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(57)【要約】
　無線通信システムにおいて通信する方法は、チャネル
状態情報（CSI）プロセス識別子と、非ゼロパディング
されたCSI参照信号（CSI-RS）識別子と、干渉測定リソ
ース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI
）報告構成情報とを含むCSIプロセス情報要素（IE）を
生成することを含む（ブロック407）、この方法はまた
、CSIプロセスIEを送信することを含む（ブロック410）
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて通信する方法であって、
　デバイスにより、チャネル状態情報（CSI）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号
（CSI-RS）識別子と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケータ（C
QI）報告構成情報とを含むCSIプロセス情報要素（IE）を生成するステップと、
　前記デバイスにより、前記CSIプロセスIEを送信するステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記CQI報告構成情報は、CQI報告構成識別子を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記CQI報告構成情報は、周期的CQI報告構成識別子と、非周期的CQI報告構成識別子と
を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記CQI報告構成情報は、CQI報告構成IEを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記CSIプロセスIEは、単一のCSIプロセスについての情報を有する、請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　前記CSIプロセスIEは、単一の受信デバイスに関連するCSIプロセスについての情報を有
する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記CSIプロセスIEは、電力オフセットを更に有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記CQI報告構成情報に従ってCQIを受信するステップを更に有する、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　無線通信システムにおいて通信する方法であって、
　受信デバイスにより、チャネル状態情報（CSI）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照
信号（CSI-RS）識別子と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケー
タ（CQI）報告構成情報とを含むCSIプロセス情報要素（IE）を受信するステップと、
　前記受信デバイスにより、前記CSIプロセスIEを処理するステップと
　を有する方法。
【請求項１０】
　前記CQI報告構成情報は、CQI報告構成識別子を有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記CQI報告構成情報は、周期的CQI報告構成識別子と、非周期的CQI報告構成識別子と
を有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記CQI報告構成情報は、CQI報告構成IEを有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記CSIプロセスIEは、単一のCSIプロセスについての情報を有する、請求項９に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記CSIプロセスIEは、単一の受信デバイスに関連するCSIプロセスについての情報を有
する、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記非ゼロ電力CSI-RS識別子及び前記IMR識別子に従って通信チャネルを測定するステ
ップと、
　前記測定された通信チャネルからCQIを導くステップと、
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　前記CQI報告構成情報に従って前記CQIを送信するステップと
　を更に有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記CSIプロセスIEは、電力オフセットを更に有し、
　前記方法は、前記電力オフセットに従って前記CQIを調整するステップを更に有する、
請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　チャネル状態情報（CSI）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS）識別子
と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI）報告構成情報
とを含むCSIプロセス情報要素（IE）を生成するように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに動作可能に結合され、前記CSIプロセスIEを送信するように構成され
た送信機と
　を有するデバイス。
【請求項１８】
　前記CQI報告構成情報は、CQI報告構成識別子を有する、請求項１７に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記CQI報告構成情報は、周期的CQI報告構成識別子と、非周期的CQI報告構成識別子と
を有する、請求項１７に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記CQI報告構成情報は、CQI報告構成IEを有する、請求項１７に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記デバイスは、evolved　NodeBと、CSIプロセスを構成するタスクを有するエンティ
ティとのうち１つである、請求項１７に記載のデバイス。
【請求項２２】
　チャネル状態情報（CSI）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS）識別子
と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI）報告構成情報
とを含むCSIプロセス情報要素（IE）を受信するように構成された受信機と、
　前記受信機に動作可能に結合され、前記CSIプロセスIEで動作するように構成されたプ
ロセッサと
　を有する受信デバイス。
【請求項２３】
　前記プロセッサは、前記非ゼロ電力CSI-RS識別子及び前記IMR識別子に従って通信チャ
ネルを測定し、前記測定された通信チャネルからCQIを導くように構成され、
　前記受信デバイスは、前記プロセッサに動作可能に結合され、前記CQI報告構成情報に
従って前記CQIを送信するように構成された送信機を更に有する、請求項２２に記載の受
信デバイス。
【請求項２４】
　前記CSIプロセスIEは、電力オフセットを更に有し、
　前記プロセッサは、前記電力オフセットに従って前記CQIを調整するように構成される
、請求項２３に記載の受信デバイス。
【請求項２５】
　前記受信デバイスは、evolved　NodeBと、ユーザ装置とのうち１つを有する、請求項２
２に記載の受信デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、2013年9月27日に“System　and　Method　for　Configuring　Channel　S
tate　Information　in　a　Communications　System”という題で出願された米国非仮出
願第14/040,306号及び2012年9月27日に“System　and　Method　for　Channel　State　I
nformation　Configuration”という題で出願された米国仮出願第61/706,610号の利益を
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主張し、これらの出願を援用する。
【０００２】
　この開示は、概してデジタル通信に関し、特に通信システムにおいてチャネル状態情報
を構成（設定）するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　概して、3GPP（Third　Generation　Partnership　Project）LTE（Long　Term　Evolut
ion）のリリース11（Rel-11）に準拠したチャネル状態情報（CSI：channel　state　info
rmation）プロセスは、新たな送信モードTM10に対処するために、CSIフィードバック機構
を提供する。3GPP　LTEの以前のリリースのCSIプロセスと比べて、Rel-11では、単一のキ
ャリアにおいて複数のCSIプロセスが同時に構成され得る。Rel-11のCSIプロセスは、“非
ゼロ電力（NZP：non-zero　power）CSI参照シンボル（CSI-RS：CSI　reference　symbol
）リソースと干渉測定リソース（IMR：interference　measurement　resource）との組み
合わせであり、所与のCSIプロセスは周期的及び／又は非周期的な報告により使用され得
る”として記載されている。従って、CSIプロセス構成自体が、下りリンク協調マルチポ
イント（CoMP：coordinated　multiple　point）動作のための無線リソース制御（RRC：r
adio　resource　control）パラメータのほとんどを含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この開示の例示的な実施例は、通信システムにおいてチャネル状態情報を構成するシス
テム及び方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この開示の例示的な実施例によれば、無線通信システムにおいて通信する方法が提供さ
れる。この方法は、デバイスにより、チャネル状態情報（CSI：channel　state　informa
tion）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS：CSI　reference　signal）
識別子と、干渉測定リソース（IMR：interference　measurement　resource）識別子と、
チャネル品質インジケータ（CQI：channel　quality　indicator）報告構成情報とを含む
CSIプロセス情報要素（IE：information　element）を生成することを含む。この方法は
また、デバイスにより、CSIプロセスIEを送信することを含む。
【０００６】
　この開示の他の例示的な実施例によれば、無線通信システムにおいて通信する方法が提
供される。この方法は、受信デバイスにより、チャネル状態情報（CSI：channel　state
　information）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS：CSI　reference　
signal）識別子と、干渉測定リソース（IMR：interference　measurement　resource）識
別子と、チャネル品質インジケータ（CQI：channel　quality　indicator）報告構成情報
とを含むCSIプロセス情報要素（IE：information　element）を受信することを含む。こ
の方法はまた、デバイスにより、CSIプロセスIEを処理することを含む。
【０００７】
　この開示の他の例示的な実施例によれば、デバイスが提供される。このデバイスは、プ
ロセッサと、プロセッサに動作可能に結合された送信機とを含む。プロセッサは、チャネ
ル状態情報（CSI：channel　state　information）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参
照信号（CSI-RS：CSI　reference　signal）識別子と、干渉測定リソース（IMR：interfe
rence　measurement　resource）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI：channel　
quality　indicator）報告構成情報とを含むCSIプロセス情報要素（IE：information　el
ement）を生成する。送信機は、CSIプロセスIEを送信する。
【０００８】
　この開示の他の例示的な実施例によれば、受信デバイスが提供される。この受信デバイ
スは、受信機と、受信機に動作可能に結合されたプロセッサとを含む。受信機は、チャネ
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ル状態情報（CSI：channel　state　information）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参
照信号（CSI-RS：CSI　reference　signal）識別子と、干渉測定リソース（IMR：interfe
rence　measurement　resource）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI：channel　
quality　indicator）報告構成情報とを含むCSIプロセス情報要素（IE：information　el
ement）を受信する。プロセッサは、CSIプロセスIEで動作する。
【０００９】
　実施例の１つの利点は、複数のCSIプロセスが単一のキャリアについて構成され得る点
であり、受信デバイスが複数の送信ポイントからのチャネルのチャネル品質を測定するこ
とを可能にする。
【００１０】
　実施例の更なる利点は、複数のCSIプロセスがそれぞれの識別子に従って参照される点
であり、これは、シグナリングオーバーヘッドを低減するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ここに記載の例示的な実施例による例示的な通信システム
【図２】ここに記載の例示的な実施例に従って第１のデバイスと第２のデバイスとの間で
交換されるメッセージを強調した例示的なメッセージ交換図
【図３】ここに記載の例示的な実施例による通信システムにおける例示的なCoMP送信の図
【図４】ここに記載の例示的な実施例に従ってデバイスが受信デバイスのCSIプロセスを
構成するときにデバイスにて生じる動作の例示的なフローチャート
【図５ａ】ここに記載の例示的な実施例に従って個々にシグナリングされるCSIプロセス
毎の情報でデバイスが受信デバイスのCSIプロセスを構成するときにデバイスにて生じる
動作の例示的なフローチャート
【図５ｂ】ここに記載の例示的な実施例に従って一緒にシグナリングされる単一の受信デ
バイスのCSIプロセスの情報でデバイスが受信デバイスのCSIプロセスを構成するときにデ
バイスにて生じる動作の例示的なフローチャート
【図６】ここに記載の例示的な実施例に従って受信デバイスがCSI報告を実行するときに
受信デバイスにて生じる動作の例示的なフローチャート
【図７ａ】ここに記載の例示的な実施例に従ってCSIプロセスについての情報を送信する
ために使用される第１の例示的なIE
【図７ｂ】ここに記載の例示的な実施例に従ってCSIプロセスについての情報を送信する
ために使用される第２の例示的なIE
【図７ｃ】ここに記載の例示的な実施例に従ってCSIプロセスについての情報を送信する
ために使用される第３の例示的なIE
【図７ｄ】ここに記載の例示的な実施例に従ってCSIプロセスについての情報を送信する
ために使用される第４の例示的なIE
【図８】ここに記載の例示的な実施例による例示的な第１の通信デバイス
【図９】ここに記載の例示的な実施例による例示的な第２の通信デバイス
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　この開示及びその利点の更に完全な理解のため、添付図面を考慮して以下の説明に言及
が行われる。
【００１３】
