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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを、基地局によって、識別することと、
　送信構成に基づいて、前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセッ
トを、前記基地局によって、識別することと、
　前記サブセットから前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを、前記基地局によって、
選択することと、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって前記サブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳ
を、前記基地局によって、送信することとを含む方法。
【請求項２】
　前記送信構成は、中継基地局への送信を含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記送信構成は、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームの送信を含む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム上のパターンのサブセットは、通常サブフレーム上のパタ
ーンのサブセットよりも大きい請求項３記載の方法。
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【請求項５】
　前記通常サブフレームパターンは、前記ＭＢＳＦＮサブフレームパターンのサブセット
である請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記送信構成は、前記サブフレーム中で基準信号（ＲＳ）を送信するために特定のアン
テナポートを使用するか否かを決定する請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記特定のアンテナポートは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）中で規定され
ているアンテナポート５を含む請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットは、前記特定のアンテナポートに対して
使用されるＲＥを避けるパターンと、前記特定のアンテナポートに対して使用することが
可能なＲＥを含むパターンとを含み、
　前記方法は、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用する場合に、前記特定のアンテナポー
トから前記ＲＳを送信するために使用するリソースを避けるＣＳＩ－ＲＳパターンの第１
のサブセットを識別することと、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用しない場合に、前記ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンの第１のセットと追加のＣＳＩ－ＲＳパターンとを含むＣＳＩ－ＲＳパターンの第２
のサブセットを識別することとを含む請求項６記載の方法。
【請求項９】
　各ＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために利用可能なリソースエレメ
ント（ＲＥ）のセットを識別する請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用するアン
テナポートの数に少なくとも部分的に依拠している請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＣＳＩ－ＲＳパターンを選択する際に使用する１つ以上のパラメータのシグナリン
グを送信することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上のパラメータは、前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットからＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを選択するために使用するインデックスを含む請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のための方法において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを、ユーザ機器（ＵＥ）によって、識別することと、
　特定の送信構成に対して、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能なＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを、
前記ＵＥによって、識別することと、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－ＲＳを前記サブ
フレーム中で、前記ＵＥにおいて、受信することとを含む方法。
【請求項１４】
　前記送信構成は、中継基地局への送信を含む請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記送信構成は、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームの送信を含む請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム上のパターンのサブセットは、通常サブフレーム上のパタ
ーンのサブセットよりも大きい請求項１５記載の方法。
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【請求項１７】
　前記通常サブフレームパターンは、前記ＭＢＳＦＮサブフレームパターンのサブセット
である請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記送信構成は、前記サブフレーム中で基準信号（ＲＳ）を送信するために特定のアン
テナポートを使用するか否かを決定する請求項１３記載の方法。
【請求項１９】
　前記特定のアンテナポートは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）中で規定され
ているアンテナポート５を含む請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットは、前記特定のアンテナポートに対して
使用されるＲＥを避けるパターンと、前記特定のアンテナポートに対して使用することが
可能なＲＥを含むパターンとを含み、
　前記方法は、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用する場合に、前記特定のアンテナポー
トから前記ＲＳを送信するために使用するリソースを避けるＣＳＩ－ＲＳパターンの第１
のサブセットを識別することと、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用しない場合に、前記ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンの第１のセットと追加のＣＳＩ－ＲＳパターンとを含むＣＳＩ－ＲＳパターンの第２
のサブセットを識別することとを含む請求項１８記載の方法。
【請求項２１】
　各ＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために利用可能なリソースエレメ
ント（ＲＥ）のセットを識別する請求項１３記載の方法。
【請求項２２】
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用するアン
テナポートの数に少なくとも部分的に依拠している請求項１３記載の方法。
【請求項２３】
　前記ＣＳＩ－ＲＳパターンを選択する際に使用する１つ以上のパラメータのシグナリン
グを受信することをさらに含む請求項１３記載の方法。
【請求項２４】
　前記１つ以上のパラメータは、前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットからＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを選択するために使用するインデックスを含む請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別する手段と、
　送信構成に基づいて、前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセッ
トを識別する手段と、
　前記サブセットから前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを選択する手段と、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって前記サブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳ
を送信する手段とを具備する装置。
【請求項２６】
　前記送信構成は、中継基地局への送信を含む請求項２５記載の装置。
【請求項２７】
　前記送信構成は、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームの送信を含む請求項２５記載の装置。
【請求項２８】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム上のパターンのサブセットは、通常サブフレーム上のパタ
ーンのサブセットよりも大きい請求項２７記載の装置。
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【請求項２９】
　前記通常サブフレームパターンは、前記ＭＢＳＦＮサブフレームパターンのサブセット
である請求項２８記載の装置。
【請求項３０】
　前記送信構成は、前記サブフレーム中で基準信号（ＲＳ）を送信するために特定のアン
テナポートを使用するか否かを決定する請求項２５記載の装置。
【請求項３１】
　前記特定のアンテナポートは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）中で規定され
ているアンテナポート５を含む請求項３０記載の装置。
【請求項３２】
　前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットは、前記特定のアンテナポートに対して
使用されるＲＥを避けるパターンと、前記特定のアンテナポートに対して使用することが
可能なＲＥを含むパターンとを含み、
　前記装置は、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用する場合に、前記特定のアンテナポー
トから前記ＲＳを送信するために使用するリソースを避けるＣＳＩ－ＲＳパターンの第１
のサブセットを識別する手段と、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用しない場合に、前記ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンの第１のセットと追加のＣＳＩ－ＲＳパターンとを含むＣＳＩ－ＲＳパターンの第２
のサブセットを識別する手段とを具備する請求項３０記載の装置。
【請求項３３】
　各ＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために利用可能なリソースエレメ
ント（ＲＥ）のセットを識別する請求項２５記載の装置。
【請求項３４】
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用するアン
テナポートの数に少なくとも部分的に依拠している請求項２５記載の装置。
【請求項３５】
　前記ＣＳＩ－ＲＳパターンを選択する際に使用する１つ以上のパラメータのシグナリン
グを送信する手段をさらに具備する請求項２５記載の装置。
【請求項３６】
　前記１つ以上のパラメータは、前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットからＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを選択するために使用するインデックスを含む請求項３５記載の装置。
【請求項３７】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別する手段と、
　特定の送信構成に対して、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能なＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを識
別する手段と、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－ＲＳを前記サブ
フレーム中で受信する手段とを具備する装置。
【請求項３８】
　前記送信構成は、中継基地局への送信を含む請求項３７記載の装置。
【請求項３９】
　前記送信構成は、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームの送信を含む請求項３７記載の装置。
【請求項４０】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム上のパターンのサブセットは、通常サブフレーム上のパタ
ーンのサブセットよりも大きい請求項３９記載の装置。
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【請求項４１】
　前記通常サブフレームパターンは、前記ＭＢＳＦＮサブフレームパターンのサブセット
である請求項４０記載の装置。
【請求項４２】
