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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末が、自分が使用した、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対する
マルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備える測定セ
ットを確認するステップと、　
　前記端末が、前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信し、か
つ、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期ＣＱＩをそれぞれ測定す
るステップと、　
　前記端末が、獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信し、チャネルマ
トリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置が、受
信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記
端末の目標ＣＱＩを算出するようにするステップとを備え、
　前記端末が、いずれかの設備が送信した測定基準信号に基づく、当該設備の初期ＣＱＩ
測定ステップは、
　前記端末が、前記第１設備と、前記第２設備とのうちの、いずれかの設備が送信した測
定基準信号に基づき、前記いずれかの設備から端末の各サブキャリアまでのチャネルマト
リックスを獲得するステップと、
　前記端末が、前記いずれかの設備から端末の各サブキャリアまでのチャネルマトリック
スに基づき、数式
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を用いて前記いずれかの設備の初期ＣＱＩを算出するステップとを備え、
ここで、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、量子化関数であり、　
Ｓは、サブキャリア・アグリゲーションであり、

は、マッピング函数であり、

を１つの数値としてマッピングし、Ｓ内の全サブキャリアにおける平均チャネル品質を代
表し、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備のサブキャリアｋにおける初期ＣＱＩである
ことを特徴とするチャネル品質指標ＣＱＩの報告方法。
【請求項２】
　前記端末が前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号のそれぞれを受信するス
テップは、
　前記端末が、前記測定セットの各設備が送信した共通基準信号ＣＲＳまたは／およびチ
ャネル状態情報基準信号ＣＳＩ－ＲＳをそれぞれ受信するステップを備えていることを特
徴とする請求項１に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの報告方法。
【請求項３】

、あるいは、

であり、

は、第ｉ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスであり、その次
元数は、
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であり、

は、端末ｑの受信アンテナ数であり、

は、第ｉ個設備内の基地局の送信アンテナ数であり、

は、端末が受けた干渉および雑音であり、前記干渉は、測定セット以外の設備からの端末
への干渉であり、

は、サブキャリアｋにおける線形測定器であることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの報告方法。
【請求項４】
　前記端末が獲得した各設備を初期ＣＱＩのネットワーク側装置へ送信するステップは、
　前記端末が、獲得した各設備の初期ＣＱＩを第一設備へ送信する、あるいは、前記測定
セットの任意の１つまたは複数の設備へ送信する、或いは、測定セットの設備全てと関連
するセンター制御ノードへ送信するステップを備えていることを特徴とする請求項３に記
載のチャネル品質指標ＣＱＩの報告方法。
【請求項５】
　前記端末の、チャネルマトリックス参考情報をネットワーク側装置へ送信するステップ
は、
　前記端末が、アップリンクサウンディング基準信号ＳＲＳを送信し、前記測定セットの
各設備が、全て受信したＳＲＳに基づき、端末から対応の設備までのアップリンクチャネ
ルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に基づき、対応のダウンリンクチャネル
マトリックスを獲得し、それぞれ各自が獲得したダウンリンクチャネルマトリックスをチ
ャネルマトリックス参考情報として前記ネットワーク側装置まで送信するようにするステ
ップ、或いは、
　前記端末が、測定セット内の各設備のダウンリンク参考符号に基づき、それぞれ獲得し
たチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とし、ネットワーク側装置まで
送信するステップとを備えていることを特徴とする請求項３に記載のチャネル品質指標Ｃ
ＱＩの報告方法。
【請求項６】
　ネットワーク側装置は、端末が送信した、端末へサービスデータを送信する第一設備と
、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備と
を備える測定セット内の各設備に対する初期ＣＱＩを受信するステップと、　
　前記ネットワーク側装置が、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、かつ
、受信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、
前記端末の目標ＣＱＩを算出して獲得するステップとを備え、
　前記初期ＣＱＩは、
　前記端末が、第一設備と、第一設備とのうちのいずれかの設備が送信した測定基準信号
に基づき、前記いずれかの設備から端末の各サブキャリアまでのチャネルマトリックスを
獲得して、前記チャネルマトリックスに基づき、数式
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を用いて前記いずれかの設備の初期ＣＱＩを算出し、
ここで、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、量子化関数であり、　
Ｓは、サブキャリア・アグリゲーションであり、

は、マッピング函数であり、

を１つの数値としてマッピングし、Ｓ内の全サブキャリアにおける平均チャネル品質を代
表し、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備のサブキャリアｋにおける初期ＣＱＩである
ことを特徴とするチャネル品質指標ＣＱＩの処理方法。
【請求項７】
　前記ネットワーク側装置は、前記測定セットの第一設備、前記測定セットの任意の１つ
或いは複数の設備、または、測定セットの全設備と関連するセンター制御ノードであるこ
とを特徴とする請求項６に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの処理方法。
【請求項８】
　前記ネットワーク側装置が、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信するステ
ップは、
　前記測定セットの各設備が、端末からそれぞれ受信したＳＲＳに基づき、対応のアップ
リンクチャネルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に基づき、対応のダウンリ
ンクチャネルマトリックスをそれぞれ獲得するステップと、
　前記ネットワーク側装置が、各設備が送信したダウンリンクチャネルマトリックスをそ
れぞれ受信し、かつ、各ダウンリンクチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考
情報とするステップと、
　前記ネットワーク側装置は、端末が送信した測定セットにおける各設備のダウンリンク
参考符号に基づき、それぞれ獲得したチャネルマトリックスを受信し、かつ、各チャネル
マトリックスをチャネルマトリックス参考情報とするステップとを備えていることを特徴
とする請求項６に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの処理方法。
【請求項９】
　前記ネットワーク側装置が、受信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマト
リックス参考情報に基づく、前記端末の目標ＣＱＩを算出して獲得するステップは、
　前記ネットワーク側装置が、測定セット内の各設備のスケジューリング完了後、端末の
各サブキャリアにおける目標ＣＱＩを算出するステップと、
　前記ネットワーク側装置が、獲得した各サブキャリアにおける目標ＣＱＩをマッピング
処理し、マッピングして統一値とするステップとを備えていることを特徴とする請求項６
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【請求項１０】
　前記ネットワーク側装置が、前記端末の任意のサブキャリアにおける目標ＣＱＩを算出
する場合、数式

を用いて算出するし、
　ここで、

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける目標ＣＱＩであり、　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は、第ｉ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し；

