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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状態測定用の参照信号を送信する
基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムであっ
て、
　前記基地局装置は、
　前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関する情報を決定する決定部と、
　前記情報を前記ユーザ端末に通知する通知部と、を備え、
　前記ユーザ端末は、
　前記情報に基づいて前記参照信号のリソースでチャネル推定し、前記干渉測定用のリソ
ースで干渉推定する推定部と、
　チャネル推定結果及び干渉推定結果を用いてチャネル品質を算出する測定部と、を備え
たことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記参照信号のリソースがノンゼロパワーのチャネル状態測定用の参照信号を含み、前
記干渉測定用のリソースがゼロパワーのチャネル状態測定用の参照信号を含むことを特徴
とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項３】
　送信ポイント間で前記干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳのリソースが重ならないこと
を特徴とする請求項２記載の無線通信システム。
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【請求項４】
　前記送信形態がJoint　transmission型協調マルチポイント送信である場合に、前記参
照信号のリソースは、接続送信ポイント及び協調送信ポイントの合成された希望信号を推
定するように決定され、前記干渉測定用のリソースは、前記接続送信ポイント及び協調送
信ポイント以外の送信ポイントの干渉を推定するように決定されることを特徴とする請求
項１から請求項３のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記送信形態がDynamic　Point　Blanking型協調マルチポイント送信である場合に、前
記参照信号のリソースは、接続送信ポイントの希望信号を推定するように決定され、前記
干渉測定用のリソースは、接続送信ポイント及び協調送信ポイント以外の送信ポイントの
干渉を推定するように決定されることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記
載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記情報がハイヤレイヤシグナリングされることを特徴とする請求項１から請求項５の
いずれかに記載の無線通信システム。
【請求項７】
　送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状態測定用の参照信号を送信する
基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムの基地
局装置であって、
　前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関する情報を決定する決定部と、
　前記情報を前記ユーザ端末に通知する通知部と、を備えたことを特徴とする基地局装置
。
【請求項８】
　送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状態測定用の参照信号を送信する
基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムのユー
ザ端末であって、
　前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関する情報に基づいて、前記参照
信号のリソースでチャネル推定し、前記干渉測定用のリソースで干渉推定する推定部と、
　チャネル推定結果及び干渉推定結果を用いてチャネル品質を算出する測定部と、を備え
たことを特徴とするユーザ端末。
【請求項９】
　送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状態測定用の参照信号を送信する
基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを備えた無線通信システムにおけ
るチャネル状態情報測定方法であって、
　前記基地局装置において、前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関する
情報を決定する工程と、
　前記情報を前記ユーザ端末に通知する工程と、
　前記ユーザ端末において、前記情報に基づいて、前記参照信号のリソースでチャネル推
定し、前記干渉測定用のリソースで干渉推定する工程と、
　チャネル推定結果及び干渉推定結果を用いてチャネル品質を算出する工程と、を備えた
ことを特徴とするチャネル状態情報測定方法。
【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無線通信システム、基地局装置、ユーザ端
末、及びチャネル状態情報測定方法に関する。
【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
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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.8LTE）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、ＬＴＥの後
継システム（例えば、Rel.10LTE）の下りリンクにおいては、ＣＳＩ（Channel　State　I
nformation）測定専用にＣＳＩ－ＲＳ（Channel　State　Information-Reference　Signa
l）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、一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た
め、それぞれの送信形態に最適なチャネル品質情報（ＣＳＩ）をユーザ端末からフィード
バックさせる必要がある。
【０００９】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送信ポイントからの送信形態に
最適なチャネル品質情報をユーザ端末からフィードバックさせることができる無線通信シ
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ステム、基地局装置、ユーザ端末、及びチャネル状態情報測定方法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】
