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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　協調マルチポイント送信を適用する送信ポイントから送信されるチャネル状態測定用参
照信号を用いて複数種類のチャネル状態情報を生成する生成部と、
　複数種類のチャネル状態情報の中からフィードバックする所定のチャネル状態情報を選
択する選択部と、
　前記所定のチャネル状態情報を上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介してフィードバッ
クする送信部と、を有し、
　前記選択部は、少なくとも各チャネル状態情報に対応するチャネル状態測定用参照信号
のリソースインデックスに基づいて、前記所定のチャネル状態情報を選択することを特徴
とするユーザ端末。
【請求項２】
　前記選択部は、前記各チャネル状態情報に対応するチャネル状態測定用参照信号のリソ
ースインデックスとして、少なくとも希望信号推定用のリソース（ＳＭＲ）インデックス
及び／又は干渉信号推定用のリソース（ＩＭＲ）インデックスを用いることを特徴とする
請求項１に記載のユーザ端末。
【請求項３】
　前記ユーザ端末がキャリアアグリゲーションを適用し、複数種類のチャネル状態情報に
対応するチャネル状態測定用参照信号のリソースインデックスが同じとなる場合、前記選
択部はセルインデックスに基づいて、フィードバックする所定のチャネル状態情報を選択
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することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のユーザ端末。
【請求項４】
　前記ユーザ端末がキャリアアグリゲーションを適用する場合、前記選択部は、複数種類
のチャネル状態情報の中から、各チャネル状態情報のＰＵＣＣＨ報告タイプに設定された
優先度に基づいて優先度が低いチャネル状態情報を除外し、ＰＵＣＣＨ報告タイプの優先
度が同じチャネル状態情報に対して、前記チャネル状態測定用参照信号のリソースインデ
ックスに基づいて前記所定のチャネル状態情報を選択することを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載のユーザ端末。
【請求項５】
　前記各チャネル状態情報に対応するチャネル状態測定用参照信号のリソースインデック
スに関する情報は、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に通知されることを特徴と
する請求項１から請求項４のいずれかに記載のユーザ端末。
【請求項６】
　前記選択部は、前記各チャネル状態情報に対応するチャネル状態測定用参照信号のリソ
ースインデックスとして、一つ又は複数の希望信号推定用のリソース（ＳＭＲ）インデッ
クスと一つ又は複数の干渉信号推定用のリソース（ＩＭＲ）インデックスとの組み合わせ
に対して設定されるインデックスを用いることを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末
。
【請求項７】
　協調マルチポイント送信を適用する送信ポイントと接続するユーザ端末の無線通信方法
であって、
　送信ポイントから送信されるチャネル状態測定用参照信号を用いて複数種類のチャネル
状態情報を生成するステップと、
　複数種類のチャネル状態情報の中からフィードバックする所定のチャネル状態情報を選
択するステップと、
　前記所定のチャネル状態情報を上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介してフィードバッ
クするステップと、を有し、
　少なくとも各チャネル状態情報に対応するチャネル状態測定用参照信号のリソースイン
デックスに基づいて、前記所定のチャネル状態情報を選択することを特徴とする無線通信
方法。
【請求項８】
　協調マルチポイント送信を適用してユーザ端末と接続する無線基地局であって、
　チャネル状態測定用参照信号のリソースインデックスに関する情報を生成する生成部と
、
　前記ユーザ端末に対して、チャネル状態測定用参照信号と、前記リソースインデックス
に関する情報とを送信する送信部と、
　前記ユーザ端末から上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介してフィードバックされる所
定のチャネル状態情報を受信する受信部と、を有し、
　前記ユーザ端末が、前記リソースインデックスに関する情報に基づいて複数のチャネル
状態情報の中から前記所定のチャネル状態情報を選択してフィードバックすることを特徴
とする無線基地局。
【請求項９】
　協調マルチポイント送信を適用する無線基地局と、前記無線基地局に接続するユーザ端
末と、を具備する無線通信システムであって、
　前記無線基地局は、チャネル状態測定用参照信号と、リソースインデックスに関する情
報とを前記ユーザ端末に送信する送信部と、前記ユーザ端末から上り制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）を介してフィードバックされる所定のチャネル状態情報を受信する受信部と、を
有し、
　前記ユーザ端末は、チャネル状態測定用参照信号を用いて複数種類のチャネル状態情報
を生成する生成部と、複数種類のチャネル状態情報の中からフィードバックする所定のチ
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ャネル状態情報を選択する選択部と、前記所定のチャネル状態情報を上り制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ）を介してフィードバックする送信部と、を有し、前記選択部は、少なくとも
各チャネル状態情報に対応するチャネル状態測定用参照信号のリソースインデックスに基
づいて、前記所定のチャネル状態情報を選択することを特徴とする無線通信システム。
【請求項１０】
　協調マルチポイント送信を適用する送信ポイントから送信されるチャネル状態測定用参
照信号を用いて複数種類のチャネル状態情報を生成する生成部と、
　複数種類のチャネル状態情報を上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介してフィードバッ
クする送信部と、を有し、
　前記送信部は、少なくとも各チャネル状態情報に対応するチャネル状態測定用参照信号
のリソースインデックスに基づいて、上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に配置する順序を
制御することを特徴とするユーザ端末。
【請求項１１】
　協調マルチポイント送信を適用する送信ポイントと接続するユーザ端末の無線通信方法
であって、
　送信ポイントから送信されるチャネル状態測定用参照信号を用いて複数種類のチャネル
状態情報を生成するステップと、
　複数種類のチャネル状態情報を上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介してフィードバッ
クするステップと、を有し、
　少なくとも各チャネル状態情報に対応するチャネル状態測定用参照信号のリソースイン
デックスに基づいて、上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に配置する順序を制御することを
特徴とする無線通信方法。
【請求項１２】
　協調マルチポイント送信を適用してユーザ端末と接続する無線基地局であって、
　チャネル状態測定用参照信号のリソースインデックスに関する情報を生成する生成部と
、
　前記ユーザ端末に対して、チャネル状態測定用参照信号と、前記リソースインデックス
に関する情報とを送信する送信部と、
　前記ユーザ端末から上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介してフィードバックされる所
定のチャネル状態情報を受信する受信部と、を有し、
　前記ユーザ端末が、前記リソースインデックスに関する情報に基づいて前記上り共有チ
ャネルに配置する順序を制御してフィードバックすることを特徴とする無線基地局。
【請求項１３】
　協調マルチポイント送信を適用する無線基地局と、前記無線基地局に接続するユーザ端
末と、を具備する無線通信システムであって、
　無線基地局は、チャネル状態測定用参照信号と、リソースインデックスに関する情報と
を前記ユーザ端末に送信する送信部と、前記ユーザ端末から上り共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）を介してフィードバックされる所定のチャネル状態情報を受信する受信部と、を有し
、
　前記ユーザ端末は、チャネル状態測定用参照信号を用いて複数種類のチャネル状態情報
を生成する生成部と、複数種類のチャネル状態情報を上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を
介してフィードバックする送信部と、を有し、前記送信部は、少なくとも各チャネル状態
情報に対応するチャネル状態測定用参照信号のリソースインデックスに基づいて、上り共
有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に配置する順序を制御することを特徴とする無線通信システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線通信システム、無線通信
方法及び無線基地局に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunications　System）ネットワークにおいて
は、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、ＨＳＤＰＡ（High　Spee
d　Downlink　Packet　Access）やＨＳＵＰＡ（High　Speed　Uplink　Packet　Access）
を採用することにより、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）
をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このＵＭＴＳネ
ットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングターム
エボリューション（ＬＴＥ：Long　Term　Evolution）が検討されている（非特許文献１
）。
【０００３】
　第３世代のシステムは、概して５ＭＨｚの固定帯域を用いて、下り回線で最大２Ｍｂｐ
ｓ程度の伝送レートを実現できる。一方、ＬＴＥシステムでは、１．４ＭＨｚ～２０ＭＨ
ｚの可変帯域を用いて、下り回線で最大３００Ｍｂｐｓ及び上り回線で７５Ｍｂｐｓ程度
の伝送レートを実現できる。また、ＵＭＴＳネットワークにおいては、更なる広帯域化及
び高速化を目的として、ＬＴＥシステムの後継のシステムも検討されている（例えば、Ｌ
ＴＥアドバンスト又はＬＴＥエンハンスメントと呼ぶこともある（以下、「ＬＴＥ－Ａ」
という））。
【０００４】
　ＬＴＥシステム（例えば、Ｒｅｌ．８）の下りリンクにおいて、セルＩＤに関連づけら
れたＣＲＳ（Cell-specific　Reference　Signal）が定められている。このＣＲＳは、ユ
ーザデータの復調に用いられる他、スケジューリングや適応制御のための下りリンクのチ
ャネル品質（ＣＱＩ：Channel　Quality　Indicator）測定等に用いられる。一方、ＬＴ
Ｅの後継システム（例えば、Ｒｅｌ．１０）の下りリンクにおいては、チャネル状態情報
（ＣＳＩ：Channel　State　Information）の測定用の参照信号としてＣＳＩ－ＲＳ（Cha
nnel　State　Information-Reference　Signal）が検討されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP,　TR25.912　(V7.1.0),　"Feasibility　study　for　Evolved　U
TRA　and　UTRAN",　Sept.　2006
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＬＴＥシステムに対してさらにシステム性能を向上させるための有望な技術
の１つとして、セル間直交化がある。例えば、ＬＴＥ－Ａシステムでは、上下リンクとも
直交マルチアクセスによりセル内の直交化が実現されている。すなわち、下りリンクでは
、周波数領域においてユーザ端末ＵＥ（User　Equipment）間で直交化されている。一方
、セル間はＷ－ＣＤＭＡと同様、１セル周波数繰り返しによる干渉ランダム化が基本であ
る。
【０００７】
　そこで、３ＧＰＰ（3rd　Generation　Partnership　Project）では、セル間直交化を
