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(57)【要約】
　無線通信ネットワーク（１００）内のネットワークノ
ード（１１０）へ、ワイヤレスデバイス（１２１，１２
２）のために構成される少なくとも１つのチャネル状態
情報（ＣＳＩ）プロセスについてのＣＳＩレポート内で
送信されるべきＣＳＩ推定を決定するための、前記ワイ
ヤレスデバイス（１２１，１２２）により実行される方
法が提供される。前記ワイヤレスデバイス（１２１，１
２２）は、既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識及び
／又は決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を
使用するための標識を含むメッセージを受信する。前記
メッセージに応じて、前記ワイヤレスデバイス（１２１
，１２２）は、受信される前記標識に従って、前記ネッ
トワークノード（１１０）への前記ＣＳＩレポートにお
いて使用すべきＣＳＩ推定を決定する。ワイヤレスデバ
イス（１２１，１２２）もまた説明される。
　さらに、１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１
２２）により無線通信ネットワーク（１００）内のネッ
トワークノード（１１０）へ、前記１つ以上のワイヤレ
スデバイス（１２１，１２２）のために構成される少な
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワーク（１００）内のネットワークノード（１１０）へ、ワイヤレスデ
バイス（１２１，１２２）のために構成される少なくとも１つのチャネル状態情報（ＣＳ
Ｉ）プロセスについてのＣＳＩレポート内で送信されるべきＣＳＩ推定を決定するための
、前記ワイヤレスデバイス（１２１，１２２）により実行される方法であって、
　既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応する
ＣＳＩ推定を使用するための標識を含むメッセージを受信すること（３０１）と、
　受信される前記標識に従って、前記ネットワークノード（１１０）への前記ＣＳＩレポ
ートにおいて使用すべきＣＳＩ推定を決定すること（３０２）と、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記決定すること（３０２）は、既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識が受信される
場合に、既存の全てのＣＳＩ推定を破棄し、及び新たなＣＳＩ推定を決定すること、を含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記メッセージ内の前記標識が前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる
少なくともＣＳＩリファレンスシンボル（ＣＳＩ－ＲＳ）リソースを介して決定されたＣ
ＳＩ推定を破棄するように示している場合に、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関
連付けられる少なくともＣＳＩ－ＲＳリソースを介して決定された既存のＣＳＩ推定を破
棄すること、をさらに含む、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記メッセージ内の前記標識が前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる
少なくともＣＳＩ－干渉測定（ＣＳＩ－ＩＭ）リソースを介して決定されたＣＳＩ推定を
破棄するように示している場合に、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられ
る少なくともＣＳＩ－ＩＭリソースを介して決定された既存のＣＳＩ推定を破棄すること
、をさらに含む、請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記メッセージは、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスを再構成するための無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）再構成メッセージの一部として、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセ
スを再構成するためのブロードキャストされる再構成メッセージの一部として、又はダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）の一部として受信される、請求項１～４のいずれかに記載の
方法。
【請求項６】
　前記決定すること（３０２）は、前記メッセージ内の前記標識が決定される時間ピリオ
ドに対応するＣＳＩ推定を使用するように示している場合に、決定される前記時間ピリオ
ドに対応しない既存のＣＳＩ推定を破棄し、及び決定される前記時間ピリオドに対応する
新たなＣＳＩ推定を決定すること、をさらに含む、請求項１～５のいずれかに記載の方法
。
【請求項７】
　前記ネットワークノード（１１０）へ決定される前記時間ピリオドの確認を送信するこ
と（３０３）、をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信ネットワーク（１００）内のネットワークノード（１１０）へ、ワイヤレスデ
バイス（１２１，１２２）のために構成される少なくとも１つのチャネル状態情報（ＣＳ
Ｉ）プロセスについてのＣＳＩレポート内で送信されるべきＣＳＩ推定を決定するための
、前記ワイヤレスデバイス（１２１，１２２）であって、
　既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応する
ＣＳＩ推定を使用するための標識を含むメッセージを受信し、
　受信される前記標識に従って、前記ネットワークノード（１１０）への前記ＣＳＩレポ
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ートにおいて使用すべきＣＳＩ推定を決定する、
　ように構成されるワイヤレスデバイス（１２１，１２２）。
【請求項９】
　既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識が受信される場合に、既存の全てのＣＳＩ推定
を破棄し、及び新たなＣＳＩ推定を決定する、ようにさらに構成される、請求項８に記載
のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）。
【請求項１０】
　前記メッセージ内の前記標識が前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる
少なくともＣＳＩリファレンスシンボル（ＣＳＩ－ＲＳ）リソースを介して決定されたＣ
ＳＩ推定を破棄するように示している場合に、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関
連付けられる少なくともＣＳＩ－ＲＳリソースを介して決定された既存のＣＳＩ推定を破
棄する、ようにさらに構成される、請求項８又は請求項９に記載のワイヤレスデバイス（
１２１，１２２）。
【請求項１１】
　前記メッセージ内の前記標識が前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる
