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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線リソース制御シグナリングを用いて仮想セル識別情報の指標を受信し、前記仮想セ
ル識別情報はエボルブドユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステムテレスト
リアルラジオアクセスネットワークのセルに対応づけるために動的に選択され、サイクリ
ックシフトパラメータを受信する第１の回路と、
　前記仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づいて復調基準信号パラメータを生成し
、前記サイクリックシフトパラメータに基づくサイクリックシフトの導出によって復調基
準信号に対応するサイクリックシフトを決定し、当該決定が前記仮想セル識別情報に依存
する第２の回路と
　を備えるユーザ機器。
【請求項２】
　前記復調基準信号パラメータは、グループホッピングパターンである請求項１に記載の
ユーザ機器。
【請求項３】
　前記復調基準信号パラメータは、物理アップリンク共有チャネル送信に対応付けられて
いる請求項１または２に記載のユーザ機器。
【請求項４】
　前記復調基準信号パラメータは、シーケンスホッピングパラメータである請求項１から
３の何れか１項に記載のユーザ機器。
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【請求項５】
　前記仮想セル識別情報に少なくとも部分的に基づいて前記復調基準信号パラメータを生
成することは、前記仮想セル識別情報を用いてのベースシーケンスの導出を含む請求項１
から４の何れか１項に記載のユーザ機器。
【請求項６】
　前記復調基準信号パラメータは、物理アップリンク共有チャネルの前記復調基準信号の
ための第２のサイクリックシフトパラメータである請求項１から５の何れか１項に記載の
ユーザ機器。
【請求項７】
　前記サイクリックシフトパラメータは、無線リソース制御シグナリングを用いて受信さ
れる請求項１から６の何れか１項に記載のユーザ機器。
【請求項８】
　エボルブドユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステムテレストリアルラジ
オアクセスネットワークのセルに対応づけるために動的に選択される仮想セル識別情報を
選択する第１の回路と、
　復調基準信号パラメータを生成する場合に少なくとも部分的に基づいて用いられる前記
仮想セル識別情報の指標と、サイクリックシフトパラメータに基づくサイクリックシフト
の導出によって復調基準信号に対するサイクリックシフトを決定する場合に用いられるサ
イクリックシフトパラメータの指標とを、無線リソース制御シグナリングを用いてユーザ
機器に提供する第２の回路と
　を備えるｅＮＢ。
【請求項９】
　前記復調基準信号パラメータは、グループホッピングパターンである請求項８に記載の
ｅＮＢ。
【請求項１０】
　前記復調基準信号パラメータは、物理アップリンク共有チャネル送信に対応付けられて
いる請求項８または９に記載のｅＮＢ。
【請求項１１】
　前記復調基準信号パラメータは、シーケンスホッピングパラメータである請求項８から
１０の何れか１項に記載のｅＮＢ。
【請求項１２】
　前記仮想セル識別情報の前記指標を前記指標に少なくとも部分的に基づいて前記復調基
準信号パラメータを生成する場合に用いるべく前記ユーザ機器に提供することは、前記仮
想セル識別情報でベースシーケンスの導出に用いる前記指標を前記ユーザ機器に提供する
ことを含む請求項８から１１の何れか１項に記載のｅＮＢ。
【請求項１３】
　前記復調基準信号パラメータは、物理アップリンク共有チャネルの前記復調基準信号の
ための第２のサイクリックシフトパラメータである請求項８から１２の何れか１項に記載
のｅＮＢ。
【請求項１４】
　前記仮想セル識別情報の前記指標は、前記指標に少なくとも部分的に基づいて前記復調
基準信号パラメータを生成する場合に用いるべく、および、前記指標に少なくとも部分的
に基づいてサウンディング基準信号パラメータを生成する場合に用いるべく、前記ユーザ
機器に提供される請求項８から１３の何れか１項に記載のｅＮＢ。
【請求項１５】
　前記サイクリックシフトパラメータは、無線リソース制御シグナリングを用いて提供さ
れる請求項８から１４の何れか１項に記載のｅＮＢ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　＜関連出願＞
　本願は、米国特許出願第１３／５３６，７２２号（出願日：２０１２年６月２８日、発
明の名称：「ＵＰＬＩＮＫ　ＣＯＯＲＤＩＮＡＴＥＤ　ＭＵＬＴＩ－ＰＯＩＮＴ」）およ
び米国仮特許出願第６１／５９１，６４１号（出願日：２０１２年１月２７日、発明の名
称：「ＡＤＶＡＮＣＥＤ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥ
ＭＳ　ＡＮＤ　ＴＥＣＨＮＩＱＵＥＳ」）に基づく優先権を主張する。両文献の開示内容
は全て、参照により本願に組み込まれる。
【０００２】
　本発明の実施形態は、概して通信分野に関し、具体的には無線通信ネットワークにおけ
るアップリンクのマルチポイント協調動作に関する。
【背景技術】
【０００３】
　マルチポイント協調（ＣｏＭＰ）は、システムスペクトル効率およびセルエッジユーザ
スループット性能を改善するために利用され得る干渉回避方式である。ＣｏＭＰは、複数
のｅＮＢの間の送信を調整することによって、他のセルに対する干渉を回避するために用
いられるとしてよい。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本発明の実施形態は、添付図面において制限するためではなく一例として図示されてい
る。添付図面において、同様の参照番号は同様の構成要素を意味する。
【図１】さまざまな実施形態に係る無線通信ネットワークを示す概略図である。
【図２】さまざまな実施形態に係るＵＥ固有ＳＲＳパラメータをシグナリングするための
処理を説明するフローチャートである。
【図３】さまざまな実施形態に係る、ＵＬ　ＣｏＭＰを効率的にサポートするための、物
理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース配分およびＰＵＣＣＨシーケンス割
り当てを説明するフローチャートである。
【図４】さまざまな実施形態に係る、ＵＥ固有ＵＬ　ＤＭ－ＲＳパラメータをシグナリン
グするための処理を説明するフローチャートである。
【図５】さまざまな実施形態に係るシステムの例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本開示の実施形態は、無線通信ネットワークにおけるアップリンク（ＵＬ）マルチポイ
ント協調（ＣｏＭＰ）に関するとしてよい。具体的に、本開示の実施形態は、ＵＬ　Ｃｏ
ＭＰ動作のための制御シグナリングフレームワークの側面を定義することに関するとして
よい。
【０００６】
　実施形態例のさまざまな側面は、当業者同士が研究内容を伝えるために一般的に用いる
単語を用いて説明される。しかし、説明する側面の一部を用いて幾つかの別の実施形態を
実施し得ることは当業者には明らかである。説明の便宜上、実施形態例を深く理解してい
ただくべく具体的な数、材料および構成を記載する。しかし、記載した具体的且つ詳細な
内容を利用することなく別の実施形態を実施し得ることは当業者には明らかである。また
、公知の特徴は、実施形態例をあいまいにしないように、省略するか簡単に説明している
。
【０００７】
　さらに、さまざまな処理を、実施形態例を最も理解し易い方法で順次行われる複数の別
個の処理として説明する。しかし、説明した順序は、これらの処理を必ずしもその順序で
行うことを意味すると解釈されるべきではない。具体的には、このような処理は提示した
順序で実行する必要はない。
【０００８】
　「一実施形態」という表現は繰り返し用いられる。この表現は概して、同じ実施形態を
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意味するものではないが、その場合もある。「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「有
する（ｈａｖｉｎｇ）」、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含む）」といった用語は、特に明記さ
れていない限り、同義語である。「Ａ／Ｂ」という表現は「ＡまたはＢ」を意味する。「
Ａおよび／またはＢ」という表現は、「（Ａ）、（Ｂ）または（ＡおよびＢ）」を意味す
る。「Ａ、ＢおよびＣのうち少なくとも１つ」という表現は、「（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）
、（ＡおよびＢ）、（ＡおよびＣ）、（ＢおよびＣ）または（Ａ、ＢおよびＣ）」を意味
する。「（Ａ）Ｂ」という表現は、「（Ｂ）または（Ａ　Ｂ）」を意味する。つまり、Ａ
は任意である。
【０００９】
　本明細書で用いる場合、「モジュール」という用語は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、電子回路、１または複数のソフトウェアプログラムまたはファームウェアプログラ
ムを実行するプロセッサ（共有、専用または群）および／またはメモリ（共有、専用また
は群）、組み合わせロジック回路、および／または、説明した機能を提供する他の適切な
