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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周期的チャネル状態情報（ＣＳＩ）をレポートするように動作可能なユーザ機器（ＵＥ
）であって、
　前記ＵＥは、
　サービングセルに対する前記ＵＥのレポート期間（Ｎｐｄ）を判断し、
　前記ＵＥのプライマリセルについての時分割複信アップリンク－ダウンリンク設定（Ｔ
ＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定）を特定し、
　前記レポート期間に従い、前記プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）を用いて、前記サービングセルに対する周期的ＣＳＩレポートを進化型ノード
Ｂ（ｅＮＢ）に送信し、
　前記プライマリセルの前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定が０、１、３、４、又は６のうちの
１つであり、かつ、無線フレーム内の前記プライマリセルの全てのＵＬサブフレームが周
期的ＣＳＩレポートのために用いられる場合、前記サービングセルに対してＮｐｄ=１の
前記レポート期間を用いる
ように構成される回路を有するＵＥ。
【請求項２】
　前記プライマリセルの前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定が０、１、２、又は６のうちの１つ
に属する場合、前記サービングセルに対してＮｐｄ=５の前記レポート期間を用いるよう
にさらに構成される、請求項１に記載の回路。
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【請求項３】
　前記プライマリセルの全てのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定について、前記サービングセルに
対するＮｐｄ＝１０、２０、４０、８０、又は１６０の前記レポート期間のうちの１つを
用いるようにさらに構成される、請求項１又は２に記載の回路。
【請求項４】
　チャネル品質指標－プリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定インデックスパ
ラメータ（cqi-pmi-ConfigIndexパラメータ）を用いて前記レポート期間を判断するよう
にさらに構成される、請求項１から３のいずれか一項に記載の回路。
【請求項５】
　前記周期的ＣＳＩをレポートするように動作可能な前記ＵＥは、周期的ＣＱＩ－ＰＭＩ
レポートを実行するようにさらに構成される、請求項１から４のいずれか一項に記載の回
路。
【請求項６】
　前記cqi-pmi-ConfigIndexパラメータは、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングに
より構成される、請求項４に記載の回路。
【請求項７】
　Ｎｐｄの前記レポート期間は、サブフレームの数として定義される、請求項１から６の
いずれか一項に記載の回路。
【請求項８】
　前記ＵＥは、伝送モード（ＴＭ）１０用に設定される、請求項１から７のいずれか一項
に記載の回路。
【請求項９】
　前記サービングセルは、前記プライマリセルである、請求項１から８のいずれか一項に
記載の回路。
【請求項１０】
　前記ＵＥは、アンテナ、タッチセンシティブディスプレイスクリーン、スピーカ、マイ
ク、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮発
性メモリポートを含む、請求項１から９のいずれか一項に記載の回路。
【請求項１１】
　周期的チャネル状態情報（ＣＳＩ）をレポートするための方法であって、
　サービングセルに対するユーザ機器（ＵＥ）のレポート期間（Ｎｐｄ）を判断する段階
と、
　前記ＵＥのプライマリセルについての時分割複信アップリンク－ダウンリンク設定（Ｔ
ＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定）を特定する段階と、
　前記レポート期間に従い、前記プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）を用いて、前記ＵＥから進化型ノードＢ（ｅＮＢ）へ、前記サービングセルに
対する周期的ＣＳＩレポートを送信する段階と、
　前記プライマリセルの前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定が０、１、３、４、又は６のうちの
１つであり、かつ、無線フレーム内の前記プライマリセルの全てのＵＬサブフレームが周
期的ＣＳＩレポートのために用いられる場合、前記サービングセルに対してＮｐｄ=１の
前記レポート期間を用いる段階と
を備える方法。
【請求項１２】
　前記プライマリセルの前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定が０、１、２、又は６のうちの１つ
に属する場合、前記サービングセルに対してＮｐｄ=５の前記レポート期間を用いる段階
をさらに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記プライマリセルの全てのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定について、前記サービングセルに
対するＮｐｄ＝１０、２０、４０、８０、又は１６０の前記レポート期間のうちの１つを
用いる段階をさらに備える、請求項１１又は１２に記載の方法。
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【請求項１４】
　チャネル品質指標－プリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定インデックスパ
ラメータ（cqi-pmi-ConfigIndexパラメータ）を用いて前記レポート期間を判断する段階
をさらに備える、請求項１１から１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記サービングセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートを送信する段階は、周期的ＣＱ
Ｉ－ＰＭＩレポートを送信する段階を含む、請求項１１から１４のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記周期的ＣＳＩレポートは、チャネル品質指標（ＣＱＩ）、プリコーディング行列指
標（ＰＭＩ）、プリコーディングタイプ指標（ＰＴＩ）又はランク指標（ＲＩ）のうちの
少なくとも１つを含む、請求項１１から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　コンピュータに、
　サービングセルに対するユーザ機器（ＵＥ）のレポート期間（Ｎｐｄ）を判断する手順
と、
　前記ＵＥのプライマリセルについての時分割複信アップリンク－ダウンリンク設定（Ｔ
ＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定）を判断する手順と、
　前記レポート期間に従い、前記プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）を用いて、前記ＵＥから進化型ノードＢ（ｅＮＢ）へ、前記サービングセルに
対する周期的ＣＳＩレポートを送信する手順と、
　前記プライマリセルの前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定が０、１、３、４、又は６のうちの
１つであり、かつ、無線フレーム内の前記プライマリセルの全てのＵＬサブフレームが周
期的ＣＳＩレポートのために用いられる場合、前記サービングセルに対してＮｐｄ=１の
前記レポート期間を用いる手順と
を実行させるためのプログラム。
【請求項１８】
　前記コンピュータに、
　前記プライマリセルの前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定が０、１、２、又は６のうちの１つ
に属する場合、前記サービングセルに対してＮｐｄ=５の前記レポート期間を用いる手順
をさらに実行させるための、請求項１７に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記コンピュータに、
　前記プライマリセルの全てのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定について、前記サービングセルに
対するＮｐｄ＝１０、２０、４０、８０、又は１６０の前記レポート期間のうちの１つを
用いる手順をさらに実行させるための、請求項１７又は１８に記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記レポート期間は、チャネル品質指標－プリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ
）設定インデックスパラメータ（cqi-pmi-ConfigIndexパラメータ）を用いて判断される
、請求項１７から１９のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項２１】
　請求項１７から２０のいずれか一項に記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　無線移動通信技術は、ノード（例えば、伝送局）と無線デバイス（例えば、モバイルデ
バイス）との間でデータを伝送するために、様々な規格及びプロトコルを用いる。いくつ
かの無線デバイスは、ダウンリンク（ＤＬ）伝送において直交周波数分割多元接続（ＯＦ
ＤＭＡ）を、アップリンク（ＵＬ）伝送においてシングルキャリア周波数分割多元接続（
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ＳＣ－ＦＤＭＡ）を用いて通信する。信号伝送のために直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
を用いる複数の規格及び複数のプロトコルは、第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、ＷｉＭＡＸ（登録商標）（Worldw
ide interoperability for Microwave Access）として複数の業界団体に広く知られてい
る電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６規格（例えば、８０２．１６ｅ、８０２
．１６ｍ）、及びＷｉＦｉとして複数の業界団体に広く知られているＩＥＥＥ８０２．１
１規格を含む。
【０００２】
　複数の３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ＬＴＥシステムにおいて、ノード
は、（複数の進化型ノードＢ、複数の拡張型ノードＢ、複数のｅＮｏｄｅＢ、又は複数の
ｅＮＢとしても一般的に示される）複数の進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネット
ワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ、及び複数の無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ
）の組み合わせであり得、ユーザ機器（ＵＥ）として知られる無線デバイスと通信する。
ダウンリンク（ＤＬ）伝送は、ノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）から無線デバイス（例え
ば、ＵＥ）への通信であり得、アップリンク（ＵＬ）伝送は、無線デバイスからノードへ
の通信であり得る。
【０００３】
　複数のホモジニアスネットワークにおいて、マクロノードとも呼ばれるノードは、セル
の中の複数の無線デバイスに対する基本的な無線カバレッジを提供できる。セルは、複数
の無線デバイスがマクロノードと通信するように動作可能な領域であり得る。複数のヘテ
ロジニアスネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）は、複数の無線デバイスの増加した使用量及び
機能に起因する複数のマクロノード上の増加したトラフィック負荷を処理するために用い
られることができる。複数のＨｅｔＮｅｔは、マクロノードのカバレッジエリア（セル）
内にあまり計画的でなく又は全体にまとまりがない手法で展開されることができる複数の
低電力ノード（複数のスモールｅＮＢ、複数のマクロｅＮＢ、複数のピコｅＮＢ、複数の
フェムトｅＮＢ、又は複数のホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ））の複数のレイヤが重ねられた計
画された高電力マクロノード（又は複数のマクロｅＮＢ）のレイヤを含むことができる。
複数の低電力ノード（ＬＰＮ）は、概して、複数の「低電力ノード」、複数のスモールノ
ード、又は複数のスモールセルと称されることができる。
【０００４】
　マクロノードは、基本的なカバレッジに用いられることができる。複数の低電力ノード
は、複数のホットゾーンにおける又は複数のマクロノードのカバレッジエリアの間の複数
の境界での能力を改善し、複数の建造物が信号伝送を妨げるインドアカバレッジを改善す
べく、複数のカバレッジホールを埋めるために用いられることができる。セル間干渉制御
（ＩＣＩＣ）又は拡張型ＩＣＩＣ（ｅＩＣＩＣ）は、ＨｅｔＮｅｔにおける複数のマクロ
ノード及び複数の低電力ノードなどの複数のノードの間の干渉を低減すべく、リソース制
御のために用いられてよい。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本開示の複数の特徴及び複数の長所は、本開示の複数の特徴を例として共に示す添付の
複数の図面と併用される、以下の詳細な説明から明らかになるだろう。
【０００６】
【図１】は、ある例に係る様々なコンポーネントキャリア（ＣＣ）帯域幅のブロック図を
示す。
【図２Ａ】ある例に係る複数の隣接コンポーネントキャリアのブロック図を示す。
【図２Ｂ】ある例に係る複数の帯域内非隣接コンポーネントキャリアのブロック図を示す
。
【図２Ｃ】ある例に係る複数の帯域間非隣接コンポーネントキャリアのブロック図を示す
。
【図３Ａ】ある例に係る対称－非対称キャリアアグリゲーション設定のブロック図を示す
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。
【図３Ｂ】ある例に係る非対称－対称キャリアアグリゲーション設定のブロック図を示す
。
【図４】ある例に係る複数のアップリンク無線フレームリソース（例えば、リソースグリ
ッド）のブロック図を示す。
【図５】ある例に係る物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）ための周波数ホッピ
ングのブロック図を示す。
【図６】ある例に係るＰＵＣＣＨレポートモード及びモード状態毎の複数の物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）レポートタイプの表を示す。
【図７】ある例に係るＣＱＩ－ＰＭＩ設定インデックスパラメータ（ＩＣＱＩ／ＰＭＩ）
に従って周期値（Ｎｐｄ）及びオフセット値（ＮＯＦＦＳＥＴ／ＣＱＩ）を判断するため
の表である。