　この例示的な実施例の動作及びその構成について以下に詳細に説明する。しかし、この
開示は、広範囲の特定の状況に具現され得る多くの適用可能な発明の概念を提供すること
が分かる。説明する特定の実施例は、この開示の特定の構成及びこの開示を動作させる方
法の単なる例であり、この開示の範囲を限定するものではない。
【００１４】
　この開示の一実施例は、通信システムにおいてチャネル状態情報を構成することに関す
る。例えば、デバイスは、CSIプロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS）識別
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子と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI）報告構成情
報とを含むCSIプロセスIEを送信する。他の例として、受信デバイスは、CSIプロセス識別
子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS）識別子と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、
チャネル品質インジケータ（CQI）報告構成情報とを含むCSIプロセスIEを受信する。
【００１５】
　この開示は、特定の状況における例示的な実施例（すなわち、単一のキャリアについて
複数のCSIプロセスをサポートする3GPP（Third　Generation　Partnership　Project）LT
E（Long　Term　Evolution）に準拠した通信システム）に関して説明する。しかし、この
開示はまた、単一のキャリアについて複数のCSIプロセスをサポートする他の標準に準拠
した通信システム及び非標準の通信システムにも適用され得る。
【００１６】
　図１は、通信システム100を示している。通信システム100は、UE110-116のような複数
のユーザ装置（UE：user　equipment）にサービス提供するeNB105及びeNB107を含む複数
のeNB（evolved　NodeB）を含む。eNBはまた、NodeB、基地局、通信コントローラ等とも
呼ばれることがあり、UEはまた、移動局、モバイル、端末、ユーザ、加入者等と呼ばれる
ことがある。一般的に、UEへの送信又はUEからの送信は、そのサービングeNBによりUEに
割り当てられたネットワークリソースで生じる。通信システムは複数のUEと通信すること
ができる複数のeNBを使用してもよいことが分かるが、簡潔にするために、２つのみのeNB
及び複数のUEが示されている。
【００１７】
　良好な性能を実現し、通信の効率を増加させるために、送信及び／又は受信するデバイ
ス（eNB及びUE、並びにサポートする通信に関与するもの）は、送信及び／又は受信する
ために使用される通信チャネルの品質又は状態を知る必要があり得る。典型的には、第１
のデバイスは、第２のデバイスから受信した送信に基づいて、入来方向における自身と第
２のデバイスとの間の通信チャネルの品質を測定することができてもよい。換言すると、
第１のデバイスは、第２のデバイスから始まり第１のデバイスで終わる第１の一方向の通
信チャネルの品質又は状態の測定を実行することができてもよい。しかし、第１のデバイ
スで始まり第２のデバイスで終わる第２の一方向の通信チャネルの品質又は状態を測定す
ることは容易ではないことがある。時分割双方向の通信チャネルでは、第１の一方向の通
信チャネルの品質又は状態から第２の一方向の通信チャネルの品質又は状態を導くために
、チャネル相互関係が使用されてもよい。しかし、チャネル相互関係は、周波数分割多重
通信チャネルで使用される場合、又は反対方向に進む対応する一方向の通信チャネルが存
在しない場合、良好な結果を提供しない。
【００１８】
　周波数分割多重通信チャネルでは、一般的に使用される技術は、第２のデバイスに対し
て、第１のデバイスにより行われた送信に基づいて第２の一方向の通信チャネルの品質又
は状態を測定させ、第２の一方向の通信チャネルの測定品質又は測定状態を第１のデバイ
スに報告させることである。通信チャネルの品質又は状態はCSIと呼ばれ、この技術は、
一般的にCSI報告と呼ばれる。
【００１９】
　図２は、第１のデバイス205と第２のデバイスとの間で交換されるメッセージを強調し
たメッセージ交換図200を示している。メッセージ交換図200は、第２のデバイス210が第
１のデバイス205と第２のデバイス210との間の一方向の通信チャネルのCSIを測定して報
告するときに、第１のデバイス205と第２のデバイス210との間で交換されるメッセージを
強調している。
【００２０】
　第１のデバイス205は、（イベント215に示すように）構成情報（又はその識別情報）を
第２のデバイス210に送信することにより、第２のデバイス210におけるCSI動作を構成し
てもよい。例示的な例として、構成情報は、第２のデバイス210が一方向のチャネルのCSI
を決定するために測定する指定の時間周波数リソース、どの信号を第１のデバイス205が
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指定の時間周波数リソースで送信するか、いつ第２のデバイス210がCSIを報告するか、ど
のくらいの長さだけ第２のデバイス210がCSI動作を続けるか等を含んでもよい。第１のデ
バイス205は、（イベント220に示すように）測定目的のために指定の時間周波数リソース
で信号を送信してもよい。
【００２１】
　第２のデバイス210は、（イベント225に示すように）指定の時間周波数リソースで信号
を測定し、測定に従ってチャネル品質インジケータ（CQI）を生成してもよい。CQIは、CS
Iの量子化された表現と考えられてもよい。第２のデバイス210は、（イベント230に示す
ように）構成情報に従ってCQIを第１のデバイス205に報告してもよい。図２の説明は、第
２のデバイス210によるCQIの報告に焦点を当てているが、第２のデバイス210は、生の測
定、量子化されていないCSI、CSIの変換、CSIの数学関数等を含み、様々な形式でCSIを報
告してもよい。
【００２２】
　協調マルチポイント（CoMP）動作は、リソース利用、ダイバーシチ利得、通信システム
の性能等を改善するために複数の送信ポイント（例えば、eNB、マクロセル、ピコセル、
リモートアンテナ、リモート無線ヘッド（RRH：remote　radio　head）等）が単一の受信
ポイント（例えば、UE、eNB等）に送信することを可能にする3GPP　LTE技術標準に対する
比較的新たな追加である。説明目的で、CoMP送信について詳細に説明する。しかし、例示
的な実施例はまた、CoMP受信でも動作可能である。従って、CoMP送信に焦点を当てること
は、例示的な実施例の範囲又は要旨を限定するものとして解釈されるべきではない。
【００２３】
　図３は、通信システム300におけるCoMP送信を示している。図３に示すように、通信シ
ステム300は、３つの送信ポイント（送信ポイント305、送信ポイント307及び送信ポイン
ト309）とUE320とを含む。単一の送信ポイントからの送信を受信するだけより大きい通信
効率を潜在的に実現するために、３つの送信ポイントはUE320に送信し、UE320は、３つの
送信ポイントからの送信を結合する。
【００２４】
　前述のように、良好な通信性能を取得するために、３つの送信ポイントは、自身とUE32
0との間の通信チャネルの品質又は状態を認識する必要があり得る。UE320は、３つの送信
ポイントのそれぞれにより行われた送信の別々の測定を行い、CSIを３つの送信ポイント
に報告してもよい。
【００２５】
　例示的な実施例によれば、3GPP　LTEのリリース11での単一のキャリアにおいて複数のC
SIプロセスの同時構成についてのサポートは、通信システムにおけるCoMP送信の効率的な
実現を可能にし得る。デバイス（すなわち、３つの送信ポイントのうち１つ、３つの送信
ポイントのうち１つのコントローラ、CSIを構成するタスクを有する通信システムのエン
ティティ等）は、受信ポイント（例えばUE320）に対して、適切な数のCSIプロセス（この
例では３つ）を初期化し、複数の送信ポイント（例えば、３つの送信ポイント）から受信
ポイント（例えば、UE320）への通信チャネルを測定するように構成してもよい。
【００２６】
　送信ポイントが複数の受信ポイントに送信するCoMP受信の事例では、デバイス（すなわ
ち、送信ポイント、送信ポイントのコントローラ、CSIを構成するタスクを有する通信シ
ステムのエンティティ等）は、受信ポイントのそれぞれに対して、適切な数のCSIプロセ
スを初期化し、送信ポイントから受信ポイントのそれぞれへの通信チャネルを測定するよ
うに構成してもよい点に留意すべきである。複数の受信ポイントが関与するため、デバイ
スは、それぞれの受信ポイントを別々に構成してもよい。しかし、CSI構成情報を全ての
受信ポイントにブロードキャストすることも可能になり得る。
【００２７】
　例示的な実施例によれば、3GPP　LTEのリリース11のCSIプロセスの特徴（複数のCSIプ
ロセスがキャリアについて同時に構成され得ること、NZPリソースとIMRとの組み合わせを
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含む）を利用して、CSI構成が提示される。CSI構成の第１の部分は、所与のE-UTRAN（evo
lved　Universal　Mobile　Telecommunications　System　(UMTS)　Terrestrial　Radio
　Access　Network）キャリアにおける対応するCSI処理を識別するために使用され得るCS
Iプロセス識別子（CSI　ID）を含む。CSI構成の第２の部分は、NZP　CSI-RS及びIMRを含
むCSI測定部分（すなわち、CSI測定に使用されるリソース）を含む。CSI構成の第３の部
分は、例えば、周期的及び／又は非周期的な報告のための報告（レポート）構成を含む。
CSIプロセスはキャリア毎に構成されるため、CSIプロセスの要素（部分）もキャリア毎に
構成されることが合理的である点に留意すべきである。CSIプロセスは、eNB、UE等のよう
な3GPP　LTEに準拠した通信システム及びデバイスに実現されてもよい。
【００２８】
　図４は、デバイスが受信デバイスのCSIプロセスを構成するときにデバイスにて生じる
動作400のフローチャートを示している。動作400は、デバイスが受信デバイス（UE又はeN
B等）のCSIプロセスを構成するときにデバイス（eNB、eNBのコントローラ、UE等）で生じ
る動作を示してもよい。
【００２９】
　動作400は、デバイスが受信デバイス（UE、eNB又はUEとeNBとの組み合わせ等）のCSIプ
ロセスを構成することで始まってもよい（ブロック405）。例示的な実施例によれば、デ
バイスは、受信デバイス毎に別々にCSIプロセスを構成してもよい。換言すると、デバイ
スは、第１の受信デバイスのCSIプロセスを構成し、第２の受信デバイスのCSIプロセスを
構成する等を行ってもよい。デバイスは、構成されたCSIプロセスについての情報を生成
してもよい（ブロック407）。一例として、デバイスは、CSIプロセス情報要素（IE）を生
成してもよい。デバイスは、構成されたCSIプロセスについての情報（例えば、CSIプロセ
スIE）を受信デバイスに送信してもよい（ブロック410）。例示的な実施例によれば、デ
バイスは、無線リソース制御（RRC：radio　resource　control）メッセージを使用して
、構成されたCSIプロセスについての情報をそれぞれ個々の受信デバイスに送信してもよ
く、RRCメッセージは、個々の受信デバイスの構成されたCSIプロセスについての全ての情
報を含んでもよい。或いは、複数のRRCメッセージがデバイスによりそれぞれ個々の受信
デバイスに送信されてもよく、それぞれのRRCメッセージは単一の構成されたCSIプロセス
についての情報を含んでもよい。デバイスは、構成されたCSIプロセスについての情報に
従って、受信デバイスからCQI（又は他の形式のチャネル品質若しくはチャネル状態につ
いての情報）を受信してもよい。
【００３０】
　図５ａは、個々にシグナリングされるCSIプロセス毎の情報でデバイスが受信デバイス
のCSIプロセスを構成するときにデバイスにて生じる動作500のフローチャートを示してい
る。デバイスは、受信デバイスのCSIプロセスを構成し（ブロック505）、CSIプロセスのC
SIプロセスIEを生成してもよい。デバイスは、個々のCSIプロセス毎の情報（すなわち、C
SIプロセスIE）を受信デバイスに送信してもよい（ブロック510）。デバイスは、CSIプロ
セスの情報に従って、受信デバイスからCQI（又は他の形式のチャネル品質若しくはチャ
ネル状態についての情報）を受信してもよい（ブロック515）。
【００３１】
　図５ｂは、一緒にシグナリングされる単一の受信デバイスのCSIプロセスの情報でデバ
イスが受信デバイスのCSIプロセスを構成するときにデバイスにて生じる動作550のフロー
チャートを示している。デバイスは、受信デバイスのCSIプロセスを構成し（ブロック555
）、CSIプロセスのCSIプロセスIEを生成してもよい。デバイスは、単一のメッセージで単
一の受信デバイスのCSIプロセスの情報（すなわち、CSIプロセスIE）を受信デバイスに送
信してもよい（ブロック560）。デバイスは、CSIプロセスの情報に従って、受信デバイス
からCQI（又は他の形式のチャネル品質若しくはチャネル状態）を受信してもよい（ブロ
ック565）。
【００３２】
　図６は、受信デバイスがCSI報告を実行するときに受信デバイスにて生じる動作600のフ
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ローチャートを示している。動作600は、受信デバイスがCSI報告を実行するときに受信デ
バイス（UE又はeNB等）にて生じる動作を示してもよい。
【００３３】
　動作600は、受信デバイスが受信デバイスについて構成されたCSIプロセスについての情
報（すなわち、CSIプロセスIE）を受信することで始まってもよい（ブロック605）。複数
のCSIプロセスが受信デバイスについて構成される場合、受信デバイスは、CSIについての
情報を含む単一のメッセージを受信してもよく、個々のCSIプロセスについての情報を含
む複数のメッセージを受信してもよい。受信デバイスは、CSIプロセスについての情報に
従って通信チャネルを測定してもよい（ブロック610）。例示的な実施例によれば、通信
チャネルを測定することは、受信デバイスがCSIプロセス毎にNZP　CSI-RSリソースを使用
して信号強度を測定すること、及びCSIプロセス毎にIMRを使用して干渉を測定することを
含んでもよい（ブロック620）。
【００３４】
　受信デバイスは、測定に対して電力調整を行ってもよい（ブロック625）。電力調整の
詳細な説明は以下に提示される。受信デバイスは、CQI報告を生成し（ブロック630）、例
えばCQI（又は他の形式のチャネル品質若しくはチャネル状態についての情報）の形式で
、CSIプロセスについての情報に従ってCQI報告を送信してもよい（ブロック635）。例示
的な例として、CSI報告についての情報は、いつ受信デバイスがCSI報告を送信するか（時
間、周期、頻度、イベントの受信（例えば、送信トリガー等）等）を指定してもよい。ブ
ロック615～630は、受信デバイスによるCSIプロセスIEの処理であると考えられてもよい
。
【００３５】
　前述のように、CSIプロセスについての情報は、デバイスにより受信デバイスに送信さ
れてもよい。一般的に、CSIプロセスについての情報は、RRCメッセージのような高レイヤ
のメッセージで送信されてもよい。しかし、CSIプロセスについての情報をブロードキャ
ストすることも可能でもよい。
【００３６】
　図７ａは、CSIプロセスについての情報を送信するために使用される第１の例示的なIE7
00を示している。IE700は、CSIプロセスIEの例でもよく、デバイスにより送信されてもよ
い。IE700は、対応するCSIプロセスを識別するために使用され得るCSIプロセス識別子705
と、NZP　CSI-RSリソースのリストからCSI報告のために測定されるリソースを識別するた
めに使用され得るNZP　CSI-RS識別子707と、IMRのリストから干渉を測定するために使用
される比を識別するために使用され得るIMR識別子709と、可能なCQI報告構成のリストか
ら報告構成（すなわち、報告が周期的であるか非周期的であるか、及び報告時間、報告周
期、報告頻度、報告イベント等のパラメータ）を識別するために使用され得るCQI報告構
成識別子711とを含んでもよい。CQI報告構成識別子711は、CSIプロセスの可能なCQI報告
