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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザー装置（ＵＥ）の受信状態を前記ＵＥのチャネルメジャメントフィードバックに
基づいて取得し、無線リソースの効率的な利用を確保するために異なるマルチポイント協
調仮説（ＣｏＭＰ仮説：CoMP　hypotheses）に対応する前記受信状態に基づいて複数のセ
ルの協調を決定する処理部を備え、
　前記異なるＣｏＭＰ仮説は、異なるセルを含む協調ケースに関連し、
　さらに前記処理部は、協調セットのうちのセルが、単一セルモードでの上記セルから上
記ユーザー装置への電力の降順によってソートされた後、複数の前記協調ケースから、一
つ目のセルのみを含む協調ケースと比べるとチャネル品質情報の増加量が予定のチャネル
品質差閾値より大きいか等しい、かつN個のセルを含む協調ケースと比べるとチャネル品
質情報の低減量が前記予定のチャネル品質差閾値より小さい協調ケースのうちの、最小数
のセルを含む協調ケースを選択する、
基地局のための装置。
【請求項２】
　前記処理部は、前記ＣｏＭＰ仮説が適用された場合の前記ＣｏＭＰ仮説の利得に基づい
て複数のセルの協調を決定する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理部は、利得を決定するために、前記異なるＣｏＭＰ仮説に対応する前記受信状
態を比較するよう、請求項１に記載の装置。
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【請求項４】
　前記協調ケースは、セルの数が異なることを含む、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記チャネルメジャメントフィードバックの各々は、協調ケースに対応するチャネル品
質を反映する、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　協調セットに属する前記協調ケースに前記異なるセルが含まれ、
　前記処理部は、前記協調セットに特有なサブセットを前記複数のセルとして決定する、
請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記装置は、前記基地局であり、前記ＵＥから前記チャネルメジャメントフィードバッ
クを受信する通信部をさらに備える、請求項１～６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　ＵＥの受信状態を前記ＵＥのチャネルメジャメントフィードバックに基づいて取得する
ことと、
　無線リソースの効率的な利用を確保するために異なるＣｏＭＰ仮説に対応する前記受信
状態に基づいて複数のセルの協調を決定することと、
を含み、
　前記異なるＣｏＭＰ仮説は、異なるセルを含む協調ケースに関連し、
　さらに、協調セットのうちのセルが、単一セルモードでの上記セルから上記ＵＥへの電
力の降順によってソートされた後、複数の前記協調ケースから、一つ目のセルのみを含む
協調ケースと比べるとチャネル品質情報の増加量が予定のチャネル品質差閾値より大きい
か等しい、かつN個のセルを含む協調ケースと比べるとチャネル品質情報の低減量が前記
予定のチャネル品質差閾値より小さい協調ケースのうちの、最小数のセルを含む協調ケー
スを選択すること、を含む
基地局のための方法。
【請求項９】
　複数の伝送セルを選択してユーザー装置（ＵＥ）との無線通信をサポートするための伝
送セルのマルチポイント協調（ＣｏＭＰ）セットのサブセットとするための処理回路を含
み、
　前記処理回路は、前記ＵＥからのメッセージに基づいて前記複数の伝送セルを選択し、
　前記ＵＥからのメッセージは、前記ＵＥと前記複数の伝送セルにおける対応する伝送セ
ルとの間の少なくとも二つの通信チャネルのためのアグリゲーションチャネル品質情報（
ＣＱＩ）を含み、
　前記処理回路は、さらに前記アグリゲーションＣＱＩの各ＣＱＩ成分に対するチャネル
品質インジケータに基づいて伝送セルをソートする、
電子装置。
【請求項１０】
　前記メッセージは、プリコーディングメッセージインジケータ（ＰＭＩ）とアグリゲー
ションＣＱＩとを含むフィードバックメッセージである、請求項９に記載の電子装置。
【請求項１１】
　前記アグリゲーションＣＱＩは、前記複数の伝送セルのための各信号対雑音比を含む、
請求項９に記載の電子装置。
【請求項１２】
　前記処理回路は、単一セルモードでの前記ＵＥへの電力の降順に伝送セルを協調セット
へソートし、Ｎ種の協調ケースから伝送セルのＣｏＭＰセットのサブセットを決定し、
　最初のｎ個の伝送セルが前記ＵＥへのジョイント送信を提供するように協調し、ｎは正
整数であり、Ｎは協調セットにおける伝送セルの数である、請求項９に記載の電子装置。
【請求項１３】
　前記処理回路は、チャネル品質の降順に協調セットにおける伝送セルをソートし、前記
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サブセットに含まれる最初のｎ個の伝送セルを選択する、請求項９に記載の電子装置。
【請求項１４】
　前記処理回路は、各チャネル品質と所定の閾値とを比較することにより、前記サブセッ
トに含まれる最初のｎ個の伝送セルを選択する、請求項１３に記載の電子装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム技術のロング
タームエボリューション分野に関し、具体的には、無線通信に使用される装置、システム
、無線通信方法及び機器読取可能媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　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（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＵＭＴＳ）技術のロング
タームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、ＬＴＥ）は第３世
代パートナーシッププロジェクト（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈ
ｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ、３ＧＰＰ）が近年で起動した最大的な新技術の研究開発プログラ
ムである。この技術は既にある第４世代通信技術の特徴を有するため、“準４Ｇ技術”と
見なされてもよい。それは３Ｇの無線インタフェース技術を改善し増強した。直交周波数
分割多重方式（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）と多入出力方式（Ｍｕｌｔｉ－Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ
－Ｏｕｔｐｕｔ、ＭＩＭＯ）を、その無線ネットワークエボリューションのキー技術とし
て使用して、ＣＤＭＡ技術よりもセル間干渉という問題がよりよく解決され、より高いネ
ットワーク容量、より大きいピークレートとより広いネットワークカバレッジを実現した