【図８】ある例に係る異なる複数の時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（
ＵＬ－ＤＬ）設定を有するプライマリセル及びセカンダリセルに対する複数の周期的チャ
ネル状態情報（ＣＳＩ）レポートサブフレームを示す。
【図９】ある例に係る周期的チャネル状態情報（ＣＳＩ）をレポートするように動作可能
なユーザ機器（ＵＥ）のコンピュータ回路の機能を示す。
【図１０】ある例に係る無線デバイスでの周期的チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートの
ための方法のフローチャートを示す。
【図１１】ある例に係るサービングノード、協調ノード、及び無線デバイスのブロック図
を示す。
【図１２】ある例に係る無線デバイス（例えば、ＵＥ）の図を示す。
【０００７】
　参照は、示された例示的な複数の実施形態についてここで説明し、特殊言語が、それら
を説明するためにここで用いられるだろう。それでもなお、本発明の範囲の限定がそのこ
とによって意図されないことが理解されるであろう。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明が開示及び説明される前に、本発明がここで開示される特定の複数の構造、複数
の処理ステップ、又は複数の材料に限定されないが、当業者によって認識されるであろう
それらの複数の均等物にまで拡張されることが理解されるべきである。また、ここで採用
される用語が特定の複数の例を説明する目的だけのために用いられ、限定することを意図
されないことが理解されるべきである。異なる複数の図面における同じ複数の参照符号は
、同じ要素を表す。複数のフローチャート及び複数の処理において提供される複数の数字
は、複数のステップ及び複数の動作を例示することにおける明確性のために提供され、必
ずしも特定の順序又は配列を示さない。
【０００９】
　技術の複数の実施形態の最初の概要が以下に提供され、そして、具体的な技術の複数の
実施形態が後でより詳しく説明される。この最初の要約は、技術をより迅速に理解する上
で読み手を助けることが意図されるが、技術の重要な複数の特徴又は必須の複数の特徴を
特定することは意図されず、又は特許請求された主題の範囲を限定することは意図されな
い。無線データ伝送の量の増加は、複数のスマートフォン及び複数のタブレットデバイス
などの複数の無線デバイスに対する複数の無線通信サービスを提供するための認可された
スペクトルを用いる複数の無線ネットワークにおいて、輻輳を引き起こしている。輻輳は
、複数の都市部及び複数の大学などの高密度及び高使用の複数の位置において、特に明ら
かである。
【００１０】
　複数の無線デバイスに追加の帯域幅の能力を提供するための１つの技術は、無線デバイ
ス（例えば、ＵＥ）で仮想的な広帯域チャネルを形成するために複数のより小さい帯域幅
のキャリアアグリゲーションを用いるものである。キャリアアグリゲーション（ＣＡ）に
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おいて、複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）は、単一の端末へ／からの伝送のために
集約されて共同で使用されることができる。複数のキャリアは、情報が配置される複数の
許容される周波数領域における複数の信号であり得る。キャリア上に配置されることがで
きる情報の量は、周波数領域における集約されたキャリアの帯域幅によって、判断される
ことができる。複数の許容される周波数領域は、多くの場合、帯域幅において限定される
。複数の帯域幅制限は、多数のユーザが複数の許容される周波数領域において帯域幅を同
時に使用しているときに、より厳しくなり得る。
【００１１】
　図１は、無線デバイスによって使用されることができるキャリア帯域幅、信号帯域幅、
又はコンポーネントキャリア（ＣＣ）を示す。例えば、複数のＬＴＥ　ＣＣ帯域幅は、１
．４ＭＨｚ２１０、３ＭＨｚ２１２、５ＭＨｚ２１４、１０ＭＨｚ２１６、１５ＭＨｚ２
１８、及び２０ＭＨｚ２２０を含むことができる。１．４ＭＨｚのＣＣは、７２個のサブ
キャリアを備える６個のリソースブロック（ＲＢ）を含むことができる。３ＭＨｚのＣＣ
は、１８０個のサブキャリアを備える１５個のＲＢを含むことができる。５ＭＨｚのＣＣ
は、３００個のサブキャリアを備える２５個のＲＢを含むことができる。１０ＭＨｚのＣ
Ｃは、６００個のサブキャリアを備える５０個のＲＢを含むことができる。１５ＭＨｚの
ＣＣは、９００個のサブキャリアを備える７５個のＲＢを含むことができる。２０ＭＨｚ
のＣＣは、１２００個のサブキャリアを備える１００個のＲＢを含むことができる。
【００１２】
　キャリアアグリゲーション（ＣＡ）は、複数のキャリア信号がユーザの無線デバイスと
ノードとの間で同時に通信されることを可能にする。複数の異なるキャリアが使用される
ことができる。いくつかの例において、複数のキャリアは、異なる複数の許容される周波
数領域からのものであってよい。
【００１３】
　キャリアアグリゲーションは、より多い帯域幅が取得されることを可能にしながら、複
数の無線デバイスにより広い選択を提供する。より大きい帯域幅が、ビデオのストリーミ
ング又は複数の大きいデータファイルの通信などの帯域幅の集中的な複数の動作を通信す
るために用いられることができる。
【００１４】
　図２Ａは、複数の隣接キャリアのキャリアアグリゲーションの例を示す。本例において
、３つのキャリアが周波数帯域に沿って隣接して位置付けられる。各キャリアは、コンポ
ーネントキャリアと称されることができる。隣接タイプのシステムにおいて、複数のコン
ポーネントキャリアは、互いに隣接して位置付けられ、一般的に単一の周波数帯域（例え
ば、帯域Ａ）内に位置付けられることができる。周波数帯域は、電磁スペクトルにおいて
選択された周波数の範囲であり得る。選択された複数の周波数帯域は、無線電話などの複
数の無線通信での使用のために指定される。特定の複数の周波数帯域は、無線サービスプ
ロバイダによって所有又は賃貸される。各隣接コンポーネントキャリアは、同じ帯域幅又
は異なる複数の帯域幅を有してよい。帯域幅は、選択された周波数帯域の部分である。無
線電話は、伝統的に単一の周波数帯域内で実行されている。隣接キャリアアグリゲーショ
ンにおいて、１つの高速フーリエ変換（ＦＦＴ）モジュール及び／又は１つの無線フロン
トエンドだけが使用されてよい。複数の隣接コンポーネントキャリアは、同様の複数のレ
ポート及び／又は処理モジュールを利用できる同様の複数の伝搬特性を有することができ
る。
【００１５】
　図２Ｂ－２Ｃは、複数の非隣接コンポーネントキャリアのキャリアアグリゲーションの
例を示す。複数の非隣接コンポーネントキャリアは、周波数の範囲に沿って離されてよい
。各コンポーネントキャリアは、異なる複数の周波数帯域に位置付けられてもよい。非隣
接キャリアアグリゲーションは、断片的なスペクトルのアグリゲーションを提供できる。
帯域内（又はシングルバンド）の非隣接キャリアアグリゲーションは、図２Ｂに示される
ように、同じ周波数帯域内（例えば、帯域Ａ）で非隣接キャリアアグリゲーションを提供
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する。帯域間（又はマルチバンド）の非隣接キャリアアグリゲーションは、図２Ｃに示さ
れるように、異なる複数の周波数帯域（例えば、複数の帯域Ａ、Ｂ、又はＣ）内で非隣接
キャリアアグリゲーションを提供する。異なる複数の周波数帯域において複数のコンポー
ネントキャリアを使用する能力は、利用可能な帯域幅のより効率的な使用を可能にでき、
集約されたデータのスループットを増加する。
【００１６】
　ネットワーク対称（又は非対称）キャリアアグリゲーションは、セクタにおいてネット
ワークにより提供される多数のダウンリンク（ＤＬ）及びアップリンク（ＵＬ）コンポー
ネントキャリアによって定義されることができる。ＵＥ対称（又は非対称）キャリアアグ
リゲーションは、ＵＥに対して設定されるダウンリンク（ＤＬ）及びアップリンク（ＵＬ
）コンポーネントキャリアの数によって定義されることができる。ＤＬ　ＣＣの数は、少
なくともＵＬ　ＣＣの数であってよい。システム情報ブロックタイプ２（ＳＩＢ２）は、
対応するＤＬに関連するＵＬに対するＥＵＴＲＡ絶対無線周波数チャネル番号（ＥＡＲＦ
ＣＮ）をシグナリングすることにより、ＤＬとＵＬとの間の具体的な結び付きを提供でき
る。
【００１７】
　図３Ａは、キャリアアグリゲーションがネットワークに対してＤＬとＵＬとの間で対称
であり、ＵＥに対してＤＬとＵＬとの間で非対称である対称－非対称キャリアアグリゲー
ション設定のブロック図を示す。図３Ｂは、キャリアアグリゲーションがネットワークに
対してＤＬとＵＬとの間で非対称であり、ＵＥに対してＤＬとＵＬとの間で対称である非
対称－対称キャリアアグリゲーション設定のブロック図を示す。
【００１８】
　図４に示されるように、コンポーネントキャリアは、一般的なロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）フレーム構造を用いて、ノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）と無線デバイ
ス（例えば、ＵＥ）との間のアップリンク伝送において物理（ＰＨＹ）レイヤ上で送信さ
れる無線フレーム構造を介してチャネル情報を搬送するために用いられることができる。
ＬＴＥフレーム構造が示されるが、ＩＥＥＥ８０２．１６規格（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ
８０２．１１規格（ＷｉＦｉ）、又はＳＣ－ＦＤＭＡ又はＯＦＤＭＡを用いる他のタイプ
の通信規格のためのフレーム構造が用いられてもよい。
【００１９】
　図４は、アップリンク無線フレーム構造を示す。本例において、制御情報又はデータを
送信するために用いられる信号の無線フレーム１００は、１０ミリ秒（ｍｓ）の持続時間
Ｔｆを有するように設定されることができる。各無線フレームは、各々が１ｍｓ長さであ
る１０個のサブフレーム１１０ｉにセグメント化又は分割されることができる。各サブフ
レームは、各々が０．５ｍｓの持続時間Ｔｓｌｏｔを有する２つのスロット１２０ａ及び
１２０ｂにさらに細分されることができる。無線デバイス及びノードによって使用される
コンポーネントキャリア（ＣＣ）に対する各スロットは、ＣＣ周波数帯域幅に基づく複数
のリソースブロック（ＲＢ）１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｉ、１３０ｍ、及び１３０ｎを
含むことができる。各ＲＢ（物理ＲＢ又はＰＲＢ）１３０ｉは、（周波数軸上の）１２－
１５ｋＨｚの複数のサブキャリア１３６、及びサブキャリア毎に（時間軸上の）６又は７
個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル１３２を含むことができる。ショート又はノーマルサイクリ
ックプレフィックスが採用される場合、ＲＢは、７個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを使用で
きる。拡張サイクリックプレフィックスが使用される場合、ＲＢは、６個のＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボルを使用できる。リソースブロックは、ショート又はノーマルサイクリックプレ
フィクスを用いて８４個のリソース要素（ＲＥ）１４０ｉにマッピングされることができ
、又はリソースブロックは、拡張サイクリックプレフィックスを用いて７２個のＲＥ（不
図示）にマッピングされることができる。ＲＥは、１つのサブキャリア（すなわち、１５
ｋＨｚ）１４６による１つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル１４２の単位であり得る。四位相偏
移変調（ＱＰＳＫ）の場合、各ＲＥは、情報の２つのビット１５０ａ及び１５０ｂを送信
できる。各ＲＥにおいてより多い数のビットを送信する１６直角位相振幅変調（ＱＡＭ）
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二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）などの他の複数のタイプの変調が使用されてよい。ＲＢは、
無線デバイスからノードへのアップリンク伝送のために設定されることができる。
【００２０】
　複数の基準信号（ＲＳ）は、複数のリソースブロックにおける複数のリソース要素を介
して複数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルによって送信されることができる。複数の基準信号（
又は複数のパイロット信号又は複数のトーン）は、タイミングを同期する、チャネルを推
定する、及び／又はチャネルにノイズを入れるためなどの様々な理由のために用いられる
既知の信号であり得る。複数の基準信号は、複数の無線デバイス及び複数のノードによっ
て受信及び送信されることができる。異なる複数のタイプの基準信号（ＲＳ）は、ＲＢに
おいて使用されることができる。例えば、複数のＬＴＥシステムにおいて、アップリンク
基準信号の複数のタイプは、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）及びＵＥ固有基準信号（
ＵＥ固有ＲＳ又はＵＥ－ＲＳ）又は復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）を含むことができる。複
数のＬＴＥシステムにおいて、ダウンリンク基準信号の複数のタイプは、チャネル上で複
数のＣＳＩレポートを提供するために、無線デバイスによって測定されることができる複
数のチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を含むことができる。アップリンク信号
又はチャネルは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上のデータ、又は物理ア
ップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上に制御情報を含むことができる。ＬＴＥにおい
て、アップリンク制御情報（ＵＣＩ）を搬送するアップリンク物理チャネル（ＰＵＣＣＨ
）は、複数のチャンネル状態情報（ＣＳＩ）レポート、ハイブリッド自動再送リクエスト
（ＨＡＲＱ）肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、及び複数のアップリンクスケジ
ューリングリクエスト（ＳＲ）を含むことができる。
【００２１】
　無線デバイスは、ＰＵＳＣＨを用いて周期的ＣＳＩレポートを、又はＰＵＣＣＨを用い
て周期的ＣＳＩレポートを提供できる。表１にＬＴＥ用に示されるように、ＰＵＣＣＨは
、様々な変調及び符号化スキーム（ＭＣＳ）を有する複数のフォーマット（すなわち、Ｐ
ＵＣＣＨフォーマット）をサポートできる。例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット３は、マル
チビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫを伝送するために用いられることができ、それは、時分割複
信（ＴＤＤ）におけるキャリアアグリゲーションをサポートするＵＥに用いられることが
できる。
【００２２】
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【表１】