少なくともＣＳＩ－干渉測定（ＣＳＩ－ＩＭ）リソースを介して決定されたＣＳＩ推定を
破棄するように示している場合に、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられ
る少なくともＣＳＩ－ＩＭリソースを介して決定された既存のＣＳＩ推定を破棄する、よ
うにさらに構成される、請求項８～１０のいずれかに記載のワイヤレスデバイス（１２１
，１２２）。
【請求項１２】
　前記メッセージを、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスを再構成するための無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）再構成メッセージの一部として、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセ
スを再構成するためのブロードキャストされる再構成メッセージの一部として、又はダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）の一部として受信する、ようにさらに構成される、請求項８
～１１のいずれかに記載のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）。
【請求項１３】
　前記メッセージ内の前記標識が決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用す
るように示している場合に、決定される前記時間ピリオドに対応しない既存のＣＳＩ推定
を破棄し、及び決定される前記時間ピリオドに対応する新たなＣＳＩ推定を決定する、よ
うにさらに構成される、請求項８～１２のいずれかに記載のワイヤレスデバイス（１２１
，１２２）。
【請求項１４】
　前記ネットワークノード（１１０）へ決定される前記時間ピリオドの確認を送信する、
ようにさらに構成される、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）。
【請求項１５】
　プロセッサと、前記プロセッサにより実行可能な命令を収容するメモリと、を含む処理
手段を備える、請求項８～１４のいずれかに記載のワイヤレスデバイス（１２１，１２２
）。
【請求項１６】
　１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）により無線通信ネットワーク（１０
０）内のネットワークノード（１１０）へ、前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１
，１２２）のために構成される少なくとも１つのチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの
ＣＳＩレポート内で送信されるＣＳＩ推定を制御するための、前記ネットワークノード（
１１０）により実行される方法であって、
　前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）からの前記ＣＳＩ推定が少なく
とも１つの送信条件の変化に起因してもはや有効ではないことを判定すること（２０１）
と、
　前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）へ、既存のＣＳＩ推定を破棄す
るための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための
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標識を含むメッセージを送信すること（２０２）と、
　を含む方法。
【請求項１７】
　前記ネットワークノード（１１０）は、前記無線通信ネットワーク（１００）内の前記
１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）へのビーム形成送信のために構成され
、前記少なくとも１つの送信条件の前記変化は、前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１
２１，１２２）へのビーム形成送信において使用される送信ビームの変化である、請求項
１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの送信条件の前記変化は、前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１
２１，１２２）が位置するセル（１１５）内のトラフィック状況の変化、又は、決定され
る前記時間ピリオドの変化である、請求項１６又は請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記メッセージは、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる少なくとも
ＣＳＩリファレンスシンボル（ＣＳＩ－ＲＳ）リソースを介して決定されるＣＳＩ推定を
破棄するための標識を含む、請求項１６～１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　前記メッセージは、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる少なくとも
ＣＳＩ干渉測定（ＣＳＩ－ＩＭ）リソースを介して決定されるＣＳＩ推定を破棄するため
の標識を含む、請求項１６～１９のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　前記メッセージは、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスを再構成するための無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）再構成メッセージの一部として、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセ
スを再構成するためのブロードキャストされる再構成メッセージの一部として、又はダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）の一部として送信される、請求項１６～２０のいずれかに記
載の方法。
【請求項２２】
　前記メッセージは、決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための標
識を含む、請求項１６～２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　前記メッセージは、決定される時間ピリオドの標識を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）から、決定される前記時間ピリ
オドの確認を受信すること（２０３）、をさらに含む、請求項２２又は請求項２３に記載
の方法。
【請求項２５】
　１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）により無線通信ネットワーク（１０
０）内のネットワークノード（１１０）へ、前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１
，１２２）のために構成される少なくとも１つのチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスの
