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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末機器が、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフ
レームであるか否かを確定することと、
　ＹＥＳであると、前記端末機器が、前記チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干
渉測定を実行することと、を含むチャネル状態情報ＣＳＩ測定方法。
【請求項２】
　前記端末機器が、
　前記端末機器が、ネットワーク側の機器から受信した上り／下り配置情報に基づいて、
前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであ
るか否かを確定する方式と、
　前記端末機器が、前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測
定リソースが位置するサブフレームに対応する下りスケジューリング情報に基づいて、前
記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームである
か否かを確定する方式と、
　前記端末機器が、前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測
定リソースが位置するサブフレーム上の下り制御チャネルに基づいて、前記チャネル状態
情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定す
る方式と、
　前記端末機器が、前記ネットワーク側の機器から受信した下り制御情報ＤＣＩに基づい
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て、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレーム
であるか否かを確定する方式と、
　前記端末機器が、前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測
定リソースが位置するサブフレームに対応するＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて、
前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであ
るか否かを確定する方式と、
　の中の少なくとも一つの方式で、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサ
ブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　端末機器がチャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレ
ームであるか否かを確定する前、さらに、
　前記端末機器が、ネットワーク側の機器から送信された、前記ネットワーク側の機器が
それぞれ一つ又は複数のサブフレームを含む複数のサブフレーム群に配置したチャネル状
態情報干渉測定リソースを指示するための配置情報を受信することを含む請求項１又は２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数のサブフレーム群が、第１のサブフレーム群と第２のサブフレーム群を含み、
　前記第１のサブフレーム群が伝送方向が下りに固定された下りサブフレームを含み、前
記第２のサブフレーム群が伝送方向が調整可能であるサブフレームを含み、又は、
　前記第１のサブフレーム群が、現在のネットワーク側の機器が下り伝送サブフレームと
して配置し、且つ前記現在のネットワーク側の機器との間の距離が所定の閾値未満である
ネットワーク側の機器も前記下り伝送サブフレームに対応する位置のサブフレームを下り
伝送サブフレームとして配置したサブフレームを含み、また、前記第２のサブフレーム群
が、前記現在のネットワーク側の機器が下り伝送サブフレームとして配置し、且つ、前記
現在のネットワーク側の機器との間の距離が前記所定の閾値未満であるネットワーク側の
機器も前記下り伝送サブフレームに対応する位置のサブフレームを上り伝送サブフレーム
として配置したサブフレームを含み、又は、
　前記第１のサブフレーム群が端末機器が測定して報告したチャネル状態情報が所定の閾
値未満である下りサブフレームを含み、前記第２のサブフレーム群が端末機器が測定して
報告したチャネル状態情報が前記所定の閾値を越える下りサブフレームを含む請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記ネットワーク側の機器が前記端末機器の複数のサブフレーム群に対して配置される
チャネル状態情報干渉測定リソースは、
　前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群に
周期的なチャネル状態情報干渉測定リソースを配置することと、
　前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群に
非周期的にトリガーされるチャネル状態情報干渉測定リソースを配置することとの中の少
なくとも一つを含む請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ネットワーク側の機器が前記端末機器の複数のサブフレーム群に対して配置される
チャネル状態情報干渉測定リソースは、前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレ
ーム群の中の異なるサブフレーム群に対して配置されるチャネル状態情報干渉測定リソー
スが異なるサブフレームに位置することを含む請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記ネットワーク側の機器が、サブフレームの遷移度の違いによって、前記複数のサブ
フレーム群の中の異なるサブフレーム群に対応するチャネル状態情報干渉測定リソースが
異なるサブフレームに位置することを指示する請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ネットワーク側の機器が、半静態方式で、前記複数のサブフレーム群を確定した場
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合、前記複数のサブフレーム群は前記ネットワーク側の機器が複数の無線フレームを周期
として確定したものであり、
　前記ネットワーク側の機器が、動的方式で、前記複数のサブフレーム群を確定した場合
、前記複数のサブフレーム群は前記ネットワーク側の機器が一つの無線フレームを周期と
して確定したものである請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワーク側の機器が、半静態方式で、前記複数のサブフレーム群を確定した場
合、前記ネットワーク側は前記複数の無線フレームの中の各無線フレームに同一の複数の
サブフレーム群を配置する請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記配置情報がさらに、前記複数のサブフレーム群の中の各サブフレーム群にチャネル
状態情報干渉測定リソースを配置したサブフレーム、及び／又は前記チャネル状態情報干
渉測定リソースを配置した各サブフレームが所属されるサブフレーム群を指示する請求項
３に記載の方法。
【請求項１１】
　前記端末機器が前記チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干渉測定を実行するこ
とが、
　前記端末機器が、前記チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干渉測定を実行する
ことと、
　前記端末機器が、前記配置情報に基づいて、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが
位置するサブフレームが所属されるサブフレーム群を確定し、前記干渉測定を経て得られ
た測定結果を確定したサブフレーム群の測定結果とすることと、を含む請求項１０に記載
の方法。
【請求項１２】
　前記端末機器が、前記配置情報に基づいて、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが
位置するサブフレームが所属されるサブフレーム群を確定し、前記干渉測定を経て得られ
た測定結果を確定したサブフレーム群の測定結果とした後、
　前記端末機器が、測定結果に基づいて、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置
するサブフレームが所属されるサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定することと、
　前記端末機器が、前記ＣＳＩをネットワーク側の機器に送信することと、をさらに含む
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記端末機器が前記ＣＳＩをネットワーク側の機器に送信することが、
　前記端末機器が、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームにＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを下り伝送する上りサブフレームで、物理上り制御チャネ
ルＰＵＣＣＨ又は物理上り共有チャネルＰＵＳＣＨを介して、前記ＣＳＩを前記ネットワ
ーク側の機器に送信することと、
　前記端末機器が、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームの後
ろの、該サブフレームとの間隔がｎ（ｎは３以上の自然数である）以上である一番目の上
りサブフレームで、ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを介して、前記ＣＳＩを前記ネットワーク
側の機器に送信することと、
　前記端末機器が、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームを上
りサブフレームとして、該サブフレームに対応する上り再送サブフレームで、ＰＵＣＣＨ
又はＰＵＳＣＨを介して、前記ＣＳＩを前記ネットワーク側の機器に送信することと、の
いずれかを含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記チャネル状態情報干渉測定リソースが、ゼロ電力チャネル状態情報参考信号に基づ
いて配置したＣＳＩ－ＩＭリソースである請求項１乃至１３の中のいずれかに記載の方法
。
【請求項１５】
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　ネットワーク側の機器が、複数のサブフレーム群にチャネル状態情報干渉測定リソース
を配置することと、
　前記ネットワーク側の機器が、端末機器に前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位
置するサブフレームが下りサブフレームである時に干渉測定を実行することを指示するた
めの配置情報を前記端末機器に送信することと、を含むチャネル状態情報ＣＳＩ測定方法
。
【請求項１６】
　前記複数のサブフレーム群が、第１のサブフレーム群と第２のサブフレーム群を含み、
　前記第１のサブフレーム群が伝送方向が下りに固定された下りサブフレームを含み、前
記第２のサブフレーム群が伝送方向が調整可能であるサブフレームを含み、又は、
　前記第１のサブフレーム群が、現在のネットワーク側の機器が下り伝送サブフレームと
して配置し、且つ前記現在のネットワーク側の機器との間の距離が所定の閾値未満である
ネットワーク側の機器も前記下り伝送サブフレームに対応する位置のサブフレームを下り
伝送サブフレームとして配置したサブフレームを含み、また、前記第２のサブフレーム群
が、前記現在のネットワーク側の機器が下り伝送サブフレームとして配置し、且つ前記現
在のネットワーク側の機器との間の距離が前記所定の閾値未満であるネットワーク側の機
器が前記下り伝送サブフレームに対応する位置のサブフレームを上り伝送サブフレームと
して配置したサブフレームを含み、又は、
　前記第１のサブフレーム群が端末機器が測定して報告したチャネル状態情報が所定の閾
値より小さい下りサブフレームを含み、前記第２のサブフレーム群が端末機器が測定して
報告したチャネル状態情報が前記所定の閾値より大きい下りサブフレームを含む請求項１
５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ネットワーク側の機器が複数のサブフレーム群に対して配置されるチャネル状態情
報干渉測定リソースが、
　前記ネットワーク側の機器が、前記複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群
に対して配置される周期的なチャネル状態情報干渉測定リソースと、
　前記ネットワーク側の機器が、前記複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群
に対して配置される非周期的にトリガーされるチャネル状態情報干渉測定リソースとの中
の少なくとも一つを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ネットワーク側の機器が複数のサブフレーム群に対して配置されるチャネル状態情
報干渉測定リソースが、前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレーム群の中の異
なるサブフレーム群に対して配置されるチャネル状態情報干渉測定リソースが異なるサブ
フレームに位置することを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ネットワーク側の機器が、サブフレームの遷移度の違いによって、前記複数のサブ
フレーム群の中の異なるサブフレーム群に対応するチャネル状態情報干渉測定リソースが
異なるサブフレームに位置することを指示する請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　半静態方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合、前記ネットワーク側の機器が
、複数の無線フレームを周期として前記複数のサブフレーム群を確定し、
　動的方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合、前記ネットワーク側の機器が一
