーキテクチャを利用することができ
る。プロセッサは、コンピューティング処理装置の組合せとして実施されてもよい。
【０１１５】
　本願で使用されるように、用語「コンポーネント」、「システム」、「プラットフォー
ム」、「レイヤ」、「セレクタ」、「インターフェース」などは、１以上の具体的機能を
有するコンピュータ関連エンティティ又は演算装置に関連するエンティティのことをいう
ものであり、エンティティはハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフ
トウェア又は実行中のソフトウェアのいずれかであり得る。一例として、コンポーネント
は、これに限定されることなく、プロセッサ上で稼働する処理、プロセッサ、オブジェク
ト、実行可能なもの、実行のスレッド、プログラム及び／又はコンピュータであり得る。
例示であって限定ではなく、サーバ上で稼働するアプリケーション及びそのサーバは、コ
ンポーネントであり得る。１以上のコンポーネントは実行の処理及び／又はスレッド内に
存在することができ、コンポーネントは１個のコンピュータに局所化され、及び／又は２
個以上のコンピュータ間に分散され得る。さらに、これらのコンポーネントは、そこに記
憶された種々のデータ構造体を有する種々のコンピュータ可読媒体から実行し得る。コン
ポーネントは、１以上のデータパケット（例えば、ローカルシステムにおける、分散シス
テムにおける、及び／又は信号を介する他のシステムとのインターネットなどのネットワ
ークにわたる他のコンポーネントと相互作用する１つのコンポーネントからのデータ）を
有する信号に応じるようなローカル及び／又はリモートの処理を介して通信し得る。他の
例として、コンポーネントは、プロセッサによって実行されるソフトウェア又はファーム
ウェアアプリケーションによって動作する電気又は電子回路によって動作する機械部品に
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よって提供される具体的機能を有する装置であればよく、プロセッサは装置の内部にあっ
ても外部にあってもよく、ソフトウェア又はファームウェアアプリケーションの少なくと
も一部を実行する。さらに他の例として、コンポーネントは機械部品なしに電子部品を介
して具体的機能を提供する装置であればよく、電子部品は、電子部品の機能を少なくとも
ある程度与えるソフトウェア又はファームウェアを実行するプロセッサをそこに備え得る
。
【０１１６】
　さらに、用語「又は（若しくは）」は、排他的な「又は（若しくは）」ではなく包含的
な「又は（若しくは）」を意味するものである。すなわち、特に断りがなく、又は文脈か
ら明らかでない限り、「ＸがＡ又はＢを採用する」とは、自然な包含的な順列のいずれか
を意味するものである。すなわち、ＸがＡを採用する場合、ＸがＢを採用する場合、又は
ＸがＡ及びＢの双方を採用する場合、上記事例のいずれにおいても「ＸがＡ又はＢを採用
する」が充足される。さらに、本明細書及び添付図面において使用される冠詞「ａ」及び
「ａｎ」は、特に断りがなく、又は単数形に向けられることが文脈から明らかでない限り
、「１以上の」を意味するものと一般に解釈されるべきである。
【０１１７】
　また、用語「含む」は、クローズド又は排他的な用語ではなくオープン又は包含的な用
語として採用されるものである。用語「含む」は、明示的に他の用法で使用されない限り
、用語「備える」と置換可能であり、同様の範囲として扱われるものである。例として、
「りんごを含む果物のバスケット」は、「りんごを備える果物のバスケット」と同じ範囲
の幅で扱われるものである。
【０１１８】
　さらに、「ユーザ装置（ＵＥ）」、「移動局」、「モバイル」、「加入者局」、「加入
者装置」、「アクセス端末」、「端末」、「ハンドセット」及び同様の技術のような用語
は、データ、制御、音声、映像、サウンド、ゲーム又は実質的にあらゆるデータストリー
ム若しくはシグナリングストリームを受信又は搬送する無線通信サービスの加入者又はユ
ーザによって利用される無線デバイスをいう。上記用語は、本明細書及び関連する図面に
おいて互換可能に使用される。同様に、用語「アクセスポイント」、「基地局」、「Ｎｏ
ｄｅＢ」、「エボルブドＮｏｄｅＢ」、「ｅＮｏｄｅＢ」、「ホームＮｏｄｅＢ」、「ホ
ームアクセスポイント」などは、本願においては互換可能に使用され、データ、制御、音
声、映像、サウンド、ゲーム又は実質的にあらゆるデータストリーム若しくはシグナリン
グストリームを、一組の加入者局又はプロバイダによって有効化されるデバイスにサービ
ングし、及びそこから受信する無線ネットワークコンポーネント又は機器をいう。データ
及びシグナリングストリームは、パケット化されたフロー又はフレームベースのフローを
備え得る。
【０１１９】
　さらに、用語「コアネットワーク」、「コア」、「コアキャリアネットワーク」、「キ
ャリア側」又は類似の用語は、集約、認証、呼制御及び交換、課金、サービス発動若しく
はゲートウェイの一部又は全部を通常は提供する電気通信ネットワークのコンポーネント
をいうものとする。集約は、サービスプロバイダネットワークにおける最上位の集約とい
うことができ、コアノード下の階層の次のレベルは分散ネットワーク及びそしてエッジネ
ットワークである。ＵＥは、通常は大きなサービスプロバイダのコアネットワークに直接
接続しないが、スイッチ又は無線アクセスネットワークによってコアにルーティングされ
得る。認証は、電気通信ネットワークにサービスを要求するユーザがこのネットワーク内
でそのようにすることを許可されているか否かに関する判定ということができる。呼制御
及び交換は、呼信号処理に基づいてキャリア装置にわたる呼ストリームの将来の経路に関
する決定ということができる。課金は、種々のネットワークノードによって生成される課
金データの収集及び処理に関し得る。今日のネットワークにおいて見られる課金メカニズ