【００１０】
　本発明の無線通信システムは、送信形態が協調マルチポイント送信であり、チャネル状
態測定用の参照信号を送信する基地局装置と、前記基地局装置に接続するユーザ端末とを
備えており、前記基地局装置は、前記参照信号のリソース及び干渉測定用のリソースに関
する情報を決定する決定部と、前記情報を前記ユーザ端末に通知する通知部と、を備え、
前記ユーザ端末は、前記情報に基づいて前記参照信号のリソースでチャネル推定し、前記
干渉測定用のリソースで干渉推定する推定部と、チャネル推定結果及び干渉推定結果を用
いてチャネル品質を算出する測定部と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数の送信ポイントからの送信形態に最適なチャネル品質情報をユー
ザ端末からフィードバックさせることができる。これにより、スループットが向上し、高
効率な無線通信システムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを含んだＣＳＩ－ＲＳパターンを示す図であ
る。
【図２】干渉信号推定法を説明するための図である。
【図３】希望信号推定法を説明するための図である。
【図４】ＣＳＩ推定の例を説明するための図である。
【図５】ＣＳＩ推定の例を説明するための図である。
【図６】ＣＳＩ推定の例を説明するための図である。
【図７】希望信号測定リソース及び干渉信号測定リソースを含むサブフレームを示す図で
ある。
【図８】希望信号測定リソース及び干渉信号測定リソースの組合せのシグナリング例を示
す図である。
【図９】希望信号測定リソース及び干渉信号測定リソースの組合せのシグナリング例を示
す図である。
【図１０】無線通信システムのシステム構成の説明図である。
【図１１】基地局装置の全体構成の説明図である。
【図１２】ユーザ端末の全体構成の説明図である。
【図１３】基地局装置の機能ブロック図である。
【図１４】ユーザ端末の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　まず、ＬＴＥの後継システム（例えば、Rel.10LTE）で採用される参照信号の１つであ
るＣＳＩ－ＲＳについて説明する。ＣＳＩ－ＲＳは、チャネル状態としてのＣＱＩ（Chan
nel　Quality　Indicator）、ＰＭＩ（Precoding　Matrix　Indicator）、ＲＩ（Rank　I
ndicator）等のＣＳＩ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ＣＲＳと異なり、所定の周期、例えば１０サブフレーム周期で割
り当てられる。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（インデックス）が含まれる。
【００１４】
　なお、ＣＳＩ－ＲＳとしては、ノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳとゼロパワー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、割り当てられるリソースに送
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信パワーが分配されない（ＣＳＩ－ＲＳがミュートされた）。
【００１５】
　ＣＳＩ－ＲＳは、ＬＴＥで規定される１リソースブロックにおいて、ＰＤＣＣＨ（Phys
ical　Downlink　Control　Channel）等の制御信号、ＰＤＳＣＨ（Physical　Downlink　
Shared　Channel）等のユーザデータ、ＣＲＳ（Cell-specific　Reference　Signal）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リソースブロックは、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シンボルとで構成される。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がセッ
トで割り当てられる。
【００１６】
　ＣＳＩ－ＲＳによってＣＱＩを算出する場合、干渉測定の精度が重要である。ユーザ個
別の参照信号であるＣＳＩ－ＲＳを用いれば、複数の送信ポイントからのＣＳＩ－ＲＳを
ユーザ端末において分離できるので、ＣＳＩ－ＲＳベースの干渉測定は有望である。しか
し、ＬＴＥ（Rel.10LTE）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（他セル）からの干渉を高精度に測定できない。
【００１７】
　そこで本出願人は、図１に示すように、干渉測定にのみ使用するゼロパワーＣＳＩ－Ｒ
Ｓ（以下、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳという）を追加し、送信ポイント間で干渉
測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳのリソースが重ならないように周波数軸方向にシフトさせ
ることを提案した。これにより、下り共有データチャネル（ＰＤＳＣＨ）を無送信にした
リソースエレメント（ＲＥ）を用いて、ユーザ端末にＣＳＩ（Channel　State　Informat
ion）計算のために干渉信号推定することができる。この場合において、各送信ポイント
、または複数送信ポイント毎に対して異なる干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳパターン
を割り当てる。
【００１８】
　これにより、ノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳ（送信パワーの有る既存ＣＳＩ－ＲＳ）と干
渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳの双方を用いて干渉測定でき、干渉測定に利用可能なＣ
ＳＩ－ＲＳ数を増加でき、干渉測定精度を改善できる。また、干渉測定用ゼロパワーＣＳ
Ｉ－ＲＳは送信電力が０であるので、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳが割り当てられ
たリソースで受信される信号成分はそのまま干渉成分として扱うことができ、干渉測定の
ための処理負担を軽減できる。
【００１９】
　ここで、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを用いた干渉信号推定法について説明する
。ここでは、２つの無線基地局が送信ポイント（ＴＰ）＃１、ＴＰ＃２となるシステム構
成を例に説明する。
【００２０】
　図２Ａは、送信ポイントＴＰ＃１、ＴＰ＃２からユーザ端末ＵＥに送信を行う場合を示