は、測定セットにおける第i個設備が最終的にスケジューリングした端末セットであり；
　

は、端末ｑのプリコーディング加重値であり；　

は、端末ｑの受信アンテナ数であり；　
　Ａは、測定セットであり；　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｐ個設備の初期ＣＱＩであり、ｐ≠ｉ；　

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、
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、

は、第ｐ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、ｐ≠ｉ
；　

は、測定セットの第ｐ個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、ｐ≠ｉ
；　

は、端末１のプリコーディング加重値であることを特徴とする請求項９に記載のチャネル
品質指標ＣＱＩの処理方法。
【請求項１１】
　前記ネットワーク側装置が、前記端末の任意のサブキャリアにおける目標ＣＱＩを算出
する場合、数式

を用いて算出し、
　ここで、

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける目標ＣＱＩであり、　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける線形測定器であり、　

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は、第ｉ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、　

は、測定セットの第１個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、　
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は、端末ｑのプリコーディング加重値であり、　
　Ａは測定セットであり、　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｐ個設備の初期ＣＱＩであり、ｐ≠ｉ、　

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は第ｐ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、ｐ≠ｉ、

は、測定セットの第ｐ個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、ｐ≠ｉ
、　

は、端末lのプリコーディング加重値であり、　

は、端末ｍのプリコーディング加重値であることを特徴とする請求項９に記載のチャネル
品質指標ＣＱＩの処理方法。　
【請求項１２】
　前記ネットワーク側が、獲得した各サブキャリアにおける目標ＣＱＩをマッピング処理
し、マッピングして統一値とする場合、

を用い、マッピング処理を行い、ここで、

は、獲得した各サブキャリアにおける目標ＣＱＩをマッピング処理後、獲得した統一値で
あり；

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける目標ＣＱＩであり；

は、マッピング函数であり；Ｓは、サブキャリア・アグリゲーションであることを特徴と
する請求項９に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの処理方法。
【請求項１３】
　本装置が使用した、本装置へサービスデータを送信する第一設備と、本装置に対するマ
ルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備える測定セッ
トを確認する、確認ユニットと、　
　前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信する、受信ユニット
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と、　
　各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期ＣＱＩをそれぞれ測定する
、測定ユニットと、　
　獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信し、チャネルマトリックス参
考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置が、受信した前記各
設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、本装置の目標ＣＱ
Ｉを算出して獲得するようにする、送信ユニットと
　を備え、
　前記測定ユニットが、いずれかの設備が送信した測定基準信号に基づいて、前記設備の
初期ＣＱＩを測定することは、
　前記測定ユニットが、前記第１設備と、前記第２設備とのうちの、いずれかの設備が送
信した測定基準信号に基づき、当該いずれかの設備から端末の各サブキャリアまでにおけ
るチャネルマトリックスを獲得することと、
　前記測定ユニットが、いずれかの設備から各サブキャリアまでのチャネルマトリックス
に基づき、数式

を用い、前記いずれかの設備の初期ＣＱＩを算出することとを備え、
　ここで、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、量子化関数であり、　
　Ｓはサブキャリア・アグリゲーションであり；

はマッピング函数であり、

を１つの数値としてマッピングし、Ｓ内の全サブキャリアにおける平均チャネル品質を代
表し、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備はサブキャリアｋにおける初期ＣＱＩである
ことを特徴とするチャネル品質指標ＣＱＩの報告装置。
【請求項１４】
　前記受信ユニットが、前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受
信するステップは、
　前記受信ユニットが、前記測定セットの各設備が送信した共通基準信号ＣＲＳまたは／
およびチャネル状態情報基準信号ＣＳＩ－ＲＳをそれぞれ受信するステップを備えている
ことを特徴とする請求項１３に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの報告装置。
【請求項１５】
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、または、

であり、

は、第ｉ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスであり、その次
元数は

であり、

は、端末ｑの受信アンテナ数であり、

は、第ｉ個設備内の基地局の送信アンテナ数であり、

は、端末が受けた干渉とノイズパワーであり、

は、サブキャリアｋにおける線形測定器であることを特徴とする請求項１３に記載のチャ
ネル品質指標ＣＱＩの報告装置。
【請求項１６】
　前記送信ユニットが、獲得した各設備の初期ＣＱＩを前記ネットワーク側装置へ送信す
ることは、
　前記送信ユニットが、獲得した各設備の初期ＣＱＩを第一設備へ送信する、或いは前記
測定セットの任意の１つまたは複数の設備へ送信する、或いは、測定セットの設備全てと
関連するセンター制御ノードへ送信することを備えていることを特徴とする請求項１５に
記載のチャネル品質指標ＣＱＩの報告装置。
【請求項１７】
　前記送信ユニットが、チャネルマトリックス参考情報をネットワーク側装置へ送信する
ことは、
　前記送信ユニットが、アップリンクサウンディング基準信号ＳＲＳを送信し、前記測定
セットの各設備は全て受信したＳＲＳに基づき、端末から対応の設備までのアップリンク
チャネルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に基づき、対応のダウンリンクチ
ャネルマトリックスを獲得し、それぞれ各自が獲得したダウンリンクチャネルマトリック
スをチャネルマトリックス参考情報とし、前記ネットワーク側装置まで送信すること、或
いは、
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　前記送信ユニットが、測定セットでの各設備のダウンリンク参考符号に基づき、それぞ
れ獲得したチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とし、ネットワーク側
装置まで送信することを備えていることを特徴とする請求項１５に記載のチャネル品質指
標ＣＱＩの報告装置。
【請求項１８】
　端末が送信した、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチポ
イント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備える測定セット内の
各設備に対する初期ＣＱＩを受信し、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信す
る、通信ユニットと、
　受信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、
前記端末の目標ＣＱＩを算出して獲得する、処理ユニットと
　を備え、
　前記初期ＣＱＩは、
　前記端末が、第一設備と、第一設備とのうちのいずれかの設備が送信した測定基準信号
に基づき、前記いずれかの設備から端末の各サブキャリアまでのチャネルマトリックスを
獲得して、前記チャネルマトリックスに基づき、数式

を用いて前記いずれかの設備の初期ＣＱＩを算出し、
ここで、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、量子化関数であり、　
Ｓは、サブキャリア・アグリゲーションであり、