実現するための技術として、協調マルチポイント送受信（ＣｏＭＰ：Coordinated　Multi
-Point　transmission/reception）技術が検討されている。このＣｏＭＰ送受信では、１
つあるいは複数のユーザ端末ＵＥに対して複数のセルが協調して送受信の信号処理を行う
。これらのＣｏＭＰ送受信技術の適用により、特にセル端に位置するユーザ端末ＵＥのス
ループット特性の改善が期待される。
【０００８】
　このように、ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、１つの送信ポイントからユーザ端末に送
信する送信形態に加え、複数の送信ポイントからユーザ端末に送信する送信形態がある。
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そのため、ユーザ端末において複数の送信ポイント間の干渉等を考慮してチャネル状態を
決定し、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を無線基地局にフィードバックすることが重要とな
る。
【０００９】
　一方で、ユーザ端末において生成した複数種類のチャネル状態情報を、上り制御チャネ
ル（ＰＵＣＣＨ：Physical　Uplink　Control　Channel）を介して同じタイミングでフィ
ードバックする場合には、複数のチャネル状態情報が衝突（collision）するおそれがあ
る。また、複数種類のチャネル状態情報を、上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical　
Uplink　Shared　Channel）を介して同じタイミングでフィードバックする場合には、複
数種類のチャネル状態情報を配置する順序等を決定する必要がある。
【００１０】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末において複数のチャネル状
態情報が生成される場合であっても、チャネル状態情報を適切にフィードバックすること
ができるユーザ端末、無線通信システム、無線通信方法及び無線基地局を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のユーザ端末は、協調マルチポイント送信を適用する送信ポイントから送信され
るチャネル状態測定用参照信号を用いて複数種類のチャネル状態情報を生成する生成部と
、複数種類のチャネル状態情報の中からフィードバックする所定のチャネル状態情報を選
択する選択部と、前記所定のチャネル状態情報を上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介し
てフィードバックする送信部と、を有し、前記選択部は、少なくとも各チャネル状態情報
に対応するチャネル状態測定用参照信号のリソースインデックスに基づいて、前記所定の
チャネル状態情報を選択することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ユーザ端末において複数のチャネル状態情報が生成される場合であっ
ても、チャネル状態情報を適切にフィードバックすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】協調マルチポイント送信を説明するための図である。
【図２】各送信ポイントにおいてＣＳＩ－ＲＳが配置される希望信号推定用リソース（Ｓ
ＭＲ）及び干渉信号推定用リソース（ＩＭＲ）のパターンの一例を示す図である。
【図３】複数の送信ポイントから送信されるＣＳＩ－ＲＳが配置されるＳＭＲ及び／又は
ＩＭＲの配置パターンの一例を示す図である。
【図４】ＰＵＣＣＨ報告タイプを示す図である。
【図５】フィードバックＣＳＩの選択方法（CSI　dropping　and　reporting）の一例を
説明する図である。
【図６】第１の態様のＣｏＭＰ適用／ＣＡ非適用時におけるフィードバックＣＳＩの選択
方法において優先度が設定される対象を示す図である。
【図７】第１の態様のＣｏＭＰ適用／ＣＡ非適用時におけるフィードバックＣＳＩの選択
方法（CSI　dropping　and　reporting）の一例を説明する図である。
【図８】ＣｏＭＰ適用／ＣＡ適用する場合に、各送信ポイントにおいてＣＳＩ－ＲＳが配
置されるＳＭＲ及びＩＭＲのパターンの一例を示す図である。
【図９】第１の態様のＣｏＭＰ適用／ＣＡ適用時におけるフィードバックＣＳＩの選択方
法において優先度が設定される対象を示す図である。
【図１０】第１の態様のＣｏＭＰ適用／ＣＡ適用時におけるフィードバックＣＳＩの選択
方法（CSI　dropping　and　reporting）の一例を説明する図である。
【図１１】第２の態様のＣｏＭＰ適用／ＣＡ非適用時におけるフィードバックＣＳＩの選
択方法において優先度が設定される対象を示す図である。
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【図１２】第２の態様のＣｏＭＰ適用／ＣＡ非適用時におけるフィードバックＣＳＩの選
択方法（CSI　dropping　and　reporting）の一例を説明する図である。
【図１３】第２の態様のＣｏＭＰ適用／ＣＡ非適用時におけるフィードバックＣＳＩの選
択方法（CSI　dropping　and　reporting）の他の一例を説明する図である。
【図１４】第２の態様のＣｏＭＰ適用／ＣＡ適用時におけるフィードバックＣＳＩの選択
方法（CSI　dropping　and　reporting）の一例を説明する図である。
【図１５】第２の態様のＣｏＭＰ適用／ＣＡ適用時におけるフィードバックＣＳＩの選択
方法（CSI　dropping　and　reporting）の他の一例を説明する図である。
【図１６】無線通信システムのシステム構成を説明するための図である。
【図１７】無線基地局の全体構成を説明するための図である。
【図１８】無線基地局のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。
【図１９】ユーザ端末の全体構成を説明するための図である。
【図２０】ユーザ端末のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　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。
【００１５】
　まず、図１を用いて下りリンクの協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）送信について説明す
る。下りリンクのＣｏＭＰ送信としては、Coordinated　Scheduling/Coordinated　Beamf
orming（ＣＳ／ＣＢ）と、Joint　processingとがある。Coordinated　Scheduling/Coord
inated　Beamformingは、１つのユーザ端末ＵＥに対して１つの送受信ポイント（又は、
無線基地局、セル）からのみ共有データチャネルを送信する方法であり、図１Ａに示すよ
うに、他の送受信ポイントからの干渉や他の送受信ポイントへの干渉を考慮して周波数／
空間領域における無線リソースの割り当てを行う。一方、Joint　processingは、プリコ
ーディングを適用して複数の送受信ポイントから同時に共有データチャネルを送信する方
法であり、図１Ｂに示すように、１つのユーザ端末ＵＥに対して複数の送受信ポイントか
ら共有データチャネルを送信するJoint　transmissionと、図１Ｃに示すように、瞬時に
１つの送受信ポイントを選択し共有データチャネルを送信するDynamic　Point　Selectio
n（ＤＰＳ）とがある。また、干渉となる送受信ポイントに対して一定領域のデータ送信
を停止するDynamic　Point　Blanking（ＤＰＢ）という送信形態もある。
【００１６】
　ＣｏＭＰ送信は、セル端に存在するユーザ端末のスループットを改善するために適用す
る。このため、ユーザ端末がセル端に存在する場合にＣｏＭＰ送信を適用するように制御
する。この場合、無線基地局で、ユーザ端末からのセル毎の品質情報（例えば、ＲＳＲＰ
（Reference　Signal　Received　Power））、又はＲＳＲＱ(Reference　Signal　Receiv
ed　Quality)、又はＳＩＮＲ（Signal　Interference　plus　Noise　Ratio）等の差を求
め、その差が閾値以下である場合、すなわちセル間の品質差が小さい場合には、ユーザ端
末がセル端に存在すると判断して、ＣｏＭＰ送信を適用する。
【００１７】
　ＣｏＭＰ送信を適用する場合、ユーザ端末は、各送信ポイントから送信されるＣＳＩ－
ＲＳに基づいてチャネル状態情報（ＣＳＩ：Channel　State　Information）を生成し、
サービングセルの無線基地局にフィードバックする。
【００１８】
　ＣＳＩ－ＲＳは、チャネル状態としてのＣＱＩ（Channel　Quality　Indicator）、Ｐ
ＭＩ（Precoding　Matrix　Indicator）、ＲＩ（Rank　Indicator）等のＣＳＩの測定に
用いられる参照信号である。ＣＳＩ－ＲＳは、全てのサブフレームに割り当てられるＣＲ
Ｓ（Cell-specific　Reference　Signal）と異なり、所定周期（例えば、１０サブフレー
ム周期）で無線リソースに割当てられる。また、ＣＳＩ－ＲＳは、位置、系列および送信
電力というパラメータで特定される。ＣＳＩ－ＲＳの位置には、サブフレームオフセット
、周期、サブキャリア－シンボルオフセットが含まれる。
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【００１９】
　なお、ＣＳＩ－ＲＳとしては、ノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳ（ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ）
とゼロパワーＣＳＩ－ＲＳ（ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ）とが定義されている。ノンゼロパワー
ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるリソースに送信パワーを分配し、ゼロパ
ワーＣＳＩ－ＲＳは、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるリソースに送信パワーが分配されな
い（ＣＳＩ－ＲＳがミュートされる）。
【００２０】
　ＣＳＩ－ＲＳは、ＬＴＥで規定される１サブフレームにおいて、下り制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ：Physical　Downlink　Control　Channel）に割当てられる制御信号、下り共有
チャネル（ＰＤＳＣＨ：Physical　Downlink　Shared　Channel）に割当てられるユーザ
データ、ＣＲＳやＤＭ－ＲＳ（Demodulation-Reference　Signal）等の他の参照信号と重
ならないように割り当てられる。１サブフレームは、周波数方向に連続する１２サブキャ
リアと、時間軸方向に連続する１４シンボル（１リソースブロックペア）とで構成される
。また、ＰＡＰＲを抑制する観点から、ＣＳＩ-ＲＳを割当て可能なリソースは、時間軸
方向に隣接する２つのリソースエレメント（ＲＥ：Resource　Element）がセットで割り
当てられる。
【００２１】
　ＣＳＩ－ＲＳを用いてチャネル状態を算出する場合、他の送信ポイント（他セル）から
の干渉の影響を考慮することが重要となる。しかし、ＬＴＥ（Ｒｅｌ．１０）で規定され
たＣＳＩ－ＲＳは１リソースブロックにおける密度が低いので、他の送信ポイントからの
干渉を高精度に測定できない。そのため、希望信号電力推定に使用するＣＳＩ－ＲＳ（希
望信号測定用ＣＳＩ－ＲＳ）と、干渉信号電力推定に使用するＣＳＩ－ＲＳ（干渉推定用
参照信号）とを用いて、他の送信ポイントからの干渉を推定することが検討されている（
図２参照）。
【００２２】
　図２Ａは、ＣｏＭＰセットとなる送信ポイントＴＰ＃１、ＴＰ＃２からユーザ端末ＵＥ
に下り送信を行う場合の模式図を示している。図２Ｂは、希望信号推定用のＣＳＩ－ＲＳ
（ノンゼロパワーのＣＳＩ－ＲＳ）と、干渉信号推定用のＣＳＩ－ＲＳ（ゼロパワーＣＳ
Ｉ－ＲＳ）の配置パターンの一例を示している。希望信号推定用のＣＳＩ－ＲＳは、希望
信号の推定に用いるリソース（ＳＭＲ：Signal　Measurement　Resource）に割当てられ
、干渉信号推定用のＣＳＩ－ＲＳは、干渉信号の測定に用いるリソース（ＩＭＲ：Interf
erence　Measurement　Resource）に割当てられる。また、図２Ｂにおいて、左側のサブ
フレームは、ＴＰ＃１から送信されるサブフレームを示し、右側のサブフレームは、ＴＰ