構成のリストを含むCQI報告構成IEに関連してもよい。CQI報告構成識別子711の使用は、C
QI報告がCSIプロセスを通じて独立して構成されることを可能にし得る。同様に、CSIプロ
セスは、対応するCQI報告構成IEが所望の通り周期的及び／又は非周期的な報告構成を含
み得るため、周期的及び／又は非周期的な報告で構成されてもよい。
【００３７】
　図７ｂは、CSIプロセスについての情報を送信するために使用される第２の例示的なIE7
20を示している。異なるCSIプロセスが同じ非周期的な報告構成を有するが、異なる周期
的な報告構成を有することも可能であり、その逆も同様である。構成のオーバーヘッドを
低減するのに役立ち得る更なる拡張は、CQIの非周期的な報告構成とCQIの周期的な報告構
成とで別々の識別子を有することである。IE720は、対応するCSIプロセスを識別するため
に使用され得るCSIプロセス識別子725と、NZP　CSI-RSリソースのリストからCSI報告のた
めに測定されるリソースを識別するために使用され得るNZP　CSI-RS識別子727と、IMRの
リストから干渉を測定するために使用されるリソースを識別するために使用され得るIMR
識別子729と、CQIの非周期的な報告に使用される可能な非周期的なCQI報告構成のリスト
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から非周期的なCQI報告構成を識別するために使用され得るCQI非周期的報告構成識別子73
1と、CQIの周期的な報告に使用される可能な周期的なCQI報告構成のリストから周期的なC
QI報告構成を識別するために使用され得るCQI周期的報告構成識別子733とを含んでもよい
。
【００３８】
　図７ｃは、CSIプロセスについての情報を送信するために使用される第３の例示的なIE7
40を示している。IE740は、対応するCSIプロセスを識別するために使用され得るCSIプロ
セス識別子745と、NZP　CSI-RSリソースのリストからCSI報告のために測定されるリソー
スを識別するために使用され得るNZP　CSI-RS識別子747と、IMRのリストから干渉を測定
するために使用されるリソースを識別するために使用され得るIMR識別子749と、CQI報告
構成に関する情報（例えば、非周期的及び／又は非周期的、周期、頻度、イベント、時間
等）を伝達するために使用され得るCQI報告構成IE751とを含んでもよい。特定のCQI報告
構成に関連付けるために識別子を使用するのではなく、IE740は、CQI報告構成IE751で使
用されるCQI報告構成を含む。
【００３９】
　図７ｄは、CSIプロセスについての情報を送信するために使用される第４の例示的なIE7
60を示している。CSIプロセスIEで構成される代わりに、CQI報告構成IEが使用されてもよ
い。IE760は、CQI報告構成IEであり、CQI報告構成IEが適用される対応するCSIプロセスを
識別するために使用され得るCSIプロセス識別子765と、NZP　CSI-RSリソースのリストか
らCSI報告のために測定されるリソースを識別するために使用され得るNZP　CSI-RS識別子
767と、IMRのリストから干渉を測定するために使用されるリソースを識別するために使用
され得るIMR識別子769と、測定報告に関する他のパラメータとを含んでもよい。測定報告
に関する他のパラメータの例は、CQI報告構成情報（非周期的及び／又は周期的な性質、
周期、頻度、イベント、時間等）を含む。IE760の変形は、CQI報告構成IEが適用される対
応するCSIプロセスを識別するために使用され得るCSIプロセス識別子765と、測定報告に
関する他のパラメータとを含んでもよい。
【００４０】
　ここに記載の例示的な実施例は、CSIプロセスの構成をシグナリングするために様々な
技術を利用する。一例として、或る例示的な実施例は、同じ周期的及び／又は非周期的な
CQI報告が複数のCSIプロセスについて構成されることを可能にする。他の例として、特定
のCSIプロセス構成を示すために識別子を使用する例示的な実施例は、一般的にそうでな
い場合より低いCSIプロセス構成のオーバーヘッドを有する。
【００４１】
　CSIプロセス構成の特定の実装の例示的な実施例の仕様について、追記を参照されたい
。
【００４２】
　各CSIプロセスは、サブフレームセットを用いて又は用いずに構成されてもよい。以下
を含み、サブフレームセットを構成するための複数の選択肢が存在し得る。
【００４３】
　・サブフレームセットの構成は、各CSIプロセスのCQI報告構成に含まれる。
【００４４】
　・サブフレームセットの構成は、各CSIプロセスIEに含まれる。
【００４５】
　・サブフレームがコンポーネントキャリアの１つより多くのCSIプロセスについて構成
される場合、構成されたサブフレームセットを有する全てのCSIプロセスは、同じサブフ
レームセットの対を使用するべきである。
【００４６】
　従って、共通のサブフレームセット構成IEがキャリアにおいて規定されてもよく、共通
のサブフレームセット構成IEがCSIプロセスIEにより規定されたCSIプロセスに適用するか
否かを示すために、インジケータが各CSIプロセスIEと共に含まれる。使用され得る１つ
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の技術は、前述のように使用されるCQI報告構成IEを使用して、共通のサブフレームセッ
ト構成IEを規定することである。キャリアアグリゲーション（CA：carrier　aggregation
）が使用される場合、現在制限されたサブフレームセットは、プライマリコンポーネント
キャリア（PCC：primary　component　carrier）のみに適用し、セカンダリコンポーネン
トキャリア（SCC：secondary　component　carrier）に影響を及ぼさない。従って、サブ
フレームセット制限がSCCに拡張する場合、共通のサブフレームセット構成IEは、SCellの
CQO報告構成（“CQI-ReportConfigSCell”）に規定されてもよい。他の技術は、別々のIE
（例えば、所与のキャリアにおけるCSIサブフレームパターン構成IE）を規定することで
もよい。
【００４７】
　電力は、CSIプロセス構成における他の検討事項である。CSIプロセス構成に関して、電
力オフセット（“Pc”）は、典型的には、参照信号と、CSIフィードバックを生成するた
めに使用される物理下りリンク共有チャネル（PDSCH：physical　downlink　shared　cha
nnel）との間の電力オフセットを示す。Pcは、NZP　CSI-RSリソース毎又はCSIプロセス毎
に規定されてもよい。更に、eICIC（enhanced　intercell　interference　coordination
）が使用される場合、２つの異なるサブセット（例えば、CSIプロセスについて構成され
た時間周波数サブセット）が存在してもよく、これらのサブセットのPcの値は異なっても
よい。異なる仮定に応じて複数の異なる方法でPcを構成することが可能になり得る。
【００４８】
　構成されたNZP　CSI-RSリソース毎にPcが規定されることを仮定すると、異なるCSIプロ
セスのPcの値は異なってもよい。この理由は、CSIプロセスは、異なるCoMP処理技術（例
えば、ダイナミックポイント選択（DPS：dynamic　point　selection）、ダイナミックポ
イントブランキング（DPB：dynamic　point　blanking）、ジョイント送信（JT：joint　
transmission）等）を評価するために使用されるからである。従って、NZP　CSI-RSリソ
ースに規定されたPcは、CSIプロセスの実際のPcを反映することができなくてもよい。
【００４９】
　例示的な実施例によれば、サブフレームセットがCSIプロセスについて構成されていな
い場合、Pcは、CSIプロセスの対応するオフセットを示すためにCSIプロセスIE毎に構成さ
れる。そうでない場合、更なるPcオフセット（例えば、Pcオフセット1又はPc1）が構成さ
れ、元のPc（例えば、Pc）は、サブフレームセット1に使用され、更なるPcオフセット（
例えば、Pcオフセット1又はPc1）は、サブフレームセット2に使用される。換言すると、
２つのPc（例えば、Pcオフセット1及びPcオフセット2）がCSIプロセス毎に構成され、第
１のPcはサブフレームセット1に使用され、第２のPcはサブフレームセット2に使用される
。
【００５０】
　他の例示的な実施例によれば、各Pc識別子がPc構成IEに関連付けて、Pc識別子がCSIプ
ロセスIE毎に構成される。サブフレームセットがCSIプロセスについて構成されない場合
、関連するPc構成IEは１つのPcを含む。サブフレームセットがCSIプロセスについて構成
される場合、関連するPc構成IEは２つのPcを含み、第１のPcはサブフレームセット1に関
連し、第２のPcはサブフレームセット2に関連する。Pc構成IEのリストが構成されてもよ
く、Pc構成IEの最大数は、CSIプロセスの数に等しくてもよい。CSIプロセスの実際のPcの
値は、（CSIプロセスの）NZP　CSI-RSに関連するPcに、対応するPcオフセットを加えたも
のに等しくてもよい。
【００５１】
　例示的な実施例によれば、構成されたCSIプロセス毎にPcが規定される場合、Pcは、サ
ブフレームセットがCSIプロセスについて構成されない場合には、CSIプロセスIE毎に構成
される。サブフレームセットがCSIプロセスについて構成された場合、更なるPcが規定さ
れてもよく、Pcはサブフレームセット1に使用されてもよく、更なるPcはサブフレームセ
ット2に使用されてもよい。換言すると、サブフレームセットが構成されるときに、２つ
のPcはCSIプロセスIE毎に構成され、第１のPcはサブフレームセット1に使用され、第２の
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Pcはサブフレームセット2に使用される。
【００５２】
　別の例示的な実施例によれば、構成されたCSIプロセス毎にPcが規定される場合、各Pc
識別子がPc構成IEに関連付けて、Pc識別子はCSIプロセスIE毎に構成される。関連するPc
構成IEが１つのPcを含む場合、CSIプロセスについてサブフレームセットは構成されない
。関連するPc構成IEが２つのPcを含む場合、サブフレームセットは、CSIプロセスについ
て構成され、第１のPcはサブフレームセット1に関連し、第２のPcはサブフレームセット2
に関連する。Pc構成IEのリストが構成されてもよく、Pc構成IEの最大数は、CSIプロセス
の数に等しくてもよい。
【００５３】
　複数キャリアの構成（CoMP+CA）の状況では、非周期的なCQIフィードバックの構成は、
プライマリセル（PCell）及びセカンダリセル（SCell）で異なってもよい。従って、PCel
l及びSCellのCQI報告構成も異なる。トリガービットは、CCを示すBit1（ビットマップ）
と、報告CQIプロセスを示すBit2（ビットマップ）とを含む。
【００５４】
　図８は、第１の通信デバイス800を示している。通信デバイス800は、eNB、アクセスポ
イント、通信コントローラ、基地局等のようなデバイスの実装でもよく、CSIプロセスを
構成するタスクを有するネットワークエンティティでもよい。通信デバイス800は、ここ
に記載の様々な実施例を実現するために使用されてもよい。図８に示すように、送信機80
5は、パケット、CSIプロセス構成についての情報等を送信するように構成される。通信デ
バイス800はまた、パケット、CQI報告等を受信するように構成された受信機810を含む。
【００５５】
　CSIプロセス構成ユニット820は、受信デバイスのCSIプロセスを指定するように構成さ
れる。CSIプロセス構成ユニット820は、CSIプロセス識別子、NZP　CSI-RSリソース識別子
、IMR識別子、CQI報告構成、CQI報告構成IE、Pc等を指定するように構成される。情報生
成ユニット822は、構成されたCSIプロセスについての情報を生成するように構成される。
情報生成ユニット822は、受信デバイスに送信するメッセージを生成するように構成され
る。CQI報告処理ユニット824は、受信デバイスから受信したCQI報告を処理し、CQI報告か
らチャネル品質又はチャネル状態情報を決定するように構成される。メモリ830は、デー
タ、CSIプロセスIE、CSIプロセス構成、CSI報告構成IE、識別子、CQI報告、チャネル品質
又は状態情報等を格納するように構成される。
【００５６】
　通信デバイス800の要素は、特定のハードウェア論理ブロックとして実装されてもよい
。或いは、通信デバイス800の要素は、プロセッサ、コントローラ、特定用途向け集積回
路等で実行するソフトウェアとして実装されてもよい。更に他の別法では、通信デバイス
800の要素は、ソフトウェア及び／又はハードウェアの組み合わせとして実装されてもよ
い。
【００５７】
　一例として、受信機810及び送信機805は、特定のハードウェアブロックとして実装され
てもよく、CSIプロセス構成ユニット820、情報生成ユニット822及びCQI報告処理ユニット
824は、マイクロプロセッサ（プロセッサ815等）又はカスタム回路若しくはフィールドプ
ログラマブルゲートアレイのカスタムコンパイル済み論理アレイで実行するソフトウェア
モジュールでもよい。CSIプロセス構成ユニット820、情報生成ユニット822及びCQI報告処
理ユニット824は、メモリ830に格納されたモジュールでもよい。
【００５８】
　図９は、第２の通信デバイス900を示している。通信デバイス900は、eNB、アクセスポ
イント、通信コントローラ、基地局等のような受信デバイスの実装でもよく、UE、モバイ
ル、移動局、端末、ユーザ、加入者等でもよい。通信デバイス900は、ここに記載の様々
な実施例を実現するために使用されてもよい。図９に示すように、送信機805は、パケッ
ト、CSI報告等を送信するように構成される。通信デバイス900はまた、パケット、CQIプ
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【００５９】
　情報処理ユニット920は、受信デバイスのCSIプロセスの構成を決定するために、CSIプ
ロセス構成についての情報を処理するように構成される。測定ユニット922は、CSIプロセ
ス構成についての情報により提供されるNZP　CSI-RSリソースを使用して通信チャネルを
測定し、IMRを使用して干渉を測定するように構成される。測定ユニット922は、必要に応
じてPcの値に従って電力調整を行うように構成される。報告ユニット924は、測定ユニッ
ト922により行われた測定からCQI報告を生成するように構成される。報告ユニット924は
、CQI報告構成情報又はIEに従ってCQI報告を含むメッセージを生成するように構成される
。メモリ930は、データ、CSIプロセスIE、CSIプロセスについての情報、CSI報告構成IE、
識別子、CQI報告、チャネル品質又は状態測定等を格納するように構成される。
【００６０】
　通信デバイス900の要素は、特定のハードウェア論理ブロックとして実装されてもよい
。或いは、通信デバイス900の要素は、プロセッサ、コントローラ、特定用途向け集積回
路等で実行するソフトウェアとして実装されてもよい。更に他の別法では、通信デバイス
900の要素は、ソフトウェア及び／又はハードウェアの組み合わせとして実装されてもよ
い。
【００６１】
　一例として、受信機910及び送信機905は、特定のハードウェアブロックとして実装され
てもよく、情報処理ユニット920、測定ユニット922及び報告ユニット924は、マイクロプ
ロセッサ（プロセッサ915等）又はカスタム回路若しくはフィールドプログラマブルゲー
トアレイのカスタムコンパイル済み論理アレイで実行するソフトウェアモジュールでもよ
い。情報処理ユニット920、測定ユニット922及び報告ユニット924は、メモリ930に格納さ
れたモジュールでもよい。
【００６２】
　この開示及びその利点について詳細に説明したが、特許請求の範囲に記載の開示の要旨
及び範囲を逸脱することなく、様々な変更、置換及び代替が行われてもよいことが分かる
。
【００６３】
　＜追記－CSIプロセス構成＞
　PhysicalConfigDedicated情報要素
【００６４】
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【表２】
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【表３】
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【表４】