している。また、図２Ｂは、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳが配置されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンの一例を示している。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であり、右側のサブフレームは、ＴＰ＃２から送信されるサブフ
レームである。
【００２１】
　図２Ｂに示すように、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞ
れ周波数方向で１番目及び７番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥ
に、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを配置すると、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２の前記ＲＥで
ＰＤＳＣＨが送信されない（ゼロパワー）。このため、これらのＲＥでは、ＴＰ＃１、Ｔ
Ｐ＃２の外側のセルの干渉信号の推定が可能となる。また、図２Ｂに示すように、ＴＰ＃
１のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で３番目及び９番目のＲＥであって時間
方向で１０番目及び１１番目のＲＥに、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを配置すると
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、ＴＰ＃１の前記ＲＥでＰＤＳＣＨが送信されない（ゼロパワー）。このため、これらの
ＲＥでは、ＴＰ＃１の外側のセル（ＴＰ＃２＋ＴＰ＃１，ＴＰ＃２以外のセル）の干渉信
号の推定が可能となる。また、図２Ｂに示すように、ＴＰ＃２のサブフレームにおいて、
それぞれ周波数方向で５番目及び１１番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番
目のＲＥに、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを配置すると、ＴＰ＃２の前記ＲＥでＰ
ＤＳＣＨが送信されない（ゼロパワー）。このため、これらのＲＥでは、ＴＰ＃２の外側
のセル（ＴＰ＃１＋ＴＰ＃１，ＴＰ＃２以外のセル）の干渉信号の推定が可能となる。
【００２２】
　次に、ＣＳＩ－ＲＳを用いた希望信号推定法について説明する。ここでは、２つの無線
基地局が送信ポイント（ＴＰ）＃１、ＴＰ＃２となるシステム構成を例に説明する。
【００２３】
　図３は、送信ポイントＴＰ＃１、ＴＰ＃２からユーザ端末ＵＥに送信を行う場合を示し
ている。また、図３は、ＣＳＩ－ＲＳが配置されたＣＳＩ－ＲＳパターンの一例を示して
いる。図３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であ
り、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である。
【００２４】
　図３に示すように、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ
周波数方向で２番目及び８番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥに
ＣＳＩ－ＲＳを配置すると、これらのＲＥでは、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２の合成された希望信
号の推定が可能となる。また、図３に示すように、ＴＰ＃１のサブフレームにおいて、そ
れぞれ周波数方向で４番目及び１０番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目
のＲＥにＣＳＩ－ＲＳを配置すると、これらのＲＥでは、ＴＰ＃１の希望信号の推定が可
能となる。また、図３に示すように、ＴＰ＃２のサブフレームにおいて、それぞれ周波数
方向で６番目及び１２番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥにＣＳ
Ｉ－ＲＳを配置すると、これらのＲＥでは、ＴＰ＃２の希望信号の推定が可能となる。
【００２５】
　このように、干渉信号の推定及び希望信号の推定には、それぞれ複数の方法があるので
、複数種類の希望信号対干渉信号（Signal　to　Interference　Ratio：ＳＩＲ）の測定
結果を得ることができる。本発明者らは、この点に着目し、複数の送信ポイントがある場
合（例えば、協調マルチポイント送受信（ＣｏＭＰ：Coordinated　Multi-Point　transm
ission/reception））において、送信形態に応じて最適な希望信号対干渉信号の測定方法
（ＣＳＩ測定に用いる希望信号対干渉信号の測定方法）を選択することにより、ユーザ端
末から最適な品質情報（ＣＳＩ、例えば、ＣＱＩ（Channel　Quality　Indicator））を
フィードバックさせることができ、結果としてシステムのスループットを向上させてシス
テム効率を向上できることを見出し本発明をするに至った。
【００２６】
　すなわち、本発明の骨子は、各基地局装置において、希望信号推定のための参照信号を
割り当てるリソース及び干渉信号推定のためのリソースのリソース情報を決定し、リソー
ス情報を前記ユーザ端末に通知し、ユーザ端末において、通知されたリソース情報を受信
し、リソース情報に基づいて、希望信号推定及び干渉信号推定し、推定部の推定結果を用
いてチャネル状態を測定することにより、複数の送信ポイントからの送信形態に最適なチ
ャネル品質情報をユーザ端末からフィードバックさせることである。これにより、スルー
プットが向上し、高効率な無線通信システムを実現することができる。
【００２７】
　複数の送信ポイントからの送信形態として、例えば、ＣｏＭＰ送信がある。まず、下り
リンクのＣｏＭＰ送信について説明する。下りリンクのＣｏＭＰ送信としては、Coordina
ted　Scheduling/Coordinated　Beamformingと、Joint　processingとがある。Coordinat
ed　Scheduling/Coordinated　Beamformingは、１つのユーザ端末ＵＥに対して１つのセ
ルからのみ共有データチャネルを送信する方法であり、他セルからの干渉や他セルへの干
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　p
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rocessingは、プリコーディングを適用して複数のセルから同時に共有データチャネルを
送信する方法であり、１つのユーザ端末ＵＥに対して複数のセルから共有データチャネル