ＣＳＩレポート内で送信されるＣＳＩ推定を制御するための、前記ネットワークノード（
１１０）であって、
　前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）からの前記ＣＳＩ推定が少なく
とも１つの送信条件の変化に起因してもはや有効ではないことを判定し、
　前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）へ、既存のＣＳＩ推定を破棄す
るための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための
標識を含むメッセージを送信する、
　ように構成されるネットワークノード（１１０）。
【請求項２６】
　前記ネットワークノード（１１０）は、前記無線通信ネットワーク（１００）内の前記
１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）へのビーム形成送信のために構成され
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、前記少なくとも１つの送信条件の前記変化は、前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１
２１，１２２）へのビーム形成送信において使用される送信ビームの変化である、請求項
２５に記載のネットワークノード（１１０）。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの送信条件の前記変化は、前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１
２１，１２２）が位置するセル（１１５）内のトラフィック状況の変化、又は、決定され
る前記時間ピリオドの変化である、請求項２５又は請求項２６に記載のネットワークノー
ド（１１０）。
【請求項２８】
　前記メッセージは、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる少なくとも
ＣＳＩリファレンスシンボル（ＣＳＩ－ＲＳ）リソースを介して決定されるＣＳＩ推定を
破棄するための標識を含む、請求項２５～２７のいずれかに記載のネットワークノード（
１１０）。
【請求項２９】
　前記メッセージは、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる少なくとも
ＣＳＩ干渉測定（ＣＳＩ－ＩＭ）リソースを介して決定されるＣＳＩ推定を破棄するため
の標識を含む、請求項２５～２８のいずれかに記載のネットワークノード（１１０）。
【請求項３０】
　前記メッセージは、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセスを再構成するための無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）再構成メッセージの一部として、前記少なくとも１つのＣＳＩプロセ
スを再構成するためのブロードキャストされる再構成メッセージの一部として、又はダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）の一部として送信される、請求項２５～２９のいずれかに記
載のネットワークノード（１１０）。
【請求項３１】
　前記メッセージは、決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための標
識を含む、請求項２５～３０のいずれかに記載のネットワークノード（１１０）。
【請求項３２】
　前記メッセージは、決定される時間ピリオドの標識を含む、請求項３１に記載のネット
ワークノード（１１０）。
【請求項３３】
　前記１つ以上のワイヤレスデバイス（１２１，１２２）から、決定される前記時間ピリ
オドの確認を受信すること、をさらに含む、請求項３１又は請求項３２に記載のネットワ
ークノード（１１０）。
【請求項３４】
　プロセッサと、前記プロセッサにより実行可能な命令を収容するメモリと、を含む処理
手段を備える、請求項２５～３３のいずれかに記載のネットワークノード（１１０）。
【請求項３５】
　少なくとも１つのプロセッサ上で実行された場合に、前記少なくとも１つのプロセッサ
に、請求項１～７のいずれかに記載の方法又は請求項１６～２４のいずれかに記載の方法
を遂行させる命令、を含むコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３６】
　電子信号、光信号、無線信号又はコンピュータ読取可能な記憶媒体のうちの１つである
、請求項３５に記載のコンピュータプログラムプロダクトを収容する担体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここでの実施形態は、無線通信ネットワークにおいてチャネル状態情報（ＣＳＩ）をレ
ポートすることに関する。具体的には、ここでの実施形態は、無線通信ネットワークにお
いてネットワークノードへ送信すべきＣＳＩ推定を判定するためのワイヤレスデバイス及
びその方法と、無線通信ネットワークにおいて１つ以上のワイヤレスデバイスによりネッ
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トワークノードへ送信されるＣＳＩ推定を制御するためのネットワークノード及びその方
法と、に関する。
【背景技術】
【０００２】
　典型的な無線通信ネットワークにおいて、移動局、端末及び／又はユーザ機器（ＵＥ）
としても知られるワイヤレスデバイスは、１つ以上のコアネットワークとの間で無線アク
セスネットワーク（ＲＡＮ）を介して通信する。ＲＡＮは、複数のセルエリアに分割され
る地理的なエリアをカバーし、各セルエリアは、基地局、例えば無線基地局（ＲＢＳ）あ
るいはネットワークノードによってサービスされる。無線基地局あるいはネットワークノ
ードは、いくつかのネットワークにおいて、“ＮｏｄｅＢ”、“ｅＮｏｄｅＢ”又は“ｅ
ＮＢ”とも呼ばれ得る。セルは、基地局サイトにある無線基地局によって、又はアンテナ
と無線基地局とが共配置（co-locate）されていないケースではアンテナサイトによって
無線カバレッジを提供される地理的なエリアである。各セルは、ローカル無線エリア内の
ＩＤ（identity）によって識別され、当該ＩＤは、当該セルにおいてブロードキャストさ
れる。モバイルネットワーク全体においてセルを一意に識別する他のＩＤもまた、セル内
でブロードキャストされる。１つの無線基地局は、１つ以上のセルを有してよい。基地局
は、当該基地局のレンジ内にあるユーザ機器と、無線周波数上で動作するエアインタフェ
ース上で通信する。
【０００３】
　ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunications　System）は、第２世代（２Ｇ）
のＧＳＭ（Global　System　for　Mobile　Communications）から進化した第３世代のモ
バイル通信システムである。ＵＴＲＡＮ（UMTS　Terrestrial　Radio　Access　Network
）は、本質的に、ユーザ機器について広帯域符号分割多重アクセス及び／又は高速パケッ
トアクセス（ＨＳＰＡ）を用いるＲＡＮである。第３世代パートナーシッププロジェクト
（３ＧＰＰ）として知られるフォーラムにおいて、電気通信サプライヤは、具体的に第３