＃２から送信されるサブフレームを示している。
【００２３】
　ユーザ端末は、希望信号推定用リソース（ＳＭＲ）と干渉信号推定用リソース（ＩＭＲ
）に基づいてチャネル状態情報（例えば、ＣＱＩ）を生成し、無線基地局にフィードバッ
クする。つまり、ユーザ端末は、各送信ポイントにおける希望信号推定用リソース（ＳＭ
Ｒ）と、干渉信号推定用リソース（ＩＭＲ）の配置パターンに応じて、複数種類のＣＳＩ
を生成することができる。
【００２４】
　希望信号推定用リソース（ＳＭＲ）と干渉信号推定用リソース（ＩＭＲ）に関する情報
は、例えば、報知信号（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌを用い
て送信されるＭａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＩＢ）、もしくは
データチャネルに多重されるＳｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＳＩ
Ｂ））で送られてもよいし、上位レイヤシグナリング、ＲＲＣシグナリング、Ｍｅｄｉｕ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ）信号又は下りリンク制御情報により無線基
地局からユーザ端末に通知される。
【００２５】
　図３に、各送信ポイントに配置される希望信号推定用リソース（ＳＭＲ）及び／又は干
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渉信号推定用リソース（ＩＭＲ）の配置パターンの一例を示す。なお、図３は、図２にお
ける所定シンボル（第８～第１１）を１リソースブロック分だけ抜き出した場合のＳＭＲ
とＩＭＲのパターン（ＣＳＩ－ＲＳパターン）の一例を示しており、他の信号（ＣＲＳ、
ＤＭＲＳ、ＰＤＳＣＨ等）は省略している。また、以下の説明では、２つの送信ポイント
（ＴＰ＃１、ＴＰ＃２）からの送信を例に挙げて説明するが、送信ポイントの数はこれに
限られない。
【００２６】
　図３Ａは、各送信ポイント（ＴＰ＃１、ＴＰ＃２）において、周波数が異なる領域にそ
れぞれ希望信号推定用リソースＳＭＲ１、ＳＭＲ２が配置される場合を示している。ユー
ザ端末は、ＳＭＲ１に基づいてＴＰ＃１からの希望信号強度を測定し、ＳＭＲ２に基づい
てＴＰ＃２からの希望信号強度を測定することができる。また、図３Ａでは、干渉信号推
定用リソース（ＩＭＲ）が配置されない場合を示している。
【００２７】
　図３Ｂは、各送信ポイント（ＴＰ＃１、ＴＰ＃２）において、周波数が異なる領域にそ
れぞれ希望信号推定用リソースＳＭＲ１、ＳＭＲ２が配置されると共に、複数の干渉信号
推定用リソース（ＩＭＲ１～ＩＭＲ３）が配置される場合を示している。ＩＭＲ１は、Ｔ
Ｐ＃１から送信される所定リソースのＰＤＳＣＨをゼロパワーとし、ＩＭＲ２は、ＴＰ＃
２から送信される所定リソースのＰＤＳＣＨをゼロパワーとし、ＩＭＲ３は、ＴＰ＃１と
ＴＰ＃２から送信される所定リソースのＰＤＳＣＨをゼロパワーとしている。
【００２８】
　ユーザ端末は、ＩＭＲ１に基づいてＴＰ＃１の外側からの干渉を測定し、ＩＭＲ２に基
づいてＴＰ＃２の外側からの干渉を測定し、ＩＭＲ３に基づいてＴＰ＃１とＴＰ＃２の外
側からの干渉を測定することができる。また、ユーザ端末は、ＳＭＲ１、ＳＭＲ２、ＩＭ
Ｒ１～ＩＭＲ３を用いてＣＳＩを生成し、無線基地局にフィードバックする。
【００２９】
　例えば、ユーザ端末は、シングル送信時のＴＰ＃１に対するチャネル品質（ＣＳＩ１）
をＳＭＲ１／ＩＭＲ１で算出し、ＴＰ＃２に対するチャネル品質（ＣＳＩ２）をＳＭＲ２
／ＩＭＲ２で算出することができる。また、協調（ＣｏＭＰ）送信時のＴＰ＃１に対する
チャネル品質（ＣＳＩ３）をＳＭＲ１／ＩＭＲ３で算出し、ＴＰ＃２に対するチャネル品
質（ＣＳＩ４）をＳＭＲ２／ＩＭＲ３で算出することができる。このように、ＳＭＲとＩ
ＭＲに基づいて複数種類のチャネル品質を生成することができる。なお、上述したＣＳＩ
の定義は一例であり、これに限定されない。
【００３０】
　図３Ｃは、各送信ポイント（ＴＰ＃１、ＴＰ＃２）において、周波数が異なる領域にそ
れぞれ希望信号推定用リソースＳＭＲ１、ＳＭＲ２が配置されると共に、周波数が同じ領
域に１個の干渉信号推定用リソースＩＭＲ１が配置される場合を示している。ＩＭＲ１は
、ＴＰ＃１とＴＰ＃２から送信される所定リソースのＰＤＳＣＨをゼロパワーとしている
。
【００３１】
　図３Ｃにおいて、ユーザ端末は干渉信号推定用リソースＩＭＲ１に基づいて、ＴＰ＃１
とＴＰ＃２の外側からの干渉を測定することができる。一方、図３ＣではＴＰ＃１におい
て個別に干渉信号推定用リソースが配置されていないため、図３Ｂに示すようにＩＭＲの
みを用いてＴＰ＃１の外側からの干渉を直接的に測定することができない。この場合、ユ
ーザ端末は、ＳＭＲとＩＭＲを用いて間接的に他の干渉について測定することができる（
エミュレーション（ｅｍｕｌａｔｉｏｎ））。以下に、図３Ｃにおいて、ユーザ端末が行
うエミュレーションの一例について説明する。
【００３２】
　まず、ユーザ端末は、ＳＭＲ１に基づいてＴＰ＃１からの希望信号強度（Ｓ１）を測定
し、ＳＭＲ２に基づいてＴＰ＃２からの希望信号強度（Ｓ２）を測定する。また、ＩＭＲ
１に基づいて、ＴＰ＃１とＴＰ＃２の外側からの干渉（Ｉｏｕｔ）を測定する。そして、
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シングルセル送信時のＴＰ＃１の外側からの干渉を、“Ｉｏｕｔ＋Ｓ２”を計算すること
により求める。このように、ＳＭＲとＩＭＲを用いて、所定の干渉を求めることをエミュ
レーション（ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ）と呼ぶ。ユーザ端末がエミュレーションを行う
場合には、配置するＩＭＲの数を低減することができる。なお、図３Ｃを用いて説明した
ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎは一例であり、これに限られない。
【００３３】
　ユーザ端末は、ＳＭＲやＩＭＲを用いて複数種類のチャネル状態情報を生成した後、生
成したチャネル状態情報を上りリンクを介して無線基地局にフィードバックする。
【００３４】
　上りリンクを介してユーザ端末から送信される信号は、適切な無線リソースにマッピン
グされて無線基地局に送信される。ユーザデータは、上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に
割り当てられる。また、制御情報は、ユーザデータと同時に送信する場合はＰＵＳＣＨと
時間多重され、制御情報のみを送信する場合は、上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に割り
当てられる。この上りリンクで送信される制御情報には、ＣＳＩや下りリンク共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ）の信号に対する再送応答信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）などが含まれる。
【００３５】
　ユーザ端末が、同一又は異なる送信ポイントからのＳＭＲやＩＭＲに基づいて生成した
複数種類のチャネル状態情報を、同じタイミングでＰＵＣＣＨを介してフィードバックす
る場合、ＰＵＣＣＨリソースの容量が小さいため、衝突が生じるおそれがある。そこで、
本発明者らは、ユーザ端末が複数のフィードバックチャネル状態情報（ＣＳＩ　ｒｅｐｏ
ｒｔ）を生成した場合に、優先度が高いＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔを選択的にフィードバック
することを着想した。具体的には、複数種類のチャネル状態情報に対してフィードバック
する優先度を設定し、優先度が高いチャネル状態情報を選択的にフィードバックすること
により、ＣＳＩの衝突を抑制できることを見出した。
【００３６】
　また、本発明者は、フィードバックチャネル状態情報の優先度の決定方法として、キャ
リアアグリゲーション（ＣＡ：Carrier　Aggregation）適用時におけるフィードバックチ
ャネル状態情報（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔ）の選択方法に着目した。
【００３７】
　キャリアアグリゲーション（ＣＡ）では、下りリンク伝送において、周波数帯域が異な
る複数の基本周波数ブロック（コンポーネントキャリア（ＣＣ：Component　Carrier））
が集約されることによりシステム帯域が広帯域化される。一方で、上りリンク伝送におい
ては、シングルキャリア特性を得るために、単一の基本周波数ブロックを用いて上りのデ
ータ伝送を行うことが検討されている。
【００３８】
　つまり、各ＣＣに対応するチャネル状態情報を、所定ＣＣのＰＵＣＣＨを介してフィー
ドバックする際、複数のチャネル状態情報が衝突するおそれがある。このため、ＣＡ適用
時においては、図４に示すＰＵＣＣＨ報告タイプ（ＰＵＣＣＨ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｔｙｐｅ
）と、セルインデックス（ｃｅｌｌ　ｉｎｄｅｘ）に対してそれぞれ優先度を設定し、当
該優先度に基づいてフィードバックするＣＳＩを選択することが検討されている。
【００３９】
　例えば、チャネル報告タイプの優先度の設定としては、ＲＩの優先度をＰＭＩやＣＱＩ
より高く設定し、ワイドバンドＣＱＩの優先度をサブバンドＣＳＩより高く設定する。そ
して、複数種類のチャネル状態情報の中で優先度が低いチャネル状態情報のフィードバッ
クを行わない（優先度が低いチャネル状態情報をドロップ（ｄｒｏｐ）する）。
【００４０】
　より具体的には、１つのサービングセルからのＣＳＩに関しては、ＰＵＣＣＨ報告タイ
プ３、５又は６の優先度を、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１、１ａ、２、２ａ、２ｂ、２ｃ又は
４より高く設定する。また、複数のサービングセルからのＣＳＩに関しては、ＰＵＣＣＨ
報告タイプ３、５、６又は２ａの優先度を、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１、１ａ、２、２ｂ、
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２ｃ又は４より高く設定し、ＰＵＣＣＨ報告タイプ２、２ｂ、２ｃ又は４の優先度をＰＵ
ＣＣＨ報告タイプ１、１ａより高く設定する。
【００４１】
　これにより、ユーザ端末において生成された複数種類のＣＳＩの中から、ＰＵＣＣＨ報
告タイプの優先度が低いＣＳＩを除外（ドロップ）し、ＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度が
高いＣＳＩを選択することができる。
【００４２】
　ＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度が同じＣＳＩに対しては、各ＣＳＩが対応するセルイン
デックス（ｃｅｌｌ　ｉｎｄｅｘ）に設定された優先度に基づいて、フィードバックする
ＣＳＩを選択する。例えば、セルインデックスが小さいＣＣに関するＣＳＩの優先度を、
セルインデックスが大きいＣＣに関するＣＳＩの優先度より高く設定する場合、ＰＵＣＣ
Ｈ報告タイプの優先度が同じＣＳＩの中から、セル番号が大きいＣＣに対応するＣＳＩを
除外（ドロップ）する。このように、ＰＵＣＣＨ報告タイプに設定される優先度と、セル
インデックスに設定される優先度に基づいて、ＰＵＣＣＨを介してフィードバックするＣ
ＳＩを選択することにより、ＣＳＩの衝突を防止することができる。
【００４３】
　しかし、本発明者が検討を行ったところ、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）適用時に
おけるフィードバックチャネル状態情報の選択方法（ＣＳＩ　ｄｒｏｐｐｉｎｇ　ｒｕｌ
ｅｓ）を、協調マルチポイント送信時のＣＳＩフィードバックに適用する場合、ＣＳＩの
衝突が発生するおそれがあることを見出した。この場合について、図５を参照して説明す
る。
【００４４】
　図５Ａは、あるサブフレームにおいて、ＣｏＭＰセットとなる２つの送信ポイント（Ｔ
Ｐ＃１、ＴＰ＃２）からチャネル状態測定用参照信号（希望信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ及び
干渉信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ）が送信される場合を示している。なお、図５Ａは、上記図
３Ｂで示したＣＳＩ－ＲＳ配置パターンと同じである。
【００４５】