が、代価として、ＯＦＤＭシステムのもたらしたセル間干渉（Ｉｎｔｅｒ　－ｃｅｌｌ　
Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ、ＩＣＩ）問題はＣＤＭＡシステムよりもひどい。
【０００３】
　マルチポイント協調（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｐｏｉｎｔ、Ｃｏ
ＭＰ）技術はＬＴＥ－Ａ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－Ａｄｖａｎｃｅｄ
）のキー技術の一つであって、ＩＣＩ問題を有効的に解決でき、セルスループットとエッ
ジユーザレートを大幅に高める。特に、ＣｏＭＰにおけるジョイント送信（Ｊｏｉｎｔ　
Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ、ＪＴ）方案は、図１に示すように、ＪＴ方案において、送信
データが協調セル間で共用され、協調セル群の全体は同時に一つまたは複数のユーザー装
置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）にサービスをする。このようにすると、各セ
ル間の干渉を排除できるだけではなく、干渉を有用な信号に変換し、セルエッジユーザー
装置の性能を大幅に改善できる。ＣｏＭＰ伝送を実現するために、基地局（Ｂａｓｅ　Ｓ
ｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）は、協調領域での全てのユーザーと基地局との間のチャネル品質情
報を取得する必要がある。例えば、ＬＴＥシステムにおいて、ダウンリンクチャネル情報
は、ユーザー装置によってアップリンクチャネルを通じて基地局にフィードバックするも
のである。フィードバック情報はプリコーディング行列インジケータ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎ
ｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　、ＰＭＩ）（チャネル方向情報を反映する）と
チャンネル品質インジケータ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、
ＣＱＩ）（チャンネル品質情報を反映する）の両方に主に分けられる。基地局はＰＭＩを
利用して送信待ちデータのプリコーディング方式を決定し、ＣＱＩを利用して送信待ちデ
ータの変調方式を決定する。
【０００４】
　ＬＴＥ　Ｒ１０において、ユーザー装置によってフィードバックされるＣＱＩは単一セ
ルＭＩＭＯに対して設計したものであり、ＣｏＭＰジョイント送信ケースが考えられてい
ない。このため、ＣｏＭＰジョイント送信ケースに対して新たなダウンリンクチャネル情
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報のフィードバック方案を設計することが求められる。
【０００５】
　また、ＬＴＥ　Ｒ１０において、ユーザー装置のＣｏＭＰへジョイント送信することに
参与したセルにより形成された伝送セットをどのように決定するかが具体的に規定されて
いない。このため、ユーザー装置に使用される伝送セットを決定する方案を開発すること
が求められる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　マルチポイント協調（ＣｏＭＰ）伝送セルのサブセットの使用に関して電子装置、方法
及びコンピュータ読取可能媒体を説明した。当該装置は、複数の伝送セルを選択してユー
ザー装置（ＵＥ）との無線通信をサポートするための伝送セルのＣｏＭＰセットのサブセ
ットとするための処理回路を含む。上記処理回路は、ＵＥからのメッセージに基づいて複
数の伝送セルを選択し、上記ＵＥからのメッセージは、ＵＥと複数の伝送セルにおける対
応する伝送セル間の少なくとも二つの通信チャネルに用いられるアグリゲーションチャネ
ル品質情報（ＣＱＩ）を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本発明は後述で図面を結合して与えられた説明を参照することでより良い理解を得るこ
とができ、図面で、同じ或いは類似の部材は同じ或いは類似の符号で示す。上記図面は以
下の詳細な説明とともに、本明細書に含まれて、かつ本明細書の一部を形成し、そして、
例を挙げて本発明の好適な実施例を説明することと、本発明の原理と長所を示すことに使
用される。図面において、
【０００８】
【図１】ＣｏＭＰジョイント送信ケースを示す模式図である。
【０００９】
【図２】本開示の一実施例に基づく無線通信方法を示す模式フローチャートである。
【００１０】
【図３】本開示の一実施例に基づくフィードバック情報のフォーマットを示す模式図であ
る。
【００１１】
【図４】本開示の一実施例に基づく無線通信に使用される装置を示す模式ブロック図であ
る。
【００１２】
【図５】本開示の一実施例に基づく無線通信に使用される装置における伝送セット取得部
材を示す模式ブロック図である。
【００１３】
【図６】本開示の他の実施例に基づく無線通信方法示す模式フローチャートである。
【００１４】
【図７】本開示の一実施例に基づく無線通信に使用される装置を示す模式ブロック図であ
る。
【００１５】
【図８】本開示の他の実施例に基づく無線通信に使用される装置を示す模式ブロック図で
ある。
【００１６】
【図９】本開示の他の実施例に基づく無線通信に使用される装置における伝送セット決定
部材を示す模式ブロック図である。
【００１７】
【図１０】本開示の他の実施例に基づく無線通信方法を示す模式フローチャートである。
【００１８】
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【図１１】本開示の一実施例に基づく無線通信に使用されるシステムを示す模式ブロック
図である。
【００１９】
【図１２】本開示の実施例／例示を実現できるコンピュータの構成を示す模式ブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　現在の３ＧＰＰに係る議論において、常用のＣＱＩフィードバックの方式は二種ある。
一方は、独立した単一セル（Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　ｐｅｒ－ｃｅｌｌ）ＣＱＩフィード
バックを使用することであって、エッジユーザーが、ユーザー装置へマルチポイント協調
サービスを提供できるセルにより形成された協調セットにおけるそれぞれのセルに対して
単独でＣＱＩ計算とフィードバックを行うことを指し、他方は、アグリゲーション（Ａｇ
ｇｒｅｇａｔｅｄ）ＣＱＩフィードバックを使用することであって、エッジユーザーが協
調セットによって、協調セットのうち複数のＣｏＭＰセルに対してＣＱＩを計算して結果
をメインセルにフィードバックすることを指す。
【００２１】
　ジョイント送信について、ＵＥは複数の協調セルのジョイント伝送を受信する。独立し
た単一セルＣＱＩフィードバックは、ある具体的なセルからＵＥへのチャネル品質の情況
のみを反映でき、ＪＴ伝送の特徴を体現できないが、アグリゲーションＣＱＩはこの問題
を良く補償でき、より正確に複数の協調セルからＵＥへのチャネル品質をフィードバック
する。
【００２２】