　前記送信構成は、前記サブフレーム中で基準信号（ＲＳ）を送信するために特定のアン
テナポートを使用するか否かを決定する請求項３７記載の装置。
【請求項４３】
　前記特定のアンテナポートは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）中で規定され
ているアンテナポート５を含む請求項４２記載の装置。
【請求項４４】
　前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットは、前記特定のアンテナポートに対して
使用されるＲＥを避けるパターンと、前記特定のアンテナポートに対して使用することが
可能なＲＥを含むパターンとを含み、
　前記装置は、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用する場合に、前記特定のアンテナポー
トから前記ＲＳを送信するために使用するリソースを避けるＣＳＩ－ＲＳパターンの第１
のサブセットを識別する手段と、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用しない場合に、前記ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンの第１のセットと追加のＣＳＩ－ＲＳパターンとを含むＣＳＩ－ＲＳパターンの第２
のサブセットを識別する手段とを具備する請求項４２記載の装置。
【請求項４５】
　各ＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために利用可能なリソースエレメ
ント（ＲＥ）のセットを識別する請求項３７記載の装置。
【請求項４６】
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用するアン
テナポートの数に少なくとも部分的に依拠している請求項３７記載の装置。
【請求項４７】
　前記ＣＳＩ－ＲＳパターンを選択する際に使用する１つ以上のパラメータのシグナリン
グを受信する手段をさらに具備する請求項３７記載の装置。
【請求項４８】
　前記１つ以上のパラメータは、前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットからＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを選択するために使用するインデックスを含む請求項４７記載の装置。
【請求項４９】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別し、送信構成に基づいて、前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットの
うちのサブセットを識別し、前記サブセットから前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つ
を選択し、前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって前記サブフレーム中でＣＳ
Ｉ－ＲＳを送信するように構成されている少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備する装置。
【請求項５０】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別し、特定の送信構成に対して、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する
利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを識別し、前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳ
Ｉ－ＲＳを前記サブフレーム中で受信するように構成されている少なくとも１つのプロセ
ッサと、
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　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備する装置。
【請求項５１】
　ワイヤレス通信のための、その上に記憶されている命令を有するコンピュータ読取可能
記憶媒体において、
　前記命令は、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別することと、
　送信構成に基づいて、前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセッ
トを識別することと、
　前記サブセットから前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを選択することと、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって前記サブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳ
を送信することとのための、１つ以上のプロセッサにより実行可能な命令であるコンピュ
ータ読取可能記憶媒体。
【請求項５２】
　ワイヤレス通信のための、その上に記憶されている命令を有するコンピュータ読取可能
記憶媒体おいて、
　前記命令は、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別することと、
　特定の送信構成に対して、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能なＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを識
別することと、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－ＲＳを前記サブ
フレーム中で受信することとのための、１つ以上のプロセッサにより実行可能な命令であ
るコンピュータ読取可能記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１０年６月１日に出願され、２０１１年５月３日に出願された米国出願
１３／１００，２１５の一部継続でもある、米国仮出願シリアル番号６１／３５０，４４
８に対して優先権を主張する。これらは、ここでの参照によりこれらの全体がここに明示
的に組み込まれている。
【背景】
【０００２】
Ｉ．分野
　本開示は、一般的に、通信に関し、さらに詳細には、ワイヤレス通信ネットワークにお
いて測定を行う技術に関する。
【０００３】
ＩＩ．背景
　ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブ
ロードキャスト等のような、さまざまな通信コンテンツを提供するために、広く配備され
ている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有す
ることにより、複数のユーザをサポートできる多元接続ネットワークであってもよい。こ
のような多元接続ネットワークの例は、コード分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、
時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワー
ク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワークおよび単一搬送波ＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ）ネットワークを含む。
【０００４】
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　ワイヤレス通信ネットワークは、多数のユーザ機器（ＵＥ）に対する通信をサポートで
きる多数の基地局を備えていてもよい。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップリンクを介し
て基地局と通信してもよい。ダウンリンク（すなわちフォワードリンク）は、基地局から
ＵＥへの通信リンクのことを指し、アップリンク（すなわちリバースリンク）は、ＵＥか
ら基地局への通信リンクのことを指す。
【０００５】
　ＵＥにとって既知であるさまざまな基準信号（ＲＳ）が、例えば、チャネル推定を促進
するために、ダウンリンク中で送信されてもよい。いくつかのケースでは、セル中のすべ
てのＵＥに対して共通である、セル固有ＲＳが提供される。さらにまた、特定のＵＥをタ
ーゲットにしているデータ中に埋め込まれた、ＵＥ特有なＲＳが送信されてもよい。さら
にまた、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）構成の
ケースでは、ＭＢＳＦＮ特有なＲＳが提供されてもよい。これらのＲＳは、典型的に、直
交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボル内の特定されたリソースエレメント（ＲＥ）を
占有する。
【概要】
【０００６】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、複
数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を
送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセッ
トを識別することと、送信構成に基づいて、利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットの
うちのサブセットを識別することと、サブセットからＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つ
を選択することと、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがってサブフレーム中でＣＳ
Ｉ－ＲＳを送信することとを含む。
【０００７】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、複数のアンテ
ナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信する際
に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットを識別す
ることと、特定の送信構成に対して、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能な
ＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパターン
を識別することと、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓをサブフレーム中で受信することとを含む。
【０００８】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、複数のアンテ
ナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信する際
に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットを識別す
る手段と、送信構成に基づいて、利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブ
セットを識別する手段と、サブセットからＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを選択する
手段と、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがってサブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳを
送信する手段とを具備する。
【０００９】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、複数のアンテ
ナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信する際
に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットを識別す
る手段と、特定の送信構成に対して、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能な
ＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパターン
を識別する手段と、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓをサブフレーム中で受信する手段とを具備する。
【００１０】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、複数のアンテ
ナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信する際
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に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットを識別し
、送信構成に基づいて、利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットを
識別し、サブセットからＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを選択し、選択されたＣＳＩ
－ＲＳパターンにしたがってサブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳを送信するように構成されて
いる少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモ
リとを具備する。