　希望信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ（ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ）は、ＴＰ＃１の所定リソースに
配置されるＳＭＲ１と、ＴＰ＃２の所定リソースに配置されるＳＭＲ２に割当てられる。
また、干渉信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ（ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ）は、ＴＰ＃１の所定リソース
に配置されるＩＭＲ１と、ＴＰ＃２の所定リソースに配置されるＩＭＲ２と、ＴＰ＃１と
ＴＰ＃２の所定リソースに配置されるＩＭＲ３に割当てられる。
【００４６】
　また、図５においては、ユーザ端末が、複数のＳＭＲ１、２とＩＭＲ１～ＩＭＲ３に基
づいて、複数種類のチャネル状態情報（例えば、ＣＳＩ１～ＣＳＩ４）を生成する場合を
示している（図５Ｂ参照）。
【００４７】
　ここでは、ＣＳＩ１（ＳＭＲ１／ＩＭＲ１）は、ＰＵＣＣＨ報告タイプ４、ワイドバン
ドＣＱＩであり、シングルセル送信時におけるＴＰ＃１（セルインデックス：０）のチャ
ネル品質に相当する。ＣＳＩ２（ＳＭＲ１／ＩＭＲ３）は、ＰＵＣＣＨ報告タイプ４、ワ
イドバンドＣＱＩであり、協調送信時におけるＴＰ＃１のチャネル品質に相当する。ＣＳ
Ｉ３（ＳＭＲ２／ＩＭＲ２）は、ＰＵＣＣＨ報告タイプ４、ワイドバンドＣＱＩであり、
シングルセル送信時におけるＴＰ＃２（セルインデックス：１）のチャネル品質に相当す
る。ＣＳＩ４（ＳＭＲ２／ＩＭＲ３）は、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１、サブバンドＣＱＩで
あり、協調送信時におけるＴＰ＃２のチャネル品質に相当する。なお、各ＣＳＩの内容や
算出方法はこれに限られない。
【００４８】
　ユーザ端末が、ＣＡ適用時におけるフィードバックチャネル状態情報の選択方法を用い
る場合、複数種類のＣＳＩ（ここでは、ＣＳＩ１～ＣＳＩ４）の中から、ＰＵＣＣＨ報告
タイプの優先度が高いＣＳＩを選択する（優先度が低いＣＳＩを除外（ドロップ）する）
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。ここでは、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１がＰＵＣＣＨ報告タイプ４より優先度が低いため、
ＣＳＩ４が除外される（図５Ｃ参照）。
【００４９】
　次に、残されたＣＳＩ（ＣＳＩ１、ＣＳＩ２、ＣＳＩ３）の中から、各ＣＳＩに対応す
る送信ポイントのセルインデックスの優先度が高いＣＳＩを選択する（優先度が低いＣＳ
Ｉを除外（ドロップ）する）。ここでは、セルインデックスが小さい送信ポイント（ＴＰ
＃１）が、セルインデックスが大きい送信ポイント（ＴＰ＃２）より優先度が高く判断さ
れるため、ＣＳＩ３が除外される（図５Ｄ参照）。その結果、ＣＳＩ１とＣＳＩ２が残る
こととなる。
【００５０】
　ＣＳＩ１とＣＳＩ２は、１つの送信ポイント（ＴＰ＃１）に配置される異なるＩＭＲに
基づいて生成されたＣＳＩであるため、ＰＵＣＣＨ報告タイプとセルインデックスが同一
となる（同じ優先度を有する）。このように、ＣＡ適用時におけるフィードバックチャネ
ル状態情報の選択方法では、複数種類のフィードバックＣＳＩを完全に分類できないため
、ＰＵＣＣＨを介してＣＳＩ１とＣＳＩ２が同じタイミングでフィードバックすると衝突
する問題が発生する。また、協調マルチポイント送受信とキャリアアグリゲーション（Ｃ
Ａ）を同時に適用する場合にも同様の問題が発生する。
【００５１】
　そこで、本発明者は、協調マルチポイント適用時において、チャネル状態測定用参照信
号のリソース（望信号推定用リソース（ＳＭＲ）及び／又は干渉信号推定用リソース（Ｉ
ＭＲ）等）のインデックスに対して優先度を設定し、当該優先度に基づいてフィードバッ
クＣＳＩを選択することにより、ＣＳＩの衝突を効果的に抑制できることを見出した。以
下に、図面を参照して詳細に説明する。
【００５２】
（第１の態様）
　第１の態様では、ユーザ端末が生成する複数種類のＣＳＩの中から、各ＣＳＩの生成に
利用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ
等）のインデックスに設定される優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する場
合について説明する。また、以下の説明では、「ＣｏＭＰ適用／ＣＡ非適用時」と「Ｃｏ
ＭＰ適用／ＣＡ適用時」についてそれぞれ説明する。
【００５３】
＜ＣｏＭＰ適用／ＣＡ非適用時＞
　ユーザ端末は、各送信ポイントにおいて配置されるＳＭＲとＩＭＲを適用してＣＳＩを
生成する場合（エミュレーション非適用）、各ＣＳＩに対応するＣＳＩ－ＲＳのリソース
インデックス（ＳＭＲインデックス及び／又はＩＭＲインデックス）に設定される優先度
に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する。具体的には、図６に示すように、ＣｏＭ
Ｐセットとなる複数の送信ポイントにおいて、複数のＳＭＲとＩＭＲが配置される場合（
上記図３Ｂ参照）には、ＳＭＲインデックス及びＩＭＲインデックスにそれぞれ設定され
る優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する（フィードバックしないＣＳＩを
除外（ドロップ）する）。
【００５４】
　また、複数送信ポイントにおいて、１個のＳＭＲと複数のＩＭＲが配置される場合には
、ＩＭＲインデックスに設定される優先度に基づいてフィードバックＣＳＩを選択し、複
数のＳＭＲと１個のＩＭＲが配置される場合には、ＳＭＲインデックスに設定される優先
度に基づいてフィードバックＣＳＩを選択する。
【００５５】
　ユーザ端末が、ＳＭＲとＩＭＲを用いて間接的に異なる干渉を測定するエミュレーショ
ンを行う場合（ｅｍｕｌａｔｉｏｎ適用）、ＳＭＲインデックス、ＩＭＲインデックス、
エミュレーションに使用するノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳのインデックスに設定される優
先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択することができる。あるいは、ＳＭＲイン
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デックスとＵＥエミュレーションインデックスに設定される優先度に基づいて、フィード
バックＣＳＩを選択することができる。
【００５６】
　なお、エミュレーションに使用するノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳとしては、例えば上記
図３ＣにおけるＳＭＲ２に割当てられるＣＳＩ－ＲＳを指す。また、ＵＥエミュレーショ
ンは、上述したように、エミュレーションに使用するＩＭＲとノンゼロパワーＣＳＩ－Ｒ
Ｓの組合せに相当する。
【００５７】
　ＳＭＲインデックス、ＩＭＲインデックス、エミュレーションに使用したノンゼロパワ
ーＣＳＩ－ＲＳのインデックス、ＵＥエミュレーションインデックスに関する情報は、例
えば、報知信号（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌを用いて送信
されるＭａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＩＢ）、もしくはデータ
チャネルに多重されるＳｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＳＩＢ））
で送られてもよいし、上位レイヤシグナリング、ＲＲＣシグナリング、Ｍｅｄｉｕｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ）信号又は下りリンク制御情報により無線基地局か
らユーザ端末に通知される。
【００５８】
　また、無線基地局は、各ＣＳＩの生成に利用される各情報のインデックスの優先度を設
定し、ユーザ端末に通知することができる。例えば、図３Ｂに示すように、複数のＩＭＲ
が配置される場合（エミュレーション非適用）、無線基地局は、シングルセル送信におけ
る干渉推定用ＩＭＲの優先度を、協調送信における干渉推定用ＩＭＲの優先度より高く設
定する。例えば、無線基地局は、図３Ｂに示す場合には、シングルセル送信における干渉
推定用ＩＭＲ１、ＩＭＲ２の優先度を、協調送信における干渉推定用ＩＭＲ３の優先度よ
り高く設定することができる。これは、シングルセル送信におけるＣＳＩの方が重要とな
るためである。ＩＭＲインデックスが小さい方が優先度が高くなるように設定する場合に
は、シングルセル送信における干渉推定用ＩＭＲインデックスを相対的に小さくする。
【００５９】
　また、図３Ｃに示すように、ユーザ端末がエミュレーションを適用する場合、無線基地
局は、シングルセル送信における干渉推定用のＵＥエミュレーションの優先度を、協調送
信におけるＵＥエミュレーションの優先度より高く設定する。ＵＥエミュレーションイン
デックスが小さい方が優先度を高くする場合、シングルセル送信におけるＵＥエミュレー
ションインデックスを相対的に小さくする。
【００６０】
　次に、協調マルチポイント送信時のフィードバックＣＳＩの選択方法（CSI　dropping
　and　reporting）の一例について、図７を参照して説明する。なお、図７では、ＣｏＭ
Ｐセットとなる２つの送信ポイント（ＴＰ＃１、ＴＰ＃２）からチャネル状態測定用参照
信号（希望信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ及び干渉信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ）が送信される場合
（図５Ａ参照）を示している。
【００６１】
　また、図７においては、ユーザ端末が、複数のＳＭＲ１、２とＩＭＲ１～ＩＭＲ３に基
づいて、複数種類のチャネル状態情報（例えば、ＣＳＩ１～ＣＳＩ４）を生成する場合を
示している。なお、図７Ａにおける各ＣＳＩ１～４は、図５Ｂに示すＣＳＩ１～４と同じ
内容となっている。
【００６２】
　まず、ユーザ端末は、複数種類のＣＳＩ（ここでは、ＣＳＩ１～ＣＳＩ４）の中から、
ＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度が高いＣＳＩを選択する（優先度が低いＣＳＩを除外（ド
ロップ）する）。ここでは、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１がＰＵＣＣＨ報告タイプ４より優先
度が低いため、ＣＳＩ４が除外される（図７Ｂ参照）。
【００６３】
　次に、ユーザ端末は、残されたＣＳＩ（ＣＳＩ１、ＣＳＩ２、ＣＳＩ３）の中から、各
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ＣＳＩに対応する（各ＣＳＩの生成に利用する）ＣＳＩ－ＲＳのリソースインデックス（
ＩＭＲ／ＳＭＲインデックス）の優先度が高いＣＳＩを選択する（優先度が低いＣＳＩを
除外（ドロップ）する）。
【００６４】
　例えば、ＳＭＲインデックスがＩＭＲインデックスより優先され、ＳＭＲインデックス
の優先度がＳＭＲ１＞ＳＭＲ２の順で高く設定され、ＩＭＲのインデックスの優先度がＩ
ＭＲ２＞ＩＭＲ１＞ＩＭＲ３の順で高く設定されている場合を図７Ｃに示す。この場合、
まずＳＭＲに設定された優先度が低いＣＳＩ３が除外され、次に、同じＳＭＲインデック
スを有するＣＳＩ１とＣＳＩ２のうち、ＩＭＲに設定された優先度が低いＣＳＩ２が除外
される。結果的に、フィードバックＣＳＩとして、ＣＳＩ１が選択される。選択されたＣ
ＳＩ１は、ＰＵＣＣＨ（例えば、ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ２）を介して、ユーザ端末か
ら無線基地局にフィードバックされる。
【００６５】
　また、ＩＭＲインデックスがＳＭＲインデックスより優先され、ＳＭＲインデックスの
優先度がＳＭＲ１＞ＳＭＲ２の順で高く設定され、ＩＭＲのインデックスの優先度がＩＭ
Ｒ２＞ＩＭＲ１＞ＩＭＲ３の順で高く設定されている場合を図７Ｄに示す。この場合、ま
ずＩＭＲに設定された優先度が最も低いＣＳＩ２が除外され、次に、ＩＭＲに設定された
優先度が低いＣＳＩ１が除外される。結果的に、フィードバックＣＳＩとして、ＣＳＩ３
が選択される。選択されたＣＳＩ３は、ＰＵＣＣＨ（例えば、ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ
２）を介して、ユーザ端末から無線基地局にフィードバックされる。
【００６６】
　このように、協調マルチポイント送信時のフィードバックＣＳＩの選択方法において、
各ＣＳＩの生成に利用される（ＳＭＲ、ＩＭＲ等）のインデックスに設定される優先度に
基づいてフィードバックＣＳＩを選択することにより、ＣＳＩの衝突を効果的に抑制する