世代ネットワーク及びＵＴＲＡＮ向けの標準について提案を行って合意し、データレート
及び無線キャパシティの向上を検討している。例えばＵＭＴＳのように、ＲＡＮのいくつ
かのバージョンにおいて、例えば地上線で又はマイクロ波で、複数の基地局が無線ネット
ワークコントローラ（ＲＮＣ）又は基地局コントローラ（ＢＳＣ）などのコントローラノ
ードへ接続されてよく、コントローラノードは、そこに接続された複数の基地局の多様な
アクティビティを監督し及び協調させる。典型的には、複数のＲＮＣが１つ以上のコアネ
ットワークへ接続される。
【０００４】
　拡張パケットシステム（ＥＰＳ）についての仕様化は第３世代パートナーシッププロジ
ェクト（３ＧＰＰ）内では完了済みであり、その作業は今後の３ＧＰＰリリースにおいて
継続される。ＥＰＳは、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）無線アクセスとしても知られ
るＥ－ＵＴＲＡＮ（Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　Network）と、
ＳＡＥ（System　Architecture　Evolution）コアネットワークとしても知られ得る拡張
パケットコア（Evolved　Packet　Core）とを含む。Ｅ－ＵＴＲＡＮ／ＬＴＥは、３ＧＰ
Ｐ無線アクセス技術の変種であり、当該技術において、無線基地局ノードは、ＲＮＣへ接
続されるよりもむしろ、ＥＰＣコアネットワークへ直接的に接続される。概して、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ／ＬＴＥにおいて、１つのＲＮＣの機能群は、例えばＬＴＥではｅＮｏｄｅＢで
ある複数の無線基地局ノードと、コアネットワークとの間で分散される。そのようにして
、ＥＰＳの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）は、ＲＮＣへのレポーティングの無い、
複数の無線基地局を含む本質的に“フラット”なアーキテクチャを有する。
【０００５】
　無線通信ネットワークにおいて、ワイヤレスデバイスへの送信の際にどの送信パラメー
タを使用すべきかを知る目的で、無線基地局がチャネル条件を測定する必要性が存在する
。それらパラメータは、例えば、変調タイプ、符号化レート、送信ランク及び周波数割り
当てを含み得る。これは、ダウンリンク送信と共にアップリンクにもあてはまる。
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【０００６】
　送信パラメータについての決定を行うスケジューラは、典型的には、無線基地局内に位
置する。よって、スケジューラは、ワイヤレスデバイスが送信する既知のリファレンス信
号を用いて、アップリンクのチャネル特性を直接的に測定し得る。そして、それら測定結
果は、無線基地局が行うアップリンクのスケジューリング決定のための基礎となり、次い
でダウンリンク制御チャネルを介してワイヤレスデバイスへと送信される。
【０００７】
　一方、ダウンリンクについては、無線基地局は、周波数分割複信（ＦＤＤ）動作モード
では、チャネルパラメータを測定することができない。時間分割複信（ＴＤＤ）動作モー
ドでは、アップリンク測定結果をダウンリンクにおいて使用し得るであろう。但し、キャ
リブレーションの問題で、それらアップリンク測定結果は、使用されているダウンリンク
チャネルを反映しないかもしれず、従って、ダウンリンクチャネル条件の測定結果として
の使用にはそれほど適さないであろう。
【０００８】
　従って、無線基地局は、代わりに、ワイヤレスデバイスが収集してその後無線基地局へ
と返送し得るチャネル条件に関する情報に依拠しなければならない。このいわゆるチャネ
ル状態情報（ＣＳＩ）は、ダウンリンクにおいて送信されるチャネル状態情報リファレン
スシンボル（ＣＳＩ－ＲＳ）（例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３　Ｖ１１．４．０参
照）などの既知のリファレンスシンボルについて測定を行うことで、ワイヤレスデバイス
により取得される。
【０００９】
　ＣＳＩ－ＲＳリソースは、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを用いることによ
り各ワイヤレスデバイスについて固有に構成される。リソースは、例えば２０サブフレー
ムごとのように周期的に発生するあるサブフレームにおけるリソースエレメントの集合で
ある。非ゼロパワー（ＮＺＰ）ＣＳＩ－ＲＳリソース及びゼロパワー（ＺＰ）ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソースの双方が構成される可能性がある。ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳリソースは、単に、近
隣の無線基地局におけるＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳにマッチし得る未使用の無線リソースであ
る。そして、これは近隣の無線基地局のセルにおけるＣＳＩ－ＲＳ測定についてのＳＩＮ
Ｒを改善するために使用され得る。但し、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳリソースは、ＣＳＩ－ＩＭ
（Interference　Management）リソースとしても言及され又は使用され得る。これらは、
時間／周波数グリッドにおいてＣＳＩ－ＲＳと同じ物理的位置上に定義され、但しゼロパ
ワーを伴う。ワイヤレスデバイスは、そこで、通常は何らかの周囲の干渉よりもかなり強
いＣＳＩ－ＲＳ信号に直に重なることなく、干渉信号のパワーを測定する可能性を与えら
れるように意図される。
【００１０】
　各ワイヤレスデバイスは、１、３、又は４つの異なるＣＳＩプロセスと共に構成され得
る。各ＣＳＩプロセスは、ＣＳＩ－ＲＳリソース及びＣＳＩ－ＩＭリソースに関連付けら
れる。これらＣＳＩリソースは、周期的に生じ得るＲＲＣシグナリングにより、ワイヤレ
スデバイスにおいて構成され得る（例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３　Ｖ１１．４．
０、２０１３年９月、セクション７．２．５～７．２．６参照）。例えば、ＲＲＣ構成メ
ッセージは、５ｍｓごとに、即ちサブフレーム５つごとに周期的に送信され得る。代替的
に、ＲＲＣ構成メッセージは、非周期的なやり方で送信されてもよく、無線基地局からワ
イヤレスデバイスへの制御メッセージにおいてトリガされてもよい。
【００１１】
　１つのＣＳＩプロセスのみが使用される場合、ネットワークは、他の全ての無線基地局
からの干渉をＣＳＩ－ＩＭに反映させることが通常であり、サービング無線基地局のセル
はＣＳＩ－ＩＭと重なるＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳを使用するが、他の近隣の無線基地局には、
それらのリソース上にＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは存在しない。この手法で、ワイヤレスデバイ
スは、ＣＳＩ－ＩＭリソースでの測定を用いて、近隣セルからの干渉を測定し得る。
【００１２】
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　１つよりも多くのＣＳＩプロセスがワイヤレスデバイスについて構成される場合、ネッ