コンポーネントを意味するか、これらの一部であるか、または、これらを含むとしてよい
。
【００１０】
　図１は、さまざまな実施形態に係る無線通信ネットワーク１００を示す概略図である。
無線通信ネットワーク１００（以下では「ネットワーク１００」と呼ぶ）は、エボルブド
ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）テレストリアルラジ
オアクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）等の第三世代パートナーシッププロジェクト
（３ＧＰＰ）のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークのアクセスネット
ワークであってよい。ネットワーク１００は、アップリンク（ＵＬ）マルチポイント協調
（ＣｏＭＰ）動作をサポートするように構成されているとしてよい。ＵＬ　ＣｏＭＰ動作
については、現在のところ３ＧＰＰ標準化機関によって定義されている仕様は無い。ＵＬ
　ＣｏＭＰ動作は、ＵＥからデータを受信する予定のポイントセットであるＵＬ　ＣｏＭ
Ｐ協調セットを決定することを含むとしてよい。ＵＬ　ＣｏＭＰ協調セットは、ＵＥ固有
であってよく、ＵＥにシグナリングされると、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング
または媒体アクセス制御（ＭＡＣ）シグナリングによって動的に設定または変更されると
してよい。ネットワーク１００は、モバイルデバイスまたは端末を含むとしてよい。例え
ば、複数の基地局、例えば、エンハンスドノード基地局（ｅＮＢ）１０８ａ、１０８ｂお
よび１０８ｃ（１０８と総称）と無線通信を行うように構成されているユーザ機器（ＵＥ
）１０４を含むとしてよい。本発明の実施形態はＬＴＥネットワークに基づいて説明する
が、一部の実施形態は他の種類の無線アクセスネットワークでも利用され得る。
【００１１】
　ＵＥ１０４およびｅＮＢ１０８は、ネットワーク１００においてＵＬ　ＣｏＭＰ動作を
サポートするべく制御シグナリングパラメータおよびメッセージシグナリングパラメータ
を決定、提供および／または受信するように構成されているとしてよい。制御シグナリン
グパラメータおよびメッセージシグナリングパラメータは、チャネル状態情報基準信号（
ＣＳＩ－ＲＳ）リソース構成パラメータ、オープンループ電力制御パラメータ、ＵＬ復調
基準信号（ＤＭ－ＲＳ）パラメータ、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）パラメータ、お
よび、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース配分に関連するパラメータ
を含むとしてよい。これらのパラメータの決定、提供および／または受信を可能とするＵ
Ｅ１０４およびｅＮＢ１０８の構成については、パラメータ毎に後述する。
【００１２】
　ＵＥ１０４は、１または複数のアンテナ１１６に結合されている通信モジュール１１２
を含むとしてよい。通信モジュール１１２は、１または複数のアンテナ１１６に結合され
ている物理層回路１１８、ＭＡＣ層回路１２０、ユーザプレーン回路１２２、制御プレー
ン回路１２４およびＲＲＣ回路１２６を含むとしてよい。図示されているように、制御プ
レーン回路１２４およびユーザプレーン回路１２２は、ＭＡＣ層回路１２０を介して、物
理層回路１１８に通信可能に結合されているとしてよい。言い換えると、ＭＡＣ層回路１
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２０は、物理層回路１１８との間でユーザプレーン信号および／または制御プレーン信号
を通信するように構成されているインターフェースであってよい。また、ＲＲＣ回路１２
６は、制御プレーン回路１２４に組み込まれているとしてよい。
【００１３】
　さまざまな実施形態によると、複数のｅＮＢ１０８はまとめて一のＵＬ　ＣｏＭＰ協調
セットとして構成されているとしてよく、１または複数のｅＮＢ１０８は、ＵＥ１０４に
対してＵＬ　ＣｏＭＰ受信ポイント（ＲＰ）セットとして構成されているとしてよい。Ｕ
Ｌ　ＣｏＭＰ　ＲＰセットは、ＵＥ１０４からデータを能動的に受信するポイントセット
であってよい。ＵＬ　ＣｏＭＰ　ＲＰセットは、ＵＬ　ＣｏＭＰ協調セットの一部分であ
ってよい。ｅＮＢ１０８ａは、通信モジュール１２８および１または複数のアンテナ１３
０を含むとしてよい。通信モジュール１２８は、物理層回路１３２、ＭＡＣ層回路１３４
、ユーザプレーン回路１３８および制御プレーン回路１３８を含むとしてよい。また、Ｍ
ＡＣ層回路１３４は、ＭＡＣ制御要素（ＭＡＣ－ＣＥ）回路１４２を含むとしてよく、制
御プレーン回路１４０は、ＲＲＣ回路１４４を含むとしてよい。制御プレーン回路１３２
およびユーザプレーン回路１３８は、ＭＡＣ層回路１３４を介して物理層回路１３２に通
信可能に結合されているとしてよい。言い換えると、ＭＡＣ層回路１３４は、ユーザプレ
ーン信号および／または制御プレーン信号を物理層回路１３２との間で通信するように構
成されているインターフェースであってよい。
【００１４】
　ｅＮＢ１０８ｂおよび１０８ｃは、ネットワーク１００におけるＵＬ　ＣｏＭＰ動作を
サポートするべく、制御シグナリングパラメータおよびメッセージシグナリングパラメー
タを決定、提供および／または受信するという、ｅＮＢ１０８ａと同様の特徴を持つとし
てよい。
【００１５】
　ＣＳＩ－ＲＳリソース構成は、送信電力、周期、サブフレームオフセット、初期化シー
ド、および、ＵＥ１０４および／またはｅＮＢ１０８で利用可能なアンテナポートの数に
関する情報を含むとしてよい。一実施形態によると、ＣＳＩ－ＲＳは、ＵＥ１０４に特定
のポイント、例えば、受信ポイントを識別させて選択させるための情報を含むとしてよい
。ｅＮＢ１０８ａは、制御シグナリングに基づくＣｏＭＰ初期化プロセスによってＣＳＩ
－ＲＳリソース構成を提供するとしてよい。例えば、ｅＮＢ１０８ａは、ＲＲＣシグナリ
ングによってＣＳＩ－ＲＳリソース構成をＲＲＣ回路１４４に提供するとしてよい。
【００１６】
　ｅＮＢ１０８ａは、定義されている場合、ＣｏＭＰリソースマネジメント（ＣＲＭ）セ
ット内の各ＣＳＩ－ＲＳリソースにインデックスを割り当てるように構成されているとし
てよい。ＣＲＭセットは、ＣＳＩ－ＲＳを利用した受信信号測定を実施して報告し得るＣ
ＳＩ－ＲＳリソースセットであるとしてよい。ｅＮＢ１０８ａは、これに代えて、ＵＥ１
０４のＵＬ送信のパスロス推定について測定するポイントセットに含まれる各ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソースにインデックスを割り当てるように構成されているとしてよい。ｅＮＢ１０８
ａは、ＣＳＩ－ＲＳ構成メッセージに含まれるＣＳＩ－ＲＳの順序に基づきインデックス
を黙示的に割り当てるとしてよい。または、ｅＮＢ１０８は、３－４ビットのインデック
スを各ＣＳＩ－ＲＳリソースに割り当てるとしてよい。実施形態によると、ＣＳＩ－ＲＳ
リソースインデックスは、ＲＲＣの構成または初期化の一環として、割り当てられるとし
てよい。
【００１７】
　これに代えて、ｅＮＢ１０８ａは、ＣＳＩ－ＲＳ構成メッセージに含まれるＣＳＩ－Ｒ
Ｓの順序に基づき、各ＣＳＩ－ＲＳリソースにインデックスを割り当てるとしてよい。
【００１８】
　ｅＮＢ１０８ａは、ダウンリンクのＣｏＭＰのＣＳＩ－ＲＳリソース構成を再利用する
ように構成されているとしてよい。例えば、ｅＮＢ１０８ａは、ＵＬ　ＣｏＭＰをサポー
トするシグナリング構成情報を容易にするべく、ＤＬ　ＣｏＭＰのＣＳＩ－ＲＳリソース
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構成を再利用するように構成されているとしてよい。これに代えて、ｅＮＢ１０８ａは、
ＵＬ　ＣｏＭＰ開始時において、再利用されたＣＳＩ－ＲＳ構成を独立して組み込むとし
てよい。さらに、ｅＮＢ１０８ａは、後述するように、追加のＵＬパラメータを特定して
シグナリングするべく、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成を利用するとしてよい。
【００１９】
　ＵＥ１０４および／またはｅＮＢ１０８ａは、ＵＬ　ＣｏＭＰ協調セットに含まれる各
ポイントのそれぞれのＣＳＩ－ＲＳリソースインデックスを用いて、当該ポイントを識別
するように構成されているとしてよい。したがって、各ＣＳＩ－ＲＳリソースインデック
スは、その後のシグナリングにおいて、特定のＣＳＩ－ＲＳリソースに対するポインタと
して利用されるとしてよい。ｅＮＢ１０８ａがＲＲＣ構成においてＣＳＩ－ＲＳリソース
インデックスを割り当てる場合、ｅＮＢ１０８は、対応するＲＲＣメッセージに含まれる
ＣＳＩ－ＲＳの順序に基づいてインデックスを明示的または黙示的に定義するとしてよい
。ｅＮＢ１０８は、ＤＬ動作およびＵＬ動作について、ＣＳＩ－ＲＳインデックスを同様
に割り当てるとしてよい。しかし、さまざまな実施形態によると、ＵＬ　ＣｏＭＰ協調セ
ットは、ＤＬ　ＣｏＭＰ　ＣＳＩ測定セットとは異なる場合がある。
【００２０】
　ＵＥ１０４および／またはｅＮＢ１０８は、ＲＰをＣｏＭＰ　ＲＰセットから除去する
か、または、ＲＰをＣｏＭＰ　ＲＰセットに追加するかに基づいて、ＵＬ電力制御（ＰＣ
）パラメータを選択、決定または更新するように構成されるとしてよい。一実施形態に係
るＵＬ　ＰＣパラメータセットの例は、表１に定義されているとしてよい。
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【表１】

