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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　希望信号成分及び干渉成分を用いてCSI（Channel State Information）を生成する生成
部と、
　前記CSIを送信する送信部と、
　を有し、
　前記生成部は、
　CSIの報告を要求するトリガー情報を受信して前記CSIを生成する場合、
　CSIの希望信号成分の測定に用いるリソースと、他のCSIの干渉成分の測定に用いるリソ
ースとが同じ場合は、
　参照信号が配置されるリソースを示すリソース情報であって、当該リソース情報に示さ
れたリソースを用いて希望信号成分及び干渉成分を測定するにあたり、
　前記希望信号成分については、前記トリガー情報を受信した後に前記リソースを用いて
測定し、前記干渉成分については、前記トリガー情報を受信する前に前記リソースを用い
て測定する、
　無線通信端末装置。
【請求項２】
　前記生成部は、前記トリガー情報を受信したタイミングで受信したサブフレームに、報
告すべきCSIの希望信号成分を測定するためのリソースが存在しない場合、前記トリガー
情報を受信する前に測定された、報告すべきCSIの希望信号成分を用いる、
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　請求項１に記載の無線通信端末装置。
【請求項３】
　参照信号が配置されるリソースを示すリソース情報と、CSIの報告を要求するトリガー
情報とを送信する送信部と、
　前記トリガー情報に対して、前記リソースを用いて測定された希望信号成分及び干渉成
分に基づいて生成されたCSI（Channel State Information）を受信する受信部と、
　を有し、
　前記CSIは、当該CSIの希望信号成分の測定に用いるリソースと、他のCSIの干渉成分の
測定に用いるリソースとが同じ場合、前記トリガー情報を送信した後に前記リソースを用
いて測定された前記希望信号成分と、前記トリガー情報を送信する前に前記リソースを用
いて測定された前記干渉成分と、に基づいて生成されている、
　無線通信基地局装置。
【請求項４】
　希望信号成分及び干渉成分を測定し、
　前記希望信号成分及び前記干渉成分を用いてCSI（Channel State Information）を生成
する、
　CSI生成方法であって、
　CSIの報告を要求するトリガー情報を受信して前記CSIを生成する場合、
　CSIの希望信号成分の測定に用いるリソースと、他のCSIの干渉成分の測定に用いるリソ
ースとが同じ場合は、
　参照信号が配置されるリソースを示すリソース情報であって、当該リソース情報に示さ
れたリソースを用いて希望信号成分及び干渉成分を測定するにあたり、
　前記希望信号成分については、前記トリガー情報を受信した後に前記リソースを用いて
測定し、前記干渉成分については、前記トリガー情報を受信する前に前記リソースを用い
て測定する、
CSI生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、LTE-Advancedに準拠した無線通信端末装置、無線通信基地局装置及びCSI生
成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　［CSI生成と報告動作］
　3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、無線通信基地局装置（以下、「基地
局」と省略する）と無線通信端末装置（以下、「端末（UE:User Equipment）」と省略す
る）との間において、高速・大容量の通信を実現するために、LTE(Long Term Evolution)
 及びLTE-Advanced（以下、「LTE-A」と省略する）を規格化し、現在さらに高度化(enhan
ce)するための標準化作業を行っている。
【０００３】
　LTE及びLTE-Aでは、下りリンクの通信方式としてOFDMA（Orthogonal Frequency Divisi
on Multiple Access）が採用され、上りリンクの通信方式としてSC-FDMA（Single Carrie
r Frequency Division Multiple Access）が採用されている。
【０００４】
　OFDMAにおける周波数スケジューリング及びリンクアダプテーションのため、基地局は
、各端末にCSI（Channel State Information）を報告させ、CSIを用いて適切なリソース
の割当を実施する。CSIは、希望信号成分及び干渉成分を用いて測定した下りリンクのチ
ャネル品質（SINR等）を含む情報である。CSIには、CQI（Channel Quality Indicator）
、PMI(Precoding Matrix Indicator）及び空間多重数を示すRI（Rank Indicator）が含ま
れる。
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【０００５】
　LTEには、CSIを周期的に報告する動作（以下、「周期的報告」という）とCSIを非周期
的に報告する動作（以下、「非周期的報告」という）の２つが導入されている。周期的報
告では、端末が、所定の間隔で、規定の上りリンクリソースである上り制御チャネルにCS
Iを配置して報告する。また、非周期的報告では、端末が、基地局からCSI報告を指示（又
要求）されてからの所定のタイミングで、共通データチャネル上のリソースを用いてCSI
を報告する。非周期的報告は、下り制御チャネルPDCCHを用いた上りデータチャネルの割
当の際に端末に指示される。
【０００６】
　端末は、周期的報告および非周期的報告のいずれにおいても、複数存在する測定動作の
うち基地局から予め通知された一つにて測定動作を行う。この測定動作は、基地局から無
線リソース制御用のメッセージ（RRC signalling）を用いて端末に通知される。なお、基
地局は、周期的報告と非周期的報告とで、異なる測定動作を端末に通知することができる
。例えば、基地局は、端末に対して、周期的報告では、RI、広帯域PMI及び広帯域CQIを報
告させるための測定動作を指示し、非周期的報告では、RI、広帯域PMI、狭帯域CQIを報告
させるための測定動作を指示するようにしてもよい。この場合、緊急性が低いデータを送
信する時に参照する大まかなリンクアダプテーションに周期的報告を用い、緊急性が高い
データを送信する時に参照する詳細なリンクアダプテーションに非周期的報告を用いるこ
とができる。
【０００７】
　端末は、基地局から予め通知された測定対象に対してチャネル品質を測定し、CSIを報
告する。そして、LTE-AのRelease10では、周期的報告において、予め通知された２種類の
測定対象のそれぞれに対して、端末がCSIを報告する動作が追加された。また、LTE-AのRe
lease10では、非周期的報告において、予め通知された２種類の測定対象と基地局がCSIの
報告を指示するタイミングとを関連付けてどちらか一方の測定対象に対して、端末がCSI
を報告する動作が追加された。２種類の測定対象は、干渉成分の状況が互いに異なるもの
である。２種類の測定対象は、基地局からRRCを用いて、連続する４０サブフレームに対
応したビットマップにて端末に通知される。
【０００８】
　また、LTE-AのRelease10では、CA（Carrier Aggregation）の概念が導入され、非周期
的報告を指示するトリガー情報（CSI request field）のビット数が1bitから2bitに拡張