トワークは、近隣の無線基地局において、ワイヤレスデバイスについて構成されるＣＳＩ
プロセスのためのＣＳＩ－ＩＭと重複するＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳをも構成することが可能で
ある。この手法で、ワイヤレスデバイスは、この近隣のセルにて送信が行われていないケ
ースについても、正確なＣＳＩ推定をフィードバックし得る。よって、複数の無線基地局
の間の協調的なスケジューリングをサポートする測定が、複数のＣＳＩプロセスの使用と
共に可能化される。あるＣＳＩプロセスは、最大限の干渉のケースについてのＣＳＩ推定
をフィードバックし、他のＣＳＩプロセスは、近隣の好ましくは強力な与干渉セルがミュ
ートしているケースについてのＣＳＩ測定結果をフィードバックする。上述したように、
最大４つまでのＣＳＩプロセスがワイヤレスデバイスについて構成されてよく、それによ
り４つの異なる送信仮説のフィードバックが可能になる。
【００１３】
　ワイヤレスデバイスについてＣＳＩプロセスが構成されると、ワイヤレスデバイスは、
１つ又は複数のＣＳＩ測定結果を含む関連付けられるバッファ又はメモリを使用してよく
、ＣＳＩ測定結果は、当該ＣＳＩプロセスのＣＳＩ推定を決定するために使用される。し
かしながら、これらＣＳＩ推定がＣＳＩ測定結果からどのように決定されるかは、ワイヤ
レスデバイスの実装次第である。
【００１４】
　ＬＴＥにおいて、ＣＳＩレポートのフォーマットは詳細に仕様化されており、チャネル
品質インジケータ（ＣＱＩ）、ランクインジケータ（ＲＩ）及びプリコーディング行列イ
ンジケータ（ＰＭＩ）という形式でのＣＳＩ推定を含む。例えばＣＱＩ、ＲＩ及びＰＭＩ
であるＣＳＩ推定の品質及び信頼性は、来たるべきダウンリンク送信についてあり得る最
良のスケジューリング決定を行うために無線基地局にとって重大である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ここでの実施形態の目的は、無線通信ネットワークにおけるチャネル状態情報（ＣＳＩ
）のレポーティングを改善することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　ここでの実施形態の第１の観点によれば、上記目的は、無線通信ネットワーク内のネッ
トワークノードへ、ワイヤレスデバイスのために構成される少なくとも１つのＣＳＩプロ
セスについてのＣＳＩレポート内で送信されるべきＣＳＩ推定を決定するための、上記ワ
イヤレスデバイスにより実行される方法により達成される。上記ワイヤレスデバイスは、
既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応するＣ
ＳＩ推定を使用するための標識を含むメッセージを受信する。そして、上記ワイヤレスデ
バイスは、受信される上記標識に従って、上記ネットワークノードへの上記ＣＳＩレポー
トにおいて使用すべきＣＳＩ推定を決定する。
【００１７】
　ここでの実施形態の第２の観点によれば、上記目的は、無線通信ネットワーク内のネッ
トワークノードへ、ワイヤレスデバイスのために構成される少なくとも１つのＣＳＩプロ
セスについてのＣＳＩレポート内で送信されるべきＣＳＩ推定を決定するための、上記ワ
イヤレスデバイスにより達成される。上記ワイヤレスデバイスは、既存のＣＳＩ推定を破
棄するための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するた
めの標識を含むメッセージを受信する、ように構成される。また、上記ワイヤレスデバイ
スは、受信される上記標識に従って、上記ネットワークノードへの上記ＣＳＩレポートに
おいて使用すべきＣＳＩ推定を決定する、ようにも構成される。
【００１８】
　ここでの実施形態の第３の観点によれば、上記目的は、１つ以上のワイヤレスデバイス
により無線通信ネットワーク内のネットワークノードへ、上記１つ以上のワイヤレスデバ
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イスのために構成される少なくとも１つのＣＳＩプロセスのＣＳＩレポート内で送信され
るＣＳＩ推定を制御するための、上記ネットワークノードにより実行される方法により達
成される。上記ネットワークノードは、上記１つ以上のワイヤレスデバイスからの上記Ｃ
ＳＩ推定が少なくとも１つの送信条件の変化に起因してもはや有効ではないことを判定す
る。そして、上記ネットワークノードは、上記１つ以上のワイヤレスデバイスへ、既存の
ＣＳＩ推定を破棄するための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推
定を使用するための標識を含むメッセージを送信する。
【００１９】
　ここでの実施形態の第４の観点によれば、上記目的は、１つ以上のワイヤレスデバイス
により無線通信ネットワーク内のネットワークノードへ、上記１つ以上のワイヤレスデバ
イスのために構成される少なくとも１つのＣＳＩプロセスのＣＳＩレポート内で送信され
るＣＳＩ推定を制御するための、上記ネットワークノードにより達成される。上記ネット
ワークノードは、上記１つ以上のワイヤレスデバイスからの上記ＣＳＩ推定が少なくとも
１つの送信条件の変化に起因してもはや有効ではないことを判定する、ように構成される
。また、上記ネットワークノードは、上記１つ以上のワイヤレスデバイスへ、既存のＣＳ
Ｉ推定を破棄するための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を
使用するための標識を含むメッセージを送信する、ようにも構成される。
【００２０】
　ここでの実施形態の第５の観点によれば、上記目的は、少なくとも１つのプロセッサ上
で実行された場合に、上記少なくとも１つのプロセッサに、上述した方法を遂行させる命
令、を含むコンピュータプログラムにより達成される。ここでの実施形態の第６の観点に
よれば、上記目的は、電子信号、光信号、無線信号又はコンピュータ読取可能な記憶媒体
のうちの１つである、上述したコンピュータプログラムを収容する担体、により達成され
る。
【発明の効果】
【００２１】
　既存のＣＳＩ推定を破棄するためのメッセージ及び／又は判定される時間ピリオドに対
応するＣＳＩ推定を使用するための標識を送信することにより、ネットワークノードは、
ワイヤレスデバイスにおけるＣＳＩ測定結果のライフタイムを制御することができる。よ
って、ネットワークノードは、それらＣＳＩ測定結果に基づいてワイヤレスデバイスから
レポートバックされるＣＳＩ推定が、ワイヤレスデバイスへの送信条件の変化よりも前に
ＣＳＩ測定が実行されたことによって不正確となっていないことを確実化することができ
、それによりＣＳＩ推定の信頼性が改善すると同時に、送信されなければならないＲＲＣ
再構成メッセージの数が低減され、無線通信ネットワーク内のワイヤレスデバイスのレイ
テンシ及びモビリティが改善される。
【００２２】
　よって、無線通信ネットワークにおけるチャネル状態情報（ＣＳＩ）のレポーティング
が改善される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　実施形態の特徴及び利点は、それらの例示的な実施形態の以下の詳細な説明によって、
次の添付図面への参照と共に、当業者にとって容易に明白となるであろう
【００２４】
【図１】無線通信ネットワークにおけるネットワークノードの実施形態を示す概略ブロッ
ク図である。