【００２１】
　本開示のさまざまな実施形態によると、ＣｏＭＰ　ＲＰセットにおいてＲＰが追加また
は削除／置換される度に、ＵＥ１０４および／またはｅＮＢ１０８ａは、ＵＬ　ＰＣパラ
メータを更新または再定義するとしてよい。
【００２２】
　第１の実施形態によると、ｅＮＢ１０８ａは、動的なＲＲＣメッセージ、ＭＡＣメッセ
ージまたは物理層（ＰＨＹ）メッセージにおいて、電力制御パラメータを設定または決定
するとしてよい。実施形態によると、ｅＮＢ１０８ａは、同じＲＲＣメッセージ、ＭＡＣ
メッセージまたはＰＨＹメッセージにおいて、ＵＬ　ＰＣパラメータを設定し、ＣｏＭＰ
　ＲＰセットを示すとしてよい。同じＲＲＣメッセージ、ＭＡＣメッセージまたはＰＨＹ
メッセージにおいてＣｏＭＰ　ＲＰセットを示すものとしてＰＣパラメータを設定するこ
とで、ＰＣパラメータを設定するために用いられる他の技術よりも高い柔軟性が得られる
としてよい。
【００２３】
　ＵＥ１０４の制御プレーン回路１２４は、ＲＲＣメッセージ、ＭＡＣメッセージまたは
ＰＨＹメッセージを受信するように構成されているとしてよく、当該メッセージに基づい
てＵＥ１０４のＵＬ　ＰＣパラメータを決定するように構成されているとしてよい。
【００２４】
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　ＵＬ　ＰＣパラメータは、セル毎に固有であるか、準静的に決まるとしてよい。このた
め、第２の実施形態によると、ｅＮＢ１０８ａは、ＲＰのさまざまな組み合わせに適用可
能なＵＬ　ＰＣパラメータセットのリストまたはセットを生成するように構成されている
としてよい。ｅＮＢ１０８ａは、ポイントのＣＳＩ－ＲＳリソースインデックスに基づい
て、ＵＬ　ＰＣパラメータセットのリストまたはセットを生成するとしてよい。ＵＥ１０
４のＲＲＣ回路１２６はこの後、ＲＲＣメッセージングを用いて、ＵＬ　ＰＣパラメータ
セットのリストまたはセットを受信するとしてよい。ＵＬ　ＰＣパラメータセットのリス
トまたはセットはこの後、例えば、ＭＡＣ層回路１３４とＭＡＣ層回路１２０との間、ま
たは、ＭＡＣ－ＣＥ回路１４２とＭＡＣ回路１２０との間において、ＭＡＣシグナリング
によって更新されるとしてよい。ＣｏＭＰ　ＲＰセットのＭＡＣ層動的シグナリングによ
って、ＵＥ１０４の制御プレーン回路１２４は、更新されたＵＬ　ＰＣパラメータを適用
するとしてよい。
【００２５】
　少数のＲＰセットが共同受信について許可を持つ場合、または、協調したスケジューリ
ングおよびビームフォーミング（ＣＳ／ＣＢ）ベースのＵＬ　ＣｏＭＰを用いる場合、ｅ
ＮＢ１０８ａによってＵＬ　ＰＣパラメータセットのリストまたはセットを生成すること
は、ＣｏＭＰ　ＲＰセットを示すために用いられる同じ動的メッセージにおいてＵＬ　Ｐ
Ｃパラメータを設定することよりも高効率であるとしてよい。
【００２６】
　有利な点として、ＵＬ　ＰＣパラメータをＣｏＭＰ　ＲＰセットに含まれるポイントの
ＣＳＩ－ＲＳリソースインデックスで参照することで、ＵＥ１０４は、ＣＳＩ－ＲＳにお
いてＵＥ１０４が測定する平均受信電力を用いてパスロス情報を決定できる場合がある。
最適化－シグナリングオーバーヘッドのトレードオフ関係に基づき、特に移動が少ないシ
ナリオの場合、ＲＲＣ層を用いて好ましいＲＰのみのＣＳＩ－ＲＳリソースインデックス
を準静的にシグナリングすることで十分であるとしてよい。実施形態において、移動が少
ないシナリオは、速度が約３ｋｍ／ｈおよびそれ以下の場合を含む。
【００２７】
　ｅＮＢ１０８ａがＵＬ　ＰＣパラメータおよびパスロスオフセット値をＵＥ毎に構成す
る場合、ＵＥ１０４の制御プレーン回路１２４は、ｅＮＢ１０８ａによるＲＲＣメッセー
ジング、ＭＡＣメッセージングまたはＰＨＹメッセージングを用いて、ＵＬ　ＰＣパラメ
ータおよびパスロスオフセット値のリストにおける適切なインデックスのシグナリングに
よって、ＵＬ　ＰＣパラメータおよびパスロスオフセット値を直接受信するとしてよい。
【００２８】
　ＵＬ　ＤＭ－ＲＳのパラメータは、ＵＥ１０４がＵＥ１０４用のＤＭ－ＲＳシーケンス
についてベースシーケンス、サイクリックシフト（ＣＳ）および直交カバーコード（ＯＣ
Ｃ）を選択できるようにするためのパラメータを含む。
【００２９】
　ＵＬ　ＣｏＭＰで用いられる予定のＤＭ－ＲＳシーケンス割り当てがＵＥ固有である場
合、制御プレーン回路１４０は、ベースシーケンスおよびＣＳの両方をＵＥ固有で割り当
てるとしてよい。ＤＭ－ＲＳシーケンスをＵＥ毎に構成するべく、ｅＮＢ１０８ａは、セ
ル毎に１つのベースシーケンスのみと対応付ける代わりに、セルレベルにおいて限られた
数のベースシーケンスを構成するとしてよい。ＣＲＭセットに含まれる複数の異なるポイ
ントに対応付けられているベースシーケンスのセット同士の間には重なる部分がある場合
がある。このため、ｅＮＢ１０８ａは、このＣＲＭセットのベースシーケンスのセットか
ら一のベースシーケンスをＵＥ１０４等のスケジューリングされたＵＥに動的に割り当て
るとしてよい。ｅＮＢ１０８ａは、ｅＮＢ１０８ａにおけるスケジューリング決定結果に
基づいてスケジューリングされたＵＥに動的に割り当てるとしてよい。
【００３０】
　ｅＮＢ１０８ａは、準静的に、例えば、ＲＲＣレベルにおいて、ブロードキャストシグ
ナリングまたは専用シグナリングによって、ベースシーケンスのスーパーセットを構成す
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るとしてよい。尚、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０仕様によると、セル固有ベースシーケンスは物
理セルＩＤ（ＰＣＩ）を用いて導出される。ベースシーケンスのこのセットのＲＲＣ構成
もまた、セルＩＤの利用に基づいて決まるとしてよい。
【００３１】
　さまざまな実施形態によると、ｅＮＢ１０８ａは、ベースシーケンス、グループホッピ
ングパターンおよびシーケンスホッピングパターンを導出するために用いられるベースシ
ーケンスシードの算出のために仮想セルＩＤ（ＶＣＩＤ）を確保するとしてよい。これに
代えて、ｅＮＢ１０８ａは、ベースシーケンス、グループホッピングパターンおよびシー
ケンスホッピングパターンを導出するために用いられるべきシードの値を直接列挙するＲ
ＲＣ構成を利用するとしてよい。実施形態によると、ＤＭ－ＲＳシーケンスを動的に指定
すること（後述）は、ｅＮＢ１０８ａが準静的なＲＲＣシグナリングによってＶＣＩＤ／
ベースシーケンスシードのスーパーセットではなく、一のＶＣＩＤを構成する場合、必要
ない。
【００３２】
　ＤＭ－ＲＳシーケンスの動的な指定について、ｅＮＢ１０８ａは、所与のＵＥについて
ＵＬ　ＣｏＭＰが利用すべきシード／ＶＣＩＤの動的な選択をシグナリングするべく、Ｍ
ＡＣ－ＣＥ回路１４２を利用するとしてよい。ｅＮＢ１０８ａは、ＵＬ　ＰＣ設定につい
て利用されるＭＡＣ－ＣＥメッセージングと、シード／仮想セルＩＤの動的な選択とを組
み合わせるとしてよい。ｅＮＢ１０８ａは、構成メッセージにおけるシード／ＶＣＩＤに
対して、明示的または黙示的なインデックスを用いて、例えば、一部の所定の順序を用い
て、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が搬送するダウンリンク制御情報（Ｄ
ＣＩ）を用いて、シード／仮想セルＩＤの動的な選択をシグナリングするべく物理層回路
１３２を利用するとしてよい。
【００３３】
　ｅＮＢ１０８ａおよびＵＥ１０４は、ＵＬ　ＤＭ－ＲＳについてＣＳの値を決定するよ
うに構成されているとしてよい。ｅＮＢ１０８ａおよびＵＥ１０４は、ｎ（１）