は、マッピング函数であり、

を１つの数値としてマッピングし、Ｓ内の全サブキャリアにおける平均チャネル品質を代
表し、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備のサブキャリアｋにおける初期ＣＱＩである
ことを特徴とするチャネル品質指標ＣＱＩの処理装置。
【請求項１９】
　前記装置は、端末へサービスデータを送信する第一設備、或いは、前記測定セットの任
意の１つまたは複数の設備、或いは、測定セットの全設備と関連するセンター制御ノード
であることを特徴とする請求項１８に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの処理装置。
【請求項２０】
　前記通信ユニットが、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信することは、
　前記測定セット内の各設備が端末からそれぞれ受信したＳＲＳに基づき、対応のアップ
リンクチャネルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に基づき、対応のダウンリ
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ンクチャネルマトリックスをそれぞれ獲得し、前記通信ユニットが、各設備が送信したダ
ウンリンクチャネルマトリックスをそれぞれ受信し、かつ、各ダウンリンクチャネルマト
リックスをチャネルマトリックス参考情報とすることと、
　前記通信ユニットが、端末が送信した測定セットにおける各設備のダウンリンク参考符
号に基づき、それぞれ獲得したチャネルマトリックスを受信し、かつ、各チャネルマトリ
ックスをチャネルマトリックス参考情報とすることとを備えていることを特徴とする請求
項１８に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの処理装置。
【請求項２１】
　前記処理ユニットが、受信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリック
ス参考情報に基づく、前記端末の目標ＣＱＩの算出して獲得ことは、
　前記処理ユニットが、獲得した各サブキャリアにおける目標ＣＱＩをマッピング処理し
、マッピングして統一値とすることを備えていることを特徴とする請求項１８、請求項１
９または請求項２０に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの処理装置。
【請求項２２】
　前記処理ユニットが、前記端末の任意のサブキャリアにおける目標ＣＱＩを算出する場
合、数式

を用いて算出し、
　ここで、

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける目標ＣＱＩであり、　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は、第ｉ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、

は、測定セット内の第i個設備が最終的にスケジューリングした端末セットであり、

は、測定セット内の第i個設備が最終的にスケジューリングした端末数であり、

は、端末ｑのプリコーディング加重値であり、　
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は、端末ｑの受信アンテナ数であり；　
Ａは、測定セットであり；　

は、端末ｑの測定セット内の第ｐ個設備の初期ＣＱＩであり、ｐ≠ｉ；　

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は、第ｐ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、ｐ≠ｉ
；　

は、測定セット内の第ｐ個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、ｐ≠
ｉ；　

は、端末１のプリコーディング加重値であることを特徴とする請求項２１に記載のチャネ
ル品質指標ＣＱＩの処理装置。
【請求項２３】
　前記処理ユニットが、前記端末の任意のサブキャリアにおける目標ＣＱＩを算出する場
合、数式

を用いて算出し、
　ここで、

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける目標ＣＱＩであり、　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける線形測定器であり、　

は、
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に基づいて獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は、第ｉ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、　

は、測定セットの第１個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、　

は、端末ｑのプリコーディング加重値であり、　
Ａは、測定セットであり、　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｐ個設備の初期ＣＱＩであり、ｐ≠ｉ、　

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は第ｐ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、ｐ≠ｉ、
　

は、測定セットの第ｐ個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、ｐ≠ｉ
、　

は、端末lのプリコーディング加重値であり、　

は、端末ｍのプリコーディング加重値であることを特徴とする請求項２１に記載のチャネ
ル品質指標ＣＱＩの処理装置。
【請求項２４】
　前記処理ユニットが、獲得した各サブキャリアにおける目標ＣＱＩをマッピング処理し
、これによりマッピングして統一値とする場合、数式

を用いて前記マッピング処理を行い、ここで、
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は、獲得した各サブキャリアにおける目標ＣＱＩをマッピング処理後、獲得した統一値で
あり、

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける目標ＣＱＩであり、

は、マッピング函数であり、Ｓは、サブキャリア・アグリゲーションであることを特徴と
する請求項２１に記載のチャネル品質指標ＣＱＩの処理装置。
【請求項２５】
　本端末が使用した、本端末へサービスデータを送信する第一設備と、本端末に対するマ
ルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備える測定セッ
トを確認し、
　それぞれ前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号を受信し、かつ、各設備が
送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期ＣＱＩをそれぞれ測定し、獲得した各
設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信し、かつ、チャネルマトリックス参考情報
を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置が、受信した前記各設備の
初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、本端末の目標ＣＱＩを算
出して獲得するようにする、端末と、
　端末が送信した測定セット内の各設備に対する初期ＣＱＩを受信し、端末からのチャネ
ルマトリックス参考情報を受信し、かつ、受信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チ
ャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標ＣＱＩを算出して獲得する、ネッ
トワーク側とを備え、
　前記初期ＣＱＩは、
　前記端末が、第一設備と、第一設備とのうちのいずれかの設備が送信した測定基準信号
に基づき、前記いずれかの設備から端末の各サブキャリアまでのチャネルマトリックスを
獲得して、前記チャネルマトリックスに基づき、数式

を用いて前記いずれかの設備の初期ＣＱＩを算出し、
ここで、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、量子化関数であり、　
Ｓは、サブキャリア・アグリゲーションであり、

は、マッピング函数であり、

を１つの数値としてマッピングし、Ｓ内の全サブキャリアにおける平均チャネル品質を代
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は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備のサブキャリアｋにおける初期ＣＱＩである
ことを特徴とするチャネル品質指標ＣＱＩの報告および処理システム。
 