された。この結果、基地局は、端末に対して、CSI報告の指示とともに、端末が報告すべ
きCSI として、複数のCC（Component Carrier）のいずれか一つ又は複数のCSIを指示する
ことができるようになった。例えば、基地局は、２つのCCのCSIを、それぞれ、CSI1、CSI
2として、トリガー情報のビットにおいて「００」は「CSI報告をしない」こと、「０１」
は「CSI1のみを報告する」こと、「１０」は「CSI2のみを報告する」こと、「１１」は「
CSI1及びCSI2を報告する」ことを、例えばRRC signallingで事前に通知しておく。そして
、基地局は、上記いずれかのビットのトリガー情報を端末に送信することにより、非周期
的報告を指示するとともに、報告すべきCSIを指示することができる。
【０００９】
　このように、LTE-AのRelease10では、CAの導入に応じて、２つのCSIを同時に報告する
仕組みが提供されている。より具体的には、非周期的報告において、端末は、基地局から
CSI報告の指示を受けてから、所定の時間（４サブフレーム）を経過したのちに、上りデ
ータ信号にて２つのCSIを送信する。
【００１０】
　［複数基地局協調送信（CoMP）］
　ところで、次のLTE-AであるRelease 11では、カバーエリアの大きさが異なる複数の基
地局が存在するヘテロジーニアスセルネットワーク（HetNet：Heterogeneous Network）
において、複数の基地局が協調して端末に信号を送信するCoMP（Coordinated Multi-Poin
t）が検討されている。HetNetは、マクロセル（送信電力及びカバレッジが大きい基地局
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により形成されるセル）及びマクロセル内のピコセル（送信電力及びカバレッジが小さい
基地局により形成されるセル）から構成される。CoMPにより、セル間干渉を軽減し、シス
テムスループットを増大することができる。
【００１１】
　3GPPでは、CoMPの方式として、主に、(1) Coordinated beamforming (CB)と、(2) Join
t Transmission (JT) の２つが検討されている。
【００１２】
　CBでは、所定の端末に送信されるデータを一つのセルのみで保有することを想定してい
る。CBの場合、端末は、自分宛のデータを保有しない隣接セルの基地局から送信された信
号は干渉とみなす。CBでは、このセル間干渉を、送信パラメータの制御により軽減する手
法をとる。具体的な送信パラメータとして、プリコーディング、送信電力、変調方式及び
符号化率等が挙げられる。これらのパラメータを適切に制御することにより、希望セルか
らの信号を強めつつ、干渉セルからの信号を該当端末向けには弱くすることができる。
【００１３】
　一方、JTでは、所定の端末に送信されるデータを複数セルで保有することを想定してい
る。したがって、JTでは、複数セルの各基地局が該当端末に向けて信号を同時送信するこ
とができる。このため、従来のシステムとは異なり、端末は隣接セルからの信号を干渉で
なく希望信号として扱うことができるので、端末で測定されるSINRが改善されることが期
待される。特に、ネットワーク内部の動作として、複数セルにおけるプリコーディングウ
ェイトの生成方法を工夫することにより、端末で測定されるSINRを大きく改善することが
できる。
【００１４】
　LTE-AのRelease 11では、CoMPの制御のために、端末が、制御対象の各セルの基地局（
以下、「協調基地局」という）と端末との間の下り回線のチャネル品質を測定し、セル単
位のCSIを協調基地局に報告する手法が提供されている。より具体的には、非周期的報告
において、端末は、協調基地局からCSI報告の指示を受けてから、所定の時間を経過した
のちに、上りデータ信号にて協調基地局と同数のCSIを送信する。
【００１５】
　［参照信号］
　LTE-AのRelease11では、基地局が、測定対象となる参照信号が配置されるリソースを予
め端末に通知することができる。当該参照信号として、CSI-RS（Channel State Informat
ion-Reference Signal）が用いられる。基地局は、端末がCSI報告を行う前に、無線リソ
ース制御用のメッセージ（RRC signalling）を用いて、CSI-RSが配置されるリソースを含
む、CSI-RSに関する情報を端末に通知する。
【００１６】
　図１Ａ～Ｃは、CSI-RSが配置されるリソースの構成例を示す図である。CSI-RSは、基地
局の送信アンテナポート数に応じて、８ポート、４ポート、２ポートの構成でそれぞれ定
義される。図１Ａはアンテナポート数が８ポートの構成例、図１Ｂはアンテナポート数が
４ポートの構成例、図１Ｃはアンテナポート数が２ポートの構成例をそれぞれ示す。また
、図１Ａ～Ｃでは、１２サブキャリアを束ねた２つのリソースブロック（ＲＢ）によりサ
ブフレームが構成されている。また、図１Ａ～Ｃにおいて、#i（0～19）は、各サブキャ
リア内の、時間領域で連続する２つのOFDMシンボルのリソース（2RE（Resource Element
））を表す。各リソース（2RE）では、２ポート分のCSI-RSが符号多重される。
【００１７】
　また、各端末は、CSI-RSに関する情報を基地局から予め取得している。CSI-RSに関する
情報として、アンテナポート数（Antenna Ports Count）、CSI-RSが配置されるサブフレ
ーム内のサブキャリア及びOFDMシンボル位置を特定するCSI-RS構成番号（Resource Confi
g：図１中の番号#0等）、送信周期とオフセットで構成される送信サブフレーム（Subfram
e Config）、参照信号とデータ信号との電力比（p-C）、等がある。
【００１８】
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　図１Ａ～Ｃでは、時間方向の順に、かつ、同一時間では周波数方向の順に、CSI-RS構成
番号が付与されている。また、図１Ａ～Ｃに示すように、各アンテナポート数に対応する
CSI-RS構成間で、各CSI-RS構成番号のリソースの開始位置（番号付与の順序における開始
位置）には同一番号が付与されている。また、図１Ａ～Ｃに示すように、アンテナポート
数が少ないCSI-RS構成は、アンテナポート数が多いCSI-RS構成のサブセットを構成してい
る。そして、開始位置が同じリソースに対して、同一番号を付与している。これにより、
重複した番号付けを用いつつポート数毎に各リソースの特定を必要最小限の番号にて網羅
することができる。例えば、図１Ｃに示す２ポートのCSI-RS config(0)は、図１Ａに示す
８ポートのCSI-RS config(0)（8RE）のうち、開始位置から２ポート分のリソース（2RE）
のみと特定することができる。このように通知されるリソースは、希望信号成分の測定に
用いられるリソース（以下、「希望信号成分測定用リソース」という）であり、Non zero
 power CSI-RS resourceと呼ばれる。
【００１９】
　また、LTE-AのRelease11では、周辺セルの協調基地局から送信されるCSI-RSを測定する
ため、接続セルの協調基地局から無送信信号（振幅０の信号）を送信させるミューティン
グの手法も提供されている。具体的には、４ポートに対応した構成番号#0～#9のリソース
のうち、無送信信号とする（ミューティングする）リソースを、bitmapで通知する。以下
、無送信信号とするリソースを示す情報を、「無送信CSI-RS構成番号リスト（zeroTxPowe