【００１１】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、複数のアンテ
ナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信する際
に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットを識別し
、特定の送信構成に対して、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能なＣＳＩ－
ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを識別し
、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－ＲＳをサブフレーム
中で受信するように構成されている少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプ
ロセッサに結合されているメモリとを具備する。
【００１２】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための、その上に記憶されている命令を有する
コンピュータ読取可能媒体を含むコンピュータプログラムプロダクトを提供する。命令は
、複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別し、送信構成に基づいて、利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうち
のサブセットを識別し、サブセットからＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを選択し、選
択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがってサブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳを送信するた
めの、１つ以上のプロセッサにより実行可能な命令である。
【００１３】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための、その上に記憶されている命令を有する
コンピュータ読取可能媒体を含むコンピュータプログラムプロダクトを提供する。命令は
、複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別し、特定の送信構成に対してＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可
能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンを識別し、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－ＲＳを
サブフレーム中で受信するための、１つ以上のプロセッサにより実行可能な命令である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、ワイヤレス通信ネットワークを示している。
【図２】図２は、基地局およびＵＥのブロックダイヤグラムを示している。
【図３】図３は、周波数分割二重（ＦＤＤ）に対するフレーム構造を示している。
【図４】図４は、ダウンリンクに対する２つの例示的なサブフレームフォーマットを示し
ている。
【図５】図５は、例示的な基地局およびユーザ機器を示している。
【図６】図６は、本開示のある態様にしたがった、基地局およびユーザ機器によって実行
できる例示的な動作を図示している。
【図７】図７は、本開示のある態様にしたがった、ＦＤＤサブフレームに対する例示的な
ＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図８】図８は、本開示のある態様にしたがった、中継器に送信されるサブフレームに対
する例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図９】図９は、本開示のある態様にしたがった、中継器に送信されるサブフレームに対
する例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図１０】図１０は、本開示のある態様にしたがった、ＭＢＳＦＮサブフレームに対する
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例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図１１】図１１は、本開示のある態様にしたがった、ＦＤＤサブフレームに対する例示
的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図１２】図１２は、本開示のある態様にしたがった、ＦＤＤサブフレームに対する例示
的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図１３】図１３は、本開示のある態様にしたがった、ＦＤＤサブフレームに対する例示
的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図１４】図１４は、本開示のある態様にしたがった、中継器に送信されるサブフレーム
に対する例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図１５】図１５は、本開示のある態様にしたがった、中継器に送信されるサブフレーム
に対する例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図１６】図１６は、本開示のある態様にしたがった、中継器に送信されるサブフレーム
に対する例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図１７】図１７は、本開示のある態様にしたがった、中継器に送信されるサブフレーム
に対する例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【図１８】図１８は、本開示のある態様にしたがった、中継器に送信されるサブフレーム
に対する例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。
【詳細な説明】
【００１５】
　本開示のある態様は、基準信号（ＲＳ）を送信する際に使用するためのリソースを割り
振る技術を提供する。ある態様にしたがうと、列挙された可能性あるＣＳＩ－ＲＳリソー
スの大きなセット（“ＣＳＩ－ＲＳパターン”）が規定されてもよく、基地局は、利用可
能なパターンのサブセットからＣＳＩ－ＲＳパターンを選択してもよく、サブセットは送
信構成により決定される。
【００１６】
　例として、基地局がアンテナポート５上でＵＥ－ＲＳ信号を送信する配置では、基地局
はそれらのリソースを避けるＣＳＩ－ＲＳパターンを選択するように構成されていてもよ
い。一方で、ＵＥ－ＲＳ信号がアンテナポート５上で送信されない配置では、基地局は、
（例えば、パターンが、アンテナポート５ＲＥに対して使用されるＲＥを避けるか否かに
関係なく）より広い範囲のＣＳＩ－ＲＳパターンから選択してもよい。
【００１７】
　ここに記述する技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ
および他のネットワークのような、さまざまなワイヤレス通信ネットワークに対して使用
できる。“ネットワーク”および“システム”という用語は、区別なく使用されることが
多い。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ
２０００等のような、無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡは、ワイドバンドＣＤＭＡ（
ＷＣＤＭＡ（登録商標））、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）および他のＣＤＭ
Ａの変形を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５
６の標準規格をカバーしている。ＴＤＭＡネットワークは、グローバルシステムフォーモ
バイルコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を実現してもよい。
ＯＦＤＭＡネットワークは、進化ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロード
バンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２
．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤＭ等のような、無線
技術を実現してもよい。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、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）の一部である。周波数分割二重（ＦＤＤ）および時
分割二重（ＴＤＤ）の双方における、３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）
およびＬＴＥアドバンスド（ＬＴＥ－Ａ）は、ダウンリンク上でＯＦＤＭＡを用い、アッ
プリンク上でＳＣ－ＦＤＭＡを用いる、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新たなリリー
スである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、“
第３世代パートナーズシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）という名称の機関からの文書中
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に記載されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、“第３世代パートナーズシッププ
ロジェクト２”（３ＧＰＰ２）という名称の機関からの文書中に記載されている。ここで
記述する技術は、上述したワイヤレスネットワークおよび無線技術とともに、他のワイヤ
レスネットワークおよび無線技術に対して使用してもよい。明瞭性のために、ＬＴＥに対
して、下記に技術の特定の態様を記述し、下記の記述の多くには、ＬＴＥ専門用語を使用
している。
【００１８】
　図１は、ＬＴＥネットワークまたは他のいくつかのワイヤレスネットワークであっても
よい、ワイヤレス通信ネットワーク１００を示している。ワイヤレスネットワーク１００
は、多くの進化ノードＢ（ｅＮＢ）１１０および他のネットワークエンティティを備えて
いてもよい。ｅＮＢは、ＵＥと通信するエンティティであり、基地局、ノードＢ、アクセ
スポイント等と呼ばれることもある。各ｅＮＢは、特定の地理的エリアに対する通信カバ
レッジを提供してもよい。３ＧＰＰでは、“セル”という用語は、用語が使用される文脈
に依存して、ｅＮＢのカバレッジエリア、および／または、このカバレッジエリアを担当
するｅＮＢサブシステムのことを指すことができる。
【００１９】
　ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または、他のタイプのセル
に対する通信カバレッジを提供してもよい。マクロセルは、比較的大きな地理的エリア（
例えば、半径数キロメートル）をカバーしてもよく、サービス加入より、ＵＥによる制限
されていないアクセスを可能にしてもよい。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカ
バーしてもよく、サービス加入より、ＵＥによる制限されていないアクセスを可能にして
もよい。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア（例えば、ホーム）をカバーしても
よく、フェムトセルに関係しているＵＥ（例えば、閉じられた加入者グループ（ＣＳＧ）
中のＵＥ）による、制限されているアクセスを可能にしてもよい。マクロセルに対するｅ
ＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれてもよい。ピコセルに対するｅＮＢは、ピコｅＮＢと呼ば
れてもよい。フェムトセルに対するｅＮＢは、フェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢ（Ｈｅ
ＮＢ）と呼ばれてもよい。図１中に示している例では、ｅＮＢ１１０ａは、マクロセル１
０２ａに対するマクロｅＮＢであってもよく、ｅＮＢ１１０ｂは、ピコセル１０２ｂに対
するピコｅＮＢであってもよく、ｅＮＢ１１０ｃは、フェムトセル１０２ｃに対するフェ
ムトｅＮＢであってもよい。ｅＮＢは、１つまたは複数（例えば、３つ）のセルをサポー
トしてもよい。“ｅＮＢ”、“基地局”、“セル”という用語は、ここでは交換可能に使
用してもよい。
【００２０】
　ワイヤレスネットワーク１００はまた、中継局を備えていてもよい。中継局は、アップ
ストリーム局（例えば、ｅＮＢまたはＵＥ）からのデータの送信を受信でき、ダウンスト
リーム局（例えば、ＵＥまたはｅＮＢ）へデータの送信を送ることができるエンティティ
である。中継局はまた、他のＵＥに対する送信を中継できるＵＥであってもよい。図１中
で示している例では、中継局１１０ｄは、ｅＮＢ１１０ａとＵＥ１２０ｄとの間の通信を
促進するために、マクロｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｄと通信してもよい。中継局は
また、中継ｅＮＢ、中継局、中継器等と呼ばれてもよい。
【００２１】
　ワイヤレスネットワーク１００は、異なるタイプのｅＮＢ、例えば、マクロｅＮＢ、ピ
コｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、中継ｅＮＢ等、を含む異種ネットワークであってもよい。こ