を送信するJoint　transmissionと、瞬時に１つのセルを選択し共有データチャネルを送
信するDynamic　Point　Selection（ＤＰＳ）とがある。また、干渉となる送信ポイント
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。
【００２８】
　本発明においては、複数の送信ポイントからの送信形態に応じて、最適な希望信号の推
定方法及び干渉信号の推定方法を選択する。まず、図４を用いて、Joint　transmission
型ＣｏＭＰを適用した場合の推定方法について説明する。
【００２９】
　図４Ａに示すように、Joint　transmission型ＣｏＭＰ送信では、１つのユーザ端末Ｕ
Ｅに対して複数のセル（ＴＰ＃１（接続セル）、ＴＰ＃２（協調セル））から共有データ
チャネル信号を送信する。このため、希望信号については、ＴＰ＃１＋ＴＰ＃２の合成さ
れた希望信号を推定することが望ましい。また、干渉信号については、ＴＰ＃１及びＴＰ
＃２以外のセル（送信ポイント）の干渉信号を推定することが望ましい。このため、図４
Ｂに示すように、干渉信号の推定については、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサブフレ
ームにおいて、それぞれ周波数方向で１番目及び７番目のＲＥであって時間方向で１０番
目及び１１番目のＲＥに、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを配置し（接続セル（送信
ポイント）及び協調セル（送信ポイント）で同じＲＥに干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－Ｒ
Ｓを配置し）、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２以外のセルの干渉信号を推定する。一方、希望信号の
推定については、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波
数方向で２番目及び８番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥにＣＳ
Ｉ－ＲＳを配置し（接続セル（送信ポイント）及び協調セル（送信ポイント）で同じＲＥ
にＣＳＩ－ＲＳを配置し）、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２の合成された希望信号を推定する。
【００３０】
　次に、図５を用いて、Dynamic　Point　Blanking型ＣｏＭＰを適用した場合の推定方法
について説明する。図５Ａに示すように、Dynamic　Point　Blanking型ＣｏＭＰ送信では
、干渉となる送信ポイント（図５ＡではＴＰ＃２（協調セル（送信ポイント）））に対し
て一定領域のデータ送信を停止する。このため、希望信号については、ＴＰ＃１（接続セ
ル（送信ポイント））の希望信号を推定することが望ましい。また、干渉信号については
、ＴＰ＃１及びＴＰ＃２以外のセルの干渉信号を推定することが望ましい。このため、図
５Ｂに示すように、干渉信号の推定については、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサブフ
レームにおいて、それぞれ周波数方向で１番目及び７番目のＲＥであって時間方向で１０
番目及び１１番目のＲＥに、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを配置し（接続セル（送
信ポイント）及び協調セル（送信ポイント）で同じＲＥに干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－
ＲＳを配置し）、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２以外のセルの干渉信号を推定する。一方、希望信号
の推定については、ＴＰ＃１のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で４番目及び
１０番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥにＣＳＩ－ＲＳを配置し
（接続セル（送信ポイント）のＲＥにＣＳＩ－ＲＳを配置し）、ＴＰ＃１の希望信号を推
定する。
【００３１】
　次に、図６を用いて、ＣｏＭＰを適用しない場合の推定方法について説明する。図６Ａ
は、ユーザ端末に対して一つの送信ポイントＴＰ＃１から送信するシングルセル送信を示
す。このため、希望信号については、ＴＰ＃１（接続セル（送信ポイント））の希望信号
を推定することが望ましい。また、干渉信号については、ＴＰ＃１以外のセルの干渉信号
を推定することが望ましい。このため、図６Ｂに示すように、干渉信号の推定については
、ＴＰ＃１のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で３番目及び９番目のＲＥであ
って時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥに、干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを配
置し（接続セル（送信ポイント）のＲＥに干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを配置し）
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、ＴＰ＃１以外のセルの干渉信号を推定する。一方、希望信号の推定については、ＴＰ＃
１のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で４番目及び１０番目のＲＥであって時
間方向で１０番目及び１１番目のＲＥにＣＳＩ－ＲＳを配置し（接続セル（送信ポイント
）のＲＥにＣＳＩ－ＲＳを配置し）、ＴＰ＃１の希望信号を推定する。
【００３２】
　このように、本発明によれば、複数の送信ポイントがある場合において、送信形態に応
じて最適な希望信号対干渉信号の測定方法（ＣＳＩ測定に用いる希望信号対干渉信号の測
定方法）を選択することにより、ユーザ端末から最適な品質情報（ＣＱＩ）をフィードバ
ックさせることができ、結果としてシステムのスループットを向上させてシステム効率を
向上できることができる。
【００３３】
　この場合において、無線基地局からユーザ端末に対して、希望信号の推定方法及び干渉
信号の推定方法に関する情報をシグナリングする。すなわち、希望信号推定に用いるＲＥ
（Signal　Measurement　Resource：ＳＭＲ）の情報、干渉信号推定に用いるＲＥ（Inter
ference　Measurement　Resource：ＩＭＲ）の情報、ＳＭＲとＩＭＲの組合せの情報（こ
れらの情報の一つ又は複数を希望信号推定のための参照信号を割り当てるリソース及び干
