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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末のチャネル状態情報（ＣＳＩ：ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）をレポートする方法において、
　少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関する情報を獲得する段階と、
　上向きリンクＤＣＩフォーマットのＣＳＩ要請フィールドの値を受信する段階と、
　前記ＣＳＩ要請フィールドの値を受信すると、前記情報に基づいてＣＳＩプロセスのセ
ットに対する非周期的なＣＳＩレポートをトリガリングする段階と、を含み、
　前記非周期的なＣＳＩレポートは、ＣＳＩレファレンスリソースに基づき、
　前記ＣＳＩレファレンスリソースは、時間ドメインで下向きリンクサブフレームｎ－ｎ
ＣＱＩ＿ｒｅｆによって定義され、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、前記上向きリンクＤＣＩフ
ォーマットに関連した下向きリンクサブフレームに基づいて定義され、
　前記ＣＳＩレファレンスリソースが有効下向きリンクサブフレームにあるように、前記
ＣＳＩプロセスの個数が第１値である場合、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、第１最小値より大
きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、前記ＣＳＩプロセスの個数が第２値であ
る場合、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、第２最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さ
い値であり、
　ＣＳＩプロセスは、２つのサブフレームセットを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＣＳＩ要請フィールドの値に基づくＣＳＩプロセスの個数が、ＣＳＩプロセスの最
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大数を超えると、最も低いインデックスを有するＣＳＩプロセスをレポートすることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも１つのＣＳＩプロセスのセットが前記端末に設定されたことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記時間ドメインで前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、前記ＣＳＩレファレンスリソースが、前
記上向きリンクＤＣＩフォーマットで対応するＣＳＩ要請と同一の有効下向きリンクサブ
フレームにあるように定義されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　基地局のチャネル状態情報（ＣＳＩ：ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）レポートを受信する方法において、
　上向きリンクＤＣＩフォーマットのＣＳＩ要請フィールドの値を端末に伝送する段階と
、
　前記ＣＳＩ要請フィールドの値に対応する非周期的なＣＳＩレポートを受信する段階と
、を含み、
　前記非周期的なＣＳＩレポートは、ＣＳＩレファレンスリソースに基づき、
　前記ＣＳＩレファレンスリソースは、時間ドメインで下向きリンクサブフレームｎ－ｎ
ＣＱＩ＿ｒｅｆによって定義され、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、前記上向きリンクＤＣＩフ
ォーマットに関連した下向きリンクサブフレームに基づいて定義され、
　前記ＣＳＩレファレンスリソースが有効下向きリンクサブフレームにあるように、ＣＳ
Ｉプロセスの個数が第１値である場合、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、第１最小値より大きい
かまたは同じ値のうち最も小さい値であり、前記ＣＳＩプロセスの個数が第２値である場
合、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、第２最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値
であり、
　ＣＳＩプロセスは、２つのサブフレームセットを含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記ＣＳＩ要請フィールドの値に基づくＣＳＩプロセスの個数が、ＣＳＩプロセスの最
大数を超えると、最も低いインデックスを有するＣＳＩプロセスがレポートされることを
特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのＣＳＩプロセスのセットが前記端末に設定されたことを特徴とする請
求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記時間ドメインで前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、前記ＣＳＩレファレンスリソースが、前
記上向きリンクＤＣＩフォーマットで対応するＣＳＩ要請と同一の有効下向きリンクサブ
フレームにあるように定義されることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　チャネル状態情報（ＣＳＩ：ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
をレポートする端末において、
　信号を送受信する送受信部と、
　少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関する情報を獲得し、上向きリンクＤＣＩフォーマ
ットのＣＳＩ要請フィールドの値を受信し、前記ＣＳＩ要請フィールドの値を受信すると
、前記情報に基づいてＣＳＩプロセスのセットに対する非周期的なＣＳＩレポートをトリ
ガリングするように制御する制御部と、を含み、
　前記非周期的なＣＳＩレポートは、ＣＳＩレファレンスリソースに基づき、
　前記ＣＳＩレファレンスリソースは、時間ドメインで下向きリンクサブフレームｎ－ｎ
ＣＱＩ＿ｒｅｆによって定義され、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、前記上向きリンクＤＣＩフ
ォーマットに関連した下向きリンクサブフレームに基づいて定義され、
　前記ＣＳＩレファレンスリソースが有効下向きリンクサブフレームにあるように、前記