【図２】ネットワークノードにおける方法の実施形態を描いたフローチャートである。
【図３】ワイヤレスデバイスにおける方法の実施形態を描いたフローチャートである。
【図４】ワイヤレスデバイスの実施形態を描いた概略ブロック図である。
【図５】ネットワークノードの実施形態を描いた概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２５】
　簡明さのために図面は概略的であって簡略化されており、ここで提示される実施形態の
理解にとって本質的な詳細がただ示されており、一方で他の詳細は除かれている。全般に
わたり、同一の又は対応する部分又はステップについて、同じ参照番号が使用されている
。
【００２６】
　図１は、ここでの実施形態が実装され得る無線通信ネットワーク１００の一例を示して
いる。図１ではＬＴＥネットワークとして描かれているものの、無線通信ネットワーク１
００は、ＬＴＥアドバンスト、ＷＣＤＭＡ（Wideband　Code-Division　Multiple　Acces
s）、ＧＳＭ／ＥＤＧＥ（Global　System　for　Mobile　communications/Enhanced　Dat
a　rate　for　GSM　Evolution）、ＷｉＭＡＸ（Worldwide　Interoperability　for　Mi
crowave　Access）、ＵＭＢ（Ultra　Mobile　Broadband）若しくはＧＳＭネットワーク
、又は他の３ＧＰＰセルラーネットワーク若しくはシステムなどの、いかなるワイヤレス
通信システムであってもよい。無線通信システム１００は、ネットワークノード１１０を
含む。
【００２７】
　ネットワークノード１１０は、例えば、ｅＮＢ、ｅＮｏｄｅＢ若しくはホームＮｏｄｅ
Ｂ、ホームｅＮｏｄｅＢ、フェムト基地局（ＢＳ）、ピコＢＳ、又は、無線通信システム
１００においてワイヤレスデバイスにサービス可能な任意の他のネットワークユニットで
あってよい。また、ネットワークノード１１０は、無線基地局、基地局コントローラ、ネ
ットワークコントローラ、リレーノード、リピータ、アクセスポイント、無線アクセスポ
イント、リモート無線ユニット（ＲＲＵ）、又はリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）であって
もよい。さらに、ネットワークノード１１０は、カバレッジ範囲の内部に位置するワイヤ
レスデバイスとのワイヤレス無線通信のための１つ以上のアンテナを備え、即ち、ネット
ワークノード１１０は、自身のアンテナのうちの１つ以上を用いて、そのセル１１５内の
無線カバレッジを提供し得る。
【００２８】
　セルは、基地局サイトにて無線基地局機器により、又は遠隔位置にてリモート無線ユニ
ット（ＲＲＵ）により無線カバレッジが提供される地理的エリアとして理解され得る。セ
ルの定義は、送信のために使用される周波数帯域及び無線アクセス技術をも包含してよく
、それは、２つの異なるセルが異なる周波数帯域を使用して同じ地理的エリアをカバーし
得ることを意味する。各セルは、局所的な無線エリア内のＩＤにより識別され、そのＩＤ
はセル内にブロードキャストされる。無線通信ネットワーク１００全体で各セルを一意に
識別する他のＩＤもまた、セル内にブロードキャストされ得る。ネットワークノード１１
０は、ネットワークノード１１０の範囲内のワイヤレスデバイスとの間で、無線周波数上
で動作するエアインタフェース又は無線インタフェース上で通信する。
【００２９】
　第１のワイヤレスデバイス１２１及び第２のワイヤレスデバイス１２２は、セル１１５
の内部に位置する。ワイヤレスデバイス１２１、１２２は、ネットワークノード１１０に
よりサービスされるセル１０１内に存在する場合、無線リンク１３１上でネットワークノ
ード１１０を介して、無線通信ネットワーク１００内で通信を行う、ように構成される。
ワイヤレスデバイス１２１、１２２は、例えば、モバイルフォン、セルラーフォン、ＰＤ
Ａ（Personal　Digital　Assistant）、スマートフォン、タブレット、ワイヤレスデバイ
スを具備するセンサ、ＬＭＥ（Laptop-Mounted　Equipment）（例えば、ＵＳＢ）、ＬＥ
Ｅ（Laptop-Embedded　Equipment）、ＭＴＣ（Machine-Type-Communication）デバイス、
Ｄ２Ｄケイパビリティを伴うワイヤレスデバイス、ＣＰＥ（Customer　Premises　Equipm
ent）などといった、いかなる種類のワイヤレスデバイスであってもよい。
【００３０】
　さらに、以下の実施形態は図１のシナリオを参照しながら説明されるが、このシナリオ
はここでの実施形態に対する限定として解釈されるべきではなく、単に説明の目的でなさ
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れる一例として解釈されるべきである。
【００３１】
　ここでの実施形態の検討の一部として、ワイヤレスデバイスがいかにして複数の時間イ
ンスタンスからのＣＳＩ測定結果を取得し及び／又は平均すべきかを、ＬＴＥ標準は詳細
には仕様化していないことが見出された。これは、ワイヤレスデバイスがネットワークノ
ードにとって未知の時間フレームにわたって測定を行い、ＣＳＩレポートのＣＳＩ推定を
生成する目的で独自の手法で複数の測定結果を組み合わせ、そしてそれがネットワークノ
ードへ送信されるであろうことを意味する。そのため、受信されるＣＳＩ推定がどの時間
フレームにわたっていかにして収集されるか、及びワイヤレスデバイスによってそれらが
いかにして計算されるかといった実際の処理を、ネットワークノードが知らないことにな
る。これは、ネットワークノードがその情報を評価し、そしてあり得る最良のダウンリン
クスケジューリング決定を行うことを困難にする。よって、ＣＳＩ推定の信頼性を改善す
る必要性が存在する。
【００３２】
　さらに、新たに発展中の無線通信技術においては、アレイアンテナの使用及びビームフ
ォーミングが重要な特徴である。そうした無線通信技術は、ネットワークノードがビーム
として知られる特定の空間方向において送信信号を送信し及び受信することを可能とする
。この技術は、依然として開発中であり、個別の送信ビームを何らかの手法でワイヤレス
デバイスにおいて識別可能でなければならない可能性が高い。これに対する１つの解決策
は、所与のビーム又はビームのセットに関連付けられるビーム固有リファレンスシンボル
（ＢＲＳ）リソース又はＣＳＩ－ＲＳリソースを使用することであるはずである。よって
、ＣＳＩ－ＲＳリソースは、ビームを用いてデータを受信する際のチャネルを反映するよ
うにビーム形成／プリコーディングされ得る。送信ビーム方向の制御は、ダウンリンクス
ケジューリングの一部としてネットワークノードにおいてハンドリングされる。ワイヤレ
スデバイス向けに使用されるビームの方向が送信時間インターバル（ＴＴＩ）ごとに変化
し得ることもまた留意すべきである。
【００３３】
　従って、そうした無線通信ネットワークにおいて、どの１つ又は複数のビームがワイヤ
レスデバイスをカバーするかがＴＴＩ間で全く変化し得ることから、ワイヤレスデバイス
における“陳腐な（stale）”又は古くなった（outdated）ＣＳＩ推定の問題は、より大
きく提起されることになるであろう。その理由は、ビームは角度ビーム幅において非常に
狭く、ネットワークノードはワイヤレスデバイスがセルを通じて移動する際に非常に頻繁
にワイヤレスデバイス向けに使用される送信ビームを変化させる必要があり得るからであ