　また、現在の３ＧＰＰに関する議論において、一般的に、直接に協調セットを使用して
伝送セットとする。つまり、協調セットのうちの全てのセルともユーザー装置へのＣｏＭ
Ｐジョイント送信に参与する。
【００２３】
　ところで、協調セットのうちの全てのセルともユーザー装置へのＪＴ伝送に参与するだ
けでは、効果的にダウンリンクのスペクトル資源を利用することが保証できない。これは
、あるチャネルの場合に、ＪＴ伝送が使用された後に、エッジＵＥの性能の向上が明らか
ではなく、かつ複数の基地局資源を占めて、ダウンリンクの資源例えば時間とスペクトル
資源を多く無駄にさせるからである。
【００２４】
　以上のケースに対して、本開示は無線通信に使用される装置、システム、無線通信方法
、及び機器読取可能媒体を提供し、協調セットの複数の協調ケースでのダウンリンクチャ
ネル品質情報に基づいて、ＵＥに使用される協調セットからＵＥに使用される伝送セット
を決定し、ＵＥの通信性能を保証する上にダウンリンク資源を最大限に利用する。
【００２５】
　以下、図面を参照し、本発明の実施例を説明する。本発明の一つの図面或いは実施形態
で記述する要素と特徴は、一つ或いは複数の他の図面或いは実施形態で記述する要素と特
徴と組み合わせることができる。注意すべきことは、明らかにするために、図面と説明で
本開示と関係ない、当業者が既知の部材と処理の表示と記述を省略した。
【００２６】
　図２に、本開示の一実施例に基づく無線通信方法の模式フローチャートを示す。この方
法は基地局の視点から提出されるものである。
【００２７】
　図２に示すように、ステップＳ２１０において、ユーザー装置のその協調セットの情報
に対するフィードバック情報を取得する。協調セットはユーザー装置へマルチポイント協
調サービスを提供できるセルにより形成される。現在、ＣｏＭＰ協調セットは通常、参照
信号受信電力（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ、Ｒ
ＳＲＰ）によって決定できる。セルｋのＲＳＲＰとユーザー装置のサービスセルのＲＳＲ
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Ｐとの差が予定閾値よりも小さければ、セルｋが当該ユーザー装置に使用される協調セッ
トに属すると特定し、公式１のように示す。
【００２８】
【数１】

【００２９】
　その中、ＲＳＲＰｓｅｒｖｉｎｇ＿ｃｅｌｌはユーザー装置のサービスセル（メインセ
ルとも呼ばれる）の参照信号受信電力であり、ＲＳＲＰｃｅｌｌ＿ｋはセルｋの参照信号
受信電力であり、ＴＤＲＳＲＰは設定されたＲＳＲＰ差の閾値である。
【００３０】
　ここで、フィードバック情報は、それ自身からユーザー装置に使用される伝送セットを
取得できる情報であってもよい。例えば、フィードバック情報は、協調セットのうちのセ
ルの複数の協調ケースでのチャネル品質情報を含んでもよい。あるいは、フィードバック
情報は、ユーザー装置によって決定された伝送セットの情報を直接的に含んでもよい。こ
のため、上記チャネル品質情報によって生成されたフィードバック情報を取得するとも言
える。詳細は以下後述する。
【００３１】
　そして、ステップＳ２２０において、フィードバック情報に基づいてユーザー装置に使
用される伝送セットを取得する。伝送セットは、協調セットのうちのユーザー装置へジョ
イント送信を提供するように協調するセルにより形成される。
【００３２】
　実施例において、伝送セットは、協調セットのうちのセルの複数の協調ケースでのチャ
ネル品質情報によって決定されるものである。
【００３３】
　ここで、チャネル品質情報は、ダウンリンクチャネル品質を指示できる情報であっても
よく、制限がない。通常、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）でチャネル品質情報を表
す。例示であって、本開示に係る一実施例において、各協調ケースでのチャネル品質情報
は、次のような公式２により計算できるが、これに限定されない。
【００３４】

【数２】

【００３５】
　その中、ＣＱＩｉは協調ケースｉでのチャネル品質インジケータを表し、ｉは上記協調
ケースの上記複数の協調ケースにおけるインデックスを表し、ｊは上記協調ケースにおい
て含まれるセルのインデックスを表し、Ｐは上記協調ケースにおいて含まれるセルの数を
表し、ｗｊはユーザー装置とセルｊの通信のためのプリコーディング行列を表し、ｈｊは
ユーザー装置とセルｊとの間のチャネル行列を表し、Ｉは協調セット以外のセルによる干
渉を表し、Ｎはシステム雑音を表し、ＣＱＩ（・）は信号対干渉雑音比（Ｓｉｇｎａｌ　
ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ、　ＳＩＮＲ）に
対応するチャネル品質インジケータを計算することを表し、||・||はノルムを取ることを
表し、・Ｈは共役転置を取ることを表す。ここで、セルｊの電力値は||ｈｊｗｊ||により
表してもよい。
【００３６】
　チャネル品質情報は通常ユーザー装置によって決定される。ユーザー装置は、測定され
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た行列チャネル情報と選択されたそれぞれ各セルと通信するための対応するプリコーディ
ング行列によって、異なる協調ケースでジョイント送信を行うときの受信信号対干渉雑音
比を計算して、ＳＩＮＲを量化して、公式２により各協調ケースでのチャネル品質情報を
得る。
【００３７】
　理解すべきことは、公式２により与えられた信号対干渉雑音比に対応するＣＱＩは説明
するためのものに過ぎないことである。当業者は、他の従来方式を使用してＣＱＩを計算
してもよく、例えば、信号雑音比に対応するＣＱＩを計算してもよく、制限されない。
【００３８】
　本開示の一実施例において、フィードバック情報は、協調セットのうちのセルの複数の
協調ケースでのチャネル品質情報を含んでもよい。この場合に、フィードバック情報を受
信した一方（本開示の実施例において、基地局）により、上記チャネル品質情報に基づい
て伝送セットを決定してもよい。
【００３９】
　本実施例の一例示において、上記複数の協調ケースは、協調セットのうちのセルが、単
一セルモードでのセルからユーザー装置への電力の降順によってソートされた後、前から
のｎ個のセルが上記ユーザー装置へジョイント送信を提供するように協調するようなＮ種
のケースをを含み、その中、ｎは正整数であって、かつｎ＝１、２、．．．、Ｎであり、
Ｎは協調セットのうちのセルの数である。即ち、上記複数の協調ケースは、ソートされた
後の協調セットのうちの一つ目のセルのみを使用してユーザー装置へジョイント送信を提
供するケース、ソートされた後の協調セットのうちの前からの二つのセルを使用してユー
ザー装置へジョイント送信を提供するケース、．．．、ソートされた後の協調セットのう
ちの前からのＮ個のセルを使用してユーザー装置へジョイント送信を提供するケースを含
む。
【００４０】
　この例示において、以下のステップによってユーザー装置の伝送セットを決定してもよ
い。
【００４１】
　（ｉ）上記複数の協調ケースから、一つ目のセルのみを含む協調ケースと比べるとチャ
ネル品質情報の増加量が予定のチャネル品質差閾値より大きいか等しい、かつＮ個のセル
を含む協調ケースと比べるとチャネル品質情報の低減量が上記予定のチャネル品質差閾値