【００６５】
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【表５】

　-IMR-Config
　IMR-ConfigのIEは、送信モード10を使用するときに干渉及び雑音を測定するためにサー
ビング周波数で構成され得るCSI-RSリソース構成である。
【００６６】
　IMR-Config情報要素
【００６７】
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【表６】

　注：IMRは４つのREで構成されるため、全体で16個の構成が存在する。
【００６８】

【表７】

　-IMR-Id
　IMR-IdのIEは、IMR-ConfigのIEにより構成されるIMRリソース構成を識別するために使
用される。識別情報は、キャリア周波数の範囲内で固有である。
【００６９】
　IMR-Id情報要素
【００７０】

【表８】

　-CQI-ReportConfig
　CQI-ReportConfigのIEは、CQI報告構成を指定するために使用される。
【００７１】
　CQI-ReportConfig情報要素
【００７２】
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【表９】
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【表１１】

　-CQI-ReportConfig-Id
　CQI-ReportConfig-IdのIEは、CQI-ReportConfigのIEにより構成されるCQI報告構成を識
別するために使用される。識別情報は、キャリア周波数の範囲内で固有である。
【００７３】
　IMR-ID情報要素
【００７４】



(23) JP 2015-534396 A 2015.11.26

10

20

30

40

【表１２】

　-CSI-Process-Config
　CSI-Process-ConfigのIEは、送信モード10を使用するときにE-UTRANがサービング周波
数で構成し得るCSIフィードバック構成である。
【００７５】
　CSI-Process-Config情報要素
【００７６】

【表１３】

　-CSI-Process-Id
　CSI-Process-IdのIEは、CSI-Process-ConfigのIEにより構成されるCSIプロセスを識別
するために使用される。識別情報は、キャリア周波数の範囲内で固有である。
【００７７】
　CSI-Process-Id情報要素
【００７８】

【表１４】

　6.4　RRC多重度（multiplicity）及びタイプ制約の値
　-多重度及びタイプ制約の規定
【００７９】
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【表１５】
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【表１６】
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【表１７】