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年４月２２日に中国特許局に提出し、申請番号が２０１１１０１０
２１４８．２．であり、発明名称が「チャネル品質指標の報告方法、装置およびシステム
」である中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
　本発明は、通信分野に関し、特にチャネル品質指標の報告方法、装置およびシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレスセルラーネットワークシステムにおいて、一般的に、セルには、端末と通信
を行う基地局１つがある。
　端末のタイプは、携帯電話、ノートパソコンおよびＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ，パーソナル・デジタル・アシスタント）等を含む。
　データ伝送の開始前に、基地局は、まず、端末へ基準信号（例、パイロット信号）を送
信し、端末は、これら基準信号に基づいてチャネル推定値を獲得する。
　基準信号は、約束により特定時間および特定周波数にて送信した既知信号シーケンスで
あるが、干渉とノイズ等の要素は、全てチャネル推定の品質に影響する。
【０００３】
　通常の状況において、端末は、異なる場所に位置するため、異なる受信信号の強度およ
びノイズと干渉の強度を有している。
　よって、一部の端末は、比較的高い速度で通信することができる。
　例えば、セルセンターに位置するような端末は、高速で通信することができるが、セル
エッジに位置する端末のような他の一部の端末は、比較的低い速度でしか通信することが
できない。
　端末に伝送帯域幅を十分に利用するために、端末へ送信するデータフォーマットは、好
ましくは、当該端末のチャネル条件と整合できるとよい。
　端末へ送信するデータフォーマットとそのチャネル条件を整合させる技術をリンクアダ
プテーションと呼ぶ。　
【０００４】
　基地局のリンクアダプテーション実現に協力するため、端末は、そのチャネル条件に基
づき、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ，チャネル品質指
示情報）を報告しなければならない。
　端末が報告したＣＱＩは、一定の時間周波数リソースに対応する。
　つまり、端末が報告したＣＱＩは、これら時間周波数リソースにおける伝送能力を示す
。
　ＣＱＩの算出は、端末が自身受けた干渉ＩとノイズパワーΝを測定しなければならない
。
　例えば、簡単で直接的であるＣＱＩ算出のアルゴリズムの１つは、下記のとおりである
：　
　〈数式〉
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　ここで、Ｐは、端末の受信信号電力であり、

は、量子化関数である。
　実際は、端末が測定したのは、

全体である可能性がある。　
【０００５】
　従来技術では、マルチポイント協調送受信（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉｐｏ
ｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ／Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ，ＣｏＭＰ）技術は、地理的に
分散している複数の伝送点の協調スケジューリング或いはジョイント伝送により、相互間
の干渉を低減し、ユーザーの受信する信号の品質を向上することによりシステムの容量と
エッジユーザーの周波数スペクトル效率を有効的に高めることを示す。
　分散している複数の伝送点は、通常、複数のセルの基地局設備を指し、同一セル内部の
異なる基地局設備でもよい。　
【０００６】
　協調スケジューリングは、各基地局がセル間の時間、周波数と空間リソースの協調によ
り、異なるＵＥに互いに直交するリソースを分配し、相互間の干渉を避けることを示す。
　セル間の干渉は、セルエッジＵＥの性能を制約する主要な要素であり、協調スケジュー
リングにより、セル間の干渉を低減できるため、セルエッジＵＥの性能が高まる。
　例えば、図１は、３セルの協調スケジューリングにより、互いに干渉するであろう３Ｕ
Ｅを互いに直交するリソースにスケジューリングし、セル間の干渉を有効的に避けること
を示す。　
【０００７】
　また、ジョイント伝送は、複数のセルから同時にＵＥへデータを送信し、ＵＥの受信信
号を強化することを示す。
　例えば、図２は、３セルは、同じリソースにて同一ＵＥへデータを送信し、ＵＥは、同
時に複数のセルの信号を受信することを示す。
　一方で、複数のセルからの有用な信号の重畳は、ＵＥが受信する信号品質を向上でき、
もう一方で、ＵＥが受ける干渉を低減し、これによりシステム性能を高める。
【０００８】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，ロング・ターム・エボリューショ
ン）およびＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ，ロング・ターム・エボリューション
・アドバンスト）システムにおいて、ＵＥは、セルにサービスする共通基準信号（ＣＲＳ
）或いはチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）に基づき、基地局からＵＥまでのチ
ャネル情報（例、信号マトリックス、干渉、ノイズ等々）を推定し、かつ、ＣＱＩを算出
し、基地局へフィードバックする。
　さらに、ＣＱＩと共に、プリコーディングマトリックス指標（ＰＭＩ）とランク指標（
ＲＩ）もフィードバックする可能性がある。
　基地局は、ＣＱＩのフィードバックを利用し、スケジューリング、リソース分配と変調
コーディング・スキーム（ＭＣＳ）選択等の操作ができ、周波数スペクトル利用率を高め
る。
　マルチポイント協調送受信を支援するためには、チャネル情報的報告をさらに一歩強化
しなければならない。
　ＵＥは、予約配置した測定セット（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｓｅｔ）に含むセルが送
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信したＣＲＳ或いはＣＳＩ－ＲＳに基づき、各セルからＵＥまでのチャネル情報を推定す
る。
　続けて、ＵＥは、直接チャネル情報をスカラ量子化或いはベクトル量子化を経て基地局
へフィードバックする。
　基地局は、ＵＥがフィードバックしたチャネル情報に基づき、プリコーディングマトリ
ックス算出し、マルチユーザーペアリング、ＭＣＳ選択等の操作を行う。　
【０００９】
　また、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ，時分割二重）シス
テムのＣｏＭＰ技術において、基地局は、ＵＥが送信したＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ，サウンディング基準信号）に基づき、アップリンクチ
ャネル情報を獲得することができ、かつ、アップ・ダウンリンクチャネルの相互性を利用
し、ダウンリンクチャネル情報を獲得することができる。
　従来のＴＤＤシステムにおいて、基地局は、ＳＲＳにより獲得したチャネル情報のみに
基づき、正確にＵＥにＭＣＳを選択し、周波数領域スケジューリングを行うことができな
かった。
　これは、アップ・ダウンリンクが受ける干渉が一般的に異なり、基地局は、ＵＥが受け
る干渉を正確に予測できないためである。
　もう一方で、従来のＴＤＤシステムにおいて、基地局が、ＵＥがフィードバックしたチ
ャネル情報に基づこうとも、正確にＵＥにＭＣＳを選択し、周波数領域スケジューリング
を行うことができない。
　これは、ＣｏＭＰ技術および成形ビーム等方案の用いるにより、隣接するセルの干渉レ
ベルがスケジューリング前後に変化が生じるためである。
　これにより、ＵＥがチャネル情報をフィードバックする場合にスケジューリング後の干
渉レベルの変化を予測することができない。　
 