より小さい協調ケースのうちのいずれかを選択する。
【００４２】
　（ｉｉ）選択された協調ケースでの互いに協調するセルを使用して上記伝送セットを形
成する。
【００４３】
　選択的に、一つ目のセルのみを含む協調ケースと比べると、上記複数の協調ケースのう
ち他の協調ケースのチャネル品質情報の増加量がともに予定のチャネル品質差閾値より小
さいときに、一つ目のセルのみを含む協調ケースを選択するとともに、一つ目のセルを使
用して上記伝送セットを形成してもよい。このとき、ユーザー装置との通信は、ＣｏＭＰ
－ＪＴ構造からｎｏｎ－ＣｏＭＰ構造になる。
【００４４】
　選択的に、Ｎ個のセルを含む協調ケースと比べると、上記複数の協調ケースのうち他の
協調ケースのチャネル品質情報の低減量がともに上記予定のチャネル品質差閾値より大き
いときに、上記Ｎ個のセルを含む協調ケースを選択するとともに、上記Ｎ個のセルを使用
して上記伝送セットを形成してもよい。
【００４５】
　理解すべきことは、予定のチャネル品質差閾値は、実際の状況でユーザー装置に対する
性能（例えば、スループット）とネットワークのスペクトル利用率の要求に基づいて決定
できる。例えば、実験により、ユーザー装置の性能要求とスペクトルの利用率の要求を満
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たすチャネル品質差閾値を決定してもよい。
【００４６】
　理解の便宜上、以下の例は、上記例示において複数の協調ケースでのチャネル品質情報
に基づいて、伝送セットをどのように決定するかをさらに説明するためのものである。以
下の例において、チャネル品質インジケータをチャネル品質情報とする。
【００４７】
　協調セットにセル１とセル２とセル３の三つのセルが含まれて、セル１からユーザー装
置への電力はセル２からユーザー装置への電力より大きく、セル２からユーザー装置への
電力はセル３からユーザー装置への電力より大きいと仮定すると、以上の説明によって、
上記セルについて、一つ目のセルのみがユーザー装置へジョイント送信を提供するのに使
用される協調ケース１と、セル１とセル２が協調することによって、ユーザー装置へジョ
イント送信を提供する協調ケース２と、セル１、セル２、セル３が協調することによって
、ユーザー装置へジョイント送信を提供する協調ケース３との三種類の協調ケースがある
。相応的に、フィードバック情報に、以上の公式２により計算された三つの対応するＣＱ
Ｉ値（ＣＱＩ１、ＣＱＩ２、ＣＱＩ３）が含まれている。協調ケース１は、自身よりもチ
ャネル品質情報の増加量がＣＱＩ＿Ｉｎｃ１＝０であって、協調ケース３よりもチャネル
品質情報の低減量がＣＱＩ＿Ｄｅｃ１＝ＣＱＩ３－ＣＱＩ１である。協調ケース２は、協
調ケース１よりもチャネル品質情報の増加量がＣＱＩ＿Ｉｎｃ２＝ＣＱＩ２－ＣＱＩ１で
あって、協調ケース３よりもチャネル品質情報の低減量がＣＱＩ＿Ｄｅｃ２＝ＣＱＩ３－
ＣＱＩ２である。協調ケース３は、協調ケース１よりもチャネル品質情報の増加量がＣＱ
Ｉ＿Ｉｎｃ３＝ＣＱＩ３－ＣＱＩ１であって、自身よりもチャネル品質情報の低減量がＣ
ＱＩ＿Ｄｅｃ３＝０である。
【００４８】
　チャネル品質差閾値はλであり、且つ判断によって、ＣＱＩ＿Ｉｎｃｌ＜λ、ＣＱＩ＿
Ｄｅｃｌ＞λ；ＣＱＩ＿Ｉｎｃ２＞λ、ＣＱＩ＿Ｄｅｃ２＜λ；ＣＱＩ＿Ｉｎｃ３＞λ、
ＣＱＩ＿Ｄｅｃ３＜λを決定すると仮定する。つまり、協調ケース２と協調ケース３とも
に上記選択条件を満たす。このため、協調ケース２と協調ケース３から一つを任意的に選
択し、選択された協調ケースに含まれたセルを使用して伝送セットを形成してもよい。
【００４９】
　他のケースとして、チャネル品質差閾値はλであり、且つ判断によって、ＣＱＩ＿Ｉｎ
ｃ２＜λかつＣＱＩ＿Ｄｅｃ２＜λを決定すると仮定すると、協調ケース１を選択し、即
ち、セル１のみを使用して伝送セットを形成して、｛セル１｝として表す。
【００５０】
　他のケースとして、チャネル品質差閾値はλであり、且つ判断によって、ＣＱＩ＿Ｄｅ
ｃ１＞λかつＣＱＩ＿Ｄｅｃ２＞λを決定すると仮定すると、協調ケース３を選択し、即
ち、セル１、セル２、セル３を全て使用して伝送セットを形成して、｛セル１、セル２、
セル３｝として表す。
【００５１】
　上記例示において、上記複数の協調ケースから、一つ目のセルのみを含む協調ケースと
比べるとチャネル品質情報の増加量が予定のチャネル品質差閾値より大きいか等しい、か
つＮ個のセルを含む協調ケースと比べるとチャネル品質情報の低減量が上記予定のチャネ
ル品質差閾値より小さい協調ケースのうちの、最小数のセルを含む協調ケースを選択する
ことが好ましい。このように、性能とスペクトル資源の利用率の要求を満たす場合に、ジ
ョイント送信を行うための協調セルの数をできるだけ減少させることで、スペクトル資源
の利用率を最大限に向上できる。
【００５２】
　好適な実施例によれば、以上の例において、チャネル品質差閾値はλであり、且つ判断
によって、ＣＱＩ＿Ｉｎｃｌ＜λ、ＣＱＩ＿Ｄｅｃｌ＞λ；ＣＱＩ＿Ｉｎｃ２＞λ、ＣＱ
Ｉ＿Ｄｅｃ２＜λ；ＣＱＩ＿Ｉｎｃ３＞λ、ＣＱＩ＿Ｄｅｃ３＜λを決定すると仮定する
ときに、協調ケース２を選択し、選択された協調ケース２に含まれたセルを使用して伝送
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セットを形成してもよい。
【００５３】
　本実施例の他の例示において、上記複数の協調ケースは、協調セットのうちのセルの全
ての協調ケースを含む。例えば、協調ケースがｎ個のセルを含むときに、複数の協調ケー
スにおいて、１個のセルのみが含まれる協調ケースがｎ種あり、２個の互いに協調するセ
ルが含まれる協調ケースがＣｎ

２種あり、．．．、ｎ個の互いに協調するセルが含まれる
協調ケースがＣｎ

ｎ種（即ち、１種）ある。
【００５４】
　この例示において、以下のステップによって、ユーザー装置の伝送セットを決定しても
よい。
【００５５】
　（ｉ）全ての協調ケースからチャネル品質情報が予定のチャネル品質閾値よりも大きい
か等しい協調ケースのいずれかを選択し、及び
【００５６】
　（ｉｉ）選択された協調ケースで互いに協調するセルを使用して伝送セットを形成する
。
【００５７】
　理解すべきことは、予定のチャネル品質閾値が、実際のケースでのユーザー装置に対す
る性能（例えば、スループット）とネットワークのスペクトル利用率の要求に基づいて決
定できる。例えば、実験により、ユーザー装置の性能要求とスペクトルの利用率の要求を
満たすチャネル品質閾値を決定してもよい。
【００５８】
　この例示において、チャネル品質情報が予定のチャネル品質閾値よりも大きいか等しい
協調ケースは複数の種類ある。協調ケースの全てから、チャネル品質情報が予定のチャネ
ル品質閾値より大きいか等しい協調ケースのうちの、最小数のセルを含む協調ケースを選
択することが好ましい。このように、性能とスペクトル資源の利用率の要求を満たす場合
に、ジョイント送信を行うための協調セルの数をできるだけ減少させることで、スペクト
ル資源の利用率を最大限に向上できる。
【００５９】
　以上示された複数の協調ケースの二つの例示は、説明するために過ぎない。当業者は以
上の説明の指導で、複数の協調ケースに対応するチャネル品質情報を使用して伝送セット
を決定するように、他の複数の協調ケースを構築してもよい。
【００６０】