【００２３】
　他の例において、図５に示されるように、ＰＵＣＣＨフォーマット２は、周波数ホッピ
ングを使用できる。周波数ホッピングは、送信機（例えば、アップリンクにおけるＵＥ）
と受信機（例えば、アップリンクにおけるｅＮＢ）との両方に既知の擬似乱数のシーケン
ス又は規定のシーケンスを用いて多くの周波数チャネルの間でキャリアを迅速に切り替え
ることによって、複数の無線信号を送信する方法であり得る。周波数ホッピングは、（時
間領域において）隣接する割り当てを維持しながら、ＵＥがＬＴＥにおいて用いられる広
帯域チャネルの周波数ダイバシティをアップリンクにおいて活用することを可能にできる
。
【００２４】
　ＰＵＣＣＨは、様々なチャンネル状態情報（ＣＳＩ）レポートを含むことができる。複
数のＣＳＩレポートにおける複数のＣＳＩコンポーネントは、チャネル品質指標（ＣＱＩ
）、プリコーディングマトリクス指標（ＰＭＩ）、プリコーディングタイプ指標（ＰＴＩ
）、及び／又はランク指標（ＲＩ）レポートタイプを含むことができる。ＣＱＩは、複数
のダウンリンク伝送に対する変調及び符号化スキーム（ＭＣＳ）などの適切なデータレー
トを示すために、ＵＥによってｅＮｏｄｅＢにシグナリングされることができ、受信され
たダウンリンク信号対干渉及びノイズ比（ＳＩＮＲ）の測定結果及びＵＥの受信機の複数
の特性の情報に基づき得る。ＰＭＩは、多入力多出力（ＭＩＭＯ）動作をサポートするた
めに、ＵＥによってフィードバックされる信号であり得る。ＰＭＩは、（ＵＥ及びｅＮｏ
ｄｅＢによって共有されるコードブック内の）プリコーダのインデックスに対応でき、全
てのダウンリンク空間伝送レイヤにわたって受信されることができる複数のデータビット
の集約数を最大化できる。ＰＴＩは、低速フェージング環境を高速フェージング環境と区
別するために用いられることができる。ＲＩは、複数のＰＤＳＣＨ伝送モード３（例えば
、開ループ空間多重化）及び４（例えば、閉ループ空間多重化）のために設定される複数
のＵＥによって、ｅＮｏｄｅＢにシグナリングされることができる。ＲＩは、（ダウンリ
ンクチャネルのＵＥの推定に基づく）空間多重化のための多数の有用な伝送レイヤに対応
でき、結果的に、ｅＮｏｄｅＢがＰＤＳＣＨ伝送に適応することを可能にする。
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【００２５】
　ＣＱＩレポートの粒度は、広帯域、ＵＥ選択サブバンド、及び上位レイヤ構成サブバン
ドの３つのレベルに分割されることができる。広帯域ＣＱＩレポートは、全体のダウンリ
ンクシステム帯域幅に対して１つのＣＱＩ値を提供できる。ＵＥ選択サブバンドＣＱＩレ
ポートは、システム帯域幅を複数のサブバンドに分割でき、ＵＥは、望ましい複数のサブ
バンド（最も良いＭ個のサブバンド）の一式を選択でき、そして、（選択されたＭ個のサ
ブバンド上だけの伝送を想定して、）広帯域に対する１つのＣＱＩ値、及びセットに対す
る１つの差分のＣＱＩ値をレポートする。上位レイヤ構成サブバンドＣＱＩレポートは、
最も高い粒度を提供できる。上位レイヤ構成サブバンドＣＱＩレポートにおいて、無線デ
バイスは、全体のシステムの帯域幅を複数のサブバンドに分割でき、そして、１つの広帯
域ＣＱＩ値、及び各サブバンドに対して１つなどの複数の差分のＣＱＩ値をレポートする
。
【００２６】
　ＰＵＣＣＨによって搬送されるＵＣＩは、どのＣＳＩレポートが送信されているかを特
定するために、異なる複数のＰＵＣＣＨレポートタイプ（又はＣＱＩ／ＰＭＩ及びＲＩレ
ポートタイプ）を使用できる。例えば、ＰＵＣＣＨレポートタイプ１は、複数のＵＥ選択
サブバンドに対するＣＱＩフィードバックをサポートでき、タイプ１ａは、サブバンドＣ
ＱＩ及び第２ＰＭＩフィードバックをサポートでき、タイプ２、タイプ２ｂ、及びタイプ
２ｃは、広帯域ＣＱＩ及びＰＭＩフィードバックをサポートでき、タイプ２ａは、広帯域
ＰＭＩフィードバックをサポートでき、タイプ３は、ＲＩフィードバックをサポートでき
、タイプ４は、広帯域ＣＱＩをサポートでき、タイプ５は、ＲＩ及び広帯域ＰＭＩフィー
ドバックをサポートでき、タイプ６は、ＲＩ及びＰＴＩフィードバックをサポートできる
。
【００２７】
　異なる複数のＣＳＩコンポーネントは、ＰＵＣＣＨレポートタイプに基づいて含まれる
ことができる。例えば、ＲＩは、ＰＵＣＣＨレポートタイプ３、５、又は６に含まれるこ
とができる。広帯域ＰＴＩは、ＰＵＣＣＨレポートタイプ６に含まれることができる。広
帯域ＰＭＩは、ＰＵＣＣＨレポートタイプ２ａ又は５に含まれることができる。広帯域Ｃ
ＱＩは、ＰＵＣＣＨレポートタイプ２、２ｂ、２ｃ、又は４に含まれることができる。サ
ブバンドＣＱＩは、ＰＵＣＣＨレポートタイプ１又は１ａに含まれることができる。
【００２８】
　異なる複数の期間及び複数のオフセットを有するＣＱＩ／ＰＭＩ及びＲＩ（ＰＵＣＣＨ
）レポートタイプは、図６の表によって示された複数のＰＵＣＣＨ　ＣＳＩレポートモー
ドに対してサポートされることができる。図６は、ＰＵＣＣＨレポートタイプ及びＰＵＣ
ＣＨレポートモード及びモード状態毎のペイロードサイズのＬＴＥ用の例を示す。
【００２９】
　レポートされるＣＳＩ情報は、用いられるダウンリンク伝送の複数のシナリオに基づい
て変わることができる。ダウンリンクに対する様々なシナリオは、異なる複数の伝送モー
ド（ＴＭ）に反映されることができる。例えば、ＬＴＥにおいて、ＴＭ１は、単一の送信
アンテナを使用でき、ＴＭ２は、送信ダイバシティを使用でき、ＴＭ３は、巡回遅延ダイ
バシティ（ＣＤＤ）と共に開ループ空間多重化を使用でき、ＴＭ４は、閉ループ空間多重
化を使用でき、ＴＭ５は、マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）を使用でき、ＴＭ６
は、単一の伝送レイヤを用いる閉ループ空間多重化を使用でき、ＴＭ７は、ＵＥ固有ＲＳ
を有するビームフォーミングを使用でき、ＴＭ８は、ＵＥ固有ＲＳを有するシングル又は
デュアルレイヤのビームフォーミングを使用でき、ＴＭ９は、閉ループシングルユーザＭ
ＩＭＯ（ＳＵ－ＭＩＭＯ）又はキャリアアグリゲーションをサポートするためにマルチレ
イヤの伝送を使用できる。ある例において、ＴＭ１０は、ジョイントプロセッシング（Ｊ
Ｐ）、動的ポイント選択（ＤＰＳ）、及び／又は協調スケジューリング／協調ビームフォ
ーミング（ＣＳ／ＣＢ）などの協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）シグナリングに用いられ
ることができる。
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【００３０】
　表２にＬＴＥ用に示されるように、各伝送モードは、異なる複数のＰＵＣＣＨ　ＣＳＩ
レポートモードを使用でき、各ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩレポートモードは、異なる複数のＣＱ
Ｉ及びＰＭＩフィードバックタイプを表すことができる。
【００３１】
【表２】