(3) JP 6400001 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

ＣＳＩプロセスの個数が第１値である場合、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、第１最小値より大
きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、前記ＣＳＩプロセスの個数が第２値であ
る場合、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、第２最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さ
い値であり、
　ＣＳＩプロセスは、２つのサブフレームセットを含むことを特徴とする端末。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記ＣＳＩ要請フィールドの値に基づくＣＳＩプロセスの個数が、ＣＳＩプロセスの最
大数を超えると、最も低いインデックスを有するＣＳＩプロセスをレポートするように制
御することを特徴とする請求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　少なくとも１つのＣＳＩプロセスのセットが前記端末に設定されたことを特徴とする請
求項９に記載の端末。
【請求項１２】
　前記時間ドメインで前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、前記ＣＳＩレファレンスリソースが、前
記上向きリンクＤＣＩフォーマットで対応するＣＳＩ要請と同一の有効下向きリンクサブ
フレームにあるように定義されることを特徴とする請求項９に記載の端末。
【請求項１３】
　チャネル状態情報（ＣＳＩ：ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
レポートを受信する基地局において、
　信号を送受信する送受信部と、
　上向きリンクＤＣＩフォーマットのＣＳＩ要請フィールドの値を端末に伝送し、前記Ｃ
ＳＩ要請フィールドの値に対応する非周期的なＣＳＩレポートを受信するように制御する
制御部と、を含み、
　前記非周期的なＣＳＩレポートは、ＣＳＩレファレンスリソースに基づき、
　前記ＣＳＩレファレンスリソースは、時間ドメインで下向きリンクサブフレームｎ－ｎ
ＣＱＩ＿ｒｅｆによって定義され、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、前記上向きリンクＤＣＩフ
ォーマットに関連した下向きリンクサブフレームに基づいて定義され、
　前記ＣＳＩレファレンスリソースが有効下向きリンクサブフレームにあるように、ＣＳ
Ｉプロセスの個数が第１値である場合、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、第１最小値より大きい
かまたは同じ値のうち最も小さい値であり、前記ＣＳＩプロセスの個数が第２値である場
合、前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、第２最小値より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値
であり、
　ＣＳＩプロセスは、２つのサブフレームセットを含むことを特徴とする基地局。
【請求項１４】
　前記ＣＳＩ要請フィールドの値に基づくＣＳＩプロセスの個数が、ＣＳＩプロセスの最
大数を超えると、最も低いインデックスを有するＣＳＩプロセスがレポートされることを
特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項１５】
　少なくとも１つのＣＳＩプロセスのセットが前記端末に設定されたことを特徴とする請
求項１３に記載の基地局。
【請求項１６】
　前記時間ドメインで前記ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、前記ＣＳＩレファレンスリソースが、前
記上向きリンクＤＣＩフォーマットで対応するＣＳＩ要請と同一の有効下向きリンクサブ
フレームにあるように定義されることを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、協同多重ポイント（ＣｏＭＰ：Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏ
ｉｎｔ）通信に関し、より詳細には、ＣｏＭＰ通信のためのチャネル状態情報（ＣＳＩ：
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ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フィードバックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣｏＭＰ技術は、さまざまな使用シナリオでユーザ装置（ＵＥ：ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐ
ｍｅｎｔ）が多重伝送ポイント（ＴＰ：ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）から信
号を受信するように標準化されて来た。前記さまざまなシナリオは、１）イントラサイト
ＣｏＭＰを有する同種ネットワーク；２）高伝送（Ｔｘ）電力遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ：
ｒｅｍｏｔｅ　ｒａｄｉｏ　ｈｅａｄ）を有する同種ネットワーク；３）ＲＲＨによって
生成された伝送／受信ポイントがマクロセルと異なるセル識別子を有するマクロセルカバ
レージ内の低電力ＲＲＨを有する異種ネットワーク；及び４）ＲＲＨによって生成された
伝送／受信ポイントがマクロセルと同一のセル識別子を有するマクロセルカバレージ内の
低電力ＲＲＨを有する異種ネットワークを含む。標準化に焦点を合わせて識別されるＣｏ
ＭＰ通信スキーム（ｓｃｈｅｍｅｓ）は、共同伝送（ＪＴ：ｊｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ）；動的ポイントブランキング（ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｏｉｎｔ　ｂｌａｎｋｉ
ｎｇ）を含む動的ポイント選択（ＤＰＳ：ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｏｉｎｔ　ｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎ）；及び動的ポイントブランキングを含む協同スケジューリング／ビームフォーミン
グ（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）である
。さらに、ＣｏＭＰ使用シナリオの説明は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．８１９に含まれ、こ
れは、参照としてここに含まれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　サービングセルにチャネル状態情報（ＣＳＩ：ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ）フィードバックレポートを伝送するための方法が提供される。前記方法
は、時分割二重化（ＴＤＤ：ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）において、単
一（ｓｉｎｇｌｅ）下向きリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）サブフレームn-nCQI_refによって
定義されるＣＳＩレファレンスソースで少なくとも１つの周期的（ｐｅｒｉｏｄｉｃ）Ｃ
ＳＩプロセスを構成する段階を含み、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応
するように、正の整数nCQI_ref_minより大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり
、nCQI_ref_minは、少なくとも１つの周期的ＣＳＩプロセスの数を基礎に変化する。
【０００４】
　サービングセルにＣＳＩフィードバックレポートを伝送するための装置が提供される。
前記装置は、ＴＤＤにおいて、単一下向きリンクサブフレームn-nCQI_refによって定義さ
れるＣＳＩレファレンスソースで少なくとも１つの周期的ＣＳＩプロセスを構成する制御
機を含み、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応するように、正の整数nCQI
_ref_minより大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、nCQI_ref_minは、少なく
とも１つの周期的ＣＳＩプロセスの数を基礎に変化する。
【０００５】
　ユーザ装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）からＣＳＩフィードバックレポー
トを受信するための方法が提供される。前記方法は、ＴＤＤにおいて、単一下向きリンク
サブフレームn-nCQI_refによって定義されるＣＳＩレファレンスソースで少なくとも１つ
の周期的ＣＳＩプロセスを構成する段階を含み、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレ
ームに対応するように、正の整数nCQI_ref_minより大きいかまたは同じ値のうち最も小さ
い値であり、nCQI_ref_minは、少なくとも１つの周期的ＣＳＩプロセスの数を基礎に変化
する。
【０００６】
　ＵＥからＣＳＩフィードバックレポートを受信するための装置が提供される。前記装置
は、ＴＤＤにおいて、単一下向きリンクサブフレームn-nCQI_refによって定義されるＣＳ
Ｉレファレンスソースで少なくとも１つの周期的ＣＳＩプロセスを構成する制御機を含み
、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応するように、正の整数nCQI_ref_min
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より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値であり、nCQI_ref_minは、少なくとも１つ
の周期的ＣＳＩプロセスの数を基礎に変化する。
【０００７】
　基地局にＣＳＩフィードバックレポートするための方法が提供される。前記方法は、Ｕ
Ｅによって、各サービングセルに対して最も低いインデックスを有するＣＳＩプロセスの
ＣＳＩ要請を除いたサービングセルから到着した１つ以上の非周期的な（ａｐｅｒｉｏｄ
ｉｃ）ＣＳＩ要請を収容しない段階を含む。最も低いインデックスを有する前記１つ以上
のＣＳＩプロセスの数は係留中のＣＳＩレポートの数に基づいて決定される。
【０００８】
　基地局からＣＳＩフィードバックレポートを受信するための装置が提供される。ＵＥに
よって、各サービングセルに対して最も低いインデックスを有するＣＳＩプロセスのＣＳ
Ｉ要請を除いたサービングセルから到着した１つ以上の非周期的なＣＳＩ要請を収容しな
い制御機を含む。最も低いインデックスを有する前記１つ以上のＣＳＩプロセスの数は、
係留中のＣＳＩレポートの数に基づいて決定される。
【０００９】
　下記のような詳細な説明に入るに先立って、本特許文献全体にわたって使用された単語
及び構文の定義について説明する。“具備する（ｉｎｃｌｕｄｅ）”及び“含む（ｃｏｍ
ｐｒｉｓｅ）”という用語及びその派生語は、制限なしに含むことを意味する；“または
（ｏｒ）”という用語は、及び／または（ａｎｄ／ｏｒ）の意味を含むことができる；“
何と関連した（ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ）”及び“そこに関連した（ａｓｓｏｃ
ｉａｔｅｄ　ｔｈｅｒｅｗｉｔｈ）”という構文及びその派生語は、具備する（ｉｎｃｌ
ｕｄｅ）、何の中に具備される（ｂｅ　ｉｎｃｌｕｄｅｄ　ｗｉｔｈｉｎ）、何と相互連
結する（ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｗｉｔｈ）、含む（ｃｏｎｔａｉｎ）、何の中に含
まれる（ｂｅ　ｃｏｎｔａｉｎｅｄｗｉｔｈｉｎ）、何にまたは何と連結する（ｃｏｎｎ
ｅｃｔ　ｔｏ　ｏｒ　ｗｉｔｈ）、何にまたは何と結合する（ｃｏｕｐｌｅ　ｔｏ　ｏｒ
　ｗｉｔｈ）、何と通信することができる（ｂｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ
）、何に協力する（ｃｏｏｐｅｒａｔｅ　ｗｉｔｈ）、挟みこむ（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ
）、並置する（ｊｕｘｔａｐｏｓｅ）、何に近似する（ｂｅ　ｐｒｏｘｉｍａｔｅ　ｔｏ
）、何にまたは何と結束される（ｂｅ　ｂｏｕｎｄ　ｔｏ　ｏｒ　ｗｉｔｈ）、有する（
ｈａｖｅ）、何の特性を有する（ｈａｖｅ　ａ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｏｆ）などの意味に
なることができる。“制御機（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）”という用語は、ハードウェア、
ファームウエア、ソフトウェアまたはそのようなもの（ハードウェア、ファームウエア、
ソフトウェア）のうち少なくとも２つの組合で具現されるそのような装置の少なくとも１
つの動作を制御するどんな装置、システムまたはそれらの一部を意味する。ある個別制御
機に関連した機能は、近接するかまたは遠隔で、中央集中されるかまたは分散することが
できることに留意しなければならない。単語及び構文に対する定義は、この特許文献全体
にわたって提供され、この技術分野における通常の知識を有する者なら多くの場合に、あ
るいはそうではなければ、大部分の場合で、そのように定義された単語と構文のこれから
の使用とともに、先立って適用されたそのような定義を理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本開示及びその長所に対するさらに明確な理解のために、添付の図面とともに以下の説
明が参照される。図面で、同一の参照番号は同一の部分を示す。
【図１】本発明の原理によるメッセージを伝送する例示的な無線ネットワークを示す。
【図２】本発明の実施例による直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ：ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）伝送
経路の上位レベル図面を示す。
【図３】本発明の実施例による直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）受信経路の上位レ
ベル図面を示す。
【図４】本発明の多様な実施例を具現するために使用され得る無線通信システムで送信機
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及び受信機のブロック図を示す。
【図５】本発明の多様な実施例によるＣｏＭＰ通信システムのブロック図を示す。
【図６ａ】本発明の実施例によるＣｏＭＰ伝送のためのＣＳＩフィードバックが具現され
るネットワークを示す上位レベル図である。
【図６ｂ】本発明の実施例によるＣｏＭＰ伝送のためのＣＳＩフィードバックが具現され
るネットワークを示す上位レベル図である。
【図６ｃ】本発明の実施例によるＣｏＭＰ伝送のためのＣＳＩフィードバックが具現され
るネットワークを示す上位レベル図である。
【図７】本発明の実施例による時間で多重化され得る多重のＣＳＩ－ＲＳリソースに対応
するフィードバックレポーティングを示す。
【図８】本発明の実施例による任意のレポート形式のために一緒に構成され得る多重ＣＳ
Ｉリソースのためのフィードバックレポーティングを示す。
【図９Ａ】本発明の実施例によるＵＥ自律ＴＰスイッチングで構成される単一周期ＰＵＣ
ＣＨの例を示す。
【図９Ｂ】本発明の実施例によるＵＥ自律ＴＰスイッチングで構成される単一周期ＰＵＣ
ＣＨの例を示す。
【図１０Ａ】本発明の実施例によるＩＭＲリソース及びＣＳＩサブフレームの構成を有す
るレファレンスサブフレームのはいを示す。
【図１０Ｂ】本発明の実施例によるＩＭＲリソース及びＣＳＩサブフレームの構成を有す
るレファレンスサブフレームのはいを示す。
【図１１】本発明の実施例によるＣｏＭＰシステムでＵＥによってレポーティングドエは
ＣＳＩフィードバックのためのプロセスを示す。
【図１２】本発明の実施例による上向きリンクＣＳＩ伝送を示す。
【図１３】本発明の実施例による周期的なＣＳＩレポーティングの衝突を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本特許文献で本発明の原理を説明するために使用された多様な実施例及び以下で論議さ
れる図１～図１３は、ただ説明のためのものであって、本発明の範囲を制限する式に解釈
されてはならない。適切に定められたシステムやデバイスのいずれにも本発明の原理が具
現され得ることは、この技術分野における通常の知識を有する者なら誰でも理解すること
ができる。
【００１２】
　次の標準文書は、参照として本文献に含まれる。１）３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　
ｖ１０．１．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ”（参照１）；２）３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２　ｖ１０．１．０、
“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ”
（参照２）；３）３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３　ｖ１０．１．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”（参照３）；４）ＲＰ－１１１３
６５　ＣｏｏｒｄｉｎａｔｅｄＭｕｌｔｉ－Ｐｏｉｎｔ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　
ＬＴＥＷＩＤ；及び５）３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１９　Ｖ１１．０．０（２０１１－０
９）（参照４）。
【００１３】
　以下の図１～図３は、無線通信システムに具現され、ＯＦＤＭまたはＯＦＤＭＡ通信技
術を使用する多様な実施例を説明する。図１～図３の説明は、他の実施例で具現され得る
方式に対する物理的または構造的限界を示すためのものではない。本発明の他の実施例は
、通信システムに任意に適合に適用されて具現されてもよい。
【００１４】
　図１は、例示的な無線ネットワーク（１００）を示し、この無線ネットワークは、本発
明の原理によるメッセージを伝送する。図示の実施例で、無線ネットワーク１００は、基
地局（ＢＳ：ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）１０１、基地局（ＢＳ）１０２、基地局（ＢＳ
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）１０３、及び他の類似の基地局または中継局（図示せず）のような、伝送ポイント（例
えば、向上した（Ｅｖｏｌｖｅｄ）ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、ＮｏｄｅＢ）を含む。基地局
１０１は、基地局１０２及び基地局１０３と通信中にある。基地局１０１は、また、ネッ
トワーク１３０または類似のＩＰ基盤ネットワーク（図示せず）と通信する状態にある。
【００１５】
　基地局１０２は、基地局１０２のカバレージ領域１２０内の複数の第１ＵＥ（例えば、
モバイルフォン、移動局、加入者端末）に対してネットワーク１３０に対する（基地局１
０１を通じて）無線広帯域接続を提供する。複数の第１ＵＥは、小規模事業者（ＳＢ：ｓ
ｍａｌｌ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ）に位置することができるＵＥ　１１１、大規模事業者（Ｅ
：ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ）に位置することができるＵＥ　１１２、ＷｉＦｉホットスポッ
ト（ＨＳ：ｈｏｔｓｐｏｔ）に位置することができるＵＥ　１１３、第１居住地（Ｒ：ｒ
ｅｓｉｄｅｎｃｅ）に位置することができるＵＥ　１１４、第２居住地（Ｒ：ｒｅｓｉｄ
ｅｎｃｅ）に位置することができるＵＥ　１１５、及びセルラフォン、無線ラップトップ
、無線ＰＤＡなどのようなモバイル装置（Ｍ）になることができるＵＥ　１１６を含む。
【００１６】
　ネットワーク類型によって、“ｅＮｏｄｅＢ”または“アクセスポイント”のように他
のよく知られた用語が“基地局”の代わりに使用され得る。便宜上、用語“基地局”は、
本文献で遠隔端末に対する無線接続を提供するネットワークインフラストラクチャーコン
ポネントを示すものと使用され得る。追加に、用語“ユーザ装置”または“ＵＥ”は、本
文献で基地局に無線で接続し、消費者によって無線通信ネットワークを通じてサービスに
接続するために使用され得る任意の遠隔無線装置を示すために使用され、ＵＥは、モバイ
ル装置（例えば、セルラーフォン）または一般的に考慮される固定型装置（例えば、デス
クトップパソコンバンディングマシンなど）である。遠隔端末に対して他のよく知られた
用語は、移動局（ＭＳ：ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎｓ）、加入者端末（ＳＳ：ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎｓ）、遠隔端末（ＲＴ：ｒｅｍｏｔｅ　ｔｅｒｍｉｎａ
ｌ）、無線端末（ＷＴ：ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）などを含む。
【００１７】
　基地局１０３は、基地局１０３のカバレージ領域内で複数の第２ＵＥにネットワーク１
３０に対する（基地局１０１を通じて）無線広帯域接続を提供する。複数の第２ＵＥは、
ＵＥ　１１５及びＵＥ　１１６を含む。本発明の実施例において、基地局１０１－１０３
は、相互間に通信することができ、ＯＦＤＭまたはＯＦＤＭ技術を利用してＵＥ　１１１
－１１５と通信することができる。一部の実施例において、１つ以上の基地局１０１－１
０３は、相互間に通信することができ、本発明の実施例で説明されるチャネル状態情報（
ＣＳＩ）フィードバックレポーティングのために５Ｇ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡまたはＷｉＭ
ＡＸ技術を利用してＵＥ　１１１－１１６と通信することができる。
【００１８】
　ただ６個のＵＥが図１に示されたが、無線システム１００が追加のＵＥに無線広帯域接
続を提供することができるものと理解されなければならない。ＵＥ　１１５及びＵＥ　１
１６がカバレージ領域１２０及びカバレージ領域１２５両方のエッジに位置することに留
意しなければならない。ＵＥ　１１５及びＵＥ　１１６それぞれは、基地局１０２及び基
地局１０３両方と通信し、この技術分野における通常の知識を有する者に広く知られたよ
うな、ハンドオフ（ｈａｎｄｏｆｆ）モードで動作すると言える。
【００１９】
　ＵＥ　１１１～１１６は、音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び／または他の広帯
域サービスにネットワーク１３０を通じて接続することができる。本発明の実施例で、１
つ以上の加入者ＵＥ　１１１～１１６は、ＷｉＦｉ　ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉ
ｄｅｌｉｔｙ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のアクセス
ポイント（ＡＰ：Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）に連動し得る。ＵＥ　１１６は、無線連結
可能なラップトップコンピュータ、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄａｔａ　ａｓｓｉｓｔ
ａｎｔ）、ノート・パソコン、携帯用装置、または他の無線連結可能な装置を含む、どん
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な多数のモバイル装置になることができる。ＵＥ　１１４及び１１５は、例えば、無線連
結可能なパソコン（ＰＣ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、ラップトップコンピ
ュータ、ゲートウェイ、または他の装置になることができる。
【００２０】
　図２は、伝送経路回路２００の上位レベル図である。例えば、伝送経路回路２００は、
直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ：ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）通信のために使用され得る。図３は
、受信経路回路３００の上位レベル図である。例えば、受信経路回路３００は、ＯＦＤＭ
Ａ通信のために使用され得る。都２及び図３で、下向きリンク通信のために、伝送経路回
路２００は、基地局１０２または中継局に具現され得、受信経路回路３００は、ＵＥ（例
えば、図１のＵＥ　１１６）に具現され得る。他の例において、上向きリンク（ｕｐｌｉ
ｎｋ）通信のために、受信経路回路３００は、基地局（例えば、図１の基地局１０２）ま
たは中継局に具現され得、伝送経路回路２００は、ＵＥ（例えば、図１のＵＥ　１１６）
に具現されることもできる。ある実施例において、伝送経路２００及び受信経路３００は
、本発明の実施例によって説明されるように、チャネル状態情報フィードバックレポーテ
ィングを行うために構成され得る。
【００２１】
　伝送経路回路２００は、チャネルコーディング及び変調ブロック２０５、直列－対－並
列（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ：Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２１０、サイズＮ
逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎ
ｓｆｏｒｍ）ブロック２１５、並列－対－直列（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ
：Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック２２０、循環前置（ＣＰ：ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）挿入
ブロック２２５、及びアップコンバータ（ＵＣ：ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）２３０を含
む。受信経路回路３００は、ダウンコンバータ（ＤＣ：ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
２５５、循環前置（ＣＰ：ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）除去ブロック２６０、直列－対
－並列（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ：Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２６５、サイ
ズＮ高速フーリエ変換（ＦＦＴ：Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロ
ック２７０、並列－対－直列（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ：Ｐ－ｔｏ－Ｓ）
ブロック２７５、及びチャネルデコーディング及び復調ブロック２８０を含む。
【００２２】
　図２及び図３のコンポネントの少なくとも一部は、ソフトウェアで具現され得、一方、
他のコンポネントは、設定可能なハードウェア（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｌｅ　ｈａｒｄｗ
ａｒｅ）またはソトプウェオと設定可能なハードウェアの組合でも具現され得る。特に、
本発明の文献に記述された高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ブロック及び逆高速フーリエ変換
（ＩＦＦＴ）ブロックは、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び逆高速フーリエ変換（ＩＦＦ
Ｔ）のサイズＮの値が個別具現によって修正され得る設定可能なソフトウェアアルゴリズ
ムで具現され得るという点に注目しなければならない。
【００２３】
　さらに、本発明の実施例が高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び逆高速フーリエ変換（ＩＦ
ＦＴ）を具現する実施例を直接言及しているとしても、これは、ただ説明のためのもので
あって、本発明の範囲を限定するものと解釈されてはならない。本発明の代案的な実施例
において、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）機能及び逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）機能は
、簡単にそれぞれ離散フーリエ変換（ＤＦＴ：Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒ
ａｎｓｆｏｒｍ）機能及び逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ：Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒ
ｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）機能に代替されてもよいことを理解しな
ければならない。離散フーリエ変換（ＤＦＴ）及び逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ）機能
のために、変数Ｎの値は、整数になることができ（例えば、１、２、３、４など）、一方
、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）機能のために、変数
Ｎの値は、２の二乗である整数になることができる（例えば、１、２、４、８、１６など
）を理解しなければならない。
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【００２４】
　伝送経路回路２００で、チャネルコーディング及び変調ブロック２０５は、情報ビット
のセットを受信すれば、周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成するために入力
ビットにコーディング（例えば、ＬＤＰＣコーディング）を適用し、変調（例えば、ＱＰ
ＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）、ＱＡＭ（Ｑｕ
ａｄｒａｔｕｒｅＡｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ））し、周波数ドメイン変
調シンボルのシーケンスを生成する。直列－対－並列ブロック２１０は、直列の変調シン
ボルを並列のデータに変換（例えば、逆多重化）し、Ｎ個の並列シンボルストリームを生
成する。ここで、Ｎは、ＢＳ１０２及びＵＥ　１１６で使用されるＩＦＦＴ／ＦＦＴのサ
イズである。それでは、サイズＮＩＦＦＴブロック２１５は、Ｎ個の並列のシンボルスト
リームに対してＩＦＦＴ動作を行い、時間ドメイン出力信号を生成する。並列－対－直列
ブロック２２０は、サイズＮＩＦＦＴブロック２１５からの並列の時間ドメイン出力シン
ボルを変換（例えば、多重化）し、直列の時間ドメイン信号を生成する。その後、循環前
置挿入ブロック２２５は、循環前置（ＣＰ）を時間ドメイン信号に挿入する。最後に、ア
ップコンバータ２３０は、循環前置挿入ブロック２２５の出力を無線チャネルを通じて伝
送するための無線周波数（ＲＦ：ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）に変調（例えば、ア
ップコンバータ（ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔ））する。信号は、また、無線周波数（ＲＦ）に
変換される前に基底帯域（ＢＢ：ｂａｓｅｂａｎｄ）でフィルタリングされてもよい。
【００２５】
　伝送された高周波（ＲＦ）信号は、無線チャネルを通過した後、ＵＥ　１１６に到着し
、基地局１０２で行われた動作の逆動作が行われる。ダウンコンバータ２５５は、受信さ
れた信号を基底帯域周波数にダウンコンバートし、循環前置除去ブロック２６０は、循環
前置（ＣＰ）を除去し、直列の時間ドメイン基底帯域信号を生成する。直列－対－並列ブ
ロック２６５は、時間ドメイン基底帯域信号を変換し、並列の時間ドメイン信号を生成す
る。その後、サイズＮＦＦＴブロック２７０は、ＦＦＴアルゴリズムを行い、Ｎ個の並列
の周波数ドメイン信号を生成する。並列－対－直列ブロック２７５は、並列の周波数ドメ
イン信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャネルデコーディング
及び復調ブロック２８０は、変調されたシンボルを復調し、デコーディングし、元々の入
力データストリームを復元する。
【００２６】
　各ＢＳ　１０１～１０３は、ＵＥ　１１１～１１６に対する下向きリンクで伝送と類似
の伝送経路を行い、ＵＥ　１１１～１１６からの上向きリンクで受信と類似の受信経路を
行うことができる。同様に、ＵＥ　１１１～１１６のうちそれぞれのものは、ＢＳ　１０
１～１０３に対する上向きリンクで伝送のためのアキテクチャーによって伝送経路を行う
ことができ、ＢＳ１０１～１０３からの下向きリンクで受信のためのアキテクチャーによ
って受信経路を行うことができる。
【００２７】
　図４は、本発明の多様な実施例を具現するために使用され得る無線通信システムで送信
機４０５及び受信機４１０のブロック図を示す。図４に示された送信機４０５及び受信機
４１０の実施例は、ただ説明のためのものである。他の実施例が本発明の範囲を逸脱する
ことなく使用されることができる。
【００２８】
　この説明の例で、送信機４０５及び受信機４１０は、例えば、図１の無線システム１０
０のような無線通信システムで通信ポイントにある装置である。一部の実施例において、
送信機４０５または受信機４１０は、例えば、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ）、
ＲＲＨ（ｒｅｍｏｔｅ－ｒａｄｉｏ　ｈｅａｄ）、中継局、アンダーレイ基地局；ゲート
ウェイまたは基地局制御機（ＢＳＣ：ｂａｓｅｓｔａｔｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
などの基地局のような、ネットワークエンティティーである。他の実施例で、送信機４０
５または受信機４１０は、ＵＥ（例えば、移動局、加入者端末など）である。一実施例に
おいて、送信機４０５または受信機４１０は、図１のＵＥ　１１６の一実施例の例である
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。他の実施例において、送信機４０５または受信機４１０は、図１のＢＳ１０２の一実施
例の例である。
【００２９】
　送信機４０５は、アンテナ４１５、位相シフタ４２０、伝送プロセス回路４２５及び制
御機４３０を含む。送信機４０５は、出力されるベースバンドデータからアナログまたは
デジタル信号を受信する。送信機４０５は、送信機４０５を通じて伝送及び／または送信
される処理されたＲＦ信号を生成するために出力されるベースバンドデータをエンコード
し、多重化し及び／またはデジタル化する。例えば、伝送プロセス回路４２５は、図２の
伝送プロセッシング回路２００と類似の伝送経路を具現することができる。送信機４０５
は、また、多重の互いに異なるビームの信号を伝送するためにアンテナ４１５で互いに異
なるアンテナに対するレイヤードマッピングを通じて空間多重化を行うことができる。制
御機４３０は、送信機４０５の全体的な動作を制御する。そのような１つの動作で、制御
機４３０は、よく知られた原理によって送信機４０５による信号の伝送を制御する。
【００３０】
　受信機４１０は、アンテナ４３５から入力されるＲＦ信号または基地局、中継局、ＲＲ
Ｈ、ＵＥなどのような１つ以上の伝送ポイントによって伝送される信号を受信する。受信
機４１０は、伝送ポイントによって伝送される情報を識別するために受信される信号を処
理する受信プロセス回路４４５を含む。例えば、受信プロセス回路４４５は、受信された
信号をチャネル推定、復調、ストリーム分離、フィルタリング、デコーディング及び／ま
たはデジタル化し、中間周波数（ＩＦ：ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
）またはベースバンド信号を生成するために入力されるＲＦ信号をダウンコンバートする
ことができる。例えば、受信プロセス回路４４５は、図３の受信プロセス回路３００と類
似の受信経路を具現することができる。制御機４５０は、受信機４１０の全体動作を制御
する。そのような１つの動作で、制御機４５０は、よく知られた原理によって受信機４１
０による信号の受信を制御する。
【００３１】
　多様な実施例において、送信機４０５は、ＴＰ内に位置し、受信機は、ＣｏＭＰ通信シ
ステムのＵＥ内に位置する。例えば、ＣｏＭＰ通信で、多重ＴＰは、ＵＥに対して伝送す
る送信機４０５と類似の送信機を含むことができる。多重ＴＰは、基地局（例えば、ｅＮ
Ｂ、マクロ基地局など）、ＲＲＨ、及び／またはアンダーレイ基地局（例えば、マイクロ
基地局、中継局など）の任意の組合になることができる。
【００３２】
　図４に示された送信機４０５及び受信機４１０の説明は、本発明の実施例が具現され得
る一実施例を説明するためのものである。送信機４０５及び受信機４１０の他の実施例は
、本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。例えば、送信機４０５は、受信機４１
０のような、受信機を含む通信ノード（例えば、ＢＳ、ＵＥ、ＲＳ及びＲＲＨ）に位置さ
れ得る。同様に、受信機４１０は、送信機４０５のような、受信機を含む通信ノード（例
えば、ＢＳ、ＵＥ、ＲＳ及びＲＲＨ）に位置することができる。通信ノードで送信及び受
信アンテナアレイでのアンテナは、１つ以上のアンテナスイッチングメカニズムを通じて
オーバーラップされるか、あるいは送信及び受信のために使用される同一のアンテナアレ
イになることができる。
【００３３】
　図５は、本発明の多様な実施例によるＣｏＭＰ通信システム５００のブロック図を示す
。図５に示されたようなＣｏＭＰ通信システム５００の実施例は、ただ説明のためのもの
である。他の実施例が本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。
【００３４】
　この実施例において、ＣｏＭＰ通信システム５００は、ＵＥ　５０５及び２個のＴＰ　
５１０及び５１５を含む。例えば、ＵＥ　５０５は、図４に示されたような受信機及び送
信機を含むことができる。ＴＰ　５１０及び５１５は、また、図４に示されたような送信
機及び受信機を含むことができる。ＴＰ　５１０及び５１５は、任意の基地局（例えば、
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ｅＮＢ、マクロ基地局など）、ＲＲＨ及び／またはアンダーレイ基地局（例えば、マイク
ロ基地局、中継局など）の組合になることができる。追加に、他のＴＰ及びＵＥがＣｏＭ
Ｐ通信システム５００に提供され得る。例えば、２以上のＴＰが同一のＵＥ　５０５と通
信することができる。
【００３５】
　ＴＰ　５１０及び５１５は、ネットワーク５２０と連結される。例えば、ＴＰ　５１０
及び５１５は、有線ライン及び／または光ファイバネットワークによって連結されること
ができる。ネットワーク　５２０は、ＴＰ　５１０及び５１５とＵＥ　５０５の間の無線
通信のためのデータ及び制御情報を提供するためにＴＰ　５１０及び５１５の間の連結を
提供する。ネットワーク５２０は、ＣｏＭＰ通信システム５００で無線通信のためのスケ
ジューリングを行う。例えば、ネットワーク５２０は、１つ以上のゲートウェイまたは基
地局制御機を含むことができる。仕事例で、ネットワーク５２０は、図１のネットワーク
１３０の一実施例になることができる。
【００３６】
　図６ａ、図６ｂ及び図６ｃは、本発明の実施例によるＣｏＭＰ伝送のためのＣＳＩフィ
ードバックが具現され得るネットワークを示す上位レベル図である。図６ａ、図６ｂ及び
図６ｃに示されたようなネットワークの実施例は、ただ説明のためのものである。他の実
施例は、本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。
【００３７】
　図６ａは、イントラサイトＣｏＭＰを有する同種の無線通信ネットワーク６００を示す
。実質的に多様な形状を有することができるが説明の便宜のために６角形で図６ａに簡略
に示された、各セルまたはカバレージ領域６０２は、また、以下で、３ＧＰＰ（３ｒｄ　
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）によって知られたＬ
ＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）ファミリの標準のためのｅＮＢと称さ
れ得る。各ｅＮＢ　６０４は、メモリに通信可能に連結され、送信機と受信機を通じて少
なくとも１つのアンテナを利用して無線信号の送信及び受信のための送受信機と連結され
る、プログラム可能なプロセッサのような、制御システムを含むことができる。各ｅＮＢ
　６０４の制御システムは、対応するカバレージ領域６０２内への移動局からの、フィー
ドバックのような、特定形式の通信をスケジューリングできる。ｅＮＢ　６０４は、その
ような通信のＣｏＭＰ伝送が行われるようにこの技術分野で知られたものによって相互間
に通信する状態である。
【００３８】
　カバレージ領域６０２に位置する（または通過する）複数のＵＥ（または“移動局”）
は、ｅＮＢ　６０４から無線信号を受信し、ｅＮＢ　１０４を経た無線信号によってデー
タを伝送する、ｅＮＢ　６０４によってサービスされ、時には、同時に１つ以上のｅＮＢ
　１０４によってサービスされ得る。各ＵＥは、メモリに通信可能に連結され、送信機と
受信機を通じて少なくとも１つのアンテナを利用して無線信号の送信及び受信のための送
受信機と連結される、プログラム可能なプロセッサのような、制御システムを含むことが
できる。この技術分野でよく知られたように、ｅＮＢ　６０４及びＵＥは、通信チャネル
を含む定義された周波数及び時間領域上で伝送されるＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを利用し
て通信する。通信チャネルの周波数は、バンド及びサブバンドと、リソース要素（ＲＥ：
ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）と称される１つの時間期間のための個別キャリア周
波数（またはキャリア周波数のセット）に分割される。ＵＥの制御システムは、互いに異
なるバンドまたはサブバンド上のｅＮＢ　６０４からの無線信号の品質を測定し、ワイド
バンド（サブバンドのグループ）またはサブバンドを基礎でｅＮＢ　６０４にフィードバ
ックのために多様な知られたチャネル情報を生成するように構成される。
【００３９】
　図６ｂは、それぞれがカバレージ領域６１２を有する１つのｅＮＢ　６０４と複数の高
伝送電力ＲＲＨ　６１４を有する同種の無線通信ネットワーク６１０を示す。ＲＲＨ　６
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１４それぞれは、制御システム、メモリ、及び伝送／受信ザブシステムを含むｅＮＢ　６
０４と類似の構造を有する。ＲＲＨ　６１４は、光ファイバ６１６によってｅＮＢ　６０
４と連結される。　図６ｃは、それぞれが全方向のアンテナとカバレージ領域６２２を有
する、複数の低伝送電力ＲＲＨ　６２４及びカバレージ領域６２０を有する１つのｅＮＢ
　６０４を含む無線通信ネットワーク６２０を示す。ＲＲＨ　６１４のように、ＲＲＨ　
６２４それぞれは、制御システム、メモリ、及び伝送／受信ザブシステムを含むｅＮＢ　
６０４と類似の構造を有する。ＲＲＨ　６２４は、光ファイバ６１６によってｅＮＢ　６
０４と連結される。
【００４０】
　図６ａ～図６ｃに示すすべての３個の無線通信ネットワークのうち図６ａを代表的に利
用すれば、１つのカバレージ領域６０２ａに位置するＵＥは、隣接するカバレージ領域６
０２ｂ内に位置する他のｅＮＢ　６０４ｂからそしてカバー地理領域内のｅＮＢ　６０４
ａから無線信号を受信することができる。２個のｅＮＢ　６０４ａ、６０５ｂからのこれ
ら無線信号は、データ再伝送要求によって無線通信の効率を減少させて、時々相互間に干
渉になることができる。ｅＮＢ　６０４によるＣｏＭＰ伝送は、他のもののうち、そのよ
うな干渉の発生程度を減少させて、通信効率を増加させる。図６ａでカバレージ領域６０
４ａは、本文献の論議で関心である“協同領域（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ａｒｅａ）
”である。
【００４１】
　前述した背景に説明された互いに異なるＣｏＭＰ伝送スキームとともに、ネットワーク
は、スケジューリングを最適化するためにＵＥによって支援されるチャネル品質指示子（
ＣＱＩ：ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、プレコーディングマ
トリックス指示子（ＰＭＩ：ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
及びランク指示子（ＲＩ：ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を知ることが必要である。フ
ィードバック定義及び測定は、ＬＴＥリリース８～リリース１０に対して単一セル伝送の
ために定義される。個別ＣｏＭＰスキーム性能は、また、ＣｏＭＰスキームで使用される
ＴＰ；１つ以上の伝送ＴＰのそれぞれに適用されるプレコーディング；ブランキングまた
は伝送しないＴＰ；及び個別ＣＱＩの測定のために構成され得る干渉測定リソース；のよ
うな他のパラメータによって特徴され得る。
【００４２】
　ＣＳＩレファレンス信号（ＲＳ：ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）は、ＵＥによる
チャネル測定を可能にする。ＵＥ特定ＣＳＩ－ＲＳ構成は、１）非－ゼロ電力ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース；及び２）１つ以上のゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースを含む。典型的に、非－
ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースは、サービングセルのアンテナ要素／ポートに対応する。
一般的にｍｕｔｅｄＣＳＩ－ＲＳと称されるゼロパワーＣＳＩ－ＲＳは、他のセルのＣＳ
Ｉ－ＲＳリソースを保護するために使用される。そして、ＵＥは、これらリソースとレー
トマッチング（デコーディング／復調のためにスキップ）をする。ＣＳＩ－ＲＳの追加的
な構成詳細事項は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１、特にセクション６．１０．５及び７
．２．５．に特定される。
【００４３】
　ＣｏＭＰ伝送を支援するために、ネットワークは、多重伝送ポイントまたはセルに対応
するフィードバックを必要とする。その結果、ネットワークは、それぞれＴＰまたはＣＳ
Ｉプロセスに典型的に対応する多重ＣＳＩ－ＲＳリソースを設定することができる。異な
るように言及されない限り、“ＣＳＩリソース”、“ＴＰ”及び“ＣＳＩプロセス”とい
う用語は、相互交換的に使用され得る。ＣＳＩ－ＲＳリソース構成に対する追加詳細事項
及び各ＣＳＩ－ＲＳリソースのための構成可能パラメータは、多重非－ゼロ電力ＣＳＩ－
ＲＳリソースの構成がスクランブリング初期化を誘導するためにＡｎｔｅｎｎａＰｏｒｔ
ｓＣｏｕｎｔ、ＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ、ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ、Ｐｃ、
及びパラメータＸを少なくとも具備することを含むことができる。
【００４４】
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【数１】