渉信号推定のためのリソースのリソース情報とする）を、無線基地局がユーザ端末にシグ
ナリングする。これらの情報は、ハイヤレイヤシグナリング（ＲＲＣシグナリング）で無
線基地局からユーザ端末に通知しても良く、下り制御情報（ＤＣＩ）でダイナミックに無
線基地局からユーザ端末に通知しても良い。例えば、図５Ａに示すように、Dynamic　Poi
nt　Blanking型ＣｏＭＰを適用する場合において、ＣＳＩをフィードバックさせたい場合
には、無線基地局からユーザ端末に対して、図５Ｂに示すように、すなわち、干渉信号の
推定については、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波
数方向で１番目及び７番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥを用い
、希望信号の推定については、ＴＰ＃１のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で
４番目及び１０番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥを用いるよう
に、無線基地局からユーザ端末に対して準静的に又は動的にシグナリングする。
【００３４】
　上記ＳＭＲ及びＩＭＲの組合せを複数に設定することにより、ユーザ端末に複数種類の
ＣＳＩをフィードバックさせることが可能となる。この場合においては、一つ又は複数の
ＳＭＲ及び一つ又は複数のＩＭＲを同じ又は異なるサブフレームに配置（コンフィギュレ
ーション）する。例えば、図７に示すように、ＳＭＲとＩＭＲがそれぞれ２種類あり（Ｓ
ＭＲ＃１，ＳＭＲ＃２，ＩＭＲ＃１，ＩＭＲ＃２）、ＳＭＲ＃１及びＳＭＲ＃２が同一サ
ブフレームに存在し、ＩＭＲ＃１及びＩＭＲ＃２が異なるサブフレームに存在する場合に
おいては、ＳＭＲ＃１及びＩＭＲ＃１の組合せでＣＳＩを求める旨のシグナリング（ＣＳ
Ｉ＃１）と、ＳＭＲ＃２及びＩＭＲ＃２の組合せでＣＳＩを求める旨のシグナリング（Ｃ
ＳＩ＃２）とを、無線基地局からユーザ端末に対して通知することにより、２種類のＣＳ
Ｉ（ＣＳＩ＃１，ＣＳＩ＃２）をユーザ端末にフィードバックさせることが可能となる。
また、ＳＭＲとＩＭＲがそれぞれ２種類あり（ＳＭＲ＃１，ＳＭＲ＃２，ＩＭＲ＃１，Ｉ
ＭＲ＃２）、ＳＭＲ及びＩＭＲがそれぞれ同一サブフレームに存在する場合においても、
ＳＭＲ＃１及びＩＭＲ＃１の組合せでＣＳＩを求める旨のシグナリング（ＣＳＩ＃１）と
、ＳＭＲ＃２及びＩＭＲ＃２の組合せでＣＳＩを求める旨のシグナリング（ＣＳＩ＃２）
とを、無線基地局からユーザ端末に対して通知することにより、２種類のＣＳＩ（ＣＳＩ
＃１，ＣＳＩ＃２）をユーザ端末にフィードバックさせることが可能となる。なお、一つ
又は複数のＳＭＲ及び一つ又は複数のＩＭＲを同じ又は異なるサブフレームに配置するパ
ターンについては特に制限はされない。
【００３５】
　ＳＭＲ及びＩＭＲの組合せを通知する場合において、例えば、ＳＭＲ＃１，ＩＭＲ＃１
，ＩＭＲ＃２が存在するときは、図８に示すように２ビットでシグナリングすることがで
きる。図８においては、ＳＭＲ＃１＋ＩＭＲ＃１でＣＳＩを推定する場合にビット“１０
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”とし、ＳＭＲ＃２＋ＩＭＲ＃２でＣＳＩを推定する場合にビット“０１”とし、ＳＭＲ
＃１＋ＩＭＲ＃１及びＳＭＲ＃１＋ＩＭＲ＃２の２種類のＣＳＩを推定する場合にビット
“１１”とし、ＳＭＲ＃１と従来の干渉推定法（例えば、ＣＲＳを用いた干渉推定）によ
りＣＳＩを推定する場合にビット“００”としている。なお、ＳＭＲ及びＩＭＲの組合せ
とビットとの関係は図８に限定されない。
【００３６】
　また、ＳＭＲ及びＩＭＲの組合せを通知する場合において、例えば、ＳＭＲ＃１，ＳＭ
Ｒ＃２，ＩＭＲ＃１，ＩＭＲ＃２が存在するときは、図９に示すように４ビットでシグナ
リングすることができる。図９においては、ＳＭＲ＃１＋ＩＭＲ＃１でＣＳＩを推定する
場合にビット“１０１０”とし、ＳＭＲ＃２＋ＩＭＲ＃２でＣＳＩを推定する場合にビッ
ト“０１０１”とし、ＳＭＲ＃１と従来の干渉推定法（例えば、ＣＲＳを用いた干渉推定
）によりＣＳＩを推定する場合にビット“１０００”とし、ＳＭＲ＃１＋ＩＭＲ＃１及び
ＳＭＲ＃１＋ＩＭＲ＃２の２種類のＣＳＩを推定する場合にビット“１０１１”とし、Ｓ
ＭＲ＃１＋ＩＭＲ＃２及びＳＭＲ＃２＋ＩＭＲ＃２の２種類のＣＳＩを推定する場合にビ
ット“１１０１”とし、ＳＭＲ＃１＋ＩＭＲ＃１、ＳＭＲ＃１＋ＩＭＲ＃２、ＳＭＲ＃２
＋ＩＭＲ＃１、ＳＭＲ＃２＋ＩＭＲ＃２の４種類のＣＳＩを推定する場合にビット“１１
１１”としている。なお、ＳＭＲ及びＩＭＲの組合せとビットとの関係は図９に限定され
ない。
【００３７】
　ユーザ端末においては、通知されたＳＭＲ情報、ＩＭＲ情報、ＳＭＲ及びＩＭＲの組合
せ情報より特定されたＲＥを用いて希望信号推定及び干渉信号推定し、その推定結果を用
いて一つ又は複数のＣＳＩを求める。ユーザ端末は、このようにして求められた一つ又は
複数のＣＳＩを無線基地局にフィードバックする。また、ユーザ端末がＣＳＩを求める際
には、無線基地局からハイヤレイヤシグナリング（例えばＲＲＣシグナリング）で通知さ
れたビットマップ情報により、干渉信号を求めるサブフレームが限定されていてもよい。
この場合には、ＳＭＲ及びＩＭＲの組合せのシグナリングと、干渉信号を求めるサブフレ
ームを限定するシグナリングとを用いてユーザ端末がＣＳＩを求める。
【００３８】
　ここで、本発明の実施例に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図１０は、
本実施例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１０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と呼ばれても良いし、４Ｇと呼
ばれても良い。
【００３９】
　図１０に示すように、無線通信システム１は、各送信ポイントの基地局装置２０Ａ、２
０Ｂと、この基地局装置２０Ａ、２０Ｂと通信するユーザ端末１０とを含んで構成されて
いる。基地局装置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、基地局装置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。ユーザ端末１０は、送信ポイントである基地局
装置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。
【００４０】
　ユーザ端末１０は、既存端末（Rel.10LTE）及びサポート端末（例えば、Rel.11LTE）を
含むが、以下においては、特段の断りがない限りユーザ端末として説明を進める。また、
説明の便宜上、基地局装置２０Ａ、２０Ｂと無線通信するのはユーザ端末１０であるもの
として説明する。
【００４１】