ＤＭＲＳ

、ｎ（２）
ＤＭＲＳ，λ、ｎＰＮ（ｎｓ）という３つのパラメータに基づいてＣＳを導出

するとしてよい。ｎ（１）
ＤＭＲＳは、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０（非ＣｏＭＰ）動作と同様

に、ＭＡＣおよびＲＲＣ等のより高いレイヤによって提供され得るｃｙｃｌｉｃｓｈｉｆ
ｔ（３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１の表５．５．２．１．１－２によって定められている
）と呼ばれるパラメータによって定められているＣＳパラメータである。ｎ（２）

ＤＭＲ

Ｓ，λは、送信すべきＤＭ－ＲＳシーケンスを生成するべくＵＥ１０４によって用いるべ
きＣＳおよびＯＣＣを示すＣＳパラメータである。ｅＮＢ１０８ａは、Ｒｅｌ－１０（非
ＣｏＭＰ）動作において採用されているように、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）に含まれ得る、対応する物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信に対応
付けられている輸送ブロックの最新のアップリンクに関連するＤＣＩを介してｎ（２）

Ｄ

ＭＲＳ，λをシグナリングするとしてよい。ｎＰＮ（ｎｓ）は、ＵＥ１０４が用いるＣＳ
間でのスロット毎のホッピングメカニズムを定義し、Ｒｅｌ－１０仕様に応じて物理セル
ＩＤから導出されるＣＳパラメータである。ｎＰＮ（ｎｓ）の適用は、ベースシーケンス
の導出に用いられるのと同じシード／ＶＣＩＤに応じて決まるか、または、ベースシーケ
ンスの導出に用いられるシード／ＶＣＩＤとは無関係にｅＮＢ１０８ａによってシグナリ
ングされるとしてよい。また、ＵＬ　ＣｏＭＰについてＵＬ　ＤＭ－ＲＳのユーザ容量を
増加させるべく、ＵＥ１０４または／およびｅＮＢ１０８ａがシグナリングすることが可
能なＣＳの数は、ＤＣＩにおいて追加ビットを１つ利用することによって、８からそれ以
上の数、例えば、１２まで拡張するとしてよい。
【００３４】
　ＵＬ　ＤＭ－ＲＳ送信を多重化するべくＯＣＣがｅＮＢ１０８ａによって用いられる場
合、ＯＣＣ情報は、ｎ（２）

ＤＭＲＳ，λパラメータを用いてＵＥ固有に構成されるとし
てよく、Ｒｅｌ－１０（非ＣｏＭＰ）動作と同様に、ＰＤＣＣＨが搬送するＤＣＩを介し
て動的にＵＥに通信されるとしてよい。
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【００３５】
　ｅＮＢ１０８ａがＳＲＳベースシーケンスのＵＥ固有割り当てを利用する場合、ｅＮＢ
１０８ａは、ＵＥ固有のＵＬ　ＤＭ－ＲＳについて説明したのと同様の方法でＳＲＳパラ
メータをシグナリングするように構成されているとしてよい。言い換えると、ｅＮＢ１０
８ａは、ブロードキャスト／ユニキャストＲＲＣシグナリングを用いて限られた一連の選
択肢の準静的な設定の組み合わせでＳＲＳパラメータをシグナリングするとしてよく、そ
の後で、ＲＲＣまたはＭＡＣメッセージングレベルにおいてＵＥ毎に動的な設定を行うと
してよい。ＵＥ固有ＤＭ－ＲＳの場合と同様に、動的シグナリングは、ＳＲＳベースシー
ケンスの一の選択肢のみ（シードまたはＶＣＩＤの明示的なＲＲＣシグナリングに基づき
）がＲＲＣを用いて準静的に構成される場合には、利点が増えるわけではないとしてよい
。高効率のＵＬ　ＣｏＭＰ動作についてＳＲＳのユーザ容量を増加させるためには、シグ
ナリング可能なＣＳの数は、ＤＣＩにおいて追加ビットを１つ利用することによって、８
からそれ以上の数、例えば、１６へと拡張され得る。
【００３６】
　ＳＲＳ送信用のＵＬ　ＰＣパラメータは、ＵＬ　ＣｏＭＰ協調セットに基づいて、ＵＬ
　ＣｏＭＰ協調セットに対応するＣＳＩ－ＲＳリソースインデックスのシグナリング共に
、ＵＬ　ＰＣパラメータのシグナリングに関して（ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ送信）前述し
たのと同様の方法で選択されるとしてよい。ＳＲＳ　ＰＣについては、ＲＲＣ層回路１２
６および１４４を用いて、ＳＲＳのオープンループ電力制御（ＯＬＰＣ）についてＵＥが
利用するパスロス情報について好ましいＣＳＩ－ＲＳリソースインデックスのみを準静的
にシグナリングすることで十分であるとしてよい。
【００３７】
　ＰＵＣＣＨリソース配分パラメータは、ＰＵＣＣＨ形式１ａ／１ｂの動的リソース指定
のためのＵＥ固有ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースオフセット（Ｎ（１）

ＰＵＣＣＨ）を含むと
してよい。Ｎ（１）

ＰＵＣＣＨは、動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫの開始位置を指定する。ＵＥ固
有ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースオフセットシグナリングによって、アップリンク情報をピコ
セル、例えば、ｅＮＢ１０８ａに送信している間にＵＥ１０４がダウンリンク情報をマク
ロセル、例えば、ｅＮＢ１０８ｂから受信する場合にピコセルにおいて発生する可能性の
ある衝突が減るとしてよい。ＰＵＣＣＨリソース配分パラメータは、ＵＥ毎にＵＬ　Ｃｏ
ＭＰ協調セットの構成を含むとしてよい。さらに、ｅＮＢ１０８ａは、ＣｏＭＰセット内
の隣接するセルのＵＥによるＰＵＣＣＨ送信同士の干渉直交化の改善から、および／また
は、ＣｏＭＰシナリオ４と同様に（３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１９で定義されているよう
に）多くの低電力ノード（ＬＰＮ）が一のマクロノードと同じセル識別情報を共有するシ
ナリオの場合のエリア分割ゲインから、ゲインを得るべく、ＲＲＣ層回路１４４を用いて
ＵＥ毎にＰＵＣＣＨベースシーケンスを生成するべくＶＣＩＤ値をシグナリングするとし
てよい。さまざまな実施形態によると、ＰＵＳＣＨＤＭ－ＲＳ、ＰＵＣＣＨおよびＳＲＳ
のベースシーケンスシードまたはＶＣＩＤの値は、自由に決められるとしてよい。
【００３８】
　図２は、実施形態に係る、ＵＥ固有ＳＲＳパラメータをシグナリングする処理を説明す
るためのフローチャート２００を示す。
【００３９】
　ブロック２０２において、ＵＥは、ＲＲＣシグナリングを用いて、ＵＥが接続されてい
るセルのＳＲＳパラメータの複数のセットを受信するとしてよい。ＳＲＳパラメータの複
数のセットは、セルによって、ブロードキャストまたはユニキャストされるとしてよい。
【００４０】
　ブロック２０４において、ＵＥは、ＲＲＣレベルのシグナリングまたは媒体アクセス制
御（ＭＡＣ）レベルのシグナリングを用いて、複数のセットから選択された、ＳＲＳ送信
に利用されるべきＳＲＳパラメータのセットの情報を受信するとしてよい。ＳＲＳパラメ
ータのセットの情報を受信することで、ＵＥに他の情報に基づいてＳＲＳパラメータを決
定させる代わりに、ＵＥが有限のパラメータのセットから選択できるようになることで、
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ＵＥは効率的に動作することが出来るようになるとしてよい。
【００４１】
　実施形態によると、ｅＮＢは、ＵＬ　ＣｏＭＰ動作におけるＳＲＳの容量を高めるべく
、８個より多いサイクリックシフト値をシグナリングするように構成されているとしてよ
い。ｅＮＢはさらに、特定のＣＳＩ－ＲＳインデックスが指定する複数のＲＰのうち好ま
しい一のＲＰを準静的に決定してシグナリングするように構成されているとしてよい。好
ましいＲＰを準静的にシグナリングすることによって、ＵＥは、ＳＲＳ送信のオープンル
ープ電力制御パラメータを決定する際にＵＥが利用するパスロス情報を取得することがで
きるとしてよい。ＵＥは、ｅＮＢからＣＳＩ－ＲＳインデックスを受信するとしてよく、
ｅＮＢからのＲＲＣメッセージに基づき、ＵＬ　ＣｏＭＰ協調セットの複数のＲＰのうち
好ましい一のＲＰのそれぞれのＣＳＩ－ＲＳインデックスを準静的に決定するとしてよい
。
【００４２】
　他の実施形態によると、ＵＥは、ＵＬ　ＣｏＭＰ協調セットに基づいて、ＳＲＳ送信の
電力制御パラメータを調整することが可能となっているか、または、そのように構成され
ているとしてよい。ＵＥは、ＵＬ　ＣｏＭＰ協調セットに対応するｅＮＢがシグナリング
する複数のＣＳＩ－ＲＳリソースインデックスに対応する電力制御パラメータを調整する
としてよい。
【００４３】
　図３は、ＵＬ　ＣｏＭＰを効率的にサポートするためのＰＵＣＣＨシーケンス割り当て
およびＰＵＣＣＨリソース配分を説明するフローチャート３００である。
【００４４】
　ブロック３０２において、ＵＥは、例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１に定められて
いるＰＵＣＣＨ形式１ａ／１ｂ、動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫを持つＰＵＣＣＨを送信するため
のＵＥ固有ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースオフセットＮ（１）