　注：maxDRBの値はSA2と一致する。
【００８０】
　-EUTRA-RRC-Definitionsの終わり
【００８１】
【表１８】
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【図６】 【図７ａ】

【図７ｂ】

【図７ｃ】
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【図８】 【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月8日(2015.5.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、2013年9月27日に“System　and　Method　for　Configuring　Channel　S
tate　Information　in　a　Communications　System”という題で出願された米国非仮出
願第14/040,306号及び2012年9月27日に“System　and　Method　for　Channel　State　I
nformation　Configuration”という題で出願された米国仮出願第61/706,610号の利益を
主張し、これらの出願を援用する。
【０００２】
　この開示は、概してデジタル通信に関し、特に通信システムにおいてチャネル状態情報
を構成（設定）するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　概して、3GPP（Third　Generation　Partnership　Project）LTE（Long　Term　Evolut
ion）のリリース11（Rel-11）に準拠したチャネル状態情報（CSI：channel　state　info
rmation）プロセスは、新たな送信モードTM10に対処するために、CSIフィードバック機構
を提供する。3GPP　LTEの以前のリリースのCSIプロセスと比べて、Rel-11では、単一のキ
ャリアにおいて複数のCSIプロセスが同時に構成され得る。Rel-11のCSIプロセスは、“非
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ゼロ電力（NZP：non-zero　power）CSI参照シンボル（CSI-RS：CSI　reference　symbol
）リソースと干渉測定リソース（IMR：interference　measurement　resource）との組み
合わせであり、所与のCSIプロセスは周期的及び／又は非周期的な報告により使用され得
る”として記載されている。従って、CSIプロセス構成自体が、下りリンク協調マルチポ
イント（CoMP：coordinated　multiple　point）動作のための無線リソース制御（RRC：r
adio　resource　control）パラメータのほとんどを含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この開示の例示的な実施例は、通信システムにおいてチャネル状態情報を構成するシス
テム及び方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この開示の例示的な実施例によれば、無線通信システムにおいて通信する方法が提供さ
れる。この方法は、デバイスにより、チャネル状態情報（CSI：channel　state　informa
tion）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS：CSI　reference　signal）
識別子と、干渉測定リソース（IMR：interference　measurement　resource）識別子と、
チャネル品質インジケータ（CQI：channel　quality　indicator）報告構成情報とを含む
CSIプロセス情報要素（IE：information　element）を生成することを含む。この方法は
また、デバイスにより、CSIプロセスIEを送信することを含む。
【０００６】
　この開示の他の例示的な実施例によれば、無線通信システムにおいて通信する方法が提
供される。この方法は、受信デバイスにより、チャネル状態情報（CSI：channel　state
　information）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS：CSI　reference　
signal）識別子と、干渉測定リソース（IMR：interference　measurement　resource）識
別子と、チャネル品質インジケータ（CQI：channel　quality　indicator）報告構成情報
とを含むCSIプロセス情報要素（IE：information　element）を受信することを含む。こ
の方法はまた、デバイスにより、CSIプロセスIEを処理することを含む。
【０００７】
　この開示の他の例示的な実施例によれば、デバイスが提供される。このデバイスは、プ
ロセッサと、プロセッサに動作可能に結合された送信機とを含む。プロセッサは、チャネ
ル状態情報（CSI：channel　state　information）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参
照信号（CSI-RS：CSI　reference　signal）識別子と、干渉測定リソース（IMR：interfe
rence　measurement　resource）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI：channel　
quality　indicator）報告構成情報とを含むCSIプロセス情報要素（IE：information　el
ement）を生成する。送信機は、CSIプロセスIEを送信する。
【０００８】
　この開示の他の例示的な実施例によれば、受信デバイスが提供される。この受信デバイ
スは、受信機と、受信機に動作可能に結合されたプロセッサとを含む。受信機は、チャネ
ル状態情報（CSI：channel　state　information）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参
照信号（CSI-RS：CSI　reference　signal）識別子と、干渉測定リソース（IMR：interfe
rence　measurement　resource）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI：channel　
quality　indicator）報告構成情報とを含むCSIプロセス情報要素（IE：information　el
ement）を受信する。プロセッサは、CSIプロセスIEで動作する。
【０００９】
　実施例の１つの利点は、複数のCSIプロセスが単一のキャリアについて構成され得る点
であり、受信デバイスが複数の送信ポイントからのチャネルのチャネル品質を測定するこ
とを可能にする。
【００１０】
　実施例の更なる利点は、複数のCSIプロセスがそれぞれの識別子に従って参照される点
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であり、これは、シグナリングオーバーヘッドを低減するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ここに記載の例示的な実施例による例示的な通信システム
【図２】ここに記載の例示的な実施例に従って第１のデバイスと第２のデバイスとの間で
交換されるメッセージを強調した例示的なメッセージ交換図
【図３】ここに記載の例示的な実施例による通信システムにおける例示的なCoMP送信の図
【図４】ここに記載の例示的な実施例に従ってデバイスが受信デバイスのCSIプロセスを
構成するときにデバイスにて生じる動作の例示的なフローチャート
【図５ａ】ここに記載の例示的な実施例に従って個々にシグナリングされるCSIプロセス
毎の情報でデバイスが受信デバイスのCSIプロセスを構成するときにデバイスにて生じる
動作の例示的なフローチャート
【図５ｂ】ここに記載の例示的な実施例に従って一緒にシグナリングされる単一の受信デ
バイスのCSIプロセスの情報でデバイスが受信デバイスのCSIプロセスを構成するときにデ
バイスにて生じる動作の例示的なフローチャート
【図６】ここに記載の例示的な実施例に従って受信デバイスがCSI報告を実行するときに
受信デバイスにて生じる動作の例示的なフローチャート
【図７ａ】ここに記載の例示的な実施例に従ってCSIプロセスについての情報を送信する
ために使用される第１の例示的なIE
【図７ｂ】ここに記載の例示的な実施例に従ってCSIプロセスについての情報を送信する
ために使用される第２の例示的なIE
【図７ｃ】ここに記載の例示的な実施例に従ってCSIプロセスについての情報を送信する
ために使用される第３の例示的なIE
【図７ｄ】ここに記載の例示的な実施例に従ってCSIプロセスについての情報を送信する
ために使用される第４の例示的なIE
【図８】ここに記載の例示的な実施例による例示的な第１の通信デバイス
【図９】ここに記載の例示的な実施例による例示的な第２の通信デバイス
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　この開示及びその利点の更に完全な理解のため、添付図面を考慮して以下の説明に言及
が行われる。
【００１３】
　この例示的な実施例の動作及びその構成について以下に詳細に説明する。しかし、この
開示は、広範囲の特定の状況に具現され得る多くの適用可能な発明の概念を提供すること
が分かる。説明する特定の実施例は、この開示の特定の構成及びこの開示を動作させる方
法の単なる例であり、この開示の範囲を限定するものではない。
【００１４】
　この開示の一実施例は、通信システムにおいてチャネル状態情報を構成することに関す
る。例えば、デバイスは、CSIプロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS）識別
子と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI）報告構成情
報とを含むCSIプロセスIEを送信する。他の例として、受信デバイスは、CSIプロセス識別
子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS）識別子と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、
チャネル品質インジケータ（CQI）報告構成情報とを含むCSIプロセスIEを受信する。
【００１５】
　この開示は、特定の状況における例示的な実施例（すなわち、単一のキャリアについて
複数のCSIプロセスをサポートする3GPP（Third　Generation　Partnership　Project）LT
E（Long　Term　Evolution）に準拠した通信システム）に関して説明する。しかし、この
開示はまた、単一のキャリアについて複数のCSIプロセスをサポートする他の標準に準拠
した通信システム及び非標準の通信システムにも適用され得る。
【００１６】
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　図１は、通信システム100を示している。通信システム100は、UE110-116のような複数
のユーザ装置（UE：user　equipment）にサービス提供するeNB105及びeNB107を含む複数
のeNB（evolved　NodeB）を含む。eNBはまた、NodeB、基地局、通信コントローラ等とも
呼ばれることがあり、UEはまた、移動局、モバイル、端末、ユーザ、加入者等と呼ばれる
ことがある。一般的に、UEへの送信又はUEからの送信は、そのサービングeNBによりUEに
割り当てられたネットワークリソースで生じる。通信システムは複数のUEと通信すること
ができる複数のeNBを使用してもよいことが分かるが、簡潔にするために、２つのみのeNB
及び複数のUEが示されている。
【００１７】
　良好な性能を実現し、通信の効率を増加させるために、送信及び／又は受信するデバイ
ス（eNB及びUE、並びにサポートする通信に関与するもの）は、送信及び／又は受信する
ために使用される通信チャネルの品質又は状態を知る必要があり得る。典型的には、第１
のデバイスは、第２のデバイスから受信した送信に基づいて、入来方向における自身と第
２のデバイスとの間の通信チャネルの品質を測定することができてもよい。換言すると、
第１のデバイスは、第２のデバイスから始まり第１のデバイスで終わる第１の一方向の通
信チャネルの品質又は状態の測定を実行することができてもよい。しかし、第１のデバイ
スで始まり第２のデバイスで終わる第２の一方向の通信チャネルの品質又は状態を測定す
ることは容易ではないことがある。時分割双方向の通信チャネルでは、第１の一方向の通
信チャネルの品質又は状態から第２の一方向の通信チャネルの品質又は状態を導くために
、チャネル相互関係が使用されてもよい。しかし、チャネル相互関係は、周波数分割多重
通信チャネルで使用される場合、又は反対方向に進む対応する一方向の通信チャネルが存
在しない場合、良好な結果を提供しない。
【００１８】
　周波数分割多重通信チャネルでは、一般的に使用される技術は、第２のデバイスに対し
て、第１のデバイスにより行われた送信に基づいて第２の一方向の通信チャネルの品質又
は状態を測定させ、第２の一方向の通信チャネルの測定品質又は測定状態を第１のデバイ
スに報告させることである。通信チャネルの品質又は状態はCSIと呼ばれ、この技術は、
一般的にCSI報告と呼ばれる。
【００１９】
　図２は、第１のデバイス205と第２のデバイスとの間で交換されるメッセージを強調し
たメッセージ交換図200を示している。メッセージ交換図200は、第２のデバイス210が第
１のデバイス205と第２のデバイス210との間の一方向の通信チャネルのCSIを測定して報
告するときに、第１のデバイス205と第２のデバイス210との間で交換されるメッセージを
強調している。
【００２０】
　第１のデバイス205は、（イベント215に示すように）構成情報（又はその識別情報）を