　本開示の他の実施例において、フィードバック情報は、ユーザー装置によって決定され
た伝送セットの情報を含んでもよい。この場合に、フィードバック情報を受信した一方（
本開示の実施例において、基地局）は、直接的に、フィードバック情報から伝送セットを
取得できる。ユーザー端末は、以上の実施例と同じ方法で、複数の協調ケースでのチャネ
ル品質情報に基づいて、伝送セットを決定してもよい。ここで記述を省略する。
【００６１】
　また、実際の通信の流れにおいて、フィードバック情報は、協調セットにおけるそれぞ
れのセルの単一セルモードで対応するチャネル方向指示情報を含んでもよい。上記チャネ
ル方向指示情報は、例えば、プリコーディング行列インジケータ（　Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ
　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｘ、ＰＭＩ　）である。基地局は、ＰＭＩ値を使用して、ユー
ザー端末と通信するためのプリコーディング行列を決定してもよい。ＰＭＩ値の計算はＬ
ＴＥ　Ｒ１０における関連の規定を参照してもよい。ここで具体的に記述しない。
【００６２】
　フィードバック情報がさらにチャネル方向指示情報を含むときに、チャネル方向指示情
報とチャネル品質情報は、フィードバック情報において交互に配列されてもよい。例示と
して、図３に、本開示の一実施例に基づくフィードバック情報のフォーマットの模式図を
示す。同図に示すように、ＰＭＩ１、ＰＭＩ２、．．．、ＰＭＩｉ、．．．、ＰＭＩｎは
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それぞれ協調セットのうちのセル１、セル２、．．．、セルｉ、．．．、セルｎが単一セ
ルモードで対応するチャネル方向指示情報を示す。ＣＱＩ１、ＣＱＩ２、．．．、ＣＱＩ
ｉ、．．．、ＣＱＩｎはそれぞれ１個、２個、．．．ｉ個、．．．ｎ個のセルが含まれる
上記複数の協調ケースでのチャネル品質情報を示す。
【００６３】
　例えば、上記複数の協調ケースが協調セットのうちのセルの全ての協調ケースを含むと
きに、同じ数のセルが含まれる協調ケースでのチャネル品質情報は並行に一緒に配列され
る。この場合に、例えば、ＣＱＩｉは並行に配列されたｉ個のセルが含まれる協調ケース
でのチャネル品質情報を表すことができる。
【００６４】
　伝送セットが決定された後、伝送セットのうちの各セルに対応する基地局は、対応する
ＰＭＩが指示したプリコーディング行列を使用してユーザー装置へ送信するデータをプリ
コーディングし、伝送セットのうちのセルからなる協調ケースでのチャネル品質情報を使
用してプリコーディングされたデータを変調し、その後、ＣｏＭＰジョイント送信を行っ
て、プリコーディングし調整されたデータをユーザー装置に送信してもよい。
【００６５】
　ここで与えられた、チャネル方向指示情報とチャネル品質情報のフィードバック情報に
おける配列方式は説明するための例示であり、当業者は、以上の説明の指導で、実際の状
況に基づいて、複数の他の適切なフィードバック情報のフォーマットを設計してもよい。
【００６６】
　以下、図４と図５を結合して本開示の一実施例に基づく無線通信に使用される装置（本
開示の実施例において、基地局）を説明する。
【００６７】
　図４に、本開示の一実施例に基づく無線通信に使用される装置の模式ブロック図を示す
。当業者が理解すべきことは、本発明の精神と範囲をぼかさないため、図４において、無
線通信に使用される装置の他の可能な部材を省略した。図４に示すように、無線通信に使
用される装置４００は、伝送部材４１０と伝送セット取得部材４２０を含む。伝送部材４
１０は、ユーザー装置のその協調セットの情報に対するフィードバック情報を取得するた
めのものであり、当該協調セットは、ユーザー装置へマルチポイント協調サービスを提供
できるセルより形成される。伝送セット取得部材４２０は、フィードバック情報に基づい
て、ユーザー装置に使用される、協調セットのうちのユーザー装置へジョイント送信を提
供するように協調するセルにより形成される伝送セットを取得するためのものである。な
お、伝送セットは、協調セットのうちのセルの複数の協調ケースでのチャネル品質情報に
基づいて決定されたものである。
【００６８】
　本開示の一実施例によれば、フィードバック情報は協調セットのうちのセルの複数の協
調ケースでのチャネル品質情報を含み、また、伝送セット取得部材４２０はさらに、上記
チャネル品質情報に基づいて伝送セットを決定する。
【００６９】
　上記実施例の一例示において、上記複数の協調ケースは、協調セットのうちのセルが、
単一セルモードでのセルからユーザー装置への電力の降順によってソートされた後、前の
ｎ個のセルがユーザー装置へジョイント送信を提供するように協調するようなＮ種のケー
スを含み、その中、ｎは正整数であって、かつｎ＝１、２、．．．、Ｎであり、Ｎは協調
セットのうちのセルの数である。図５に、この例示に基づく無線通信に使用される装置に
おける伝送セット取得部材の模式ブロック図を示す。伝送セット取得部材５００は、協調
ケース選択部材５１０と伝送セット形成部材５２０を含む。協調ケース選択部材５１０は
、上記複数の協調ケースから、一つ目のセルのみを含む協調ケースと比べるとチャネル品
質情報の増加量が予定のチャネル品質差閾値より大きいか等しい、かつＮ個のセルを含む
協調ケースと比べるとチャネル品質情報の低減量が上記予定のチャネル品質差閾値より小
さい協調ケースのうちのいずれかを選択するためのものである。伝送セット形成部材５２
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０は、選択された協調ケースでの互いに協調するセルを使用して上記伝送セットを形成す
るためのものである。
【００７０】
　選択的に、一つ目のセルのみを含む協調ケースと比べると、上記複数の協調ケースのう
ち他の協調ケースでのチャネル品質情報の増加量がいずれも予定のチャネル品質差閾値よ
り小さいときに、協調ケース選択部材５１０は一つ目のセルのみを含む協調ケースを選択
するとともに、伝送セット形成部材５２０は、一つ目のセルを使用して上記伝送セットを
形成する。
【００７１】
　選択的に、Ｎ個のセルを含む協調ケースと比べると、上記複数の協調ケースのうち他の
協調ケースでのチャネル品質情報の低減量がいずれも予定のチャネル品質差閾値より大き
いときに、協調ケース選択部材５１０はＮ個のセルを含む協調ケースを選択するとともに
、伝送セット形成部材５２０は、Ｎ個のセルを使用して上記伝送セットを形成する。
【００７２】
　協調ケース選択部材５１０はさらに、上記複数の協調ケースから、一つ目のセルのみを
含む協調ケースと比べるとチャネル品質情報の増加量が予定のチャネル品質差閾値より大
きいか等しい、かつＮ個のセルを含む協調ケースと比べるとチャネル品質情報の低減量が
予定のチャネル品質差閾値より小さい協調ケースのうちの、最小数のセルを含む協調ケー
スを選択するのに使用されることが好ましい。
【００７３】
　上記実施例の他の例示において、上記複数の協調ケースは、協調セットのうちのセルの
全ての協調ケースを含む。この例示において、伝送セット取得部材は、協調ケース選択部
材と伝送セット形成部材を含んでもよい（図５の構造と同じく、図示しない）。なお、協