rResourceConfigList）」という。
【００２０】
　一例として、構成番号（Resource Config）が#1及び#2を無送信信号とする場合、無送
信CSI-RS構成番号リストは、{0,1,1,0,0,0,0,0,0,0}となる。この無送信CSI-RS構成番号
リストを、前述のCSI-RSと同様に、基地局が送信周期とオフセットで構成される送信サブ
フレーム（zeroTxPowerSubframeConfig）とともに端末に通知することにより、端末は、
対応するサブフレームの無送信信号となるリソースを特定することができる。本例に対応
したサブフレーム中の無送信信号の位置は、図２に示すCSI-RSの#1及び#2となる。
【００２１】
　周辺セルの協調基地局のCSI-RS構成を、無送信CSI-RS構成番号リスト中のいずれかと対
応させることにより、該当周辺セルの協調基地局からの信号を希望信号としてSINRを測定
する際に、接続セルの協調基地局からの信号により干渉を受けることがなくなり、端末に
おけるCSIの測定精度を向上させることができる。このように通知されるリソースは、干
渉成分の測定に用いられるリソース（以下、「干渉成分測定用リソース」という）であり
、Zero power CSI-RS resourceと呼ばれる。
【００２２】
　CSI-RSの各リソースは、一つのCSI報告に対して希望信号成分あるいは干渉成分のいず
れかを測定するために用いられる。基地局は、Non zero power CSI-RS resourceのみを通
知する場合、Zero power CSI-RS resourceのみを通知する場合、及び、Non zero power C
SI-RS resourceとZero power CSI-RS resourceを組み合わせたものを通知する場合がある
。なお、基地局は、一つのCSI報告において希望信号成分の測定に用いたリソースを、他
のCSI報告において干渉成分の測定に用いるように、端末に指示することもできる。
【００２３】
　［CSI報告数］
　上記の通り、LTE-AのRelease10では、２つのCSIを同時に報告する仕組みが提供されて
いる。一方、LTE-AのRelease11でも、CoMPを実現するため、端末は複数のCSIを同時に報
告する。そして、LTE-AのRelease11では、LTE-AのRelease10とは異なり、同時に生成され
るCSIの数は２つに限定されない。例えば、マクロセルの基地局は、希望信号成分に対応
する基地局として、当該マクロセルエリア内の２つのピコセルの近傍に位置する端末に対
して、マクロセル（TP-a）、ピコセル１（TP-b）、ピコセル２（TP-c）の３カ所から送信
される信号のSINRをそれぞれ測定させ、３つのCSIを報告させる。これにより、３つのセ
ルの中で、チャネル品質が最も良い基地局から信号を送信することができるので、高品質
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のデータ送信を実現することができる。
【００２４】
　ただし、同時に報告するCSIの数が増えるにつれ、最新の情報に保つためのCSIの生成に
要する処理量が増えてしまう。例えば、３つのCSIを同時に報告させる場合には、２つのC
SIを同時に生成する場合に比べて、CSIの生成に要する処理量が少なくとも１．５倍とな
る。このため、端末は、非周期的報告において、所定の時間（４サブフレーム）内にCSI
報告の処理を完了させることができなくなるおそれがある。そこで、この処理量の増大に
対応するための手法が必要となる。
【００２５】
　処理量の増大に対応する従来の第１の手法として、基地局がRRC signallingを用いて通
知する、非周期報告の１報告単位で報告するCSIの数を、最大２つまでに限定することが
考えられる。これにより、CSIの生成に要する処理量を従来と同等にすることができる。
【００２６】
　また、処理量の増大に対応する従来の第２の手法として、処理時間の許容値を緩和する
ことが考えられる（非特許文献１参照）。具体的には、従来ではCSI報告の指示を受けて
から４サブフレーム経過後にCSI報告を行っていたところを、６サブフレーム経過後にCSI
報告を行うものとする。これにより、単位時間当たりの処理量を増やすことなくCSI報告
の処理を完了させることができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２７】
【非特許文献１】R1-122350, Renesas Mobile Europe Ltd., “On CSI feedback process
ing complexity in CoMP”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　しかしながら、上記第１の手法では、RRC signallingによる設定値に限定された報告動
作となるため、報告対象の基地局を数秒に１回程度しか切り替えられず、CSIを準静的に
設定することになり、基地局の切り替えを数ms間隔で柔軟に行うことができるというCoMP
の効果が損なわれてしまう。
【００２９】
　また、上記第２の手法では、CSI報告指示から実際のCSI報告までの時間が長くなってし
まうことになる。また、上記第２の手法では、Release10に対応する端末とRelease11に対
応する端末との間でCSIの報告タイミングが異なることになるため、基地局におけるスケ
ジューリングが複雑になってしまう。
【００３０】
　本発明の目的は、CSIの精度を劣化させることなく、Release10に定められた期間内に複
数のCSIを生成することができ、基地局の切り替えを柔軟に行うCoMP制御を実現すること
ができる無線通信端末装置、無線通信基地局装置及びCSI生成方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明の一態様に係る無線通信端末装置は、希望信号成分及び干渉成分を用いてCSI（C
hannel State Information）を生成する生成部と、前記CSIを送信する送信部と、を有し
、前記生成部は、CSIの報告を要求するトリガー情報を受信して前記CSIを生成する場合、
前記トリガー情報を受信する前に測定された干渉成分を用いる、構成を採る。
【００３２】
　本発明の一態様に係る無線通信基地局装置は、参照信号が配置されるリソースを示すリ
ソース情報と、CSIの報告を要求するトリガー情報とを送信する送信部と、前記トリガー
情報に対して、前記リソースを用いて測定された希望信号成分及び干渉成分に基づいて生
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成されたCSI（Channel State Information）を受信する受信部と、を有し、前記CSIは、
前記トリガー情報を送信する前に測定された干渉成分に基づいて生成されている、構成を
採る。
【００３３】
　本発明の一態様に係るCSI生成方法は、希望信号成分及び干渉成分を測定し、前記希望
信号成分及び前記干渉成分を用いてCSI（Channel State Information）を生成する、CSI
生成方法であって、CSIの報告を要求するトリガー情報を受信して前記CSIを生成する場合
、前記トリガー情報を受信する前に測定された干渉成分を用いる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、CSIの精度を劣化させることなく、Release10に定められた期間内に複