ＰＵＣＣＨを決定するように構
成されているとしてよい。
【００４５】
　ブロック３０４において、ＵＥは、ポイント間干渉緩和が改善され、および／または、
エリア分割ゲインを持つＵＬ　ＣｏＭＰをサポートするべく、仮想セル識別情報の明示的
な指定、または、ＵＥ固有ベースシーケンス割り当ての明示的な指定に基づき、アップリ
ンクＣｏＭＰ協調セットの構成、ベースシーケンス割り当てを決定するように構成されて
いるとしてよい。
【００４６】
　図４は、実施形態に係るＵＥ固有ＵＬ　ＤＭ－ＲＳパラメータをシグナリングする処理
を説明するためのフローチャート４００である。
【００４７】
　ブロック４０２において、ＵＥは、準静的なＲＲＣシグナリングを用いて、ＵＥ固有Ｄ
Ｍ－ＲＳパラメータのセットを複数受信するとしてよい。ＳＲＳパラメータの複数のセッ
トは、セルによってブロードキャストまたはユニキャストするとしてよい。
【００４８】
　ブロック４０４において、ＵＥは、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レベルのシグナリング
を用いて、または、ＰＤＣＣＨが搬送する最新アップリンク関連ＤＣＩを用いて、ＤＭ－
ＲＳ送信に用いられるべき、複数のセットから選択されたＤＭ－ＲＳパラメータのセット
を示す情報を受信するとしてよい。実施形態によると、一のセットのＵＥ固有ＤＭ－ＲＳ
パラメータのみをＲＲＣ層で準静的にシグナリングする場合には、動的シグナリングによ
って利点が増えることはないとしてよい。
【００４９】
　本明細書で説明するＵＥ１０２およびｅＮＢ１０４は、所望に応じて構成するべく任意
の適切なハードウェアおよび／またはソフトウェアを用いてシステム内に実装するとして
よい。図５は、一実施形態について、１または複数のプロセッサ５０４、プロセッサ５０
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４のうち少なくとも１つに結合されているシステム制御ロジック５０８、システム制御ロ
ジック５０８に結合されているシステムメモリ５１２、システム制御ロジック５０８に結
合されている不揮発性メモリ（ＮＶＭ）／ストレージ５１６、および、システム制御ロジ
ック５０８に結合されているネットワークインターフェース５２０を備えるシステム５０
０の例を示す。
【００５０】
　１または複数のプロセッサ５０４は、１または複数のシングルコアプロセッサまたはマ
ルチコアプロセッサを含むとしてよい。プロセッサ５０４は、汎用プロセッサおよび専用
プロセッサ（例えば、グラフィクスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、ベースバ
ンドプロセッサ等）の任意の組み合わせを含むとしてよい。システム５００がＵＥ１０４
を実現するある実施形態によると、１または複数のプロセッサ５０４は通信モジュール１
１２に含まれるとしてよい。システム５００がｅＮＢ１０８を実現するある実施形態によ
ると、１または複数のプロセッサ５０４は通信モジュール１２８に含まれるとしてよい。
さまざまな実施形態によると、１または複数のプロセッサ５０４およびシステムメモリ５
１２は、ユーザプレーン回路１２２、制御プレーン回路１２４および／またはＲＲＣ回路
１２６として構成されるとしてよい。さまざまな実施形態によると、１または複数のプロ
セッサ５０４およびシステムメモリ５１２は、ユーザプレーン回路１３８、制御プレーン
回路１４０および／またはＲＲＣ回路１４４として構成されるとしてよい。
【００５１】
　一実施形態に係るシステム制御ロジック５０８は、１または複数のプロセッサ５０４の
うち少なくとも１つに対して、および／または、システム制御ロジック５０８と通信して
いる任意の適切なデバイスまたはコンポーネントに対して、任意の適切なインターフェー
スを実現する任意の適切なインターフェースコントローラを有するとしてよい。
【００５２】
　一実施形態に係るシステム制御ロジック５０８は、システムメモリ５１２に対するイン
ターフェースを提供するべく１または複数のメモリコントローラを含むとしてよい。シス
テムメモリ５１２は、例えば、システム５００についてのデータおよび／または命令をロ
ードして格納するために用いられるとしてよい。一実施形態に係るシステムメモリ５１２
は、任意の適切な揮発性メモリ、例えば、適切なダイナミックランダムアクセスメモリ（
ＤＲＡＭ）等を含むとしてよい。
【００５３】
　ＮＶＭ／ストレージ５１６は、例えば、データおよび／または命令を格納するために用
いられる１または複数の有形で非一時的なコンピュータ可読媒体を含むとしてよい。ＮＶ
Ｍ／ストレージ５１６は、任意の適切な不揮発性メモリ、例えば、フラッシュメモリ等を
含むとしてよく、および／または、任意の適切な１または複数の不揮発性ストレージデバ
イス、例えば、１または複数のハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、１または複数のコン
パクトディスク（ＣＤ）ドライブおよび／または１または複数のデジタルバーサティルデ
ィスク（ＤＶＤ）ドライブ等を含むとしてよい。
【００５４】
　ＮＶＭ／ストレージ５１６は、システム５００がインストールされているデバイスの物
理的に一部であるストレージリソースを含むか、または、必ずしも当該デバイスの一部で
はないが当該デバイスによってアクセス可能であるとしてよい。例えば、ＮＶＭ／ストレ
ージ５１６は、ネットワークインターフェース５２０を用いてネットワークを介してアク
セスされるとしてよい。
【００５５】
　システムメモリ５１２およびＮＶＭ／ストレージ５１６はそれぞれ、特に、命令５２４
の一時的なコピーおよび永続的なコピーを含むとしてよい。命令５２４は、１または複数
のプロセッサ５０４のうち少なくとも１つによって実行されるとシステム５００が本明細
書で説明した図２から図４に説明した方法のうちいずれか１つを実施することになる命令
を含むとしてよい。一部の実施形態によると、命令５２４、または、そのハードウェアコ
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ンポーネント、ファームウェアコンポーネントおよび／あるいはソフトウェアコンポーネ
ントは、これに加えて／これに代えて、システム制御ロジック５０８、ネットワークイン
ターフェース５２０および／または１または複数のプロセッサ５０４に位置しているとし
てよい。
【００５６】
　ネットワークインターフェース５２０は、１または複数のネットワークを介しておよび
／または任意のその他の適切なデバイスとの間で通信を行うべくシステム５００の無線イ
ンターフェースを提供する送受信機５２２を含むとしてよい。送受信機５２２は、物理層
回路１１８または１３２の一部で実現されるとしてよい。さまざまな実施形態によると、
送受信機５２２は、システム５００の他のコンポーネントに集積化されるとしてよい。例
えば、送受信機５２２は、１または複数のプロセッサ５０４のうち一のプロセッサ、シス
テムメモリ５１２のメモリ、および、ＮＶＭ／ストレージ５１６のＮＶＭ／ストレージを
含むとしてよい。ネットワークインターフェース５２０は、任意の適切なハードウェアお
よび／またはファームウェアを含むとしてよい。ネットワークインターフェース５２０は
、多入力多出力無線インターフェースを提供する複数のアンテナを含むとしてよい。一実
施形態に係るネットワークインターフェース５２０は、例えば、ネットワークアダプタ、
無線ネットワークアダプタ、電話モデムおよび／または無線モデムを含むとしてよい。
【００５７】
　一実施形態によると、１または複数のプロセッサ５０４の少なくとも１つは、システム
制御ロジック５０８の１または複数のコントローラのためのロジックと共にパッケージン
グされているとしてよい。一実施形態によると、１または複数のプロセッサ５０４のうち
少なくとも１つは、システムインパッケージ（ＳｉＰ）を形成するべくシステム制御ロジ
ック５０８の１または複数のコントローラのためのロジックと共にパッケージングされて
いるとしてよい。一実施形態によると、１または複数のプロセッサ５０４のうち少なくと
も１つは、システム制御ロジック５０８の１または複数のコントローラのためのロジック
と共に同じダイ上に集積化されているとしてよい。一実施形態について、１または複数の
プロセッサ５０４のうち少なくとも１つは、システムオンチップ（ＳｏＣ）を形成するべ
く、システム制御ロジック５０８の１または複数のコントローラのためのロジックと共に
同じダイ上に集積化されているとしてよい。
【００５８】
　システム５００はさらに、入出力（Ｉ／Ｏ）デバイス５３２を含むとしてよい。Ｉ／Ｏ
デバイス５３２は、システム５００との間でユーザがやり取りできるようにするよう設計
されているユーザインターフェース、システム５００との間で周辺機器コンポーネントが
やり取りできるようにするよう設計されている周辺機器コンポーネントインターフェース
、および／または、システム５００に関連する環境条件および／または位置情報を決定す
るよう設計されているセンサを含むとしてよい。
【００５９】
　さまざまな実施形態によると、ユーザインターフェースは、これらに限定されないが、