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　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。
【００４２】
　ここで、通信チャネルについて説明する。
　下りリンクの通信チャネルは、ユーザ端末１０で共有される下りデータチャネルとして
のＰＤＳＣＨ（Physical　Downlink　Shared　Channel）と、下りＬ１／Ｌ２制御チャネ
ル（ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、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（Physical　Downlink　Control　Channel
）により、ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨのスケジューリング情報などが伝送される。ＰＣ
ＦＩＣＨ（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　Hybrid-ARQ　Indicator
　Channel）により、ＰＵＳＣＨに対するＨＡＲＱのＡＣＫ/ＮＡＣＫが伝送される。
【００４３】
　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（Physical　Uplink　Shared　Channel）と、上りリンクの制御チャネルであ
るＰＵＣＣＨ（Physical　Uplink　Control　Channel）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、下りリンクのチ
ャネル状態情報（ＣＳＩ（ＣＱＩなどを含む））、ＡＣＫ／ＮＡＣＫなどが伝送される。
【００４４】
　図１１を参照しながら、本実施の形態に係る基地局装置の全体構成について説明する。
なお、基地局装置２０Ａ、２０Ｂは、同様な構成であるため、基地局装置２０として説明
する。基地局装置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。下りリンクにより基地局装置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。
【００４５】
　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：Inverse　Fast　Fourier　Transform）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などの送信処理が行われる。
【００４６】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、報知チャネルにより、同一送信ポイントに接
続するユーザ端末１０に対して、各ユーザ端末１０が基地局装置２０との無線通信するた
めの制御情報を通知する。当該送信ポイント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　Ac
cess　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。
【００４７】
　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
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送受信アンテナ２０１へ出力する。
【００４８】
　一方、上りリンクによりユーザ端末１０から基地局装置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。
【００４９】
　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。
【００５０】
　呼処理部２０５は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、基地局装置２０の状態
管理や、無線リソースの管理を行う。
【００５１】
　次に、図１２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。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。
【００５２】
　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などがなされる。この下りリンクのデータの内、下りリン
クの送信データは、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などを行う。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。
【００５３】
　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。
【００５４】
　図１３を参照して、希望信号推定及び干渉信号推定のための測定ＲＥの決定処理に対応
した基地局装置の機能ブロックについて説明する。なお、図１３の各機能ブロックは、主
に図１１に示すベースバンド処理部に関するものである。また、図１３の機能ブロック図
は、本発明を説明するために簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備
える構成を備えるものとする。
【００５５】
　基地局装置２０は、送信側において、測定ＲＥ決定部４０１、上位制御情報生成部４０
２と、下り送信データ生成部４０３と、下り制御情報生成部４０４と、ＣＳＩ－ＲＳ生成
部４０５と、下り送信データ符号化・変調部４０６と、下り制御情報符号化・変調部４０
７とを備えている。また、基地局装置２０は、下りチャネル多重部４０８と、ＩＦＦＴ部
４０９と、ＣＰ付加部４１０とを備えている。
【００５６】
　測定ＲＥ決定部４０１は、希望信号推定のための参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を割り当て
るリソース（測定ＲＥ）及び干渉信号推定のためのリソース（測定ＲＥ）を決定する。ま
た、測定ＲＥ決定部４０１は、希望信号推定のための参照信号を割り当てるリソース（測
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定ＲＥ）及び干渉信号推定のためのリソース（測定ＲＥ）の組合せを決定する。これらの
リソース（測定ＲＥ）はリソース情報である。
【００５７】
　測定ＲＥ決定部４０１は、複数の基地局装置（送信ポイント）の送信形態に応じて上記
リソース情報を決定する。例えば、測定ＲＥ決定部４０１は、送信形態がJoint　transmi
ssion型協調マルチポイント送信である場合に、図４Ｂに示すように、希望信号について