第２のデバイス210に送信することにより、第２のデバイス210におけるCSI動作を構成し
てもよい。例示的な例として、構成情報は、第２のデバイス210が一方向のチャネルのCSI
を決定するために測定する指定の時間周波数リソース、どの信号を第１のデバイス205が
指定の時間周波数リソースで送信するか、いつ第２のデバイス210がCSIを報告するか、ど
のくらいの長さだけ第２のデバイス210がCSI動作を続けるか等を含んでもよい。第１のデ
バイス205は、（イベント220に示すように）測定目的のために指定の時間周波数リソース
で信号を送信してもよい。
【００２１】
　第２のデバイス210は、（イベント225に示すように）指定の時間周波数リソースで信号
を測定し、測定に従ってチャネル品質インジケータ（CQI）を生成してもよい。CQIは、CS
Iの量子化された表現と考えられてもよい。第２のデバイス210は、（イベント230に示す
ように）構成情報に従ってCQIを第１のデバイス205に報告してもよい。図２の説明は、第
２のデバイス210によるCQIの報告に焦点を当てているが、第２のデバイス210は、生の測
定、量子化されていないCSI、CSIの変換、CSIの数学関数等を含み、様々な形式でCSIを報
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告してもよい。
【００２２】
　協調マルチポイント（CoMP）動作は、リソース利用、ダイバーシチ利得、通信システム
の性能等を改善するために複数の送信ポイント（例えば、eNB、マクロセル、ピコセル、
リモートアンテナ、リモート無線ヘッド（RRH：remote　radio　head）等）が単一の受信
ポイント（例えば、UE、eNB等）に送信することを可能にする3GPP　LTE技術標準に対する
比較的新たな追加である。説明目的で、CoMP送信について詳細に説明する。しかし、例示
的な実施例はまた、CoMP受信でも動作可能である。従って、CoMP送信に焦点を当てること
は、例示的な実施例の範囲又は要旨を限定するものとして解釈されるべきではない。
【００２３】
　図３は、通信システム300におけるCoMP送信を示している。図３に示すように、通信シ
ステム300は、３つの送信ポイント（送信ポイント305、送信ポイント307及び送信ポイン
ト309）とUE320とを含む。単一の送信ポイントからの送信を受信するだけより大きい通信
効率を潜在的に実現するために、３つの送信ポイントはUE320に送信し、UE320は、３つの
送信ポイントからの送信を結合する。
【００２４】
　前述のように、良好な通信性能を取得するために、３つの送信ポイントは、自身とUE32
0との間の通信チャネルの品質又は状態を認識する必要があり得る。UE320は、３つの送信
ポイントのそれぞれにより行われた送信の別々の測定を行い、CSIを３つの送信ポイント
に報告してもよい。
【００２５】
　例示的な実施例によれば、3GPP　LTEのリリース11での単一のキャリアにおいて複数のC
SIプロセスの同時構成についてのサポートは、通信システムにおけるCoMP送信の効率的な
実現を可能にし得る。デバイス（すなわち、３つの送信ポイントのうち１つ、３つの送信
ポイントのうち１つのコントローラ、CSIを構成するタスクを有する通信システムのエン
ティティ等）は、受信ポイント（例えばUE320）に対して、適切な数のCSIプロセス（この
例では３つ）を初期化し、複数の送信ポイント（例えば、３つの送信ポイント）から受信
ポイント（例えば、UE320）への通信チャネルを測定するように構成してもよい。
【００２６】
　送信ポイントが複数の受信ポイントに送信するCoMP受信の事例では、デバイス（すなわ
ち、送信ポイント、送信ポイントのコントローラ、CSIを構成するタスクを有する通信シ
ステムのエンティティ等）は、受信ポイントのそれぞれに対して、適切な数のCSIプロセ
スを初期化し、送信ポイントから受信ポイントのそれぞれへの通信チャネルを測定するよ
うに構成してもよい点に留意すべきである。複数の受信ポイントが関与するため、デバイ
スは、それぞれの受信ポイントを別々に構成してもよい。しかし、CSI構成情報を全ての
受信ポイントにブロードキャストすることも可能になり得る。
【００２７】
　例示的な実施例によれば、3GPP　LTEのリリース11のCSIプロセスの特徴（複数のCSIプ
ロセスがキャリアについて同時に構成され得ること、NZPリソースとIMRとの組み合わせを
含む）を利用して、CSI構成が提示される。CSI構成の第１の部分は、所与のE-UTRAN（evo
lved　Universal　Mobile　Telecommunications　System　(UMTS)　Terrestrial　Radio
　Access　Network）キャリアにおける対応するCSI処理を識別するために使用され得るCS
Iプロセス識別子（CSI　ID）を含む。CSI構成の第２の部分は、NZP　CSI-RS及びIMRを含
むCSI測定部分（すなわち、CSI測定に使用されるリソース）を含む。CSI構成の第３の部
分は、例えば、周期的及び／又は非周期的な報告のための報告（レポート）構成を含む。
CSIプロセスはキャリア毎に構成されるため、CSIプロセスの要素（部分）もキャリア毎に
構成されることが合理的である点に留意すべきである。CSIプロセスは、eNB、UE等のよう
な3GPP　LTEに準拠した通信システム及びデバイスに実現されてもよい。
【００２８】
　図４は、デバイスが受信デバイスのCSIプロセスを構成するときにデバイスにて生じる
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動作400のフローチャートを示している。動作400は、デバイスが受信デバイス（UE又はeN
B等）のCSIプロセスを構成するときにデバイス（eNB、eNBのコントローラ、UE等）で生じ
る動作を示してもよい。
【００２９】
　動作400は、デバイスが受信デバイス（UE、eNB又はUEとeNBとの組み合わせ等）のCSIプ
ロセスを構成することで始まってもよい（ブロック405）。例示的な実施例によれば、デ
バイスは、受信デバイス毎に別々にCSIプロセスを構成してもよい。換言すると、デバイ
スは、第１の受信デバイスのCSIプロセスを構成し、第２の受信デバイスのCSIプロセスを
構成する等を行ってもよい。デバイスは、構成されたCSIプロセスについての情報を生成
してもよい（ブロック407）。一例として、デバイスは、CSIプロセス情報要素（IE）を生
成してもよい。デバイスは、構成されたCSIプロセスについての情報（例えば、CSIプロセ
スIE）を受信デバイスに送信してもよい（ブロック410）。例示的な実施例によれば、デ
バイスは、無線リソース制御（RRC：radio　resource　control）メッセージを使用して
、構成されたCSIプロセスについての情報をそれぞれ個々の受信デバイスに送信してもよ
く、RRCメッセージは、個々の受信デバイスの構成されたCSIプロセスについての全ての情
報を含んでもよい。或いは、複数のRRCメッセージがデバイスによりそれぞれ個々の受信
デバイスに送信されてもよく、それぞれのRRCメッセージは単一の構成されたCSIプロセス
についての情報を含んでもよい。デバイスは、構成されたCSIプロセスについての情報に
従って、受信デバイスからCQI（又は他の形式のチャネル品質若しくはチャネル状態につ
いての情報）を受信してもよい。
【００３０】
　図５ａは、個々にシグナリングされるCSIプロセス毎の情報でデバイスが受信デバイス
のCSIプロセスを構成するときにデバイスにて生じる動作500のフローチャートを示してい
る。デバイスは、受信デバイスのCSIプロセスを構成し（ブロック505）、CSIプロセスのC
SIプロセスIEを生成してもよい。デバイスは、個々のCSIプロセス毎の情報（すなわち、C
SIプロセスIE）を受信デバイスに送信してもよい（ブロック510）。デバイスは、CSIプロ
セスの情報に従って、受信デバイスからCQI（又は他の形式のチャネル品質若しくはチャ
ネル状態についての情報）を受信してもよい（ブロック515）。
【００３１】
　図５ｂは、一緒にシグナリングされる単一の受信デバイスのCSIプロセスの情報でデバ
イスが受信デバイスのCSIプロセスを構成するときにデバイスにて生じる動作550のフロー
チャートを示している。デバイスは、受信デバイスのCSIプロセスを構成し（ブロック555
）、CSIプロセスのCSIプロセスIEを生成してもよい。デバイスは、単一のメッセージで単
一の受信デバイスのCSIプロセスの情報（すなわち、CSIプロセスIE）を受信デバイスに送
信してもよい（ブロック560）。デバイスは、CSIプロセスの情報に従って、受信デバイス
からCQI（又は他の形式のチャネル品質若しくはチャネル状態）を受信してもよい（ブロ
ック565）。
【００３２】
　図６は、受信デバイスがCSI報告を実行するときに受信デバイスにて生じる動作600のフ
ローチャートを示している。動作600は、受信デバイスがCSI報告を実行するときに受信デ
バイス（UE又はeNB等）にて生じる動作を示してもよい。
【００３３】
　動作600は、受信デバイスが受信デバイスについて構成されたCSIプロセスについての情
報（すなわち、CSIプロセスIE）を受信することで始まってもよい（ブロック605）。複数
のCSIプロセスが受信デバイスについて構成される場合、受信デバイスは、CSIについての
情報を含む単一のメッセージを受信してもよく、個々のCSIプロセスについての情報を含
む複数のメッセージを受信してもよい。受信デバイスは、CSIプロセスについての情報に
従って通信チャネルを測定してもよい（ブロック610）。例示的な実施例によれば、通信
チャネルを測定することは、受信デバイスがCSIプロセス毎にNZP　CSI-RSリソースを使用
して信号強度を測定すること、及びCSIプロセス毎にIMRを使用して干渉を測定することを
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含んでもよい（ブロック620）。
【００３４】
　受信デバイスは、測定に対して電力調整を行ってもよい（ブロック625）。電力調整の
詳細な説明は以下に提示される。受信デバイスは、CQI報告を生成し（ブロック630）、例
えばCQI（又は他の形式のチャネル品質若しくはチャネル状態についての情報）の形式で
、CSIプロセスについての情報に従ってCQI報告を送信してもよい（ブロック635）。例示
的な例として、CSI報告についての情報は、いつ受信デバイスがCSI報告を送信するか（時
間、周期、頻度、イベントの受信（例えば、送信トリガー等）等）を指定してもよい。ブ
ロック615～630は、受信デバイスによるCSIプロセスIEの処理であると考えられてもよい
。
【００３５】
　前述のように、CSIプロセスについての情報は、デバイスにより受信デバイスに送信さ
れてもよい。一般的に、CSIプロセスについての情報は、RRCメッセージのような高レイヤ
のメッセージで送信されてもよい。しかし、CSIプロセスについての情報をブロードキャ
ストすることも可能でもよい。
【００３６】
　図７ａは、CSIプロセスについての情報を送信するために使用される第１の例示的なIE7
00を示している。IE700は、CSIプロセスIEの例でもよく、デバイスにより送信されてもよ
い。IE700は、対応するCSIプロセスを識別するために使用され得るCSIプロセス識別子705
と、NZP　CSI-RSリソースのリストからCSI報告のために測定されるリソースを識別するた
めに使用され得るNZP　CSI-RS識別子707と、IMRのリストから干渉を測定するために使用
される比を識別するために使用され得るIMR識別子709と、可能なCQI報告構成のリストか
ら報告構成（すなわち、報告が周期的であるか非周期的であるか、及び報告時間、報告周
期、報告頻度、報告イベント等のパラメータ）を識別するために使用され得るCQI報告構
成識別子711とを含んでもよい。CQI報告構成識別子711は、CSIプロセスの可能なCQI報告
構成のリストを含むCQI報告構成IEに関連してもよい。CQI報告構成識別子711の使用は、C
QI報告がCSIプロセスを通じて独立して構成されることを可能にし得る。同様に、CSIプロ
セスは、対応するCQI報告構成IEが所望の通り周期的及び／又は非周期的な報告構成を含
み得るため、周期的及び／又は非周期的な報告で構成されてもよい。
【００３７】
　図７ｂは、CSIプロセスについての情報を送信するために使用される第２の例示的なIE7
20を示している。異なるCSIプロセスが同じ非周期的な報告構成を有するが、異なる周期
的な報告構成を有することも可能であり、その逆も同様である。構成のオーバーヘッドを
低減するのに役立ち得る更なる拡張は、CQIの非周期的な報告構成とCQIの周期的な報告構
成とで別々の識別子を有することである。IE720は、対応するCSIプロセスを識別するため
に使用され得るCSIプロセス識別子725と、NZP　CSI-RSリソースのリストからCSI報告のた
めに測定されるリソースを識別するために使用され得るNZP　CSI-RS識別子727と、IMRの
リストから干渉を測定するために使用されるリソースを識別するために使用され得るIMR
識別子729と、CQIの非周期的な報告に使用される可能な非周期的なCQI報告構成のリスト
から非周期的なCQI報告構成を識別するために使用され得るCQI非周期的報告構成識別子73
1と、CQIの周期的な報告に使用される可能な周期的なCQI報告構成のリストから周期的なC
QI報告構成を識別するために使用され得るCQI周期的報告構成識別子733とを含んでもよい
。
【００３８】
　図７ｃは、CSIプロセスについての情報を送信するために使用される第３の例示的なIE7
40を示している。IE740は、対応するCSIプロセスを識別するために使用され得るCSIプロ
セス識別子745と、NZP　CSI-RSリソースのリストからCSI報告のために測定されるリソー
スを識別するために使用され得るNZP　CSI-RS識別子747と、IMRのリストから干渉を測定
するために使用されるリソースを識別するために使用され得るIMR識別子749と、CQI報告
構成に関する情報（例えば、非周期的及び／又は非周期的、周期、頻度、イベント、時間
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等）を伝達するために使用され得るCQI報告構成IE751とを含んでもよい。特定のCQI報告