ディスプレイ（例えば、液晶ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ等）、スピー
カ、マイクロフォン、１または複数のカメラ（例えば、静止カメラおよび／またはビデオ
カメラ）、フラッシュライト（例えば、発光ダイオードフラッシュ）およびキーボードを
含むとしてよい。
【００６０】
　さまざまな実施形態によると、周辺機器コンポーネントインターフェースは、これらに
限定されないが、不揮発性メモリポート、オーディオジャックおよび電源インターフェー
スを含むとしてよい。
【００６１】
　さまざまな実施形態によると、センサは、これらに限定されないが、ジャイロセンサ、
加速度計、近接センサ、周囲光センサおよび位置決めユニットを含むとしてよい。位置決
めユニットはさらに、位置決めネットワーク、例えば、グローバルポジショニングシステ
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ム（ＧＰＳ）衛星のコンポーネントと通信するネットワークインターフェース５２０の一
部であるか、または、ネットワークインターフェース５２０とやり取りするとしてよい。
【００６２】
　さまざまな実施形態によると、システム５００は、モバイルコンピューティングデバイ
ス、これらに限定されないが、ラップトップコンピューティングデバイス、タブレットコ
ンピューティングデバイス、ネットブック、スマートフォン等であってよい。さまざまな
実施形態によると、システム５００が備えるコンポーネントはこれより増減するとしても
よいし、および／または、システム５００のアーキテクチャを変更するとしてもよい。
【００６３】
　さまざまな実施形態は、複数の命令を格納するよう構成されている１または複数のコン
ピュータ可読格納媒体と、１または複数のコンピュータ可読格納媒体に結合されている１
または複数のプロセッサとを備える装置を含む。１または複数のプロセッサは、複数の命
令を実行することに応じて、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報を受信し、ＣＳＩ－ＲＳ構成
情報に基づいて複数のＣＳＩ－ＲＳインデックスを決定し、複数のＣＳＩ－ＲＳインデッ
クスに基づいてアップリンクＣｏＭＰ協調セットの複数のポイントを特定するように構成
されている。
【００６４】
　１または複数のプロセッサおよび１または複数のコンピュータ可読媒体は、装置の制御
プレーン回路として構成されるとしてよい。ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報は、ＣｏＭＰ
初期化プロセスの一環として制御プレーン回路のＲＲＣ回路によって受信される。
【００６５】
　ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報は、ＣＳＩ－ＲＳに対応付けられている送信パラメータ
を含むとしてよい。送信パラメータは、送信電力、周期、サブフレームオフセット、初期
化シードおよび／または利用されているアンテナポートの数を含む。複数のＣＳＩ－ＲＳ
インデックスは、ＣＳＩ－ＲＳ構成情報に含まれるとしてよく、または、１または複数の
プロセッサは、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報に含まれているＣＳＩ－ＲＳの順序に基づ
いて、複数のＣＳＩ－ＲＳインデックスを決定するように構成されている。
【００６６】
　一部の実施形態によると、１または複数のプロセッサは、メッセージを受信し、メッセ
ージに基づいて、装置からアップリンクデータ送信を受信するＣｏＭＰ協調セットのポイ
ントのサブセットを含むＣｏＭＰ　ＲＰセットを決定し、メッセージに基づいて、アップ
リンク電力制御パラメータを決定するように構成されているとしてよい。１または複数の
プロセッサは、複数のＣｏＭＰ　ＲＰセットにそれぞれ対応している複数のアップリンク
電力制御パラメータセットを受信し、ＣｏＭＰ　ＲＰセットに対応するアップリンク電力
制御パラメータセットに基づいて、メッセージに含まれ得るアップリンク電力制御パラメ
ータを決定するように構成されているとしてよい。
【００６７】
　アップリンク電力制御パラメータは、ターゲット信号ノイズ比およびαを含むとしてよ
い。αは、部分的電力制御パラメータである。
【００６８】
　１または複数のプロセッサはさらに、ＣｏＭＰ協調セットの１または複数のポイントか
らフィードバックされたメッセージに基づいてパスロス情報を決定するように構成されて
いるとしてよい。１または複数のプロセッサはさらに、装置によって測定されるＣＳＩ－
ＲＳ情報の平均受信電力に基づいてパスロス情報を決定するように構成されているとして
よい。
【００６９】
　１または複数のプロセッサはさらに、ＲＲＣメッセージを用いて受信したアップリンク
ＣｏＭＰ協調セットの複数のポイントのうち好ましい一のポイントのＣＳＩ－ＲＳインデ
ックスを準静的に決定するように構成されているとしてよい。複数のポイントのうち好ま
しい一のポイントは、装置からデータを能動的に受信するように構成されている。
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【００７０】
　１または複数のプロセッサはさらに、１または複数の仮想セル識別情報から複数のベー
スシーケンス、グループホッピングパターン、および／または、シーケンスホッピングパ
ターンを導出するように構成されているとしてよい。
【００７１】
　１または複数のプロセッサはさらに、受信ポイントセットにそれぞれ対応するアップリ
ンク電力制御パラメータセットのリストを受信し、アップリンクＣｏＭＰ協調セットのサ
ブセットである受信ポイントセットを決定し、受信ポイントセットに対応するアップリン
ク電力制御パラメータセットを決定し、アップリンク電力制御パラメータセットに基づい
て受信ポイントセットに対するアップリンク信号の送信を制御するように構成されている
としてよい。
【００７２】
　一部の実施形態は、複数の命令を格納するよう構成されている１または複数のコンピュ
ータ可読媒体と、１または複数のコンピュータ可読媒体に結合されている１または複数の
プロセッサとを備えるｅＮｏｄｅＢを開示する。１または複数のプロセッサは、複数の命
令を実行することに応じて、アップリンク復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）のユーザ機器（Ｕ
Ｅ）固有構成をサポートするように構成されており、複数のベースシーケンスをセルレベ
ルで構成し、１または複数のＵＥの通信スケジュールを決定し、決定した通信スケジュー
ルに基づいて、１または複数のＵＥに複数のベースシーケンスからの対応するベースシー
ケンスを動的に割り当てるように構成されている。
【００７３】
　複数のベースシーケンスは、ＣｏＭＰ　ＣＲＭセットに対応付けられているとしてよい
。
【００７４】
　アップリンクＤＭ－ＲＳは、１または複数のＵＥのそれぞれが、複数のベースシーケン
ス、ＣＳホッピングパターン、グループホッピングパターン、シーケンスホッピングパタ
ーン、サイクリックシフト、および、１または複数のＵＥのそれぞれに対応付けられてい
るＤＭ－ＲＳシーケンスを決定するためのＯＣＣのうち１つを選択できるようにするパラ
メータを含むとしてよい。
【００７５】
　１または複数のプロセッサは、それぞれが複数のベースシーケンスのうち１つに対応す
る複数の仮想セル識別情報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）レベルのブロードキャストシ
グナリングまたはＲＲＣレベルの専用シグナリングに基づいてＵＥに準静的にシグナリン
グするか、または、ＲＲＣレベルのブロードキャストシグナリングまたはＲＲＣレベルの
専用シグナリングに基づいて、複数のベースシーケンスのうち１つに対応する一の仮想セ
ル識別情報をＵＥに準静的にシグナリングするように構成されているとしてよい。
【００７６】
　１または複数のプロセッサはさらに、ＭＡＣ－ＣＥを用いて複数の仮想セル識別情報の
うち１つの動的な選択をシグナリングするように構成されているとしてよい。複数の仮想
セル識別情報がブロードキャスト方式または専用方式のＲＲＣシグナリングを用いてＵＥ
に準静的にシグナリングされる場合、複数の仮想セル識別情報のうち１つは、複数のベー
スシーケンスのうち１つの導出を可能とする。または、１または複数のプロセッサはさら
に、複数の仮想セル識別情報がブロードキャスト方式または専用方式のＲＲＣシグナリン
グを用いてＵＥに準静的にシグナリングされる場合、アップリンク電力制御パラメータを
設定するために用いられるＭＡＣ－ＣＥメッセージングと、複数の仮想セル識別情報のう
ち１つの動的な選択とを組み合わせるように構成されているとしてよい。または、１また
は複数のプロセッサはさらに、複数の仮想セル識別情報がブロードキャスト方式または専
用方式のＲＲＣシグナリングを用いてＵＥに準静的にシグナリングされる場合、複数の仮
想セル識別情報のうち１つに割り当てられているインデックスと共に、ＰＤＣＣＨによっ
て搬送されるＤＣＩにおいて、複数の仮想セル識別情報のうち１つの動的な選択をシグナ