【００４５】
　Ｘは、０～５０３の範囲を有し、仮想セル識別子に翻訳され得る。リリース１０で、Ｘ
は、サービングセルのＰＣＩになる。これらパラメータは、ＣＳＩ－ＲＳリソース別に構
成される。一部のパラメータは、１つのＣＳＩ－ＲＳリソースで多重ＴＰに対応する結合
ＣＳＩフィードバックによるコヒラント（ｃｏｈｅｒｅｎｔ）共同伝送を支援する決定を
考慮するＣＳＩ－ＲＳポート別に構成され得る。ＣＳＩ－ＲＳリソースが個別ＴＰのチャ
ネルをキャプチャするとき、干渉測定は、また、ＣｏＭＰスキームによる。リリース８－
１０で、セル特定レファレンス信号（ＣＲＳ：ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）自体である単一干渉測定リソースが使用される。ＣＲＳ上で干
渉測定は、セルの外部のすべての干渉をキャプチャする。
【００４６】
　ＣｏＭＰのために、１つ以上の干渉測定リソースは、仮想のＣｏＭＰスキームに対する
干渉を捕捉するように定義され得る。少なくとも１つの干渉測定リソース（ＩＭＲ：Ｉｎ
ｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ）（またＣＳＩ－干
渉測定リソースまたはＣＳＩ－ＩＭ（ＣＳＩ－ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ）リソースと称される）は、リリース１１ＵＥのために構成され得る。ただ１
つ以上のＩＭＲの最大値は、リリース１１ＵＥのために構成され得る。各ＩＭＲは、リリ
ース１０ＣＳＩ－ＲＳリソースで構成され得る、ただＲＥで構成され得る。
【００４７】
　ＣｏＭＰの支援のために、新しいＣＳＩ－ＲＳ構成は、本発明の多様な実施例によって
本文献で説明されるような上位階層によって定義され、シグナリングされる。リリース１
０、より詳細に、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１で、ＣＳＩ－ＲＳ構成は、次のようにシ
グナリングされる。ここで、単一非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ及びそのパラメータが現われ
、一方、多重ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ構成は、ビットマップを利用して現われる。
【００４８】
　ＣｏＭＰのために支援される１つ以上の干渉測定リソースとともに、ＣＳＩ測定は、Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソース及びＩＭＲまたはＣＳＩ－ＩＭリソース両方に基づく。結果的に、本
発明の実施例は、フィードバックのためにＣＳＩ構成を定義する。
【００４９】
多様な実施例において、ＵＥが多重ＩＭＲリソースで構成されれば、それぞれが関連した
ペア（ＣＳＩ－ＲＳリソースインデックス、ＩＭＲリソースインデックス）を有する、下
記の表１に示されたように定義され得る。各ＣＳＩ構成は、個別ＴＰまたはＣＳＩプロセ
スのためのものになることができる。
【００５０】

【表１】

【００５１】
　一部の実施例において、ＩＭＲリソースインデックスは、４伝送ＣＳＩ－ＲＳパターン
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（例えば、表３６．２１１の６．１０．５．２－１から４ＣＳＩ－ＲＳコラムのような）
に基づくリリース１０で制御電力ＣＳＩ－ＲＳのために使用される現在定義された１６Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソース構成のうち１つに基づく。例示的なインストラクション（複数のイン
ストラクション）は、次の通りである。
　　ASN1START
　　CSI-Config-r11 ::= SEQUENCE {
　　csi-RS-r11 CHOICE {
　　release NULL,
　　setup SEQUENCE {
　　antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8},
　　resourceConfig-r11 INTEGER (0..31),
　　subframeConfig-r11 INTEGER (0..154),
　　p-C-r11 INTEGER (-8..15)
　　IMR-resourceConfigr-r11 INTEGER (0..15)
　　IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
　　}
　　} OPTIONAL, -- Need ON
　　}
　　ASN1STOP 
【００５２】
　他の実施例において、アンテナポートカウントは、任意の１または２、４、８伝送パタ
ーンの構成を許容するように追加的に現われる。例示的なインストラクション（複数のイ
ンストラクション）は、次のようになることができる。
　　ASN1START
　　CSI-Config-r11 ::= SEQUENCE {
　　csi-RS-r11 CHOICE {
　　release NULL,
　　setup SEQUENCE {
　　antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8},
　　resourceConfig-r11 INTEGER (0..31),
　　subframeConfig-r11 INTEGER (0..154),
　　p-C-r11 INTEGER (-8..15)
　　IMR-antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8}
　　IMR-resourceConfigr-r11 INTEGER (0..15)
　　IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
　　}
　　} OPTIONAL, -- Need ON
　　}
　　ASN1STOP
【００５３】
　他の実施例において、アンテナポートカウントを指示すること代わりに、アンテナポー
トカウントは、任意の１または２、４、８伝送パターンの構成が結合ビットフィールド、
すなわち、単一ビットフィールドを利用して３２（１または２Ｔｘ）＋１６（４Ｔｘ）＋
８（８Ｔｘ）＝５６パターン全体を示すように許容することができる。例示的なインスト
ラクション（複数のインストラクション）は、次のようになることができる。
　　ASN1START
　　CSI-Config-r11 ::= SEQUENCE {
　　csi-RS-r11 CHOICE {
　　release NULL,
　　setup SEQUENCE {
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　　antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8},
　　resourceConfig-r11 INTEGER (0..31),
　　subframeConfig-r11 INTEGER (0..154),
　　p-C-r10 INTEGER (-8..15)
　　IMR-resourceConfigr-r11 INTEGER (0..56)
　　IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
　　}
　　} OPTIONAL, -- Need ON
　　}
　　-- ASN1STOP 
そのような多重ＣＳＩ構成は、ＣＳＩフィードバック目的にＵＥに対して定義され得る。
【００５４】
　任意の実施例において、単一ＩＭＲリソースが構成され得る。一方、多重ＣＳＩ－ＲＳ
リソースが個別的に構成されてもよい。この場合において、各ＣＳＩ－ＲＳ構成は、下記
のシュド－コードセグメントによって示されたような少なくとも共通ＩＭＲリソース及び
関連したＣＳＩ－ＲＳリソースによって定義され得る。
　　IMR-CSI-RS-r11 CHOICE {
　　release NULL,
　　setup SEQUENCE {
　　IMRResourceConfig-r11 INTEGER (0..15)
　　IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
　　}
　　}
【００５５】
　構成（１、２、４、８Ｔｘ）パターンの全体セットは、下記の２個のシュドコードセグ
メントに示されたようなａｎｔｅｎｎａｐｏｒｔｓｃｏｕｎｔパラメータまたは結合ＩＭ
Ｒｒｅｓｏｕｒｃｅｃｏｎｆｉｇパラメータを利用することができる。
　　IMR-CSI-RS-r11 CHOICE {
　　release NULL,
　　setup SEQUENCE {
　　IMR-antennaPortsCount-r11 ENUMERATED {an1, an2, an4, an8},
　　IMRResourceConfig-r11 INTEGER (0..15)
　　IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
　　}
　　}
　　IMR-CSI-RS-r11 CHOICE {
　　release NULL,
　　setup SEQUENCE {
　　IMRResourceConfig-r11 INTEGER (0..56)
　　IMRSubframeConfig-r11 INTEGER (0..154)
　　}
　　}
【００５６】
　任意の実施例において、１つ以上のＩＭＲリソースは、前述した定義を利用して構成さ
れ得る。一部の実施例において、ＩＭＲリソースのリストは、“ＩＭＲ－ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅＣｏｎｆｉｇｒ－ｒ１１　ＩＮＴＥＧＥＲ（０．。Ｘ）”を“ＩＭＲ－ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅＣｏｎｆｉｇｒ－ｒ１１　ＢＩＴ　ＳＴＲＩＮＧ（ＳＩＺＥ（１６））への交替を利用
する単一フィールドを利用して設定され得る。
【００５７】
　任意の実施例において、干渉測定推定は、少なくとも１つのＩＭＲリソース及び少なく
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とも１つの非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースを基盤とすることができる。このような場
合、ＵＥは、対応するＲＥの受信信号電力コントリビューション（ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉ
ｏｎ）の合算または平均によってＩＭＲリソース上で干渉が測定される。非－ゼロ電力Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソースから干渉測定コンポネントを誘導するために、ＵＥは、チャネル推定
を行い、非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースに対応するＣＳＩ－ＲＳポートの電力の合算
または平均に基づいて干渉電力を誘導する。
【００５８】
　下記の表２は、前述した例で構成されたようなＩＭＲリソースＹを有する例を示す。そ
のようなＣＳＩ構成は、周期的なそして非周期的なフィードバックモードのために他に構
成され得る。
【００５９】
【表２】

【００６０】
　使用される非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ（Ｚ１、Ｚ２）リソースは、ＵＥによって前述し
た表２と同じように、明示的に構成されるか、または、フィードバックモードに基づいて
暗黙的に知られることができる。暗黙的な構成の一例において、干渉測定に利用される非
－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソース（構成１のためのＺ１）は、そのＵＥのために構成され
る非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳの一部または全部を含むことができる。他の例において、Ｃ
ＳＩ構成のために干渉測定に使用される非－ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳリソースは、暗黙的
に対応するＣＳＩ－ＲＳリソースインデックス（構成１のためのＸ１）に基づく。そのよ
うな方法の例は、干渉測定のために使用される非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソース（Ｚ１
）がＸ１を除いたＵＥのためのすべての構成されたＣＳＩ－ＲＳリソースである。他の例
において、干渉測定のために使用される非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソース（Ｚ１）は、
ＵＥ（すなわち、Ｘ１、Ｘ２）のためのＣＳＩ構成に対応するものを除いたＵＥのために
構成されるすべてのＣＳＩ－ＲＳリソースである。例えば、（Ｘ１、Ｘ２）は、レポーテ
ィングセットとして考慮され得る。一方、Ｘ１は、ＣＳＩ目的のための伝送セットとして
考慮され得る。
【００６１】
　多様な実施例において、ＰＤＳＣＨは、構成されたＩＭＲリソースに対応するＲＥにマ
ッピングされない。ＲＥに対するＰＤＳＣＨマッピングのための規則は、セクション６．
３．５　ｏｆ　３６．２１１でその概要が説明される。
【００６２】
　本発明の任意の実施例は、物理チャネルの伝送のために使用されるアンテナポートのそ
れぞれのために、複素値シンボル
【００６３】
【数２】

【００６４】
のブロックは、セクション５．２で特定された下向きリンク電力割り当てに従い、ＲＥ（
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k，l）に対してy(p)(O)から始まるシーケンスにマッピングされ、これは、他の基準のう
ち、ＩＭＲレファレンス信号の伝送のために使用せず、下向きリンク伝送と関連したＤＣ
Ｉは、Ｃ－ＲＮＴＩまたは半永久的Ｃ－ＲＮＴを使用し、そして、サブフレームの第１ス
ロットでインデックスｌは、l≧lDataStartに従う。ここで、lDataStartは、参照４のセ
クション７．１．６．４によって与えられる。
【００６５】
　ＣＳＩ及びＩＭＲ（またはＣＳＩ－ＩＭリソース）構成に追加に、本発明の実施例は、
また、ＣＱＩ定義を提供する。一実施例において、ＣＱＩ定義は、次のように修正される
。ＣＳＩＲＳで、ＵＥは、ＣＱＩインデックス、そしてもし構成されれば、ＰＭＩ及びＲ
Ｉを誘導するために次のように仮定する：初めて３ＯＦＤＭシンボルは、制御シグナリン
グで収容される；主または副同期信号またはＰＢＣＨによって使用されるどんなＲＥもな
い；非（ｎｏｎ）－ＭＢＳＦＮサブフレームのＣＰ長さ；リダンダンシーバージョン０；
もし、ＣＳＩ－ＲＳがチャネル測定のために使用されれば、ＣＳＩ－ＲＳ　ＥＰＲＥに対
するＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥの比率は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３のセクション７．２
．５に与えられた通りである。追加に、ＬＴＥ、ＣＳＩレポーティングに対するＣｏＭＰ
支援を可能に定義される新しい伝送モードである、伝送モードｘのために、ＣＲＳＲＥは
、非（ｎｏｎ）－ＭＢＳＦＮサブフレームと同じである；そして、もし、ＵＥがＰＭＩ／
ＲＩレポーティングのために構成されれば、ＵＥ特定ＲＳオーバーヘッドは、最も最近報
告されたランクと一貫的に維持される；そして、ｖ階層のためのアンテナポート｛７．．
．６＋ｖ｝上のＰＤＳＣＨ信号は、次のように与えられる、ＣＳＩ－ＲＳリソースのアン
テナポート｛｝上で伝送される対応するシンボルと同値である信号を発生させる。
【００６６】
【数３】

【００６７】
　アンテナポート｛a1…aP｝上で伝送される対応するＰＤＳＣＨ信号は、３ＧＰＰ　ＴＳ
　３６．２１３のセクション７．２．５に与えられた比率と同一のＣＳＩ－ＲＳ　ＥＰＲ
Ｅに対するＥＰＲＥの比率を有する。干渉測定に基づくＩＭＲがＵＥのために構成されれ
ば、推定された干渉は（すなわち、ＣＳＩ要請または上位階層構成と関連した）ＣＱＩ測
定のために構成された１つ以上の非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソース及びＩＭＲリソース
上で観測された干渉の和であり、ここで、個別コントリビューションは、次のように得ら
れる：非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースに基づく干渉測定のために、干渉は、ＣＳＩ－
ＲＳリソースのＣＳＩ－ＲＳアンテナポートに対応するＲＳに対する［平均］受信電力に
基づく；そして、ＩＭＲリソースに基づく干渉測定のために、干渉測定は、ＩＭＲリソー
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スに対応するＲＥ上で観測された全体電力（または平均電力）である。さらに、ＣＳＩＲ
Ｓで、ＵＥは、ＣＱＩインデックスそしてもし構成されれば、ＰＭＩ及びＲＩを誘導する
ために次のように仮定する：ＣＳＩ－ＲＳ及びゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ及びＩＭＲリソース
のために割り当てられたＲＥはない；どんなＰＲＳのために割り当てられたＲＥもない；
そして、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３の表７．２．３－０によって与えられたＰＤＳＣ
Ｈ伝送スキームは、ＵＥのために現在構成された伝送モード（これは、デフォルトモード
になることができる）による。
【００６８】
　任意の実施例において、干渉測定は、ＩＭＲリソースが上位階層によって構成されると
きにのみ行われる。このような場合、ＣＱＩ定義で干渉測定のための条件は、少なくとも
１つのＩＭＲリソースがＵＥのための上位階層によって構成されるもののように修正され
得る。
【００６９】
　任意の実施例において、周期的なフィードバックモードまたは非周期的なＣＳＩ要請の
一部に要請されるＣＱＩに対応するＣＳＩ構成が構成されたＩＭＲリソースを有する場合
、干渉測定は、少なくとも１つのＩＭＲリソースが周期的なＣＳＩ構成または非周期的な
ＣＳＩ要請の一部で構成されるか否かの条件によって定義され得る。
【００７０】
　非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソースに基づく干渉測定が支援されなければ、ＣＱＩ定義
でテキストは、ＩＭＲ基盤干渉測定がＵＥのために構成されるもののように修正され得、
推定された干渉は、ＩＭＲリソースに基づく。ここで、干渉は、ＩＭＲリソースに対応す
るＲＥ上で観測される全体電力（または平均電力）である。先立って概要が説明された同
一のまたは類似の修正がＩＭＲ基盤干渉推定をトリガーするための条件に対してこの場合
と同様に適用され得る。
【００７１】
　多重ＣＳＩ及び／またはＩＭＲ構成のための前述した定義によって、本発明の実施例は
、ＰＵＣＣＨに基づく周期的なフィードバックモードを提供する。周期的なフィードバッ
クモードは、ＰＵＣＣＨチャネル上で上向きリンク制御情報の半永久的構成に基づく。こ
れらフィードバックモードは、任意の周期性及びオフセットを有するように構成される。
支援されるフィードバックモード、個別レポート形式及びタイミング構成（周期性、オフ
セット）は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３表７．２．２－１に要約されている。追加に
、明らかな周期及びオフセットを有する多様なＣＱＩ／ＰＭＩ及びＲＩレポーティング形
式が３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３表７．２．２－３に与えられたようなＰＵＣＣＨＣＳ
Ｉレポーティングモードのために支援される。
【００７２】
　各サービングセルのために、ＣＱＩ／ＰＭＩレポーティングのための周期的なNpd（サ
ブフレームで）及びオフセットNOFFSET,CQI（サブフレームで）は、時間分割二重化（Ｔ
ＤＤ：ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）のための３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２
１３表７．２．２－１Ｃ及び周波数分割二重化（ＦＤＤ：ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）のための３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３表７．２．２－１Ａに
与えられたパラメータｃｑｉ－ｐｍｉ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘ（ICQI/PMI Ｉ）に基づ
いて決定される。ＲＩレポーティングのために周期的なMRI及び関連したオフセットNOFFS
ET,RI は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３表７．２．２－１Ｂに与えられたパラメータｒ
ｉ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘ（IRI）に基づいて決定される。ｃｑｉ－ｐｍｉ－Ｃｏｎｆ
ｉｇＩｎｄｅｘ及びｒｉ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘ両方は、上位階層シグナリングによっ
て構成される。ＲＩ NOFFSET,RIのための関連したレポーティングオフセットは、セット{
0,-1,…,-(Npd-1)}から値が取られる。ＵＥが１つ以上のＣＳＩサブフレームセットのた
めにレポーティングすれば、パラメータｃｑｉ－ｐｍｉ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘ及びｒ
ｉ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘそれぞれは、サブフレームセット１のための関連したレポー
ティングオフセットそしてＣＱＩ／ＰＭＩ及びＲＩ周期に対応し、ｃｑｉ－ｐｍｉ－Ｃｏ
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ｎｆｉｇＩｎｄｅｘ２及びｒｉ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘ２それぞれは、サブフレームセ
ット２のための関連したレポーティングオフセットそしてＣＱＩ／ＰＭＩ及びＲＩ周期の
に対応する。
【００７３】
　例として、ワイドバンドＣＱＩ／ＰＭＩレポーティングタイミングは、構成されたタイ
ミングパラメータに基づいて次のように定義される。類似の定義が異なるレポート形式の
ために３６．２１３で定義される。ワイドバンドＣＱＩ／ＰＭＩレポーティングが構成さ
れる場合において、ワイドバンドＣＱＩ／ＰＭＩのためのレポーティングインスタンスは
、次を満足するサブフレームである。
【００７４】
【数４】