【００３２】
　例えば、ＬＴＥにおいて、ＴＭ１、２、３、及び７は、ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩレポートモ
ード１－０又は２－０を使用でき、ＴＭ４、５、及び６は、ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩレポート
モード１－１又は２－１を使用でき、ＴＭ８は、ＵＥがＰＭＩ／ＲＩレポートで設定され
る場合、ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩレポートモード１－１又は２－１を使用でき、ＵＥがＰＭＩ
／ＲＩレポートなしで設定される場合、ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩレポートモード１－０又は２
－０を使用でき、ＴＭ９及び１０は、ＵＥがＰＭＩ／ＲＩレポートで設定され、ＣＳＩ－
ＲＳポートの数が１より大きい場合、ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩレポートモード１－１又は２－
１を使用でき、ＵＥがＰＭＩ／ＲＩレポートなしで設定され、又はＣＳＩ－ＲＳポートの
数が１に等しい場合、ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩレポートモード１－０又は２－０を使用できる
。ダウンリンク伝送スキーム（例えば、伝送モード）に基づいて、ＵＥは、信号の衝突又
は干渉を生じることなく、複数のノード（例えば、ｅＮＢ）に送信されることが許可され
てよいより多いＣＳＩレポートを生成できる。無線デバイス（例えば、ＵＥ）は、サブフ
レーム上での衝突を防ぐために、複数のＣＳＩレポートについて、保持すること及び送信
すること及びどのＣＳＩレポートをドロップ又は破棄する（及び送信しない）かを判断し
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てよい。
【００３３】
　ＣＳＩレポートにおいて、ＰＵＣＣＨフォーマット２は、４から１１個のＣＳＩ（ＣＱ
Ｉ／ＰＭＩ／ＰＴＩ／ＲＩ）ビットをＵＥからｅＮＢに伝送できる。キャリアアグリゲー
ションにおいて、各サービングセルは、周期性、開始オフセット、又はＰＵＣＣＨモード
などのＣＳＩ設定に関して、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングによって独立して
設定されることができる。しかし、ＰＵＣＣＨフォーマット２を用いるＣＳＩの伝送は、
プライマリセルにおいて実行されるだけでよい。ＰＵＣＣＨフォーマット２を用いるある
例において、規定のサービングセルに対する１つのＣＳＩレポートは、送信されてよく、
他の複数のサービングセルに対する残りの複数のＣＳＩレポートは、複数のサービングセ
ルに対する１より多くのＣＳＩレポートが同じサブフレームにおいて互いに衝突する可能
性があるときにドロップされてよい。
【００３４】
　他の複数のサービングセルに対する複数のＣＳＩレポートをドロップすることは、同じ
サブフレームにおける複数のＣＳＩレポートの衝突を防いでよい。ある例において、送信
される複数の周期的ＣＳＩレポートの優先度、及びドロップされる複数の周期的ＣＳＩレ
ポートを判断するために用いられる基準は、ドロップされるより低いＣＳＩレポートタイ
プ優先度を有するＰＵＣＣＨレポートタイプに基づくことができる。ＰＵＣＣＨレポート
タイプ３、５、６、及び２ａは、最も高い又は最上位の優先度を有することができ、ＰＵ
ＣＣＨレポートタイプ２、２ｂ、２ｃ、及び４は、次の優先度又は２番目の優先度を有す
ることができ、ＰＵＣＣＨレポートタイプ１及び１ａは、３番目の又は最も低い優先度を
有することができる。したがって、ＵＥは、第１に、ＰＵＣＣＨレポートタイプ１、１ａ
を有する複数のＣＳＩレポートをドロップでき、そして、第２に、ＰＵＣＣＨレポートタ
イプ２、２ｂ、２ｃ、及び４を有する複数のＣＳＩレポートをドロップでき、そして、送
信されるべき（複数の）ＣＳＩレポートの数を超えるＰＵＣＣＨレポートタイプ３、５、
６、及び２ａを有する任意のＣＳＩレポートをドロップできる。ある例において、ＣＳＩ
レポートは、各コンポーネントキャリア（ＣＣ）に対して生成されることができる。各Ｃ
Ｃは、サービングセルインデックス（すなわち、ServCellIndex）によって表されること
ができる。同じ優先度を有する複数のレポートタイプ（例えば、ＰＵＣＣＨレポートタイ
プ３、５、６、及び２ａ）を有する複数のＣＳＩレポートの中で、対応するサービングセ
ルインデックス（すなわち、ServCellIndex）が増加するにつれて、セルの優先度は低下
できる（すなわち、より低いセルインデックスがより高い優先度を有する）。
【００３５】
　他の例において、ＣＳＩレポートの優先度は、ＣＳＩコンポーネントに基づくことがで
き、ＲＩ及び広帯域ＰＭＩレポートは、ＣＱＩレポートより高い優先度を有し、広帯域Ｃ
ＱＩレポートは、サブバンドＣＱＩレポートより高い優先度を有する。ＲＩは、ネットワ
ークチャネル状況についての一般的な情報を提供できるので、ＲＩは、より高い優先度を
有することができる。ある例において、ＰＭＩ及びＣＱＩは、ＲＩによって決まるもので
あり得る。広帯域ＣＱＩは、チャネルについての一般的な品質情報又はチャネルの最悪の
場合のシナリオを提供できるので、広帯域ＣＱＩは、サブバンドＣＱＩより高い優先度を
有することができるが、サブバンドＣＱＩは、より狭いサブバンドのチャネル品質情報を
提供する。
【００３６】
　図７は、周波数分割複信（ＦＤＤ）、半二重ＦＤＤ、及び時分割複信（ＴＤＤ）におけ
るＣＱＩ－ＰＭＩ設定インデックスパラメータ（ＩＣＱＩ／ＰＭＩ）に従ってレポート周
期値（Ｎｐｄ）及びサブフレームオフセット値（ＮＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩ）を判断するた
めの表である。各サービングセルに対して、周期的ＣＱＩ／ＰＭＩレポートのための（複
数のサブフレームの中の）Ｎｐｄ及び（複数のサブフレームの中の）ＮＯＦＦＳＥＴ，Ｃ