(16) JP 6069666 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

リングするように構成されているとしてよい。
【００７７】
　１または複数のプロセッサはさらに、アップリンクＤＭ－ＲＳに対応付けられている８
個またはそれを超える個数のサイクリックシフト値のうち１つをシグナリングするように
構成されているとしてよい。一部の実施形態によると、１または複数のプロセッサは、ア
ップリンクＣｏＭＰ動作においてＳＲＳの容量を高めるべく８個またはそれを超える個数
のサイクリックシフト値のうち１つをシグナリングするように構成されているとしてよい
。
【００７８】
　１または複数のプロセッサは、ＳＲＳ送信のオープンループ電力制御について１または
複数のＵＥが利用可能なパスロス情報を取得するべく、複数のＣＳＩ－ＲＳインデックス
のうち対応する１つによって指定される複数の受信ポイントのうち好ましい一の受信ポイ
ントを準静的にシグナリングするように構成されているとしてよい。
【００７９】
　１または複数のプロセッサは、アップリンクＣｏＭＰ協調セットに対応する複数のＣＳ
Ｉ－ＲＳリソースインデックスに対する信号を持つアップリンクＣｏＭＰ協調セットに基
づいてＳＲＳ送信の電力制御パラメータを調整するように構成されているとしてよい。
【００８０】
　一部の実施形態は、複数の命令を有する１または複数のコンピュータ可読媒体を開示し
ている。複数の命令をユーザ機器（ＵＥ）のプロセッサで実行すると、ＵＥは、ＵＥが接
続されているセルのサウンディング基準信号（ＳＲＳ）パラメータの複数のセットを無線
リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを用いて受信することができ、ＳＲＳ送信のために
利用されるべき、複数のセットから選択されたＳＲＳパラメータのセットを示す情報を、
ＲＲＣレベルのシグナリングまたは媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レベルのシグナリングを
用いて、受信することができる。複数のセットは、セルによってブロードキャストまたは
ユニキャストされるとしてよい。
【００８１】
　命令によってＵＥはさらに、アップリンクＣｏＭＰ協調セットに対応する複数のＣＳＩ
－ＲＳリソースインデックスに対する信号を持つアップリンクマルチポイント協調（Ｃｏ
ＭＰ）協調セットに基づいて、ＳＲＳ送信の電力制御パラメータを調整することができる
としてよい。
【００８２】
　一部の実施形態は、命令を有する１または複数のコンピュータ可読媒体を説明する。ｅ
ＮｏｄｅＢのプロセッサが命令を実行すると、ｅＮｏｄｅＢは、マルチポイント協調（Ｃ
ｏＭＰ）動作をサポートできる。そして、ｅＮｏｄｅＢは、動的確認応答（ＡＣＫ）／否
定確認応答（ＮＡＣＫ）を搬送する物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）の動的
リソース配分のために、ＵＥ固有ＡＣＫおよびＮＡＣＫリソースオフセットＮ（１）

ＰＵ

ＣＣＨを決定し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースオフセットＮ（１）
ＰＵＣＣＨを対応するＵ