調ケース選択部材は、全ての協調ケースのうちから、チャネル品質情報が予定のチャネル
品質閾値より大きいか等しい協調ケースのうちのいずれかを選択するためのものであり、
伝送セット形成部材は選択された協調ケースでの互いに協調するセルを使用して伝送セッ
トを形成するためのものである。
【００７４】
　この例示において、協調ケース選択部材はさらに、全ての協調ケースから、チャネル品
質情報が予定のチャネル品質閾値より大きいか等しい協調ケースのうちの、最小数のセル
を含む協調ケースを選択することが好ましい。
【００７５】
　本開示の他の実施例によれば、フィードバック情報はユーザー装置によって決定された
伝送セットの情報を含む。
【００７６】
　本開示の他の実施例によれば、フィードバック情報は、さらに、協調セットにおけるそ
れぞれのセルが単一セルモードで対応するチャネル方向指示情報を含む。
【００７７】
　本開示の他の実施例によれば、各協調ケースでのチャネル品質情報は上記のような公式
２により計算されてもよい。
【００７８】
　本開示の上記実施例に基づく無線通信に使用される装置における各部材のより多い詳細
な操作について、以上のような基地局の視点からの本開示の実施例に基づくユーザー装置
に使用される伝送セットを決定する方法に関する記述を参照してもよく、ここで重複しな
い。
【００７９】
　図６に、本開示の他の実施例に基づく無線通信方法の模式フローチャートを示す。この
方法は、ユーザー装置の視点から提出されるものである。
【００８０】
　図６に示すように、ステップＳ６１０において、ユーザー装置の協調セットの情報を取
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得し、上記協調セットは、ユーザー装置へマルチポイント協調サービスを提供できるセル
により形成される。協調セットのうちのセルは例えば、公式１により決定されてもよい。
【００８１】
　ステップＳ６２０において、協調セットのうちのセルの複数の協調ケースでのチャネル
品質情報を決定する。
【００８２】
　本開示の一実施例によれば、上記方法は、上記複数の協調ケースとして、協調セットの
うちのセルが、単一セルモードでのセルからユーザー装置への電力の降順によってソート
された後、前のｎ個のセルがユーザー装置へジョイント送信を提供するように協調するよ
うなＮ種のケースを決定することをさらに含み、その中、ｎは正整数であって、かつｎ＝
１、２、．．．、Ｎであり、Ｎは協調セットのうちのセルの数である。
【００８３】
　本開示の他の実施例によれば、上記方法は、さらに、協調セットのうちのセルの全ての
協調ケースを上記複数の協調ケースとして決定することを含む。
【００８４】
　適切な方法を使用して上記複数の協調ケースでの各チャネル品質情報を計算してもよい
。例えば、チャネル品質情報がＣＱＩである場合に、以上のような公式２を使用して各協
調ケースでのＣＱＩを計算してもよい。
【００８５】
　なお、以上に示された複数の協調ケースの実施例は説明するために過ぎない。当業者は
、以上の説明の指導で、複数の協調ケースでのチャネル品質情報を使用して伝送セットを
決定するように、他の複数の協調ケースを構造してもよい。
【００８６】
　次に、ステップＳ６３０において、協調セットの情報に基づいてフィードバック情報を
生成して送信して、基地局が上記フィードバック情報に基づいてユーザー装置に使用され
る装置の伝送セットを取得するようにする。上記フィードバック情報からユーザー装置に
使用される伝送セットを取得できる。例えば、フィードバック情報は、協調セットのうち
のセルの複数の協調ケースでのチャネル品質情報を含んでもよい。あるいは、フィードバ
ック情報は、ユーザー装置によって、直接に上記チャネル品質情報に基づいて決定された
伝送セットの情報を含んでもよい。このため、協調セットのうちのセルの複数の協調ケー
スでのチャネル品質情報に基づいてフィードバック情報を生成するとも言える。
【００８７】
　実施例において、伝送セットは上記チャネル品質情報に基づいて決定されるものである
。
【００８８】
　本開示の一実施例によれば、フィードバック情報は、協調セットのうちのセルの複数の
協調ケースでのチャネル品質情報を含む。この場合に、基地局によって、フィードバック
情報に基づいて伝送セットを決定してもよい。上記方法は、さらに、伝送セットの情報を
取得することを含む。
【００８９】
　本開示の他の実施例によれば、上記方法はさらに、協調セットのうちのセルの複数の協
調ケースでのチャネル品質情報に基づいて、ユーザー端末に使用される伝送セットを決定
することを含む。この実施例において、フィードバック情報は決定された伝送セットの情
報を含む。つまり、ユーザー装置の自身によって、伝送セットを決定し、伝送セットの情
報を基地局に通知する。以上のような基地局の視点から説明した方法の実施例における伝
送セット決定ステップを使用して伝送セットを決定してもよい。ここで重複しない。
【００９０】
　以下、図７と図８を結合して、本開示の実施例に基づく無線通信に使用される装置（本
開示の実施例において、ユーザー装置）を説明する。
【００９１】
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　図７に、本開示の実施例に基づく無線通信に使用される装置の模式ブロック図を示す。
当業者が理解すべきことは、本発明の精神と範囲をぼかさないため、図７において、無線
通信に使用される装置の他の可能な部材を省略した。図７に示すように、無線通信に使用
される装置７００は、伝送部材７１０とフィードバック情報生成部材７２０を含む。伝送
部材７１０は、ユーザー装置の協調セットの情報を取得し、ユーザー装置のその協調セッ
トの情報に対するフィードバック情報を送信するためのものであり、上記協調セットは、
ユーザー装置へマルチポイント協調サービスを提供できるセルにより形成される。フィー
ドバック情報生成部材７２０は、協調セットの情報に基づいてフィードバック情報を生成
するためのものであり、上記フィードバック情報からユーザー装置に使用される伝送セッ
トを取得でき、上記伝送セットは、協調セットのうちのユーザー装置へジョイント送信を
提供するように協調するセルにより形成される。この実施例において、伝送セットは協調
セットのうちのセルの複数の協調ケースでのチャネル品質情報に基づいて決定されるもの
である。なお、フィードバック情報生成部材７２０は、協調セットのうちのセルの複数の
協調ケースでのチャネル品質情報を決定するためのチャネル品質情報決定部材７２１を含
む。
【００９２】
　本開示の他の実施例によれば、フィードバック情報は協調セットのうちのセルの複数の
協調ケースでのチャネル品質情報を含み、また、伝送部材７１０はさらに、伝送セットの
情報を取得する。
【００９３】
　本開示の他の実施例によれば、チャネル品質情報決定部材７２１は、さらに、上記複数
の協調ケースとして、上記協調セットのうちのセルが、単一セルモードでのセルからユー
ザー装置への電力の降順によってソートされた後、前のｎ個のセルがユーザー装置へジョ
イント送信を提供するように協調するようなＮ種のケースを決定し、その中、ｎは正整数
であって、かつｎ＝１、２、．．．、Ｎであり、Ｎは協調セットのうちのセルの数である
。
【００９４】
　本開示の他の実施例によれば、チャネル品質情報決定部材７２１はさらに、協調セット