数のCSIを生成することができ、基地局の切り替えを柔軟に行うCoMP制御を実現すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】CSI-RSリソースの構成例を示す図
【図２】CSI-RSリソースの構成例を示す図
【図３】本発明の実施の形態１に係る基地局の主要構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係る端末の主要構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態１に係る通信システムの一例を示す図
【図８】本発明の実施の形態１に係る端末のCSI生成方法を説明する図
【図９】本発明の実施の形態２に係る端末のCSI生成方法を説明する図
【図１０】本発明の実施の形態３に係る端末のCSI生成方法を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　希望信号成分は、Subband CQI等に対応する狭帯域信号の時間相関が低くなりがちであ
ること、あるいはPMI算出のため複素信号成分を瞬時フェージング値に応じて観測する必
要があるなど、瞬時変動に追従するため、許容遅延が小さい。一方、干渉成分は、干渉と
して受けうる成分の平均的な電力値など、シャドウィング及びTraffic loadに追従するた
め、許容遅延が大きい。このように、チャネル情報の性質により、許容される制御遅延が
異なる。
【００３７】
　本発明は、この点に着目し、干渉成分に関しては、CSI-RSの送信間隔で１回から数回分
過去に送信されたリソースに対して事前に測定しておいた値を用いても、CSIの精度はあ
まり低下しないという着想に基づく。
【００３８】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
【００３９】
　（実施の形態１）
　［システム構成］
　本発明の実施の形態１に係る通信システムは、基地局１００（図３、５参照）と端末２
００（図４、６参照）とを有する。基地局１００は、LTE-A基地局であり、端末２００は
、LTE-A端末である。基地局１００と端末２００との間で、LTE-Aに準拠する無線通信が行
われる。
【００４０】
　［基地局の主要構成］
　図３は、本発明の実施の形態１に係る基地局の主要構成を示すブロック図である。図３
に示す基地局１００は、制御部１２０と、送信部１３０と、受信部１４０と、から主に構
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成されている。
【００４１】
　制御部１２０は、CSI-RSの希望信号成分測定用リソース及び干渉成分測定用リソースの
位置等を示す情報（以下、「測定用リソース情報」という）を生成する。また、制御部１
２０は、非周期的報告でのCSIの報告を要求するとともに、端末が報告すべきCSI（以下、
「報告対象」という）を特定するトリガー情報を生成する。また、制御部１２０は、トリ
ガー情報によって特定される報告対象を示す情報（以下、「CSI報告情報」という）を生
成する。例えば、CSI報告情報は、トリガー情報のビットと、報告対象としての一セット
の一つまたは複数のCSIとの対付けを示す情報である。また、制御部１２０は、CSI等に基
づいてスケジューリング及びリンクアダプテーションを行う。
【００４２】
　送信部１３０は、端末２００に対してデータ信号及びCSI-RSをサブフレーム単位で送信
する。また、送信部１３０は、端末２００に対してCSI報告情報及び測定用リソース情報
を予め通知する。また、送信部１３０は、非周期的報告を要求する際に、端末２００に対
してトリガー情報を送信する。
【００４３】
　受信部１４０は、端末２００からデータ信号をサブフレーム単位で受信する。また、受
信部１４０は、所定の間隔、あるいは、トリガー情報を送信してから一定期間経過後（例
えば４サブフレーム後）に端末２００から報告されたCSIを受信する。
【００４４】
　ここで、制御部１２０は、受信したCSIの干渉成分の測定値は、干渉成分測定用リソー
スでCSI-RSを送信してから一定期間、更新されないものとして、又は、受信したCSIの干
渉成分は、数回前に干渉成分測定用リソースで送信したCSI-RS（直近に送信したCSI-RS以
外のCSI-RS）に対して測定されたものとして、スケジューリング及びリンクアダプテーシ
ョンを行う。具体的には、制御部１２０は、干渉成分が測定されてからCSIが生成される
までの期間において伝搬環境が変化する可能性があることを考慮して、MCS（Modulation 
and Coding Scheme）を設定する。
【００４５】
　なお、基地局１００は、CSI報告情報及び測定用リソース情報を、例えば、RRC signali
ngによって端末２００に通知する。また、基地局１００は、CSI報告情報及び測定用リソ
ース情報をCSI-RS-Configメッセージに含めて通知してもよい。また、基地局１００は、C
SI報告対象の端末２００に対して周期的報告又は非周期的報告の何れであるかを設定し、
設定した情報を、CQI-ReportConfigメッセージに含めて通知してもよい。
【００４６】
　［端末の主要構成］
　図４は、本発明の実施の形態１に係る端末の主要構成を示すブロック図である。図４に
示す端末２００は、受信部２２０と、生成部２３０と、送信部２４０と、から主に構成さ
れている。
【００４７】
　受信部２２０は、基地局１００からデータ信号及びCSI-RSをサブフレーム単位で受信す
る。また、受信部２２０は、CSI報告を行う前に、基地局１００から事前にCSI報告情報及
び測定用リソース情報を受信する。また、受信部２２０は、非周期的報告を行う際に、基
地局１００からトリガー情報を受信する。
【００４８】
　生成部２３０は、所定の間隔あるいはトリガー情報を受信した後に、測定用リソース情
報に示されたCSI-RSのリソースを用いて希望信号成分及び干渉成分を測定し、トリガー情
報のビットに対応するCSI報告情報に示されたCSIを、測定用リソース情報に示されたCSI-
RSのリソースを用いて、生成する。
【００４９】
　ここで、生成部２３０は、トリガー情報を受信してから一定期間（例えば４サブフレー
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ムの間）では、干渉成分の測定を行わず、既に測定された干渉成分を用いてチャネル品質
を測定する。例えば、生成部２３０は、直近に測定された干渉成分を用いてチャネル品質
を測定する。
【００５０】
　送信部２４０は、基地局１００に対してデータ信号をサブフレーム単位で送信する。ま
た、送信部２４０は、生成されたCSIを基地局１００に送信する。
【００５１】
　［基地局の構成］
　図５は、本実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図である。図５に示すように
、基地局１００は、設定部１５１と、符号化・変調部１５２、１５３と、送信処理部１５
４と、送信無線処理部１５５－１、１５５－２と、アンテナ１５６－１、１５６－２と、
受信無線処理部１５７－１、１５７－２と、受信処理部１５８と、復調・復号部１５９、
１６０と、スケジューリング部１６１と、を有する。
【００５２】
　なお、図３の制御部１２０は、図５の設定部１５１及びスケジューリング部１６１に相
当する。また、図３の送信部１３０は、図５の符号化・変調部１５２、１５３、送信処理
部１５４及び送信無線処理部１５５－１、１５５－２に相当する。また、図３の受信部１
４０は、図５の受信無線処理部１５７－１、１５７－２、受信処理部１５８及び復調・復
号部１５９、１６０に相当する。
【００５３】
　設定部１５１は、測定用リソース情報を生成する。上記の通り、CSI-RSの各リソースは