【００７５】
　ＣｏＭＰ伝送を支援するために、本発明の実施例は、１つ以上のＣＳＩ－ＲＳ構成（リ
ソース、ＣＳＩプロセスまたはＴＰ）に対応するフィードバックを設定し、この目的のた
めの新しいフィードバックモードを定義する。本文献に使用されたように、ＣＳＩ構成は
、（ＣＳＩ－ＲＳリソース、ＩＭＲリソース）ペアを意味する。しかし、単一ＩＭＲリソ
ースとともに、ＣＳＩ構成は、ＣＳＩ－ＲＳリソースによって単純に交替され得る。
【００７６】
　一実施例において、多重ＣＳＩ構成のための独立周期ＰＵＣＣＨが提供される。この実
施例において、周期的なフィードバックモードパラメータは、２以上のＣＳＩ構成のため
に独立的に設定される。この実施例は、例えば、どんなインタＣＳＩ－ＲＳフィードバッ
クが必要ではないとき、適合である。インタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバックは、１
つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソースの測定に依存するフィードバックである。インタＣＳＩ－
ＲＳリソースフィードバックの追加的な例が以下で説明される。
【００７７】
　２以上の周期的なレポートが構成されるとき、選択されたタイミングパラメータは、任
意のレポートの衝突が起きることができる。そのような衝突は、スケジューラによるパラ
メータの適切な選択によって時に避けることができることができるが、スケジューリング
柔軟性イシューによって常時避けることができるものではない。本発明の実施例は、その
ような衝突を処理するための他の方法を提供する。以下に説明される方法及び実施例も、
多重コンポネントキャリアのための２以上の周期的なＣＳＩレポーティングが同一のサブ
フレームでスケジューリングされるとき、多重コンポネントキャリアで構成されたＵＥに
適用され得る。
【００７８】
　任意の実施例において、レポートのうちただ１つが伝送され、残りのレポートが中断（
ｄｒｏｐ）されることができる（すなわち、伝送されない）。このような状況において、
中断規則が定義され、これは、ＵＥ及びｅＮＢ両方に対して明確である。任意の実施例に
おいて、互いに異なるＣＳＩ－ＲＳリソースのための２個のＰＵＣＣＨレポート間の衝突
の場合で、ＵＥは、レポート形式に基づいてフィードバックを中断することができる。任
意の実施例において、伝送されるレポートは、レポート形式に基づいて選択される。例え
ば、ＲＩレポートは、他のＣＱＩ／ＰＭＩレポートよりさらに有用に考慮され得、ワイド
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バンドＣＱＩ／ＰＭＩレポートは、サブバンドＣＱＩ／ＰＭＩレポートより優先的に処理
され得る。そのような場合において、優先順位は、各レポートに対して定義される。例え
ば、レポーティング形式３、５または６は、レポーティング形式１、１ａ、２、２ａ、２
ｂ、２ｃ、または４に先立って上位優先順位を有することができる。したがって、第１Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソースのためのレポート形式が形式３であり、第２ＣＳＩ－ＲＳリソースの
ためのレポート形式が形式１なら、第１ＣＳＩ－ＲＳリソースに対応するレポートは伝送
されるように優先的に処理される。
【００７９】
　任意の実施例において、互いに異なるＣＳＩ－ＲＳリソースのための２個のＰＵＣＣＨ
レポートの間の衝突の場合で、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳ伝送に基づくフィードバックを中断
することができる。先立って論議されたように、各ＣＳＩ－ＲＳリソースは、対応するＣ
ＳＩ－ＲＳが伝送されるとき、周期及びタイミングオフセットによってパラメータ化され
た固有なサブフレーム構成を有する。１つの方法において、互いに異なるＣＳＩ－ＲＳリ
ソースに対応するレポートは、対応するリソースの速いＣＳＩ－ＲＳ伝送を有するタイミ
ング関係に基づいて優先的に処理される。他の方法において、最も最近ＣＳＩ－ＲＳを伝
送したＣＳＩ－ＲＳリソースに対応するレポートが優先的に処理される。これは、対応す
るＣＳＩが（ＣＳＩの時間変化を考慮すれば）さらに有用だからである。
【００８０】
　任意の実施例において、互いに異なるＣＳＩ－ＲＳリソースのために２個のＰＵＣＣＨ
レポートの間の衝突の場合において、ＵＥは、最適の性能を有するＣＳＩ－ＲＳに基づく
フィードバックを中断することができる。一実施例において、ＣＳＩ－ＲＳリソースに対
応するレポートは、ＣＳＩ－ＲＳリソースに対して貢献する性能を基盤として優先的に処
理される。１つの方法において、優先順位は、ＣＱＩ（ワイドバンドまたはサブバンド）
に基礎することができる。ネットワークは、現在ＣＱＩを認識することができないので、
１つの方法において、選択されたＣＳＩ－ＲＳリソースのインデックスがレポートされる
。他の方法において、追加レポーティングを避けるために、優先順位は、各レポートのう
ち最も最近レポートされたワイドバンドＣＱＩに基礎することができる。他の方法におい
て、他のフィードバックパラメータも、性能マトリックスのようにＲＩのように使用され
得る。他の方法において、レポーティングのためのＣＳＩ－ＲＳの選択がＲＳＲＰ形式マ
トリックスがＣＳＩ－ＲＳ構成と関連することができれば、対応するＲＳＲＰまたはＲＳ
ＲＱに基礎することができる。そのようなＲＳＲＰは、ＵＥによって個別的に報告され得
、ｅＮＢに知られる。任意の実施例において、互いに異なるＣＳＩ－ＲＳリソースのため
の２ＰＵＣＣＨレポートの間の衝突の場合において、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳリソースイン
デックスに基礎するフィードバックを中断する。１つの方法において、ＣＳＩ－ＲＳリソ
ースに対応するレポートの優先順位は、単純にＣＳＩ－ＲＳリソースインデックスに基礎
することができる。多重ＣＳＩ－ＲＳリソースは、ＲＲＣ（上位階層）シグナリングによ
って構成され、かくして、ＣＳＩ－ＲＳリソースのそれぞれに対して（シグナリングドエ
ン手順からの）インデックスと暗黙的に連関される。これは、ネットワークがネットワー
ク構成によってＣＳＩ－ＲＳリソースをまず処理するようにする。そのような優先順位／
インデクシングは、対応するＣＳＩ－ＲＳリソースのためにネットワークによって測定さ
れた信号強度及び／またはスケジューリング側面によって影響を受けることができる。
【００８１】
　任意の実施例において、互いに異なるＣＳＩ－ＲＳリソースのための２ＰＵＣＣＨレポ
ートの間の衝突の場合に、ＵＥは、レポーティングモードパラメータに基づくフィードバ
ックを中断する。１つの方法において、レポートの優先順位は、周期及びオフセット（Ｎ
ｐｄ、Ｎｏｆｆｓｅｔ）のようなフィードバックモード設定パラメータに基礎する。
【００８２】
　任意の実施例において、２以上のＣＳＩ－ＲＳ対応する多重ＣＳＩレポートが衝突する
とき、すべてのＣＳＩレポートは、多重化されて一緒に伝送される。他の試みが多重化の
ために使用され得る。例えば、レポートは、ＰＵＣＣＨフォーマット３に基づいて多重化
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され得る。個別レポートが異なるＰＵＣＣＨフォーマットに基づいて伝送されても、衝突
のイベントで、多重レポートが２２ビットより同じかまたは小さいビットを支援すること
ができる、上位容量ＰＵＣＣＨチャネルフォーマット３を利用して、単一レポートに多重
化される。１つの方法において、３個以上のレポートが衝突するとき、レポートのうち２
個が多重化され、残りのレポートは中断される。多重化されたレポート及び中断されたレ
ポートを選択するための優先順位は、先立って論議された１つ以上の中断規則に従うこと
ができる。他の方法において、多重化されたレポートの数は、それらがＰＵＣＣＨフォー
マット３のフォーマットサイズによって支援され得るものである。例えば、３ＲＩレポー
ト（それぞれ≦３ビット）は、単一ＰＵＣＣＨフォーマット３レポートに収容され得る。
１つの方法において、ＰＵＣＣＨフォーマット３を利用して多重化するかあるいは（１つ
を除いた）レポートをドロップするか否かは、ＵＥに対するリンク状態に基礎する。１つ
の方法において、ＰＵＣＣＨフォーマット３を利用して多重化するかあるいは（１つを除
いた）レポートをドロップするか否かは、上位階層によって構成され得る。
【００８３】
　他の実施例において、レポートが多重化されるか否かは、上向きリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ：ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）に対し
て条件化され得る。ネットワークは、衝突のイベントで動作を制御することができる。１
つの方法において、ＰＵＳＣＨリソースは、そのサブフレームで上向きリンク制御情報（
ＵＣＩ：ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）（またはＳＣＩ）上
で伝送のためのＵＥに対してスケジューリングされ得る。そのようなＰＵＳＣＨリソース
のための上向きリンクグラントが検出されれば、ＵＥは、（ＰＵＣＣＨより高い容量を有
する）ＰＵＳＣＨ上に多重化されたレポートを伝送する。ＰＵＳＣＨリソースのためのグ
ラントが検出されなければ、ＵＥは、例えば、先立って論議された中断規則に従って、１
つ以上のレポートを単純に中断する。より一般的に、多重化／中断動作は、ＰＵＳＣＨリ
ソースのサイズ及び構成に基礎することができる（例えば、２または３レポートはＰＵＳ
ＣＨリソースサイズ及び／または構成に基づいて多重化され得る）。
【００８４】
　ネットワークが衝突インスタンスを認識することができるので、ネットワークは、また
ＰＵＳＣＨリソースを半永久的に構成することができる。そのような例で、ＰＵＳＣＨリ
ソースが衝突イベントを有するサブフレームで構成されれば、レポートの多重化が使用さ
れ得る。そうではなければ、例えば、先立って論議されたような中断規則に従って、ＣＳ
Ｉ中断が使用され得る。もし、そのような構成されたＰＵＳＣＨリソースのための上向き
リンクグラントがＣＳＩ要請フィールドのための非－ゼロ値を有すれば、ＣＳＩ要請によ
って構成されたような周期的なＣＳＩレポートが伝送され、周期的なＣＳＩが中断される
。そのような構成されたＰＵＳＣＨリソースのための上向きリンクグラントがＣＳＩ要請
フィールドに対して０値を有し、２以上のＣＳＩレポートの衝突イベントにあれば、周期
的なＣＳＩレポートが先立って論議されたように、ＣＳＩレポートを多重化して伝送され
る。１つの方法において、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨの同時伝送が構成されても、周期的
なＣＳＩレポートの場合において、ＣＳＩ及びデータ両方がＰＵＳＣＨ上で多重化される
。一部の場合において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのような、上向きリンク上で他
の制御情報はＣＳＩと衝突され得る。この場合において、中断及び多重化規則はそのよう
なイベントによって追加に修正され得る。１つの方法において、ＵＥが同時にＰＵＣＣＨ
／ＰＵＳＣＨ伝送するように構成され、周期ＰＵＣＣＨＣＳＩレポートの衝突のイベント
があれば、ＣＳＩは、スケジューリングされたＰＵＳＣＨリソース上で伝送され、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫはＡＣＫ／ＮＡＣＫのために構成されたＰＵＣＣＨリソース上で伝送される（
例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂ／３）。ＵＥが同時にＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣ
Ｈ伝送するように構成されず、周期的なＰＵＣＣＨＣＳＩレポートの衝突のイベントがあ
れば、ＣＳＩ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫはスケジューリングされたＰＵＳＣＨ上で伝送される
。
【００８５】
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　他の実施例において、レポートを多重化するか否かは、半永久的に構成されるＰＵＣＣ
Ｈフォーマット３に基礎する。１つの方法において、ネットワークは、ネットワークが衝
突インスタンスを知ることができるので、ＰＵＣＣＨフォーマット３リソースを半永久的
に構成する。そのように構成されたＰＵＣＣＨフォーマット３リソースを利用することが
できれば、ＵＥは、構成されたＰＵＣＣＨフォーマット３でＣＳＩを多重化するか、また
は前述した中断規則に従ってＣＳＩを中断する。
【００８６】
　一部の場合において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのような上向きリンク上での他
の制御情報は、ＣＳＩと衝突することができる。このような場合において、中断及び多重
化規則がそのようなイベントによって追加に修正され得る。１つの方法において、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ（またはＳＲ）がＣＳＩと衝突すれば、１つ以上のＣＳＩは、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋに対する構成されるＰＵＣＣＨ　Ｆｏｒｍａｔ　３を利用してＡＣＫ／ＮＡＣＫと多重
化され得る。他の方法において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（またはＳＲ）がＣＳＩと衝突すれば
、１つ以上のＣＳＩがＣＳＩのために構成されるＰＵＣＣＨフォーマット３を利用してＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫと多重化され得る。この動作は、ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓＡｃｋＮａｃ
ｋＡｎｄＣＱＩの上位階層構成値による。例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＣＳＩは、ｓｉ
ｍｕｌｔａｎｅｏｕｓＡｃｋＮａｃｋＡｎｄＣＱＩ＝＝ＴＲＵＥなら、多重化され得る。
一方、ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓＡｃｋＮａｃｋＡｎｄＣＱＩ＝ＦＡＬＳＥなら、ＣＱＩ
を中断させるとともに、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのために構成されたＰＵＣＣＨフォーマット３
上でただＡＣＫ／ＮＡＣＫが伝送される。他の方法において、ＵＥが同時にＰＵＣＣＨ／
ＰＵＳＣＨ伝送するように構成され、ＰＵＳＣＨがスケジューリングされたサブフレーム
で周期的なＰＵＣＣＨＣＳＩレポートの衝突イベントがあれば、ＣＳＩは、スケジューリ
ングされたＰＵＳＣＨリソース上で伝送され、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの
ために構成されたＰＵＣＣＨリソース上で伝送される。ＵＥが同時にＰＵＣＣＨ／ＰＵＳ
ＣＨ伝送するように構成されず、ＰＵＳＣＨがスケジューリングされたサブフレームで周
期的なＰＵＣＣＨＣＳＩレポートの衝突イベントがあれば、ＣＳＩ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ
はＰＵＳＣＨリソース上で伝送される。
【００８７】
　用語“ＣＳＩ構成”は、少なくとも対応するＣＳＩ－ＲＳリソース及びＩＭＲリソース
を示すために使用される。これは、また、干渉部分のために使用され得る非－ゼロ電力Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソースのような他のパラメータを含むことができる。他の側面で、ＣＳＩレ
ポートは、ＣＳＩ構成及びサービングセルと関連した上向きリンクサブフレームで伝送さ
れるフィードバックレポートであり、レポート形式のうちいずれか１つに属し、ＰＭＩ／
ＣＱＩ／ＲＩのようなフィードバック要素を含む。この文献で、これは、また、与えられ
たサブフレームに衝突するレポートに対応することができる。
【００８８】
　同一のサービングセル及び同一のＣＳＩ構成に対応する２個のＣＳＩレポートが衝突す
れば、単一ＣＳＩレポートは、同一のサービングセルに対する衝突に対して３６．２１３
に定義される次の方法を利用する、形式に基づいて選択される。すなわち、１つのサービ
ングセルのＰＵＣＣＨレポーティング形式３、５または６を有するＣＳＩレポートと、同
一のサービングセルのＰＵＣＣＨレポーティング形式１、１ａ、２、２ａ、２ｂ、２ｃま
たは４を有するＣＳＩレポートの衝突の場合において、ＰＵＣＣＨレポーティング形式（
１、１ａ、２、２ａ、２ｂ、２ｃ、ｏｒ４）を行う後者のＣＳＩレポートは、低い優先順
位を有し、中断される。そのような第１段階が適用され、この実施例で説明された衝突規
則がそれぞれが固有な（サービングセル、ＣＳＩ構成番）を有する、ＣＳＩレポートの衝
突解消に適用されたものと仮定する。下記の実施例において、“ＣＳＩ構成”及び“ＣＳ
Ｉレポート”は、与えられた衝突インスタンスで前述した第１段階解消の理解とともに２
個の間に一対一にマッピングされるので、便宜によって交換的に使用され得る。
【００８９】
　本発明の実施例は、多重ＣＳＩ構成のＣＳＩレポート衝突に対応するＣＳＩパラメータ
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（例えば、ＰＭＩ／ＲＩ／ＣＱＩ）が例えば、オーバーヘッドを減少させるために圧縮さ
れることを含む。一実施例において、以下で追加に説明されるそのような圧縮は、衝突Ｃ
ＳＩレポートのレポート形式が同一の場合にのみ適用され得る。一部の実施例において、
２個の衝突するＣＳＩレポートは、１１ビットより小さく圧縮される。圧縮は、次のよう
な互いに異なる接近方式によって行われることができる：１つの接近方式で、対応するパ
ラメータは、共同にまたは差等して相互間にエンコードされる；他の接近方式で、１つ以
上のパラメータは、ＣＳＩレポートの間に整列される；または、他の接近方式で、ランク
及び／またはＰＭＩは、ＣＳＩレポートの間に同一であることが要求され得る。
【００９０】
　ランクが同一であることが要求される１つの場合で、これは、次を基礎でＵＥによって
決定され得る。最上位測定ＣＱＩを有するＣＳＩ－ＲＳに対応するランク、最下位（また
は最上位）測定ランクを有するＣＳＩ－ＲＳレポートに対応するランク、または、２個の
周期的なレポートの衝突の場合に適用されるＣＳＩレポーティングのためのネットワーク
によって明示的に構成され得る制限されたランクがそれである。
【００９１】
　一実施例において、衝突するＣＳＩレポートの２ＣＳＩ構成が（他のＩＭＲリソース構
成と）同一の関連ＣＳＩ－ＲＳリソースを有すれば、ＰＭＩは、同一であることが要求さ
れる。ＰＭＩは、次を基礎にレポートされることが要求される：最も高く（最も低く）測
定されたＣＱＩを有するＣＳＩ－ＲＳレポートのＰＭＩ、最も高く（最も低く）測定され
たランクを有するＣＳＩ－ＲＳレポートのＰＭＩ、２個の周期的なレポートの衝突の場合
に適用されるＣＳＩレポーティングのためにネットワークによって明示的に構成されるＣ
ＳＩ－ＲＳ構成インデックスまたは優先順位、及び２個の周期的なレポートの衝突の場合
に適用されるＣＳＩレポーティングのためにネットワークによって明示的に構成される関
連したＩＭＲリソースインデックスまたは優先順位がそれである。
【００９２】
　一実施例で、多重の周期的なＣＳＩレポートの衝突の場合に、互いに異なるＣＳＩレポ
ートに対応するフィードバックモードが同一であれば、圧縮が適用される。そうではなく
、フィードバックモードが異なる中断または多重化なら、圧縮が適用されない。一実施例
において、他の処理規則がＣＳＩレポートに対応するＣＳＩ構成に基づいて適用される。
一実施例において、次のような規則が採択される：ＣＳＩ構成が同一のＣＳＩ－ＲＳリソ
ースを有するが、他のＩＭＲリソースを有すれば、ＰＭＩが割り当てられ、ランクは、個
別的にレポートされる；ＣＳＩ構成が同一のＩＭＲリソースを有するが、他のＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソースを有すれば、ランクが割り当てられるが、ＰＭＩが個別的にレポートされる；
そして、ＣＳＩ構成が同一ＩＭＲリソースも有しなく、同一のＣＳＩ－ＲＳリソースも有
しなければ、ランク及びＰＭＩ両方が個別的にレポートされる（すなわち、圧縮されない
）。
【００９３】
　一実施例において、ＣＳＩ構成のための干渉測定は、ＩＭＲリソース及び１つ以上の非
－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳリソース両方を基盤とする。そのような場合に、前述した規則が
次のようにさらに使用される：ＣＳＩ構成が同一のＣＳＩ－ＲＳリソースを有するが、他
のインターフェース測定構成を有すれば、ＰＩＭが割り当てられ、ランクは、個別的にレ
ポートされる；ＣＳＩ構成が同一のインターフェース測定構成を有するが、他のＣＳＩ－
ＲＳリソースを有すれば、ランクが割り当てられ、ＰＭＩは、個別的にレポートされる；
そしてＣＳＩ構成が同一のインターフェース測定構成を有しなく、同一のＣＳＩ－ＲＳリ
ソースも有しなければ、ランク及びＰＭＩ両方は、個別的にレポートされる。－－すなわ
ち、干渉測定構成が少なくともＩＭＲリソース（そして選択的な干渉測定のために構成さ
れた非－ゼロ電力リソース）で示されるように使用される圧縮はない。
【００９４】
　一実施例において、前述した規則それぞれにおいて、前述した３番目の条件が次のよう
に修正される：ＣＳＩ構成が同一の干渉測定構成も有しなく、同一のＣＳＩ－ＲＳリソー
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スも有しなければ、ＣＳＩレポートのうちただ１つ（または２以上の衝突レポートが存在
すれば１つのサブセット）がフィードバックされ、他のものは中断される。
【００９５】
　本発明の実施例は、衝突ＣＳＩレポートが１つのセル（キャリア）に対応し、少なくと
も１つのセルがそれぞれのＣＳＩ構成に対応する、多重ＣＳＩレポートを有する場合を考
慮する。これは、ＵＥが異なるキャリアとともに他のＣＳＩ－ＲＳ構成に対応する多重の
周期的なフィードバックで構成される場合に発生することができる。キャリア結合（ＣＡ
：ｃａｒｒｉｅｒａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）及びＣｏＭＰでレポートの衝突は、そのよう
な場合になることができる。
下記の表３は、３ＣＳＩレポートの衝突を有する例を示す。
【００９６】
【表３】