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前記から鑑みて、従来技術において、ＣｏＭＰ技術に基づき、新たに対応のチャネル情
報算出および報告方式を設計しなければならない。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、マルチポイント協調送受信技術において、ネットワーク側が、端末が受けた
干渉を正確に把握できないため、リソース分配およびスケジューリングを正確に実行でき
ない問題を解決する、チャネル品質指標の報告方法、装置およびシステムを提供する。　
【００１２】
　本発明は　ＣＱＩの報告方法と、ＣＱＩの処理方法と、ＣＱＩの報告装置と、ＣＱＩの
処理装置と、ＣＱＩの報告および処理システムとを含む。
【００１３】
　ＣＱＩの報告方法は、　
　端末が、本端末が使用する、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対す
るマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備える測定
セットを確認するステップと、
　前記端末が、前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信し、か
つ、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期ＣＱＩをそれぞれ測定す
るステップと、　
　前記端末が、獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信し、チャネルマ
トリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装置を、受
信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記
端末の目標ＣＱＩを算出して獲得するようにさせるステップとを備える。　
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【００１４】
　ＣＱＩの処理方法は、
　ネットワーク側装置が、端末が送信した、端末へサービスデータを送信する第一設備と
、端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備と
を備える測定セット内の各設備に対する初期ＣＱＩを受信するステップと、
　前記ネットワーク側装置が、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、かつ
、受信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、
前記端末の目標ＣＱＩを算出して獲得するステップとを備える。
【００１５】
　ＣＱＩの報告装置は、確認ユニットと、受信ユニットと、測定ユニットと、送信ユニッ
トとを備え、
　前記確認ユニットは、前記ＣＱＩの報告装置に使用される、前記ＣＱＩの報告装置へサ
ービスデータを送信する第一設備と、前記ＣＱＩの報告装置に対するマルチポイント協調
送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備える測定セットを確認し、
　前記受信ユニットは、前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受
信し、
　前記測定ユニットは、前記各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期
ＣＱＩをそれぞれ測定し、　
　前記送信ユニットは、獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信し、チ
ャネルマトリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側装
置を、受信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づ
き、本装置の目標ＣＱＩを算出して獲得するようにさせる。　
【００１６】
　ＣＱＩの処理装置は、通信ユニットと、処理ユニットとを備え、
　前記通信ユニットは、端末が送信した、端末へサービスデータを送信する第一設備、お
よび端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備
とを備える測定セット内の各設備に対する初期ＣＱＩを受信し、端末からのチャネルマト
リックス参考情報を受信し、
　前記処理ユニットは、受信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリック
ス参考情報に基づき、前記端末の目標ＣＱＩを算出して獲得する。　
【００１７】
　ＣＱＩの報告および処理システムは、端末と、ネットワーク側とを備え、
　前記端末は、自身が使用した、本端末へサービスデータを送信する第一設備と、本端末
に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備え
る測定セットを確認し、それぞれ前記測定セット内の各設備が送信した測定基準信号を受
信し、かつ、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期ＣＱＩをそれぞ
れ測定し、さらに、獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信し、かつ、
チャネルマトリックス参考情報を前記ネットワーク側装置へ送信し、前記ネットワーク側
装置を、受信した前記各設備の初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基
づき、本端末の目標ＣＱＩを算出して獲得するようにさせ、
　前記ネットワーク側は、端末が送信した測定セットでの各設備に対する初期ＣＱＩを受
信し、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、かつ、受信した前記各設備の
初期ＣＱＩおよび前記チャネルマトリックス参考情報に基づき、前記端末の目標ＣＱＩを
算出して獲得する。　
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、端末は、測定セット内の各設備が送信した測定基準信号に基づき、ネ
ットワーク側装置内の基地局へ測定セットの各設備の初期ＣＱＩをフィードバックする。
　また、ネットワーク側装置は端末がフィードバックした各設備の初期ＣＱＩ、および端
末がフィードバックしたチャネルマトリックス参考情報に基づき、端末の目標ＣＱＩを算
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出する。
　このようにすることにより、マルチポイント協調送受信におけるＣＱＩフィードバック
問題を解決し、ネットワーク側装置は、端末がフィードバックした多設備の初期ＣＱＩに
基づき、最終的にダウンリンクデータを送信する目標ＣＱＩを獲得することができる。
　これにより、ネットワーク側が、端末が受けた干渉を正確に把握させることができ、端
末スケジューリング、リソース分配およびＭＣＳ選択を正確に実行し、マルチポイント協
調送受信におけるシステムスループットを有効的に向上し、システム性能を高める。
　本実施形態は、同様に、ＴＤＤシステムとＦＤＤシステムに適用できる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来技術におけるマルチポイント協調送受信を示す図。
【図２】従来技術におけるマルチポイント協調送受信を示す図。
【図３】本発明の実施形態において通信システム体系の構成図。
【図４】本発明の実施形態において端末機能構造を示す図。
【図５】本発明の実施形態においてネットワーク側装置機能構造を示す図。
【図６】本発明の実施形態において端末がネットワーク側装置へＣＱＩを報告するフロー
図。
【図７】本発明の実施形態においてネットワーク側装置が、端末が報告したＣＱＩを処理
するフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　マルチポイント協調送受信技術において、ネットワーク側に端末が受けた干渉を正確に
把握させることができようにし、これにより、正確にリソース分配およびスケジューリン
グを実行するため、本発明の実施形態において、端末は、測定セットでの各設備に対する
初期ＣＱＩ測定を実行し、かつ、各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置に報告しなけ
ればならない。
　そして、チャネルマトリックス参考情報を当該ネットワーク側装置へ送信することによ
り、前記ネットワーク側装置は、受信した各設備の初期ＣＱＩおよびチャネルマトリック
ス参考情報に基づき、端末の目標ＣＱＩを算出して獲得できるようになる。　
【００２１】
　前記測定セットは、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチ
ポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備えている。
　第一設備と第二設備は、異なるセルの基地局でもよく、同一セルの基地局でもよい。
【００２２】
　本実施形態において、前記ネットワーク側装置は、前記測定セットの第一設備でもよく
、前記測定セットの任意の１つ或いは複数の設備（第一設備でもよく、第二設備でもよい
）でもよい。
　さらに、測定セットの全設備と接続するセンター制御ノードでもよい。
【００２３】
　以下では、図面と結合して本発明のより好ましい実施形態を説明する。
【００２４】
　図３に示すように、本発明の実施形態に係るＣｏＭＰ技術を用いる通信システム（ＴＤ
Ｄシステムでもよく、ＦＤＤシステムでもよい）には、端末と若干の伝送設備が備えられ
る。
　これら伝送設備間には、マルチポイント協調送受信関係（協調スケジューリング関係で
もよく、ジョイント送信関係でもよい）が存在する。
　ここで、伝送設備（即ち、前記第一設備である）は、端末へサービスデータを送信する
。
　また、その他の伝送設備（即ち、前記第二設備である）も、端末に対するマルチポイン
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ト協調送受信の実行に参加する。
　第一設備と少なくとも１つの第二設備とにより、端末に対する測定セットを構成する。
　当該測定セットは、端末がネットワーク登録を行う場合に、ネットワーク側から予め端
末に通知し、かつ、端末内に保存される。
　端末は、測定セット内の各設備に対するチャネル情報を測定しなければならず、ネット
ワーク側が、端末が受けた干渉を正確に推定できるようにする。
【００２５】
　ここで、端末は、本端末が使用した、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端
末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備
える測定セットを確認し、測定セットにて各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信
し、かつ、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期ＣＱＩをそれぞれ
測定する。
　さらに、獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信し、かつ、チャネル
マトリックス参考情報も当該ネットワーク側装置へ送信する。
　チャネルマトリックス参考情報を当該ネットワーク側装置へ送信し、当該ネットワーク
側装置に受信した各設備の初期ＣＱＩおよびチャネルマトリックス参考情報に基づき、端
末の目標ＣＱＩを算出して獲得させる。　
【００２６】
　ネットワーク側装置は、端末が送信した測定セット内の各設備に対する初期ＣＱＩを受
信する。
　そして、端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信し、かつ、受信した各設備の
初期ＣＱＩおよびチャネルマトリックス参考情報に基づき、端末の目標ＣＱＩを算出して
獲得する。　
【００２７】
　図４に示すように、本発明の実施形態において、端末は、確認ユニット４０と、受信ユ
ニット４１と、測定ユニット４２と、送信ユニット４３とを備えている。　
【００２８】
　確認ユニット４０は、本端末が使用した測定セットを確認する。
　当該測定セットは、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチ
ポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備えている。
【００２９】
　受信ユニット４１は、測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそれぞれ受信す
る。
【００３０】
　測定ユニット４２は、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期ＣＱ
Ｉをそれぞれ測定する。
【００３１】
　送信ユニット４３は、獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信し、か
つ、チャネルマトリックス参考情報を当該ネットワーク側装置へ送信し、当該ネットワー
ク側装置が、受信した各設備の初期ＣＱＩおよびチャネルマトリックス参考情報に基づき
、端末の目標ＣＱＩを算出させるようにする。
【００３２】
　図５に示すように、本発明の実施形態において、ネットワーク側装置は、通信ユニット
５０と処理ユニット５１を備えている。　
【００３３】
　通信ユニット５０は、端末が送信した、端末へサービスデータを送信する第一設備と、
端末に対するマルチポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを
備える測定セットでの各設備に対する初期ＣＱＩを受信し、端末からのチャネルマトリッ
クス参考情報を受信する。
【００３４】
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　処理ユニット５１は、受信した各設備の初期ＣＱＩおよびチャネルマトリックス参考情
報に基づき、端末の目標ＣＱＩを算出する。　
【００３５】
　前記技術案に基づき、図６に示すように、本発明の実施形態において、端末がネットワ
ーク側へＣＱＩを報告するフロー例を以下で詳細に説明する。
【００３６】
　ステップ６００において、端末は、本端末が使用した測定セットを確認する。
　当該測定セットは、端末へサービスデータを送信する第一設備と、端末に対するマルチ
ポイント協調送受信の実行に参加する少なくとも１つの第二設備とを備えている。　
【００３７】
　端末が使用する測定セットは、基地局による配置後に端末へ送信し、端末は、基地局の
指示に基づき、当該測定セットを確認できる。
　例えば、基地局は、ダウンリンクシグナルを介して具体的な測定セットを通知する。
　また、端末により、ネットワーク側と予め約束したモデルに基づき、自ら配置もできる
。　
【００３８】
　ステップ６１０において、端末は、測定セット内の各設備が送信した測定基準信号をそ
れぞれ受信し、かつ、各設備が送信した測定基準信号に基づき、対応の設備の初期ＣＱＩ
をそれぞれ測定する。
【００３９】
　本実施形態において、端末が受信した各設備から送信された測定基準信号は、対応の設
備が送信したＣＲＳまたは／およびＣＳＩ－ＲＳを備えている。　
【００４０】
　また、端末がいずれかの設備が送信した測定基準信号に基づき、当該設備の初期ＣＱＩ
を測定する場合、まず、いずれかの設備が送信した測定基準信号に基づき、当該いずれか
の設備から端末の各サブキャリアまでにおけるチャネルマトリックスを獲得する。
　さらに、[数１]を用いて、当該いずれかの設備の初期ＣＱＩを算出する。
【数１】