れらの異なるタイプのｅＮＢは、ワイヤレスネットワーク１００において、異なる送信電
力レベル、異なるカバレッジエリア、および、干渉における異なる影響を有しているかも
しれない。例えば、マクロｅＮＢは、高い送信電力レベル（例えば、５から４０ワット）
を有していてもよい一方で、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢおよび中継ｅＮＢは、より低い
送信電力レベル（例えば、０．１から２ワット）を有していてもよい。
【００２２】
　ネットワーク制御装置１３０は、ｅＮＢのセットに結合されていてもよく、これらのｅ
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ＮＢに対する調整および制御を提供してもよい。ネットワーク制御装置１３０は、バック
ホールを介してｅＮＢと通信してもよい。ｅＮＢはまた、例えば、ワイヤレスバックホー
ルまたはワイヤーラインバックホールを介して、直接的にまたは間接的に、互いに通信し
てもよい。
【００２３】
　ＵＥ１２０は、ワイヤレスネットワーク１００全体を通して分散されていてもよく、各
ＵＥは、静的なものまたは移動性のものであってもよい。ＵＥはまた、端末、移動局、加
入者ユニット、局等と呼ばれることもある。ＵＥは、セルラ電話機、パーソナルデジタル
アシスタント（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデ
バイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話機、ワイヤレスローカルループ（Ｗ
ＬＬ）局、スマートフォン、ネットブック、スマートブック、タブレット等であってもよ
い。
【００２４】
　図２は、図１中の基地局／ｅＮＢの１つおよびＵＥの１つであってもよい、基地局／ｅ
ＮＢ１１０およびＵＥ１２０の設計のブロックダイヤグラムを示している。基地局１１０
は、Ｔ本のアンテナ２３４ａないし２３４ｔを備えていてもよく、ＵＥ１２０は、Ｒ本の
アンテナ２５２ａないし２５２ｒを備えていてもよく、ここで、一般的に、Ｔ≧１および
Ｒ≧１である。
【００２５】
　基地局１１０において、送信プロセッサ２２０は、１つ以上のＵＥに対するデータソー
ス２１２からデータを受信し、そのＵＥから受信したＣＱＩに基づいて、各ＵＥに対する
１つ以上の変調およびコーディングスキーム（ＭＣＳ）を選択し、ＵＥに対して選択した
ＭＣＳに基づいて、各ＵＥに対するデータを処理（例えば、エンコードおよび変調）し、
すべてのＵＥに対してデータシンボルを提供してもよい。送信プロセッサ２２０はまた、
システム情報（例えば、ＳＲＰＩ等）と制御情報（例えば、ＣＱＩ要求、許可、上位レイ
ヤのシグナリング等）を処理し、オーバーヘッドシンボルおよび制御シンボルを提供して
もよい。プロセッサ２２０はまた、基準信号（例えば、ＣＲＳ）および同期信号（例えば
、ＰＳＳおよびＳＳＳ）に対する基準シンボルを発生させてもよい。送信（ＴＸ）複数入
力複数出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ２３０は、適用可能な場合に、データシンボル、制御
シンボル、オーバーヘッドシンボル、および／または、基準信号上で空間処理（例えば、
プリコーディング）を実行してもよく、Ｔ個の変調器（ＭＯＤ）２３２ａないし２３２ｔ
にＴ個の出力シンボルストリームを提供してもよい。各変調器２３２は、（例えば、ＯＦ
ＤＭ等のために）それぞれの出力シンボルストリームを処理し、出力サンプルストリーム
を取得してもよい。各変調器２３２は、さらに、出力サンプルストリームを処理（例えば
、アナログにコンバート、増幅、フィルタリングおよびアップコンバート）して、ダウン
リンク信号を取得してもよい。変調器２３２ａないし２３２ｔからのＴ個のダウンリンク
信号は、それぞれ、Ｔ本のアンテナ２３４ａないし２３４ｔを介して送信されてもよい。
【００２６】
　ＵＥ１２０において、アンテナ２５２ａないし２５２ｒは、基地局１１０および／また
は他の基地局からダウンリンク信号を受信してもよく、受信信号を復調器（ＤＥＭＯＤ）
２５４ａないし２５４ｒにそれぞれ提供してもよい。各復調器２５４は、この受信信号を
調整（例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバートおよびデジタル化）して、入力
サンプルを取得してもよい。各復調器２５４は、（例えば、ＯＦＤＭ等のために）入力サ
ンプルをさらに処理して、受信シンボルを取得してもよい。ＭＩＭＯ検出器２５６は、す
べてのＲ個の復調器２５４ａないし２５４ｒから受信シンボルを取得し、適用可能な場合
に、受信シンボル上でＭＩＭＯ検出を実行して、検出したシンボルを提供してもよい。受
信プロセッサ２５８は、検出シンボルを処理（例えば、復調およびデコード）し、ＵＥ１
２０に対するデコードしたデータをデータシンク２６０に提供して、デコードした制御情
報およびシステム情報を制御装置／プロセッサ２８０に提供してもよい。チャネルプロセ
ッサ２８４は、下記に記述するような、ＲＳＲＰ、ＲＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＣＱＩ等を決定
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してもよい。
【００２７】
　アップリンク上で、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ２６４は、データソース２６
２からのデータと、制御装置／プロセッサ２８０からの（例えば、ＲＳＲＰ、ＲＳＳＩ、
ＲＳＲＱ、ＣＱＩ等を含む報告のための）制御情報とを、受け取って処理してもよい。プ
ロセッサ２６４はまた、１つ以上の基準信号に対する基準シンボルを発生させてもよい。
送信プロセッサ２６４からのシンボルは、適用可能な場合に、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ
２６６によりプリコーディングされてもよく、（例えば、ＳＣ－ＦＤＭ、ＯＦＤＭ等のた
めに）変調器２５４ａないし２５４ｒによりさらに処理されて、基地局１１０に送信され
てもよい。基地局１１０において、ＵＥ１２０および他のＵＥからのアップリンク信号は
、アンテナ２３４により受信され、復調器２３２により処理され、適用可能な場合に、Ｍ
ＩＭＯ検出器２３６により検出されて、受信プロセッサ２３８によりさらに処理されて、
ＵＥ１２０により送られ、デコードされた、データおよび制御情報を取得してもよい。プ
ロセッサ２３８は、デコードされたデータをデータシンク２３９に提供し、デコードされ
た制御情報を制御装置／プロセッサ２４０に提供してもよい。
【００２８】
　制御装置／プロセッサ２４０および２８０は、それぞれ、基地局１１０およびＵＥ１２
０における動作を指示してもよい。基地局１１０におけるプロセッサ２４０および／また
は他のプロセッサならびにモジュールは、図６の動作６００、および／または、ここに記
述した技術に対する他のプロセスを実行または指示してもよい。ＵＥ１２０におけるプロ
セッサ２８０および／または他のプロセッサならびにモジュールは、図６の動作６５０、
および／または、ここに記述した技術に対する他のプロセスを実行または指示してもよい
。メモリ２４２および２８２は、それぞれ、基地局１１０およびＵＥ１２０に対する、デ
ータおよびプログラムコードをそれぞれ記憶してもよい。スケジューラ２４４は、ダウン
リンクおよび／またはアップリンク上のデータ送信に対してＵＥをスケジューリングして
もよい。
【００２９】
　図３は、ＬＴＥにおけるＦＤＤに対する例示的なフレーム構造３００を示している。ダ
ウンリンクおよびアップリンクの各々に対する送信タイムラインは、無線フレームの単位
に分割されてもよい。各無線フレームは、予め定められている持続期間（例えば、１０ミ
リ秒（ｍｓ））を有していてもよく、０ないし９のインデックスを持つ１０個のサブフレ
ームに分割されてもよい。各サブフレームは、２個のスロットを含んでいてもよい。各無
線フレームは、したがって、０ないし１９のインデックスを持つ２０個のスロットを含ん
でいてよい。各スロットは、Ｌ個のシンボル期間、例えば、（図２中で示しているように
）ノーマルサイクリックプリフィックスに対して７個のシンボル期間、または、拡張サイ
クリックプリフィックスに対して６個のシンボル期間を含んでいてもよい。各サブフレー
ム中の２Ｌ個のシンボル期間に、０ないし２Ｌ－１のインデックスが割り当てられていて
もよい。
【００３０】
　ＬＴＥでは、ｅＮＢは、ｅＮＢによってサポートされる各セルに対して、システム帯域
幅の中心１．０８ＭＨｚ中で、ダウンリンク上で、１次同期信号（ＰＳＳ）および２次同
期信号（ＳＳＳ）を送信してもよい。図３中に示しているように、ＰＳＳおよびＳＳＳは
、それぞれ、ノーマルサイクリックプリフィックスを持つ各無線フレームのサブフレーム
０および５におけるシンボル期間６および５中で送信されてもよい。ＰＳＳおよびＳＳＳ
は、セルサーチおよび獲得のためにＵＥにより使用されてもよい。ｅＮＢは、ｅＮＢによ
りサポートされる各セルに対して、システム帯域幅にわたって、セル固有基準信号（ＣＲ
Ｓ）を送信してもよい。ＣＲＳは、各サブフレームの特定のシンボル期間中に送信されて
もよく、チャネル推定、チャネル品質測定および／または他の機能を実行するために、Ｕ
Ｅにより使用されてもよい。ｅＮＢはまた、特定の無線フレーム中のスロット１における
シンボル期間０から３中で、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）を送信してもよ
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い。ＰＢＣＨは、いくつかのシステム情報を伝えてもよい。ｅＮＢは、特定のサブフレー
ム中で、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上で、システム情報ブロック（Ｓ
ＩＢ）のような他のシステム情報を送信してもよい。ｅＮＢは、サブフレームの第１のＢ
シンボル期間中で、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で制御情報／データ
を送信してもよく、Ｂは、各サブフレームに対して構成可能であってもよい。ｅＮＢは、
各サブフレームの残りのシンボル期間中で、ＰＤＳＣＨ上でトラフィックデータおよび／
または他のデータを送信してもよい。
【００３１】
　図４は、通常のサイクリックプリフィックスを持つダウンリンクに対して、２つの例示
的なサブフレームフォーマット４１０および４２０を示している。ダウンリンクに対して
利用可能な時間周波数リソースは、リソースブロックに分割してもよい。各リソースブロ
ックは、１個のスロット中の１２個の副搬送波をカバーしてもよく、多数のリソースエレ
メントを含んでいてもよい。各リソースエレメントは、１個のシンボル期間中の１個の副
搬送波をカバーしてもよく、実数値または複素数値であってもよい１個の変調シンボルを
送るために使用されてもよい。
【００３２】
　サブフレームフォーマット４１０は、２本のアンテナを装備するｅＮＢに対して使用し
てもよい。ＣＲＳは、シンボル期間０、４、７および１１中で、アンテナ０および１から
送信されてもよい。基準信号は、送信機および受信機によりアプリオリに知られている信
号であり、パイロットとも呼ばれることがある。ＣＲＳは、セルに対して固有の、例えば
、セル識別子（ＩＤ）に基づいて発生された基準信号である。図４中では、ラベルＲaを
持つ所定のリソースエレメントに対して、そのリソースエレメント上で、アンテナａから
変調シンボルが送信されてもよく、そのリソースエレメント上で、他のアンテナからは変
調シンボルが送信されない。サブフレームフォーマット４２０は、４本のアンテナを装備
するｅＮＢに対して使用してもよい。ＣＲＳは、シンボル期間０、４、７および１１中で
、アンテナ０および１から送信されてもよく、シンボル期間１および８中で、アンテナ２
および３から送信されてもよい。サブフレームフォーマット４１０および４２０の双方に
対して、ＣＲＳは、セルＩＤに基づいて決定されてもよい、等しく間隔をあけている副搬
送波上で送信されてもよい。異なるｅＮＢは、それらのセルＩＤに依存して、同一の副搬
送波または異なる副搬送波上で、それらのＣＲＳを送信してもよい。サブフレームフォー
マット４１０および４２０の双方に対して、ＣＲＳに対して使用されないリソースエレメ
ントは、データ（例えば、トラフィックデータ、制御データおよび／または他のデータ）
を送信するために使用してもよい。
【００３３】
　ＬＴＥにおけるＦＤＤに対するダウンリンクおよびアップリンクのそれぞれに対して、
インターレース構造を使用してもよい。例えば、０ないしＱ－１のインデックスを持つＱ
個のインターレースを規定してもよく、Ｑは、４、６、８、１０に等しくても、または他
の何らかの値であってもよい。各インターレースは、Ｑ個のフレームだけ間隔をあけて離
されているサブフレームを含んでいてもよい。特に、インターレースｑは、サブフレーム
ｑ、ｑ＋Ｑ、ｑ＋２Ｑ等を含んでもよく、ここでｑ∈｛０，...，Ｑ－１｝である。
【００３４】
　ワイヤレスネットワークは、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上でのデータ送
信に対して、ハイブリッド自動再送（ＨＡＲＱ）をサポートしてもよい。ＨＡＲＱに対し
て、受信機（例えば、ＵＥ）によりパケットが正しくデコードされるまで、または、他の
何らかの終了条件に直面するまで、送信機（例えば、ｅＮＢ）はパケットの１つ以上の送
信を送ってもよい。同期ＨＡＲＱに対して、パケットのすべての送信は、単一のインター
レースのサブフレーム中で送られてもよい。非同期ＨＡＲＱに対して、パケットのそれぞ
れの送信は、どのサブフレーム中で送られてもよい。
【００３５】
　ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレッジ内に位置付けられていてもよい。これらのｅＮＢの
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うちの１つは、ＵＥを担当するように選択されてもよい。担当ｅＮＢは、受信信号強度、