、一つのCSI報告に対して希望信号成分あるいは干渉成分のいずれかを測定するために用
いられる。測定用リソース情報の中の、Non zero power CSI-RS resourceの情報には、ア
ンテナポート数（Antenna Ports Count）、CSI-RSが配置されるサブフレーム内のサブキ
ャリア及びOFDMシンボル位置を特定するCSI-RS構成番号（Resource Config）、送信周期
とオフセットで構成される送信サブフレーム（Subframe Config）等のパラメータが含ま
れる。また、Zero power CSI-RS resourceの情報には、無送信CSI-RS構成番号リストと送
信サブフレームのパラメータが含まれる。
【００５４】
　また、設定部１５１は、CSI報告情報を生成する。CSI報告情報には報告対象のCSIを特
定するため情報が設定される。例えば、CSI報告情報は、トリガー情報のビットと、報告
対象としての一セットの一つまたは複数のCSIとの対付けを示す。なお、設定部１５１は
、CoMPを行うため、各端末２００に対して複数のCSIを報告するようにCSI報告情報を設定
する。
【００５５】
　なお、測定用リソース情報及びCSI報告情報は、例えば、RRC signallingにより基地局
１００から端末２００に通知され、基地局１００と端末２００との間で共有される。
【００５６】
　また、設定部１５１は、非周期的報告を要求する際に、CSIの報告を要求するとともに
、報告対象を特定するトリガー情報を生成し、符号化・変調部１５２及び復調・復号部１
６０に出力する。
【００５７】
　また、設定部１５１は、PDCCH（Physical Downlink Control Channel）に格納される、
各端末に対しPDSCH（Physical Downlink Shared Channel）のリソース割当を示す情報で
ある下りリソース割当情報を生成し、送信処理部１５４に出力する。また、設定部１５１
は、PUCCH（Physical Uplink Control Channel）のリソースを示す情報である上りリソー
ス割当情報を生成し、符号化・変調部１５２及び復調・復号部１６０に出力する。
【００５８】
　符号化・変調部１５２は、CSI-RSに対して変調処理を行い、送信処理部１５４に出力す
る。また、符号化・変調部１５２は、上りリソース割当情報、トリガー情報等の制御情報



(10) JP 6300105 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

に対して符号化処理及び変調処理を行ってPDCCHを生成し、生成したPDCCHを送信処理部１
５４に出力する。符号化・変調部１５３は、スケジューリング部１６１の制御にしたがっ
て、送信データに対して符号化処理及び変調処理を行い、PDSCHを送信処理部１５４に出
力する。
【００５９】
　送信処理部１５４は、下りリソース割当情報に基づいてPDSCHをマッピングする。また
、送信処理部１５４は、PDCCHをマッピングする。そして、送信処理部１５４は、これら
のマッピング処理により送信信号を形成する。ここで、送信信号がOFDM信号である場合、
送信処理部１５４は、下りリソース割当情報の示すリソースに変調信号をマッピングし、
逆高速フーリエ変換（IFFT）処理を行って周波数領域信号に変換し、CP（Cyclic Prefix
）を付加することにより、OFDM信号を形成する。
【００６０】
　送信無線処理部１５５－１、１５５－２は、送信信号に対して送信無線処理（アップコ
ンバート、ディジタル／アナログ変換等）を行い、アンテナ１５６－１、１５６－２を介
して無線信号を端末２００に送信する。
【００６１】
　受信無線処理部１５７－１、１５７－２は、アンテナ１５６－１、１５６－２を介して
受信された無線信号に対して受信無線処理（ダウンコンバート、アナログ／ディジタル変
換等）を行い、得られた受信信号を受信処理部１５８に出力する。
【００６２】
　受信処理部１５８は、上りリソース割当情報に基づいて、受信信号のリソースにマッピ
ングされているPUSCH（Physical Uplink Shared Channel）、PUCCH、SRS（Sounding Refe
rence Signal）等を抽出する。受信処理部１５８は、PUSCHを復調・復号部１５９に出力
し、PUCCHを復調・復号部１６０に出力し、SRSをスケジューリング部１６１に出力する。
【００６３】
　ここで、受信信号が空間多重された信号、すなわち、複数のコードワード（CW）によっ
て送信された信号である場合には、受信処理部１５８は、受信信号をCW毎に分離する。ま
た、受信信号がOFDM信号である場合、受信処理部１５８は、受信信号に対してCPを削除し
た上で高速フーリエ変換（FFT）処理を行って時間領域信号に変換する。
【００６４】
　復調・復号部１５９は、PUSCHに対して復調処理及び復号処理を行い、受信データ及び
非周期的報告に対応したCSIを得る。なお、復調・復号部１５９は、非周期的報告に対応
したCSIを、トリガー情報が送信されたサブフレームから４サブフレーム後のサブフレー
ムにおいて抽出する。
【００６５】
　復調・復号部１６０は、PDCCHに対して復調処理及び復号処理を行い周期的報告に対応
したCSI、ACK/NACKを含む制御情報を得る。なお、復調・復号部１６０は、周期的報告に
対応したCSIを、規定のサブフレームにおいて抽出する。
【００６６】
　スケジューリング部１６１は、SRSに基づき上りリンクの受信品質を測定し、この測定
結果、及び、CSI、ACK/NACKに基づいて上りリンク・下りリンクそれぞれのスケジューリ
ング及びリンクアダプテーションを行い、符号化・変調部１５３を制御する。
【００６７】
　ここで、スケジューリング部１６１は、受信したCSIの干渉成分の測定値は、干渉成分
測定用リソースでCSI-RSを送信してから一定期間、更新されないものとして、又は、受信
したCSIの干渉成分は、数回前に干渉成分測定用リソースで送信したCSI-RS（直近に送信
したCSI-RS以外のCSI-RS）に対して測定されたものとして、スケジューリング及びリンク
アダプテーションを行う。具体的には、スケジューリング部１６１は、干渉成分が測定さ
れてからCSIが生成されるまでの期間において伝搬環境が変化する可能性があることを考
慮して、MCS（Modulation and Coding Scheme）を設定する。
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【００６８】
　なお、本実施の形態では、単一の基地局によりマクロセルとピコセルを形作る構成とし
たが、複数の基地局によりマクロセル、ピコセルをそれぞれ形作り、両者を適切な信号の
共有により連携して動作させる構成としてもよい。
【００６９】
　また、本実施の形態では、複数設けられた送信無線処理部１５５－１、１５５－２、ア
ンテナ１５６－１、１５６－２及び受信無線処理部１５７－１、１５７－２について、例
えば、送信無線処理部１５５－１、受信無線処理部１５７－１及びアンテナ１５６－１を
マクロセルの形成に用い、送信無線処理部１５５－２、受信無線処理部１５７－２及びア
ンテナ１５６－２をピコセルの形成に用いることができる。
【００７０】
　［端末の構成］
　図６は、本実施の形態に係る端末の構成を示すブロック図である。図６に示すように、
端末２００は、アンテナ２５１と、受信無線処理部２５２と、受信処理部２５３と、復調
・復号部２５４、２５５と、CSI生成部２５６と、送信制御部２５７と、符号化・変調部
２５８、２５９と、送信処理部２６０と、送信無線処理部２６１とを有する。