つの無線フレームを周期として前記複数のサブフレーム群を確定する請求項１５に記載の
方法。
【請求項２１】
　前記配置情報がさらに、前記複数のサブフレーム群の中のサブフレーム群にチャネル状
態情報干渉測定リソースを配置した各サブフレーム、及び／又は前記チャネル状態情報干
渉測定リソースを配置した各サブフレームが所属されるサブフレーム群を指示する請求項
１５に記載の方法。
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【請求項２２】
　前記チャネル状態情報干渉測定リソースが、ゼロ電力チャネル状態情報参考信号に基づ
いて配置したＣＳＩ－ＩＭリソースである請求項１５乃至２１の中のいずれかに記載の方
法。
【請求項２３】
　端末機器に設けられるチャネル状態情報ＣＳＩ測定装置であって、
　チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームである
か否かを確定するように構成された確定ユニットと、
　ＹＥＳと確定された場合、前記チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干渉測定を
実行するように構成された実行ユニットと、を含むチャネル状態情報ＣＳＩ測定装置。
【請求項２４】
　前記確定ユニットが、
　ネットワーク側の機器から受信した上り／下り配置情報に基づいて前記チャネル状態情
報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する
方式と、
　前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置
するサブフレームに対応する下りスケジューリング情報に基づいて前記チャネル状態情報
干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する方
式と、
　前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置
するサブフレーム上の下り制御チャネルに基づいて前記チャネル状態情報干渉測定リソー
スが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する方式と、
　前記ネットワーク側の機器から受信した下り制御情報（ＤＣＩ）に基づいて、前記チャ
ネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否か
を確定する方式と、
　前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置
するサブフレームに対応するＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて前記チャネル状態情
報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する
方式と、
　の中の少なくとも一つの方式で前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブ
フレームが下りサブフレームであるか否かを確定するように構成される請求項２３に記載
の装置。
【請求項２５】
　チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームである
か否かを確定する前、ネットワーク側の機器から送信された配置情報を受信するように構
成された受信ユニットをさらに含み、
　前記配置情報は、前記ネットワーク側の機器が複数のサブフレーム群に配置したチャネ
ル状態情報干渉測定リソースを指示し、前記複数のサブフレーム群の中の各サブフレーム
群は一つ又は複数のサブフレームを含む請求項２３又は２４に記載の装置。
【請求項２６】
　ネットワーク側の機器に設けられるチャネル状態情報ＣＳＩ測定装置であって、
　複数のサブフレーム群にチャネル状態情報干渉測定リソースを配置するように構成され
た配置ユニットと、
　端末機器に前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブ
フレームである時に干渉測定を実行することを指示するための配置情報を前記端末機器に
送信するように構成された送信ユニットと、を含むチャネル状態情報ＣＳＩ測定装置。
【請求項２７】
　半静態方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合、複数の無線フレームを周期と
して前記複数のサブフレーム群を確定するように構成された第１のパケットモジュールと
、



(6) JP 6320423 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

　動的方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合、一つの無線フレームを周期とし
て前記複数のサブフレーム群を確定するように構成された第２のパケットモジュールと、
　を含むパケットユニットをさらに含む請求項２６に記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、具体的に、チャネル状態情報（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔ
ｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＣＳＩと略称）の測定方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　技術標準である３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１によると、長期進化型（Ｌｏｎｇ　Ｔｅ
ｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、ＬＴＥと略称）自分割複信（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤと略称）システムのフレーム構造は、図１に示すように、１無線フ
レーム（Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の長さはＴｆ＝３０７２００Ｔｓ＝１０ｍｓで、二つ
の長さが５ｍｓである半フレームを含み、各半フレームは一つの長さが１ｍｓであるサブ
フレームからなる。該フレーム構造が支援する上り／下りの配置は図１に示す通りで、そ
の中、Ｄはサブフレームが下り伝送に用いられることを表し、Ｕはサブフレームが上り伝
送に用いられることを表し、Ｓは、下り伝送用の下りパイロットタイムスロット（Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ、ＤｗＰＴＳと略称）、保護間隔（Ｇｕａ
ｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ、ＧＰと略称）、上り伝送用の上りパイロットタイムスロット（Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ、ＵｐＰＴＳと略称）の三つの特殊のタイム
スロットを含む特殊のサブフレームを表する。

【表１】

 
【０００３】
　現在、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおいて、各セルの基地局（例えば、進化型ノードＢ、
即ち、ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮＢと略称）は、ブロードキャストメッセージを介して、上り／
下り配置情報を端末に送信する。セル間の干渉を制御するため、各セルの基地局は通常、
同一の上り／下り配置を用いるので、基地局は下り伝送を行う時、主に他の基地局による
下り伝送の干渉を受けることになり、端末は上り伝送を行う時、主に他のセルの端末によ
る上り伝送の干渉を受けてしまう。
【０００４】
　ＴＤＤ　ｅＩＭＴＡ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ　ａｎｄ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ、ｅＩＭＴＡと略称）は、基地
局がセルサービス負荷変化に応じて上り／下り配置を柔軟に調節することを許可し、異な
るセルの基地局の上り／下り配置が異なる場合、基地局が下り伝送を行う時と、端末が上
り伝送を行う時に異なるサブフレームで受ける干渉が顕著に変化される可能性がある。例
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えば、図２に示すように、図２の（ａ）の基地局ｅＮＢ１は無線フレームＲａｄｉｏ　ｆ
ｒａｍｅ　＃１（無線フレーム１）とＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２でそれぞれ、上り／
下り配置Ｃｏｎｆｉｇ．　０（配置方式０）とＣｏｎｆｉｇ．　２を用いていて、図２の
（ｂ）の基地局ｅＮＢ２は無線フレームＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１とＲａｄｉｏ　ｆ
ｒａｍｅ　＃２でそれぞれ、上り／下り配置Ｃｏｎｆｉｇ．　２とＣｏｎｆｉｇ．　１を
用いている。従って、ｅＮＢ２がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０／１／５／６個の
サブフレームとＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２の第０／１／４／５／６／９個のサブフレ
ームで下り伝送を行う時、ｅＮＢ１による対応するサブフレームでの下り伝送の干渉を受
けることになり、そして、ｅＮＢ２は、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３／４／８／
９個のサブフレームで下り伝送を行う時に、ｅＮＢ１のサービングセル中の端末による上
り伝送の干渉を受けることになる。従って、ｅＮＢ２が下り伝送を行う時にＲａｄｉｏ　
ｆｒａｍｅ　＃１の第３／４／８／９個のサブフレームで受ける干渉状況は、Ｒａｄｉｏ
　ｆｒａｍｅ　＃１の第０／１／５／６個のサブフレームとＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃
２の第０／１／４／５／６／９個のサブフレームで受ける干渉状況と明らかに異なる。こ
こで、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３／４／８／９個のサブフレームで受ける干渉
状況は、干渉源となるセルの端末による上り送信電力、干渉源となるセルの端末と被干渉
セルの端末との距離等の要素に関連付けられる。
【０００５】
　ＬＴＥシステムは、チャネル状態情報干渉測定リソース（例えば、ゼロ電力チャネル状
態情報参照信号配置に基づくＣｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｉ
ｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ、ＣＳＩ－ＩＭリ
ソースと略称）を配置することで干渉を測定することを支援して、ＣＳＩの測定報告を取
得する。例えば、図３に示すように、ｅＮＢ１とｅＮＢ２の上り／下り配置は図２と同じ
で、ｅＮＢ２は、端末が５ｍｓ周期的な干渉測定を行うように、各無線フレームの第０個
のサブフレームと第５個のサブフレームに１セットのＣＳＩ－ＩＭリソース（即ち、図３
中のＩ）を配置して、ｅＮＢ１の下り伝送で発生した干渉を含む干渉情報を取得し、チャ
ネル状況を反映するＣＳＩを取得して報知し、リンク自己適応伝送に応用する。
【０００６】
　又は、図４に示すように、ここで、ｅＮＢ１とｅＮＢ２の上り／下り配置は図２と同じ
で、ｅＮＢ２は、端末が５ｍｓ周期的な干渉測定を行うように、各無線フレームの第０個
のサブフレームと第５個のサブフレームに２セットのＣＳＩ－ＩＭリソース（即ち、図４
中のＩ１とＩ２）を配置し、ｅＮＢ１はｅＮＢ２が配置した第１セットのＣＳＩ－ＩＭリ
ソースと同一の時間周波数リソース位置にＣＳＩ－ＩＭリソースを配置していて、これに
より、ｅＮＢ２からサービスを取得する端末は第１セットのＣＳＩ－ＩＭリソースを介し
て、ｅＮＢ１の下り伝送で発生する干渉を含まない干渉情報を取得し、第２セットのＣＳ
Ｉ－ＩＭリソースを介して、ｅＮＢ１の下り伝送で発生する干渉を含む干渉情報を取得し
、異なるチャネルの状況を反映する２セットのＣＳＩを取得して報知し、リンク自己適応
伝送に応用するか又はマルチポイントの伝送に貢献する。
【０００７】
　しかし、ＴＤＤ　ｅＩＭＴＡにおいて、上述したＣＳＩ測定報告方法でＣＳＩを取得す
ると、セルの基地局が上り／下り配置を柔軟に調整する際に基地局による異なるサブフレ
ームでの下り伝送が受ける干渉の顕著な変化を有効に反映することができなく、例えば、
従来技術において、ＣＳＩ－ＩＭリソース配置の周期が５ｍｓの倍数であるので、上記Ｃ
ＳＩ測定報告方法によると、図２に示すｅＮＢ２がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３
／４／８／９個のサブフレームで下り伝送を行う際に受ける干渉状況を反映するＣＳＩを
同時に取得することができなくなる。
【０００８】
　そして、基地局に利用される上り／下り配置が変更された場合、チャネル状態情報干渉
測定リソースを配置したサブフレームの伝送方向も変更され、この時、サブフレームの伝
送方向を確定しないと、端末はチャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレー
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ムが下りサブフレームであるか否かを把握できず、端末が下りサブフレームではないもの
に干渉測定を行うおそれがあって、端末による該サブフレームでの干渉測定操作に失敗し
、又は取得した干渉測定結果が精確でない問題も存在している。
　上記問題について、未だに有効な解決案を提示していない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の実施例は、従来技術において基地局が上り／下り配置を柔軟に調整してＣＳＩ
測定を有効に行うことができない問題を解決することのできるＣＳＩ測定方法及び装置を
提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施例の一態様によると、端末機器が、チャネル状態情報干渉測定リソースが
位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定することと、ＹＥＳである