受信信号品質、パス損失等のような、さまざまな基準に基づいて選択されてもよい。受信
信号品質は、信号対ノイズおよび干渉比（ＳＩＮＲ）、基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）等
により、定量化されてもよい。ＵＥは、ＵＥが１つ以上の干渉ｅＮＢから高い干渉を観測
するかもしれない、支配的な干渉シナリオにおいて動作してもよい。
【００３６】
　ある態様にしたがうと、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用するリソースを規定する、
ＣＳＩ－ＲＳパターンの比較的大きなセットを規定してもよい。基地局は、送信構成に少
なくとも部分的に基づいて、これらのＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットを識別してもよ
い。基地局は、その後、識別されたサブセットからパターンを選択して、選択されたパタ
ーンにしたがって、ＣＳＩ－ＲＳを送信してもよい。
【００３７】
　以下のさらなる詳細において記述するように、ＣＳＩ－ＲＳパターンの異なるサブセッ
トを利用してもよい例示的な送信構成は、例えば、ＭＢＳＦＮ送信のための構成、中継デ
バイスへの送信のための構成、および、ＵＥ特有なＲＳを送信するために特定のアンテナ
ポート（例えば、アンテナポート５）を利用する構成を含んでもよい。
【００３８】
　ＣＳＩ－ＲＳパターンのより大きなセットを利用することにより、システム設計を簡略
化しつつ、異なる送信構成に対して異なるサブセットを使用することを可能にする。例え
ば、以下のさらなる詳細において記述するように、グループから選択される特定のＣＳＩ
パターンが単一のインデックス値により識別できることから、このようなアプローチはシ
グナリングを簡略化してもよい。
【００３９】
　図５は、本開示のある態様にしたがって選択されるＣＳＩ－ＲＳパターンを利用するこ
とができる、基地局（すなわちｅＮＢ）５１０およびＵＥ５２０を備える例示的なワイヤ
レスシステム５００を図示している。
【００４０】
　ある態様にしたがうと、基地局５１０は、ＣＳＩ－ＲＳパターン選択モジュール５１４
を備えていてもよい。ＣＳＩ－ＲＳパターン選択モジュール５１４は、一般的に、特定の
送信構成に対して利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットを決定し、サブセットの
ＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを選択するように構成されていてもよい。基地局５１
０は、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって、送信機モジュール５１２を介して
ＣＳＩ－ＲＳを送信してもよい。
【００４１】
　図示しているように、ＣＳＩ－ＲＳは、サブフレームのＰＤＳＣＨ領域中で送信されて
もよい。ある態様にしたがうと、基地局５１０は、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを示
す１つ以上のパラメータをＵＥ５２０にシグナリングしてもよい。例えば、基地局５１０
は、利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのより大きなセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパ
ターンを識別するために使用されるインデックスを送信してもよい。
【００４２】
　ＵＥ５２０は、受信機モジュール５２６を介して、（例えば、ＰＤＳＣＨ領域中で送信
される）ＣＳＩ－ＲＳ送信を受信してもよい。ＣＳＩ－ＲＳパターンの知識とともに、Ｕ
Ｅ５２０は、ＣＳＩ－ＲＳ処理モジュールにより、ＣＳＩ－ＲＳを取り出して処理しても
よい。ＣＳＩ－ＲＳ処理モジュールは、（例えば、異なるアンテナポートからのＲＳに基
づくチャネル状態情報を示す）ＣＳＩフィードバックを発生させてもよい。
【００４３】
　ＵＥ５２０は、送信機モジュール５２２を介して、ＣＳＩフィードバックを基地局５１
０に送ってもよい。基地局５１０は、受信機モジュール５１６を介してＣＳＩフィードバ
ックを受信し、フィードバックを利用して送信プロパティを調節してもよい。
【００４４】
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　図６は、例えば、図５の基地局５１０のような基地局により実行されてもよい例示的な
動作６００を図示している。
【００４５】
　動作６００は、６０２において、複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル
状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利
用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットを識別することにより、開始する。６０４におい
て、基地局は、送信構成に基づいて、利用可能なＣＲＳ－ＲＳパターンのセットのうちの
サブセットを識別してもよい。６０６において、基地局は、サブセットからＣＳＩ－ＲＳ
パターンのうちの１つを選択してもよい。６０８において、基地局は、選択されたＣＳＩ
－ＲＳパターンにしたがってサブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳを送信してもよい。上で述べ
たように、基地局は、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを示す１つ以上のパラメータをシ
グナリングしてもよい。
【００４６】
　図６はまた、例えば、図５のＵＥ５２０のようなＵＥにより実行されてもよい例示的な
動作６５０を図示している。
【００４７】
　動作６５０は、６５２において、複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル
状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利
用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットを識別することにより、開始する。６５４におい
て、ＵＥは、特定の送信構成に対して、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能
なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパター
ンを識別してもよい。６５６において、ＵＥは、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにした
がって送信されたＣＳＩ－ＲＳをサブフレーム中で受信してもよい。上で述べたように、
ＵＥはまた、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを示す１つ以上のパラメータのシグナリン
グを受信してもよい。代替実施形態として、ＵＥは、例えば、セルＩＤ、送信構成および
／またはシステムタイミングに基づいて、選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンをこのような
シグナリングなしで決定することができてもよい。
【００４８】
　比較的多数の可能性あるＣＳＩ－ＲＳパターンが存在する一方で、いくつかのケースで
は、多くの目的を達成しようと努めながら、ＣＳＩ－ＲＳを送信する際に使用するための
リソースをＢＳのアンテナポートに対して割り振ることが望ましいかもしれない。例とし
て、いくつかのケースでは、（例えば、送信モード７に対して）アンテナポート５ＵＥ－
ＲＳシンボルを含むＯＦＤＭシンボルを使用することを避けるＣＳＩ－Ｓパターンを有す
ることが望ましいかもしれない。しかしながら、アンテナポート５ＵＥ－ＲＳ送信を利用
しない配置では、このことは、結果として、ＣＳＩ－ＲＳに対して利用可能なＲＥの数を
不必要に減少させてしまうかもしれない。したがって、ここに提示するある態様にしたが
うと、ＵＥ－ＲＳに対してアンテナポート５を利用する配置は、利用可能なＣＳＩ－ＲＳ
パターンのより小さなサブセット（アンテナポート５ＵＥ－ＲＳシンボルを含むＯＦＤＭ
シンボルを使用することを避けるもの）を利用するように構成されていてもよい。ＵＥ－
ＲＳに対してアンテナポート５を利用しない配置は、利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
より大きなセットを利用するように構成されていてもよい。
【００４９】
　ある態様にしたがうと、ＣＳＩ－ＲＳ周波数密度は、アンテナポートの数に関わらず（
例えば、２Ｔｘ、４Ｔｘおよび８Ｔｘに関わらず）、アンテナポート毎のＲＢ毎に１個の
ＲＥであってもよい（１ＲＥ／ＲＢ／アンテナポート）。ある態様にしたがうと、ＲＢに
わたって比較的均一なパターンを維持するように試みることが望ましいかもしれない。こ
のことは、チャネル推定を簡略化するのを支援し、不均一なパターンよりも実現するのが
簡単である。
【００５０】
　上で述べたように、利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットは、送信構成に依存
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していてもよい。このようなサブセットから選択される厳密なＣＳＩ－ＲＳパターンは、
さまざまな方法で決定されてもよい。例えば、ＣＳＩ－ＲＳパターンは、物理セルＩＤと
ＣＳＩ－ＲＳアンテナポートの数との関数として選択されてもよい。加えて、または、代
替実施形態として、選択されるパターンは、予め規定されており、列挙されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンセットからのシグナリングされたインデックスにより示されてもよい。このシ
グナリングされたインデックスも、ＣＳＩ－ＲＳアンテナポートの数とシステム帯域幅と
に依存してもよい。
【００５１】
　同一のセルの異なるアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳは、例えば、ＦＤＭおよび／
またはＴＤＭを利用して、直交多重化される必要があるかもしれない。ＣＳＩ－ＲＳ Ｒ
Ｅ上の電力を完全に利用するために、ＣＳＩ－ＲＳを含む各ＯＦＤＭシンボルが、すべて
のアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳを含むことが望ましいかもしれない。
【００５２】
　ある態様にしたがうと、ＴＤＤおよびＦＤＤモードに対して比較的多数のＣＳＩ－ＲＳ
パターンが提供されてもよい。（例えば、ＤＬタイミングケース３のケースにおいて、バ
ックホールリンク上の最後のＯＦＤＭシンボルが切り捨てられるときに、）アドバンスド
ＵＥ（例えば、リリース１０ＬＴＥ ＵＥ以降）と中継ノードとにより使用されるＣＳＩ
－ＲＳパターン間で、再利用係数を最大化し、共通性を維持するように努めながら、パタ
ーンを規定してもよい。
【００５３】
　図７ないし１８は、多数の異なる例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。記述
するように、図示しているパターンは、基地局全体にわたっての、パターンの異なるレベ
ルの再利用を考慮する。例示的なリソース割り振りは、結果として、異なる数のアンテナ
ポート（例えば、２Ｔｘ、４Ｔｘおよび８Ｔｘ）に対する多数の利用可能なＣＳＩ－ＲＳ
パターンになる。
【００５４】
　例えば、図７は、８ポートＣＳＩ－ＲＳパターンに対する６の再利用係数（または、２
つの４ポートＣＳＩ－ＲＳパターンとして、８ポートパターンのそれぞれを分けることに
より取得してもよい、４ポートパターンに対する１２の再利用係数）を持つ、周波数分割
二重送信モードに対して使用できる例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンに対するリソースグリ
ッド７１０を図示している。図示しているように、多数のＲＥは、（“Ｃ”とラベル付け
られている）ＣＲＳと、（“Ｄ”とラベル付けられている）ＤＭ－ＲＳとに対して専用で
あってもよいが、他のＲＥは、ＣＳＩ－ＲＳに対して利用可能でない、または、単に使用
されなくてもよい。図示しているように、これは、（“１”ないし“６”とラベル付けら
れている）最大６機の基地局に対する８ＣＳＩ－ＲＳポートを依然として考慮する。リソ
ースグリッド７２０は、これもまた最大６機の基地局に対する８ＣＳＩ－ＲＳポートを考
慮する類似した例を示しているが、リソースグリッド７１０に比べて再配置されたセット
 “１”に対してＲＥが割り振られている。リソースグリッド７３０は、リソースグリッ
ド７１０および７２０からのＲＥを組み合わせることにより、７の再利用係数を提供する
。
【００５５】
　図８ないし９は、本開示のある態様にしたがった、中継器に送信されるサブフレームに
対する例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。これらの例示的な中継器パターン
のすべてに対して、１４個のシンボルを示しているが、スイッチング時間により最後のシ
ンボルは損失されるかもしれない。図８は、中継ノードへの送信のために使用してもよい
例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンに対して、リソースグリッド８１０、８２０および８３０
を図示している。リソースグリッドは１４個のシンボルを示しているが、スイッチング時
間により結果として最後のシンボルが損失されるかもしれない。図８中に図示している例
は、サブフレーム毎の時間における２つのＵＥ－ＲＳインスタンスを仮定してもよい。図
示しているように、リソースグリッド８１０中に示している例は、５の再利用係数を提供
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してもよい。再利用係数は、リソースグリッド８３０中で図示しているように、６に増加