【００７１】
　なお、図４の受信部２２０は、図６の受信無線処理部２５２、受信処理部２５３及び復
調・復号部２５４、２５５に相当する。また、図４の生成部２３０は、図６のCSI生成部
２５６及び送信制御部２５７に相当する。また、図４の送信部２４０は、図６の符号化・
変調部２５８、２５９、送信処理部２６０及び送信無線処理部２６１に相当する。
【００７２】
　受信無線処理部２５２は、アンテナ２５１を介して受信された無線信号に対して受信無
線処理（ダウンコンバート、アナログ／ディジタル変換等）を行い、得られた受信信号を
受信処理部２５３に出力する。
【００７３】
　受信処理部２５３は、受信信号のリソースにマッピングされているPDCCHを抽出する。
なお、受信信号がOFDM信号である場合、受信処理部２５３は、CP除去処理、FFT処理も行
う。また、受信処理部２５３は、下りリソース割当情報に基づいて、受信信号のリソース
にマッピングされているPDSCHを抽出する。受信処理部２５３は、PDSCHを復調・復号部２
５４に出力し、PDCCHを復調・復号部２５５及びCSI生成部２５６に出力する。
【００７４】
　復調・復号部２５４は、PDSCHに対して復調処理及び復号処理を行い、受信データを得
る。また、復調・復号部２５４は、受信データに対して誤り検出処理を行い、誤り検出結
果に応じたACK/NACKを符号化・変調部２５８に出力する。
【００７５】
　復調・復号部２５５は、PDCCHに対して復調処理及び復号処理を行い、上りリソース割
当制御情報及びトリガー情報等の制御情報を得る。そして、復調・復号部２５５は、トリ
ガー情報をCSI生成部２５６に出力し、上りリソース割当制御情報を送信制御部２５７に
出力する。
【００７６】
　CSI生成部２５６は、所定の間隔あるいはトリガー情報を受信した後、測定用リソース
情報に示された、Non zero power CSI-RS resourceの希望信号成分、及び、Zero power C
SI-RS resourceの干渉成分を測定し、希望信号成分と干渉成分に基づいてチャネル品質（
例えばSINR）を測定する。ここで、CSI生成部２５６は、トリガー情報を受信した場合に
は、トリガー情報のビットに対応するCSI報告情報に示されたCSIを、測定用リソース情報
に示されたNon zero power CSI-RS resourceの希望信号成分、及び、Zero power CSI-RS 
resourceの干渉成分を測定し、希望信号成分と干渉成分に基づいてチャネル品質（例えば
SINR）を測定する。そして、CSI生成部２５６は、測定結果に基づいてCSIを生成し、周期
的報告に対応したCSIを符号化・変調部２５８に出力し、非周期的報告に対応したCSIを符
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号化・変調部２５９に出力する。
【００７７】
　ここで、CSI生成部２５６は、トリガー情報を受信してから一定期間（例えば４サブフ
レームの間）では、干渉成分の測定を行わず、既に測定された干渉成分、例えばCSI-RSの
送信間隔で１回分過去に送信されたリソースを用いて測定された干渉成分からチャネル品
質の測定を行う。
【００７８】
　送信制御部２５７は、上りリソース割当制御情報に基づいて、送信信号をマッピングす
るリソースを特定し、このリソースを示すマッピングリソース情報を送信処理部２６０に
出力する。また、送信制御部２５７は、上りリソース割当制御情報に含まれるMCS情報を
符号化・変調部２５９に出力する。
【００７９】
　符号化・変調部２５８は、ACK/NACK及び周期的報告に対応したCSIに対して符号化処理
及び変調処理を行い、PUCCHを送信処理部２６０に出力する。符号化・変調部２５９は、M
CS情報に基づいて、送信データ及び非周期的報告に対応したCSIに対して符号化処理及び
変調処理を行い、PUSCHを送信処理部２６０に出力する。
【００８０】
　送信処理部２６０は、マッピングリソース情報に基づいて、PUSCH、PUCCH及びSRSをマ
ッピングすることにより、送信信号を形成する。ここで、送信信号がOFDM信号である場合
、送信処理部は、下りリソース割当情報の示すリソースに変調信号をマッピングし、IFFT
処理を行って周波数領域信号に変換し、CPを付加することにより、OFDM信号を形成する。
なお、送信処理部は、Non-MIMO送信の場合には、１つのコードワード（CW）で送信信号を
生成し、MIMO送信の場合には、２つのコードワードで送信信号を生成する。
【００８１】
　送信無線処理部２６１は、送信信号に対して送信無線処理（アップコンバート、ディジ
タル／アナログ変換等）を行い、アンテナ２５１を介して無線信号を基地局１００に送信
する。
【００８２】
　［CSI生成方法の具体例］
　次に、本実施の形態に係る端末２００のCSI生成方法の具体例について、図７、図８を
用いて説明する。図７の例では、端末（UE）が、CoMPにより、３つの基地局（TP-b, TP-c
, TP-d）と通信を行っている場合を示している。図７では、基地局TP-bの希望信号成分測
定用リソースをNZP-b、基地局TP-cの希望信号成分測定用リソースをNZP-c、基地局TP-dの
希望信号成分測定用リソースをNZP-dとして表す。また、図７では、CoMPに含まれない基
地局の干渉成分測定用リソースをZP-aとして表している。
【００８３】
　図８には、協調基地局（TP-b, TP-c, TP-d）が送信するサブフレーム（eNB tx）、端末
（UE）が行うCQIの生成過程（UE processing）及び端末（UE）が送信するサブフレーム（
UE tx）が示されている。
【００８４】
　図８の場合、サブフレーム３０１は、少なくともZP-aを含み、サブフレーム３０３は、
NZP-b、NZP-c、NZP-d及びZP-aを含むものとする。なお、サブフレーム３０２、３０４に
は、ZP-aが含まれない。また、協調基地局（TP-b, TP-c, TP-d）は、サブフレーム３０３
において全てのCSI（CSI1, CSI2, CSI3）を報告するように端末（UE）に指示するトリガ
ー情報を送信する。なお、CSI1は基地局TP-bに対するCSI、CSI2は基地局TP-cに対するCSI
、CSI3は基地局TP-dに対するCSIである。
【００８５】
　この場合、端末（UE）は、サブフレーム３０１を受信した段階で、事前にZP-aを用いて
干渉成分を測定する。また、端末（UE）は、サブフレーム３０３においてトリガー情報を
受信してから所定の期間（図８では４サブフレーム、サブフレーム３１１まで）では、干
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渉成分の測定を行わない。
【００８６】
　そして、端末（UE）は、トリガー情報を受信した際に、NZP-b、NZP-c、NZP-dを用いて
希望信号成分を測定し、これと事前に測定しておいた干渉成分とを用いてチャネル品質を
測定し、測定結果を示すCSI（CSI1、CSI2、CSI3）を生成し、サブフレーム３１１におい
て報告する。その後、端末（UE）は、サブフレーム３０３に含まれるZP-aを用いて干渉成
分を測定する。
【００８７】
　この結果、本実施の形態では、Release10に比べて、一つのCSIの生成に要する処理量を
抑え、各CSIの生成時間を短縮することができる。そして、本実施の形態では、CSIの生成
のためのパイプラインの処理を開始するタイミングも早めることができるので、パイプラ
インの後段で生成されるCSIほど処理の完了が早められることになる。なお、図８では、C