構成に関連付けるために識別子を使用するのではなく、IE740は、CQI報告構成IE751で使
用されるCQI報告構成を含む。
【００３９】
　図７ｄは、CSIプロセスについての情報を送信するために使用される第４の例示的なIE7
60を示している。CSIプロセスIEで構成される代わりに、CQI報告構成IEが使用されてもよ
い。IE760は、CQI報告構成IEであり、CQI報告構成IEが適用される対応するCSIプロセスを
識別するために使用され得るCSIプロセス識別子765と、NZP　CSI-RSリソースのリストか
らCSI報告のために測定されるリソースを識別するために使用され得るNZP　CSI-RS識別子
767と、IMRのリストから干渉を測定するために使用されるリソースを識別するために使用
され得るIMR識別子769と、測定報告に関する他のパラメータとを含んでもよい。測定報告
に関する他のパラメータの例は、CQI報告構成情報（非周期的及び／又は周期的な性質、
周期、頻度、イベント、時間等）を含む。IE760の変形は、CQI報告構成IEが適用される対
応するCSIプロセスを識別するために使用され得るCSIプロセス識別子765と、測定報告に
関する他のパラメータとを含んでもよい。
【００４０】
　ここに記載の例示的な実施例は、CSIプロセスの構成をシグナリングするために様々な
技術を利用する。一例として、或る例示的な実施例は、同じ周期的及び／又は非周期的な
CQI報告が複数のCSIプロセスについて構成されることを可能にする。他の例として、特定
のCSIプロセス構成を示すために識別子を使用する例示的な実施例は、一般的にそうでな
い場合より低いCSIプロセス構成のオーバーヘッドを有する。
【００４１】
　CSIプロセス構成の特定の実装の例示的な実施例の仕様について、追記を参照されたい
。
【００４２】
　各CSIプロセスは、サブフレームセットを用いて又は用いずに構成されてもよい。以下
を含み、サブフレームセットを構成するための複数の選択肢が存在し得る。
【００４３】
　・サブフレームセットの構成は、各CSIプロセスのCQI報告構成に含まれる。
【００４４】
　・サブフレームセットの構成は、各CSIプロセスIEに含まれる。
【００４５】
　・サブフレームがコンポーネントキャリアの１つより多くのCSIプロセスについて構成
される場合、構成されたサブフレームセットを有する全てのCSIプロセスは、同じサブフ
レームセットの対を使用するべきである。
【００４６】
　従って、共通のサブフレームセット構成IEがキャリアにおいて規定されてもよく、共通
のサブフレームセット構成IEがCSIプロセスIEにより規定されたCSIプロセスに適用するか
否かを示すために、インジケータが各CSIプロセスIEと共に含まれる。使用され得る１つ
の技術は、前述のように使用されるCQI報告構成IEを使用して、共通のサブフレームセッ
ト構成IEを規定することである。キャリアアグリゲーション（CA：carrier　aggregation
）が使用される場合、現在制限されたサブフレームセットは、プライマリコンポーネント
キャリア（PCC：primary　component　carrier）のみに適用し、セカンダリコンポーネン
トキャリア（SCC：secondary　component　carrier）に影響を及ぼさない。従って、サブ
フレームセット制限がSCCに拡張する場合、共通のサブフレームセット構成IEは、SCellの
CQO報告構成（“CQI-ReportConfigSCell”）に規定されてもよい。他の技術は、別々のIE
（例えば、所与のキャリアにおけるCSIサブフレームパターン構成IE）を規定することで
もよい。
【００４７】
　電力は、CSIプロセス構成における他の検討事項である。CSIプロセス構成に関して、電
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力オフセット（“Pc”）は、典型的には、参照信号と、CSIフィードバックを生成するた
めに使用される物理下りリンク共有チャネル（PDSCH：physical　downlink　shared　cha
nnel）との間の電力オフセットを示す。Pcは、NZP　CSI-RSリソース毎又はCSIプロセス毎
に規定されてもよい。更に、eICIC（enhanced　intercell　interference　coordination
）が使用される場合、２つの異なるサブセット（例えば、CSIプロセスについて構成され
た時間周波数サブセット）が存在してもよく、これらのサブセットのPcの値は異なっても
よい。異なる仮定に応じて複数の異なる方法でPcを構成することが可能になり得る。
【００４８】
　構成されたNZP　CSI-RSリソース毎にPcが規定されることを仮定すると、異なるCSIプロ
セスのPcの値は異なってもよい。この理由は、CSIプロセスは、異なるCoMP処理技術（例
えば、ダイナミックポイント選択（DPS：dynamic　point　selection）、ダイナミックポ
イントブランキング（DPB：dynamic　point　blanking）、ジョイント送信（JT：joint　
transmission）等）を評価するために使用されるからである。従って、NZP　CSI-RSリソ
ースに規定されたPcは、CSIプロセスの実際のPcを反映することができなくてもよい。
【００４９】
　例示的な実施例によれば、サブフレームセットがCSIプロセスについて構成されていな
い場合、Pcは、CSIプロセスの対応するオフセットを示すためにCSIプロセスIE毎に構成さ
れる。そうでない場合、更なるPcオフセット（例えば、Pcオフセット1又はPc1）が構成さ
れ、元のPc（例えば、Pc）は、サブフレームセット1に使用され、更なるPcオフセット（
例えば、Pcオフセット1又はPc1）は、サブフレームセット2に使用される。換言すると、
２つのPc（例えば、Pcオフセット1及びPcオフセット2）がCSIプロセス毎に構成され、第
１のPcはサブフレームセット1に使用され、第２のPcはサブフレームセット2に使用される
。
【００５０】
　他の例示的な実施例によれば、各Pc識別子がPc構成IEに関連付けて、Pc識別子がCSIプ
ロセスIE毎に構成される。サブフレームセットがCSIプロセスについて構成されない場合
、関連するPc構成IEは１つのPcを含む。サブフレームセットがCSIプロセスについて構成
される場合、関連するPc構成IEは２つのPcを含み、第１のPcはサブフレームセット1に関
連し、第２のPcはサブフレームセット2に関連する。Pc構成IEのリストが構成されてもよ
く、Pc構成IEの最大数は、CSIプロセスの数に等しくてもよい。CSIプロセスの実際のPcの
値は、（CSIプロセスの）NZP　CSI-RSに関連するPcに、対応するPcオフセットを加えたも
のに等しくてもよい。
【００５１】
　例示的な実施例によれば、構成されたCSIプロセス毎にPcが規定される場合、Pcは、サ
ブフレームセットがCSIプロセスについて構成されない場合には、CSIプロセスIE毎に構成
される。サブフレームセットがCSIプロセスについて構成された場合、更なるPcが規定さ
れてもよく、Pcはサブフレームセット1に使用されてもよく、更なるPcはサブフレームセ
ット2に使用されてもよい。換言すると、サブフレームセットが構成されるときに、２つ
のPcはCSIプロセスIE毎に構成され、第１のPcはサブフレームセット1に使用され、第２の
Pcはサブフレームセット2に使用される。
【００５２】
　別の例示的な実施例によれば、構成されたCSIプロセス毎にPcが規定される場合、各Pc
識別子がPc構成IEに関連付けて、Pc識別子はCSIプロセスIE毎に構成される。関連するPc
構成IEが１つのPcを含む場合、CSIプロセスについてサブフレームセットは構成されない
。関連するPc構成IEが２つのPcを含む場合、サブフレームセットは、CSIプロセスについ
て構成され、第１のPcはサブフレームセット1に関連し、第２のPcはサブフレームセット2
に関連する。Pc構成IEのリストが構成されてもよく、Pc構成IEの最大数は、CSIプロセス
の数に等しくてもよい。
【００５３】
　複数キャリアの構成（CoMP+CA）の状況では、非周期的なCQIフィードバックの構成は、
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プライマリセル（PCell）及びセカンダリセル（SCell）で異なってもよい。従って、PCel
l及びSCellのCQI報告構成も異なる。トリガービットは、CCを示すBit1（ビットマップ）
と、報告CQIプロセスを示すBit2（ビットマップ）とを含む。
【００５４】
　図８は、第１の通信デバイス800を示している。通信デバイス800は、eNB、アクセスポ
イント、通信コントローラ、基地局等のようなデバイスの実装でもよく、CSIプロセスを
構成するタスクを有するネットワークエンティティでもよい。通信デバイス800は、ここ
に記載の様々な実施例を実現するために使用されてもよい。図８に示すように、送信機80
5は、パケット、CSIプロセス構成についての情報等を送信するように構成される。通信デ
バイス800はまた、パケット、CQI報告等を受信するように構成された受信機810を含む。
【００５５】
　CSIプロセス構成ユニット820は、受信デバイスのCSIプロセスを指定するように構成さ
れる。CSIプロセス構成ユニット820は、CSIプロセス識別子、NZP　CSI-RSリソース識別子
、IMR識別子、CQI報告構成、CQI報告構成IE、Pc等を指定するように構成される。情報生
成ユニット822は、構成されたCSIプロセスについての情報を生成するように構成される。
情報生成ユニット822は、受信デバイスに送信するメッセージを生成するように構成され
る。CQI報告処理ユニット824は、受信デバイスから受信したCQI報告を処理し、CQI報告か
らチャネル品質又はチャネル状態情報を決定するように構成される。メモリ830は、デー
タ、CSIプロセスIE、CSIプロセス構成、CSI報告構成IE、識別子、CQI報告、チャネル品質
又は状態情報等を格納するように構成される。
【００５６】
　通信デバイス800の要素は、特定のハードウェア論理ブロックとして実装されてもよい
。或いは、通信デバイス800の要素は、プロセッサ、コントローラ、特定用途向け集積回
路等で実行するソフトウェアとして実装されてもよい。更に他の別法では、通信デバイス
800の要素は、ソフトウェア及び／又はハードウェアの組み合わせとして実装されてもよ
い。
【００５７】
　一例として、受信機810及び送信機805は、特定のハードウェアブロックとして実装され
てもよく、CSIプロセス構成ユニット820、情報生成ユニット822及びCQI報告処理ユニット
824は、マイクロプロセッサ（プロセッサ815等）又はカスタム回路若しくはフィールドプ
ログラマブルゲートアレイのカスタムコンパイル済み論理アレイで実行するソフトウェア
モジュールでもよい。CSIプロセス構成ユニット820、情報生成ユニット822及びCQI報告処
理ユニット824は、メモリ830に格納されたモジュールでもよい。
【００５８】
　図９は、第２の通信デバイス900を示している。通信デバイス900は、eNB、アクセスポ
イント、通信コントローラ、基地局等のような受信デバイスの実装でもよく、UE、モバイ
ル、移動局、端末、ユーザ、加入者等でもよい。通信デバイス900は、ここに記載の様々
な実施例を実現するために使用されてもよい。図９に示すように、送信機805は、パケッ
ト、CSI報告等を送信するように構成される。通信デバイス900はまた、パケット、CQIプ
ロセス構成についての情報等を受信するように構成された受信機910を含む。
【００５９】
　情報処理ユニット920は、受信デバイスのCSIプロセスの構成を決定するために、CSIプ
ロセス構成についての情報を処理するように構成される。測定ユニット922は、CSIプロセ
ス構成についての情報により提供されるNZP　CSI-RSリソースを使用して通信チャネルを
測定し、IMRを使用して干渉を測定するように構成される。測定ユニット922は、必要に応
じてPcの値に従って電力調整を行うように構成される。報告ユニット924は、測定ユニッ
ト922により行われた測定からCQI報告を生成するように構成される。報告ユニット924は
、CQI報告構成情報又はIEに従ってCQI報告を含むメッセージを生成するように構成される
。メモリ930は、データ、CSIプロセスIE、CSIプロセスについての情報、CSI報告構成IE、
識別子、CQI報告、チャネル品質又は状態測定等を格納するように構成される。
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【００６０】
　通信デバイス900の要素は、特定のハードウェア論理ブロックとして実装されてもよい
。或いは、通信デバイス900の要素は、プロセッサ、コントローラ、特定用途向け集積回
路等で実行するソフトウェアとして実装されてもよい。更に他の別法では、通信デバイス
900の要素は、ソフトウェア及び／又はハードウェアの組み合わせとして実装されてもよ
い。
【００６１】
　一例として、受信機910及び送信機905は、特定のハードウェアブロックとして実装され
てもよく、情報処理ユニット920、測定ユニット922及び報告ユニット924は、マイクロプ
ロセッサ（プロセッサ915等）又はカスタム回路若しくはフィールドプログラマブルゲー
トアレイのカスタムコンパイル済み論理アレイで実行するソフトウェアモジュールでもよ
い。情報処理ユニット920、測定ユニット922及び報告ユニット924は、メモリ930に格納さ
れたモジュールでもよい。
【００６２】
　この開示及びその利点について詳細に説明したが、特許請求の範囲に記載の開示の要旨
及び範囲を逸脱することなく、様々な変更、置換及び代替が行われてもよいことが分かる
。
【００６３】
　＜追記－CSIプロセス構成＞
　PhysicalConfigDedicated情報要素
【００６４】
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【表１】
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【表２】