【００４１】
　ここで、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、量子化関数であり、　
　Ｓは、サブキャリア・アグリゲーションであり；Ｓは、時間周波数リソース内のサブキ
ャリアを備え、ＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ，物理リソー
スブロック）、サブバンド（連続する若干のＰＲＢを備える）、或いは、全システム帯域
幅でもよく；　

は、マッピング函数であり、
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を１つの数値としてマッピングし、Ｓ内の全サブキャリアにおける平均チャネル品質を代
表し；ここで、

は、線形平均でもよく、

或いは、ＥＥＳＭ（Ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ　Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ＳＩＲ　Ｍａｐｐｉ
ｎｇ，指数有効な信号対雑音比マッピング）等のその他マッピング函数でよい。　
【００４２】

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備はサブキャリアｋにおける初期ＣＱＩである
。
　ここで、

であり、

は、第ｉ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、その次
元数は、

であり、

は、端末ｑの受信アンテナ数であり、

は、第ｉ個設備内の基地局の送信アンテナ数であり、

は、端末が受けた干渉とノイズパワーを表す。
　好ましくは、この干渉は、測定セット以外での干渉のみを含む。或いは、

も、その他の方法に基づき、算出する。
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　例えば、端末は、チャネル情報に基づき、サブキャリアｋにおける線形測定器が、