と、前記端末機器が、前記チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干渉測定を実行す
ることとを含むＣＳＩ測定方法を提供する。
【００１１】
　前記端末機器が、前記端末機器がネットワーク側の機器から受信した上り／下り配置情
報に基づいて前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブ
フレームであるか否かを確定する方式と、前記端末機器が前記ネットワーク側の機器から
受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームに対応する下り
スケジューリング情報に基づいて前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブ
フレームが下りサブフレームであるか否かを確定する方式と、前記端末機器が前記ネット
ワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレ
ーム上の下り制御チャネルに基づいて前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置する
サブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する方式と、前記端末機器が前記ネ
ットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブ
フレームに対応するＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて前記チャネル状態情報干渉測
定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する方式の中
の少なくとも一つの方式で、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレ
ームが下りサブフレームであるか否かを確定することが好ましい。
【００１２】
　端末機器がチャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレ
ームであるか否かを確定する前、上記方法が、前記端末機器が、ネットワーク側の機器か
ら送信された、前記ネットワーク側の機器がそれぞれ一つ又は複数のサブフレームを含む
複数のサブフレーム群に配置したチャネル状態情報干渉測定リソースを指示するための配
置情報を受信することをさらに含むことが好ましい。
【００１３】
　前記複数のサブフレーム群が、第１のサブフレーム群と第２のサブフレーム群を含むこ
とが好ましい。
【００１４】
　前記第１のサブフレーム群が伝送方向が下りに固定された下りサブフレームを含み、前
記第２のサブフレーム群が伝送方向が調整可能であるサブフレームを含み、又は、前記第
１のサブフレーム群が、現在のネットワーク側の機器が下り伝送サブフレームとして配置
し、且つ前記現在のネットワーク側の機器との間の距離が所定の閾値未満であるネットワ
ーク側の機器も前記下り伝送サブフレームに対応する位置のサブフレームを下り伝送サブ
フレームとして配置したサブフレームを含み、前記第２のサブフレーム群が、前記現在の
ネットワーク側の機器が下り伝送サブフレームとして配置し、且つ、前記現在のネットワ
ーク側の機器との間の距離が前記所定の閾値未満であるネットワーク側の機器も前記下り
伝送サブフレームに対応する位置のサブフレームを上り伝送サブフレームとして配置した
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サブフレームを含み、又は、前記第１のサブフレーム群が、端末機器が測定して報告した
チャネル状態情報が所定の閾値未満である下りサブフレームを含み、前記第２のサブフレ
ーム群が、端末機器が測定して報告したチャネル状態情報が前記所定の閾値を越える下り
サブフレームを含むことが好ましい。
【００１５】
　前記ネットワーク側の機器が前記端末機器の複数のサブフレーム群に対して配置される
チャネル状態情報干渉測定リソースは、前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレ
ーム群の中の異なるサブフレーム群に周期的なチャネル状態情報干渉測定リソースを配置
することと、前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレーム群の中の異なるサブフ
レーム群に非周期的にトリガーされるチャネル状態情報干渉測定リソースを配置すること
の中の少なくとも一つを含むことが好ましい。
【００１６】
　前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群に
非周期的にトリガーされるチャネル状態情報干渉測定リソースを配置することが、前記ネ
ットワーク側の機器がＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて配置したことであることが
好ましい。
【００１７】
　前記ＣＳＩ測定報告トリガー情報が、下り制御情報ＤＣＩ中のチャネル状態情報要求Ｃ
ＳＩ　ｒｅｑｕｅｓｔを含むことが好ましい。
【００１８】
　前記ネットワーク側の機器が前記端末機器の複数のサブフレーム群に対して配置される
チャネル状態情報干渉測定リソースは、前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレ
ーム群の中の異なるサブフレーム群に対して配置されるチャネル状態情報干渉測定リソー
スが異なるサブフレームに位置することを含むことが好ましい。
【００１９】
　前記ネットワーク側の機器が、サブフレームの遷移度の違いによって、前記複数のサブ
フレーム群の中の異なるサブフレーム群に対応するチャネル状態情報干渉測定リソースが
異なるサブフレームに位置することを指示することが好ましい。
【００２０】
　前記ネットワーク側の機器が、半静態方式で、前記複数のサブフレーム群を確定した場
合、前記複数のサブフレーム群は前記ネットワーク側の機器が複数の無線フレームを周期
として確定したものであり、前記ネットワーク側の機器が、動的方式で前記複数のサブフ
レーム群を確定した場合、前記複数のサブフレーム群は前記ネットワーク側の機器が一つ
の無線フレームを周期として確定したものであることが好ましい。
【００２１】
　前記ネットワーク側の機器が、半静態方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合
、前記ネットワーク側は前記複数の無線フレームの中の各無線フレームに同一の複数のサ
ブフレーム群を配置することが好ましい。
【００２２】
　前記配置情報がさらに、前記複数のサブフレーム群の中の各サブフレーム群にチャネル
状態情報干渉測定リソースを配置したサブフレーム、及び／又は前記チャネル状態情報干
渉測定リソースを配置した各サブフレームが所属されるサブフレーム群を指示することが
好ましい。
【００２３】
　前記端末機器が前記チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干渉測定を実行するこ
とが、前記端末機器が、前記チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干渉測定を実行
することと、前記端末機器が、前記配置情報に基づいて、前記チャネル状態情報干渉測定
リソースが位置するサブフレームが所属されるサブフレーム群を確定し、前記干渉測定を
経て得られた測定結果を確定したサブフレーム群の測定結果とすることと、を含むことが
好ましい。
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【００２４】
　前記端末機器が、前記配置情報に基づいて、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが
位置するサブフレームが所属されるサブフレーム群を確定し、前記干渉測定を経て得られ
た測定結果を確定したサブフレーム群の測定結果とした後、前記方法が、前記端末機器が
、測定結果に基づいて、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレーム
が所属されるサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定することと、前記端末機器が、前記
ＣＳＩをネットワーク側の機器に送信することと、をさらに含むことが好ましい。
【００２５】
　前記端末機器が前記ＣＳＩをネットワーク側の機器に送信することが、前記端末機器が
、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームにＡＣＫ／ＮＡＣＫフ
ィードバックを下り伝送する上りサブフレームで、物理上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）
又は物理上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して、前記ＣＳＩを前記ネットワーク側の
機器に送信することと、前記端末機器が、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置
するサブフレームの後ろの、該サブフレームとの間隔がｎ（ここで、ｎは３以上の自然数
である）以上である一番目の上りサブフレームで、ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを介して、
前記ＣＳＩを前記ネットワーク側の機器に送信することと、前記端末機器が、前記チャネ
ル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームを上りサブフレームとして、前記端
末機器が該サブフレームに対応する上り再送サブフレームで、ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨ
を介して、前記ＣＳＩを前記ネットワーク側の機器に送信することと、のいずれかを含む
ことが好ましい。
【００２６】
　前記チャネル状態情報干渉測定リソースが、ゼロ電力チャネル状態情報参考信号に基づ
いて配置したＣＳＩ－ＩＭリソースであることが好ましい。
【００２７】
　本発明の実施例の他の一態様によると、ネットワーク側の機器が、複数のサブフレーム
群にチャネル状態情報干渉測定リソースを配置することと、前記ネットワーク側の機器が
、前記端末機器に前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下り
サブフレームである時に干渉測定を実行することを指示するための配置情報を端末機器に
送信することと、を含むチャネル状態情報ＣＳＩ測定方法を提供する。
【００２８】
　前記複数のサブフレーム群が、第１のサブフレーム群と第２のサブフレーム群を含むこ
とが好ましい。
【００２９】
　前記第１のサブフレーム群が伝送方向が下りに固定された下りサブフレームを含み、前
記第２のサブフレーム群が伝送方向が調整可能であるサブフレームを含み、又は、前記第
１のサブフレーム群が現在のネットワーク側の機器が下り伝送サブフレームとして配置し
、且つ前記現在のネットワーク側の機器との間の距離が所定の閾値未満であるネットワー
ク側の機器が前記下り伝送サブフレームに対応する位置のサブフレームを下り伝送サブフ
レームとして配置したサブフレームを含み、前記第２のサブフレーム群が前記現在のネッ
トワーク側の機器が下り伝送サブフレームとして配置し、且つ、前記現在のネットワーク
側の機器との間の距離が前記所定の閾値未満であるネットワーク側の機器が前記下り伝送
サブフレームに対応する位置のサブフレームを上り伝送サブフレームとして配置したサブ
フレームを含み、又は、前記第１のサブフレーム群が端末機器が測定して報告したチャネ
ル状態情報が所定の閾値より小さい下りサブフレームを含み、前記第２のサブフレーム群
が端末機器が測定して報告したチャネル状態情報が前記所定の閾値より大きい下りサブフ
レームを含むことが好ましい。
【００３０】
　前記ネットワーク側の機器が複数のサブフレーム群に対して配置されるチャネル状態情
報干渉測定リソースが、
　前記ネットワーク側の機器が、前記複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群



(11) JP 6320423 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

に対して配置される周期的なチャネル状態情報干渉測定リソースと、
　前記ネットワーク側の機器が、前記複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群
に対して配置される非周期的にトリガーされるチャネル状態情報干渉測定リソースとの中
の少なくとも一つを含むことが好ましい。
【００３１】
　前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群に
対して配置される非周期的にトリガーされるチャネル状態情報干渉測定リソースは、前記
ネットワーク側の機器がＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて配置されたものであるこ
とが好ましい。
【００３２】
　前記ネットワーク側の機器が複数のサブフレーム群に対して配置されるチャネル状態情
報干渉測定リソースが、前記ネットワーク側の機器が前記複数のサブフレーム群の中の異
なるサブフレーム群に対して配置されるチャネル状態情報干渉測定リソースが異なるサブ
フレームに位置することを含むことが好ましい。
【００３３】
　前記ネットワーク側の機器が、サブフレームの遷移度の違いによって、前記複数のサブ
フレーム群の中の異なるサブフレーム群に対応するチャネル状態情報干渉測定リソースが
異なるサブフレームに位置することを指示することが好ましい。
【００３４】
　半静態方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合、前記ネットワーク側の機器が
、複数の無線フレームを周期として前記複数のサブフレーム群を確定し、動的方式で前記
複数のサブフレーム群を確定した場合、前記ネットワーク側の機器が一つの無線フレーム
を周期として前記複数のサブフレーム群を確定することが好ましい。
【００３５】
　前記配置情報がさらに、前記複数のサブフレーム群の中のサブフレーム群にチャネル状
態情報干渉測定リソースを配置した各サブフレーム、及び／又は前記チャネル状態情報干
渉測定リソースを配置した各サブフレームが所属されるサブフレーム群を指示することが
好ましい。
【００３６】