【００６５】
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【表３】

　-IMR-Config
　IMR-ConfigのIEは、送信モード10を使用するときに干渉及び雑音を測定するためにサー
ビング周波数で構成され得るCSI-RSリソース構成である。
【００６６】
　IMR-Config情報要素
【００６７】
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【表４】

　注：IMRは４つのREで構成されるため、全体で16個の構成が存在する。
【００６８】
【表５】

　-IMR-Id
　IMR-IdのIEは、IMR-ConfigのIEにより構成されるIMRリソース構成を識別するために使
用される。識別情報は、キャリア周波数の範囲内で固有である。
【００６９】
　IMR-Id情報要素
【００７０】

【表６】

　-CQI-ReportConfig
　CQI-ReportConfigのIEは、CQI報告構成を指定するために使用される。
【００７１】
　CQI-ReportConfig情報要素
【００７２】
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【表７】
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【表８】

　-CQI-ReportConfig-Id
　CQI-ReportConfig-IdのIEは、CQI-ReportConfigのIEにより構成されるCQI報告構成を識
別するために使用される。識別情報は、キャリア周波数の範囲内で固有である。
【００７３】
　IMR-ID情報要素
【００７４】

【表９】

　-CSI-Process-Config
　CSI-Process-ConfigのIEは、送信モード10を使用するときにE-UTRANがサービング周波
数で構成し得るCSIフィードバック構成である。
【００７５】
　CSI-Process-Config情報要素
【００７６】
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【表１０】

　-CSI-Process-Id
　CSI-Process-IdのIEは、CSI-Process-ConfigのIEにより構成されるCSIプロセスを識別
するために使用される。識別情報は、キャリア周波数の範囲内で固有である。
【００７７】
　CSI-Process-Id情報要素
【００７８】

【表１１】

　6.4　RRC多重度（multiplicity）及びタイプ制約の値
　-多重度及びタイプ制約の規定
【００７９】
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【表１２】

　注：maxDRBの値はSA2と一致する。
【００８０】
　-EUTRA-RRC-Definitionsの終わり
【００８１】
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【表１３】

【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて通信する方法であって、
　デバイスにより、チャネル状態情報（CSI）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号
（CSI-RS）識別子と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケータ（C
QI）報告構成情報とを含むCSIプロセス情報要素（IE）を生成するステップと、
　前記デバイスにより、前記CSIプロセスIEを送信するステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記CQI報告構成情報は、周期的CQI報告構成識別子又は非周期的CQI報告構成識別子を
有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記CSIプロセスIEは、単一のCSIプロセスについての情報又は単一の受信デバイスに関
連するCSIプロセスについての情報を有する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記CSIプロセスIEは、電力オフセットを更に有する、請求項１ないし３のうちいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記CQI報告構成情報に従ってCQIを受信するステップを更に有する、請求項１ないし４
のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　無線通信システムにおいて通信する方法であって、
　受信デバイスにより、チャネル状態情報（CSI）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照
信号（CSI-RS）識別子と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケー
タ（CQI）報告構成情報とを含むCSIプロセス情報要素（IE）を受信するステップと、
　前記受信デバイスにより、前記CSIプロセスIEを処理するステップと
　を有する方法。
【請求項７】
　前記CQI報告構成情報は、周期的CQI報告構成識別子又は非周期的CQI報告構成識別子を
有する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記CSIプロセスIEは、単一のCSIプロセスについての情報又は単一の受信デバイスに関
連するCSIプロセスについての情報を有する、請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　前記非ゼロ電力CSI-RS識別子及び前記IMR識別子に従って通信チャネルを測定するステ
ップと、
　前記測定された通信チャネルからCQIを導くステップと、
　前記CQI報告構成情報に従って前記CQIを送信するステップと
　を更に有する、請求項６ないし８のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記CSIプロセスIEは、電力オフセットを更に有し、
　前記方法は、前記電力オフセットに従って前記CQIを調整するステップを更に有する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　チャネル状態情報（CSI）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS）識別子
と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI）報告構成情報
とを含むCSIプロセス情報要素（IE）を生成するように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに動作可能に結合され、前記CSIプロセスIEを送信するように構成され
た送信機と
　を有するデバイス。
【請求項１２】
　前記CQI報告構成情報は、周期的CQI報告構成識別子又は非周期的CQI報告構成識別子を
有する、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記デバイスは、evolved　NodeBと、CSIプロセスを構成するタスクを有するエンティ
ティとのうち１つである、請求項１１又は１２に記載のデバイス。
【請求項１４】
　チャネル状態情報（CSI）プロセス識別子と、非ゼロ電力CSI参照信号（CSI-RS）識別子
と、干渉測定リソース（IMR）識別子と、チャネル品質インジケータ（CQI）報告構成情報
とを含むCSIプロセス情報要素（IE）を受信するように構成された受信機と、
　前記受信機に動作可能に結合され、前記CSIプロセスIEで動作するように構成されたプ
ロセッサと
　を有する受信デバイス。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記非ゼロ電力CSI-RS識別子及び前記IMR識別子に従って通信チャ
ネルを測定し、前記測定された通信チャネルからCQIを導くように構成され、
　前記受信デバイスは、前記プロセッサに動作可能に結合され、前記CQI報告構成情報に
従って前記CQIを送信するように構成された送信機を更に有する、請求項１４に記載の受
信デバイス。
【請求項１６】
　前記CSIプロセスIEは、電力オフセットを更に有し、
　前記プロセッサは、前記電力オフセットに従って前記CQIを調整するように構成される
、請求項１５に記載の受信デバイス。
【請求項１７】
　前記受信デバイスは、evolved　NodeBと、ユーザ装置とのうち１つを有する、請求項１
４ないし１６のうちいずれか１項に記載の受信デバイス。
【請求項１８】
　コンピュータシステムに対して請求項１ないし５のうちいずれか１項に記載の方法を実
行させるプログラム命令を有するコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　コンピュータシステムに対して請求項６ないし１０のうちいずれか１項に記載の方法を
実行させるプログラム命令を有するコンピュータプログラム。
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