ＱＩは、ＩＣＱＩ／ＰＭＩ設定インデックスパラメータに基づいて判断されてよい。ＵＥ
は、ＩＣＱＩ／ＰＭＩ設定インデックスパラメータを進化型ノードＢ（ｅＮＢ）から受信
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し、対応するレポート周期性Ｎｐｄ及びサブフレームオフセット値ＮＯＦＦＳＥＴ，ＣＱ

Ｉを計算してよい。一例において、ＩＣＱＩ／ＰＭＩ設定インデックスパラメータは、無
線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングによって設定されてよい。
【００３７】
　ＴＤＤのための周期的ＣＱＩ／ＰＭＩレポートにおいて、複数の周期値（例えば、１、
５、１０など）は、サービングセルに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定によって決まってよ
い。例えば、サービングセルに対するＮｐｄ＝１のレポート期間は、サービングセルに対
するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定０、１、３、４、及び６に適用可能であってよく、無線フレ
ームにおける全てのＵＬサブフレームは、ＣＱＩ／ＰＭＩレポートのために用いられる。
サービングセルに対するＮｐｄ＝５のレポート期間は、サービングセルに対するＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ設定０、１、２、及び６に適用可能であってよい。さらに、Ｎｐｄ＝｛１０、
２０、４０、８０、１６０｝のレポート期間は、全てのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（すなわ
ち、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定０、１、２、３、４、５、及び６）に適用可能であってよい
。
【００３８】
　図８は、異なる複数の時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ
）設定を有するプライマリセル及びセカンダリセルに対する複数の周期的チャネル状態情
報（ＣＳＩ）レポートサブフレームを示す。ＵＥは、ＵＥにデータを送信するために用い
られる複数の無線チャネルのそれぞれのＣＳＩを周期的に測定し、アップリンクフィード
バックチャネルを介してｅＮＢにＣＳＩをレポートしてよい。アップリンクフィードバッ
クチャネルは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）又は物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）に含まれてよい。ＣＳＩの内容は、各ダウンリンクコンポーネン
トキャリア（ＣＣ）に対するランク指標（ＲＩ）、チャネル品質指標（ＣＱＩ）、プリコ
ーディングタイプ指標（ＰＴＩ）、及び／又はプリコーディングマトリクス指標（ＰＭＩ
）を含んでよい。キャリアアグリゲーションにおいて、ダウンリンクＣＣは、プライマリ
セル及び／又は最大４個のセカンダリセルを含んでよい。ＵＥにデータを伝送するために
用いられている複数のダウンリンクＣＣのそれぞれに対して、ＵＥは、アップリンクフィ
ードバックチャネルを介してｅＮＢにＣＳＩを周期的にレポートしてよい。
【００３９】
　各サービングセル（すなわち、プライマリセル及び最大４個のセカンダリセル）に対す
る周期的ＣＳＩレポートは、キャリアアグリゲーションのために独立して設定されてよい
。したがって、各サービングセルは、周期値又はレポート期間（すなわち、Ｎｐｄ）及び
オフセット値（すなわち、ＮＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩ）に基づいて、ｅＮＢにＣＳＩをレポ
ートするように設定されてよい。周期値及びオフセット値は、サービングセルに対する１
又は複数の周期的ＣＳＩレポートインスタンスを判断するために用いられてよい。言い換
えると、サービングセルに対する複数の周期的ＣＳＩレポートインスタンスは、サービン
グセルの複数のアップリンク（ＵＬ）サブフレームと一致してよい。したがって、サービ
ングセルの複数のＵＬサブフレームは、サービングセルの周期性及びオフセットに基づい
て、ｅＮＢにＣＳＩを周期的にレポートするために用いられてよい。
【００４０】
　キャリアアグリゲーションにおいて、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートは
、プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）によってｅＮＢに送
信されてよい。具体的には、セカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートインスタンスがプラ
イマリセルのＵＬサブフレームと一致するときに、セカンダリセルの周期的ＣＳＩレポー
トは、プライマリセル上のＰＵＣＣＨを介して送信されてよい。言い換えると、セカンダ
リセルは、プライマリセルにおけるＵＬサブフレームと一致するＵＬサブフレームで周期
的ＣＳＩをレポートするようにスケジューリングされてよい。具体的には、セカンダリセ
ルの周期的ＣＳＩレポートは、プライマリセル上のＰＵＣＣＨフォーマット２、２ａ、２
ｂ、又は３を介して送信されてよい。
【００４１】
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　１つの設定において、プライマリセルは、セカンダリセルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定と
異なる時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）設定を有してよ
い。例えば、プライマリセルは、２のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定を有してよく、セカンダリ
セルは、１のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定を有してよい。プライマリセルの周期的ＣＳＩレポ
ートがプライマリセル上のＰＵＣＣＨ上でｅＮＢに送信されてよいので、プライマリセル
及びセカンダリセルに対する異なる複数のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定は、プライマリセルの
周期的ＣＳＩレポートに影響しなくてよい。しかし、異なる複数のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設
定に起因して、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートは、プライマリセルにおけ
るＵＬサブフレームと一致しない周期的ＣＳＩレポートインスタンスの間にスケジューリ
ングされてよい。結果として、ＵＥは、セカンダリセル対する周期的ＣＳＩをｅＮＢにレ
ポートできなくてよい。言い換えると、プライマリセル及びセカンダリセルが異なる複数
のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定を有する場合、プライマリセルとセカンダリセルとの間の複数
のＵＬ－ＤＬパターンは、一致しなくてよく、セカンダリセルに対する複数の周期的ＣＳ
Ｉレポートは、プライマリセルを介して送信されなくてよい。
【００４２】
　図８に示されるように、プライマリセルは、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定２を有してよく、
セカンダリセルは、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定１を有してよい。プライマリセルのＩＣＱＩ

／ＰＭＩ値は３（すなわち、Ｎｐｄ＝５及びＮＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩ＝２であってよく、
セカンダリセルのＩＣＱＩ／ＰＭＩ値は４（すなわち、Ｎｐｄ＝５及びＮＯＦＦＳＥＴ，

ＣＱＩ＝３）であってよい。よって、ＵＥは、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポ
ートを送信するためのプライマリセルにおけるＵＬサブフレームを有しない。対照的に、
プライマリセル及びセカンダリセルが同じＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定を有する場合、セカン
ダリセルがＵＬサブフレームを有するときに、プライマリセルは、セカンダリセルに対す
る周期的ＣＳＩレポートをｅＮＢに送信するためのＵＬサブフレームを有してよい。
【００４３】
　プライマリセルが対応するＵＬサブフレームを有しないときに、周期的ＣＳＩレポート
インスタンスに基づいてセカンダリセルのＣＳＩをレポートするために、ＵＥは、１又は
複数の動作を実行してよい。例えば、ＵＥは、セカンダリセルがセカンダリセルの周期的
ＣＳＩレポートインスタンス（すなわち、ＵＬサブフレーム）上に物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）を有することを判断してよい。言い換えると、ＵＥは、ＣＳＩを
レポートするためにスケジューリングされたセカンダリセルのＵＬサブフレーム上に、セ
カンダリセルがＰＵＳＣＨを有することを判断してよい。したがって、ＵＬサブフレーム
がプライマリセル上で利用可能でなく、セカンダリセル上のＵＬ－ＳＣＨ（アップリンク
共有チャンネル）がセカンダリセルのＵＬサブフレームにおいて利用可能なときに、ＵＥ
は、ＰＵＳＣＨ上でセカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートを多重化してよい。よ
って、ＵＥは、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポート及びセカンダリセルのＰＵ
ＳＣＨを用いるＵＬ－ＳＣＨなどのアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を送信してよい。
【００４４】
　１つの設定において、ＵＥは、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタ
ンスがプライマリセルのＵＬサブフレームと一致しないことを判断することに応答して、
セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートをドロップしてよい。さらに、セカンダリ
セルがＵＬ－ＳＣＨを有するＰＵＳＣＨを含まないときに、ＵＥは、周期的ＣＳＩレポー
トをドロップしてよい。言い換えると、ＵＥは、プライマリセル上のＰＵＣＣＨフォーマ
ット２又は２ａ又は２ｂ又は３によってｅＮＢに送信されるようにスケジューリングされ
たセカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートをドロップしてよい。
【００４５】
　ＵＥがプライマリセルのＰＵＣＣＨにおいてセカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポ
ートを送信してよいので、以下の複数の周期値は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に応じて適用
されてよい。サービングセルに対するＮｐｄ＝１のレポート期間は、プライマリセルに対
するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、１、３、４、又は６に適用されてよく、プライマリセル
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の全てのＵＬサブフレームは、周期的ＣＳＩレポートのために用いられ、サービングセル
に対する５のＮｐｄ値は、プライマリセルに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、１、２、
又は６に適用されてよく、サービングセルに対する１０、２０、４０、８０、又は１６０
のＮｐｄ値は、プライマリセルに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、１、２、３、４、５
、又は６に適用されてよい。言い換えると、ＰＵＣＣＨがセカンダリセルでなくプライマ
リセル上で送信されるので、上記の複数の周期値は、サービングセルに対するＮｐｄ値に
基づいて、どのＵＬサブフレームがプライマリセルに利用可能であるかを特定してよい。
【００４６】
　さらに、周期的レポート時間の複数の定義は、プライマリセル上のＰＵＣＣＨ上でセカ
ンダリセルの周期的ＣＳＩをｅＮＢに送信するプライマリセルを参照して修正されてよい
。周期的レポート時間は、下記のとおりであってよい。広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩレポートが
設定される場合において、広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩに対する複数のレポートインスタンスは
、次式を満たす複数のサブフレームである。ここで、ｎｆは、システムフレーム番号であ
り、ｎｓは、プライマリセルに対するサブフレーム内のスロットインデックス（０から１
）である。さらに、ＮＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩは、複数のサブフレームにおける対応する広
帯域ＣＱＩ／ＰＭＩレポートオフセットであり、Ｎｐｄは、複数のサブフレームにおける
広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩ期間である。複数のパラメータＮＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩ及びＮｐｄ