　前記チャネル状態情報干渉測定リソースが、ゼロ電力チャネル状態情報参考信号に基づ
いて配置したＣＳＩ－ＩＭリソースであることが好ましい。
【００３７】
　本発明の実施例の他の一態様によると、端末機器に設けられる装置であって、チャネル
状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確
定するように構成された確定ユニットと、ＹＥＳと確定された場合、前記チャネル状態情
報干渉測定リソースを介して干渉測定を実行するように構成された実行ユニットと、を含
むチャネル状態情報ＣＳＩ測定装置を提供する。
【００３８】
　前記確定ユニットが、ネットワーク側の機器から受信した上り／下り配置情報に基づい
て前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームで
あるか否かを確定する方式と、前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態
情報干渉測定リソースが位置するサブフレームに対応する下りスケジューリング情報に基
づいて前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレー
ムであるか否かを確定する方式と、前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル
状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレーム上の下り制御チャネルに基づいて前記
チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか
否かを確定する方式と、前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干
渉測定リソースが位置するサブフレームに対応するＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づい
て前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームで
あるか否かを確定する方式の中の少なくとも一つの方式で前記チャネル状態情報干渉測定
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リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定するように構成
されることが好ましい。
【００３９】
　上記装置が、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフ
レームであるか否かを確定する前、ネットワーク側の機器から送信された配置情報を受信
するように構成された受信ユニットをさらに含み、前記配置情報は前記ネットワーク側の
機器が複数のサブフレーム群に配置したチャネル状態情報干渉測定リソースを指示し、前
記複数のサブフレーム群の中の各サブフレーム群は一つ又は複数のサブフレームを含むこ
とが好ましい。
【００４０】
　前記チャネル状態情報干渉測定リソースが、ゼロ電力チャネル状態情報参考信号に基づ
いて配置したＣＳＩ－ＩＭリソースであることが好ましい。
【００４１】
　本発明の実施例の他の一態様によると、ネットワーク側の機器に設けられる装置であっ
て、複数のサブフレーム群にチャネル状態情報干渉測定リソースを配置するように構成さ
れた配置ユニットと、前記端末機器に前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置する
サブフレームが下りサブフレームである時に干渉測定を実行することを指示するための配
置情報を端末機器に送信するように構成された送信ユニットと、を含むチャネル状態情報
ＣＳＩ測定装置を提供する。
【００４２】
　上記装置が、半静態方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合、複数の無線フレ
ームを周期として前記複数のサブフレーム群を確定するように構成された第１のパケット
モジュールと、動的方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合、一つの無線フレー
ムを周期として前記複数のサブフレーム群を確定するように構成された第２のパケットモ
ジュールとを含むパケットユニットをさらに含むことが好ましい。
【００４３】
　前記チャネル状態情報干渉測定リソースが、ゼロ電力チャネル状態情報参考信号に基づ
いて配置したＣＳＩ－ＩＭリソースであることが好ましい。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明の実施例において、端末機器が先ずチャネル状態情報干渉測定リソースが位置す
るサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定し、チャネル状態情報干渉測定リ
ソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであると確定された場合のみ、端末が
該チャネル状態情報干渉測定リソースにて干渉測定を実行する。上記方式によると、関連
技術において基地局が上り／下り配置を柔軟に調整してＣＳＩ測定を有効に行うことがで
きない問題を解決し、システムのデータ伝送性能を向上させる技術効果を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
　ここで説明する図面は本発明を理解させるためのもので、本発明の一部を構成し、本発
明における実施例と共に本発明を解釈し、本発明を不当に限定するのではない。
【図１】図１は、関連技術に係わるＬＴＥ　ＴＤＤシステムのフレーム構造を示す図であ
る。
【図２】図２は、関連技術に係わる基地局が上り／下り配置を柔軟に調整することを示す
図である。
【図３】図３は、関連技術に係わるＣＳＩ測定方法のデータフレームを示す図である。
【図４】図４は、関連技術に係わる他のＣＳＩ測定方法のデータフレームを示す図である
。
【図５】図５は、本発明の実施例に係わるＣＳＩ測定方法を示す好適なフローチャートで
ある。
【図６】図６は、本発明の実施例に係わるＣＳＩ測定方法を示す他の好適なフローチャー
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トである。
【図７】図７は、本発明の実施例に係わる端末機器に設けられるＣＳＩ測定装置の好適な
構造を示すブロック図である。
【図８】図８は、本発明の実施例に係わる端末機器に設けられるＣＳＩ測定装置の他の好
適な構造を示すブロック図である。
【図９】図９は、本発明の実施例に係わるネットワーク側の機器に設けられるＣＳＩ測定
装置の好適な構造を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、本発明の好適な実施例３に係わるＣＳＩ測定方法のデータフレーム
を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の好適な実施例４に係わるＣＳＩ測定方法のデータフレーム
を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の好適な実施例５に係わるＣＳＩ測定方法のデータフレーム
を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の好適な実施例６に係わるＣＳＩ測定方法のデータフレーム
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　以下、図面を参照しつつ実施例を結合して本発明の実施例を説明する。ここで、衝突し
ない限り、本願の実施例及び実施例中の特徴を互いに結合することができる。
【００４７】
　本発明の実施例によると、好適なＣＳＩ測定方法を提供し、端末機器面で説明すると、
図５に示すように、以下のステップを含む。
　端末機器が、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフ
レームであるか否かを確定する（ステップＳ５０２）。
　ＹＥＳであると、上記端末機器が、上記チャネル状態情報干渉測定リソースによって、
干渉測定を実行する（ステップＳ５０４）。
【００４８】
　本好適な実施形態において、端末機器が先ずチャネル状態情報干渉測定リソースが位置
するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定し、チャネル状態情報干渉測定
リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであると確定された場合のみ、端末
が該チャネル状態情報干渉測定リソースで干渉測定を実行する。上記方式によると、関連
技術において基地局が上り／下り配置を柔軟に調整してＣＳＩ測定を有効を行うことので
きない技術問題を解決し、システムのデータ伝送性能を向上させる技術効果を実現できる
。
【００４９】
　本発明の実施例によるとさらに、好適なＣＳＩ測定方法を提供し、ネットワーク側の機
器面から説明すると、図６に示すように、以下のステップを含む。
　ネットワーク側の機器が、複数のサブフレーム群にチャネル状態情報干渉測定リソース
を配置する（ステップＳ６０２）。
　ネットワーク側の機器が、配置情報を端末機器に送信し、端末機器にチャネル状態情報
干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームである時に干渉測定を実行
することを指示する（ステップＳ６０４）。
【００５０】
　本発明の実施例によるとさらに、幾つかの好適なチャネル状態情報干渉測定リソースが
位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する方式を提供する。
　１）端末機器が、ネットワーク側の機器から受信した上り／下り配置情報に基づいて、
チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか
否かを確定する。
　２）端末機器が、ネットワーク側の機器から受信したチャネル状態情報干渉測定リソー
スが位置するサブフレームに対応する下りスケジューリング情報に基づいて、チャネル状
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態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定
する。
　３）端末機器が、ネットワーク側の機器から受信したチャネル状態情報干渉測定リソー
スが位置するサブフレーム上の下り制御チャネルに基づいて、チャネル状態情報干渉測定
リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する。また、好
適な実施形態として、端末機器が、ネットワーク側の機器から受信したチャネル状態情報
干渉測定リソースが位置するサブフレーム上の物理下り制御チャネルＰＤＣＣＨに基づい
て、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであ
るか否かを確定することができる。
　４）端末機器が、ネットワーク側の機器から受信したチャネル状態情報干渉測定リソー
スが位置するサブフレームに対応するＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて、チャネル
状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確
定し、ここで、ＣＳＩ測定報告トリガー情報は下り制御情報ＤＣＩ中のチャネル状態情報
要求ＣＳＩ　ｒｅｑｕｅｓｔを含む。
【００５１】
　好適な実施形態において、端末機器がチャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサ
ブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する前、上記方法が、端末機器が、ネ
ットワーク側の機器から送信された配置情報を受信することをさらに含むことができ、こ
こで、配置情報はネットワーク側の機器が複数のサブフレーム群に配置したチャネル状態
情報干渉測定リソースを指示するものであって、複数のサブフレーム群の中の各サブフレ
ーム群は一つ又は複数のサブフレームを含む。
【００５２】
　上記の配置情報はさらに、複数のサブフレーム群の中の各サブフレーム群にチャネル状
態情報干渉測定リソースを配置したサブフレームを指示し、及び／又はチャネル状態情報
干渉測定リソースを配置した各サブフレームが所属されるサブフレーム群を指示すること
が好ましい。これにより、端末機器がチャネル状態情報干渉測定リソースが所属されるサ
ブフレーム群を有効に確定して、チャネル状態情報干渉測定リソースの位置を有効に確定
することができる。
【００５３】
　以下、複数のサブフレーム群が具体的に二つのサブフレーム群である場合を例にして説
明し、二つのサブフレーム群は第１のサブフレーム群と第２のサブフレーム群を含む。本
実施例において説明する幾つかの第１のサブフレーム群と第２のサブフレーム群は以下の
ように構成される：
　１）第１のサブフレーム群が、伝送方向が下りに固定された下りサブフレームを含み、
第２のサブフレーム群が、伝送方向が調整可能であるサブフレームを含み、又は、
　２）第１のサブフレーム群が、現在のネットワーク側の機器が下り伝送サブフレームと
して配置し、且つ現在のネットワーク側の機器との間の距離が所定の閾値未満であるネッ
トワーク側の機器も下り伝送サブフレームに対応する位置のサブフレームを下り伝送サブ
フレームとして配置したサブフレームを含み、第２のサブフレーム群が、前記現在のネッ
トワーク側の機器が下り伝送サブフレームとして配置し、且つ現在のネットワーク側の機
器との間の距離が所定の閾値未満であるネットワーク側の機器が下り伝送サブフレームに
対応する位置のサブフレームを上り伝送サブフレームとして配置したサブフレームを含み
、又は、
　３）第１のサブフレーム群が、端末機器が測定して報告したチャネル状態情報が所定の
閾値未満である下りサブフレームを含み、第２のサブフレーム群が、端末機器が測定して
報告したチャネル状態情報が前記所定の閾値を越える下りサブフレームを含む。上述した
測定して報告したチャネル状態情報は、その中に載せられたセル間の干渉サイズであるこ
とができれば、変調符号化方式であることもでき、変調符号化方式である場合、その実現
方式は、システムがさまざまな変調符号化方式を制定し、各種の変調符号化方式に一つの
番号をつけ、その後、当該番号と所定の閾値のサイズに基づいて、サブフレーム群を区画
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する。