と算出する。
　よって、

である。
【００４３】
　ステップ６２０において、端末は、獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置
へ送信し、さらにチャネルマトリックス参考情報を当該ネットワーク側装置へ送信し、当
該ネットワーク側装置が受信した各設備の初期ＣＱＩおよびチャネルマトリックス参考情
報に基づき、端末の目標ＣＱＩを算出できるようにする（即ち、当該ＣＱＩは、ネットワ
ーク側が最終的に端末に対するリソーススのケジューリングとＭＣＳ選択に用いられる）
。　
【００４４】
　端末の目標ＣＱＩは、第一設備にて算出でき、測定セットの任意の１つ或いは複数の設
備においても算出でき、さらに測定セットの設備全てと関連するセンター制御ノードにお
いても算出することができる。
　即ち、ネットワーク側装置は、前記種類の情況の内、任意の１種類でよい。　
【００４５】
　本実施形態において、端末が獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信
することは、端末がアップリンクチャネルを介して獲得した各設備の初期ＣＱＩを第一設
備へ送信する、或いは、測定セットの任意の１つ或いは複数の設備へ送信する（即ち、第
一設備を備えることができ、第二設備を備えることもできる）、或いは、測定セットの設
備全てと関連するセンター制御ノードへ送信することを表す。　
【００４６】
　ステップ６２０の実行過程において、端末がチャネルマトリックス参考情報をネットワ
ーク側装置へ送信する場合、以下の２種類の実施方式（これに限らない）を用いることが
できる。　
【００４７】
　第１方式：端末が獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信後、ＳＲＳ
を送信することにより、測定セットの各設備は、全て受信したＳＲＳに基づき、端末から
対応の設備までのアップリンクチャネルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に
基づき、対応のダウンリンクチャネルマトリックスを獲得し、さらに、それぞれ各自が獲
得したダウンリンクチャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とし、ネット
ワーク側装置まで送信する。　
【００４８】
　第２方式：端末が獲得した各設備の初期ＣＱＩをネットワーク側装置へ送信後、測定セ
ットでの各設備のダウンリンク参考符号に基づき、それぞれ獲得したチャネルマトリック
スをチャネルマトリックス参考情報とし、ネットワーク側装置まで送信する。
　この時、端末はＳＲＳを送信しなくてもよい。　
【００４９】
　例えば、端末が送信したＳＲＳ被測定セットにおけるある設備内の基地局が受信後、当
該基地局は、受信したＳＲＳに基づき、端末から当該基地局管轄設備までのアップリンク
チャネルマトリックスを算出し、かつ、チャネル相互性に基づき、ダウンリンクチャネル
マトリックス
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を獲得する。
　端末と基地局送信電力の違い、およびアップ・ダウンリンク無線周波数リンクの非整合
により、

と実際のダウンリンクチャネル情報

は、定数の差が出る可能性がある。
　即ち、

。
　本実施形態において、

は、基地局が端末のフィードバックを介して獲得したチャネルマトリックスでもよく、こ
の時端末は、ＳＲＳ信号を送信しなくてもよい。　
【００５０】
　前記実施形態に基づき、図７に示すように、本発明の実施形態における、ネットワーク
側装置が、端末が報告したＣＱＩを処理するフロー例であり、その詳細を以下に示す。
【００５１】
　ステップ７００において、ネットワーク側装置は、端末が送信した測定セット内の各設
備に対する初期ＣＱＩを受信する。
　当該測定セットは、端末のサービス設備と、端末に対するマルチポイント協調送受信の
実行に参加する協力設備とを備えている。
【００５２】
　同様に、前記ネットワーク側装置は、測定セットの第一設備でもよく、測定セットの任
意の１つ或いは複数の設備でもよく、さらに、測定セットの設備全てと関連するセンター
制御ノードでもよい。
　もし、複数の基地局であれば、各基地局が実行する操作の原理は、同じである。　
【００５３】
　ステップ７１０において、ネットワーク側は、端末からのチャネルマトリックス参考情
報を受信し、かつ受信した各設備の初期ＣＱＩおよびチャネルマトリックス参考情報に基
づき、端末の目標ＣＱＩを算出して獲得する。　
【００５４】
　本実施形態において、ステップ７１０を実行する過程において、ネットワーク側装置も
、以下の２種類の実施方式を用いて端末からのチャネルマトリックス参考情報を受信でき
る（これに限らない）。　
【００５５】
　第１方式：測定セットの各設備は、端末からそれぞれ受信したＳＲＳに基づき、対応の
アップリンクチャネルマトリックスを獲得し、かつ、チャネル相互性に基づき、対応のダ
ウンリンクチャネルマトリックスをそれぞれ獲得する。
　そして、ネットワーク側装置は、各設備が送信したダウンリンクチャネルマトリックス
をそれぞれ受信し、かつ、各ダウンリンクチャネルマトリックスをチャネルマトリックス
参考情報とする。　
【００５６】
　第２方式：ネットワーク側装置は、端末が送信した測定セットにおける各設備のダウン



(25) JP 5681833 B2 2015.3.11

10

20

30

40

リンク参考符号に基づき、それぞれ獲得したチャネルマトリックスを受信し、かつ、各チ
ャネルマトリックスをチャネルマトリックス参考情報とする。　
【００５７】
　本実施形態において、ネットワーク側装置が、受信した各設備の初期ＣＱＩおよびチャ
ネルマトリックス参考情報に基づき、端末の目標ＣＱＩを算出して獲得する場合、その具
体的な動作方式は、以下とおりである。
　ネットワーク側装置は、測定セット内の各設備がスケジューリング完了後（ここでのス
ケジューリングは、ＣｏＭＰ技術に基づくスケジューリングでもよく、単一設備スケジュ
ーリングでもよい）、まず、端末の各サブキャリアにおける目標ＣＱＩを算出し、さらに
、獲得した各サブキャリアにおける目標ＣＱＩをマッピング処理し、マッピングして統一
値とする。
 
【００５８】
　本端末の任意のサブキャリアにおける目標ＣＱＩを算出する場合、[数２]を用いること
ができる。
　具体的な例を以下に示す。
【数２】

　ここで、

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける目標ＣＱＩであり、　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、　

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は、第ｉ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、

に基づき

を獲得する方法は多い。例えば、
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、または、例えば、

に基づき、帯域幅内の平均値が正規化を実行し、

を獲得する。
　ここでは、説明を繰り返さない、　

は、測定セットにおける第i個設備が最終的にスケジューリングした端末セットであり、
　

は、端末ｑのプリコーディング加重値であり、　

は、端末ｑの受信アンテナ数であり、　
Ａは、測定セットであり；　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｐ個設備の初期ＣＱＩであり、ｐ≠ｉ；　