る。また、ＣＳＩ－ＲＳがビーム内で送信されることから、ビームを変化させることは、
ワイヤレスデバイスについて使用されるＣＳＩ－ＲＳリソースの頻繁なＲＲＣ再構成をも
要することになる。よって、他の課題は、ワイヤレスデバイスのモビリティと共にＣＳＩ
－ＲＳのビーム形成をサポートするために、頻繁なＲＲＣ再構成を必要とすることである
。
【００３４】
　ここで説明される実施形態に従って、これら課題が、ワイヤレスデバイスにおけるＣＳ
Ｉ測定結果のライフタイムをネットワークが制御することを可能とすることにより解決さ
れる。また、これら課題は、ワイヤレスデバイス向けの少なくとも１つの送信条件の変化
がある場合に、既存のＣＳＩ推定を破棄させるためのメッセージ及び／又は決定される時
間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用させるための標識をワイヤレスデバイスへ送信す
ることにより、解決される。この手法で、ネットワークノードは、ワイヤレスデバイスか
らレポートバックされるＣＳＩ推定が、上記変化よりも前にＣＳＩ測定が実行されたこと
によって不正確とならないことを確実化することができる。それにより、無線通信ネット
ワークにおけるＣＳＩ推定の信頼性が改善される。
【００３５】
　加えて、これは、ＣＳＩ－ＲＳを再構成する目的で無線通信ネットワークにおいてＲＲ
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Ｃ再構成メッセージを送信する必要性をも低減するであろう。なぜなら、代わりに、ＣＳ
Ｉ測定結果は上記タイプのメッセージを用いてリセットされ得るからである。これは、無
線通信ネットワーク内のワイヤレスデバイスのレイテンシ及びモビリティを改善するであ
ろう。
【００３６】
　そのため、それにより無線通信ネットワークにおけるＣＳＩのレポーティングが改善さ
れる。
【００３７】
　無線通信ネットワーク１００内のネットワークノード１１０へ、１つ以上のワイヤレス
デバイス１２１、１２２のために構成される少なくとも１つのＣＳＩプロセスのＣＳＩレ
ポート内で上記１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２により送信されるチャネル
状態情報（ＣＳＩ）推定を制御するための、ネットワークノード１１０により実行される
方法の実施形態の例を、図２に示したフローチャートを参照しながら以下に説明する。
【００３８】
　図２は、ネットワークノード１１０によりとられ得るアクション又は動作の一例を示し
ている。但し、それらアクション又は動作は、コアネットワークノード、無線ネットワー
クコントローラ、無線リソース管理（ＲＲＭ）サーバ、又はＯＳＳ（Operations　Suppor
t　System）ノードなどといった、無線通信ネットワーク１００内の中央ネットワークノ
ードによって実行されてもよいことにも留意すべきである。中央ネットワークノードは、
例えば、分散されるリモート無線ユニット（ＲＲＵ）をＣＰＲＩ（Common　Public　Radi
o　Interface）を介して制御するｅＮＢ、又は、無線ヘッドをアクティブＤＡＳ（Distri
buted　Antenna　System）ネットワーク上で制御するｅＮＢであってもよい。上記方法は
、以下のアクション群を含み得る。
【００３９】
［アクション２０１］
　ネットワークノード１１０は、まず、１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２か
らのＣＳＩ推定が少なくとも１つの送信条件の変化に起因してもはや有効ではないことを
判定する。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、ネットワークノード１１０は、無線通信ネットワーク１
００内の１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２へのビーム形成送信のために構成
されてよい。このケースにおいて、上記少なくとも１つの送信条件の変化は、１つ以上の
ワイヤレスデバイス１２１、１２２へのビーム形成送信において使用される送信ビームの
変化であってよい。例えば、これは、ＣＳＩ－ＲＳ構成が変化せず、１つ以上のワイヤレ
スデバイス１２１、１２２が同じＣＳＩ－ＲＳ上での測定を維持すべきであって、但し当
該ＣＳＩ－ＲＳを含む送信ビームが新たな方向を向いている場合に有利であり得る。
【００４１】
　代替的に、上記少なくとも１つの送信条件の変化は、１つ以上のワイヤレスデバイス１
２１、１２２が位置するセル１１５内のトラフィック状況の変化である。例えば、ネット
ワークノード１１０は、その時点のセル１１５又はセル１１５の近隣の他のセル内のワイ
ヤレスデバイスについてのトラフィック状況が変化したために、ＣＳＩレポート内のＣＳ
Ｉ推定がその時点のチャネル条件を適切に反映するように、１つ以上のワイヤレスデバイ
ス１２１、１２２において新たなＣＳＩ測定を実行することを要するということを、認識
し又は判定してもよい。
【００４２】
　他のオプションは、上記少なくとも１つの送信条件の変化が、決定される時間ピリオド
の変化であるということである。これは、例えば、１つ以上のワイヤレスデバイス１２１
、１２２において実行されるＣＳＩ測定について、ネットワークノード１１０において望
ましい周期性が変化したということであり得る。
【００４３】
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［アクション２０２］
　アクション２０１における判定に続いて、ネットワークノード１１０は、１つ以上のワ
イヤレスデバイス１２１、１２２へ、既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識及び／又は
決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための標識を含むメッセージを
送信する。これは、例えば、ネットワークノード１１０が、１つ以上の具体的なＣＳＩプ
ロセスに対応するＣＳＩバッファをフラッシュ（一掃）するために、１つ以上のワイヤレ
スデバイス１２１へメッセージを送信し得ることを意味する。有利なこととして、これは
、無線通信ネットワーク１００内の１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２へＲＲ
Ｃ再構成メッセージを送信する必要なく実行され得る。
【００４４】
　上記メッセージは、例えば、ＣＳＩバッファをフラッシュすべき１つ以上のＣＳＩプロ
セスの番号又は識別子を含んでもよい。一方、上記メッセージによって、例えば、全ての
ＣＳＩプロセスのＣＳＩバッファがフラッシュされるように、全てのＣＳＩ測定をフラッ
シュし又はリスタートすることを１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２へ明示的
に指示してもよい。
【００４５】
　よって、結果的に、ネットワークノード１１０は、例えば、１つ以上のワイヤレスデバ
イス１２１に１つ以上のＣＳＩプロセスについてＣＳＩ測定結果を蓄積し及び平均してＣ
ＳＩ推定を形成することを停止させ、空のＣＳＩバッファで再開して、１つ以上のＣＳＩ
プロセスについて新たなＣＳＩ推定を形成する新たなＣＳＩ測定結果を収集させ得る。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、上記メッセージは、少なくとも１つのＣＳＩプロセスに