のうちのセルの全ての協調ケースを上記複数の協調ケースとして決定する。
【００９５】
　本開示の他の実施例によれば、ユーザー装置自身は、チャネル品質情報に基づいて伝送
セットを決定し、フィードバック情報によって決定された伝送セットを基地局に通知して
もよい。図８に、このような実施例に基づく無線通信に使用される装置の模式ブロック図
を示す。図８に示すように、無線通信に使用される装置８００は、伝送部材８１０とフィ
ードバック情報生成部材８２０だけではなく、チャネル品質情報に基づいて伝送セットを
決定するための伝送セット決定部材８３０を含む。伝送部材８１０とフィードバック情報
生成部材８２０の機能は、図７において示された伝送部材７１０とフィードバック情報生
成部材７２０の機能と大体同じで、ここで重複しない。
【００９６】
　本開示の一実施例によれば、チャネル品質情報決定部材８２１はさらに、上記複数の協
調ケースとして、協調セットのうちのセルが、単一セルモードでのセルからユーザー装置
への電力の降順によってソートされた後、前のｎ個のセルがユーザー装置へジョイント送
信を提供するように協調するようなＮ種のケースを決定し、その中、ｎは正整数であって
、かつｎ＝１、２、．．．、Ｎであり、Ｎは協調セットのうちのセルの数である。図９に
、この実施例において無線通信に使用される装置の伝送セット決定部材の模式ブロック図
を示す。図９に示すように、伝送セット決定部材９００は、協調ケース選択部材９１０と
伝送セット形成部材９２０をさらに含む。協調ケース選択部材９１は、上記複数の協調ケ
ースから、一つ目のセルのみを含む協調ケースと比べるとチャネル品質情報の増加量が予
定のチャネル品質差閾値より大きいか等しい、かつＮ個のセルを含む協調ケースと比べる
とチャネル品質情報の低減量が上記予定のチャネル品質差閾値より小さい協調ケースのう
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ちのいずれかを選択するためのものである。伝送セット形成部材９２０は、選択された協
調ケースでの互いに協調するセルを使用して上記のユーザー装置の伝送セットを形成する
ためのものである。
【００９７】
　選択的に、一つ目のセルのみを含む協調ケースと比べると、上記複数の協調ケースのう
ち他の協調ケースでのチャネル品質情報の増加量がいずれも予定のチャネル品質差閾値よ
り小さいときに、協調ケース選択部材９１０は上記の一つ目のセルのみを含む協調ケース
を選択するとともに、伝送セット形成部材９２０は、上記一つ目のセルを使用して伝送セ
ットを形成する。
【００９８】
　選択的に、Ｎ個のセルを含む協調ケースと比べると、上記複数の協調ケースのうち他の
協調ケースでのチャネル品質情報の低減量がいずれも予定のチャネル品質差閾値より大き
いときに、協調ケース選択部材９１０は上記のＮ個のセルを含む協調ケースを選択すると
ともに、伝送セット形成部材９２０は、Ｎ個のセルを使用して上記伝送セットを形成する
。
【００９９】
　協調ケース選択部材９１０はさらに、上記複数の協調ケースから、一つ目のセルのみを
含む協調ケースと比べるとチャネル品質情報の増加量が予定のチャネル品質差閾値より大
きいか等しい、かつＮ個のセルを含む協調ケースと比べるとチャネル品質情報の低減量が
上記予定のチャネル品質差閾値より小さい協調ケースのうちの、最小数のセルを含む協調
ケースを選択するためのものであることが好ましい。
【０１００】
　本開示の他の実施例によれば、チャネル品質情報決定部材８２１はさらに、上記協調セ
ットのうちのセルの全ての協調ケースを、上記複数の協調ケースとして決定する。この実
施例において、伝送セット決定部材８３０は協調ケース選択部材と伝送セット形成部材（
図９に示す構成と同じ、図示しない）を含んでもよい。協調ケース選択部材は、全ての協
調ケースから、チャネル品質情報が予定のチャネル品質閾値より大きいか等しい協調ケー
スのうちのいずれかを選択する。伝送セット形成部材は、選択された協調ケースでの互い
に協調するセルを使用して伝送セットを形成する。
【０１０１】
　協調ケース選択部材はさらに、全ての協調ケースから、チャネル品質情報が予定のチャ
ネル品質閾値より大きいか等しい協調ケースのうちの、最小数のセルを含む協調ケースを
選択することが好ましい。
【０１０２】
　本開示の一実施例によれば、チャネル品質情報決定部材（７２１、８２１）は、以上の
ような公式２により各種の協調ケースでのチャネル品質情報を計算する。
【０１０３】
　本開示の上記実施例に基づくユーザー装置における各部材のより多い詳細な操作につい
て、以上のようなユーザー装置の視点からの本開示の実施例に基づく無線通信方法に対す
る記述を参照してもよく、ここで重複しない。
【０１０４】
　図１０に、本開示の他の実施例に基づく無線通信方法の模式フローチャートを示す。こ
の方法は無線通信に使用されるシステムの視点から提出されたものである。
【０１０５】
　図１０に示すように、ステップＳ１０１０において、ユーザー装置によって、協調セッ
トのうちのセルの複数の協調ケースでのチャネル品質情報を決定する。
【０１０６】
　ステップＳ１０２０において、ユーザー装置によって、取得されたユーザー装置の協調
セットの情報に基づいてフィードバック情報を生成して送信する。上記協調セットは、ユ
ーザー装置へマルチポイント協調サービスを提供できるセルにより形成される。上記フィ
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ードバック情報からユーザー装置に使用される伝送セットを取得できる。例えば、フィー
ドバック情報は、協調セットのうちのセルの複数の協調ケースでのチャネル品質情報を含
んでもよい。あるいは、フィードバック情報は、直接に、ユーザー装置により上記チャネ
ル品質情報に基づいて決定した伝送セットの情報を含んでもよい。このため、ユーザー装
置により、協調セットのうちのセルの複数の協調ケースでのチャネル品質情報に基づいて
、フィードバック情報を生成するとも言える。
【０１０７】
　ステップＳ１０２０において、フィードバック情報を受信し、それに基づいてユーザー
装置に使用される伝送セットを取得する。伝送セットは、協調セットのうちのユーザー装
置へジョイント送信を提供するように協調するセルにより形成される。
【０１０８】
　なお、伝送セットは、協調セットのうちのセルの複数の協調ケースでの上記チャネル品
質情報に基づいて決定されるものである。
【０１０９】
　本開示の上記実施例に基づく方法のより多い詳細について、以上のようなユーザー装置
の視点と基地局の視点からの本開示の実施例に基づく無線通信方法に対する記述を参照し
てもよく、ここで重複しない。
【０１１０】
　図１１に、本開示の一実施例に基づく無線通信に使用されるシステムの模式ブロック図
を示す。上記無線通信に使用されるシステムは、本開示の実施例に基づく基地局とユーザ
ー装置からなる。図１１に示すように、無線通信に使用されるシステム１１００は、基地
局１１１０とユーザー装置１１２０からなる。その中、基地局１１１０は、伝送部材１１
１１（第１の伝送部材）と伝送セット取得部材１１１２を含む。伝送部材１１１１は、ユ
ーザー装置のその協調セットの情報に対するフィードバック情報を取得するためのもので
あり、上記協調セットは、ユーザー装置１１２０へマルチポイント協調サービスを提供で