【００５４】
　ネットワーク側の機器が端末機器の複数のサブフレーム群にチャネル状態情報干渉測定
リソースを配置した場合、ネットワーク側が複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレ
ーム群に周期的なチャネル状態情報干渉測定リソースを配置することができ、ここで、異
なるサブフレーム群について、チャネル状態情報干渉測定リソースの周期が同一であるこ
とができれば異なることもでき、また、複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム
群に非周期的にトリガーされるチャネル状態情報干渉測定リソースを配置することもでき
る。ネットワーク側の機器が、ＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて、複数のサブフレ
ーム群の中の異なるサブフレーム群に非周期的にトリガーされるチャネル状態情報干渉測
定リソースを配置することが好ましい。ここで、ＣＳＩ測定報告トリガー情報はＤＣＩ中
のチャネル状態情報要求（ＣＳＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を含むがこれに限定されることはな
い。
【００５５】
　ネットワーク側の機器が、複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群に異なる
サブフレームに位置するチャネル状態情報干渉測定リソースを配置することが好ましい。
異なるサブフレームを如何に指示するかの問題に鑑みて、ネットワーク側の機器が、サブ
フレームの遷移度の違いによって、複数のサブフレーム群の中の異なるサブフレーム群に
対応するチャネル状態情報干渉測定リソースが異なるサブフレームに位置することを指示
することができる。
【００５６】
　ネットワーク側は半静態又は動的方式で複数のサブフレーム群を確定することができ、
ネットワーク側の機器が半静態方式で複数のサブフレーム群を確定した場合、ネットワー
ク側の機器は、複数の無線フレーム（即ち、無線フレームの長さのｍ倍、ｍは１を超える
自然数である）を周期として複数のサブフレーム群を確定し、ネットワーク側の機器が動
的方式で複数のサブフレーム群を確定した場合、ネットワーク側の機器は一つの無線フレ
ームを周期として複数のサブフレーム群を確定することができる。好適な実施形態におい
て、ネットワーク側の機器が半静態方式で複数のサブフレーム群を確定した場合、ネット
ワーク側が複数の無線フレームの中の各無線フレームに同一の複数のサブフレーム群を配
置することができる。即ち、半静態方式でサブフレーム群を配置した場合、配置対象であ
る複数の無線フレームの中の各無線フレームに同一のサブフレーム群を配置することがで
きる。
【００５７】
　好適な実施形態において、端末機器が、
　１）端末機器が、ネットワーク側の機器から送信されたＣＳＩ測定報告トリガー情報を
受信した後、ＣＳＩ測定報告トリガー情報が位置するサブフレームで取得した該サブフレ
ームが所属されるサブフレーム群に対応する干渉測定結果に基づいて、該サブフレームが
所属されるサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定する方式と、又は、
　２）ＣＳＩ測定報告トリガー情報が位置するサブフレームの前に取得した該サブフレー
ムが所属されるサブフレーム群に対応する干渉測定結果に基づいて、該サブフレームが所
属されるサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定する方式と、又は、
　３）ＣＳＩ測定報告トリガー情報が位置するサブフレームの後に取得した該サブフレー
ムが所属されるサブフレーム群に対応する干渉測定結果に基づいて、該サブフレームが所
属されるサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定する方式と、
　の中の一つの方式で、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが所
属されるサブフレーム群に対応するＣＳＩ情報を確定し、ここで、前記ＣＳＩ測定報告ト
リガー情報は下り制御情報ＤＣＩ中のチャネル状態情報要求ＣＳＩ　ｒｅｑｕｅｓｔを含
むがこれに限定されることはない。
【００５８】
　好適な実施形態において、端末機器が、チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干
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渉測定を実行することが、以下のステップを含む。
　Ｓ１：端末機器が、チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干渉測定を実行する。
　Ｓ２：端末機器が、配置情報に基づいて、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置す
るサブフレームがが所属されるサブフレーム群を確定し、干渉測定を経て得られた測定結
果を確定したサブフレーム群の測定結果とする。
　Ｓ３：端末機器が、測定結果に基づいて、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置す
るサブフレームが所属されるサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定する。
　Ｓ４：端末機器が、ＣＳＩをネットワーク側の機器に送信する。
【００５９】
　上記ステップＳ４において、端末機器は、
　１）端末機器が、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームにＡＣＫ
／ＮＡＣＫフィードバックを下り伝送する上りサブフレームで、物理上り制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ）又は物理上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して、ＣＳＩをネットワーク
側の機器に送信する方式と、
　２）端末機器が、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームの後ろの
該サブフレームとの間隔がｎ以上である一番目の上りサブフレームで、ＰＵＣＣＨ又はＰ
ＵＳＣＨを介してＣＳＩをネットワーク側の機器に送信する方式と、ここで、ｎは３以上
の自然数であって、
　３）端末機器が、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームを上りサ
ブフレームとして、該サブフレームに対応する上り再送サブフレームで、ＰＵＣＣＨ又は
ＰＵＳＣＨを介してＣＳＩを前記ネットワーク側の機器に送信する方式の中の一つの方式
でＣＳＩをネットワーク側の機器に送信するが、これらに限定されることはない。
【００６０】
　本実施例においてＣＳＩ測定装置を提供し、該装置は上記実施例及び好適な実施形態を
実現するものであって、既に説明した部分の説明は省略する。以下の説明で使用される用
語「ユニット」又は「モジュール」は所定の機能を実現できるソフトウェア及び／又はハ
ードウェアの組合せである。以下の実施例で説明する装置をソフトウェアで実現すること
が好ましいが、ハードウェア又はソフトウェアとハードウェアとの組合せで実現すること
も可能である。図７は本発明の実施例に係わる端末機器に設けられるＣＳＩ測定装置の好
適な構造を示すブロック図で、図７に示すように、該ＣＳＩ測定装置は、確定ユニット７
０２と、実行ユニット７０４と、を含み、以下該構造を説明する。
【００６１】
　確定ユニット７０２は、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが
下りサブフレームであるか否かを確定するように構成される。
　実行ユニット７０４は、確定ユニット７０２に結合され、ＹＥＳと確定された場合、上
記チャネル状態情報干渉測定リソースを介して干渉測定を実行するように構成される。
【００６２】
　好適な実施形態において、上記確定ユニット７０２は、以下の少なくとも一つの方式で
、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームである
か否かを確定することができる。
　１）ネットワーク側の機器から受信した上り／下り配置情報に基づいて、前記チャネル
状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確
定する方式と、
　２）前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが
位置するサブフレームに対応する下りスケジューリング情報に基づいて、前記チャネル状
態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定
する方式と、
　３）前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが
位置するサブフレーム上の下り制御チャネルに基づいて、前記チャネル状態情報干渉測定
リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する方式と、こ
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こで、好適な実施形態として、上記確定ユニット７０２が前記ネットワーク側の機器から
受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレーム上の物理下り制
御チャネルＰＤＣＣＨに基づいて、前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサ
ブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定することができる方式と、
　４）前記ネットワーク側の機器から受信した前記チャネル状態情報干渉測定リソースが
位置するサブフレームに対応するＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて、前記チャネル
状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確
定する方式と、である。
【００６３】
　好適な実施形態において、図８に示すように、上記端末機器に設けられるＣＳＩ測定装
置が、確定ユニット７０２に結合され、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサ
ブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定する前、ネットワーク側の機器から送
信された配置情報を受信する受信ユニット８０２をさらに含むことができ、ここで、前記
配置情報は前記ネットワーク側の機器が複数のサブフレーム群に配置したチャネル状態情
報干渉測定リソースを指示するためのものであって、前記複数のサブフレーム群の中の各
サブフレーム群は一つ又は複数のサブフレームを含む。
【００６４】
　本実施例においてネットワーク側の機器に設けられるＣＳＩ測定装置を提供し、図９に
示すように、複数のサブフレーム群にチャネル状態情報干渉測定リソースを配置するよう
に構成された配置ユニット９０２と、配置ユニット９０２に結合され、配置情報を端末機
器に送信して前記端末機器に前記チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレ
ームが下りサブフレームである時に干渉測定を実行することを指示する送信ユニット９０
４と、を含む。
【００６５】
　好適な実施形態において、上記装置がパケットユニットをさらに含み、該パケットユニ
ットは、半静態方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合、複数の無線フレームを
周期として前記複数のサブフレーム群を確定するように構成された第１のパケットモジュ
ールと、動的方式で前記複数のサブフレーム群を確定した場合、一つの無線フレームを周
期として前記複数のサブフレーム群を確定するように構成された第２のパケットモジュー
ルと、を含む。
【００６６】
　本発明の目的、技術案及びメリットをさらに明確化するため、以下、幾つかの具体的な
好適な実施例によって発明の技術案をさらに詳しく説明する。ここで、衝突しない限り、
本願の実施例及び実施例に記載の特徴を組み合わせることができることは言うまでもない
。
【００６７】
　好適な実施例１
　図２に示すように、図２の（ａ）において、基地局ｅＮＢ１は無線フレームＲａｄｉｏ
　ｆｒａｍｅ　＃１とＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２でそれぞれ上り／下り配置Ｃｏｎｆ
ｉｇ．　０とＣｏｎｆｉｇ．　２を利用していて、図２の（ｂ）において、基地局ｅＮＢ
２は無線フレームＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１とＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２でそれ
ぞれ上り／下り配置Ｃｏｎｆｉｇ．　２とＣｏｎｆｉｇ．　１を利用している。
【００６８】
　本好適な実施例において、ｅＮＢ２を例にし、ｅＮＢ２は以下の方式で、複数のサブフ
レーム群（本実施例においては二つのサブフレーム群を例に説明し、即ち、複数のサブフ
レーム群は少なくとも、第１のサブフレーム群と第２のサブフレーム群を含む）を確定す
る。
【００６９】
　方式１：ｅＮＢ２が複数のサブフレーム群を静態で確定し、且つ、伝送方向が下りに固
定された下りサブフレームを第１のサブフレーム群とし、伝送方向が調整可能であるサブ
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フレームを第２のサブフレーム群とする。上記表１から分かるように、異なる上り／下り
配置において、第０／１／５／６個のサブフレームは下りサービス伝送用として固定され
ていて、第２個のサブフレームは上りサービス伝送用として固定されていて、第３／４／
７／８／９個のサブフレームは上りサービス伝送用又は下りサービス伝送用として固定さ
れていて、つまり、第３／４／７／８／９個のサブフレームの伝送方向は調整可能である
。ｅＮＢ２が表１に示す７種類の上り／下り配置から上り／下り配置を選択して無線フレ
ーム構造としてサービス伝送を行うと、ｅＮＢ２は、各無線フレームの中の第０／１／５
／６個のサブフレームを第１のサブフレーム群とし、各無線フレームの中の第３／４／７
／８／９個のサブフレームを第２のサブフレーム群とすることができる。