は、接続送信ポイント（ＴＰ＃１）及び協調送信ポイント（ＴＰ＃２）の合成された希望
信号を推定するようにリソースを決定し（図４Ｂにおいて、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞ
れのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で２番目及び８番目のＲＥであって時間
方向で１０番目及び１１番目のＲＥ）、干渉信号については、接続送信ポイント（ＴＰ＃
１）及び協調送信ポイント（ＴＰ＃２）以外の送信ポイントの干渉信号を推定するように
リソース（測定ＲＥ）を決定する（図４Ｂにおいて、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサ
ブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で１番目及び７番目のＲＥであって時間方向で
１０番目及び１１番目のＲＥ）。
【００５８】
　また、測定ＲＥ決定部４０１は、送信形態がDynamic　Point　Blanking型協調マルチポ
イント送信である場合に、図５Ｂに示すように、希望信号については、接続送信ポイント
（ＴＰ＃１）の希望信号を推定するようにリソースを決定し（図５Ｂにおいては、ＴＰ＃
１のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で４番目及び１０番目のＲＥであって時
間方向で１０番目及び１１番目のＲＥ）、干渉信号については、接続送信ポイント（ＴＰ
＃１）及び協調送信ポイント（ＴＰ＃２）以外の送信ポイントの干渉信号を推定するよう
にリソース（測定ＲＥ）を決定する（図５Ｂにおいて、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれの
サブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で１番目及び７番目のＲＥであって時間方向
で１０番目及び１１番目のＲＥ）。
【００５９】
　また、測定ＲＥ決定部４０１は、送信形態がシングルセル送信である場合に、図６Ｂに
示すように、希望信号については、接続送信ポイント（ＴＰ＃１）の希望信号を推定する
ようにリソースを決定し（図６Ｂにおいては、ＴＰ＃１のサブフレームにおいて、それぞ
れ周波数方向で４番目及び１０番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲ
Ｅ）、干渉信号については、接続送信ポイント（ＴＰ＃１）以外の送信ポイントの干渉信
号を推定するようにリソース（測定ＲＥ）を決定する（図６Ｂにおいては、ＴＰ＃１のサ
ブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で３番目及び９番目のＲＥであって時間方向で
１０番目及び１１番目のＲＥ）。
【００６０】
　このリソース情報は、ユーザ端末に準静的にシグナリングする場合には、ハイヤレイヤ
シグナリング（例えばＲＲＣシグナリング）するために上位制御情報生成部４０２に送ら
れる。また、このリソース情報は、ユーザ端末に動的にシグナリングする場合には、下り
制御情報に含めるために下り制御情報生成部４０４に送られる。また、このリソース情報
は、ＣＳＩ－ＲＳを生成するためにＣＳＩ－ＲＳ生成部４０５に送られると共に、下り送
信データをゼロパワー（ミューティング）にするため（干渉測定用ゼロパワーＣＳＩ－Ｒ
Ｓを配置するために）に下り送信データ生成部４０３に送られる。
【００６１】
　上位制御情報生成部４０２は、ハイヤレイヤシグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリン
グ）により送受信される上位制御情報を生成し、生成した上位制御情報を下り送信データ
符号化・変調部４０６に出力する。上位制御情報生成部４０２は、測定ＲＥ決定部４０１
から出力されたリソース情報を含む上位制御情報を生成する。例えば、上位制御情報生成
部４０２は、希望信号推定のための参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を割り当てるリソース（測
定ＲＥ）及び干渉信号推定のためのリソース（測定ＲＥ）の組合せの情報を図８及び図９
に示すようなビット情報を生成する。
【００６２】
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　下り送信データ生成部４０３は、下りリンクの送信データを生成し、その下り送信デー
タを下り送信データ符号化・変調部４０６に出力する。下り送信データ生成部４０３は、
測定ＲＥ決定部４０１から出力されたリソース情報にしたがって、干渉測定用ゼロパワー
ＣＳＩ－ＲＳを配置する（ミューティングする）。
【００６３】
　下り制御情報生成部４０４は、下りリンクの制御情報を生成し、その下り制御情報を下
り制御情報符号化・変調部４０７に出力する。下り制御情報生成部４０４は、リソース情
報をユーザ端末に動的にシグナリングする場合には、リソース情報を含む下り制御情報を
生成する。下り送信データ符号化・変調部４０６は、下り送信データ及び上位制御情報に
対してチャネル符号化及びデータ変調を行い、下りチャネル多重部４０８に出力する。下
り制御情報符号化・変調部４０７は、下り制御情報に対してチャネル符号化及びデータ変
調を行い、下りチャネル多重部４０８に出力する。
【００６４】
　ＣＳＩ－ＲＳ生成部４０５は、測定ＲＥ決定部４０１から出力されたリソース情報にし
たがってＣＳＩ－ＲＳを生成し、そのＣＳＩ－ＲＳを下りチャネル多重部４０８に出力す
る。
【００６５】
　下りチャネル多重部４０８は、下り制御情報、ＣＳＩ－ＲＳ、上位制御情報及び下り送
信データを合成して送信信号を生成する。下りチャネル多重部４０８は、生成した送信信
号をＩＦＦＴ部４０９に出力する。ＩＦＦＴ部４０９は、送信信号を逆高速フーリエ変換
（Inverse　Fast　Fourier　Transform）し、周波数領域の信号から時間領域の信号に変
換する。ＩＦＦＴ後の送信信号をＣＰ付加部４１０に出力する。ＣＰ付加部４１０は、Ｉ
ＦＦＴ後の送信信号にＣＰ（Cyclic　Prefix）を付加して、ＣＰ付加後の送信信号を図１
１に示すアンプ部２０２に出力する。
【００６６】
　図１４を参照して、本発明に係るチャネル状態測定処理に対応したユーザ端末の機能ブ
ロックについて説明する。なお、図１４の各機能ブロックは、主に図１２に示すベースバ
ンド処理部１０４に関するものである。また、図１２に示す機能ブロックは、本発明を説
明するために簡略化したものであり、ベースバンド処理部において通常備える構成は備え
るものとする。
【００６７】
　ユーザ端末１０は、受信側において、ＣＰ除去部３０１と、ＦＦＴ部３０２と、下りチ
ャネル分離部３０３と、下り制御情報受信部３０４と、下り送信データ受信部３０５と、
干渉信号推定部３０６と、チャネル推定部３０７と、ＣＱＩ測定部３０８と、を備えてい
る。
【００６８】