【００９７】
　下記の実施例で、“ＣＳＩ構成”及び“ＣＳＩレポート”は、与えられた衝突インスタ
ンスで、２個の間に一対一マッピングが存在するので、交換可能に使用され得ることに留
意しなければならない。
【００９８】
　ＣｏＭＰないキャリア結合の形式のための衝突レゾルーション規則及びキャリア結合な
いＣｏＭＰは、ＣＡ及びＣｏＭＰでＣＳＩレポートの衝突のために再使用することができ
るサブ規則に定義される。
【００９９】
　第一に、ＣｏＭＰ形式なしにＣＡのための規則がそれぞれが異なるセルに対応する多重
レポートが存在する時、衝突を解決するために定義される。ただ１つのＣＳＩ構成がセル
当たり構成される。ＣｏＭＰを考慮することは紹介されておらず、リリース－１０ＬＴＥ
のセクション７．２．２は、次のようにＣｏＭＰ形式ないＣＡのための規則を説明する。
ＵＥが１つ以上のサービングセルで構成されれば、ＵＥは、どんな与えられたサブフレー
ムでただ１つのサービングセルのＣＳＩレポートを伝送する。与えられたサブフレームに
対して、１つのサービングセルのＰＵＣＣＨレポーティング形式３、５、６、または２ａ
を有するＣＳＩレポートと他のサービングセルのＰＵＣＣＨレポーティング形式１、１ａ
、２、２ｂ、２ｃ、または４を有するＣＳＩレポートの衝突の場合に、ＰＵＣＣＨレポー
ティング形式（１、１ａ、２、２ｂ、２ｃ、または４）を有する後者のＣＳＩ低い優先順
位を有し、中断される。与えられたサブフレームに対して、１つのサービングセルのＰＵ
ＣＣＨレポーティング形式２、２ｂ、２ｃ、または４を有するＣＳＩレポートと他のサー
ビングセルのＰＵＣＣＨレポーティング形式１または１ａを有するＣＳＩレポートの衝突
の場合に、ＰＵＣＣＨレポーティング形式１または１ａを有する後者のＣＳＩレポートは
、低い優先順位を有し、中断される。
【０１００】
　第二に、それぞれが異なるＣＳＩ構成に対応し、すべて単一サービングセル上にある多
重レポートが存在するとき、ＣＡないＣｏＭＰのための規則は、衝突を解決するために定
義される。同様に、ＣＡないＣｏＭＰを解決するための規則を示すとき、そのような場合
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に適用するこれからのリリースで定義される新しい規則を示す。一部の拡張例は、前述し
た実施例で考慮された。
【０１０１】
　１つの処理方式において、多様な実施例がＣＳＩレポートの衝突を解決するためにＣＡ
に優先順位を付与する。一実施例において、単一ＣＳＩ構成のＣＳＩレポートが各セルか
ら選択される。そのような単一構成の選択は、ＣＡないＣｏＭＰの形式のために前述した
単一セル上で多重ＣＳＩ構成のための中断規則のうち１つを利用することによる。次の段
階で、セルそれぞれから選択されたＣＳＩレポートは、ＣｏＭＰなしにＣＡのために使用
される規則に従って中断されるか、または多重化される。
【０１０２】
　一実施例において、各セルからＣＳＩ構成のＣＳＩレポートは、ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト２ａまたは２ｂに合わせて押出される。次の段階で、セルそれぞれから選択されたＣＳ
Ｉレポートは、ＣｏＭＰないＣＡのために使用される規則に従って中断されるかまたは多
重化される。一実施例において、各セルからＣＳＩ構成のＣＳＩレポートは、ＰＵＣＣＨ
フォーマット２ａまたは２ｂに合わせて圧縮される（すなわち、各セルからＣＳＩレポー
トでＣＳＩビットの数は、１１のようか小さい）。次の段階で、各セルから選択されたＣ
ＳＩレポートは、ＣＡ＋ＣｏＭＰのための最終結果ＣＳＩがＰＵＣＣＨフォーマット３に
合わせて２２ビットのようか小さいビットを有するように中断されるか多重化される。
【０１０３】
　一実施例において、各セルからＣＳＩ構成のＣＳＩレポートは、ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト３に合わせて多重化される。次の段階で、各セルから選択されたＣＳＩレポートは、Ｃ
ｏＭＰないＣＡのために使用される規則に従って中断されるかまたは多重化される。
【０１０４】
　一実施例において、各セルからＣＳＩ構成のＣＳＩレポートは、ＰＵＳＣＨ構成に合わ
せて多重化される。次の段階で、各セルから選択されたＣＳＩレポートは、ＣｏＭＰない
ＣＡのために使用される類似の規則に従って中断されるかまたは多重化される。
【０１０５】
　他の接近方法において、多様な実施例は、ＣＳＩレポートの衝突を解決するためにＣｏ
ＭＰに優先順位を付与する。一実施例において、単一セルが第１段階でセルインデックス
に基づいて優先順位を付与することによって選択される。第２段階で、単一セルの多重Ｃ
ＳＩレポートの衝突処理は、ＣｏＭＰないＣＡのそれに対して類似の規則を適用して行わ
れる。
【０１０６】
　他の接近方法において、ＵＥ動作は、そのような衝突が発生すれば特定されない。すな
わち、これは、ＵＥ具現による。一実施例において、そのような衝突の場合において、デ
フォルトＵＥ動作が特定される。そのようなデフォルト動作の例は、最も低いセルインデ
ックス及び最も低いＣＳＩ構成インデックス（または最も低いＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲ
インデックス）に対応するＣＩＳレポートをフィードバックすることを含む。他のデフォ
ルト動作は、どれもレポーティングしないものである。
【０１０７】
　他の接近方法において、そのような衝突の場合に、ＰＵＳＣＨレポートは、すべてのレ
ポートを含むＵＥによって伝送される。この動作は、ネットワークによって構成されるこ
ともできる。
【０１０８】
　他の接近方式において、多様な実施例は、ＣＳＩレポートの衝突を解決するために他の
ＰＵＣＣＨフォーマットを使用する。ＵＥがキャリア結合（すなわち、多重セル／キャリ
ア）で構成されることを考慮して見よう。
【０１０９】
　すべてのものが単一セルからの多重ＣＳＩレポートの衝突の場合において、ＰＵＣＣＨ
フォーマット３は、単一セルの多重ＣＳＩレポートを多重化するために使用される。ペイ
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ロードがフォーマット３の容量より小さいか、レポートの数が任意の数（すなわち、２）
より大きければ、一部のレポートは、前述した中断規則に従って中断されることができる
。
【０１１０】
　少なくとも１つのセル（ＣＡ＋ＣｏＭＰ場合）のための多重ＣＳＩ構成に対応する２以
上のＣＳＩ－ＲＳレポートを有する、多重セルに対応する多重ＣＳＩレポートの衝突の場
合、第１段階で、それぞれのセルに対応する１つ以上のレポートは、圧縮されるかまたは
多重化されるかまたはＰＵＣＣＨフォーマット２ａ／２ｂレポートサイズで下向き選択さ
れる。その後、次の段階で、ＣｏＭＰないＣＡに対応する中断／多重化規則が使用される
。
【０１１１】
　ＵＥは、ＣＡ（すなわち、多重セル／キャリア）で構成されるイベントで、規則が次の
ような衝突処理のために定義される：すべて単一セルからの多重ＣＳＩレポートの衝突の
場合に、ＰＵＳＣＨは、プライマリーセルの多重ＣＳＩレポートを多重化するために使用
される；他のレポートは、ＰＵＣＣＨ２ａ／２ｂまたは３上で伝送するために下向き選択
／多重化されるか、または完全に中断されることができる。
他の接近方式において、衝突処理は、衝突でプライマリーセルＣＳＩレポートによって変
わることができる。
【０１１２】
　実施例において、プライマリーセルが単一ＣＳＩレポートを有すれば、キャリア結合は
、ＣｏＭＰより優先順位が付与され、既に説明されたＣｏＭＰに先立ってＣＡに優先順位
を付与するための対応する実施例のうち１つが使用される。プライマリーセルが１つ以上
のＣＳＩレポートを有すれば、ＣｏＭＰは、ＣＡに先立って優先順位が付与され、前述し
たＣＡに先立ってＣｏＭＰに優先順位を付与するための対応する実施例のうち１つが使用
される。どんなプライマリーセルレポートもないとき、デフォルト規則が使用され得る。
すなわち、すべての他のレポートを中断することによってただ単一ＣＳＩレポートが選択
されるか、またはどれもレポートしない。
【０１１３】
　他の接近方式において、３以上のＣＳＩレポートは、まず、レポートの形式に基づいて
１つ以上のＣＳＩレポートに対して下向き選択される。次の段階で、ただ単一レポートが
残っていたら、そのレポートが伝送される；２レポートが残っていたら、ＣＡないＣｏＭ
ＰまたはＣｏＭＰないＣＡ衝突処理規則が適用される；そして２以上のレポートが残って
いたら、動作が特定されないか、デフォルト動作が特定されるかまたは前述した１つ以上
の衝突処理規則が使用されるか、または、（残されたＣＳＩレポートの）形式従属動作が
特定される。デフォルト動作は、何もフィードバックしないか、他のものを中断させなが
ら単一レポートをフィードバックするか、他のものを中断させながら最も低いＣＳＩ構成
インデックス及び最も低いセルインデックスのＣＳＩレポートをフィードバックするもの
になることができる。
【０１１４】
　一実施例において、ＣｏＭＰないＣＡの場合に、すなわち、多重セルに対応するＣＳＩ
レポートが衝突するが、セル当たりただ１つの単一ＣＳＩレポートを有するとき、適用す
る衝突解消動作を定義するために第１ＲＲＣ構成が使用される。ＣＡないＣｏＭＰ衝突の
場合に、すなわち、単一セルの多重ＣＩ構成に対応するＣＳＩレポートを有するとき、第
２ＲＲＣ構成が衝突解決動作を定義するために使用される。第３ＲＲＣ構成がＣｏＭＰ及
びＣＡの衝突解決動作のために使用される。ＲＲＣ構成は、例えば、中断または多重化ま
たは圧縮スキームの使用されるか否かが提供され得る１つ以上の構成可能なパラメータで
ある。他の例で、構成可能なパラメータは、他の動作の間のスイッチングのために使用さ
れる臨界値を含むことができる。そのような臨界値は、例えば、ｉ）衝突レポートの数、
ｉｉ）衝突レポートそれぞれでビットの数、ｉｉｉ）衝突レポートでビットの全体数にな
ることができる。他の例として、構成可能なパラメータは、任意上向きリンクフォーマッ
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トが使用されるか否かを示すことができ、これは、ｉ）ＰＵＣＣＨ形式２／２ａ／２ｂ、
ｉｉ）ＰＵＣＣＨ形式３、及び／またはｉｉｉ）ＰＵＳＣＨを含む。
【０１１５】
　一実施例において、ＵＥは、ＣｏＭＰ及びＣＡ衝突、すなわち、多重セルに対応する多
重ＣＳＩレポートの衝突の場合のための衝突規則を第１及び第２ＲＲＣ構成に基づいて、
少なくとも１つのセルのための多重ＣＳＩ構成に対応する２以上のＣＳＩレポートで誘導
する。
【０１１６】
　一実施例において、ＵＥは、ただ第１ＲＲＣ構成に基づくＣｏＭＰ及びＣＡ衝突の場合
のための衝突規則を誘導する。一例において、ＣｏＭＰないＣＡの場合を考慮する第１Ｒ
ＲＣ構成パラメータは、リリース１０規格と同じ中断スキームまたは多重化／圧縮スキー
ム（一部の例は、一部のレポートを中断し、レポートを多重化し、そして前述したレポー
トを圧縮する実施例で発見され得る）が適用されることを示す。
【０１１７】
　ＣｏＭＰ及びＣＡの衝突を解決するために、ＵＥ動作は、第１ＲＲＣ構成パラメータが
中断スキームを示すかまたは多重化／圧縮スキームを示すか否かによって変更される。中
断するもので構成されるとき、ＵＥは、あらかじめ定義された実施例による構成されたセ
ルそれぞれでＣｏＭＰＣＳＩレポートを圧縮／多重化／中断した後、ただ１つのセルのＣ
ＳＩレポートを伝送することができる。（一部の例は、前述したように、一部のレポート
を中断し、レポートを多重化し、そして、レポートを圧縮する実施例で発見され得）、こ
こで、ただ１つのセルのＣＳＩレポートが例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２
ｂで伝達される。この際、多重セルのＣＳＩレポート以外にただ１つのセルのＣＳＩレポ
ートを伝送するＵＥ動作は、例えば、多重セルのための多重ＣＳＩレポートがサブフレー
ムで衝突するとき、実施例１またはリリース１０ＵＥ動作での実施例によって定義され得
る。多重化／圧縮するもので構成されるとき、あらかじめ決定された実施例による構成さ
れるセルそれぞれでＣｏＭＰＣＳＩレポートを圧縮／多重化／中断した後（一部の実施例
は、前述したように、一部のレポートを中断し、レポートを多重化し、そして、レポート
を圧縮する実施例で発見され得る）、ＵＥは、あらかじめ決まった実施例によってＰＵＣ
ＣＨ形式３またはＰＵＳＣＨで伝達するための多重セルのＣＳＩレポートを圧縮／多重化
することができる（一部の実施例は、前述したように、レポートを多重化し、レポートを
圧縮する実施例で発見され得る）。
【０１１８】
　一実施例において、ＵＥは、ただ第３ＲＲＣ構成に基づくＣｏＭＰ及びＣＡ衝突の場合
のための衝突規則を誘導する。
一実施例において、ＵＥは、ＣｏＭＰ及びＣＡ衝突のための衝突規則を誘導するにあたっ
て、第１、第２及び第３ＲＲＣ構成のうち１つ以上を使用する。
【０１１９】
　本発明の実施例は、多重の周期的なレポートの共同構成を含む。多様な実施例において
、インタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバックを伝達する一部レポートの存在で、単一Ｐ
ＵＣＣＨフィードバックモードの設定が好ましい。そのようなインタＣＳＩ－ＲＳリソー
スフィードバックの一部の例は、単一ＲＩフィードバックを含むことができる。例えば、
ネットワークは、フィードバックが要請される２以上のＣＳＩ－ＲＳのための単一ＲＩレ
ポートを要請することができる。ランクのそのような整列は、ネットワークが各ＣＳＩ－
ＲＳリソースフィードバックを基礎にする共同伝送を行うようにする。
【０１２０】
　そのようなインタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバックの他の例が結合ＣＱＩフィード
バックを含むことができる。結合ＣＱＩフィードバックは、１つ以上の伝送ポイント（Ｔ
Ｐ：ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）から共同伝送を仮定するＣＱＩである。そ
のようなインタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバックの他の例は、結合ＰＭＩを含む。結
合ＰＭＩは、１つ以上の伝送ポイントから共同伝送を仮定するＰＭＩである。そのような
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インタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバックの他の例は、インタＴＰフェーズフィードバ
ックを含む。フェーズ整列フェーズフィードバックは、共同伝送のための２ＣＳＩ－ＲＳ
リソース間のフェーズ整列に対応する。
【０１２１】
　一実施例において、フィードバックモードは、下記の表４による２以上のＣＳＩ－ＲＳ
リソース共同フィードバック構成に対して定義される。
【０１２２】
【表４】

【０１２３】
　図７は、本発明の実施例による時間で多重化され得る多重のＣＳＩ－ＲＳリソースに対
応するフィードバックレポーティングを示す。図示の実施例で、独立レポートが多重化さ
れる。（すなわち、独立レポート形式（例えば、各ＣＳＩ－ＲＳリソースと関連したワイ
ドバンドＣＱＩ）は、すべてのＣＳＩ－ＲＳリソースにわたって周期性／オフセットパラ
メータの単一セットで構成される。）結合ＣＱＩのような、新しいレポート形式は、対応
して定義されたタイミングパラメータ（例えば、ＮｄａｇｇｒｅｇａｔｅＣＱＩ、Ｎｏｆ
ｆｓｅｔａｇｇｒｅｇａｔｅＣＱＩ）とともに伝送される。
【０１２４】
　図８は、本発明の実施例による任意のレポート形式のために一緒に構成され得る多重Ｃ
ＳＩリソースのためのフィードバックレポーティングを示す。任意の実施例において、多
重ＣＳＩ－ＲＳリソースのためのレポートは、ワイドバンド／サブバンドＣＱＩまたはワ
イドバンド／サブバンドＰＭＩのような、任意のレポート形式のために一緒に構成される
。さらに、ＣＱＩは、差動エンコードで共同エンコードされ得る。そのような場合におい
て、ＰＵＣＣＨ形式３は、そのような新しいレポート形式の伝送のために使用され得る。
結合ＣＱＩのような、インタＣＳＩ－ＲＳリソースＣＱＩは、それらのタイミングパラメ
ータ（例えば、ＮｄａｇｇｒｅｇａｔｅＣＱＩ、ＮｏｆｆｓｅｔａｇｇｒｅｇａｔｅＣＱ
Ｉ）とともに個別的に構成される。一実施例において、１つ以上のレポート形式（例えば
、結合ＣＱＩ、インタＴＰフェーズ）は、単一モード内で構成可能に作られる。そのよう
な構成は、そのモードのためにＲＲＣ構成によってサブモードパラメータで示される。
【０１２５】
　図９ａ及び図９ｂは、本発明の実施例によるＵＥ自律ＴＰスイッチングで構成される単
一周期ＰＵＣＣＨの例を示す。図９ａ及び図９ｂに示された実施例は、ただ説明のための
ものである。他の実施例が本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。
【０１２６】
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　これらの一実施例において、ＵＥは、ただ単一ＣＳＩ－ＲＳリソースに対応するＣＳＩ
を伝送する。ＵＥは、性能（例えば、ＣＱＩまたはＲＳＲＰ）に基づく伝送のために個別
的なＣＳＩを選択することができる。ＵＥは、個別ＣＳＩ－ＲＳリソースのＣＳＩを測定
し、最適のＣＱＩまたはＲＳＲＰに基づくレポート形式の間でスイッチングする。ＣＳＩ
－ＲＳリソース指示子（ＣＲＩ：ＣＳＩ－ＲＳ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）は、スイッチングを示すために個別的に伝送されることができる。図９ａは、ＲＩ及び
ＣＲＩが個別的にシグナリングされる実施例を示す。図９ｂは、ＲＩ及びＣＲＩが共同に
エンコードされる他の実施例を示す。
【０１２７】
　本発明の多様な実施例は、ＣＱＩレファレンスリソース及び干渉測定リソースの指示子
を提供する。ＣＳＩレファレンスリソースは、ＵＥのフィードバックが対応するリソース
である。ＵＥ具現は、“類似な”サブフレームに平均化するものから妨害されない。リリ
ース１０で干渉測定は、毎サブフレームで利用可能なＣＲＳに依存する。したがって、干
渉測定に対するどんなレファレンスも先立ってＣＳＩレファレンスリソース定義で作られ
ない。３ＧＰＰ　３６．２１３セクション７．２．３は、ＣＳＩレファレンスリソースの
定義を提供する。
【０１２８】
　一実施例において、ネットワークは、周期的なＣＳＩ構成のためのＩＭリソースを明示
的に示す。ＩＭリソース（ＣＳＩ－ＩＭリソース）インデックス及びＣＳＩ－ＲＳリソー
スインデックスは、ＰＵＣＣＨフィードバックモード構成それぞれと関連していて、下記
の表５に示されたような、１つ以上の周期的なＣＳＩ構成（またはＣＳＩプロセス）のた
めのＲＲＣ構成で明示的に示される。結果的に、ＣＳＩレファレンスリソース定義は、周
期的なＣＳＩレポーティングのためにＩＭリソースに併合されられるように修正され得る
。
【０１２９】
【表５】