oMPにおけるCSIを生成するための処理量（時間）を実線の矢印で示し、Release10におけ
るCSIを生成するための処理量（時間）を点線の矢印で示している。
【００８８】
　これにより、本実施の形態では、Release10に定められた期間（４サブフレーム期間）
内に３つ以上のCSIを処理することができる。
【００８９】
　［効果］
　以上のように、本実施の形態によれば、事前に測定された干渉成分を用いることにより
、Release10に定められた期間内に複数（本実施の形態では３つ以上）のCSIを生成するこ
とができるので、基地局の切り替えを柔軟に行うCoMP制御を実現することができる。また
、干渉成分は許容遅延が大きいため、事前に測定された干渉成分を用いても、CSIの精度
をあまり劣化させることはない。
【００９０】
　また、本実施の形態によれば、基地局は、端末が事前に測定された干渉成分を用いてCS
Iを生成することを知っているので、干渉成分が測定されてからCSIが生成されるまでの期
間において伝搬環境が変化する可能性があることを考慮して、MCSを設定することができ
る。
【００９１】
　（実施の形態２）
　［概要］
　実施の形態２では、一つのサブフレームに配置可能なNon zero power CSI-RS resource
が２つまでという制約がある場合のCSIの生成方法について図７、図９を用いて説明する
。なお、本実施の形態における基地局及び端末の構成は、図３乃至図６に示したものと同
一である。
【００９２】
　図９には、図８と同様に、協調基地局（TP-b, TP-c, TP-d）が送信するサブフレーム（
eNB tx）、端末（UE）が行うCQIの生成過程（UE processing）及び端末（UE）が送信する
サブフレーム（UE tx）が示されている。
【００９３】
　図９の場合、サブフレーム３０１、３０３は、NZP-b、NZP-f及びZP-aを含み、サブフレ
ーム３０２、３０４は、NZP-c、NZP-d及びZP-eを含むものとする。また、協調基地局（TP
-b, TP-c, TP-d）は、サブフレーム３０３において全てのCSI（CSI1, CSI2, CSI3）を報
告するように端末（UE）に指示するトリガー情報を送信する。なお、ZP-e及びNZP-fは他
の端末において用いられるリソースである。端末（UE）は、ZP-e及びNZP-fを用いて希望
信号成分あるいは干渉成分を測定する必要が無い。
【００９４】
　この場合、端末（UE）は、サブフレーム３０１を受信した段階で、事前にZP-aを用いて
干渉成分を測定する。また、端末（UE）は、サブフレーム３０３においてトリガー情報を
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受信してから所定の期間（図８では４サブフレーム、サブフレーム３１１まで）では、干
渉成分の測定を行わない。
【００９５】
　端末（UE）は、サブフレーム３０１、３０３を受信した段階で、NZP-bを用いて希望信
号成分を測定し、その後にZP-aを用いて干渉成分を測定する。そして、端末（UE）は、ト
リガー情報を受信した際に、当該タイミングでNZP-bを用いて新たに測定した希望信号成
分と事前に測定しておいた干渉成分とを用いてチャネル品質を測定し、CSI1を生成する。
【００９６】
　また、端末（UE）は、サブフレーム３０２、３０４を受信した段階で、NZP-c、NZP-dを
用いて希望信号成分を測定し、これと事前に測定しておいた干渉成分とを用いてチャネル
品質を測定し、CSI2、CSI3を生成する。そして、端末（UE）は、トリガー情報を受信した
際に、サブフレーム３０２を受信した段階で生成したCSI2、CSI3を流用し、サブフレーム
３１１においてCSI1、CSI2、CSI3を報告する。
【００９７】
　これにより、本実施の形態では、一つのサブフレームに配置可能なNon zero power CSI
-RS resourceが２つまでという制約がある場合であっても、Release10に定められた期間
（４サブフレーム期間）内に３つ以上のCSIを同時に処理することができる。
【００９８】
　［効果］
　以上のように、本実施の形態によれば、一つのサブフレームに配置可能なNon zero pow
er CSI-RS resourceに制約（本実施の形態では２つまで）がある場合であっても、実施の
形態１と同様に、Release10に定められた期間内に複数（本実施の形態では３つ以上）のC
SIを生成することができるので、基地局の切り替えを柔軟に行うCoMP制御を実現すること
ができる。また、本実施の形態によれば、CSIを報告する際に、CSIの一部を事前に生成さ
れたもので流用することができるので、実施の形態１よりも計算量を低減させることがで
きる。なお、流用されるCSIの生成に用いられる希望信号成分は、許容遅延の範囲内で測
定される。このため、事前に希望信号成分を測定しておいても、CSIの精度をあまり劣化
させることはない。
【００９９】
　（実施の形態３）
　［CSI生成方法の具体例］
　伝搬環境やトラフィック状況によっては、全ての協調基地局が有するリソースを一つの
端末で占有してしまうことが最善とならない場合がある。そして、協調基地局の一部から
他の端末に信号を送信することにより、セル全体のスループットが向上する、あるいは、
当該基地局における許容遅延を満たすことができるといった状況が生じる。
【０１００】
　実施の形態３では、この点に鑑み、基地局が、一つのCSI報告において希望信号成分の
測定に用いたリソースを、他のCSI報告において干渉成分の測定に用いるように、端末に
指示する場合のCSIの生成方法について図７、図１０を用いて説明する。すなわち、本実
施の形態では、CSIの希望信号成分の測定に用いるリソースと、他のCSIの干渉成分の測定
に用いるリソースとが同じリソースとなる。なお、本実施の形態における基地局及び端末
の構成は、図３乃至図６に示したものと同一である。また、本実施の形態では、実施の形
態２と同様に、一つのサブフレームに配置可能なNon zero power CSI-RS resourceが２つ
までという制約があるものとする。
【０１０１】
　図１０には、図８、図９と同様に、協調基地局（TP-b, TP-c, TP-d）が送信するサブフ
レーム（eNB tx）、端末（UE）が行うCQIの生成過程（UE processing）及び端末（UE）が
送信するサブフレーム（UE tx）が示されている。
【０１０２】
　図１０の場合、図９と同様に、サブフレーム３０１、３０３は、NZP-b、NZP-f及びZP-a
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を含み、サブフレーム３０２、３０４は、NZP-c、NZP-d及びZP-eを含むものとする。また
、協調基地局（TP-b, TP-c, TP-d）は、サブフレーム３０３において全てのCSI（CSI1, C
SI2, CSI3）を報告するように端末（UE）に指示するトリガー情報を送信する。
【０１０３】
　さらに、図１０の場合では、協調基地局（TP-b, TP-c, TP-d）は、NZP-bを、CSI1にお
いて希望信号成分の測定に用い、CSI3において干渉成分の測定に用いるように、端末（UE
）に指示する。
【０１０４】
　この場合、端末（UE）は、サブフレーム３０１を受信した段階で、事前にZP-a及びNZP-
bを用いて干渉成分を測定する。また、端末（UE）は、サブフレーム３０３においてトリ
ガー情報を受信してから所定の期間（図８では４サブフレーム、サブフレーム３１１まで
）では、干渉成分の測定を行わない。
【０１０５】
　端末（UE）は、サブフレーム３０１、３０３を受信した段階で、NZP-bを用いて希望信