ことができる。
【００６７】
＜ＣｏＭＰ適用／ＣＡ適用時＞
　協調送信とキャリアアグリゲーションを適用する場合には、異なるＣＣに対するＣＳＩ
において、各ＣＳＩの生成に利用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉ
ｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等）に設定される優先度が同じとなる場合がある。そのため
、協調送信とキャリアアグリゲーションの双方を適用する場合には、各ＣＳＩの生成に利
用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等
）に加えて、セルインデックスに設定された優先度についても考慮する。
【００６８】
　図８は、あるサブフレームにおいて、同じ周波数（周波数１）が適用される送信ポイン
ト（ＴＰ＃１、ＴＰ＃２）と、周波数１と異なる周波数（周波数２）が適用される送信ポ
イント（ＴＰ＃３）からＣＳＩ－ＲＳ（希望信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ及び干渉信号推定用
ＣＳＩ－ＲＳ）が送信される場合を示している。具体的には、ＴＰ＃１とＴＰ＃２がＣｏ
ＭＰセットとなり、ＴＰ＃１とＴＰ＃３でキャリアアグリゲーションが適用される場合を
示している。
【００６９】
　ユーザ端末は、各送信ポイントにおいて配置される複数のＳＭＲと複数のＩＭＲを適用
してＣＳＩを生成する場合（エミュレーション非適用）、各ＣＳＩに対応するＣＳＩ－Ｒ
Ｓのリソースインデックス（ＳＭＲインデックス及び／又はＩＭＲインデックス）とセル
インデックスに設定される優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する。具体的
には、図９に示すように、セルインデックス、ＳＭＲインデックス及びＩＭＲインデック
スにそれぞれ設定される優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する（フィード
バックしないＣＳＩを除外（ドロップ）する）。
【００７０】
　また、複数送信ポイントにおいて、１個のＳＭＲと複数のＩＭＲが配置される場合には
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、セルインデックス及びＩＭＲインデックスに設定される優先度に基づいてフィードバッ
クＣＳＩを選択し、複数のＳＭＲと１個のＩＭＲが配置される場合には、セルインデック
ス及びＳＭＲインデックスに設定される優先度に基づいてフィードバックＣＳＩを選択す
る。
【００７１】
　ユーザ端末が、ＳＭＲとＩＭＲを用いて間接的に異なる干渉を測定するエミュレーショ
ンを行う場合（ｅｍｕｌａｔｉｏｎ適用）、セルインデックス、ＳＭＲインデックス、Ｉ
ＭＲインデックス、エミュレーションに使用するノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳのインデッ
クスに設定される優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する。あるいは、セル
インデックス、ＳＭＲインデックスとＵＥエミュレーションインデックスに設定される優
先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する。
【００７２】
　つまり、協調送信とキャリアアグリゲーションの双方を適用する場合には、上記図６で
示した優先度が設定される対象に、セルインデックスを追加した構成とすることができる
。
【００７３】
　次に、協調マルチポイント送受信とキャリアアグリゲーション適用時のフィードバック
ＣＳＩの選択方法（CSI　dropping　and　reporting）の一例について、図１０を参照し
て説明する。なお、図１０では、３つの送信ポイント（ＴＰ＃１～ＴＰ＃３）からチャネ
ル状態測定用参照信号（希望信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ及び干渉信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ）
が送信される場合（図８参照）を示している。つまり、上述したように、ＴＰ＃１とＴＰ
＃２がＣｏＭＰセットとなり、ＴＰ＃１とＴＰ＃３でキャリアアグリゲーションが適用さ
れる。
【００７４】
　また、図１０においては、ユーザ端末が、ＴＰ＃１（セルインデックス：０）に対する
ＣＳＩ１、ＣＳＩ２と、ＴＰ＃２（セルインデックス：２）に対するＣＳＩ３、ＣＳＩ４
と、ＴＰ＃３（セルインデックス：１）に対するＣＳＩ５を生成する場合を示している。
図１０ＡにおけるＣＳＩ１～４は、図５Ｂ、図７Ａに示すＣＳＩ１～４と同じ内容となっ
ている。また、ＣＳＩ５（ＳＭＲ１／ＩＭＲ１）は、ＰＵＣＣＨ報告タイプ４、ワイドバ
ンドＣＱＩであり、シングルセル送信時におけるＴＰ＃３のチャネル品質に相当する。
【００７５】
　まず、ユーザ端末は、複数種類のＣＳＩ（ここでは、ＣＳＩ１～ＣＳＩ５）の中から、
ＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度が高いＣＳＩを選択する（優先度が低いＣＳＩを除外（ド
ロップ）する）。ここでは、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１がＰＵＣＣＨ報告タイプ４より優先
度が低いため、ＣＳＩ４が除外される（図１０Ｂ参照）。
【００７６】
　次に、ユーザ端末は、残されたＣＳＩ（ＣＳＩ１、ＣＳＩ２、ＣＳＩ３、ＣＳＩ５）の
中から、各ＣＳＩに対応する（各ＣＳＩの生成に利用する）ＣＳＩ－ＲＳのリソースイン
デックス（ＩＭＲ／ＳＭＲインデックス）とセルインデックスの優先度が高いＣＳＩを選
択する（優先度が低いＣＳＩを除外（ドロップ）する）。
【００７７】
　例えば、セルインデックス＞ＳＭＲインデックス＞ＩＭＲインデックスの順で優先され
、ＳＭＲインデックスの優先度がＳＭＲ１＞ＳＭＲ２の順で高く設定され、ＩＭＲのイン
デックスの優先度がＩＭＲ２＞ＩＭＲ１＞ＩＭＲ３の順で高く設定されている場合を図１
０Ｃに示す。セルインデックスについては、セルインデックスの番号が小さい方が優先度
が高く設定されている。
【００７８】
　この場合、まずセルインデックスに設定された優先度が低いＣＳＩ３が除外され、次に
、セルインデックスの優先度が低いＣＳＩ５が除外される。同じセルインデックスを有す
るＣＳＩ１とＣＳＩ２は同じＳＭＲインデックスを有するため、ＩＭＲインデックスによ
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り判断される。ここでは、ＩＭＲに設定された優先度が低いＣＳＩ２が除外される。結果
的に、フィードバックＣＳＩとして、ＣＳＩ１が選択される。選択されたＣＳＩ１は、Ｐ
ＵＣＣＨ（例えば、ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ２）を介して、ユーザ端末から無線基地局
にフィードバックされる。
【００７９】
　このように、協調マルチポイント送受信とキャリアアグリゲーション適用時のフィード
バックＣＳＩの選択方法において、各ＣＳＩの生成に利用される（ＳＭＲ、ＩＭＲ等）の
インデックスとセルインデックスに設定される優先度に基づいてフィードバックＣＳＩを
選択することにより、ＣＳＩの衝突を効果的に抑制することができる。
【００８０】
（第２の態様）
　第２の態様では、ユーザ端末が生成する複数種類のＣＳＩの中から、各ＣＳＩの生成に
利用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ
等）のインデックスの組合せに対して設定される優先度に基づいて、フィードバックＣＳ
Ｉを選択する場合について説明する。なお、以下の説明では、第１の態様と異なる部分に
ついて説明し、第１の態様を適用できる部分については上記説明を参照することができる
。
【００８１】
＜ＣｏＭＰ適用／ＣＡ非適用時＞
　ユーザ端末は、各送信ポイントにおいて配置されるＳＭＲとＩＭＲを適用してＣＳＩを
生成する場合（エミュレーション非適用）、各ＣＳＩに対応するＣＳＩ－ＲＳのリソース
インデックスの組合せに設定される優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する
。具体的には、図１１に示すように、ＣｏＭＰセットとなる複数の送信ポイントにおいて
、複数のＳＭＲとＩＭＲが配置される場合（上記図３Ｂ参照）には、一つ又は複数のＳＭ
ＲインデックスとＩＭＲインデックスの組合せに対して設定される優先度に基づいて、フ
ィードバックＣＳＩを選択する。この場合、ＳＭＲインデックスとＩＭＲインデックスの
組合せに対して新たなインデックスを設け、当該インデックスに優先度を設定することが
できる。
【００８２】
　また、ＳＭＲインデックスとＩＭＲインデックスの組合せはＣＳＩインデックスで表す
ことができるため、ＣＳＩインデックスに対して優先度を設定してフィードバックＣＳＩ
の選択を制御することもできる。
【００８３】
　ユーザ端末が、ＳＭＲとＩＭＲを用いて間接的に他の干渉を測定するエミュレーション
を行う場合（ｅｍｕｌａｔｉｏｎ適用）、一つ又は複数のＳＭＲインデックスとＩＭＲイ
ンデックスとエミュレーションに使用するノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳのインデックスと
の組合せに設定される優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択することができる
。あるいは、ＳＭＲインデックスとＵＥエミュレーションインデックスの組合せに設定さ
れる優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択してもよい。
【００８４】
　また、ＳＭＲインデックスとＵＥエミュレーションインデックスの組合せはＣＳＩイン
デックスで表すことができるため、ＣＳＩインデックスに対して優先度を設定してフィー
ドバックＣＳＩの選択を制御することもできる。
【００８５】
　ＳＭＲインデックス、ＩＭＲインデックス、エミュレーションに使用したノンゼロパワ
ーＣＳＩ－ＲＳのインデックス、ＵＥエミュレーションインデックス等の各種インデック
スの組合せたインデックスに関する情報は、例えば、報知信号（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌを用いて送信されるＭａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＩＢ）、もしくはデータチャネルに多重されるＳｙｓｔｅｍ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＳＩＢ））で送られてもよいし、上位レイヤシグナリ
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ング、ＲＲＣシグナリング、Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ）信
号又は下りリンク制御情報により無線基地局からユーザ端末に通知される。
【００８６】
　また、無線基地局は、各ＣＳＩの生成に利用される各情報のインデックスの組合せに対
して優先度を設定し、ユーザ端末に通知することができる。例えば、無線基地局は、各Ｃ
ＳＩの生成に利用される各情報のインデックスの組合せに設定する優先度として、シング
ルセル送信のＣＳＩの生成に利用する情報を組合せたインデックスの優先度を高く設定す
る。一般的に、シングルセル送信におけるＣＳＩが、協調送信におけるＣＳＩより重要と
なるためである。
【００８７】
　次に、協調マルチポイント送信時のフィードバックＣＳＩの選択方法（CSI　dropping
　and　reporting）の一例について、図１２を参照して説明する。なお、図１２では、Ｃ
ｏＭＰセットとなる２つの送信ポイント（ＴＰ＃１、ＴＰ＃２）からチャネル状態測定用
参照信号（希望信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ及び干渉信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ）が送信される
場合（図５Ａ参照）を示している。
【００８８】
　また、図１２においては、ユーザ端末が、複数のＳＭＲ１、２とＩＭＲ１～ＩＭＲ３に
基づいて、複数種類のチャネル状態情報（例えば、ＣＳＩ１～ＣＳＩ４）を生成する場合
を示している。なお、図１２における各ＣＳＩ１～４は、図５Ｂ、図７Ａ等に示すＣＳＩ
１～４と同じ内容となっている。
【００８９】
　まず、ユーザ端末は、複数種類のＣＳＩ（ここでは、ＣＳＩ１～ＣＳＩ４）の中から、
ＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度が高いＣＳＩを選択する（優先度が低いＣＳＩを除外（ド