させてもよい。リソースグリッド８２０中で図示しているように、いくつかのケースでは
、最初の４個のシンボルと最後のシンボルは、避けられてもよく、結果として、３の再利
用係数になる。また、図８中で示しているすべてのパターンの中で、例が、２アンテナポ
ートのＣＳＩ－ＲＳが時間において２個の隣接するＲＥにわたってコード分割多重化され
ている（ＣＤＭされている）、ＣＤＭ－Ｔを持つパターンのみに限定される場合、グリッ
ド８２０中で示しているパターンのみが使用されてもよい。
【００５６】
　図９は、サブフレーム毎に１つのＣＳＩ－ＲＳインスタンスを仮定して、例えば、中継
ノードへの送信のために使用してもよい例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンに対して、リソー
スグリッド９１０および９２０を図示している。図示しているように、リソースグリッド
９１０中に示している例は、７の再利用係数を提供してもよい一方で、リソースグリッド
９２０中に示している例は、４の再利用係数を提供してもよい。
【００５７】
　図１０は、ＭＢＳＦＮサブフレーム中での送信のために使用してもよい例示的なＣＳＩ
－ＲＳパターンに対する、リソースグリッド１０１０、１０２０および１０３０を図示し
ている。図示しているように、リソースグリッド１０１０、１０２０および１０３０中に
示している例は、それぞれ、１４、１２および１５の再利用係数を提供してもよい。
【００５８】
　上で述べたように、いくつかのケースでは、ＣＳＩ－ＲＳパターンが、アンテナポート
５により送信されるＵＥ－ＲＳを運ぶＲＥを避けることが望ましいかもしれない。図１１
は、４の再利用係数に対して、アンテナポート５により送信されるＵＥ－ＲＳ（このよう
な送信に対する“Ｕ”とラベル付けされているＲＥ）を避ける、ＴＤＤサブフレームに対
する多数の異なるＣＳＩ－ＲＳパターンが利用可能である。いくつかのケースでは、１２
、１０、８および１０個のＲＥが、それぞれ、ＢＳ１、２、３および４のＣＳＩ－ＲＳに
対して予約されていてもよいが、それらのＲＥのうちのいくつかのみがＣＳＩ－ＲＳに対
して実際に使用される。例えば、リソースグリッド１１１０は、ＢＳ“１”に対して利用
可能な９個のＲＥ、ＢＳ“２”およびＢＳ“４”に対して利用可能な１２個のＲＥ、ＢＳ
 “３”に対して利用可能な８個のＲＥの例示的な割り振りを図示しており、ここで、Ｕ
Ｅ－ＲＳポート５に割り振られているすべてのＲＥは避けられる。これらの利用可能なＲ
Ｅのうちの任意の８個のＲＥのセットが、利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンを構成するこ
とが可能である。したがって、９個のＲＥにより、ＢＳ“１”に対して９の可能性あるパ
ターンが存在し、１２個のＲＥにより、ＢＳ“２”およびＢＳ“４”に対して、４９５個
の利用可能な組み合わせが存在する。ＣＤＭ－Ｆ ＣＳＩ－ＲＳパターンが考慮される場
合に、使用可能なＲＥの数はさらに減少する。例えば、ＲＥは、２アンテナポートのＣＳ
Ｉ－ＲであるＣＤＭ－Ｆパターンに対応する各ＢＳに対してグループ化され、周波数にお
いて２本の隣接するトーンにわたってＣＤＭされる。ＲＥが、サイズ２のグループ中へと
ペアリングされる場合に、一番上から、そのグループ中へとペアリングされているＲＥを
見つけることができないＲＥはスキップされてもよい。この例では、この追加の制約が、
グループのそれぞれに対する使用可能なＲＥの数を８に減少させる。（同一の基地局ナン
バーに対して）各ＣＳＩ－ＲＳグループ中の８ＣＳＩ－ＲＳポートに対してＲＥを割り振
ることが可能であると理解できる。
【００５９】
　リソースグリッド１１２０および１１３０により図示しているように、アンテナポート
５がＵＥ－ＲＳを送信するために使用される“Ｕ”ＲＥの位置はシフトしてもよい。図示
しているように、これにより、ＣＳＩ－ＲＳに対して利用可能なＲＥ位置、および、いく
つかのケースでは、利用可能なＲＥの数が変化してもよい。しかしながら、依然として利
用可能なこれらの新しい“Ｕ”位置を避ける多数のＣＳＩ－ＲＳパターンが依然として存
在する。ＣＤＭ－Ｆに対して、上述したペアリングでは、また、各グループに対して、８
ポートを持つＣＳＩ－ＲＳパターンを見つけることが可能であってもよい。示されてはい
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ないが、ＣＲＳに対するＲＥの位置もまたシフトしてもよいことに留意すべきである。
【００６０】
　図１２は、４の再利用係数をまた提供する他の例示的なリソースグリッド１２１０、１
２２０および１２３０を図示している。これらの例では、ＢＳ“１”、“２”、“３”お
よび“４”のそれぞれに対応して、１２個のＲＥが予約されている。しかしながら、ＵＥ
－ＲＳに対して使用されないＲＥのみがＣＳＩ－ＲＳに対する使用に対して利用可能であ
り、結果として、ＣＳＩ－ＲＳに対して利用可能なＲＥの数がより少なくなる。リソース
グリッド１２１０は、ＢＳ“１”、ＢＳ“２”およびＢＳ“４”に対して利用可能な１１
個のＲＥと、ＢＳ“３”に対して利用可能な１０個のＲＥとの例示的な割り振りを図示し
ている。リソースグリッド１２２０は、ＢＳ“２”に対して利用可能な１１個のＲＥと、
ＢＳ“１”、ＢＳ“３”およびＢＳ“４”に対して利用可能な１０個のＲＥとの例示的な
割り振りを図示している。リソースグリッド１２３０は、ＢＳ“３”に対して利用可能な
１１個のＲＥと、ＢＳ“１”、ＢＳ“２”およびＢＳ“４”に対して利用可能な１０個の
ＲＥとの例示的な割り振りを図示している。この例が、２アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳ
が時間において２個の隣接するＲＥにわたってＣＤＭされているＣＤＭ－Ｔ ＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンに限定されている場合、アンテナポート５のＵＥ－ＲＳのすべての可能性ある
シフトに対して、各グループ中に少なくとも８ＣＳＩ－ＲＳポートを適合させてもよい。
【００６１】
　図１３は、５の再利用係数をまた提供する、他のさらなる例示的なリソースグリッド１
３１０、１３２０および１３３０を図示している。リソースグリッド１３１０は、ＢＳ“
１”に対して利用可能な９個のＲＥと、ＢＳ“２”、ＢＳ“３”およびＢＳ“５”に対し
て利用可能な１１個のＲＥと、ＢＳ“４”に対して利用可能な１０個のＲＥとの例示的な
割り振りを図示している。リソースグリッド１３２０は、ＢＳ“１”に対して利用可能な
９個のＲＥと、ＢＳ“２”、ＢＳ“４”およびＢＳ“５”に対して利用可能な１０個のＲ
Ｅと、ＢＳ“３”に対して利用可能な１１個のＲＥとの例示的な割り振りを図示している
。リソースグリッド１３３０は、ＢＳ“１”に対して利用可能な９個のＲＥと、ＢＳ“２
”、ＢＳ“３”およびＢＳ“５”に対して利用可能な１０個のＲＥと、ＢＳ“４”に対し
て利用可能な１１個のＲＥとの例示的な割り振りを図示している。この例が、ＢＳ２、３
、４、５におけるＣＤＭ－Ｔパターンに限定されている場合、ＣＳＩ－ＲＳに対して利用
可能なＲＥの数は減少されるが、８ＣＳＩ－ＲＳポートが依然として適合されてもよい。
ＢＳ１に対して、２本の隣接するトーンにわたってＣＤＭを持つＣＤＭ－Ｆパターンに対
するパターンを限定し、依然として８パターンを適合することは不可能である。しかしな
がら、８ＣＳＩ－ＲＳポートは、ＦＤＭパターンを使用して、または、ＣＤＭ－Ｆパター
ンにより、ＢＳ“１”に適合してもよいが、隣接しないトーンにわたるＣＤＭを可能にす
る。
【００６２】
　図１４ないし１８は、本開示のある態様にしたがった、中継器に送信されるサブフレー
ムに対する例示的なＣＳＩ－ＲＳパターンを図示している。上で述べたように、１４個の
シンボルを示しているが、スイッチング時間により最後のシンボルが損失されるかもしれ
ない。図１４は、サブフレーム毎の時間における２つのＵＥ－ＲＳインスタンスを仮定し
て、中継ノードへの送信に対して使用してもよく、また“Ｕ”ＲＥを避ける例示的なＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンに対するリソースグリッド１４１０、１４２０および１４３０を図示し
ている。例は、３の再利用係数を提供する。リソースグリッド１４１０は、ＢＳ“１”お
よびＢＳ“２”に対して利用可能な１１個のＲＥと、ＢＳ“３”に対して利用可能な８個
のＲＥとの例示的な割り振りを図示している。リソースグリッド１４２０および１４３０
の双方は、ＢＳ“１”およびＢＳ“２”に対して利用可能な１０個のＲＥと、ＢＳ“３”
に対して利用可能な８個のＲＥとの例示的な割り振りを図示している。例が、ＣＤＭ－Ｆ
が隣接するトーン（周波数における隣接するＲＥ）に限定されていると考慮される場合、
各グループに対する１つの一意的なＣＳＩ－ＲＳパターンが利用可能であってもよい。
【００６３】
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　図１５は、サブフレーム毎の時間における２つのＵＥ－ＲＳインスタンスを仮定して、
中継ノードへの送信に対して使用してもよく、また“Ｕ”ＲＥを避ける例示的なＣＳＩ－
ＲＳパターンに対するリソースグリッド１５１０、１５２０および１５３０を図示してい
る。例は、２の再利用係数を提供する。リソースグリッド１５１０および１５３０の双方
は、ＢＳ“１”および“２”に対して利用可能な１１個のＲＥの例示的な割り振りを図示
している。リソースグリッド１５２０は、ＢＳ“１”および“２”に対して利用可能な１
０個のＲＥの例示的な割り振りを図示している。例が、時間において隣接するＲＥにわた
ってＣＤＭを持つＣＤＭ－Ｔパターンに限定される場合、利用可能なＲＥの数は減少され
るが、ＵＥ－ＲＳアンテナ５のすべての可能性あるシフトに対して、各グループ中で８Ｃ
ＳＩ－ＲＳポートを依然として適合させてもよい。
【００６４】
　図１６は、サブフレーム毎の時間における２つのＵＥ－ＲＳインスタンスを仮定して、
中継ノードへの送信に対して使用してもよく、また“Ｕ”ＲＥを避ける例示的なＣＳＩ－
ＲＳパターンに対するリソースグリッド１６１０、１６２０および１６３０を図示してい
る。例は、４の再利用係数を提供する。リソースグリッド１６１０および１６３０の双方
は、ＢＳ“１”、ＢＳ“２”およびＢＳ“３”に対して利用可能な１１個のＲＥと、ＢＳ
 “４”に対して利用可能な８個のＲＥとの例示的な割り振りを図示している。リソース
グリッド１６２０は、ＢＳ“１”に対して利用可能な１１個のＲＥと、ＢＳ“２”および
ＢＳ“３”に対して利用可能な１０個のＲＥと、ＢＳ“４”に対して利用可能な８個のＲ
Ｅとの例示的な割り振りを図示している。図１６中の例が、ＢＳ２および３に対して、時
間における連続するＲＥにわたってＣＤＭを持つＣＤＭ－Ｔパターンと、ＢＳ１および４
に対して、周波数における連続するＲＥにわたってＣＤＭを持つＣＤＭ－Ｆパターンとに
限定される場合、利用可能なＲＥの数は減少されるが、ＵＥ－ＲＳアンテナポート５のす
べての可能性あるシフトに対して、８ＣＳＩ－ＲＳポートが各ＢＳに対して依然として適
合されてもよい。
【００６５】
　図１７は、サブフレーム毎の時間における１つのＵＥ－ＲＳインスタンスを仮定して、
中継ノードへの送信に対して使用してもよく、また“Ｕ”ＲＥを避ける例示的なＣＳＩ－
ＲＳパターンに対するリソースグリッド１７１０、１７２０および１７３０を図示してい
る。例は、５の再利用係数を提供する。リソースグリッド１７１０は、ＢＳ“１”、ＢＳ
 “２”およびＢＳ“３”に対して利用可能な１１個のＲＥと、ＢＳ“４”に対して利用
可能な１０個のＲＥと、ＢＳ“５”に対して利用可能な８個のＲＥとの例示的な割り振り
を図示している。リソースグリッド１７２０は、ＢＳ“１”およびＢＳ“３”に対して利
用可能な１１個のＲＥと、ＢＳ“２”およびＢＳ“４”に対して利用可能な１０個のＲＥ
と、ＢＳ“５”に対して利用可能な８個のＲＥとの例示的な割り振りを図示している。リ
ソースグリッド１７３０は、ＢＳ“１”およびＢＳ“４”に対して利用可能な１１個のＲ
Ｅと、ＢＳ“２”およびＢＳ“３”に対して利用可能な１０個のＲＥと、ＢＳ“５”に対
して利用可能な８個のＲＥとの例示的な割り振りを図示している。図１７中の例が、ＢＳ
３および４に対して、時間における連続するＲＥにわたってＣＤＭを持つＣＤＭ－Ｔパタ
ーンと、ＢＳ１、２および５に対して、周波数における連続するＲＥにわたってＣＤＭを
持つＣＤＭ－Ｆパターンとに限定される場合、利用可能なＲＥの数は減少されるが、ＵＥ
－ＲＳアンテナポート５のすべての可能性あるシフトに対して、８ＣＳＩ－ＲＳポートが
各ＢＳに対して依然として適合されてもよい。
【００６６】
　図１８は、サブフレーム毎の時間における１つのＵＥ－ＲＳインスタンスを仮定して、
中継ノードへの送信に対して使用してもよく、また“Ｕ”ＲＥを避ける例示的なＣＳＩ－
ＲＳパターンに対するリソースグリッド１８１０、１８２０および１８３０を図示してい
る。例は、３の再利用係数を提供する。リソースグリッド１８１０は、ＢＳ“１”および
ＢＳ“２”に対して利用可能な１１個のＲＥと、ＢＳ“３”に対して利用可能な１０個の
ＲＥとの例示的な割り振りを図示している。リソースグリッド１８２０は、ＢＳ“１”お
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よびＢＳ“３”に対して利用可能な１０個のＲＥと、ＢＳ“２”に対して利用可能な１１
個のＲＥとの例示的な割り振りを図示している。リソースグリッド１８３０は、ＢＳ“１
”およびＢＳ“３”に対して利用可能な１１個のＲＥと、ＢＳ“２”に対して利用可能な
１０個のＲＥとの例示的な割り振りを図示している。図１８中の例が、時間における連続
するＲＥにわたってＣＤＭを持つＣＤＭ－Ｔパターンに限定される場合、利用可能なＲＥ
の数は減少されるが、ＵＥ－ＲＳアンテナポート５のすべての可能性あるシフトに対して
、８ＣＳＩ－ＲＳポートが各ＢＳに対して依然として適合されてもよい。
【００６７】
　当業者は、さまざまな異なる技術および技法のうちの任意のものを使用して、情報およ