号成分を測定し、その後に干渉成分を測定する。そして、端末（UE）は、トリガー情報を
受信した際に、当該タイミングでNZP-bを用いて新たに測定した希望信号成分と事前にZP-
aを用いて測定しておいた干渉成分とを用いてチャネル品質を測定し、CSI1を生成する。
【０１０６】
　また、端末（UE）は、サブフレーム３０２、３０４を受信した段階で、NZP-cを用いて
希望信号成分を測定し、これと事前にZP-aを用いて測定しておいた干渉成分とを用いてチ
ャネル品質を測定し、CSI2を生成する。また、端末（UE）は、サブフレーム３０２、３０
４を受信した段階で、NZP-dを用いて希望信号成分を測定し、これと事前にZP-a及びNZP-b
を用いて測定しておいた干渉成分とを用いてチャネル品質を測定し、CSI3を生成する。そ
して、端末（UE）は、トリガー情報を受信した際に、サブフレーム３０２を受信した段階
で測定したCSI2、CSI3を流用し、サブフレーム３１１においてCSI1、CSI2、CSI3を報告す
る。
【０１０７】
　これにより、本実施の形態では、一つのCSI報告において希望信号成分の測定に用いた
リソースを、他のCSI報告において干渉成分の測定に用いるように、端末に指示する場合
であっても、Release10に定められた期間（４サブフレーム期間）内に３つ以上のCSIを同
時に処理することができる。
【０１０８】
　［効果］
　以上のように、本実施の形態によれば、一つのCSI報告において希望信号成分の測定に
用いたリソースを、他のCSI報告において干渉成分の測定に用いるように、端末に指示す
る場合であっても、実施の形態１、２と同様に、Release10に定められた期間内に複数（
本実施の形態では３つ以上）のCSIを同時に処理することができ、基地局の切り替えを柔
軟に行うCoMP制御を実現することができる。また、本実施の形態によれば、CSIを生成す
る際に、希望信号成分の一部を事前に測定されたもので流用することができるので、実施
の形態１よりも計算量を低減させることができる。なお、事前に測定される希望信号成分
は、直前のCSI-RSの受信時に測定されるので、チャネル品質は希望信号成分の許容遅延の
範囲内で測定される。このため、事前に希望信号成分を測定しておいても、CSIの精度を
あまり劣化させることはない。
【０１０９】
　以上、本発明の各実施の形態について説明した。
【０１１０】
　なお、上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明
したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能で
ある。
【０１１１】
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　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
ＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを
含むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、
ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１１２】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０１１３】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０１１４】
　このように、上記実施の形態の無線通信端末装置は、希望信号成分及び干渉成分を用い
てCSI（Channel State Information）を生成する生成部と、前記CSIを送信する送信部と
、を有し、前記生成部は、CSIの報告を要求するトリガー情報を受信して前記CSIを生成す
る場合、前記トリガー情報を受信する前に測定された干渉成分を用いる、構成を採る。
【０１１５】
　また、上記実施の形態の無線通信端末装置は、前記生成部が、前記トリガー情報を受信
して前記CSIを生成する場合、前記トリガー情報を受信した後に測定された希望信号成分
を用いる、構成を採る。
【０１１６】
　また、上記実施の形態の無線通信端末装置は、前記生成部が、リソース情報に示された
リソースを用いて希望信号成分及び干渉成分を測定し、前記リソース情報は、参照信号が
配置されるリソースを示す、構成を採る。
【０１１７】
　また、上記実施の形態の無線通信端末装置は、前記生成部が、前記トリガー情報を受信
したタイミングで受信したサブフレームに、報告すべきCSIの希望信号成分を測定するた
めのリソースが存在しない場合、前記トリガー情報を受信する前に測定された、報告すべ
きCSIの希望信号成分を用いる、構成を採る。
【０１１８】
　また、上記実施の形態の無線通信端末装置は、CSIの希望信号成分の測定に用いるリソ
ースと、他のCSIの干渉成分の測定に用いるリソースとが同じ場合、前記生成部は、希望
信号成分については、前記トリガー情報を受信した後に前記リソースを用いて測定し、干
渉成分については、前記トリガー情報を受信する前に前記リソースを用いて測定された干
渉成分を用いる、構成を採る。
【０１１９】
　また、上記実施の形態の無線通信基地局装置は、参照信号が配置されるリソースを示す
リソース情報と、CSIの報告を要求するトリガー情報とを送信する送信部と、前記トリガ
ー情報に対して、前記リソースを用いて測定された希望信号成分及び干渉成分に基づいて
生成されたCSI（Channel State Information）を受信する受信部と、を有し、前記CSIは
、前記トリガー情報を送信する前に測定された干渉成分に基づいて生成されている、構成
を採る。
【０１２０】
　また、上記実施の形態の無線通信基地局装置は、前記CSIが、前記トリガー情報を送信
した後に測定された希望信号成分に基づいて生成されている、構成を採る。
【０１２１】
　また、上記実施の形態のCSI生成方法は、希望信号成分及び干渉成分を測定し、前記希
望信号成分及び前記干渉成分を用いてCSI（Channel State Information）を生成する、CS
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合、前記トリガー情報を受信する前に測定された干渉成分を用いる。
【０１２２】
　２０１２年８月３日出願の特願２０１２－１７３０３６の日本出願に含まれる明細書、
図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本発明は、CoMPを行い、無線通信端末装置から無線通信基地局装置にCSIを報告する移
動体通信システム等に適用することができる。
【符号の説明】
【０１２４】
　１００　基地局
　１２０　制御部
　１３０　送信部
　１４０　受信部
　１５１　設定部
　１５２、１５３　符号化・変調部
　１５４　送信処理部
　１５５－１、１５５－２　送信無線処理部
　１５６－１、１５６－２　アンテナ
　１５７－１、１５７－２　受信無線処理部
　１５８　受信処理部
　１５９、１６０　復調・復号部
　１６１　スケジューリング部
　２００　端末
　２２０　受信部
　２３０　生成部
　２４０　送信部
　２５１　アンテナ
　２５２　受信無線処理部
　２５３　受信処理部
　２５４、２５５　復調・復号部
　２５６　CSI生成部
　２５７　送信制御部
　２５８、２５９　符号化・変調部
　２６０　送信処理部
　２６１　送信無線処理部
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