きるセルにより形成される。伝送セット取得部材１１１２は、上記フィードバック情報に
基づいて、ユーザー装置１１２０に使用される伝送セットを取得するためのものであり、
上記伝送セットは、協調セットのうちのユーザー装置１１２０へジョイント送信を提供す
るように協調するセルにより形成される。ユーザー装置１１２０は、ユーザー装置の協調
セットの情報を取得し、ユーザー装置のその協調セットの情報に対するフィードバック情
報を送信するための伝送部材１１２１（第２の伝送部材）と、上記協調セットの情報に基
づいて上記フィードバック情報を生成し、上記フィードバック情報からユーザー装置１１
２０に使用される伝送セットを取得できるフィードバック情報生成部材１１２２とを含む
。そのうち、伝送セットは協調セットのうちのセルの複数の協調ケースでのチャネル品質
情報に基づいて決定されるものである。また、フィードバック情報生成部材１１２２は、
協調セットのうちのセルの複数の協調ケースでの上記チャネル品質情報を決定するための
チャネル品質情報決定部材１１２２ａを含む。
【０１１１】
　本開示の上記実施例に基づく無線通信に使用されるシステムにおける各部材のより詳細
な操作について、以上の本開示の実施例に基づく基地局とユーザー装置に対する記述を参
照してもよく、ここで重複しない。
【０１１２】
　本開示の実施例に基づく以上のような無線通信に使用される装置、システム、無線通信
方法及び機器読取可能媒体において、協調セットの複数の協調ケースでのチャネル品質情
報に基づいて、ユーザー装置に使用される協調セットからユーザー装置に使用される伝送
セットを決定して、ユーザー装置の通信性能を保証する上でダウンリンク資源を最大限に
利用する。
【０１１３】
　理解すべきことは、本開示の実施例に基づく各装置にける各構成部材、ユニットはソフ
トウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの組み合わせによって配置でき
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る。配置に使用可能な具体的な手段または方式は当業者によく知られているため、ここで
省略する。ソフトウェアまたはハードウェアによって実現する場合に、記憶媒体またはネ
ットワークから、専用なハードウェア構成を有するコンピュータにこのソフトウェアを構
成するプログラムをインストールして、このコンピュータは、各種のプログラムがインス
トールされた場合に、各種の機能などを実行できる。
【０１１４】
　図１２は、本開示の実施例／例示を実現できるコンピュータの構成を示す模式ブロック
図である。図１２において、中央処理装置（ＣＰＵ）１２０１は、リードオンリーメモリ
（ＲＯＭ）１２０２に記憶されたプログラムまたは記憶部１２０８からランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）１２０３にロードされたプログラムによって各種の処理を実行する。ま
た、ＲＡＭ１２０３において、必要に応じて、ＣＰＵが各種の処理などを実行する時に必
要なデータを記憶する。ＣＰＵ１２０１、ＲＯＭ１２０２、ＲＡＭ１２０３はバス１２０
４を介して相互に接続される。入力／出力インタフェース１２０５もバス１２０４に接続
される。
【０１１５】
　以下の部材が入力／出力インターフェース１２０５に接続され、入力部１２０６（キー
ボード、マウスなどを含む）、出力部１２０７（ディスプレイ例えば陰極線管（ＣＲＴ）
、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）など、スピーカなどを含む）、記憶部１２０８（ハードウ
ェアなどを含む）、通信部１２０９（ネットワークインターフェースカード例えばＬＡＮ
カード、モデムなどを含む）が接続される。通信部１２０９、ネットワーク例えばインタ
ーネットを介して通信処理を実行する。必要に応じて、ドライバー１２１０も入力／出力
インタフェース１２０５に接続される。取り外し可能媒体１２１１例えば磁気ディスク、
光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリなどは、必要に応じてドライバー１２１０に
装着されて、その中から読み出したコンピュータプログラムが必要に応じて記憶部１２０
８にインストールされるようにしてもよい。
【０１１６】
　ソフトウェアで上記一連の処理を実現する場合に、ネットワーク例えばインターネット
あるいは記憶媒体例えば取り外し可能媒体１２１１からソフトウェアを構成するプログラ
ムをインストールする。
【０１１７】
　当業者が理解すべきことは、このような記憶媒体が図１２に示す、その中にプログラム
が記憶され、装置に分離して配分してユーザーにプログラムを提供する取り外し可能媒体
１２１１に限定されない。取り外し可能媒体１２１１の例は、磁気ディスク（フロッピー
ディスク（登録商標）を含む）、光ディスク（光ディスクリードオンリーメモリ（ＣＤ－
ＲＯＭ）とデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）を含む）、光磁気ディスク（ミニディスク
（ＭＤ）（登録商標）を含む）、半導体メモリを含む。または、記憶媒体は、ＲＯＭ１２
０２、記憶部１２０８に含まれるハードウェアなどであってもよく、その中にプログラム
が記憶され、且つこれらを含む装置と一緒にユーザーに配布する。
【０１１８】
　本開示は、また機器読取可能な指令コードが記憶されたプログラム製品を提供する。上
記指令コードは機器に読み取られ実行される場合に、上記の本開示の実施例に基づく無線
通信方法を実行できる。
【０１１９】
　対応するように、上記機器読取可能な指令コードが記憶されるプログラム製品がロード
された記憶媒体も本開示に含まれる。上記記憶媒体は、フロッピーディスク、光ディスク
、光磁気ディスク、メモリカード、メモリスティックなどを含むがこれに限られない。
【０１２０】
　以上で、本開示の具体的実施例の記述において、一種の実施形態に対して記述及び／又
は示した特徴は、同じ又は類似する方式で一つ又は複数の他の実施形態に使用され、他の
実施形態における特徴と組合せ、又は他の実施形態における特徴を取り替えることが可能
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である。
【０１２１】
　強調すべきことは、用語「包括／含む」を本文で使用する際は、特徴、要素、ステップ
或いはモジュールの存在を指し、一つ或いは複数の他の特徴、要素、ステップ或いはモジ
ュールの存在或いは付加を排除しない。
【０１２２】
　また、本開示の方法は、明細書で記述した時間順序で実行されることに限定されず、他
の時間順序で、並行或いは独立に実行されてもよい。よって、本明細書で記述の方法の実
行順序は本開示の技術範囲を限定しない。
【０１２３】
　以上で、図面を結合して本開示の実施例を詳細に説明したが、理解すべきことは、以上
で説明した実施形態が本発明を説明するためのものにすぎず、本発明に対する制限を構成
しない。当業者にとって、本発明の実質と範囲から逸脱することなく、上記実施形態に対
して各種の修正や変更を行ってもよい。このため、本発明の範囲は、請求項の範囲及びそ
の均等の意味のみにより限定される。
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