は、ＲＲＣシグナリングによって設定されるプライマリセル又はセカンダリセルのための
ものである。
【数１】

【００４７】
　ＲＩレポートが設定される場合、ＲＩレポートのレポート間隔は、（複数のサブフレー
ムにおいて）Ｎｐｄの整数倍ＭＲＩである。パラメータＭＲＩは、セット｛１、２、４、
８、１６、３２、ＯＦＦ｝から選択される。ＲＩに対する複数のレポートインスタンスは
、次式を満たす複数のサブフレームである。ここで、ＮＯＦＦＳＥＴ，ＲＩは、複数のサ
ブフレームにおける広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩレポートオフセットに対する対応する相対ＲＩ
オフセットである。さらに、ＮＯＦＦＳＥＴ，ＲＩは、ＲＲＣシグナリングによって設定
されるプライマリセル又はセカンダリセルに対するパラメータであってよい。
【数２】

【００４８】
　広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩレポートに対する周期性Ｎｐｄ及びオフセットＮＯＦＦＳＥＴ，

ＣＱＩは、パラメータcqi-pmi-ConfigurationIndexに基づいて判断される。ＲＩレポート
に対する周期性ＭＲＩ及びオフセットＮＯＦＦＳＥＴ，ＲＩは、パラメータri-Configura
tionIndexに基づいて判断される。cqi-pmi-ConfigurationIndex及びri-ConfigurationInd
exの両方は、ｅＮＢからＵＥへの上位レイヤシグナリングによって設定される。
【００４９】
　広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩ及びサブバンドＣＱＩレポートの両方が設定される場合、広帯域
ＣＱＩに対する複数のレポートインスタンスは、次式を満たす複数のサブフレームである
。

【数３】

【００５０】
　ＰＴＩは送信されなくてよく（例えば、ＰＴＩは設定されなくてよく）、又は最も最近
に送信されたＰＴＩは１に等しくてよい。結果として、広帯域ＣＱＩ／広帯域ＰＭＩ（又
は伝送モード９に対する広帯域ＣＱＩ／広帯域第２ＰＭＩ）レポートは、期間Ｈ・Ｎｐｄ
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を有し、次式を満たす複数のサブフレーム上でレポートされる。整数ＨはＨ＝Ｊ・Ｋ＋１
と定義され、ここで、Ｊは複数の帯域幅部分の数である。前述のように、ｎｆはシステム
フレーム番号であり、ｎｓはプライマリセルに対するサブフレーム内のスロットインデッ
クス（１から０）である。さらに、複数のパラメータＮＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩ、Ｈ、Ｋ、
及びＮｐｄは、ＲＲＣシグナリングによって設定されるプライマリセル及びセカンダリセ
ルのためのものである。
【数４】

【００５１】
　２つの連続する広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩレポートの間のギャップが、０へシステムフレー
ム番号の遷移に起因して、Ｊ・Ｋ個より少ないレポートインスタンスを含むときを除き、
全ての２つの連続する広帯域ＣＱＩ／広帯域ＰＭＩ（又は伝送モード９に対する広帯域Ｃ
ＱＩ／広帯域第２ＰＭＩ）レポートの間に、残りのＪ・Ｋ個のレポートインスタンスは、
複数の帯域幅部分のＫ個の全サイクル上で複数のサブバンドＣＱＩレポートに対して順序
通りに用いられる。この場合、ＵＥは、２つの広帯域ＣＱＩ／広帯域ＰＭＩ（又は伝送モ
ード９に対する広帯域ＣＱＩ／広帯域第２ＰＭＩ）レポートの２番目の前に送信されてい
なかった複数のサブバンドＣＱＩレポートの残りを送信しない。複数の帯域幅部分の各全
サイクルは、帯域幅部分０から開始して帯域幅部分Ｊ－１まで昇順になる。パラメータＫ
は、上位レイヤシグナリングによって設定される。
【００５２】
　最も最近に送信されたＰＴＩが０であるときに、広帯域第１プリコーディングマトリク
ス指標レポートは、期間Ｈ'・Ｎｐｄを有し、次式を満たす複数のサブフレーム上でレポ
ートされる。ここで、Ｈ'は、複数の上位レイヤによってシグナリングされる。さらに、
Ｈ'は、ＲＲＣシグナリングによって設定されるプライマリセル又はセカンダリセルのた
めのものであってよい。全ての２つの連続する広帯域第１プリコーディングマトリクス指
標レポートの間に、残りの複数のレポートインスタンスは、後述のように、広帯域ＣＱＩ
を有する広帯域第２プリコーディングマトリクス指標に対して用いられる。

【数５】

【００５３】
　ＲＩレポートが設定される場合、ＲＩのレポート間隔は、広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩ期間Ｈ
・ＮｐｄのＭＲＩ倍であり、ＲＩは、広帯域ＣＱＩ／ＰＭＩ及びサブバンドＣＱＩレポー
トの両方と同じＰＵＣＣＨサイクルシフトリソース上でレポートされる。ＲＩに対する複
数のレポートインスタンスは、次式を満たす複数のサブフレームである。前述のように、
ｎｆ及びｎｓは、それぞれ、システムフレーム番号及びプライマリセルに対するサブフレ
ーム内のスロットインデックス（０から１）である。さらに、複数のパラメータＮＯＦＦ

ＳＥＴ，ＣＱＩ、ＮＯＦＦＳＥＴ，ＲＩ、Ｈ、Ｎｐｄ、ＭＲＩ、Ｈ'、Ｊ、Ｋなどは、Ｒ
ＲＣシグナリングによって設定されるプライマリセル又はセカンダリセルのためのもので
あってよい。結果として、複数の周期的レポート時間は、プライマリセルがプライマリセ
ル上のＰＵＣＣＨを介してセカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートを送信してよい
ことを含む。

【数６】

【００５４】
　１つの設定において、ネットワーク（例えば、ｅＮＢ）は、セカンダリセルに対するＣ
ＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩレポートに対する周期的ＣＳＩレポート設定（例えば、周期
性、オフセット）がプライマリセルの周期的ＣＳＩレポート設定と同じであることを検証
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してよい。例えば、ＵＥは、複数のＵＬサブフレームにおける周期的ＣＳＩレポートイン
スタンスに対する周期性（Ｎｐｄ）及びオフセットの両方を判断するチャネル品質インデ
ックスプリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定インデックスに基づいて、セカ
ンダリセルのＣＳＩレポート設定をｅＮＢから受信してよい。さらに、ＵＥは、プライマ
リセルのＣＳＩレポート設定と一致するセカンダリセルのＣＳＩレポート設定を受信して
よい。ネットワークは、セカンダリセルのＣＳＩレポート設定がプライマリセルのＣＳＩ
レポート設定と同じであることを検証してよく、それは、プライマリセルにおける対応す
るＵＬサブフレームがないので、セカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートがドロップされ
る可能性を最小にしてよい。
【００５５】
　さらに、セカンダリセル上のＵＬサブフレームがプライマリセル上のＵＬサブフレーム
と一致しないときに、ＵＥは、プライマリセルのＣＳＩレポート設定で、セカンダリセル
のＣＳＩレポート設定（例えば、周期性及びオフセット）をオーバーライドしてよい。言
い換えると、プライマリセルのＣＳＩレポート設定は、セカンダリセルに適用されてよい
。結果として、プライマリセルとセカンダリセルとの間の複数のＤＬ／ＵＬサブフレーム
は、一致してよく、そのことによって、セカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートインスタ
ンスの間にプライマリセル上でＵＬサブフレームを提供する。
【００５６】
　１つの設定において、プライマリセルがＵＬサブフレームを有しないときに、ネットワ
ーク（例えば、ｅＮＢ）は、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートがセカンダリ
セルのＵＬサブフレームの間に生じるようにスケジューリングされていないことを検証し
てよい。さらに、ＵＥは、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタンスを
プライマリセルのＵＬサブフレームと一致させるために、プライマリセルに対するチャネ
ル品質インデックスプリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定インデックスを受
信してよい。結果として、ＵＥは、セカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートをドロップす
ることなく、プライマリセル上のＰＵＣＣＨ上でセカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレ
ポートを送信してよい。
【００５７】
　セカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートに対するプライマリセル上のＰＵＣＣＨ伝送を
実行するために、ネットワーク（例えば、ｅＮＢ）は、複数の周期的ＣＳＩレポートの周
期性を少なくとも１０ｍｓに設定してよい。例えば、複数の周期的ＣＳＩレポートの周期
性は、１０、２０、４０、８０、又は１６０ミリ秒（ｍｓ）毎であってよい。
【００５８】
　１つの設定において、プライマリセルのＵＬサブフレームがセカンダリセル上の周期的
ＣＳＩレポートインスタンスに対応しないときに、ＵＥは、セカンダリセルに対する周期
的ＣＳＩレポートを、プライマリセルの後続のＵＬサブフレームに遅延してよい。例えば
、ＵＥは、プライマリセルにおける次の利用可能なＵＬサブフレームに周期的ＣＳＩレポ
ートを遅延してよい。ＵＥは、プライマリセルにおける後続のＵＬサブフレームに遅延さ
れた周期的ＣＳＩレポートが、前にスケジューリングされた後続のＵＬサブフレームの間
に生じる周期的ＣＳＩレポートと衝突する（すなわち、２つのＣＳＩレポートが同じサブ
フレームにおいて送信されようとしている）ことを判断してよい。したがって、ＵＥは、
衝突している複数のＣＳＩレポートの間でより低いＣＳＩレポートタイプ優先度を有する
周期的ＣＳＩレポートをドロップしてよい。例えば、ＰＵＣＣＨレポートタイプ３、５、
６、及び２ａは、ＰＵＣＣＨレポートタイプ１、１ａ、２、２ｂ、２ｃ、及び４より高い
優先度を有してよく、ＰＵＣＣＨレポートタイプ２、２ｂ、２ｃ、及び４は、ＰＵＣＣＨ
レポートタイプ１及び１ａより高い優先度を有してよい。一例において、複数のＣＳＩレ
ポートタイプが同じ優先レベルであるとき、セルの優先度は、対応するサービングセルイ
ンデックス（すなわち、ServCellIndex）が増加するにつれて低下する。言い換えると、
より低いセルインデックスは、より低い優先レベルを有する。
【００５９】
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　あるシナリオにおいて、キャリアアグリゲーション及び協調マルチポイント（ＣｏＭＰ
）伝送モード１０が共に適用されるとき、レポートタイプは、ＣＳＩ処理インデックス及
びサービングセルインデックスより高い優先度を有し、ＣＳＩ処理インデックスは、サー
ビングセルインデックスより高い優先度を有する。伝送モード１０におけるＵＥに関して
、同じ優先度のＰＵＣＣＨレポートタイプを有する同じサービングセルの複数の周期的Ｃ
ＳＩレポートの間の衝突、及び複数のＣＳＩレポートは、異なる複数のＣＳＩ処理に対応
し、最も低いCSIProcessIndexを有するＣＳＩ処理を除く全てのＣＳＩ処理に対応する複
数の周期的ＣＳＩレポートは、ドロップされてよい。伝送モード１０における所与のサブ
フレーム及びＵＥに関して、最も低いサービングセルインデックス（すなわち、ServCell
Index）を有するサービングセルを除く全てのサービングセルの複数の周期的ＣＳＩレポ
ートは、同じ優先度の複数のＰＵＣＣＨレポートタイプを有する異なる複数のサービング
セルの複数の周期的ＣＳＩレポートが同じCSIProcessIndexを有する複数のＣＳＩ処理に
対応する複数の周期的ＣＳＩレポートと衝突するときに、ドロップされてよい。伝送モー
ド１０における所与のサブフレーム及びＵＥに関して、最も低いCSIProcessIndexを有す
るＣＳＩ処理に対応する複数の周期的ＣＳＩレポートを有するサービングセルを除く全て
のサービングセルの複数の周期的ＣＳＩレポートは、同じ優先レベルのＰＵＣＣＨレポー
トタイプを有する異なる複数のサービングセルの複数の周期的ＣＳＩレポートが異なるCS
IProcessIndexを有する複数のＣＳＩ処理に対応する複数の周期的ＣＳＩレポートと衝突
するときに、ドロップされてよい。よって、他の複数のＣＳＩレポートと衝突する複数の
周期的ＣＳＩレポート（すなわち、プライマリセルの同じＵＬサブフレームにある）は、
上記の複数のドロップ原理に従ってドロップされてよい。
【００６０】
　１つの設定において、ネットワーク（例えば、ｅＮＢ）は、セカンダリセルに対するｐ
－ＣＳＩ設定がプライマリセルのｐ－ＣＳＩ設定のサブセットであることを検証してよい
。しかし、オフセット値は、同じであってもなくてもよい。例えば、プライマリセルに対
するｐ－ＣＳＩ設定ＩＣＱＩ／ＰＭＩは、１（すなわち、Ｎｐｄ＝５及びＮＯＦＦＳＥＴ