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は、第ｐ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、ｐ≠ｉ
；　

は、測定セットの第ｐ個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、ｐ≠ｉ
；　

は、端末１のプリコーディング加重値である。
【００５９】
　或いは、端末が任意のサブキャリアにおける目標ＣＱＩを算出する場合、算出の複雑さ
が許容範囲にあれば、数式三を用いることもできる。



(27) JP 5681833 B2 2015.3.11

10

20

30

40

【００６０】
　算出の複雑さが許容範囲にあるという前提の下、ネットワーク側装置は、測定器が出力
したＣＱＩを算出でき、その入・出力モデル模型を以下と仮定する：　

　ここで、ｚは、測定セット以外の干渉とノイズであり、ｚを定義する際に使用する共分
散行列を単位行列とする。
　端末ｑのサブキャリアｋにおける線形測定器をｇｑ（k）と仮定すると、前記端末ｑの
サブキャリアｋにおける目標ＣＱＩを以下のように示すことができる：
【数３】

　ここで、

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける目標ＣＱＩであり、

は、端末ｑの測定セットにおける第ｉ個設備の初期ＣＱＩであり、

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける線形測定器であり、

は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は、第ｉ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、　

は、測定セットの第１個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、　

は、端末ｑのプリコーディング加重値であり、　
Ａは、測定セットであり、　

は、端末ｑの測定セットにおける第ｐ個設備の初期ＣＱＩであり、ｐ≠ｉ、　
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は、

に基づき獲得した正規化後のチャネルマトリックスであり、

、

は、第ｐ個設備から端末ｑのサブキャリアｋまでのチャネルマトリックスを表し、ｐ≠ｉ
、　

は、測定セットの第ｐ個設備が最終的にスケジューリングする端末セットであり、ｐ≠ｉ
、　

は、端末lのプリコーディング加重値であり、　

は、端末ｍのプリコーディング加重値である。
　　　【００６１】
　前記の任意の方式を用いて、端末が、各サブキャリアにおける目標ＣＱＩを獲得後、【
数４】を用いて獲得した各サブキャリアにおける目標ＣＱＩをマッピング処理し、これに
よりマッピングして統一値とする。具体的に：　
【数４】

ここで、

は、獲得した各サブキャリアにおける目標ＣＱＩをマッピング処理後、獲得した統一値で
あり、

は、端末ｑのサブキャリアｋにおける目標ＣＱＩであり、　

は、マッピング函数である。例えば、ＥＥＳＭ等マッピング函数でもよく、　
Ｓは、サブキャリア・アグリゲーションであり、帯域幅内のサブキャリアを備える。ＰＲ
Ｂ、サブバンド（連続する若干のＰＲＢ）でもよく、或いは、全システム帯域幅でもよい
。
 
【００６２】
　このように、ネットワーク側装置は、各サブキャリアの

を単一のＣＱＩ値にマッピングする。
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　これにより、基地局は、獲得した単一のＣＱＩ値に基づき、端末に対しダウンリンク送
信データが使用するＭＣＳと周波数領域リソースを確認することができる。　
【００６３】
　前記実施形態において、測定セット内の各設備のスケジューリングは、協調スケジュー
リングでもよく、独立した単一設備スケジューリングでもよい。
　この両者について、特に、後者は、本発明に係る実施形態を用いれば、そのＣＱＩ算出
およびＭＣＳ選択の正確度を向上させることができる。
　よって、システム全体の性能も高まる。　
【００６４】
　以上から、本発明の実施形態において、端末は、測定セットにて各設備が送信した測定
基準信号に基づき、ネットワーク側装置内の基地局へ測定セットの各設備の初期ＣＱＩを
フィードバックする。
　また、ネットワーク側装置は、端末がフィードバックした各設備の初期ＣＱＩ、および
端末がフィードバックしたチャネルマトリックス参考情報に基づき、端末の目標ＣＱＩを
算出する。
　このように、ＴＤＤシステム内のマルチポイント協調送受信におけるＣＱＩフィードバ
ック問題を解決し、ネットワーク側装置に、端末がフィードバックした多設備の初期ＣＱ
Ｉに基づき、最終的にダウンリンクデータを送信する目標ＣＱＩを獲得させることができ
る。
　これにより、ネットワーク側に端末が受けた干渉を正確に把握させることができ、さら
に端末スケジューリング、リソース分配およびＭＣＳ選択を正確に実行し、マルチポイン
ト協調送受信におけるシステムスループットを効率的に向上し、システム性能を高める。
　本実施形態は、同様にＦＤＤシステムにも適用するが、ここでは説明を繰り返さない。
【００６５】
　本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システム或いはコンピュータプロ
グラム製品を提供できるため、本発明は、完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウ
ェア実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用でき
ることがわかるはずである。
　さらに、本発明は、１つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる
。
　当該製品は、コンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な
記憶媒体（ディスク記憶装置と光学記憶装置等を含むがそれとは限らない）において実施
する。　
【００６６】
　以上は、本発明の実施形態の方法、装置（システム）、およびコンピュータプログラム
製品のフロー図および／またはブロック図によって、本発明を記述した。
　理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および／またはブ
ロック図における各フローおよび／またはブロックと、フロー図および／またはブロック
図におけるフローおよび／またはブロックの結合を実現できる。
　プロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コン
ピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装
置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ
は、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における１つ或いは複数の
フローおよび／またはブロック図における１つ或いは複数のブロックに指定する機能を実
現する。　
【００６７】
　また、これらのコンピュータプログラム指令は、コンピュータ或いは他のプログラム可
能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶することが
できる。
　これによって、指令を含む装置は、当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき
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は複数のブロックに指定する機能を実現する。　
【００６８】
　これらコンピュータプログラム指令は、さらに、コンピュータ或いは他のプログラム可
能なデータ処理装置設備に実装もできる。
　コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備
は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或
いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における１つ
或いは複数のフローおよび／またはブロック図における１つ或いは複数のブロックに指定
する機能を実現する。　
【００６９】
　本発明の好ましい実施形態において記述したが、当業者は、本発明の基本的な技術思想
を把握した上、多種多様な変更と変形を行える。
　そのような全ての変形と変更は、発明に記述された実施形態と共に、付加する請求の範
囲の範囲内にあると解釈されるべきである。
【００７０】
　無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或
いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。
　そのような、改造と置換は、本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なさ
れない。
　そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。　
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