ムの２つの共通のタイプは、前払い課金及び後払い課金であり得る。サービス発動は、何
らかの明示的アクション（例えば、コールトランスファ）に基づいて、又は暗示的に（例
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えば、コールウェイテイング）、起こり得る。なお、サービス「実行」は、第三者ネット
ワーク／ノードが実際のサービス実行に参加し得るので、コアネットワーク機能であって
もなくてもよい。ゲートウェイは、他のネットワークにアクセスするコアネットワークに
存在し得る。ゲートウェイ機能は、他のネットワークとのインターフェースのタイプに依
存し得る。
【０１２０】
　またさらに、用語「ユーザ」、「加入者」、「顧客」、「消費者」、「生産消費者」、
「エージェント」などは、文脈がこれらの用語間で特定の区別をしない限り、本明細書を
通じて互換可能に採用される。そのような用語は人間のエンティティ又はシミュレーショ
ンされたビジョン、サウンドの認識などを提供することができる（例えば、複雑な数式に
基づいて推定を行う容量を介するような人工知能を介してサポートされる）自動化された
コンポーネントということができることが理解されるべきである。
【０１２１】
　主題の態様、構成又は効果は、実質的にあらゆる又は任意の有線、ブロードキャスト、
無線電気通信、無線技術若しくはネットワーク又はその組合せにおいて利用され得る。そ
のような技術又はネットワークの非限定的例は、ブロードキャスト技術（例えば、サブヘ
ルツ、極低周波（ＥＬＦ）、超低周波（ＶＬＦ）、低周波（ＬＦ）、中周波（ＭＦ）、高
周波（ＨＦ）、超高周波（ＶＨＦ）、極超高周波（ＵＨＦ）、超高周波（ＳＨＦ）、テラ
ヘルツブロードキャストなど）、イーサネット、Ｘ．２５、電力線タイプネットワーク、
例えば電力線オーディオビデオイーサネットなど、フェムトセル技術、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｗｉ
Ｍａｘ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏ
ｗａｖｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＥｎｈａｎｃｅｄＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ
　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ
ｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）、３ＧＰＰ２、ウルトラモバイルブロードバンド、ＨＳ
ＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　
Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＨＳＵＰＡ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃ
ｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ
　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）無線アクセスネ
ットワーク、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄを含む。
【０１２２】
　用語「推定する」又は「推定」は、一般にシステム、環境、ユーザ並びに／又はイベン
ト及び／若しくはデータを介して捕捉される一組の観測記録から意図される状態について
理由付けすること又はその状態を推定することの処理ということができる。捕捉されたデ
ータ及びイベントは、ユーザデータ、デバイスデータ、環境データ、センサからのデータ
、センサデータ、アプリケーションデータ、暗示的データ、明示的データなどを含み得る
。推定は、例えば、特定のコンテキスト若しくはアクションを識別するのに採用可能であ
り、又はデータ及びイベントの考察に基づいて対象となる状態にわたる確率分布を生成す
ることができる。推定はまた、一組のイベント及び／又はデータから上位イベントを構成
するために採用される技術ということもできる。そのような推定によって、あるインスタ
ンスではイベントが時間的に近接して相関され得るかにかかわらず、並びにイベント及び
データが１又は複数のイベント及びデータソースから来るものであるかにかかわらず、一
組の観測されたイベント及び／又は記憶されたイベントデータから新たなイベント又はア
クションの構築がもたらされる。種々の分類方式及び／又はシステム（例えば、サポート
ベクトルマシン、ニューラルネットワーク、エクスパートシステム、ベイジアンネットワ
ーク、ファジーロジック及びデータフージョンエンジン）が、開示事項との関係で自動の
及び／又は推定されたアクションを実行することとの関連で採用され得る。
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【０１２３】
　上述してきたことは、開示事項を説明するシステム及び方法の例を含む。もちろん、こ
こに構成要素又は方法の全組合せを記載することはできない。当業者であれば、請求項の
記載事項の多数の更なる組合せ及び順列が可能であることを認識し得る。またさらに、「
含む」、「有する」、「処理する」などの用語が詳細な説明、特許請求の範囲、付録及び
図面において使用される程度まで、そのような用語は、特許請求の範囲において移行語句
として採用される場合に「備える」が解釈されるように用語「備える」と同様の態様で包
含的であるものとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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