ロップ）する）。ここでは、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１がＰＵＣＣＨ報告タイプ４より優先
度が低いため、ＣＳＩ４が除外される（図１２Ｂ参照）。
【００９０】
　次に、ユーザ端末は、残されたＣＳＩ（ＣＳＩ１、ＣＳＩ２、ＣＳＩ３）の中から、各
ＣＳＩに対応する（各ＣＳＩの生成に利用する）ＣＳＩ－ＲＳのリソースインデックス（
ＩＭＲ／ＳＭＲインデックス）の組合せに設定される優先度が高いＣＳＩを選択する（優
先度が低いＣＳＩを除外（ドロップ）する）。
【００９１】
　例えば、ＳＭＲインデックスとＩＭＲインデックスの組合せ（ＳＭＲ／ＩＭＲ）の優先
度が、ＳＭＲ１／ＩＭＲ１＞ＳＭＲ２／ＩＭＲ２＞ＳＭＲ１／ＩＭＲ３の順で高く設定さ
れる場合を図１２Ｃに示す。例えば、ＳＭＲ１／ＩＭＲ１、ＳＭＲ２／ＩＭＲ２、ＳＭＲ
１／ＩＭＲ３の各組合せに対して、それぞれインデックス０、１、２を設け、番号が小さ
い順に優先度を高く設定する。この場合、まずＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せに
設定された優先度が最も低いＣＳＩ２が除外される。次に、残されたＣＳＩ１（ＳＭＲ１
／ＩＭＲ１）とＣＳＩ３（ＳＭＲ２／ＩＭＲ２）では、ＣＳＩ１の方が優先度が高くなる
。但し、ここでは、ＣＳＩを容量が大きいＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ３を介してフィード
バックする場合を想定しているため、ＣＳＩ１とＣＳＩ３の双方がフィードバックされる
。なお、ユーザ端末は、ＰＵＣＣＨに割当てる順序や配置を優先度に基づいて決定するこ
とができる。
【００９２】
　なお、ＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せに対する優先度は様々な観点から設定す
ることができる。例えば、ＩＭＲ又はＳＭＲの一方を基準として優先度を設定することが
できる。また、全てのＳＭＲとＩＭＲの組合せに対してインデックスを付して優先度を設
定してもよい。
【００９３】
　上記図１２では、ＩＭＲを基準として、ＩＭＲ１＞ＩＭＲ２＞ＩＭＲ３の順で優先度が
高くなるように、ＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せの優先度を設定している。この
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場合、同じＩＭＲインデックス（ＩＭＲ３）を有するＣＳＩ（ＣＳＩ２とＣＳＩ４）は、
ＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せの優先度が同じとなる。そのため、図１２におい
て、仮に、ＣＳＩ４がワイドバンドＣＱＩで構成される場合（図１３Ａ参照）、ＣＳＩ２
とＣＳＩ４についてＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度及びＳＭＲ／ＩＭＲの優先度が同じと
なってしまう。
【００９４】
　したがって、協調マルチポイント送信時のフィードバックＣＳＩの選択方法の他の態様
として、ＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せに優先度を設定する場合には、組合せに
設定される優先度が同じグループにおいて、所定の基準に基づいてあらかじめ候補を選択
してもよい。例えば、ＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せの優先度が同じグループ毎
に所定（例えば、ＰＵＣＣＨ報告タイプ、セルインデックス）の優先度に基づいて１つの
ＣＳＩを選択した後に、ＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せの優先度を適用すること
ができる。この場合について図１３を参照して説明する。
【００９５】
　ユーザ端末は、まずＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せ（ＳＭＲ／ＩＭＲ）の優先
度に基づいて、複数のＣＳＩを分類する。例えば、ＳＭＲ／ＩＭＲに対して、ＳＭＲ１／
ＩＭＲ１の組合せ（組合せ０）と、ＳＭＲ２／ＩＭＲ２の組合せ（組合せ１）と、ＳＭＲ
１ｏｒＳＭＲ２／ＩＭＲ３の組合せ（組合せ２）にそれぞれ優先度が設定される場合、Ｃ
ＳＩ１は組合せ０、ＣＳＩ３は組合せ１、ＣＳＩ２とＣＳＩ４は組合せ２に分類すること
ができる。ＳＭＲ／ＩＭＲをＣＳＩインデックスで表す場合には、ＣＳＩ１が組合せ０、
ＣＳＩ２とＣＳＩ４が組合せ２、ＣＳＩ３が組合せ１に分類することができる。
【００９６】
　次に、ユーザ端末は、分類された組合せ毎に、ＰＵＣＣＨ報告タイプに設定される優先
度と、セルインデックスに設定される優先度に基づいてＣＳＩを選択する。図１３では、
組合せ２に複数のＣＳＩが存在するため、ＣＳＩ２とＣＳＩ４に対して、ＰＵＣＣＨ報告
タイプとセルインデックスに設定される優先度に基づいていずれかを選択する。ＣＳＩ２
とＣＳＩ４はＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度は同じであるが、セルインデックスの優先度
はＣＳＩ２の方が高いため、ＣＳＩ４を除外する（図１３Ｂ参照）。その結果、各組合せ
からそれぞれ１個のＣＳＩが選択される。
【００９７】
　次に、ユーザ端末は、上記図１２と同様に、ＣＳＩ１、ＣＳＩ２、ＣＳＩ３に対して、
ＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せの優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選
択する。ここでは、優先度が最も高いＣＳＩ１が選択され、ＰＵＣＣＨ（例えば、ＰＵＣ
ＣＨ　ｆｏｒｍａｔ２）を介して、ユーザ端末から無線基地局にフィードバックされる。
【００９８】
　このように、ＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せに設定される優先度に基づいて複
数のＣＳＩを分類し、分類された組合せのグループに対してＰＵＣＣＨ報告タイプとセル
インデックスに設定される優先度に基づいて選択することにより、複数のＣＳＩについて
適切に優先付けを行うことができる。なお、ここでは、ＳＭＲインデックスとＩＭＲイン
デックスの組合せについて説明したが、他のインデックスの組合せにも適用することがで
きる。
【００９９】
＜ＣｏＭＰ適用／ＣＡ適用時＞
　協調送信とキャリアアグリゲーションを適用する場合には、異なるＣＣに対するＣＳＩ
において、各ＣＳＩの生成に利用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉ
ｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等）のインデックスの組合せに設定される優先度が同じとな
る場合がある。そのため、協調送信とキャリアアグリゲーションの双方を適用する場合に
は、各ＣＳＩの生成に利用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ、
ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等）のインデックスに加えて、セルインデックスに設定された優先
度についても考慮する。
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【０１００】
　具体的には、上記＜ＣｏＭＰ適用／ＣＡ非適用時＞に考慮した各ＣＳＩの生成に利用さ
れる各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等）の
インデックスの組合せだけでなく、セルインデックスについても組み合わせる。つまり、
協調送信とキャリアアグリゲーションの双方を適用する場合には、上記図１１で示した優
先度が設定される対象に、セルインデックスを追加して組み合わせる構成となる。例えば
、ＵＥエミュレーションを適用しない場合には、ＳＭＲインデックス、ＩＭＲインデック
ス及びセルインデックスの組合せ（又は、ＣＳＩインデックスとセルインデックスの組合
せ）に対して優先度を設定する。
【０１０１】
　次に、協調マルチポイント送受信とキャリアアグリゲーション適用時のフィードバック
ＣＳＩの選択方法（CSI　dropping　and　reporting）の一例について、図１４を参照し
て説明する。なお、図１４では、３つの送信ポイント（ＴＰ＃１～ＴＰ＃３）からチャネ
ル状態測定用参照信号（希望信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ及び干渉信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ）
が送信される場合（図８参照）を示している。つまり、ＴＰ＃１とＴＰ＃２がＣｏＭＰセ
ットとなり、ＴＰ＃１とＴＰ＃３でキャリアアグリゲーションが適用される。
【０１０２】
　また、図１４においては、ユーザ端末が、ＴＰ＃１（セルインデックス：０）に対する
ＣＳＩ１、ＣＳＩ２と、ＴＰ＃２（セルインデックス：２）に対するＣＳＩ３、ＣＳＩ４
と、ＴＰ＃３（セルインデックス：１）に対するＣＳＩ５を生成する場合を示している。
また、図１４ＡにおけるＣＳＩ１～５は、上記図１０に示すＣＳＩ１～５と同じ内容とな
っている。
【０１０３】
　まず、ユーザ端末は、複数種類のＣＳＩ（ここでは、ＣＳＩ１～ＣＳＩ５）の中から、
ＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度が高いＣＳＩを選択する（優先度が低いＣＳＩを除外（ド
ロップ）する）。ここでは、ＰＵＣＣＨ報告タイプ１がＰＵＣＣＨ報告タイプ４より優先
度が低いため、ＣＳＩ４が除外される（図１４Ｂ参照）。
【０１０４】
　次に、ユーザ端末は、残されたＣＳＩ（ＣＳＩ１、ＣＳＩ２、ＣＳＩ３）の中から、各
ＣＳＩに対応する（各ＣＳＩの生成に利用する）ＣＳＩ－ＲＳのリソースインデックス（
ＩＭＲ／ＳＭＲインデックス）とセルインデックスの組合せに設定される優先度が高いＣ
ＳＩを選択する（優先度が低いＣＳＩを除外（ドロップ）する）。
【０１０５】
　例えば、セルインデックス、ＳＭＲインデックス及びＩＭＲインデックスの組合せ（Ｔ
Ｐ／ＳＭＲ／ＩＭＲ）の優先度が、ＴＰ１／ＳＭＲ１／ＩＭＲ１＞ＴＰ３／ＳＭＲ１／Ｉ
ＭＲ１＞ＴＰ１／ＳＭＲ１／ＩＭＲ３＞ＴＰ２／ＳＭＲ２／ＩＭＲ２の順で高く設定され
ている場合を図１４Ｃに示す。
【０１０６】
　この場合、優先度が低いＣＳＩ３、ＣＳＩ２、ＣＳＩ５の順に除外（ドロップ）され、
ＣＳＩ１が選択される。選択されたＣＳＩ１は、ＰＵＣＣＨ（例えば、ＰＵＣＣＨ　ｆｏ
ｒｍａｔ２）を介して、ユーザ端末から無線基地局にフィードバックされる。
【０１０７】
　このように、協調マルチポイント送受信とキャリアアグリゲーションを適用時のフィー
ドバックＣＳＩの選択方法において、各ＣＳＩの生成に利用されるＳＭＲ、ＩＭＲ等のイ
ンデックスとセルインデックスの組合せに対して設定される優先度に基づいてフィードバ
ックＣＳＩを選択することにより、ＣＳＩの衝突を効果的に抑制することができる。
【０１０８】
　なお、セルインデックス、ＳＭＲインデックス及びＩＭＲインデックスの組合せに対す
る優先度は様々な観点から設定することができる。例えば、ＩＭＲ又はＳＭＲの一方を基
準として優先度を設定することができる。例えば、ＩＭＲ又はＳＭＲの一方を基準として
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優先度を設定することができる。また、全てのＳＭＲとＩＭＲの組合せに対してインデッ
クスを付して優先度を設定してもよい。
【０１０９】
　次に、協調マルチポイント送受信とＣＡ適用時のフィードバックＣＳＩの選択方法の他
の態様として、ＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せの優先度に基づいてグループに分
類し、グループ毎に所定の優先度に基づいて１つのＣＳＩを選択した後に、セルインデッ
クス、ＳＭＲ／ＩＭＲインデックスの組合せの優先度を適用することができる。この場合
について図１５を参照して説明する。
【０１１０】
　ユーザ端末は、まずＳＭＲとＩＭＲのインデックスの組合せ（ＳＭＲ／ＩＭＲ）の優先
度に基づいて、複数のＣＳＩを分類する。例えば、ＳＭＲ１／ＩＭＲ１の組合せ（組合せ
０）と、ＳＭＲ２／ＩＭＲ２の組合せ（組合せ２）と、ＳＭＲ１ｏｒＳＭＲ２／ＩＭＲ３
の組合せ（組合せ１）に対してそれぞれ優先度が設定される場合、ＣＳＩ１（ＴＰ１／Ｓ
ＭＲ１／ＩＭＲ１）とＣＳＩ５（ＴＰ３／ＳＭＲ１／ＩＭＲ１）は組合せ０、ＣＳＩ３（
ＴＰ２／ＳＭＲ２／ＩＭＲ２）は組合せ２、ＣＳＩ２（ＴＰ１／ＳＭＲ１／ＩＭＲ３）と