，ＣＱＩ＝０）であってよい。よって、ｅＮＢは、セカンダリセルに対するｐ－ＣＳＩ設
定ＩＣＱＩ／ＰＭＩが７（すなわち、Ｎｐｄ＝１０及びＮＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩ＝１）で
あることを保証してよい。結果として、ＰＵＣＣＨ伝送は、セカンダリセルの周期的ＣＳ
Ｉレポートに対してプライマリセル上に生じてよい。
【００６１】
　他の例は、図９のフローチャートに示されるように、周期的チャネル状態情報（ＣＳＩ
）をレポートするように動作可能なユーザ機器（ＵＥ）のコンピュータ回路の機能９００
を提供する。機能は、方法として実装されてよく、又は機能は、機械上で複数の命令とし
て実行されてよく、複数の命令は、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体又は１つの非
一時的マシン可読記憶媒体上に含まれる。ブロック９１０に示すように、コンピュータ回
路は、セカンダリセルのＣＳＩレポート設定に基づいて、周期的ＣＳＩを進化型ノードＢ
（ｅＮＢ）にレポートするために、セカンダリセルに対するレポート期間及びオフセット
期間を特定するように構成されることができる。ブロック９２０に示すように、コンピュ
ータ回路は、プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を用いて
周期的ＣＳＩをレポートするために用いられるプライマリセルのアップリンク（ＵＬ）サ
ブフレームがセカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートインスタンスに対応することを判断
するようにさらに構成されることができ、レポートインスタンスは、セカンダリセルに対
するレポート期間及びオフセット期間に基づいて判断される。ブロック９３０に示すよう
に、コンピュータ回路は、プライマリセル上のＰＵＣＣＨを用いて、セカンダリセルに対
する周期的ＣＳＩレポートをｅＮＢに送信するように構成されることもできる。
【００６２】
　１つの設定において、コンピュータ回路は、セカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートイ
ンスタンスに対応するサブフレームが、プライマリセルのＵＬサブフレームと一致しない
ことを判断し、セカンダリセル上の物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を用い
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て、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートをｅＮＢに送信するように構成される
ことができる。さらに、コンピュータ回路は、プライマリセル上のＰＵＣＣＨを用いて、
セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートを送信するように構成されてよく、サービ
ングセルに対するＮｐｄ＝１のレポート期間は、プライマリセルに対する時分割複信（Ｔ
ＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）設定０、１、３、４、又は６に適用さ
れ、プライマリセルの全てのＵＬサブフレームは、周期的ＣＳＩレポートに用いられ、５
のＮｐｄ値は、プライマリセルに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、１、２、又は６に適
用され、１０、２０、４０、８０、又は１６０のＮｐｄ値は、プライマリセルに対するＴ
ＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、１、２、３、４、５、又は６に適用される。
【００６３】
　ある例において、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタンスがプライ
マリセルのＵＬサブフレームと一致するときに、プライマリセルのＵＬサブフレームは、
セカンダリセルの周期的ＣＳＩをｅＮＢに送信するために用いられることができる。さら
に、プライマリセルは、セカンダリセルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定と異なる時分割複信（
ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）設定を有することができる。
【００６４】
　他の例において、コンピュータ回路は、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポート
インスタンスがプライマリセルのＵＬサブフレームと一致しないことを判断することに応
答して、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートをドロップするように構成される
ことができる。さらに、プライマリセルのＵＬサブフレームがセカンダリセルに対する周
期的ＣＳＩレポートインスタンスと一致するときに、セカンダリセルに対する周期的ＣＳ
Ｉレポートは、プライマリセルの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フォーマ
ット２又は２ａ又は２ｂ又は３のうちの１つ上で送信されることができる。
【００６５】
　１つの設定において、ＵＬサブフレームがプライマリセル上で利用可能でなく、セカン
ダリセル上のＵＬ－ＳＣＨ（アップリンク共有チャンネル）がセカンダリセルのＵＬサブ
フレームにおいて利用可能なときに、コンピュータ回路は、セカンダリセルの物理アップ
リンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上でセカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートを
多重化するように構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、セカンダリセ
ルの複数のＵＬサブフレームにおける周期的ＣＳＩレポートインスタンスに対するレポー
ト期間（Ｎｐｄ）及びオフセット期間の両方を判断するチャネル品質インデックスプリコ
ーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定インデックスに基づいて、セカンダリセルの
ＣＳＩレポート設定を受信するように構成されることができる。
【００６６】
　さらに、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタンスがプライマリセル
上の複数のＵＬサブフレームと一致しないときに、コンピュータ回路は、プライマリセル
のＣＳＩレポート設定で、セカンダリセルのＣＳＩレポート設定をオーバーライドするよ
うに構成されてよい。
【００６７】
　他の例は、図１０のフローチャートに示されるように、周期的チャネル状態情報（ＣＳ
Ｉ）レポートのための方法１０００を提供する。方法は、機械上の複数の命令として実行
されてよく、複数の命令は、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体又は１つの非一時的
マシン可読記憶媒体上に含まれる。ブロック１０１０に示すように、方法は、セカンダリ
セルのＣＳＩレポート設定に基づいて周期的ＣＳＩをノードにレポートするために、セカ
ンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタンスをユーザ機器（ＵＥ）で特定する
動作を含む。ブロック１０２０に示すように、方法は、周期的ＣＳＩをレポートするため
に用いられるセカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートインスタンスがプライマリセルのア
ップリンク（ＵＬ）サブフレームと一致しないことを判断することを含むことができる。
ブロック１０３０に示すように、方法の次の動作は、周期的ＣＳＩをレポートするために
用いられるセカンダリセル上の周期的ＣＳＩレポートインスタンスが物理アップリンク共
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有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を含むことを判断することであり得る。ブロック１０４０に示
すように、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタンスがプライマリセル
のＵＬサブフレームと一致せず、ＵＬ－ＳＣＨ（アップリンク共有チャンネル）がセカン
ダリセルの周期的ＣＳＩレポートインスタンスに対応するサブフレームにおいて利用可能
なときに、方法は、セカンダリセル上のＰＵＳＣＨを用いて、セカンダリセルに対する周
期的ＣＳＩレポートをノードに送信することをさらに含むことができる。
【００６８】
　１つの設定において、方法は、セカンダリセルのＰＵＳＣＨ上でセカンダリセルの周期
的ＣＳＩレポートを多重化すること、及びセカンダリセルのＰＵＳＣＨを用いて、アップ
リンク制御情報（ＵＣＩ）及びアップリンク共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣＨ）を送信する
ことを含むことができる。さらに、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインス
タンスがプライマリセル上のＵＬサブフレームと一致せず、セカンダリセルがＵＬ－ＳＣ
Ｈを有するＰＵＳＣＨを含まないときに、方法は、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩ
レポートをドロップすることを含むことができる。一例において、プライマリセルは、セ
カンダリセルのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定と異なる時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク－ダ
ウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）設定を有する。
【００６９】
　１つの設定において、方法は、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタ
ンスをプライマリセルのＵＬサブフレームと一致させるために、プライマリセルに対する
チャネル品質インデックスプリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定インデック
スを受信することを含むことができる。さらに、方法は、セカンダリセルに対して１０ミ
リ秒（ｍｓ）より大きい周期性（Ｎｐｄ）を提供するために、チャネル品質インデックス
プリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定インデックスを選択することを含んで
よい。さらに、プライマリセル上のＵＬサブフレームがセカンダリセル上の周期的ＣＳＩ
レポートインスタンスに対応しないときに、方法は、プライマリセルの後続のＵＬサブフ
レームに、セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩを遅延することを含むことができる。
【００７０】
　一例において、方法は、プライマリセルにおける後続のＵＬサブフレームに遅延された
周期的ＣＳＩレポートが、プライマリセルにおける後続のＵＬサブフレーム上で実行され
るためにスケジューリングされた周期的ＣＳＩレポートと衝突することを判断すること、
周期的ＣＳＩレポートの優先レベルに基づいて、周期的ＣＳＩレポートをドロップするこ
とをさらに含むことができ、ＰＵＣＣＨレポートタイプ３、５、６、及び２ａは、ＰＵＣ
ＣＨレポートタイプ１、１ａ、２、２ｂ、２ｃ、及び４より高い優先度を有し、ＰＵＣＣ
Ｈレポートタイプ２、２ｂ、２ｃ、及び４は、ＰＵＣＣＨレポートタイプ１及び１ａより
高い優先度を有する。
【００７１】
　他の設定において、方法は、セカンダリセルのｐ－ＣＳＩ設定がプライマリセルのｐ－
ＣＳＩ設定のサブセットであることを判断することを含むことができる。一例において、
ノードは、基地局（ＢＳ）、ノードＢ（ＮＢ）、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、ベースバン
ドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、遠隔無線
ユニット（ＲＲＵ）、及びそれらの組み合わせで構成されるグループから選択されること
ができる。
【００７２】
　図１１は、ノード（例えば、サービングノード１１１０及び協調ノード１１３０）の例
及び無線デバイス１１２０の例を示す。ノードは、ノードデバイス１１１２及び１１３２
を含むことができる。ノードデバイス又はノードは、無線デバイスと通信するように構成
されることができる。ノードデバイスは、周期的チャネル状態情報（ＣＳＩ）を受信する
ように構成されることができる。ノードデバイス又はノードは、Ｘ２アプリケーションプ
ロトコル（Ｘ２ＡＰ）などのバックホールリンク１１４０（光又は有線のリンク）を介し
て他の複数のノードと通信するように構成されることができる。ノードデバイスは、処理
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モジュール１１１４及び１１３４、並びにトランシーバモジュール１１１６及び１１３６
を含むことができる。トランシーバモジュールは、ＰＵＣＣＨにおいて周期的チャネル状
態情報（ＣＳＩ）を受信するように構成されることができる。トランシーバモジュール１
１１６及び１１３６は、Ｘ２アプリケーションプロトコル（Ｘ２ＡＰ）を介して協調ノー
ドと通信するようにさらに構成されることができる。処理モジュールは、ＰＵＣＣＨの周
期的ＣＳＩレポートを処理するようにさらに構成されることができる。ノード（例えば、
サービングノード１１１０及び協調ノード１１３０）は、基地局（ＢＳ）、ノードＢ（Ｎ
Ｂ）、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（
ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、又は遠隔無線ユニット（ＲＲＵ）を含むことができ
る。
【００７３】
　無線デバイス１１２０は、トランシーバモジュール１１２４及び処理モジュール１１２
２を含むことができる。無線デバイスは、周期的チャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートの
ために構成されることができる。処理モジュールは、セカンダリセルのＣＳＩレポート設
定に基づいて、周期的ＣＳＩを進化型ノードＢ（ｅＮＢ）にレポートするために、セカン
ダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタンスを特定し、周期的ＣＳＩをレポート
するために用いられるセカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタンスがプラ
イマリセルのＵＬサブフレームと一致しないことを判断し、周期的ＣＳＩをレポートする
ために用いられるセカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタンスが物理アッ
プリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を含むことを判断するように構成されることができ
る。トランシーバモジュールは、セカンダリセル上のＰＵＳＣＨを用いて、セカンダリセ
ルに対する周期的ＣＳＩレポートをｅＮＢに送信するように構成されることができる。
【００７４】
　一例において、処理モジュールは、アップリンク制御情報（ＵＣＩ）及びアップリンク
共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣＨ）がセカンダリセルのＰＵＳＣＨを用いてｅＮＢに送信さ
れる前に、セカンダリセルのＰＵＳＣＨ上でセカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートを多
重化するようにさらに構成されることができる。さらに、処理モジュールは、セカンダリ
セルのＵＬサブフレームにおけるＣＳＩレポートに対するレポート期間（Ｎｐｄ）及びオ
フセット期間の両方を判断するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標（Ｃ
ＱＩ－ＰＭＩ）設定インデックスに基づいて、プライマリセルのＣＳＩレポート設定と一
致するセカンダリセルのＣＳＩレポート設定を受信するように構成されることができる。
【００７５】
　他の例において、１のＮｐｄ値は、プライマリセルに対する時分割複信（ＴＤＤ）アッ
プリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）設定０、１、３、４、及び６に適用され、プライ
マリセルの全てのＵＬサブフレームは、周期的ＣＳＩレポートに用いられ、５のＮｐｄ値
は、プライマリセルに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、１、２、及び６に適用され、１
０、２０、４０、８０、又は１６０のＮｐｄ値は、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、１、２、
３、４、５、及び６に適用される。
【００７６】
　図１２は、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、移動無線デバイス、移動通信デバイ
ス、タブレット、ハンドセット、又は他のタイプの無線デバイスなどの無線デバイスの実
装の例を提供する。無線デバイスは、ノード、マクロノード、低電力ノード（ＬＰＮ）、
又は基地局（ＢＳ）、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（ＢＢＵ）、遠
隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、中継局（ＲＳ）、無線装置（ＲＥ）
、若しくは他のタイプの無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）アクセスポイントなどの伝送
局、と通信するように構成される１又は複数のアンテナを含むことができる。無線デバイ
スは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）、及びＷｉＦｉを含む少なくとも１つの無線通信規格を用いて通信
するように構成されることができる。無線デバイスは、各無線通信規格に対する別個の複
数のアンテナ、又は複数の無線通信規格に対する共有の複数のアンテナを用いて通信でき
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る。無線デバイスは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエ
リアネットワーク（ＷＰＡＮ）、及び／又はＷＷＡＮにおいて通信できる。
【００７７】
　図１２は、無線デバイスからの音声入出力に用いられることができるマイク及び１又は
複数のスピーカの実装も提供する。ディスプレイスクリーンは、液晶ディスプレイ（ＬＣ
Ｄ）スクリーン、又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの他のタイプの
ディスプレイスクリーンであってよい。ディスプレイスクリーンは、タッチスクリーンと
して構成されることができる。タッチスクリーンは、静電容量方式、抵抗方式、又は他の
タイプのタッチスクリーン技術を用いてよい。アプリケーションプロセッサ及びグラフィ
ックスプロセッサは、処理及びディスプレイ機能を提供するために、内部メモリに結合さ
れることができる。不揮発性メモリポートは、データの入出力の複数のオプションをユー
ザに提供するために用いられることもできる。不揮発性メモリポートは、無線デバイスの
複数のメモリ機能を拡張するために用いられてもよい。キーボードは、追加のユーザ入力
を提供するために、無線デバイスと一体化又は無線デバイスに無線接続されてよい。仮想
的キーボードは、タッチスクリーンを用いて提供されてもよい。
【００７８】
　様々な技術、又は特定の複数の態様若しくはその複数の部分は、複数のフロッピー（登
録商標）ディスケット、複数のＣＤ－ＲＯＭ、複数のハードドライブ、非一時的コンピュ
ータ可読ストレージ媒体、又は任意の他のマシン可読記憶媒体などの有形の媒体に組み込
まれるプログラムコード（すなわち、複数の命令）の形態を採ってよく、プログラムコー
ドがコンピュータなどの機械によってロードされて実行されるときに、機械は、様々な技
術を実行する装置になる。回路は、ハードウェア、ファームウェア、プログラムコード、
実行可能なコード、複数のコンピュータ命令、及び／又はソフトウェアを含むことができ