【０１３０】
　一実施例において、レファレンスサブフレームは、干渉測定に対するレファレンスなし
に定義される。干渉は、構成されたＩＭリソースを有するサブフレーム上で測定を基盤と
する。ＵＥは、レファレンスサブフレームが対応するＩＭＲリソースを含まなければ、干
渉の補間／外挿を行うものと仮定する。
【０１３１】
　図１０ａ及び図１０ｂは、本発明の実施例によるＩＭＲ及びＣＳＩサブフレームの構成
を有するレファレンスサブフレームの例を示す。図１０ａ及び図１０ｂに示された実施例
は、ただ説明のためのものである。他の実施例が本発明の範囲を逸脱することなく使用さ
れ得る。
【０１３２】
　図１０ａ及び図１０ｂに示された実施例において、ＵＥに対する下向きリンク伝送は、
ｅＩＣＩＣ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｉｎｔｅｒｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃｏ
ｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）または他の伝送モード（例えば、伝送モード１０）のような、少
なくとも２互いに異なるサブセットを有する。そのようなサブフレームサブセットのため
に、干渉測定は、ＣＳＩ要請のために構成されるもののように対応するサブフレームサブ
セットに関するものである（すなわち、干渉測定は、ＵＥがＣＳＩサブフレームセットで
構成される時周期的なＣＳＩレポートにリンクされるＣＳＩサブフレームの要素だ）。言
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い換えれば、ＣＳＩレファレンスリソースに属するサブフレームサブセット内の構成され
たＣＳＩ－ＩＭリソースは、干渉測定を誘導するために使用される。例えば、図１０ａに
示されたように、２個の互いに異なる形式のサブフレームサブセット１００５及び１０１
０は、ＵＥに伝送される下向きリンクサブフレーム１０００内に伝達される。サブフレー
ムサブセットそれぞれのうち、ネットワークは、各サブフレームサブセット１００５及び
１０１０内でＩＭリソース１０１５及び１０２０を構成する。ＵＣＩ伝送１０２５でフィ
ードバックレポーティングのために、ＵＥは、干渉測定を誘導するためにＣＳＩレファレ
ンスリソースに属するサブフレームサブセットを使用する。示されたような、サブフレー
ムサブセット１００５に（すなわち、サブフレーム１００５ａに）あるＣＳＩレファレン
スリソース（すなわち、ｎＣＱＩ＿ｒｅｆ）のために、例えば、ＵＥは、ＵＣＩ伝送１０
２５でフィードバックにレポートされる値またはＣＱＩ値を算出するためにＩＭリソース
１０１５を利用する干渉を測定する。サブフレーム１０１０ｄでＩＭリソース１０２０が
ＵＣＩ伝送１０２５に対する時間または周波数でさらに近似することができるが、ＵＥは
、相変らず干渉測定を誘導するためにＣＳＩレファレンスリソースに属するサブフレーム
サブセット内の構成されたＩＭリソースを使用する。
【０１３３】
　図１０ｂに示されたような、他の例において、２個の互いに異なる形式のサブフレーム
サブセット１０５５及び１０６０は、ＵＥに伝送される下向きリンクサブフレーム１０５
０内で提供される。各サブフレームサブセット内で、ネットワークは、各サブフレームサ
ブセット１０５５及び１０６０内でＩＭリソース１０６５及び１０７０を構成する。ＵＣ
Ｉ伝送１０７５でフィードバックレポーティングのために、ＵＥは、干渉測定を誘導する
ためのＣＳＩレファレンスリソースに属するサブフレームサブセットを使用する。図示の
ように、サブフレームサブセット１０５５に（すなわち、サブフレーム９５５ｂに）ある
ＣＳＩレファレンスリソース（すなわち、ｎＣＱＩ＿ｒｅｆ）のために、ＵＥは、干渉測
定を誘導するために（サブフレームサブセット１０５５の一部である）サブフレーム１０
５５ａでのＩＭリソース１０６５を使用する。例えば、ＵＥは、ＵＣＩ伝送１０７５でフ
ィードバックにレポートされる値またはＣＱＩ値を算出するためにＩＭリソース１０６５
を利用して干渉を測定する。サブフレーム１０６０ｃでＩＭリソース１０７０がＵＣＩ伝
送１０７５に対する時間または周波数でさらに近似することができるが、ＵＥは、相変ら
ず干渉測定を誘導するためにＣＳＩレファレンスリソースに属するサブフレームサブセッ
ト内の構成されたＩＭリソースを使用する。
【０１３４】
　追加に、干渉測定のプロセッシング（例えば、ＩＭリソースシンボルを受信すること、
干渉を測定すること、対応するＣＱＩ値または値を算出することなど）は、時間がかかる
ので、ＵＥは、干渉測定と関連したフィードバックの正確で且つ適切な時期のレポーティ
ングを保障するためにＵＣＩ伝送１０２５または１０７５と時間で近接した一部構成され
たＩＭリソースを実質的に放棄することができる。図１０ａ及び図１０ｂに示された下向
きリンク及び上向きリンク伝送は、ＴＤＤまたはＦＤＤシステムに具現され得る。
【０１３５】
　一実施例において、ＩＭリソース構成とともに、レファレンスサブフレームは、ＩＭリ
ソース及びＣＳＩサブフレームサブセットの交集合を基盤とする。これは、有効な下向き
リンクサブフレームの定義を追加に修正することによって行われることができる。例えば
、時間ドメインで、ＣＳＩレファレンスリソースは、単一下向きリンクサブフレームn-nC
QI_refによって定義され得る。ここで、周期的なＣＳＩレポーティングのために、nCQI_r
efは、有効な下向きリンクサブフレームに対応するように、４のようか大きい値のうち最
も小さい値である。追加に、サービングセルで下向きリンクサブフレームは、次のような
条件なら有効なものと考慮され得る：この条件は、下向きリンクサブフレームがそのＵＥ
のための下向きリンクサブフレームで構成される場合；伝送モード９を除けば、下向きリ
ンクサブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレームではない場合；下向きリンクサブフレーム
がＤｗＰＴＳの長さが7680・Ｔsより小さい場合にＤｗＰＴＳフィールドを含まない場合



(31) JP 6400001 B2 2018.10.3

10

20

30

40

；下向きリンクサブフレームがそのＵＥのための構成された測定ギャップ以内に低下しな
い場合；及びＵＥが周期的なＣＳＩレポートにリンクされる干渉測定リソースのサブフレ
ームセットの要素及びＣＳＩサブフレームセットで構成されるとき、ＵＥが干渉測定リソ
ースで構成されれば、周期的なＣＳＩレポーティングのために、周期的なＣＳＩレポート
にリンクされたＣＳＩサブフレームセットの要素の場合；を含む。
【０１３６】
　ＰＵＳＣＨ基盤非周期的なフィードバックモードで、容量がフォーマット３（２２ビッ
ト）によって支援されることによって限定されるＰＵＣＣＨ基盤周期的なフィードバック
モードより高いＵＣＩオーバーヘッドが支援され得る。これは、ＣｏＭＰで多重ＣＳＩ－
ＲＳに対応するＵＣＩの伝送に適している。非周期的なフィードバックモードは、３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　３６．２１３で提供される。どんなインタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバッ
クも支援されなければ、どんな新しいモードも非周期的なＣＳＩに対して定義される必要
ない。ＤＣＩフォーマット０（または４）は、“ＣＳＩ要請フィールド（ＣＳＩ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ　ｆｉｅｌｄ）”を支援する。このフィールドは、非周期的なＣＳＩがターンオ
ンされるか否か及びどんなセル（例えば、キャリア）で３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３の
表７．２．１－１Ａに示されたようにレポートされるかを示す。
【０１３７】
　同様に、ＣＳＩ要請は、ＣｏＭＰのためのＣＳＩ－ＲＳのセットを示すために必要なこ
とがある。一実施例において、独立ＣＳＩ要請フィールドが下記の表６によってＣｏＭＰ
に対して定義される。
【０１３８】

【表６】

【０１３９】
　一実施例において、共同にエンコードされたＣＳＩ要請フィールドが使用され得る。２
ビットエンコードの例が下記の表７に示された。この例で、ＣｏＭＰは、ただサービング
セルのみに対して支援される。サービングセルは、ＣｏＭＰが構成される任意の固定セル
によって交替され得る。
【０１４０】
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【表７】

【０１４１】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３の表７．２．１－１Ａでフィードバックモードのセット
が再使用され得る。そして、１つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソースが構成されれば、ＵＥは、
各ＣＳＩ－ＲＳリソースに対して構成されたモードに対応する各ＣＳＩ－ＲＳフィードバ
ックを結合する。例えば、モード１－２は、ＣＳＩ－ＲＳリソース１に対して構成され、
ＣＳＩ－ＲＳリソース１に対してモード２－２が構成されれば、ＵＥは、対応するＣＳＩ
を結合する。
【０１４２】
　一実施例において、一部のインタＣＳＩ－ＲＳフィードバックが支援され得る。インタ
ＣＳＩ－ＲＳフィードバックの例は、整列されたＲＩフィードバック、結合ＣＱＩフィー
ドバック、結合ＰＭＩ及びインタＴＰフェーズフィードバックを含む。
【０１４３】
　一実施例において、１つ以上のインタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバックモードが下
記の表８に示されたように支援されるとき、非周期的なモードが２ＣＳＩ－ＲＳリソース
でＣｏＭＰに対して定義される。
【０１４４】
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【表８】

【０１４５】
　インタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバックを支援するための個別モード定義及び実施
例が下記で追加に説明される。ＣＳＩ構成は、先立って定義され、ＣＳＩ－ＲＳリソース
と交換可能に使用され得る（もし、ＣＳＩ構成が同一の干渉測定リソース構成を共有すれ
ば）。
【０１４６】
　モード２－３は、２ＣＳＩ構成のためのＵＥ選択サブバンドフィードバックのためのも
のである。このフィードバックモードで、ＵＥは、第１ＣＳＩ構成のためのサブバンドＳ
のセット内でサイズｋのＭ選好サブバンドの第１セットを選択する（ここで、ｋ及びＭは
、各システム帯域幅範囲に対して表７．２．１－５、３６．２１３で与えられる）。ＵＥ
は、第２ＣＳＩ構成のためのサブバンドＳのセット内でサイズｋのＭ選好サブバンドの第
２セットを選択する。ＵＥは、また、第１ＣＳＩ構成のために以前段階で決定されたただ
第１Ｍ選択サブバンド上での伝送を反映する１つのＣＱＩ値及び第２ＣＳＩ構成のために
以前段階で決定されたただ第２Ｍ選択サブバンド上での伝送を反映する他のＣＱＩ値をレ
ポートする。各ＣＱＩは、ＲＩ＞１であるとき、対応するＣＱＩ構成の第１コードワード
のためのチャネル品質を示す。追加に、ＵＥは、各ＣＳＩ構成のためのセットＳサブバン
ド上で伝送を仮定して算出される、１つのワイドバンドＣＱＩ値をレポートする。ワイド
バンドＣＱＩは、ＲＩ＞１であるとき、対応するＣＳＩ構成の第１コードワードのための
チャネル品質を示す。
【０１４７】
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　同一のランクのために、一例で、単一ＲＩは、ＣＳＩ構成両方のためにレポートされる
。伝送モード３のために、レポートされたＣＱＩ値は、レポートされたＲＩ上で状態によ
って算出される。他の伝送モードのために、レポートされたＣＱＩ値は、ランク１上での
状態によってレポートされる。
【０１４８】
　ワイドバンド結合ＣＱＩのために、一例で、ＵＥは、また、１つのワイドバンド結合Ｃ
ＱＩ値を報告する。２ＣＳＩリソースからセットＳサブバンド上で共同伝送を仮定して算
出される。他の例で、結合ＣＱＩは、各ＣＳＩ－ＲＳワイドバンドＣＱＩに区別されるよ
うにエンコードする。
【０１４９】
　ワイドバンドインタＣＳＩ－ＲＳフェーズのために、一例で、ＵＥは、２ＣＳＩ構成の
２ＣＳＩ－ＲＳリソースに対応するワイドバンドインタＣＳＩ－ＲＳリソースフェーズフ
ィードバックをレポートする。
【０１５０】
　モード３－３は、２ＣＳＩ構成のための上位階層構成サブバンドフィードバックのため
のものである。このフィードバックモードで、ＵＥは、ＣＳＩ構成当たりセットＳサブバ
ンド上で伝送を仮定して算出されるワイドバンドＣＱＩ値をレポートする。ＵＥは、また
、各セットＳサブバンド及び各ＣＳＩ構成のための１つのサブバンドＣＱＩ値をレポート
する。サブバンドＣＱＩ値は、ただサブバンドでの伝送を仮定して算出される。ワイドバ
ンド及びサブバンドＣＱＩ両方は、ＲＩ＞１であるとき、第１コードワードのためのチャ
ネル品質を示す。
【０１５１】
　同一のランクのために、一例で、単一ＲＩは、ＣＳＩ構成両方に対してレポートされる
。伝送モード３のために、レポートされたＣＱＩ値は、レポートされたＲＩに対する状態
によって算出される。他の伝送モードのために、レポートされたＣＱＩ値は、ランク１に
対する条件によってレポートされる。
【０１５２】
　ワイドバンド結合ＣＱＩのために、一例で、ＵＥは、また、１つのワイドバンド結合Ｃ
ＱＩ値をレポートすることができる。これは、２個のＣＳＩリソースからセットＳサブバ
ンド上で共同伝送を仮定して算出される。他の例で、結合ＣＱＩは、各ＣＳＩ－ＲＳワイ
ドバンドＣＱＩに区分されるようにエンコードされる。
【０１５３】
　サブバンド結合ＣＱＩのために、一例で、ＵＥは、また、２ＣＳＩ－ＲＳリソースから
共同伝送を仮定して算出される、各セットＳサブバンドのために１つのサブバンド結合Ｃ
ＱＩ値をレポートすることができる。他の例で、サブバンド結合ＣＱＩは、ワイドバンド
結合ＣＱＩで区別されるようにエンコードされる。サブバンド差等結合ＣＱＩオフセット
レベルは、サブバンド結合ＣＱＩインデックスでワイドバンド結合ＣＱＩインデックスを
差引したものと同じである。オフセットレベルに対するサブバンド差等結合ＣＱＩ値のマ
ッピングが下記の表９で提供される。
【０１５４】
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【表９】