ＣＳＩ４（ＴＰ２／ＳＭＲ２／ＩＭＲ３）は組合せ１に分類される。
【０１１１】
　次に、ユーザ端末は、分類された組合せ毎に、ＰＵＣＣＨ報告タイプに設定される優先
度と、セルインデックスに設定される優先度に基づいてＣＳＩを選択する。図１５では、
組合せ０と組合せ１に複数のＣＳＩが存在するため、ＣＳＩ１／ＣＳＩ５、ＣＳＩ２／Ｃ
ＳＩ４に対して、ＰＵＣＣＨ報告タイプとセルインデックスに設定される優先度に基づい
ていずれかを選択する。ＣＳＩ１とＣＳＩ５はＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度は同じであ
るが、セルインデックスの優先度はＣＳＩ１の方が高いため、ＣＳＩ５を除外する（図１
５Ｂ参照）。また、ＣＳＩ２とＣＳＩ４はＰＵＣＣＨ報告タイプの優先度がＣＳＩ２の方
が高いため、ＣＳＩ４を除外する（図１５Ｂ参照）。その結果、各組合せからそれぞれ１
個のＣＳＩが選択される。
【０１１２】
　次に、ユーザ端末は、上記図１４と同様に、ＣＳＩ１、ＣＳＩ２、ＣＳＩ３に対して、
セルインデックス、ＳＭＲインデックス及びＩＭＲインデックスの組合せの優先度に基づ
いて、フィードバックＣＳＩを選択する。ここでは、優先度が最も高いＣＳＩ１が選択さ
れ、ＰＵＣＣＨ（例えば、ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ２）を介して、ユーザ端末から無線
基地局にフィードバックされる。
【０１１３】
　このように、セルインデックス、ＳＭＲインデックス及びＩＭＲインデックスの組合せ
の優先度に基づいて複数のＣＳＩを分類し、分類された組合せのグループに対してＰＵＣ
ＣＨ報告タイプとセルインデックスに設定される優先度に基づいて選択することにより、
複数のＣＳＩについて適切に優先付けを行うことができる。なお、ここでは、セルインデ
ックス、ＳＭＲインデックス及びＩＭＲインデックスの組合せについて説明したが、他の
インデックスの組合せにも適用することができる。
【０１１４】
（他の態様）
　本実施の形態の他の態様として、ユーザ端末からＰＵＳＣＨを介して複数のＣＳＩをフ
ィードバックする際に、ＰＵＳＣＨに対する複数のＣＳＩの配置順序（placing　order）
として、上記第１の態様又は第２の態様におけるＣＳＩの優先度に基づいて決定すること
ができる。
【０１１５】
　上述したように、ユーザ端末からフィードバックされるＣＳＩは、ユーザデータと同時
に送信する場合はＰＵＳＣＨと時間多重される。Ｒｅｌ．１０においては、ＰＵＳＣＨを
介して異なる送信ポイントから複数のＣＳＩをフィードバックする際に、セルインデック
スの順番にしたがうことが検討されている。しかし、ＰＵＳＣＨを介して１つの送信ポイ
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ントから複数のＣＳＩをどのようにフィードバックするかについては決まっていない。
【０１１６】
　したがって、ここでは、ＰＵＳＣＨを介して複数のＣＳＩを送信する場合に、上記第１
の態様で規定されるＣＳＩの優先度に基づいて、複数のＣＳＩのＰＵＳＣＨに対する配置
順序（placing　order）を決定する。あるいは、上記第２の態様で規定されるＣＳＩの優
先度に基づいて、複数のＣＳＩのＰＵＳＣＨに対する配置順序を決定してもよい。
【０１１７】
（無線通信システムの構成）
　以下に、本実施の形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図１６は、本
実施の形態に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図１６に示す
無線通信システムは、例えば、ＬＴＥシステム或いは、ＳＵＰＥＲ　３Ｇが包含されるシ
ステムである。この無線通信システムでは、ＬＴＥシステムのシステム帯域を一単位とす
る複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている。
また、この無線通信システムは、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄと呼ばれても良く、４Ｇと呼
ばれても良い。
【０１１８】
　図１６に示すように、無線通信システム１は、無線基地局２０Ａ，２０Ｂと、この無線
基地局２０Ａ，２０Ｂと通信する複数の第１、第２のユーザ端末１０Ａ，１０Ｂとを含ん
で構成されている。無線基地局２０Ａ，２０Ｂは、上位局装置３０と接続され、この上位
局装置３０は、コアネットワーク４０と接続される。また、無線基地局２０Ａ，２０Ｂは
、有線接続又は無線接続により相互に接続されている。第１、第２のユーザ端末１０Ａ，
１０Ｂは、セルＣ１，Ｃ２において無線基地局２０Ａ，２０Ｂと通信を行うことができる
。なお、上位局装置３０には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコ
ントローラ（ＲＮＣ）、モビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）などが含まれる
が、これに限定されない。なお、セル間では、必要に応じて、複数の基地局によりＣｏＭ
Ｐ送信の制御が行われる。
【０１１９】
　第１、第２のユーザ端末１０Ａ，１０Ｂは、ＬＴＥ端末及びＬＴＥ－Ａ端末を含むが、
以下においては、特段の断りがない限り第１、第２のユーザ端末として説明を進める。ま
た、説明の便宜上、無線基地局２０Ａ，２０Ｂと無線通信するのは第１、第２のユーザ端
末１０Ａ，１０Ｂであるものとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固定端末
装置も含むユーザ装置（ＵＥ）でよい。
【０１２０】
　無線通信システム１においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦ
ＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）が、上りリンクについてはＳＣ－ＦＤＭＡ（シングル
キャリア－周波数分割多元接続）が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれ
に限定されない。ＯＦＤＭＡは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に
分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式で
ある。ＳＣ－ＦＤＭＡは、システム帯域を端末毎に１つ又は連続したリソースブロックか
らなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低
減するシングルキャリア伝送方式である。
【０１２１】
　下りリンクの通信チャネルは、第１、第２のユーザ端末１０Ａ，１０Ｂで共有される下
りデータチャネルとしてのＰＤＳＣＨと、下りＬ１／Ｌ２制御チャネル（ＰＤＣＣＨ、Ｐ
ＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ）とを有する。ＰＤＳＣＨにより、送信データ及び上位制御情報
が伝送される。ＰＤＣＣＨにより、ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨのスケジューリング情報
等が伝送される。ＰＣＦＩＣＨ（Physical　Control　Format　Indicator　Channel）に
より、ＰＤＣＣＨに用いるＯＦＤＭシンボル数が伝送される。ＰＨＩＣＨ（Physical　Hy
brid-ARQ　Indicator　Channel）により、ＰＵＳＣＨに対するＨＡＲＱのＡＣＫ/ＮＡＣ
Ｋが伝送される。
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【０１２２】
　上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末で共有される上りデータチャネルとしての
ＰＵＳＣＨと、上りリンクの制御チャネルであるＰＵＣＣＨとを有する。このＰＵＳＣＨ
により、送信データや上位制御情報が伝送される。また、ＰＵＣＣＨにより、ＲＩ、ＰＭ
Ｉ、ＣＱＩ等のチャネル状態情報（ＣＳＩ）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫなどが伝送される。
【０１２３】
　図１７を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成について説明する。
なお、無線基地局２０Ａ，２０Ｂは、同様な構成であるため、無線基地局２０として説明
する。また、後述する第１、第２のユーザ端末１０Ａ，１０Ｂも、同様な構成であるため
、ユーザ端末１０として説明する。
【０１２４】
　無線基地局２０は、送受信アンテナ２０１と、アンプ部２０２と、送受信部（通知部）
２０３と、ベースバンド信号処理部２０４と、呼処理部２０５と、伝送路インターフェー
ス２０６とを備えている。下りリンクにより無線基地局２０からユーザ端末に送信される
送信データは、上位局装置３０から伝送路インターフェース２０６を介してベースバンド
信号処理部２０４に入力される。
【０１２５】
　ベースバンド信号処理部２０４において、下りデータチャネルの信号は、ＰＤＣＰレイ
ヤの処理、送信データの分割・結合、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）再送制御の送信処
理などのＲＬＣレイヤの送信処理、ＭＡＣ（Medium　Access　Control）再送制御、例え
ば、ＨＡＲＱの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、
逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリ
ンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化
や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
【０１２６】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、報知チャネルにより、同一セルに接続するユ
ーザ端末１０に対して、各ユーザ端末１０が無線基地局２０との無線通信するための制御
情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下り
リンクにおけるシステム帯域幅や、ＰＲＡＣＨ（Physical　Random　Access　Channel）
におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報（
Root　Sequence　Index）などが含まれる。
【０１２７】
　送受信部２０３は、ベースバンド信号処理部２０４から出力されたベースバンド信号を
無線周波数帯に変換する。アンプ部２０２は周波数変換された無線周波数信号を増幅して
送受信アンテナ２０１へ出力する。なお、送受信部２０３は、複数セル間の位相差等の情
報及びＰＭＩを含む上りリンク信号を受信する受信手段、及び送信信号を協調マルチポイ
ント送信する送信手段を構成する。また、送受信部２０３は、無線基地局がユーザ端末に
対してセル間ＣＳＩ候補値を通知する際の通知部としても機能する。
【０１２８】
　一方、上りリンクによりユーザ端末１０から無線基地局２０に送信される信号について
は、送受信アンテナ２０１で受信された無線周波数信号がアンプ部２０２で増幅され、送
受信部２０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部
２０４に入力される。
【０１２９】
　ベースバンド信号処理部２０４は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる
送信データに対して、ＦＦＴ処理、ＩＤＦＴ処理、誤り訂正復号、ＭＡＣ再送制御の受信
処理、ＲＬＣレイヤ、ＰＤＣＰレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インタ
ーフェース２０６を介して上位局装置３０に転送される。
【０１３０】
　呼処理部２０５は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局２０の状態管
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理や、無線リソースの管理を行う。
【０１３１】
　図１８は、図１７に示す無線基地局におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロ
ック図である。ベースバンド信号処理部２０４は、レイヤ１処理部２０４１と、ＭＡＣ処
理部２０４２と、ＲＬＣ処理部２０４３と、優先度情報生成部２０４４と、ＣＳＩ取得部
２０４５と、から主に構成されている。
【０１３２】