び信号を表してもよいことを理解するであろう。例えば、上記の記述全体を通して参照さ
れうるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボルおよびチップは、電圧、
電流、電磁波、磁界または磁粒、光界または光粒、あるいは、これらの任意の組み合わせ
により表してもよい。
【００６８】
　ここでの開示に関連して記述した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、回
路およびアルゴリズムステップを、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、また
は、双方の組み合わせとして実現してもよいことを、当業者はさらに正しく認識するであ
ろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの交換可能性を明確に示すために、さまざま
な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、概してこ
れらの機能性に関して上述した。このような機能性がハードウェアまたはソフトウェアと
して実現されるか否かは、システム全体に課せられた、特定の応用、および、設計の制約
に依存する。熟練者は、それぞれの特定の応用に対して変化する方法で、記述した機能性
を実現してもよいが、そのような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じさせるも
のとして解釈すべきではない。
【００６９】
　ここでの開示に関連して説明した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュールおよ
び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）または他のプロ
グラマブル論理デバイス、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェアコンポ
ーネント、あるいは、ここで記述した機能を実行するように設計されているこれらの任意
の組み合わせで、実現または実行してもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであ
ってもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、何らかの従来のプロセッサ、制御装置
、マイクロ制御装置、または、状態機械であってもよい。プロセッサはまた、例えば、Ｄ
ＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアを伴
う１つ以上のマイクロプロセッサ、または、他の何らかのこのような構成のような、コン
ピューティングデバイスの組み合わせとして、実現されてもよい。
【００７０】
　ここでの開示に関連して記述した方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア
で、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、２つのものを組
み合わせたもので直接的に具現化してもよい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ
、フラシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、
ハードディスク、リムーブバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または、技術的に知られている
他の何らかの形態の記憶媒体に存在していてもよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが
記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサ
に結合されていてもよい。代替実施形態では、記憶媒体は、プロセッサに一体化していて
もよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣに存在していてもよい。ＡＳＩＣは、ユ
ーザ端末に存在していてもよい。代替実施形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、離散
コンポーネントとしてユーザ端末に存在していてもよい。
【００７１】
　１つ以上の例示的な設計において、記述した機能を、ハードウェアで、ソフトウェアで
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、ファームウェアで、または、これらの任意の組み合わせで実現してもよい。ソフトウェ
アで実現した場合、機能は、１つ以上の命令またはコードとして、コンピュータ読取可能
媒体上に記憶してもよく、あるいは、コンピュータ読取可能媒体を通して送信してもよい
。コンピュータ読取可能媒体は、１つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を促進する何らかの媒体を含む、コンピュータ記憶媒体および通信媒体の双方を含む
。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特別用途コンピュータによりアクセスできる何ら
かの利用可能な媒体であってもよい。例として、これらに限定されないが、このようなコ
ンピュータ読取可能媒体は、光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気
記憶デバイス、あるいは、汎用コンピュータまたは特別用途コンピュータ、ならびに、汎
用プロセッサまたは特別用途プロセッサによりアクセスでき、命令またはデータ構造の形
態で所望のプログラムコード手段を伝送または記憶するために使用できる他の何らかの媒
体を含めることができる。ここで使用するようなディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は
、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多
用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、および、ブルーレイ（登録
商標）ディスクを含んでいる。ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）が通常、データを磁気的に
再生する一方で、ディスク（ｄｉｓｃ）はデータをレーザによって光学的に再生する。上
記のものの組み合わせも、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含められるべきである。
【００７２】
　本開示のこれまでの記述は、当業者が本開示を製作または使用できるように提供した。
本開示に対するさまざま改良は当業者に容易に明らかとなり、ここに規定した一般的な原
理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されて
もよい。したがって、本開示は、ここで記述した例および設計に限定されることを意図し
ているものではなく、ここで開示した原理および新しい特徴と一致した最も広い範囲に一
致させるべきである。
【００７３】
　なお、以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための方法において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別することと、
　送信構成に基づいて、前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセッ
トを識別することと、
　前記サブセットから前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを選択することと、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって前記サブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳ
を送信することとを含む方法。
　　［Ｃ２］
　前記送信構成は、中継基地局への送信を含むＣ１記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記送信構成は、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームの送信を含むＣ１記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム上のパターンのサブセットは、通常サブフレーム上のパタ
ーンのサブセットよりも大きいＣ３記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記通常サブフレームパターンは、前記ＭＢＳＦＮサブフレームパターンのサブセット
であるＣ４記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記送信構成は、前記サブフレーム中で基準信号（ＲＳ）を送信するために特定のアン
テナポートを使用するか否かを決定するＣ１記載の方法。
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　　［Ｃ７］
　前記特定のアンテナポートは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）中で規定され
ているアンテナポート５を含むＣ６記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットは、前記特定のアンテナポートに対して
使用されるＲＥを避けるパターンと、前記特定のアンテナポートに対して使用することが
可能なＲＥを含むパターンとを含み、
　前記方法は、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用する場合に、前記特定のアンテナポー
トから前記ＲＳを送信するために使用するリソースを避けるＣＳＩ－ＲＳパターンの第１
のサブセットを識別することと、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用しない場合に、前記ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンの第１のセットと追加のＣＳＩ－ＲＳパターンとを含むＣＳＩ－ＲＳパターンの第２
のサブセットを識別することとを含むＣ６記載の方法。
　　［Ｃ９］
　各ＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために利用可能なリソースエレメ
ント（ＲＥ）のセットを識別するＣ１記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　前記選択されたＣＳＩ－パターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用するアンテナ
ポートの数に少なくとも部分的に依拠しているＣ１記載の方法。
　　［Ｃ１１］
　前記ＣＳＩ－パターンを選択する際に使用する１つ以上のパラメータのシグナリングを
送信することをさらに含むＣ１記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　前記１つ以上のパラメータは、前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットからＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを選択するために使用するインデックスを含むＣ１１記載の方法。
　　［Ｃ１３］
　ワイヤレス通信のための方法において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別することと、
　特定の送信構成に対して、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能なＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを識
別することと、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－ＲＳを前記サブ
フレーム中で受信することとを含む方法。
　　［Ｃ１４］
　前記送信構成は、中継基地局への送信を含むＣ１３記載の方法。
　　［Ｃ１５］
　前記送信構成は、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームの送信を含むＣ１３記載の方法。
　　［Ｃ１６］
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム上のパターンのサブセットは、通常サブフレーム上のパタ
ーンのサブセットよりも大きいＣ１５記載の方法。
　　［Ｃ１７］
　前記通常サブフレームパターンは、前記ＭＢＳＦＮサブフレームパターンのサブセット
であるＣ１６記載の方法。
　　［Ｃ１８］
　前記送信構成は、前記サブフレーム中で基準信号（ＲＳ）を送信するために特定のアン
テナポートを使用するか否かを決定するＣ１３記載の方法。
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　　［Ｃ１９］
　前記特定のアンテナポートは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）中で規定され
ているアンテナポート５を含むＣ１８記載の方法。
　　［Ｃ２０］
　前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットは、前記特定のアンテナポートに対して
使用されるＲＥを避けるパターンと、前記特定のアンテナポートに対して使用することが
可能なＲＥを含むパターンとを含み、