【００７０】
　方式２：ｅＮＢ２が複数の無線フレームを周期として複数のサブフレーム群を半静態で
確定し、且つ、現在の周期内の一番目の無線フレームの上り／下り配置に基づいて、伝送
方向が下りに固定された下りサブフレームを第１のサブフレーム群とし、伝送方向が調整
可能である下りサブフレームを第２のサブフレーム群とする。そうすると、ｅＮＢ２は無
線フレームＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１で利用した上り／下り配置Ｃｏｎｆｉｇ．　２
に基づいて、伝送方向が下りに固定された第０／１／５／６個の下りサブフレームを第１
のサブフレーム群とし、伝送方向が調整可能である第３／４／８／９個の下りサブフレー
ムを第２のサブフレーム群とする。
【００７１】
　方式３：ｅＮＢ２が複数の無線フレームを周期として複数のサブフレーム群を半静態で
確定し、且つ、現在の周期内の一番目の無線フレームの上り／下り配置に基づいて、ｅＮ
Ｂ２が下り伝送サブフレームと配置し且つｅＮＢ２との間の距離が所定の閾値未満である
ｅＮＢ（ｅＮＢ１とする）も対応する位置のサブフレームを下り伝送サブフレームと配置
したサブフレームを第１のサブフレーム群とし、ｅＮＢ２が下り伝送サブフレームと配置
し且つｅＮＢ２との間の距離が所定の閾値未満であるｅＮＢ１が対応する位置のサブフレ
ームを上り伝送サブフレームと配置したサブフレームを第２のサブフレーム群とする。そ
うすると、ｅＮＢ２は、無線フレームＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１で利用した上り／下
り配置Ｃｏｎｆｉｇ．　２、及びｅＮＢ１が無線フレームＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１
で利用した上り／下り配置Ｃｏｎｆｉｇ．　０に基づいて、第０／１／５／６個の下りサ
ブフレームを第１のサブフレーム群とし、第３／４／８／９個の下りサブフレームを第２
のサブフレーム群とする。
【００７２】
　方式４：ｅＮＢ２が複数の無線フレームを周期として複数のサブフレーム群を半静態で
確定し、且つ、端末機器が測定して報告したチャネル状態情報（例えば、変調符号化方式
、システムにおいて各変調符号化方式は一つの番号に対応し、変調符号化方式に対応する
番号に応じて後続のパケット確定を行う）に基づいて、チャネル状態情報（即ち、変調符
号化方式の番号）が所定の閾値未満である下りサブフレームを第１のサブフレーム群とし
、チャネル状態情報が所定の閾値を超える下りサブフレームを第２のサブフレーム群とす
る。ここで、チャネル状態情報が所定の閾値未満である下りサブフレームの場合、基地局
はこれらのサブフレームが大きい干渉を受けていると認定し、チャネル状態情報が所定の
閾値を超える下りサブフレームの場合、基地局はこれらのサブフレームが小さい干渉を受
けていると認定する。例えば、ｅＮＢ２は、端末機器が測定して報告したチャネル状態情
報に基づいて、第０／１／５／６個のサブフレームを第１のサブフレーム群とし、第３／
４／７／８／９個のサブフレームを第２のサブフレーム群とする。
【００７３】
　方式５：ｅＮＢ２が一つの無線フレームを周期として複数のサブフレーム群を動的に確
定し、現在の無線フレームの上り／下り配置に基づいて、伝送方向が下りに固定された下
りサブフレームを第１のサブフレーム群とし、伝送方向が調整可能である下りサブフレー
ムを第２のサブフレーム群とする。そうすると、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の場合、
利用した上り／下り配置はＣｏｎｆｉｇ．　２で、ｅＮＢ２が伝送方向が下りに固定され
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た第０／１／５／６個の下りサブフレームを第１のサブフレーム群とし、伝送方向が調整
可能である第３／４／８／９個の下りサブフレームを第２のサブフレーム群とし、Ｒａｄ
ｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２の場合、利用した上り／下り配置はＣｏｎｆｉｇ．　１で、ｅＮ
Ｂ２が伝送方向が下りに固定された第０／１／５／６個の下りサブフレームを第１のサブ
フレーム群とし、伝送方向が調整可能である第４／９個の下りサブフレームを第２のサブ
フレーム群とする。
【００７４】
　方式６：ｅＮＢ２が一つの無線フレームを周期として複数のサブフレーム群を動的に確
定し、且つ、現在の無線フレームの上り／下り配置に基づいて、ｅＮＢ２が下り伝送サブ
フレームとして配置し且つｅＮＢ２との間の距離が所定の閾値未満であるｅＮＢ（ｅＮＢ
１とする）が対応する位置のサブフレームを下り伝送サブフレームとして配置したサブフ
レームを第１のサブフレーム群とし、ｅＮＢ２が下り伝送サブフレームとして配置し且つ
ｅＮＢ２との間の距離が所定の閾値未満であるｅＮＢ１が対応する位置のサブフレームを
上り伝送サブフレームとして配置したサブフレームを第２のサブフレーム群とする。そう
すると、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の場合、ｅＮＢ２が利用した上り／下り配置はＣ
ｏｎｆｉｇ．　２で、ｅＮＢ１が利用した上り／下り配置はＣｏｎｆｉｇ．　０で、ｅＮ
Ｂ２が第０／１／５／６個の下りサブフレームを第１のサブフレーム群とし、第３／４／
８／９個の下りサブフレームを第２のサブフレーム群とし、また、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍ
ｅ　＃２の場合、ｅＮＢ２が利用した上り／下り配置はＣｏｎｆｉｇ．　１で、ｅＮＢ１
が利用した上り／下り配置はＣｏｎｆｉｇ．　２で、ｅＮＢ２が第０／１／４／５／６／
９個の下りサブフレームを第１のサブフレーム群とし、第２のサブフレーム群は空きであ
るか又は第２のサブフレーム群がない。
【００７５】
　好適な実施例２
　本好適な実施例において、主に、端末機器が如何にチャネル状態情報干渉測定リソース
が位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定するかを説明し、以下、
幾つかの具体的な確定方式を説明する。
　方式１：端末機器が、基地局から受信した上り／下り配置情報（例えば表１に示すもの
）に基づいて、現在の無線フレーム中のチャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサ
ブフレームの伝送方向が下りであるか否かを確定し、ここでＤであるか否か又はＳである
か否かを含み、Ｄ又はＳであると、端末機器は、該サブフレームが下りサブフレームであ
ると確定する。
【００７６】
　方式２：端末機器が基地局から受信した下りスケジューリング情報に基づいて、チャネ
ル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを
確定する。例えば、マルチサブフレームをスケジューリングする場合、基地局は一つの下
りサブフレームの下り制御チャネルを介して、複数の下りサブフレームの下りスケジュー
リング情報を送信し、端末機器が基地局から送信されたチャネル状態情報干渉測定リソー
スが位置するサブフレームに対応する下りスケジューリング情報を受信すると、端末は該
サブフレームが下りサブフレームであると確定する。また、単一サブフレームをスケジュ
ーリングする場合、基地局は現在の下りサブフレームの下り制御チャネルを介して、現在
の下りサブフレームの下りスケジューリング情報を送信し、端末機器が現在のサブフレー
ムの下り制御チャネルを検出して下りスケジューリング情報を取得できると、端末は該サ
ブフレームが下りサブフレームであると確定する。
【００７７】
　方式３：端末機器がチャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームの下り
制御チャネル（例えば、物理下り制御チャネルＰＤＣＣＨ）を検出し、検出に成功すると
、端末機器は該サブフレームが下りサブフレームであると確定する。
【００７８】
　方式４：端末機器が基地局から受信したＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて、サブ
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フレームが下りであるか否か及びチャネル状態情報干渉測定リソースがあるかを確定する
。端末機器が基地局から一つのサブフレームに対応するＣＳＩ測定報告トリガー情報を受
信した場合、端末機器は該サブフレームが下りであって且つ該サブフレームにチャネル状
態情報干渉測定リソースがあると確定し、又は、端末が一つのサブフレームの下り制御チ
ャネルを検出してＣＳＩ測定報告トリガー情報を取得した場合、端末機器は該サブフレー
ムが下りであって、且つ該サブフレームにチャネル状態情報干渉測定リソースがあると確
定する。
【００７９】
　好適な実施例３
　図１０に示すように、図１０の（ａ）に示す基地局ｅＮＢ１と図１０の（ｂ）に示す基
地局ｅＮＢ２の上り／下り配置は図２と同じである。
　本実施例において、ｅＮＢ２は好適な実施例１で説明した方式２又は方式３に従って、
無線フレームの長さの２倍（即ち、２０ｍｓ）を周期として異なるサブフレーム群を半静
態で確定し、現在ののＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１とＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２に
おいて、ｅＮＢ２は各無線フレームの中の下り伝送用の第０／１／５／６個のサブフレー
ムを第１のサブフレーム群として確定し、各無線フレームの中の下り伝送用の第３／４／
８／９個のサブフレームを第２のサブフレーム群として確定する。
【００８０】
　ｅＮＢ２は第１のサブフレーム群にＣＳＩ－ＩＭリソース１を配置し、即ち、端末が第
１のサブフレーム群に干渉測定を実行するように、ｅＮＢ２は各無線フレームの第０個、
第５個のサブフレームに周期が５ｍｓであるＣＳＩ－ＩＭリソースを配置し、
　ｅＮＢ２は第２のサブフレーム群にＣＳＩ－ＩＭリソース２を配置し、即ち、端末が第
２のサブフレーム群に干渉測定を実行するように、ｅＮＢ２は各無線フレームの第３個、
第８個のサブフレームに周期が５ｍｓであるＣＳＩ－ＩＭリソースを配置する。
【００８１】
　ｅＮＢ２は、端末が干渉測定を実行して異なるサブフレーム群に対応する干渉測定結果
及びＣＳＩを取得するように、異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩ－ＩＭリソース配
置情報を端末に送信する。
【００８２】
　ｅＮＢ２は、端末がＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが所属されるサブフ
レーム群を確定するように、異なるサブフレーム群情報を端末に送信する。
【００８３】
　端末がＣＳＩ－ＩＭリソース配置情報とサブフレーム群情報を受信して、ＣＳＩ－ＩＭ
リソースが位置するサブフレームで、ＣＳＩ－ＩＭリソースを介して干渉測定を実行して
ＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが所属されるサブフレーム群に対応する干
渉測定結果を取得することが、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第０個のサ
ブフレームが下りサブフレームであると確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
して干渉測定を実行し、該サブフレームが所属される第１のサブフレーム群に対応する干
渉測定結果を取得し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第３個のサ
ブフレームが下りサブフレームであると確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
して干渉測定を実行し、該サブフレームが所属される第２のサブフレーム群に対応する干
渉測定結果を取得し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第５個のサ
ブフレームが下りサブフレームであると確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
して干渉測定を実行し、該サブフレームが所属される第１のサブフレーム群に対応する干
渉測定結果を取得し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第８個のサ
ブフレームが下りサブフレームであると確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
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して干渉測定を実行し、該サブフレームが所属される第２のサブフレーム群に対応する干
渉測定結果を取得し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第０個のサ
ブフレームが下りサブフレームであると確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
して干渉測定を実行し、該サブフレームが所属される第１のサブフレーム群に対応する干
渉測定結果を取得し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第３個のサ
ブフレームが下りサブフレームではないと確定した場合、端末は該サブフレームで干渉測
定を実行しなく、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第５個のサ
ブフレームが下りサブフレームであると確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
して干渉測定を実行し、該サブフレームが所属される第１のサブフレーム群に対応する干
渉測定結果を取得し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第８個のサ
ブフレームが下りサブフレームではないと確定した場合、端末は該サブフレームで干渉測
定を実行しないことを含む。
【００８４】
　ここで、端末がＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであ
るか否かを確定することが、端末が基地局から受信した上り／下り配置情報に基づいて該
サブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定することと、又は、端末が基地局か