る。非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体は、信号を含まないコンピュータ可読記憶
媒体であり得る。複数のプログラム可能なコンピュータ上でのプログラムコードの実行の
場合、コンピューティングデバイスは、プロセッサ、プロセッサによって可読な（揮発性
及び不揮発性メモリ及び／又は複数のストレージ要素を含む）記憶媒体、少なくとも１つ
の入力デバイス、及び少なくとも１つの出力デバイスを含んでよい。揮発性及び不揮発性
メモリ及び／又は複数のストレージ要素は、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュドライブ、
光学式ドライブ、磁気ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、又は電子データを格
納する他の媒体であってよい。ノード及び無線デバイスは、トランシーバモジュール、カ
ウンタモジュール、処理モジュール、及び／又はクロックモジュール若しくはタイマモジ
ュールを含んでもよい。ここで説明される様々な技術を実現又は利用してよい１又は複数
のプログラムは、アプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）、複数のリ
ユーザブルコントロール、及び同種のものを用いてよい。そのような複数のプログラムは
、コンピュータシステムと通信するために、高水準手順型又はオブジェクト指向プログラ
ミング言語で実装されてよい。しかし、（複数の）プログラムは、必要に応じて、アセン
ブリ言語又は機械言語で実装されてよい。いずれの場合であっても、言語は、コンパイラ
型言語又はインタプリタ型言語であって、複数のハードウェア実装と組み合わせられてよ
い。
【００７９】
　本明細書で説明された多くの機能ユニットは、それらの実装の独立性をより具体的に強
調するために、複数のモジュールとして分類されていることが理解されるべきである。例
えば、モジュールは、複数のカスタムＶＬＳＩ回路又は複数のゲートアレイ、複数のロジ
ックチップなどの既製の複数の半導体、複数のトランジスタ、又は他の複数の別個のコン
ポーネントを備えるハードウェア回路として実装されてよい。モジュールは、複数のフィ
ールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック、複数のプログラマ
ブルロジックデバイス、又は同種のものなどのプログラム可能な複数のハードウェアデバ
イスで実装されてもよい。
【００８０】
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　複数のモジュールは、様々なタイプのプロセッサによる実行のためのソフトウェアで実
装されてもよい。特定された実行可能なコードのモジュールは、例えば、複数のコンピュ
ータ命令の１又は複数の物理的又は論理的ブロックを備えてよく、それは、例えば、オブ
ジェクト、プロシージャ、又は関数として体系化されてよい。それでもなお、特定された
モジュールの複数の実行ファイルは、物理的に一緒に配置される必要はないが、異なる複
数の位置に格納される別々の命令を備えてよく、論理的に共に合わせられるときに、モジ
ュールを備え、モジュールに対して定められる目的を達成する。
【００８１】
　実際には、実行可能なコードのモジュールは、単一の命令又は多くの命令であってよく
、いくつかの異なるコードセグメントを超えて、異なる複数のプログラムの間で及びいく
つかのメモリデバイスを渡って分配されてもよい。同様に、処理データは、ここで複数の
モジュール内に特定されて示されてよく、任意の適した形態に具現化され、任意の適した
タイプのデータ構造内に体系化されてよい。処理データは、単一のデータセットとして集
められてよく、又は異なる複数の記憶デバイスを超えることを含む異なる複数の位置に分
配されてよく、単にシステム又はネットワーク上の複数の電子信号として少なくとも部分
的に存在してよい。複数のモジュールは、受動的又は能動的であってよく、所望の複数の
機能を実行するように動作可能な複数のエージェントを含む。
【００８２】
　本明細書を通して「ある例」への参照は、その例に関連して説明される特定の特徴、構
造、又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。したが
って、本明細書を通して様々な場所における「ある例において」という表現の出現は、必
ずしも全て同じ実施形態を参照しているわけではない。
【００８３】
　ここで用いられるように、複数の項目、構造的な複数の要素、組成の複数の要素、及び
／又は複数の材料は、便宜上、一般的なリストで提示されてよい。しかし、これらのリス
トは、リストの各部材が別個の一意的な部材として個別に特定されるかのように解釈され
るべきである。したがって、そのようなリストの個々の部材は、それとは反対の指摘がな
い限り、一般的なグループにおけるそれらの提示にのみ基づき、同じリストの任意の他の
部材の事実上の均等物として解釈されるべきでない。さらに、本発明の様々な実施形態及
び例は、その様々なコンポーネントに対する複数の代替手段と共に、ここで参照されてよ
い。そのような複数の実施形態、複数の例、及び複数の代替手段は、互いに事実上の複数
の均等物として解釈されるべきでないが、本発明の別個の自律的な複数の表現とみなされ
るべきであることが理解される。
【００８４】
　さらに、説明される複数の特徴、複数の構造、又は複数の特性は、１又は複数の実施形
態において任意の適切なやり方で組み合わされてよい。以下の記載において、本発明の複
数の実施形態の深い理解を提供するために、複数のレイアウト、複数の距離、ネットワー
クの複数の例などの複数の例などの多数の具体的な詳細が提供される。しかし、当業者は
、本発明が具体的な複数の詳細のうちの１又は複数を伴わず、又は他の複数の方法、複数
のコンポーネント、複数のレイアウトなどを伴って実施されることができることを認識す
るだろう。他の複数の例において、既知の複数の構造、複数の材料、又は複数の動作は、
本発明の複数の態様を不明瞭にすることを防ぐために、詳細には図示又は説明されていな
い。
【００８５】
　前述の複数の例は、１又は複数の特定の適用例における本発明の複数の原理の例示であ
るが、形式上の多数の修正、実装の使用法及び複数の詳細が、発明力を使うことなく、本
発明の複数の原理及び複数の概念から逸脱することなく、なされることができることは当
業者にとって明らかだろう。したがって、以下に記載される複数の請求項によるものを除
き、本発明が限定されることは意図されない。
［項目１］
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　周期的チャネル状態情報（周期的ＣＳＩ）をレポートするように動作可能なユーザ機器
（ＵＥ）であって、
　前記ＵＥは、
　セカンダリセルのＣＳＩレポート設定に基づいて、前記周期的ＣＳＩを進化型ノードＢ
（ｅＮＢ）にレポートするために、前記セカンダリセルに対するレポート期間及びオフセ
ット期間を特定し、
　プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を用いて前記周期的
ＣＳＩをレポートするために用いられる前記プライマリセルのアップリンクサブフレーム
（ＵＬサブフレーム）が、前記セカンダリセルに対する前記レポート期間及び前記オフセ
ット期間に基づいて判断される前記セカンダリセルの周期的ＣＳＩレポートインスタンス
に対応することを判断し、
　前記プライマリセル上の前記ＰＵＣＣＨを用いて、前記セカンダリセルに対する周期的
ＣＳＩレポートを前記ｅＮＢに送信する
ように構成されるコンピュータ回路を有するＵＥ。
［項目２］
　前記セカンダリセルの前記周期的ＣＳＩレポートインスタンスに対応するサブフレーム
が、前記セカンダリセルの時分割複信アップリンク－ダウンリンク設定（ＴＤＤ　ＵＬ－
ＤＬ設定）と異なる前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定を有する前記プライマリセルの前記ＵＬ
サブフレームと一致しないことを判断し、
　前記セカンダリセル上の物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を用いて、前記
セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートを前記ｅＮＢに送信する
ようにさらに構成される項目１に記載のコンピュータ回路。
［項目３］
　前記プライマリセル上のＰＵＣＣＨを用いて、前記セカンダリセルに対する前記周期的
ＣＳＩレポートを送信するようにさらに構成され、
　サービングセルに対するＮｐｄ＝１のレポート期間は、前記プライマリセルに対する時
分割複信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）設定０、１、３、４、又
は６に適用され、前記プライマリセルの全てのＵＬサブフレームは、周期的ＣＳＩレポー
トに用いられ、５のＮｐｄ値は、前記プライマリセルに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０
、１、２、又は６に適用され、１０、２０、４０、８０、又は１６０のＮｐｄ値は、前記
プライマリセルに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、１、２、３、４、５、又は６に適用
される項目１又は２に記載のコンピュータ回路。
［項目４］
　前記プライマリセルの前記ＵＬサブフレームは、前記セカンダリセルに対する前記周期
的ＣＳＩレポートインスタンスが前記プライマリセルの前記ＵＬサブフレームと一致する
ときに、前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートを前記ｅＮＢに送信する
ために用いられる項目１から３のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
［項目５］
　前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートインスタンスが前記プライマリ
セルの前記ＵＬサブフレームと一致しないことを判断することに応答して、前記セカンダ
リセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートをドロップするようにさらに構成される項目１
から４のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
［項目６］
　前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートは、前記プライマリセルの前記
ＵＬサブフレームが前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートインスタンス
と一致するときに、前記プライマリセルのＰＵＣＣＨフォーマット２又は２ａ又は２ｂ又
は３のうちの１つ上で送信される項目１から５のいずれか一項に記載のコンピュータ回路
。
［項目７］
　前記ＵＬサブフレームが前記プライマリセル上で利用可能でなく、前記セカンダリセル
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上のＵＬ－ＳＣＨ（アップリンク共有チャンネル）が前記セカンダリセルの前記ＵＬサブ
フレームにおいて利用可能なときに、前記セカンダリセルの物理アップリンク共有チャネ
ル（ＰＵＳＣＨ）上で前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートを多重化す
るようにさらに構成される項目１から６のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
［項目８］
　前記セカンダリセルの複数のＵＬサブフレームにおける前記周期的ＣＳＩレポートイン
スタンスに対する前記レポート期間（Ｎｐｄ）及び前記オフセット期間の両方を判断する
チャネル品質インデックスプリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定インデック
スに基づいて、前記セカンダリセルの前記ＣＳＩレポート設定を前記ｅＮＢから受信する
ようにさらに構成される項目１から７のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
［項目９］
　前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートインスタンスが前記プライマリ
セル上の前記ＵＬサブフレームと一致しないときに、前記プライマリセルのＣＳＩレポー
ト設定を有する前記セカンダリセルの前記ＣＳＩレポート設定をオーバーライドするよう
にさらに構成される項目１から８のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
［項目１０］
　周期的チャネル状態情報（周期的ＣＳＩ）をレポートする方法であって、
　セカンダリセルのＣＳＩレポート設定に基づいて、前記周期的ＣＳＩをノードにレポー
トするために、前記セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートインスタンスをユーザ
機器（ＵＥ）で特定する段階と、
　前記周期的ＣＳＩをレポートするために用いられる前記セカンダリセルの前記周期的Ｃ
ＳＩレポートインスタンスが、前記セカンダリセルの時分割複信アップリンク－ダウンリ
ンク設定（ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定）と異なる前記ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定を有するプラ
イマリセルのアップリンクサブフレーム（ＵＬサブフレーム）と一致しないことを判断す
る段階と、
　前記周期的ＣＳＩをレポートするために用いられる前記セカンダリセルに対する前記周
期的ＣＳＩレポートインスタンスが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を含
むことを判断する段階と、
　前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートインスタンスが前記プライマリ
セルの前記ＵＬサブフレームと一致せず、ＵＬ－ＳＣＨ（アップリンク共有チャンネル）
が前記セカンダリセルの前記周期的ＣＳＩレポートインスタンスに対応するサブフレーム
において利用可能なときに、前記セカンダリセル上の前記ＰＵＳＣＨを用いて、前記セカ
ンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートを前記ノードに送信する段階と、
を備える方法。
［項目１１］
　前記セカンダリセルの前記ＰＵＳＣＨ上で前記セカンダリセルの前記周期的ＣＳＩレポ
ートを多重化する段階と、
　前記セカンダリセルの前記ＰＵＳＣＨを用いて、アップリンク制御情報（ＵＣＩ）及び
前記アップリンク共有チャンネル（ＵＬ－ＳＣＨ）を送信する段階と
をさらに備える項目１０に記載の方法。
［項目１２］
　前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートインスタンスが前記プライマリ
セル上の前記ＵＬサブフレームと一致せず、前記セカンダリセルが前記ＵＬ－ＳＣＨを有
する前記ＰＵＳＣＨを含まないときに、前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレ
ポートをドロップする段階
をさらに備える項目１０又は１１に記載の方法。
［項目１３］
　前記セカンダリセルに対する前記周期的ＣＳＩレポートインスタンスを前記プライマリ
セルの前記ＵＬサブフレームと一致させるために、前記プライマリセルに対するチャネル
品質インデックスプリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定インデックスを受信
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する段階
をさらに備える項目１０から１２のいずれか一項に記載の方法。
［項目１４］
　前記セカンダリセルに対して１０ミリ秒（ｍｓ）より大きい周期性（Ｎｐｄ）を提供す
るために、チャネル品質インデックスプリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）設定
インデックスを選択する段階
をさらに備える項目１０から１３のいずれか一項に記載の方法。
［項目１５］
　前記プライマリセル上の前記ＵＬサブフレームが前記セカンダリセル上の前記周期的Ｃ
ＳＩレポートインスタンスに対応しないときに、前記セカンダリセルに対する前記周期的
ＣＳＩを、前記プライマリセルの後続のＵＬサブフレームに遅延する段階と、
　前記プライマリセルにおける前記後続のＵＬサブフレームに遅延された前記周期的ＣＳ
Ｉレポートが、前記プライマリセルにおける前記後続のＵＬサブフレーム上で実行される
ようにスケジューリングされた周期的ＣＳＩレポートと衝突することを判断する段階と、
　前記周期的ＣＳＩレポートの優先レベルに基づいて、前記周期的ＣＳＩレポートをドロ
ップする段階と
をさらに備え、
　ＰＵＣＣＨレポートタイプ３、５、６、及び２ａは、ＰＵＣＣＨレポートタイプ１、１
ａ、２、２ｂ、２ｃ、及び４より高い優先度を有し、ＰＵＣＣＨレポートタイプ２、２ｂ
、２ｃ、及び４は、ＰＵＣＣＨレポートタイプ１及び１ａより高い優先度を有する項目１
０から１４のいずれか一項に記載の方法。
［項目１６］
　前記セカンダリセルのｐ－ＣＳＩ設定が前記プライマリセルのｐ－ＣＳＩ設定のサブセ
ットであることを判断する段階
をさらに備える項目１０から１５のいずれか一項に記載の方法。
［項目１７］
　周期的チャネル状態情報（周期的ＣＳＩ）レポートのために構成される無線デバイスで
あって、
　処理モジュールと、
　トランシーバモジュールと
を備え、
　前記処理モジュールは、
　セカンダリセルのＣＳＩレポート設定に基づいて、前記周期的ＣＳＩを進化型ノードＢ
（ｅＮＢ）にレポートするために、前記セカンダリセルに対する周期的ＣＳＩレポートイ
ンスタンスを特定し、
　前記周期的ＣＳＩをレポートするために用いられる前記セカンダリセルに対する前記周
期的ＣＳＩレポートインスタンスが、プライマリセルのアップリンクサブフレーム（ＵＬ
サブフレーム）と一致しないことを判断し、
　前記周期的ＣＳＩをレポートするために用いられる前記セカンダリセルに対する前記周
期的ＣＳＩレポートインスタンスが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を含
むことを判断し、
　前記トランシーバモジュールは、
　前記セカンダリセル上の前記ＰＵＳＣＨを用いて、前記セカンダリセルに対する前記周
期的ＣＳＩレポートを前記ｅＮＢに送信する
無線デバイス。
［項目１８］
　前記処理モジュールは、アップリンク制御情報（ＵＣＩ）及びアップリンク共有チャン
ネル（ＵＬ－ＳＣＨ）が前記セカンダリセルの前記ＰＵＳＣＨを用いて前記ｅＮＢに送信
される前に、前記セカンダリセルの前記ＰＵＳＣＨ上で前記セカンダリセルの前記周期的
ＣＳＩレポートを多重化するようにさらに構成される項目１７に記載の無線デバイス。
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［項目１９］
　前記処理モジュールは、前記セカンダリセルの複数のＵＬサブフレームにおける前記周
期的ＣＳＩレポートインスタンスに対するレポート期間（Ｎｐｄ）及びオフセット期間の
両方を判断するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標（ＣＱＩ－ＰＭＩ）
設定インデックスに基づいて、前記プライマリセルのＣＳＩレポート設定と一致する前記
セカンダリセルの前記ＣＳＩレポート設定を受信するようにさらに構成される項目１７又
は１８に記載の無線デバイス。
［項目２０］
　Ｎｐｄ＝１の前記レポート期間は、前記プライマリセルに対する時分割複信（ＴＤＤ）
アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）設定０、１、３、４、及び６に適用され、前
記プライマリセルの全てのＵＬサブフレームは、周期的ＣＳＩレポートに用いられ、Ｎｐ
ｄ＝５の前記レポート期間は、前記プライマリセルに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、
１、２、及び６に適用され、Ｎｐｄ＝１０、２０、４０、８０、又は１６０の前記レポー
ト期間は、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定０、１、２、３、４、５、及び６に適用される項目１
９に記載の無線デバイス。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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