　レイヤ１処理部２０４１は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ１処理部２０
４１は、例えば、上りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変
換（ＤＦＴ：Discrete　Fourier　Transform）、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変
換（ＩＦＦＴ：Inverse　Fast　Fourier　Transform）、データ復調などの処理を行う。
また、レイヤ１処理部２０４１は、下りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化
、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）などの処理を行う。
【０１３３】
　ＭＡＣ処理部２０４２は、上りリンクで受信した信号に対するＭＡＣレイヤでの再送制
御、上りリンク／下りリンクに対するスケジューリング、ＰＵＳＣＨ／ＰＤＳＣＨの伝送
フォーマットの選択、ＰＵＳＣＨ／ＰＤＳＣＨのリソースブロックの選択などの処理を行
う。
【０１３４】
　ＲＬＣ処理部２０４３は、上りリンクで受信したパケット／下りリンクで送信するパケ
ットに対して、パケットの分割、パケットの結合、ＲＬＣレイヤでの再送制御などを行う
。
【０１３５】
　ＣＳＩ取得部２０４５は、ユーザ端末からＰＵＣＣＨ等を介してフィードバックされた
各セルのＣＳＩを取得する。ユーザ端末からＰＵＣＣＨを介してフィードバックされるＣ
ＳＩは、衝突を回避するように、各ＣＳＩの生成に利用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、
ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等）のインデックスに設定される優先
度に基づいて選択されている。
【０１３６】
　優先度情報生成部２０４４は、ユーザ端末が生成した複数種類のＣＳＩの中から、フィ
ードバックＣＳＩを選択するために、ＣＳＩの生成に利用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ
、ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等）のインデックスに対する優先度
を設定する。優先度が設定されたインデックスに関する情報は、例えば、報知信号（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌを用いて送信されるＭａｓｔｅｒ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＩＢ）、もしくはデータチャネルに多重される
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＳＩＢ））で送られてもよいし、
上位レイヤシグナリング、ＲＲＣシグナリング、Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ（ＭＡＣ）信号又は下りリンク制御情報により無線基地局からユーザ端末に通知さ
れる。
【０１３７】
　次に、図１９を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成について説明
する。ＬＴＥ端末もＬＴＥ-Ａ端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別
せずに説明する。ユーザ端末１０は、送受信アンテナ１０１と、アンプ部１０２と、送受
信部（受信部）１０３と、ベースバンド信号処理部１０４と、アプリケーション部１０５
とを備えている。
【０１３８】
　下りリンクのデータについては、送受信アンテナ１０１で受信された無線周波数信号が
アンプ部１０２で増幅され、送受信部１０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換
される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部１０４でＦＦＴ処理や、誤り
訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンク
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の送信データは、アプリケーション部１０５に転送される。アプリケーション部１０５は
、物理レイヤやＭＡＣレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンク
のデータの内、報知情報も、アプリケーション部１０５に転送される。
【０１３９】
　一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部１０５からベースバンド信号処
理部１０４に入力される。ベースバンド信号処理部１０４においては、マッピング処理、
再送制御（ＨＡＲＱ）の送信処理や、チャネル符号化、ＤＦＴ処理、ＩＦＦＴ処理を行う
。送受信部１０３は、ベースバンド信号処理部１０４から出力されたベースバンド信号を
無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部１０２は、周波数変換された無線周波数信号
を増幅して送受信アンテナ１０１より送信する。なお、送受信部１０３は、位相差の情報
、接続セルの情報、選択されたＰＭＩなどを複数セルの無線基地局ｅＮＢに送信する送信
手段、及び下りリンク信号を受信する受信手段を構成する。
【０１４０】
　図２０は、図１９に示すユーザ端末におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロ
ック図である。ベースバンド信号処理部１０４は、レイヤ１処理部１０４１と、ＭＡＣ処
理部１０４２と、ＲＬＣ処理部１０４３と、フィードバックＣＳＩ選択部１０４４と、優
先度情報取得部１０４５と、ＣＳＩ生成部１０４６と、から主に構成されている。
【０１４１】
　レイヤ１処理部１０４１は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ１処理部１０
４１は、例えば、下りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変
換（ＤＦＴ）、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）、データ復調など
の処理を行う。また、レイヤ１処理部１０４１は、上りリンクで送信する信号に対して、
チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）など
の処理を行う。
【０１４２】
　ＭＡＣ処理部１０４２は、下りリンクで受信した信号に対するＭＡＣレイヤでの再送制
御（ＨＡＲＱ）、下りスケジューリング情報の解析（ＰＤＳＣＨの伝送フォーマットの特
定、ＰＤＳＣＨのリソースブロックの特定）などを行う。また、ＭＡＣ処理部１０４２は
、上りリンクで送信する信号に対するＭＡＣ再送制御、上りスケジューリング情報の解析
（ＰＵＳＣＨの伝送フォーマットの特定、ＰＵＳＣＨのリソースブロックの特定）などの
処理を行う。
【０１４３】
　ＲＬＣ処理部１０４３は、下りリンクで受信したパケット／上りリンクで送信するパケ
ットに対して、パケットの分割、パケットの結合、ＲＬＣレイヤでの再送制御などを行う
。
【０１４４】
　ＣＳＩ生成部１０４６は、各送信ポイントから送信されるチャネル状態測定用参照信号
（希望信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ、干渉信号推定用ＣＳＩ－ＲＳ）を用いて、複数種類のチ
ャネル状態情報（ＣＳＩ）を生成する。例えば、上記図３に示すように、各送信ポイント
に配置されるＳＭＲ、ＩＭＲに基づいて、シングルセル送信時におけるＣＳＩ、ＣｏＭＰ
送信時におけるＣＳＩ等を生成する。
【０１４５】
　優先度情報取得部１０４５は、ＣＳＩの生成に利用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、Ｕ
Ｅ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等）のインデックス、セルインデックス
、ＣＳＩインデックス、これらの組合せに設定される優先度に関する情報を取得する。無
線基地局が、各情報の優先度を決定する場合には、優先度が設定されたインデックスに関
する情報は、例えば、報知信号（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌを用いて送信されるＭａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＩＢ）、
もしくはデータチャネルに多重されるＳｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃ
ｋ（ＳＩＢ））、上位レイヤシグナリング、ＲＲＣシグナリング、Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃ
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ｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ）信号又は下りリンク制御情報により無線基地局からユ
ーザ端末に通知される。
【０１４６】
　フィードバックＣＳＩ選択部１０４４は、優先度情報取得部１０４５からの優先度情報
に基づいて、生成した複数種類のＣＳＩの中からフィードバックする所定のＣＳＩを選択
する。
【０１４７】
　上記第１の態様を適用する場合には、フィードバックＣＳＩ選択部１０４４は、ＣＳＩ
生成部１０４６で生成される複数種類のＣＳＩの中から、各ＣＳＩの生成に利用される各
情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、ＵＥ　ｅｍｕｌａｔｉｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等）のインデ
ックスに設定される優先度に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する。
【０１４８】
　上記第２の態様を適用する場合には、ＣＳＩ生成部１０４６で生成される複数種類のＣ
ＳＩの中から、各ＣＳＩの生成に利用される各情報（ＳＭＲ、ＩＭＲ、ＵＥ　ｅｍｕｌａ
ｔｉｏｎ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ等）のインデックスの組合せに対して設定される優先度
に基づいて、フィードバックＣＳＩを選択する。
【０１４９】
　フィードバックＣＳＩ選択部１０４４で選択されたＣＳＩは、ＰＵＣＣＨを介して無線
基地局にフィードバックされる。
【０１５０】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、本発明は上記実施の
形態に限定されず、様々変更して実施することが可能である。例えば、本発明の範囲を逸
脱しない限りにおいて、上記説明におけるＣＳＩ－ＲＳの設定位置、ミューティング（ゼ
ロパワー）の設定位置、処理部の数、処理手順、ＣＳＩ－ＲＳの数、ミューティングの数
、送信ポイント数については適宜変更して実施することが可能である。また、上記説明に
おいては、複数の送信ポイントが複数の無線基地局である場合について説明しているが、
送信ポイントはアンテナであっても良い。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更
して実施することが可能である。
【符号の説明】
【０１５１】
　１　無線通信システム
　１０　ユーザ端末
　２０　無線基地局
　３０　上位局装置
　４０　コアネットワーク
　１０１　送受信アンテナ
　１０２　アンプ部
　１０３　送受信部（受信部）
　１０４　ベースバンド信号処理部
　１０５　アプリケーション部
　２０１　送受信アンテナ
　２０２　アンプ部
　２０３　送受信部（通知部）
　２０４　ベースバンド信号処理部
　２０５　呼処理部
　２０６　伝送路インターフェース
　１０４１，２０４１　レイヤ１処理部
　１０４２，２０４２　ＭＡＣ処理部
　１０４３，２０４３　ＲＬＣ処理部
　１０４４　フィードバックＣＳＩ選択部
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　１０４５　優先度情報取得部
　１０４６　ＣＳＩ生成部
　２０４４　優先度情報生成部
　２０４５　ＣＳＩ取得部
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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