ら受信した該サブフレームに対応する下りスケジューリング情報に基づいて該サブフレー
ムが下りサブフレームであるか否かを確定することと、又は、端末が基地局から受信した
該サブフレーム上の下り制御チャネル（例えば、物理下り制御チャネルＰＤＣＣＨ）又は
下り制御情報ＤＣＩに基づいて、該サブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定
することと、を含む。
【００８５】
　端末が異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定することが、端末がＣＳＩ－ＩＭ
リソースが位置するサブフレームで取得した該サブフレームが所属されるサブフレーム群
に対応する干渉測定結果に基づいて、対応するサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定し
、例えば、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０個のサブフレームで取得した該サブフレー
ムが所属される第１のサブフレーム群に対応する干渉測定結果に基づいて、第１のサブフ
レーム群に対応するＣＳＩを確定し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームで取得した該サブフレー
ムが所属される第２のサブフレーム群に対応する干渉測定結果に基づいて、第２のサブフ
レーム群に対応するＣＳＩを確定する。
【００８６】
　ｅＮＢ２が下りリンク適応に応用するように、端末が確定した異なるサブフレーム群に
対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信することが、
　端末が、ＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームにＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ックを下り伝送する上りサブフレームで、ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを介して、確定した
対応するサブフレーム群に対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信することを含み、図１０の（
ｃ）に示すように、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０個のサブフレームと第３個のサ
ブフレームのＣＳＩ測定報告を例にすると、
　端末が、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０個のサブフレームにＡＣＫ／ＮＡＣＫフ
ィードバックを下り伝送する上りサブフレーム（即ち、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の
第７個のサブフレーム）で、ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを介して、確定した第１のサブフ
レーム群に対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信し、
　端末が、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームにＡＣＫ／ＮＡＣＫフ
ィードバックを下り伝送する上りサブフレーム（即ち、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の
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第７個のサブフレーム）で、ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを介して、確定した第２のサブフ
レーム群に対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信し、
　又は、端末が、ＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームの後ろのそれとの間隔が
ｎ（ｎは３以上の自然数）以上である一番目の上りサブフレームで、ＰＵＣＣＨ又はＰＵ
ＳＣＨを介して、確定した対応するサブフレーム群に対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信し
、図１０の（ｄ）に示すように、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０個のサブフレーム
と第３個のサブフレームのＣＳＩ測定報告を例にすると、ここで、ｎは４であって、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０個のサブフレームの後ろのそれとの間隔が
４以上である一番目の上りサブフレーム（即ち、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第７個
のサブフレーム）で、ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを介して、確定した第１のサブフレーム
群に対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信し、
　端末が、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームの後ろのそれとの間隔
が４以上である一番目の上りサブフレーム（即ち、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第７
個のサブフレーム）で、ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを介して、確定した第２のサブフレー
ム群に対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信し、
　又は、端末がＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが上りサブフレームである
と仮説した時、該サブフレームに対応する上り再送サブフレームで、ＰＵＣＣＨ又はＰＵ
ＳＣＨを介して、確定した対応するサブフレーム群のＣＳＩをｅＮＢ２に送信し、図１０
の（ｅ）に示すように、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームのＣＳＩ
測定報告を例にすると、
　端末が、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームが上りサブフレームで
あると仮説した時、該サブフレームに対応する上り再送サブフレーム（上り／下り配置Ｃ
ｏｎｆｉｇ．　０のＨＡＲＱ伝送ルールによると、該再送サブフレームはＲａｄｉｏ　ｆ
ｒａｍｅ　＃２の第７個のサブフレームである）で、ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨを介して
、確定した第２のサブフレーム群に対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信する。
【００８７】
　好適な実施例４
　図１１に示すように、図１１の（ａ）に示す基地局ｅＮＢ１と図１１の（ｂ）に示す基
地局ｅＮＢ２の上り／下り配置は図２と同じである。
　本実施例において、ｅＮＢ２は好適な実施例１の方式６に従って異なるサブフレーム群
を動的に確定し、これにより、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の場合、ｅＮＢ２は該無線
フレームの中の下り伝送用の第０／１／５／６個のサブフレームを第１のサブフレーム群
として確定し、該無線フレームの中の下り伝送用の第３／４／８／９個のサブフレームを
第２のサブフレーム群として確定し、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２の場合、ｅＮＢ２は
該無線フレームの全ての下り伝送用のサブフレームを第１のサブフレーム群として確定す
る。
【００８８】
　ｅＮＢ２は第１のサブフレーム群にＣＳＩ－ＩＭリソース１を配置し、即ち、端末が第
１のサブフレーム群に干渉測定を実行するように、ｅＮＢ２が各無線フレームの第０個、
第５個のサブフレームに周期が５ｍｓであるＣＳＩ－ＩＭリソースを配置し、
　ｅＮＢ２は第２のサブフレーム群に非周期的にトリガーされるＣＳＩ－ＩＭリソース２
を配置し、即ち、端末が第２のサブフレーム群に干渉測定を実行するように、ｅＮＢ２が
端末のＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個
のサブフレームでＣＳＩ－ＩＭリソースをトリガー配置し、ここで、ＣＳＩ測定報告トリ
ガー情報は端末の下り制御情報ＤＣＩ中のＣＳＩ　ｒｅｑｕｅｓｔであることができる。
【００８９】
　端末が干渉測定を実行して異なるサブフレーム群に対応する干渉測定結果及びＣＳＩを
取得するように、ｅＮＢ２が、異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩ－ＩＭリソース配
置情報を端末に送信する。
【００９０】
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　ｅＮＢ２が端末にＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームに対するＣＳ
Ｉ測定報告トリガー情報を送信し、例えばｅＮＢ２が下り制御情報ＤＣＩを介して、端末
にＣＳＩ　ｒｅｑｕｅｓｔを送信して、端末にＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個の
サブフレームのＣＳＩ測定結果を報告することを通知する。
【００９１】
　本実施例において、ｅＮＢ２が異なるサブフレーム群情報を端末に送信する必要がなく
、即ち、異なるサブフレーム群情報は端末にとって透明なものである。
【００９２】
　端末はＣＳＩ－ＩＭリソース配置情報を受信し、ＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブ
フレームで、ＣＳＩ－ＩＭリソースを介して干渉測定を実行して、異なるサブフレーム群
に対応する干渉測定結果を取得し、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０個のサブフレー
ムと第３個のサブフレームを例にすると、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第０個のサ
ブフレームが下りサブフレームであるか確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
して干渉測定を実行して干渉測定結果を取得することと、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第３個のサ
ブフレームが下りサブフレームであると確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
して干渉測定を実行して干渉測定結果を取得することと、を含む。
【００９３】
　ここで、端末がＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであ
るか否かを確定することが、端末が基地局から受信した上り／下り配置情報に基づいて該
サブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定することと、又は、端末が基地局か
ら受信した該サブフレームに対応する下りスケジューリング情報に基づいて該サブフレー
ムが下りサブフレームであるか否かを確定することと、又は、端末が基地局から受信した
該サブフレーム上の下り制御チャネル（例えば、物理下り制御チャネルＰＤＣＣＨ）又は
下り制御情報ＤＣＩに基づいて該サブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定す
ることと、又は、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームの場合、端末が
基地局から受信した該サブフレームに対応するＣＳＩ測定報告トリガー情報に基づいて前
記サブフレームが下りサブフレームか否かを確定することと、を含む。
【００９４】
　端末がＣＳＩを確定することが、端末がＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレーム
で取得した干渉測定結果に基づいて対応するＣＳＩを確定することを含み、例えば、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０個のサブフレームで取得した干渉測定結果
に基づいて、対応するＣＳＩを確定し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームで取得した干渉測定結果
に基づいて、対応するＣＳＩを確定する。
【００９５】
　端末は確定したＣＳＩをｅＮＢ２に送信し、ｅＮＢ２による下りリンク適応に応用され
、そのプロセスは好適な実施例３と同じである。
【００９６】
　ｅＮＢ２は端末から受信したＣＳＩに基づいて異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩ
を確定して、異なるサブフレーム群の中のサブフレームに下りリンク適応を行い、例えば
、
　ｅＮＢ２は端末から受信した周期的なＣＳＩ測定報告を第１のサブフレーム群に対応す
るＣＳＩと確定し、第１のサブフレーム群の中のサブフレームに下りリンク適応を行い、
　ｅＮＢ２は端末から受信した非周期的にトリガーされるＣＳＩ測定報告を第２のサブフ
レーム群に対応するＣＳＩと確定し、第２のサブフレーム群の中のサブフレームに下りリ
ンク適応を行う。
【００９７】
　好適な実施例５
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　本好適な実施例において、主に、具体的な実施例に基づいて、、如何に本発明のＣＳＩ
測定方法を実行するかを説明する。
　図１２に示すように、図１２の（ａ）に示す基地局ｅＮＢ１は無線フレームＲａｄｉｏ
　ｆｒａｍｅ　＃１とＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２でそれぞれ上り／下り配置Ｃｏｎｆ
ｉｇ．　０とＣｏｎｆｉｇ．　２を利用していて、図１２の（ｂ）に示す基地局ｅＮＢ２