Ｅに送信することができる。
【００８３】
　命令によってｅＮｏｄｅＢは、ＰＵＣＣＨ形式１ａおよび１ｂについてＵＥ固有ＡＣＫ
／ＮＡＣＫリソースオフセットＮ（１）

ＰＵＣＣＨを決定することができるとしてよい。
ＰＵＣＣＨ形式１ａおよび１ｂは、物理セルＩＤを利用するとしてよい。
【００８４】
　命令によってｅＮｏｄｅＢは、ＵＥが利用するＰＵＣＣＨ形式毎に異なる仮想セルＩＤ
インデックスを送信できるとしてよい。
【００８５】
　一部の実施形態は、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報を受信する手段と、ＣＳＩ－ＲＳ構
成情報に基づいて複数のＣＳＩ－ＲＳインデックスを決定する手段と、複数のＣＳＩ－Ｒ
Ｓインデックスに基づいてアップリンクＣｏＭＰ協調セットの複数のポイントを特定する
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手段とを備える装置を開示する。ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報は、ＣｏＭＰ初期化プロ
セスの一環として、装置のＲＲＣ回路によって受信されるとしてよい。
【００８６】
　ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報は、ＣＳＩ－ＲＳに対応付けられている送信パラメータ
を含むとしてよい。送信パラメータは、送信電力、周期、サブフレームオフセット、初期
化シードおよび／または利用しているアンテナポートの数を含む。
【００８７】
　当該装置はさらに、メッセージを受信する手段と、メッセージに基づいて、装置からア
ップリンクデータ送信を受信するＣｏＭＰ協調セットのポイントのサブセットを含むＣｏ
ＭＰ受信ポイント（ＲＰ）セットを決定する手段と、メッセージに基づき、アップリンク
電力制御パラメータを決定する手段と、複数のＣｏＭＰ　ＲＰセットにそれぞれ対応する
複数のアップリンク電力制御パラメータセットを受信する手段と、ＣｏＭＰ　ＲＰセット
に対応するアップリンク電力制御パラメータセットに基づいて、アップリンク電力制御パ
ラメータを決定する手段とを備えるとしてよい。
【００８８】
　一部の実施形態は、アップリンクＤＭ－ＲＳのＵＥ固有構成をサポートし、複数のベー
スシーケンスをセルレベルで構成し、１または複数のＵＥの通信スケジュールを決定し、
決定した通信スケジュールに基づいて、複数のベースシーケンスからのそれぞれのベース
シーケンスを、１または複数のＵＥに動的に割り当てる回路を備えるｅＮｏｄｅＢを開示
している。複数のベースシーケンスは、特定のＣＲＭセットに対応付けられているとして
よい。
【００８９】
　ｅＮｏｄｅＢ回路は、それぞれが複数のベースシーケンスのうち１つに対応する複数の
仮想セル識別情報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）レベルのブロードキャストシグナリン
グまたはＲＲＣレベルの専用シグナリングを用いて、ＵＥに準静的にシグナリングするか
、または、ＲＲＣレベルのブロードキャストシグナリングまたはＲＲＣレベルの専用シグ
ナリングを用いて、複数のベースシーケンスのうち１つに対応する一の仮想セル識別情報
をＵＥに準静的にシグナリングするとしてよい。
【００９０】
　ｅＮｏｄｅＢ回路は、媒体アクセス制御－制御要素（ＭＡＣ－ＣＥ）を用いて、複数の
仮想セル識別情報のうち１つの動的な選択をシグナリングするとしてよい。複数の仮想セ
ル識別情報がブロードキャスト方式または専用方式のＲＲＣシグナリングを用いてＵＥに
準静的にシグナリングされる場合、複数の仮想セル識別情報のうち１つによって複数のベ
ースシーケンスのうち１つの導出が可能となる。ｅＮｏｄｅＢ回路は、複数の仮想セル識
別情報がブロードキャスト方式または専用方式のＲＲＣシグナリングを用いてＵＥに準静
的にシグナリングされる場合、複数の仮想セル識別情報のうち１つの動的な選択と、アッ
プリンク電力制御パラメータを設定するために用いられるＭＡＣ－ＣＥメッセージングと
を組み合わせるとしてよい。または、ｅＮｏｄｅＢ回路は、複数の仮想セル識別情報がブ
ロードキャスト方式または専用方式のＲＲＣシグナリングを用いてＵＥに準静的にシグナ
リングされる場合、複数の仮想セル識別情報のうち１つに割り当てられているインデック
スで、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が搬送するダウンリンク制御情報（
ＤＣＩ）において、複数の仮想セル識別情報のうち１つの動的な選択をシグナリングする
としてよい。
【００９１】
　本明細書において説明を目的として特定の実施形態を図示および記載してきたが、本開
示の範囲から逸脱することなく、図示および記載した実施形態に代えて、同じ目的を実現
するように計算された多岐にわたる別のおよび／または均等な実施形態または実施例を実
施し得るものである。本願は、本明細書で説明した実施形態の任意の適応例または変更例
を含むことを意図している。このため、本明細書で説明した実施形態は、特許請求の範囲
およびその均等物によってのみ限定されることは明らかである。
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［項目１］
　複数の命令を格納する１または複数のコンピュータ可読格納媒体と、
　前記１または複数のコンピュータ可読格納媒体に結合されている１または複数のプロセ
ッサと
　を備え、
　前記１または複数のプロセッサは、前記複数の命令を実行することに応じて、
　チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）リソース構成情報を受信し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報に基づいて複数のＣＳＩ－ＲＳインデックスを決定
し、
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳインデックスに基づいてアップリンクマルチポイント協調（Ｃ
ｏＭＰ）協調セットの複数のポイントを特定する装置。
［項目２］
　前記１または複数のプロセッサおよび前記１または複数のコンピュータ可読媒体は、前
記装置の制御プレーン回路として構成され、
　前記ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報は、ＣｏＭＰ初期化プロセスの一環として前記制御
プレーン回路の無線リソース制御（ＲＲＣ）回路によって受信される項目１に記載の装置
。
［項目３］
　前記ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報は、ＣＳＩ－ＲＳに対応付けられている複数の送信
パラメータを含み、前記複数の送信パラメータは、送信電力、周期、サブフレームオフセ
ット、複数の初期化シードおよび利用されているアンテナポートの数のうち少なくとも１
つを含む項目１に記載の装置。
［項目４］
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳインデックスは前記ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報に含まれて
いるか、または、前記１または複数のプロセッサは、前記ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報
に含まれている複数のＣＳＩ－ＲＳの順序に基づいて、前記複数のＣＳＩ－ＲＳインデッ
クスを決定する項目１に記載の装置。
［項目５］
　前記１または複数のプロセッサはさらに、
　メッセージを受信し、
　前記メッセージに基づいて、前記装置からアップリンクデータ送信を受信する前記アッ
プリンクＣｏＭＰ協調セットの前記複数のポイントのサブセットを含むＣｏＭＰ　受信ポ
イント（ＲＰ）セットを決定し、
　前記メッセージに基づいて、複数のアップリンク電力制御パラメータを決定する項目１
から４のいずれか一項に記載の装置。
［項目６］
　前記１または複数のプロセッサはさらに、
　複数のＣｏＭＰ　ＲＰセットにそれぞれ対応している複数のアップリンク電力制御パラ
メータセットを受信し、
　前記ＣｏＭＰ　ＲＰセットに対応するアップリンク電力制御パラメータセットに基づい
て、前記複数のアップリンク電力制御パラメータを決定する項目５に記載の装置。
［項目７］
　前記複数のアップリンク電力制御パラメータは、前記メッセージに含まれ、ターゲット
信号ノイズ比およびαを含み、αは、部分的電力制御率パラメータである項目５に記載の
装置。
［項目８］
　前記１または複数のプロセッサはさらに、前記アップリンクＣｏＭＰ協調セットの１ま
たは複数のポイントからフィードバックされたメッセージに基づいてパスロス情報を決定
する項目１から４のいずれか一項に記載の装置。
［項目９］
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　前記１または複数のプロセッサはさらに、前記装置によって測定される前記ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース構成情報の平均受信電力に基づいて前記パスロス情報を決定する項目８に記載
の装置。
［項目１０］
　前記１または複数のプロセッサはさらに、ＲＲＣメッセージを用いて受信した前記アッ
プリンクＣｏＭＰ協調セットの前記複数のポイントのうち好ましい一のポイントの対応す
るＣＳＩ－ＲＳインデックスを準静的に決定し、前記複数のポイントのうち前記好ましい
一のポイントは、前記装置からデータを能動的に受信する項目１から４のいずれか一項に
記載の装置。
［項目１１］
　前記１または複数のプロセッサはさらに、１または複数の仮想セル識別情報から複数の
ベースシーケンス、複数のグループホッピングパターンおよび複数のシーケンスホッピン
グパターンのうち少なくとも１つを導出する項目１から４のいずれか一項に記載の装置。
［項目１２］
　前記１または複数のプロセッサは、
　複数の受信ポイントセットにそれぞれ対応する複数のアップリンク電力制御パラメータ
セットのリストを受信し、
　前記アップリンクＣｏＭＰ協調セットのサブセットである受信ポイントセットを決定し
、
　前記受信ポイントセットに対応するアップリンク電力制御パラメータセットを決定し、
　前記アップリンク電力制御パラメータセットに基づいて前記受信ポイントセットに対す
る複数のアップリンク信号の送信を制御する項目１から４のいずれか一項に記載の装置。
［項目１３］
　複数の命令を格納する１または複数のコンピュータ可読媒体と、
　前記１または複数のコンピュータ可読媒体に結合されている１または複数のプロセッサ
と
　を備え、
　前記１または複数のプロセッサは、前記複数の命令を実行することに応じて、複数のア
ップリンク復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）のユーザ機器（ＵＥ）固有構成をサポートし、前
記１または複数のプロセッサは、
　複数のベースシーケンスをセルレベルで構成し、
　１または複数のＵＥの複数の通信スケジュールを決定し、
　決定した前記複数の通信スケジュールに基づいて、前記１または複数のＵＥに、前記複
数のベースシーケンスからの対応する複数のベースシーケンスを動的に割り当てるｅＮｏ
ｄｅＢ。
［項目１４］
　前記複数のベースシーケンスは、特定のマルチポイント協調（ＣｏＭＰ）リソース管理
（ＣＲＭ）セットに対応付けられている項目１３に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目１５］
　前記アップリンクＤＭ－ＲＳは、前記１または複数のＵＥのそれぞれが前記複数のベー
スシーケンス、サイクリックシフト（ＣＳ）ホッピングパターン、グループホッピングパ
ターン、シーケンスホッピングパターン、サイクリックシフト、および、前記１または複
数のＵＥのそれぞれに対応付けられている複数のＤＭ－ＲＳシーケンスを決定するための
直交カバーコード（ＯＣＣ）のうちの１つを選択できるようにする複数のパラメータを含
む項目１３または１４に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目１６］
　前記１または複数のプロセッサは、
　それぞれが前記複数のベースシーケンスのうち１つに対応する複数の仮想セル識別情報
を、無線リソース制御（ＲＲＣ）レベルのブロードキャストシグナリングまたはＲＲＣレ
ベルの専用シグナリングを用いて前記ＵＥに準静的にシグナリングするか、または、
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　ＲＲＣレベルのブロードキャストシグナリングまたはＲＲＣレベルの専用シグナリング
を用いて、前記複数のベースシーケンスのうち１つに対応する一の仮想セル識別情報を前
記ＵＥに準静的にシグナリングする項目１３または１４に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目１７］
　前記１または複数のプロセッサはさらに、
　媒体アクセス制御－制御要素（ＭＡＣ－ＣＥ）を用いて複数の仮想セル識別情報のうち
１つの動的な選択をシグナリングし、前記複数の仮想セル識別情報がブロードキャスト方
式または専用方式のＲＲＣシグナリングを用いて準静的に前記ＵＥにシグナリングされる
場合、前記複数の仮想セル識別情報のうち１つは、前記複数のベースシーケンスのうち１
つの導出を可能とし、または、
　前記１または複数のプロセッサはさらに、前記複数の仮想セル識別情報がブロードキャ
スト方式または専用方式のＲＲＣシグナリングを用いて前記ＵＥに準静的にシグナリング
される場合、複数のアップリンク電力制御パラメータを設定するために用いられるＭＡＣ
－ＣＥメッセージングと、前記複数の仮想セル識別情報のうち１つの動的な選択とを組み
合わせ、または、
　前記１または複数のプロセッサはさらに、前記複数の仮想セル識別情報が準静的にブロ
ードキャスト方式または専用方式のＲＲＣシグナリングを用いて前記ＵＥにシグナリング
される場合、前記複数の仮想セル識別情報のうち１つに割り当てられている複数のインデ
ックスと共に、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）によって搬送されるダウン
リンク制御情報（ＤＣＩ）において、前記複数の仮想セル識別情報のうち１つの動的な選
択をシグナリングする項目１３または１４に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目１８］
　前記１または複数のプロセッサはさらに、アップリンクＣｏＭＰ動作においてＳＲＳの
容量を高めるべく８個または８個を超える数のサイクリックシフト値のうち１つをシグナ
リングする項目１３に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目１９］
　前記１または複数のプロセッサは、複数のＳＲＳ送信のオープンループ電力制御につい
て前記１または複数のＵＥが利用可能なパスロス情報を取得するべく、複数のチャネル状
態情報リソース信号（ＣＳＩ－ＲＳ）インデックスのうち対応する１つによって指定され
る複数の受信ポイントのうち好ましい一の受信ポイントを準静的にシグナリングする項目
１３または１４に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目２０］
　前記１または複数のプロセッサは、アップリンクＣｏＭＰ協調セットに対応する複数の
ＣＳＩ－ＲＳリソースインデックスに対する複数の信号を持つ前記アップリンクＣｏＭＰ
協調セットに基づいて、複数のＳＲＳ送信の複数の電力制御パラメータを調整する項目１
３または１４に記載のｅＮｏｄｅＢ。
［項目２１］
　ユーザ機器（ＵＥ）に、
　前記ＵＥが接続されているセルのサウンディング基準信号（ＳＲＳ）パラメータの複数
のセットを、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを用いて、受信する手順と、
　ＳＲＳ送信の為に利用されるべき、前記複数のセットから選択されたＳＲＳパラメータ
のセットを示す情報を、ＲＲＣレベルのシグナリングまたは媒体アクセス制御（ＭＡＣ）
レベルのシグナリングを用いて、受信する手順と
　を実行させるためのプログラムであって、
　前記複数のセットは、前記セルによってブロードキャストまたはユニキャストされるプ
ログラム。
［項目２２］
　前記ＵＥにさらに、アップリンクマルチポイント協調（ＣｏＭＰ）協調セットに対応す
る複数のＣＳＩ－ＲＳリソースインデックスに対する複数の信号を持つ前記アップリンク
ＣｏＭＰ協調セットに基づいて、複数のＳＲＳ送信の複数の電力制御パラメータを調整す
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る手順を実行させるための項目２１に記載のプログラム。
［項目２３］
　ｅＮｏｄｅＢに、
　複数のマルチポイント協調（ＣｏＭＰ）動作をサポートさせ、
　動的な確認応答（ＡＣＫ）／否定確認応答（ＮＡＣＫ）を搬送する物理アップリンク制
御チャネル（ＰＵＣＣＨ）の動的リソース配分のために、ＵＥ固有ＡＣＫおよびＮＡＣＫ
リソースオフセットＮ（１）

ＰＵＣＣＨを決定する手順と、
　前記ＵＥ固有ＡＣＫおよびＮＡＣＫリソースオフセットＮ（１）

ＰＵＣＣＨを対応する
ＵＥに送信する手順と
　を実行させるためのプログラム。
［項目２４］
　前記ｅＮｏｄｅＢに、
　ＰＵＣＣＨ形式１ａおよび１ｂについて前記ＵＥ固有ＡＣＫおよびＮＡＣＫリソースオ
フセットＮ（１）

ＰＵＣＣＨを決定する手順を実行させ、
　前記ＰＵＣＣＨ形式１ａおよび１ｂは、物理セルＩＤを利用する項目２３に記載のプロ
グラム。
［項目２５］
　前記ｅＮｏｄｅＢに、ＵＥが利用するＰＵＣＣＨ形式毎に異なる仮想セルＩＤインデッ
クスを送信する手順を実行させるための項目２３または２４に記載のプログラム。

【図１】 【図２】

【図３】
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