　前記方法は、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用する場合に、前記特定のアンテナポー
トから前記ＲＳを送信するために使用するリソースを避けるＣＳＩ－ＲＳパターンの第１
のサブセットを識別することと、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用しない場合に、前記ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンの第１のセットと追加のＣＳＩ－ＲＳパターンとを含むＣＳＩ－ＲＳパターンの第２
のサブセットを識別することとを含むＣ１８記載の方法。
　　［Ｃ２１］
　各ＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために利用可能なリソースエレメ
ント（ＲＥ）のセットを識別するＣ１３記載の方法。
　　［Ｃ２２］
　前記選択されたＣＳＩ－パターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用するアンテナ
ポートの数に少なくとも部分的に依拠しているＣ１３記載の方法。
　　［Ｃ２３］
　前記ＣＳＩ－パターンを選択する際に使用する１つ以上のパラメータのシグナリングを
受信することをさらに含むＣ１３記載の方法。
　　［Ｃ２４］
　前記１つ以上のパラメータは、前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットからＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを選択するために使用するインデックスを含むＣ２３記載の方法。
　　［Ｃ２５］
　ワイヤレス通信のための装置において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別する手段と、
　送信構成に基づいて、前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセッ
トを識別する手段と、
　前記サブセットから前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを選択する手段と、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって前記サブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳ
を送信する手段とを具備する装置。
　　［Ｃ２６］
　前記送信構成は、中継基地局への送信を含むＣ２５記載の装置。
　　［Ｃ２７］
　前記送信構成は、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームの送信を含むＣ２５記載の装置。
　　［Ｃ２８］
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム上のパターンのサブセットは、通常サブフレーム上のパタ
ーンのサブセットよりも大きいＣ２７記載の装置。
　　［Ｃ２９］
　前記通常サブフレームパターンは、前記ＭＢＳＦＮサブフレームパターンのサブセット
であるＣ２８記載の装置。
　　［Ｃ３０］
　前記送信構成は、前記サブフレーム中で基準信号（ＲＳ）を送信するために特定のアン
テナポートを使用するか否かを決定するＣ２５記載の装置。
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　　［Ｃ３１］
　前記特定のアンテナポートは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）中で規定され
ているアンテナポート５を含むＣ３０記載の装置。
　　［Ｃ３２］
　前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットは、前記特定のアンテナポートに対して
使用されるＲＥを避けるパターンと、前記特定のアンテナポートに対して使用することが
可能なＲＥを含むパターンとを含み、
　前記装置は、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用する場合に、前記特定のアンテナポー
トから前記ＲＳを送信するために使用するリソースを避けるＣＳＩ－ＲＳパターンの第１
のサブセットを識別する手段と、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用しない場合に、前記ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンの第１のセットと追加のＣＳＩ－ＲＳパターンとを含むＣＳＩ－ＲＳパターンの第２
のサブセットを識別する手段とを具備するＣ３０記載の装置。
　　［Ｃ３３］
　各ＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために利用可能なリソースエレメ
ント（ＲＥ）のセットを識別するＣ２５記載の装置。
　　［Ｃ３４］
　前記選択されたＣＳＩ－パターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用するアンテナ
ポートの数に少なくとも部分的に依拠しているＣ２５記載の装置。
　　［Ｃ３５］
　前記ＣＳＩ－パターンを選択する際に使用する１つ以上のパラメータのシグナリングを
送信する手段をさらに具備するＣ２５記載の装置。
　　［Ｃ３６］
　前記１つ以上のパラメータは、前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットからＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを選択するために使用するインデックスを含むＣ３５記載の装置。
　　［Ｃ３７］
　ワイヤレス通信のための装置において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別する手段と、
　特定の送信構成に対して、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能なＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを識
別する手段と、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－ＲＳを前記サブ
フレーム中で受信する手段とを具備する装置。
　　［Ｃ３８］
　前記送信構成は、中継基地局への送信を含むＣ３７記載の装置。
　　［Ｃ３９］
　前記送信構成は、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームの送信を含むＣ３７記載の装置。
　　［Ｃ４０］
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム上のパターンのサブセットは、通常サブフレーム上のパタ
ーンのサブセットよりも大きいＣ３９記載の装置。
　　［Ｃ４１］
　前記通常サブフレームパターンは、前記ＭＢＳＦＮサブフレームパターンのサブセット
であるＣ４０記載の装置。
　　［Ｃ４２］
　前記送信構成は、前記サブフレーム中で基準信号（ＲＳ）を送信するために特定のアン
テナポートを使用するか否かを決定するＣ３７記載の装置。
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　　［Ｃ４３］
　前記特定のアンテナポートは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）中で規定され
ているアンテナポート５を含むＣ４２記載の装置。
　　［Ｃ４４］
　前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットは、前記特定のアンテナポートに対して
使用されるＲＥを避けるパターンと、前記特定のアンテナポートに対して使用することが
可能なＲＥを含むパターンとを含み、
　前記装置は、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用する場合に、前記特定のアンテナポー
トから前記ＲＳを送信するために使用するリソースを避けるＣＳＩ－ＲＳパターンの第１
のサブセットを識別する手段と、
　前記送信構成が前記特定のアンテナポートを利用しない場合に、前記ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンの第１のセットと追加のＣＳＩ－ＲＳパターンとを含むＣＳＩ－ＲＳパターンの第２
のサブセットを識別する手段とを具備するＣ４２記載の装置。
　　［Ｃ４５］
　各ＣＳＩ－ＲＳパターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために利用可能なリソースエレメ
ント（ＲＥ）のセットを識別するＣ３７記載の装置。
　　［Ｃ４６］
　前記選択されたＣＳＩ－パターンは、ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用するアンテナ
ポートの数に少なくとも部分的に依拠しているＣ３７記載の装置。
　　［Ｃ４７］
　前記ＣＳＩ－パターンを選択する際に使用する１つ以上のパラメータのシグナリングを
受信する手段をさらに具備するＣ３７記載の装置。
　　［Ｃ４８］
　前記１つ以上のパラメータは、前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのサブセットからＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを選択するために使用するインデックスを含むＣ４７記載の装置。
　　［Ｃ４９］
　ワイヤレス通信のための装置において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別し、送信構成に基づいて、前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットの
うちのサブセットを識別し、前記サブセットから前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つ
を選択し、前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって前記サブフレーム中でＣＳ
Ｉ－ＲＳを送信するように構成されている少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備する装置。
　　［Ｃ５０］
　ワイヤレス通信のための装置において、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別し、特定の送信構成に対して、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する
利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンを識別し、前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳ
Ｉ－ＲＳを前記サブフレーム中で受信するように構成されている少なくとも１つのプロセ
ッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備する装置。
　　［Ｃ５１］
　ワイヤレス通信のための、その上に記憶されている命令を有するコンピュータ読取可能
媒体を含むコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
　前記命令は、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
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）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別することと、
　送信構成に基づいて、前記利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセッ
トを識別することと、
　前記サブセットから前記ＣＳＩ－ＲＳパターンのうちの１つを選択することと、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって前記サブフレーム中でＣＳＩ－ＲＳ
を送信することとのための、１つ以上のプロセッサにより実行可能な命令であるコンピュ
ータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ５２］
　ワイヤレス通信のため、その上に記憶されている命令を有するコンピュータ読取可能媒
体を含むコンピュータプログラムプロダクトおいて、
　前記命令は、
　複数のアンテナポートからサブフレーム中でチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を送信する際に使用するためのリソースを規定する利用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの
セットを識別することと、
　特定の送信構成に対して、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために使用する利用可能なＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンのセットのうちのサブセットから選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンを識
別することと、
　前記選択されたＣＳＩ－ＲＳパターンにしたがって送信されたＣＳＩ－ＲＳを前記サブ
フレーム中で受信することとのための、１つ以上のプロセッサにより実行可能な命令であ
るコンピュータプログラムプロダクト。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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