【０１５５】
　モード３－４は、２ＣＳＩ構成のための上位階層構成サブバンドＰＭＩ／ＣＱＩフィー
ドバックのためのものである。このフィードバックモードで、単一プレコーディングマト
リックスは、セットＳサブバンド上で伝送を仮定して対応するＣＳＩ構成のコードブック
サブセットから各ＣＳＩ構成に対して選択される。ＵＥは、対応するサブバンドで伝送を
仮定してそしてすべてのサブバンドでＣＳＩ構成に対応する単一プレコーディングマトリ
ックスの使用を仮定して算出される各ＣＳＩ構成及び各セットＳサブバンドのためのコー
ドワード当たり１つのサブバンドＣＱＩ値をレポートする。ＵＥは、セットＳサブバンド
上で伝送及びすべてのサブバンドでＣＳＩ構成に対応する単一プレコーディングマトリッ
クスの使用を仮定して算出される、ＣＳＩ構成別にコードワード当たりワイドバンドＣＱ
Ｉ値をレポートする。ＵＥは、第１及び第２プレコーディングマトリックス指示子という
ＣＳＩ構成当たり選択された単一プレコーディングマトリックスに対応してレポートされ
る場合に構成される、８ＣＳＩ－ＲＳポートを有する伝送モード９を除いたＣＳＩ構成当
たり選択された単一プレコーディングマトリックス指示子をレポートする。
【０１５６】
　同一のランクのために、一例で、単一ＲＩは、ＣＳＩ構成両方に対してレポートされる
。伝送モード４、８及び９のために、レポートされたＰＭＩ及びＣＱＩ値は、レポートさ
れたＲＩの条件によって算出される。他の伝送モードで、レポートされたＰＭＩ及びＣＱ
Ｉ値は、ランク１に対する条件によってレポートされる。
【０１５７】
　ワイドバンド結合ＣＱＩのために、一例で、ＵＥは、セットＳサブバンド上で伝送及び
すべてのサブバンドで各ＣＳＩ構成に対応する単一プレコーディングマトリックスを利用
する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たりワイドバンド結合ＣＱＩ値をレ
ポートする。
【０１５８】
　サブバンド結合ＣＱＩのために、一実施例で、ＵＥは、対応するサブバンドで各ＣＳＩ
構成に対応する単一プレコーディングマトリックスを利用する共同伝送を仮定して算出さ
れる、各セットＳサブバンドのためのコードワード当たりサブバンド結合ＣＱＩ値をレポ
ートする。
【０１５９】
　ワイドバンドインタＣＳＩ－ＲＳリソースフェーズのために、一実施例で、ＵＥは、セ
ットＳサブバンド上で共同伝送を仮定してＣＳＩ構成に対応して２ＣＳＩ－ＲＳリソース
に対応するワイドバンドインタＣＳＩ－ＲＳリソースフェーズフィードバックをレポート
する。
【０１６０】
　フェーズフィードバックを有するワイドバンド結合ＣＱＩのために、一実施例で、ＵＥ
は、セットＳサブバンド上で伝送及び、単一ワイドバンドインタＣＳＩ－ＲＳリソースフ
ェーズフィードバックを利用する、すべてのサブバンドで各ＣＳＩ構成に対応する単一プ
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レコーディングを利用する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たりワイドバ
ンド結合ＣＱＩ値をレポートすることができる。
【０１６１】
　フェーズフィードバックを有するサブバンド結合ＣＱＩのために、一例で、ＵＥは、対
応するサブバンドで単一ワイドバンドインタＣＳＩ－ＲＳリソースフェーズフィードバッ
クを利用する、各ＣＳＩ構成に対応する単一プレコーディングマトリックスを利用する共
同伝送を仮定して算出される、各セットＳサブバンドのためのコードワード当たりサブバ
ンド結合ＣＱＩ値をレポートすることができる。他の例で、サブバンド結合ＣＱＩは、ワ
イドバンド結合ＣＱＩに区別されるようにエンコードされる。
【０１６２】
　モード１－５は、２ＣＳＩリソースに対するワイドバンドフィードバックのためのもの
である。このフィードバックモードで、各サブバンドのために、各ＣＳＩ構成のための選
好プレコーディングマトリックスは、ただサブバンドで伝送を仮定する対応するＣＳＩ構
成のコードブックサブセットから選択される。各ＣＳＩ構成のために、ＵＥは、セットＳ
サブバンド上で伝送及び各サブバンドで対応して選択されたプレコーディングマトリック
スの使用を仮定して算出される、コードワード当たり１つのワイドバンドＣＱＩ値をレポ
ートする。各ＣＳＩ構成のために、ＵＥは、第１プレコーディングマトリックス指示子が
セットＳサブバンドのためにレポートされ、第２プレコーディングマトリックス指示子が
各セットＳサブバンドのためにレポートされる場合に、構成される８　ＣＳＩ－ＲＳを有
する伝送モード９を除いた各セットＳサブバンドに対して選択されたプレコーディングマ
トリックス指示子をレポートする。サブバンドサイズは、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３
の表７．２．１－３に定義される。
【０１６３】
　同一のランクのために、一実施例で、単一ＲＩは、ＣＳＩ構成両方のためにレポートさ
れる。伝送モード４、８及び９のために、レポートされたＰＭＩ及びＣＱＩ値は、レポー
トされたＲＩに対する条件によって算出される。他の伝送モードで、レポートされたＰＭ
Ｉ及びＣＱＩ値は、ランク１に対する条件によってレポートされる。
サブバンドインタＣＳＩ－ＲＳフェーズのために、一例で、インタＣＳＩ－ＲＳフェーズ
は、ただサブバンドで伝送を仮定してサブバンド当たりレポートされる。
【０１６４】
　サブバンドインタＣＳＩ－ＲＳフェーズを有するワイドバンド結合ＣＱＩのために、一
例で、ＵＥは、セットＳサブバンドに対する伝送、及びサブバンド当たりインタＣＳＩ－
ＲＳフェーズ、及び各サブバンドで対応して選択されたプレコーディングマトリックスの
使用する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たり１つの結合ワイドバンドＣ
ＱＩ値をレポートする。
【０１６５】
　モード２－５は、２　ＣＳＩ構成及び多重ＰＭＩのためのＵＥ選択サブバンドフィード
バックのためのものである。このフィードバックモードで、ＵＥは、Ｍ選択サブバンド上
で伝送のために使用することが選好されるコードブックサブセットから選択された選好さ
れる単一プレコーディングマトリックス及びサブバンドＳのセット内でサイズｋのＭ選好
サブバンドのセットの共同選択を行う。Ｍ選好サブバンド及び関連単一プレコーディング
マトリックスは、各ＣＳＩ構成のために得られる。各ＣＳＩ構成のために、ＵＥは、それ
ぞれのＭサブバンドで同一に対応して選択された単一プレコーディングマトリックスを利
用するそしてただ対応選択されたＭ選好サブバンド上のみで伝送を反映するコードワード
当たり１つのＣＱＩ値をレポートする。構成された８　ＣＳＩ－ＲＳポートを有する伝送
モード９を除いて、各ＣＳＩ構成に対して、ＵＥは、また、Ｍ選択サブバンドに対して選
好される対応選択された単一プレコーディングマトリックス指示子をレポートする。各Ｃ
ＳＩ構成のために、ＵＥは、また、すべてのセットＳサブバンドのための対応選択された
単一プレコーディングマトリックス指示子をレポートする。構成された８　ＣＳＩ－ＲＳ
ポートを有する伝送モード９のために、各ＣＳＩ構成に対して、ＵＥは、すべてのセット
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Ｓサブバンドのために対応する第１プレコーディングマトリックス指示子をレポートする
。各ＣＳＩ構成のために、ＵＥは、また、すべてのセットＳサブバンドのために対応する
第２プレコーディングマトリックス指示子をレポートする。各ＣＳＩ構成のために、単一
プレコーディングマトリックスは、セットＳサブバンド上で伝送を仮定する対応するＣＳ
Ｉ構成のコードブックサブセットから選択される。各ＣＳＩ構成のために、ＵＥは、セッ
トＳサブバンド上で伝送及びすべてのサブバンドで対応する単一プレコーディングマトリ
ックスの使用を仮定して算出される、コードワード当たり関連したワイドバンドＣＱＩ値
をレポートする。
【０１６６】
　一例で、単一ＲＩは、ＣＳＩ構成両方に対してレポートされる。伝送モード４、８及び
９のために、レポートされたＰＭＩ及びＣＱＩ値は、レポートされたＲＩの条件によって
算出される。他の伝送モードで、レポートされたＰＭＩ及びＣＱＩ値は、ランク１に対す
る条件によってレポートされる。
【０１６７】
　ワイドバンド結合ＣＱＩのために、一例で、ＵＥは、セットＳサブバンド上で伝送及び
すべてのサブバンドで各ＣＳＩ構成に対応する単一プレコーディングマトリックスを利用
する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たりワイドバンド結合ＣＱＩ値をレ
ポートする。
【０１６８】
　ワイドバンドインタＣＳＩ－ＲＳリソースフェーズのために、一例で、ＵＥは、セット
Ｓサブバンド上で共同伝送を仮定するＣＳＩ構成に対応する２　ＣＳＩ－ＲＳリソースに
対応してワイドバンドインタＣＳＩ－ＲＳリソースフェーズフィードバックをレポートす
る。
【０１６９】
　ワイドバンドフェーズを有するワイドバンド結合ＣＱＩのために、一例で、ＵＥは、セ
ットＳサブバンド上で伝送、そして、ワイドバンドインタＣＳＩ－ＲＳリソースフェーズ
フィードバックを利用する、すべてのサブバンドで各ＣＳＩ構成に対応する単一プレコー
ディングマトリックスを利用する共同伝送を仮定して算出される、コードワード当たりワ
イドバンド結合ＣＱＩ値をレポートする。
【０１７０】
　共同伝送を仮定するＭサブバンドの選択のために、一例において、ＵＥは、Ｍ選択サブ
バンドの上で伝送のための使用が選好される各ＣＳＩ構成のためのコードブックサブセッ
トから選択された選好単一プレコーディングマトリックス及びサブバンドＳのセット内の
サイズｋのＭ選好サブバンドのセットの２ＣＳＩ構成から共同伝送を仮定する共同選択を
行う。
【０１７１】
　選択されたＭサブバンド上で各ＣＳＩ－ＲＳリソースＣＱＩのために、一実施例におい
て、ＵＥは、以前段階からＭサブバンドそれぞれで各ＣＳＩ構成のために同一の対応選択
単一プレコーディングマトリックスを利用し、そして共同伝送のためにただ対応して選択
されたＭ選好サブバンド上で共同伝送を反映するコードワード当たり１つのＣＱＩ値をレ
ポートする。
【０１７２】
　選択されたＭサブバンドのためのインタＣＳＩ－ＲＳフェーズのために、一例において
、ＵＥは、共同伝送のための選択されたＭ選好サブバンド上で共同伝送を仮定する単一イ
ンタＣＳＩ－ＲＳリソースフェーズフィードバックをレポートする。
【０１７３】
　選択Ｍサブバンドに対する結合ＣＱＩのために、一例で、ＵＥは、Ｍサブバンドそれぞ
れで、選択された単一インタＣＳＩ－ＲＳリソースフェーズフィードバックと、各ＣＳＩ
構成のための対応選択単一プレコーディングマトリックスを利用し、共同伝送のためにた
だ対応して選択されたＭ選好サブバンド上で共同伝送を反映するコードワード当たり１つ
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の結合ＣＱＩ値をレポートする。
【０１７４】
　一例で、ＣＳＩ構成両方に対する選択された単一ＲＩは、先立ってフィードバックモー
ドで定義されたもののように、さらに大きいワイドバンドＣＱＩを有するＣＳＩ構成を基
盤とすることができる。他の例で、選択された単一ＲＩは、最大のＲＩを有するＣＳＩ構
成を基盤とすることができる。他の例で、ＲＩは、上位階層または固定（例えば、構成１
）によって構成されるか、またはあらかじめ定義され得る、ＣＳＩ構成のうちいずれか１
つを基盤とすることができる。
【０１７５】
　結合ＣＱＩのために、干渉測定のために推定されたＩＭリソースは、暗黙的に定義され
るかまたは上位階層によって個別的に構成されることができる（例えば、２ＣＳＩ構成に
対応するＣＳＩ－ＲＳリソース以外のすべての干渉を測定）。
【０１７６】
　ＣＳＩ構成両方が異なるＩＭＲリソースではなく、同一のＣＳＩ－ＲＳリソースに対応
すれば、インタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバックの一部は、支援される必要がない。
結合ＣＱＩ、インタＣＳＩ－ＲＳフェーズフィードバックまたは単一ランクフィードバッ
クをレポートする必要がない。一例で、このようなフィードバックがレポートされる必要
がなければ、これらレポートは中断されることができ、代わりに、他のレポートに代替さ
れることができる。例えば、多重ランクフィードバックが支援され得るか、または個別Ｃ
ＳＩ構成のＣＱＩが区分されるようにエンコードされ得る。しかし、ＣＳＩ構成が同一の
ＣＳＩリソースを共有すれば、先立って定義されたモードを使用することが好ましくない
ことがある。より一般的に、それぞれの定義されたフィードバックモードで、２以上のＣ
ＳＩ構成に対応するレポートが支援され得る。インタＣＳＩ－ＲＳリソースフィードバッ
クのための類似の定義は、この文献で説明される定義の単純な拡張に使用され得る。
本発明の実施例は、ＵＥで過度な演算複雑性を避けるためにＣＳＩレポーティングの他の
形式を含む。
【０１７７】
　ＬＴＥリリース８で、ＵＥは、ＣＳＲに対する測定に対応するＣＳＩをレポートし、ど
んなキャリア結合またはＣｏＭＰも支援しない。したがって、ＵＥは、多重のサービング
セル（またはキャリア）及び／または多重のＣＳＩ構成のＣＳＩをレポートすることが要
求されない（すなわち、ＣｏＭＰ推定）。したがって、ＣＳＩレポーティングのタイミン
グは、単一ＣＳＩ伝送のために提供される。さらに、ｅＩＣＩＣの支援と一緒に、多重（
例えば、２）サブフレームサブセットは、独立ＣＳＩ測定のために構成され得る。ＵＥで
潜在的なＣＳＩ推定の数は、３（すなわち、ＣＳＩ構成の最大数）ｘ５（すなわち、サー
ビングセルの最大数）ｘ２（すなわち、サブフレームサブセットの最大数）＝３０のよう
に大きい。便宜のために、実施例は、ＣＳＩプロセスのような３個（すなわち、サービン
グセル、ＣＳＩ構成、ＳＣＩサブフレームサブセット）に対応するＣＳＩを示す。
【０１７８】
　測定がレポートの間に充分に低い周期性及び適合なオフセットを有するように構成され
れば、ＵＥ受信機複雑度は、短い時間期間内に多いＣＳＩプロセスの同時測定を支援する
必要はない。しかし、他のＣＳＩプロセスのタイミング構成が完全にフレキシブルであり
、同時に構成され得るそれらの数に対して現在どんな制限も存在しない。
【０１７９】
　本発明の実施例は、ＵＥで過度な演算複雑度を避けるためにＣＳＩレポーティングの他
の形式に対して定義されるいくつかの規則を含む。
【０１８０】
　一実施例において、非周期的なレポーティングに対して、ＵＥは、上向きリンクグラン
トでＣＳＩ＿ｒｅｑｕｅｓｔフィールドを利用するＣＳＩに対して要請されることができ
る。対応する上向きリンク伝送は、４サブフレーム後に位置する。非周期的な要請で、ネ
ットワークは、任意の数のＣＳＩプロセスのためのフィードバックを要請することができ
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る。現在、非周期的な要請に対応するＣＳＩサブフレームサブセットは、上向きリンクグ
ラントを有するサブフレームと暗黙的に関連した。言い換えれば、フィードバックは、上
向きリンクグラントを有するサブフレームが属するサブフレームサブセットに対応する。
したがって、非周期的な要請は、最大３＊５＊１＝１５ＣＳＩプロセスのためのフィード
バックを要請することができる。
【０１８１】
　図１１は、非周期的な要請に対応するＣＳＩサブフレームサブセット及び非周期的な要
請を有する上向きリンクグラントサブフレームを示す。図示のように、ｎ＋１からｎ＋４
まで長さ４のウィンドウ上で、ＵＥは、３０　ＣＳＩプロセスのように多くのプロセスを
しなければならないし、ｎ及びｎ＋１を推定することは、他のサブフレームサブセットに
対応する。ネットワークが設定するか、そのような大きい量のフィードバックから利得を
得ることは、起きないようだが、本発明の多様な実施例は、次のように複雑度が増加する
最悪の場合でさえＵＥ動作を支援するための規則を設計する。一部の制限がＵＥ設計のた
めに知られれば、具現複雑度及び値が最適化され得る。
【０１８２】
　単一ＣＳＩ要請のために、一実施例で、ＵＥは、非周期的なＣＳＩ要請の一部でＮ＿ｔ
ｈｒｅｓｈｏｌｄレポートより大きく受信されることを期待（ｅｘｐｅｃｔ）することが
できない。制限が超過すれば、ＵＥ動作は、具現従属的に定義されるかまたは特定されな
い。他の実施例において、非周期的な要請でＣＳＩプロセスの数がＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌ
ｄより大きければ、ＵＥは、ＣＳＩ伝送を中断することができる。 他の実施例において
、非周期的な要請でＣＳＩプロセスの数がＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄより大きければ、ＵＥ
は、一部のレポートを中断し、他のレポートを伝送することができる。他の実施例におい
て、非周期的な要請でＣＳＩプロセスの数がＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄより大きければ、上
向きリンクＣＳＩ伝送と関連した１つ以上のパラメータは、暗黙的に修正され得る。一例
で、上向きリンクグラントから上向きリンクＣＳＩ伝送に対する遅延は、４サブフレーム
の代わりに、８サブフレームになることができる。
【０１８３】
　単一ＣＳＩ要請のために、本発明による任意の実施例は、多重の連続した上向きリンク
ＣＳＩ伝送がＣＳＩレポートのために構成されることを含む。一例で、非周期的な要請で
ＣＳＩプロセスの数がＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄより大きければ、多重の連続した上向きリ
ンクＣＳＩ伝送（すなわち、多重－シュート）が設定され得る。他の例において、ＣＳＩ
プロセッシングの数を有する非周期的な要請がＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄより大きいことを
判読すれば、ＵＥは、多重の連続された上向きリンクＣＳＩ伝送を有するようにトリガー
される。他の例で、追加的なシグナリングが多重シュート上向きリンクＣＳＩ伝送を示す
ために（例えば、ビット－フィールドの一部で）非周期的なＣＳＩ要請に使用される。
【０１８４】
　図１１に示されたように、ＵＥでプロセッシング複雑度は、フィードバックされる係留
中の（ｐｅｎｄｉｎｇ）ＣＳＩの数に関連した。これは、前述したように、任意のウィン
ドウ内で最も最近の非周期的なＣＳＩ要請に関連した。
【０１８５】
　多重ＣＳＩ要請のために、一実施例で、臨界値は、２以上の非周期的なＣＳＩ要請を基
盤として定義され得る。さらに、多重化／中断規則は、２以上の非周期的なＣＳＩ要請を
基盤として定義され得る。より一般的に、この実施例は、次のように説明され得る。
【０１８６】
　ＵＥは、与えられた時間でＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄプロセス以上の係留中の要請（ｐｅ
ｎｄｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔｓ）を有すれば、ＣＳＩ伝送に対する１つ以上の次の実施例
は、上向きリンクサブフレームｎ＋４で対応するＣＳＩを伝送することに反対に適用され
得る。一実施例で、ＵＥ動作は、特定されず、ＵＥ具現は、そうではなければ、どんなに
上向きリンクＣＳＩ伝送をする方法を決定することができる。一実施例において、ＵＥは
、すべての係留中の非周期的なＣＳＩ要請を中断する。一実施例において、ＵＥは、最も
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なＣＳＩ要請を中断する。一実施例において、ＵＥは、１つ以上の非周期的な要請の１つ
以上のＣＳＩプロセスのＣＳＩを中断する。一実施例において、ＵＥは、サービングセル
のそれを除いたすべてのＣＳＩ要請を中断する。一実施例において、ＵＥは、各セルに対
する下位ＣＳＩ構成インデックス（ｌｏｗｅｒ　ＣＳＩ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　
ｉｎｄｅｘ）に対応するＣＳＩプロセスのそれを除いたすべてのＣＳＩ要請を中断する。
一実施例において、ＵＥは、ＣＳＩプロセスの組合されたセットに対して周期的なＣＳＩ
衝突の場合のために先立って提案された中断規則を使用する。本発明による実施例は、Ｃ
ＳＩ伝送が任意の状況で遅延されるように構成され得ることを含む。
【０１８７】
　ＦＤＤ（すなわち、ＬＴＥでフレーム構造形式１）において、一実施例において、非周
期的な要請でＣＳＩプロセスの数がＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄより大きければ、ＵＥは、サ
ブフレームｎ＋ｋで上向きリンクを伝送する。ここで、ｋは、４より大きい。他の例で、
ｋは、４の倍数である。他の例で、ｋ＝８である。一実施例で、上向きリンク伝送の再伝
送は、遅延された伝送である、第１上向きリンク伝送に関連して以前と同一のタイミング
に従う。一例において、遅延ｋは、上位階層シグナリングによって構成され得る。他の実
施例で、ＵＥは、サブフレームｎ＋ｋで上向きリンクを伝送する。ここで、ｋは、４より
大きい。
【０１８８】
　図１２は、本発明の一実施例による上向きリンクＣＳＩを伝送することを示す。非周期
的なＣＳＩ要請は、サブフレームｎで受信され、対応する上向きリンクＣＳＩ１は、サブ
フレームＮ＋８で伝送される。しかし、上向きリンクＣＳＩ　１に対して応答するＮＡＣ
Ｋ伝送が受信され、上向きリンクＣＳＩ１は、サブフレームｎ＋１２で再伝送される。
【０１８９】
　ＰＵＳＣＨに対する非周期的なＣＳＩ要請とともに、ＵＥは、サービングセルのために
、各ＣＳＩ要請フィールドがレポートをトリガーするように設定され、予約されていなけ
れば、上向きリンクＤＣＩフォーマット、または、ランダム接続応答グラント（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｇｒａｎｔ）をサブフレームｎでデコーディン
グするとすぐ、サービングセルに対してサブフレームｎ＋ｋでＰＵＳＣＨを使用する非周
期的なＣＳＩレポーティングを行う。ＣＳＩ要請フィールドが１ビットであるとき、レポ
ートは、ＣＳＩ要請フィールドが‘１’に設定されれば、サービングセルのためにトリガ
ーされる。
【０１９０】
　ＣＳＩ要請フィールドサイズが２ビットなら、レポートは、非周期的なＣＳＩレポーテ
ィングに対応する表１０での値によってトリガーされる。表１０は、ＵＥ特定検索空間で
上向きリンクＤＣＩフォーマットを有するＰＤＣＣＨのためのＣＳＩ要請フィールドを示
す。
【０１９１】



(41) JP 6400001 B2 2018.10.3

10

20

30

【表１０】

【０１９２】
　ＤＣＩフォーマット０及びＤＣＩフォーマット４によって与えられたように、ＰＵＳＣ
Ｈ伝送のグラントのために使用されたＤＣＩフォーマットを有するＰＤＣＣＨがこの文献
で共同動作が処理されるとき、上向きリンクＤＣＩフォーマットで示す。
【０１９３】
　上向きリンクＤＣＩフォーマットでＣＳＩ要請フィールドがレポートをトリガーするよ
うに設定されれば、ＦＤＤｋ＝４に対して、そして、ＴＤＤ上向きリンク／下向きリンク
構成１－６に対して、ｋは、表８－２で与えられる。ＴＤＤ上向きリンク／下向きリンク
構成０に対して、上向きリンクインデックスのＭＳＢが１に設定され、上向きリンクイン
デックスのＬＳＢが０に設定されれば、ｋは、表８－２で与えられる；または、上向きリ
ンクインデックスのＭＳＢが０に設定され、上向きリンクインデックスのＬＳＢが１に設
定されれば、ｋは、７の同じである；または、上向きリンクインデックスのＭＳＢ及びＬ
ＳＢ両方が１に設定されれば、ＴＤＤ構成０－６のためのｋは、下記の表１１に与えられ
る。
【０１９４】
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【表１１】