は無線フレームＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１とＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２でそれぞ
れ上り／下り配置Ｃｏｎｆｉｇ．　２を利用している。
【００９８】
　本実施例において、ｅＮＢ２は好適な実施例１に記載の方式２又は方式３に従って、無
線フレームの長さの２倍（即ち、２０ｍｓ）を周期として異なるサブフレーム群を半静態
で確定し、現在ののＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１とＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２にお
いて、ｅＮＢ２は各無線フレームの中の下り伝送用の第０／１／５／６個のサブフレーム
を第１のサブフレーム群として確定し、各無線フレームの中の下り伝送用の第３／４／８
／９個のサブフレームを第２のサブフレーム群として確定する。
【００９９】
　ｅＮＢ２は第１のサブフレーム群にＣＳＩ－ＩＭリソース１を配置し、即ち、端末が第
１のサブフレーム群に干渉測定を実行するように、ｅＮＢ２は各無線フレームの第０個、
第５個のサブフレームに周期が５ｍｓであるＣＳＩ－ＩＭリソースを配置し、
　ｅＮＢ２は第２のサブフレーム群にＣＳＩ－ＩＭリソース２を配置し、即ち、端末が第
２のサブフレーム群に干渉測定を実行するように、ｅＮＢ２が各無線フレームの第３個、
第８個のサブフレームに周期が５ｍｓであるＣＳＩ－ＩＭリソースを配置する。
【０１００】
　端末が干渉測定を実行して異なるサブフレーム群に対応する干渉測定結果及びＣＳＩを
取得するように、ｅＮＢ２が異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩ－ＩＭリソース配置
情報を端末に送信する。
【０１０１】
　端末がＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが所属されるサブフレーム群を確
定するように、ｅＮＢ２が異なるサブフレーム群情報を端末に送信する。
【０１０２】
　端末はＣＳＩ－ＩＭリソース配置情報とサブフレーム群情報を受信し、ＣＳＩ－ＩＭリ
ソースが位置するサブフレームで、ＣＳＩ－ＩＭリソースを介して干渉測定を実行してＣ
ＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが所属されるサブフレーム群に対応する干渉
測定結果を取得し、例えば、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第０個のサ
ブフレームが下りサブフレームであると確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
して干渉測定を実行して、該サブフレームが所属される第１のサブフレーム群に対応する
干渉測定結果を取得し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第３個のサ
ブフレームが下りサブフレームであると確定した場合、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介
して干渉測定を実行して、該サブフレームが所属される第２のサブフレーム群に対応する
干渉測定結果を取得する。
【０１０３】
　ここで、端末がＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであ
るか否かを確定することが、端末が基地局から受信した上り／下り配置情報に基づいて該
サブフレームが下りサブフレームであるか否かすることと、又は、端末が基地局から受信
した該サブフレームに対応する下りスケジューリング情報に基づいて該サブフレームが下
りサブフレームであるか否かを確定することと、又は、端末が基地局から受信した該サブ
フレーム上の下り制御チャネル（例えば、物理下り制御チャネルＰＤＣＣＨ）又は下り制
御情報ＤＣＩに基づいて該サブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定すること
と、を含む。
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【０１０４】
　端末が異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定することが、端末がＣＳＩ－ＩＭ
リソースが位置するサブフレームで取得した該サブフレームが所属されるサブフレーム群
に対応する干渉測定結果に基づいて対応するサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定する
ことを含み、例えば、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０個のサブフレームで取得した該サブフレー
ムが所属される第１のサブフレーム群に対応する干渉測定結果に基づいて、第１のサブフ
レーム群に対応するＣＳＩを確定し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームで取得した該サブフレー
ムが所属される第２のサブフレーム群に対応する干渉測定結果に基づいて、第２のサブフ
レーム群に対応するＣＳＩを確定する。
【０１０５】
　端末は確定した異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信し、ｅＮＢ２
による下りリンク適応に用いられ、そのプロセスは好適な実施例３と同じである。
【０１０６】
　好適な実施例６
　図１３に示すように、図１３の（ａ）に示す基地局ｅＮＢ１と図１３の（ｂ）に示す基
地局ｅＮＢ２の上り／下り配置は図１２と同じである。
　本実施例において、ｅＮＢ２は好適な実施例１の方式６に従って、異なるサブフレーム
群を動的に確定し、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の場合、ｅＮＢ２は該無線フレームの
中の下り伝送用の第０／１／５／６個のサブフレームを第１のサブフレーム群として確定
し、該無線フレームの中の下り伝送用の第３／４／８／９個のサブフレームを第２のサブ
フレーム群として確定し、Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２の場合、ｅＮＢ２は該無線フレ
ームの全ての下り伝送用のサブフレームを第１のサブフレーム群として確定する。
【０１０７】
　ｅＮＢ２は、各無線フレームの第０個、第５個のサブフレームに周期が５ｍｓであるＣ
ＳＩ－ＩＭリソースを配置し、各無線フレームの第３個、第８個のサブフレームに周期が
５ｍｓであるＣＳＩ－ＩＭリソースを配置する。
【０１０８】
　端末が干渉測定を実行して異なるサブフレーム群に対応する干渉測定結果及びＣＳＩを
取得するように、ｅＮＢ２はＣＳＩ－ＩＭリソース配置情報を端末に送信する。
【０１０９】
　端末がＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが所属されるサブフレーム群を確
定するように、ｅＮＢ２は異なるサブフレーム群情報を端末に送信する。
【０１１０】
　端末はＣＳＩ－ＩＭリソース配置情報とサブフレーム群情報を受信し、ＣＳＩ－ＩＭリ
ソースが位置するサブフレームで、ＣＳＩ－ＩＭリソースを介して干渉測定を実行してＣ
ＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが所属されるサブフレーム群に対応する干渉
測定結果を取得し、例えば、
　Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第０個のサブフレ
ームの場合、端末が該サブフレームが下りサブフレームであると確定し且つ該サブフレー
ムが第１のサブフレーム群に所属されると、端末は、ＣＳＩ－ＩＭリソースを介して干渉
測定を実行して該サブフレームが所属される第１のサブフレーム群に対応する干渉測定結
果を取得し、
　Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第３個のサブフレ
ームの場合、端末が該サブフレームが下りサブフレームであると確定し且つ該サブフレー
ムが第２のサブフレーム群に所属されると、端末はＣＳＩ－ＩＭリソースを介して干渉測
定を実行して該サブフレームが所属される第２のサブフレーム群に対応する干渉測定結果
を取得し、
　Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２上のＣＳＩ－ＩＭリソースが位置する第３個のサブフレ
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ームの場合、端末が該サブフレームが下りサブフレームであると確定し且つ該サブフレー
ムが第１のサブフレーム群に所属されると、端末は、ＣＳＩ－ＩＭリソースを介して干渉
測定を実行して該サブフレームが所属される第１のサブフレーム群に対応する干渉測定結
果を取得する。
【０１１１】
　ここで、端末がＣＳＩ－ＩＭリソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであ
るか否かを確定することが、端末が基地局から受信した上り／下り配置情報に基づいて該
サブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定することと、又は、端末が基地局か
ら受信した該サブフレームに対応する下りスケジューリング情報に基づいて該サブフレー
ムが下りサブフレームであるか否かを確定することと、又は、端末が基地局から受信した
該サブフレーム上の下り制御チャネル（例えば、物理下り制御チャネルＰＤＣＣＨ）又は
下り制御情報ＤＣＩに基づいて該サブフレームが下りサブフレームであるか否かを確定す
ることと、を含む。
【０１１２】
　端末が異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩを確定することが、端末がＣＳＩ－ＩＭ
リソースが位置するサブフレームで取得した該サブフレームが所属されるサブフレーム群
に対応する干渉測定結果に基づいて、対応するサブフレーム群に対応するＣＳＩを取得す
ることを含み、例えば、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第０個のサブフレームで取得した該サブフレー
ムが所属される第１のサブフレーム群に対応する干渉測定結果に基づいて、第１のサブフ
レーム群に対応するＣＳＩを確定し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃１の第３個のサブフレームで取得した該サブフレー
ムが所属される第２のサブフレーム群に対応する干渉測定結果に基づいて、第２のサブフ
レーム群に対応するＣＳＩを確定し、
　端末がＲａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　＃２の第３個のサブフレームで取得した該サブフレー
ムが所属される第１のサブフレーム群に対応する干渉測定結果は、端末が第１のサブフレ
ーム群に対応するＣＳＩを確定するに用いられる。
【０１１３】
　端末は確定した異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩをｅＮＢ２に送信し、ｅＮＢ２
による下りリンク適応に用いられ、そのプロセスは好適な実施例３と同じである。
【０１１４】
　上述した各好適な実施例において、端末機器が異なるサブフレーム群に対応するチャネ
ル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームである場合に干
渉測定を実行して異なるサブフレーム群に対応するＣＳＩを取得してネットワーク側の機
器に報知することによって、関連技術における基地局の上り／下り配置の調整によるＣＳ
Ｉ測定問題を解決し、システムのデータ伝送性能を向上させる効果を実現できる。
【０１１５】
　他の実施例において、上記実施例及び好適な実施形態に記載の技術案を実行するための
ソフトウェアを提供する。
　また、他の実施例において、上記ソフトウェアが格納された記憶媒体を提供し、当該記
憶媒体は光ディスク、フロッピ、ハードディスク、書き込み・消去可能なメモリ等を含む
が、これらの限定されることはない。
【０１１６】
　なお、上述した各実施例及び好適な実施例で説明したＣＳＩ測定方法と装置及びそれに
対応するソフトウェアと記憶媒体において、チャネル状態情報干渉測定リソースはゼロ電
力チャネル状態情報参考信号に基づいて配置したＣＳＩ－ＩＭリソースであることができ
、他のタイプのチャネル状態情報干渉測定リソースであることもできることは言うまでも
ない。
【０１１７】
　上述のように、本発明によると以下の技術効果を実現できる：端末機器が先ずチャネル
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状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームであるか否かを確
定し、チャネル状態情報干渉測定リソースが位置するサブフレームが下りサブフレームで
あると確定された場合のみ、該チャネル状態情報干渉測定リソースで干渉測定を実行する
。上記方式によると、関連技術における基地局が上り／下り配置を柔軟に調整してＣＳＩ
測定を有効に行うことのできない問題を解決し、システムのデータ伝送性能を向上させる
技術効果を実現できる。
【０１１８】
　当業者にとって、上記の本発明の各ブロック又は各ステップは共通の計算装置によって
実現することができ、単独の計算装置に集中させることができれば、複数の計算装置から
構成されるネットワークに分布させることもでき、さらに計算装置が実行可能なプログラ
ムのコードによって実現することもできるので、それらを記憶装置に記憶させて計算装置
によって実行することができ、又は夫々集積回路ブロックに製作し、又はそれらにおける
複数のブロック又はステップを単独の集積回路ブロックに製作して実現することができる
ことは明らかなことである。このように、本発明は如何なる特定のハードウェアとソフト
ウェアの結合にも限定されない。
【０１１９】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であ
れば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での如何なる修正、
置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。

【図１】 【図２】

【図３】
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