　基地局装置２０から送出された送信信号は、図１２に示す送受信アンテナ１０１により
受信され、ＣＰ除去部３０１に出力される。ＣＰ除去部３０１は、受信信号からＣＰを除
去し、ＦＦＴ部３０２に出力する。ＦＦＴ部３０２は、ＣＰ除去後の信号を高速フーリエ
変換（ＦＦＴ：Fast　Fourier　Transform）し、時間領域の信号から周波数領域の信号に
変換する。ＦＦＴ部３０２は、周波数領域の信号に変換された信号を下りチャネル分離部
３０３に出力する。
【００６９】
　下りチャネル分離部３０３は、下りチャネル信号を、下り制御情報、下り送信データ、
ＣＳＩ－ＲＳに分離する。下りチャネル分離部３０３は、下り制御情報を下り制御情報受
信部３０４に出力し、下り送信データ及び上位制御情報を下り送信データ受信部３０５に
出力し、ＣＳＩ－ＲＳをチャネル推定部３０７に出力する。
【００７０】
　下り制御情報受信部３０４は、下り制御情報を復調し、復調された下り制御情報を下り
送信データ受信部３０５に出力する。下り送信データ受信部３０５は、復調された下り制
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御情報を用いて下り送信データを復調する。このとき、下り送信データ受信部３０５は、
上位制御情報に含まれるリソース情報に基づいて希望信号測定ＲＥ（ＣＳＩ－ＲＳリソー
ス）及び干渉信号測定ＲＥを特定する。下り送信データ受信部３０５は、希望信号測定Ｒ
Ｅ（ＣＳＩ－ＲＳリソース）及び干渉信号測定ＲＥを除いて、ユーザデータを復調する。
また、下り送信データ受信部３０５は、下り送信データに含まれる上位制御情報を干渉信
号推定部３０６に出力する。
【００７１】
　干渉信号推定部３０６は、上位制御情報（又は下り制御情報）に含まれるリソース情報
に基づいて、干渉信号測定ＲＥで干渉信号を推定する。
【００７２】
　干渉信号推定部３０６は、例えば、送信形態がJoint　transmission型協調マルチポイ
ント送信である場合に、図４Ｂに示すように、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサブフレ
ームにおいて、それぞれ周波数方向で１番目及び７番目のＲＥであって時間方向で１０番
目及び１１番目のＲＥで干渉信号を推定する。また、干渉信号推定部３０６は、例えば、
送信形態がDynamic　Point　Blanking型協調マルチポイント送信である場合に、図５Ｂに
示すように、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサブフレームにおいて、それぞれ周波数方
向で１番目及び７番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥで干渉信号
を推定する。また、干渉信号推定部３０６は、例えば、送信形態がシングルセル送信であ
る場合に、図６Ｂに示すように、ＴＰ＃１のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向
で３番目及び９番目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥで干渉信号を
推定する。
【００７３】
　干渉信号推定部３０６は、このように干渉信号の推定を行い、全てのリソースブロック
で測定結果を平均化する。平均化された干渉信号の推定結果は、ＣＱＩ測定部３０８に通
知される。
【００７４】
　チャネル推定部３０７は、上位制御情報（又は下り制御情報）に含まれるリソース情報
に基づいて希望信号測定ＲＥ（ＣＳＩ－ＲＳリソース）を特定し、希望信号測定ＲＥ（Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソース）で希望信号を推定する。
【００７５】
　チャネル推定部３０７は、例えば、送信形態がJoint　transmission型協調マルチポイ
ント送信である場合に、図４Ｂに示すように、ＴＰ＃１、ＴＰ＃２のそれぞれのサブフレ
ームにおいて、それぞれ周波数方向で２番目及び８番目のＲＥであって時間方向で１０番
目及び１１番目のＲＥで希望信号を推定する。また、チャネル推定部３０７は、例えば、
送信形態がDynamic　Point　Blanking型協調マルチポイント送信である場合に、図５Ｂに
示すように、ＴＰ＃１のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で４番目及び１０番
目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥで希望信号を推定する。また、
チャネル推定部３０７は、例えば、送信形態がシングルセル送信である場合に、図６Ｂに
示すように、ＴＰ＃１のサブフレームにおいて、それぞれ周波数方向で４番目及び１０番
目のＲＥであって時間方向で１０番目及び１１番目のＲＥで希望信号を推定する。
【００７６】
　チャネル推定部３０７は、チャネル推定値をＣＱＩ測定部３０８に通知する。ＣＱＩ測
定部３０８は、干渉信号推定部３０６から通知される干渉推定結果、及びチャネル推定部
３０７から通知されるチャネル推定結果、フィードバックモードに基づいてチャネル状態
（ＣＱＩ）を算出する。なお、フィードバックモードは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＱＩ、Ｓ
ｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩ、ｂｅｓｔ-Ｍ　ａｖｅｒａｇｅのいずれが設定されてもよい。Ｃ
ＱＩ測定部３０８で算出されたＣＱＩは、フィードバック情報として基地局装置２０に通
知される。
【００７７】
　上記説明において、図１から図６に示すＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＬＴＥ－Ａ（Rel.10



(15) JP 5526165 B2 2014.6.18

10

20

LTE）で規定されているＣＳＩ－ＲＳパターンをそのまま踏襲している（再利用というこ
ともできる）。したがって、既存端末（Rel.10LTE）に対して端末能力（端末がサポート
している機能）の範囲内でミュートすべきリソースをシグナリングすることができる。
【００７８】
　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】
【００７９】
　１　無線通信システム
　１０　ユーザ端末
　２０　基地局装置
　３０　上位局装置
　４０　コアネットワーク
　１０３　送受信部（受信部）
　１０４　ベースバンド信号処理部
　２０３　送受信部（通知部）
　２０４　ベースバンド信号処理部
　３０６　干渉信号推定部
　３０７　チャネル推定部
　３０８　ＣＱＩ測定部
　４０１　測定ＲＥ決定部
　４０２　上位制御情報生成部
　４０５　ＣＳＩ－ＲＳ生成部
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