【０１９５】
　ＴＤＤ（すなわち、ＬＴＥでフレーム構造形式２）において、一実施例において、非周
期的な要請でＣＳＩプロセスの数がＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄより大きければ、ＵＥは、サ
ブフレームｎ＋Ｄ＋ｋ１で上向きリンクに対して対応するＣＳＩを伝送する。ここで、ｋ
１は、先立って定義された。
【０１９６】
　ランダム接続応答グラントからＣＳＩ要請フィールドがレポートをトリガーするように
設定し、予約されていないとき、ｋは、ＴＳ　３６．２１１のセクション６．２で上向き
リンク遅延フィールドが０に設定されれば同一である。ここで、ｋは、セクション６．１
．１．で与えられる。ＵＥは、上向きリンク遅延フィールドが１に設定されれば、次の利
用可能な上向きリンクサブフレームに対する非周期的なＣＳＩレポーティングを遅延する
ことができる。
【０１９７】
　一実施例において、非周期的な要請でＣＳＩプロセスの数がＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄよ
り大きければ、ＵＥは、サブフレームｎ＋Ｄ＋ｋ２で上向きリンクに対して対応するＣＳ
Ｉを伝送する。ここで、ｋ２は、表１１と類似な新しい表を有するように定義され得る。
一実施例において、表でエントリーは、ＵＥでＣＳＩ演算のための追加的な時間を提供す
るために４より大きいすべてのものである。一実施例で、遅延Ｄは、上位階層シグナリン
グによって構成され得る。一例において、ＵＥは、与えられたサブフレームのために１つ
以上の非周期的なＣＳＩレポート要請を受信することを期待することができない。
【０１９８】
　前述した実施例は、ＵＥ複雑度負担が非常に高い場合に発展して来た。定義された条件
は、任意の臨界値より大きいＣＳＩプロセスの数を基盤とする。より一般的な実施例は、
また、条件が異なる方式で定義されるときに適用することができる。このような一部の例
は、ＵＥに対して一緒にＣｏＭＰ＋ＣＡの構成を条件とすること、ネットワーク構成臨界
値を条件とすること及びＵＥ能力値を含む。
【０１９９】
　ＰＵＣＣＨに対する周期的な伝送とともに、単一ＣＳＩプロセス（または小さい数の同
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時レポート、例えば、２または３）は、周期的なＰＵＣＣＨレポーティング当たり構成さ
れ得る。周期的なＰＵＣＣＨレポートそれぞれは、説明されたタイミングパラメータ（す
なわち、周期性、オフセット）と関連した。
【０２００】
　周期的なＣＳＩとともに、多重のＰ－ＣＳＩのための上向きリンク伝送がサブフレーム
で相互間に衝突することができる場合が存在することができるという点に留意しなければ
ならない。そのようなサブフレームで、衝突するＣＳＩは、１つ以上のＰ－ＣＳＩが伝送
され、他のものが中断されるように処理され得る。本文献で概要が説明された以前の実施
例のうち一部は、このような目的のために使用され得る。
【０２０１】
　図１３は、本発明の実施例による周期的なＣＳＩレポーティングの衝突を示す。図１３
に示されたＣＳＩレポーティングの実施例は、ただ説明のためのものである。他の実施例
が本発明の範囲を逸脱することなく使用されることもできる。
【０２０２】
　図示のように、サブフレームｎ－（ｎ）は、サブフレームｎで伝送されるＰ－ＣＳＩに
対応するＣＳＩのためのレファレンスサブフレームに対応する。同様に、サブフレームｎ
１－（ｎ１）は、サブフレームｎ１でＰ－ＣＳＩのためのレファレンスサブフレームに対
応する；そしてサブフレームｎ２－（ｎ２）及びｎ３－（ｎ３）は、サブフレームｎ２及
びサブフレームｎ３でＰ－ＣＳＩのためのレファレンスサブフレームに対応する。
【０２０３】
　与えられたサブフレームで、ＵＥは、図面に示されたように任意の数の係留中のＣＳＩ
プロセスを有することができる。例えば、サブフレームｎで伝送されるＰ－ＣＳＩに対応
するＣＳＩのためのレファレンスサブフレームに対応するサブフレームｎ－（ｎ）で、６
個の係留中のＰ－ＣＳＩプロセスが存在する。言い換えれば、ＵＥは、サブフレームｎ－
ｎ－（ｎ）で６個の出力ＣＳＩ演算を有する。
【０２０４】
　図示のように、サブフレームｎ１－（ｎ１）に対応する、サブフレームｎで伝送された
Ｐ－ＣＳＩフィードバックは、他のＰ－ＣＳＩフィードバックと衝突する。追加に、サブ
フレームｎ２－（ｎ２）に対応する、サブフレームｎ２で伝送されたＰ－ＣＳＩフィード
バックは、他のＰ－ＣＳＩフィードバックと衝突する。
【０２０５】
　一実施例において、ＵＥは、Ｎ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄより大きく係留中のＣＳＩプロセ
スを受信することを期待することができない。制限を超過すれば、ＵＥ動作は、具現従属
に対して定義されるかまたは特定されない。一実施例において、係留中のＣＳＩプロセス
の数がＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄより大きければ、ＵＥは、ＣＳＩ伝送を中断することがで
きる。一実施例において、非周期的な要請で係留中のＣＳＩプロセスの数がＮ＿ｔｈｒｅ
ｓｈｏｌｄより大きければ、一部のレポートを中断し、一部のレポートを伝送することが
できる。
【０２０６】
　ＵＥは、与えられた時間にＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ以上のプロセスのための係留中の要
請を有すれば、ＣＳＩを伝送するための１つ以上の次の手続きは、対応する上向きリンク
サブフレーム（ｎ＋４）で対応するＣＳＩを伝送することに反対に適用することができる
：一例において、ＵＥ動作は、特定されない；このような場合で、ＵＥ具現は、できれば
、上向きリンクＣＳＩをどんなに伝送するかを決定することができる；他の例において、
ＵＥは、すべての係留中の周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例において、ＵＥは、最
も最近のＣＳＩレファレンスサブフレームを有する周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の
例において、ＵＥは、最も古いＣＳＩレファレンスサブフレームを有する周期的なＣＳＩ
要請を中断する；他の例において、ＵＥは、周期的な最も速い来る上向きリンク伝送を有
する周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例において、ＵＥは、最も遠くある来る上向き
リンク伝送を有する周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例において、ＵＥは、１つ以上
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の周期的な要請の１つ以上のＣＳＩプロセスのＣＳＩを中断する；他の例において、ＵＥ
は、サービングセルのＣＳＩ要請を除いた、すべてのＣＳＩ要請を中断する；他の例にお
いて、ＵＥは、各セルに対して下位ＣＳＩ構成インデックスに対応するＣＳＩプロセスの
ＣＳＩ要請を除いたすべてのＣＳＩ要請を中断する；他の例において、ＵＥは、ＣＳＩプ
ロセスの組合されたセットに対する周期的なＣＳＩ衝突の場合のために先立って提案され
た中断規則を使用する；または、他の例において、ＵＥは、対応するレポートの形式に基
盤する優先順位を付与するＣＳＩ要請を中断する；他の例において、ＰＵＣＣＨレポーテ
ィング形式（１、１ａ、２、２ｂ、２ｃ、または４）を有するＣＳＩは、ＰＵＣＣＨレポ
ーティング形式３、５、６または２ａを有するＣＳＩレポートより低い優先順位を有する
；他の例において、ＵＥは、周期的な伝送（Ｎｐｅｒｉｏｄ）を基盤として優先順位を付
与することによって、ＣＳＩ要請を中断する；そして、他の例において、最も低いＮｐｅ
ｒｉｏｄを有するＣＳＩレポートは中断される。
【０２０７】
　一実施例において、ＵＥは、最も離れた上向きリンク伝送を有する周期的なＣＳＩ要請
を中断することができる。これは、任意の数の進行中のＣＳＩ演算が存在する間に、どん
な追加的なＣＳＩプロセスもＵＥリンク適応ブロックパイプラインに追加されないことを
基本的に暗示する。
【０２０８】
　一実施例において、１つ以上の上記手続は、組合され得る。例えば、ＣＳＩ要請は、Ｐ
ＵＣＣＨレポーティング形式を基盤として優先順位を付与することによってダウン選択さ
れ得、最も離れた上向きリンク伝送を有する要請の中断が適用され得る。
【０２０９】
　一実施例において、多重ＣＳＩレポートが構成されるとき、非周期的なそして周期的な
レポーティングに対して先立って定義された動作または手続は、ＵＥ性能に対して従属す
る。そのような性能は、ネットワークに知られることができる。またはその情報は、上位
階層シグナリングによってシグナリングされることができる。
追加に、前述した実施例の１つ以上の側面の周期的な、そして非周期的なＣＳＩ要請両方
の組合されたＣＳＩ要請に適用され得る。
【０２１０】
　ＵＥは、周期的な、そして非周期的な要請を含む与えられた時間にＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏ
ｌｄ以上のＣＳＩプロセスに対して係留中の要請を有すれば、ＣＳＩを伝送するための１
つ以上の次の手続は、対応する上向きリンクサブフレーム（ｎ＋４）で対応するＣＳＩを
伝送することに反対に適用することができる：一例において、ＵＥ動作は、特定されず、
ＵＥ具現は、できれば、上向きリンクＣＳＩをどんなに伝送するかを決定することができ
る；他の例において、ＵＥは、すべての係留中の周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例
において、ＵＥは、すべての係留中の非周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例において
、ＵＥは、最も最近のＣＳＩレファレンスサブフレームを有する周期的なＣＳＩ要請を中
断する；他の例において、ＵＥは、最も古いＣＳＩレファレンスサブフレームを有する周
期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例において、ＵＥは、周期的な最も速い近付く上向き
リンク伝送を有する周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例において、ＵＥは、最も遠く
ある近付く上向きリンク伝送を有する周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例において、
ＵＥは、１つ以上の周期的な要請の１つ以上のＣＳＩプロセスのＣＳＩを中断する；他の
例において、ＵＥは、サービングセルのＣＳＩ要請を除いた、すべてのＣＳＩ要請を中断
する；他の例において、ＵＥは、各セルに対して下位ＣＳＩ構成インデックスに対応する
ＣＳＩプロセスのＣＳＩ要請を除いたすべてのＣＳＩ要請を中断する；他の例において、
ＵＥは、ＣＳＩプロセスの組合されたセットに対する周期的なＣＳＩ衝突の場合のために
先立って提案された中断規則を使用する；または、他の例において、ＵＥは、対応するレ
ポートの形式に基盤して優先順位を付与するＣＳＩ要請を中断する；他の例において、Ｐ
ＵＣＣＨレポーティング形式（１、１ａ、２、２ｂ、２ｃ、または４）を有するＣＳＩは
、ＰＵＣＣＨレポーティング形式３、５、６または２ａを有するＣＳＩレポートより低い
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して優先順位を付与することによって、ＣＳＩ要請を中断する；他の例において、最も低
いＮｐｅｒｉｏｄを有するレポートは、中断される。他の例において、ＵＥは、すべての
周期的な要請を中断し、非周期的なＣＳＩ要請のために先立って定義された規則を適用す
る。ＵＥが与えられた時間に非周期的なＣＳＩ要請でＮ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ以上のプロ
セスに対して係留中の要請を有すれば、ＣＳＩを伝送するための１つ以上の次の手続は、
上向きリンクサブフレーム（ｎ＋４）で対応するＣＳＩを伝送することに反対して適用す
ることができる：一例において、ＵＥ動作は特定されない；このような場合で、ＵＥ具現
は、できれば、上向きリンクＣＳＩをどんなに伝送するかを決定することができる；他の
例において、ＵＥは、すべての係留中の非周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例におい
て、ＵＥは、最も最近の非周期的なＣＳＩ要請を中断する；他の例において、ＵＥは、最
も古いＣＳＩ要請を中断する；他の例において、ＵＥは、１つ以上の非周期的な要請の１
つ以上のＣＳＩプロセスのＣＳＩを中断する；他の例において、ＵＥは、サービングセル
のＣＳＩ要請を除いた、すべてのＣＳＩ要請を中断する；他の例において、各セルに対し
て下位ＣＳＩ構成インデックスに対応するＣＳＩプロセスのＣＳＩ要請を除いたすべての
ＣＳＩ要請を中断する；
【０２１１】
　本発明の実施例は、有効／レファレンスサブフレームに対する制約を有するＵＥ複雑度
減少を含む。レファレンスサブフレームは、次のように定義される：時間ドメインで、Ｃ
ＳＩレファレンスリソースは、単一下向きリンクサブフレームnCQI_refｎ－によって定義
される。ここで、周期的なＣＳＩレポーティングnCQI_refは、有効下向きリンクサブフレ
ームに対応するように４より大きいかまたは同じ値のうち最も小さい値である；そして、
非周期的なＣＳＩレポーティングnCQI_refは、レファレンスリソースが上向きリンクＤＣ
Ｉフォーマットで対応するＣＳＩ要請と同一の有効下向きリンクサブフレームにあるよう
にする。
【０２１２】
　レファレンスサブフレームは、レポートされたＣＱＩに対応する測定が累積するものと
予測される時までのサブフレームを示す（すなわち、このサブフレームまでチャネル／干
渉ヒストリー）。さらに、nCQI_refは、ＣＳＩ演算を行うためにＵＥに対して利用可能な
時間のウィンドウである。
【０２１３】
　nCQI_refの最も小さい値は、nCQI_refの最小値を表現し、ＬＴＥリリース１０での４で
あり、nCQI_ref_minで示す。前述した定義は、これが変数だとしたら、次のようにさらに
記述され得る。時間ドメインで、ＣＳＩレファレンスリソースは、単一下向きリンクサブ
フレーム、ｎ－nCQI_refによって定義される。ここで、周期的なＣＳＩレポーティングに
対して、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレームに対応する、nCQI_ref_minと同じか
、または大きい値のうち最も小さい値である；非周期的なＣＳＩレポーティングに対して
、nCQI_refは、レファレンスリソースが上向きリンクＤＣＩフォーマットに対応するＣＳ
Ｉ要請と同一に有効下向きリンクサブフレームにあるようにする程度である。
【０２１４】
　レファレンスリソースが同一の有効下向きリンクサブフレームにあるか否かは、下記の
表１２でコピーした３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１の表４．２－２を基盤で決定される。
【０２１５】
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【表１２】

【０２１６】
　言い換えれば、ＣＳＩレファレンスリソースは、表１２による下向きリンクサブフレー
ムのうち１つなら、有効下向きリンクフレームである。
【０２１７】
　非周期的なレポーティングのためのウィンドウを増加するようにするのために、定義は
、次のように追加に修正される：時間ドメインで、ＣＳＩレファレンスリソースは、単一
下向きリンクサブフレーム、ｎ－nCQI_refによって定義される。ここで、周期的な（ｐｅ
ｒｉｏｄｉｃ）ＣＳＩレポーティングに対して、nCQI_refは、有効下向きリンクサブフレ
ームに対応する、nCQI_ref_minと同じかまたは大きい値のうち最も小さい値である；非周
期的な（ａｐｅｒｉｏｄｉｃ）ＣＳＩレポーティングに対して、nCQI_refは、有効下向き
リンクサブフレームに対応する、nCQI_ref_minと同じかまたは大きい値のうち最も小さい
値である。ＵＥ複雑度を緩和するための１つの可能性は、有効サブフレーム及びnCQI_ref
_minの定義を緩和するものである。一実施例において、有効サブフレームのセットは、利
用可能な下向きリンクサブフレームのサブセットになるように追加に定義され得る。一実
施例において、そのような有効サブフレームのサブセットは、１つ以上の次のようなもの
を基盤とすることができる：ｒｅｓｏｕｒｃｅｃｏｎｆｉｇ、ｓｕｂｆｒａｍｅｃｏｎｆ
ｉｇを含む、１つ以上の非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ構成パラメータ、１つ以上のゼロ電力
ＣＳＩ－ＲＳ構成パラメータ、ｒｅｓｏｕｒｃｅｃｏｎｆｉｇ、ｓｕｂｆｒａｍｅｃｏｎ
ｆｉｇを含む１つ以上のＩＭＲ構成パラメータ、構成されたＣＳＩプロセスの全体数、Ｕ
Ｅのために構成された周期的なＣＳＩプロセスの全体数、ＵＥのために構成された非周期
的なＣＳＩプロセスの全体数、ＡＢＳまたはサブフレームサブセット構成、上位階層によ
る非周期的なＣＳＩ構成、上位階層による周期的なＣＳＩ構成；構成されたサービングセ
ルの数、構成されたサブフレームサブセットの数；レポーティングの形式（すなわち、非
周期的なまたは周期的）、そしてＵＥ性能がそれである。
【０２１８】
　より一般的に、有効サブフレームの位置情報は、上位階層によって構成され得る。例え
ば、癬貴階層構成は、任意の周期性及びサブフレームオフセットを有する有効サブフレー
ムのセットを示すことができる。言い換えれば、ｒｅｓｏｕｒｃｅｃｏｎｆｉｇ、ｓｕｂ
ｆｒａｍｅｃｏｎｆｉｇは、有効サブフレームを定義するために示すことができる。
【０２１９】
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　一実施例において、上位階層構成は、１つ以上のＣＳＩ－ＲＳ構成（ＮＺＰ、ＺＰ、Ｉ
ＭＲ）のうちいずれが有効サブフレームのセットを誘導するために使用されなければなら
ないかを示すことができる。
【０２２０】
　一実施例において、nCQI_refまたはnCQI_ref_minの値は、次のうち１つ以上を基盤とし
て決定される：ｒｅｓｏｕｒｃｅｃｏｎｆｉｇ、ｓｕｂｆｒａｍｅｃｏｎｆｉｇを含む、
１つ以上の非－ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ構成パラメータ、１つ以上のゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ
構成パラメータ、ｒｅｓｏｕｒｃｅｃｏｎｆｉｇ、ｓｕｂｆｒａｍｅｃｏｎｆｉｇを含む
１つ以上のＩＭＲ構成パラメータ、構成されたＣＳＩプロセスの全体数、ＵＥのために構
成された周期的なＣＳＩプロセスの全体数、ＵＥのために構成された非周期的なＣＳＩプ
ロセスの全体数、ＡＢＳまたはサブフレームサブセット構成、上位階層による非周期的な
ＣＳＩ構成、上位階層による周期的なＣＳＩ構成；構成されたサービングセルの数、構成
されたサブフレームサブセットの数；レポーティングの形式（すなわち、非周期的なまた
は周期的）、そしてＵＥ性能がそれである。
【０２２１】
　一実施例において、有効サブフレームのセットは、非周期的なＣＳＩ及び周期的なＣＳ
Ｉレポーティングに対して変わることができる。一実施例において、nCQI_ref_minの値は
、非周期的なＣＳＩ及び周期的なＣＳＩに対して変わる（すなわち、レポーティングの形
式を基盤とする）。
【０２２２】
　実施例Ａにおいて、構成されたＣＳＩプロセスの数が臨界値より小さければ、第１セッ
トの有効サブフレームが使用され、構成されたＣＳＩプロセスの数が臨界値より大きけれ
ば、第２セットの有効サブフレームが使用される。実施例Ｂにおいて、構成されたＣＳＩ
プロセッサの数が臨界値より小さければ、nCQI_ref_minの第１値が使用され、構成された
ＣＳＩプロセッサの数が臨界値より大きければ、nCQI_ref_minの第２値が使用される。
【０２２３】
　前記実施例Ａ及びＢにおいて、ＣＳＩプロセスの数は、次に従うことができる：周期的
なＣＳＩプロセスの数、非周期的なＣＳＩプロセスの数、すべてのコンポネントキャリア
及びサブフレームサブセットを含むＣＳＩプロセスの全体数、及びコンポネントキャリア
当たりＣＳＩプロセスの数がそれである。一実施例において、実施例Ａ及びＢでのＣＳＩ
プロセスの数は、非周期的なＣＳＩ要請で構成され得るＣＳＩプロセスの最大数を基盤と
することができる。例えば、次のＣＳＩ要請フィールドが下記の表１３で使用されれば、
ＣＳＩプロセスの数の最大値は、上位階層によって構成される第１、第２及び第３セット
のうち最大値に対応する。
【０２２４】
【表１３】
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【０２２５】
　本発明がその実施例を参照して都市されて説明されたが、添付された請求項とその均等
物によって定義される本発明の思想及び範囲から逸脱することなく本発明の形態及び詳細
事項が多様に変更され得ることは、この技術分野で通常の知識を持った者なら理解するこ
とができるであろう。
【符号の説明】
【０２２６】
１００　無線ネットワーク
１０１～１０３　基地局
１１１～１１６　ＵＥ
１２０、１２５　カバレージ領域
１３０　ネットワーク
２００　伝送経路
２０５　チャネルコーディング及び変調ブロック
２１０　並列ブロック
２１５　サイズＮ逆高速フーリエ変換ブロック
２２０　直列ブロック
２２５　循環前置挿入ブロック
２３０　アップコンバータ
２５５　ダウンコンバータ
２６０　循環前置除去ブロック
２６５　並列ブロック
２７０　サイズＮ高速フーリエ変換ブロック
２７５　直列ブロック
２８０　チャネルデコーディング及び復調ブロック
３００　受信経路回路
４０５　送信機
４１０　受信機
４１５　アンテナ
４２０　位相シフタ
４２５　伝送プロセス回路
４３０　制御機
４３５　アンテナ
４４５　受信プロセス回路
４５０　制御機
５００　ＣｏＭＰ通信システム
５０５　ＵＥ
５１０　ＴＰ
５２０　ネットワーク
６００　無線通信ネットワーク
６０２　カバレージ領域
６０４　ｅＮＢ
６１０　無線通信ネットワーク
６１２　カバレージ領域
６１４　ＲＲＨ
６１６　光ファイバ
６２０　無線通信ネットワーク
６２２　カバレージ領域
６２４　ＲＲＨ
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