関連付けられる少なくともＣＳＩリファレンスシンボル（ＣＳＩ－ＲＳ）リソースを介し
て決定されるＣＳＩ推定を破棄するための標識を含んでもよい。これは、有利には、ネッ
トワークノード１１０が１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２に、上記少なくと
も１つのＣＳＩプロセスのＣＳＩ－ＲＳバッファ、即ち、ＣＳＩ－ＲＳリソース又は非ゼ
ロパワー（ＮＺＰ）ＣＳＩ－ＲＳリソースを介して決定されたＣＳＩ測定結果を含むＣＳ
Ｉバッファのみをフラッシュさせることを可能にする。よって、これらＣＳＩ－ＲＳバッ
ファはリセットされる一方で、１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２は、ＣＳＩ
－ＩＭバッファ、即ち、ＣＳＩ－ＩＭリソース又はゼロパワー（ＮＺＰ）ＣＳＩ－ＲＳリ
ソースを介して決定されたＣＳＩ測定結果を含むＣＳＩバッファの内容を維持し得る。
【００４７】
　代替的に、いくつかの実施形態において、上記メッセージは、上記少なくとも１つのＣ
ＳＩプロセスに関連付けられる少なくともＣＳＩ干渉測定（ＣＳＩ－ＩＭ）リソースを介
して決定されるＣＳＩ推定を破棄するための標識を含んでもよい。これは、有利には、ネ
ットワークノード１１０が１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２に、少なくとも
１つのＣＳＩプロセスのＣＳＩ－ＩＭバッファのみをフラッシュさせることを可能にする
。
【００４８】
　いくつかの実施形態によれば、上記メッセージは、少なくとも１つのＣＳＩプロセスを
再構成する目的で、少なくとも１つのワイヤレスデバイス１２１へ、無線リソース制御（
ＲＲＣ）再構成メッセージの一部として送信され得る。例えば、ネットワークノード１１
０からの上位レイヤシグナリングにより典型的に制御されるＣＳＩプロセスの再構成が行
われるとすぐに、ネットワークノード１１０は、上記メッセージを送信し得る。これは、
例えば、１つの具体的なＣＳＩプロセスを再構成し但し少なくとも１つの他のＣＳＩプロ
セスのＣＳＩバッファをフラッシュする際に実行されてもよい。代替的に、ネットワーク
ノード１１０は、再構成メッセージの必須の部分として上記メッセージを含めてもよい。
【００４９】
　また、上記メッセージは、少なくとも１つのＣＳＩプロセスを再構成する目的で、ブロ
ードキャストされる再構成メッセージの一部として、少なくとも１つのワイヤレスデバイ
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ス１２１へ送信されてもよい。これは、例えば、上記メッセージが例えばセル１１５など
のセル内でいくつかの又は全てのワイヤレスデバイス１２１、１２２へブロードキャスト
され得ることを意味する。その結果、各ワイヤレスデバイス１２１へ個別にメッセージが
送信されるケースと比較して、シグナリングオーバヘッドが低減される。いくつか又は全
てのワイヤレスデバイス１２１、１２２向けのそれらＣＳＩ測定結果をリスタートさせる
ためのブロードキャストされるそうしたメッセージは、有利なこととして、送信されるＣ
ＳＩ－ＲＳリソースの大規模な再構成が行われる際にネットワークノード１１０により実
行され得る。
【００５０】
　他のオプションとして、上記メッセージは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）の一部と
して少なくとも１つのワイヤレスデバイス１２１へ送信されてもよい。
【００５１】
　また、例えば、上記メッセージが例えば物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
又は拡張ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）といったダウンリンク制御チャネルを介して送信さ
れるダウンリンクメッセージであってよいことにも留意すべきである。ダウンリンクメッ
セージは、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングによって送信されてもよい。よって
、ネットワークノード１１０により送信される上記メッセージは、制御メッセージ又は制
御シグナリングメッセージとしても言及され得る。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、上記メッセージは、決定される時間ピリオドに対応する
ＣＳＩ推定を使用するための標識を含んでもよい。これは、ＣＳＩ推定の決定において使
用されるＣＳＩ測定結果をＣＳＩプロセスが収集した時間フレームを、ネットワークノー
ド１１０が制御し得ることを意味する。例えば、上記メッセージは、ＣＳＩ測定結果が
破棄されなければならなくなる前にどの程度の時間“新鮮（fresh）”であると見なされ
るか詳述してもよい。このタイプのメッセージは、ネットワークノード１１０により、特
定のワイヤレスデバイス１２１を対象とされ、又はいくつかの若しくは全てのワイヤレス
デバイス１２１、１２２へブロードキャストされ得る。上記メッセージは、例えば、適用
可能なＣＳＩプロセス番号又はＩＤを含んでよく、かつ、例えばインデックス若しくはイ
ンジケータによって、又は何らかの適切な時間単位によって、ＣＳＩ推定を計算し又は決
定するためにワイヤレスデバイス１２１によりどの程度の時間ＣＳＩ測定結果を使用して
よいかを特定し得る。
【００５３】
　１つの例によれば、ネットワークノード１１０は、ワイヤレスデバイス１２１に、単一
の時間インスタンスから測定されたＣＳＩ測定結果に対応するＣＳＩ推定のみをレポート
するよう、ＣＳＩ測定結果の平均化を行うことなくＣＳＩ推定をレポートすることを強制
してもよい。そして、ネットワークノード１１０は、例えば、複数の選択されるＣＳＩ測
定用時間インスタントからの複数のレポートされたＣＳＩ推定について自ら平均化を実行
してもよい。
【００５４】
　さらに、いくつかの実施形態において、上記メッセージは、決定される時間ピリオドの
標識を含んでもよい。決定される時間ピリオドの標識は、例えば、ｎビットのフィールド
であってもよく、当該フィールドは、ミリ秒又は他の何らかの適した時間スケールで、時
間値の特定の範囲をカバーするｎの何らかの値のためのものである。決定される時間ピリ
オドの標識は、インデックス又はインジケータを特定の時間値に相関させるワイヤレスデ
バイス１２１、１２２内のテーブルに関する、複数のインデックス又は複数のインジケー
タのレンジのうちの一部をなすインデックス又はインジケータであってもよい。
【００５５】
［アクション２０３］
　このオプションとしてのアクションにおいて、ネットワークノード１１０は、１つ以上
のワイヤレスデバイス１２１、１２２から、決定される時間ピリオドの確認（confirmati
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on）を受信してもよい。これは、アクション２０２においてネットワークノード１１０が
決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための標識を含むメッセージを
送信したケースで行われ得る。この確認は、例えば、別個のメッセージとして又はＣＳＩ
レポートの一部として受信されてもよい。
【００５６】
　これは、有利なこととして、ワイヤレスデバイス１２１がメッセージを正確に受信した
ことについてネットワークノード１１０が通知を受けることを可能にする。例えば、１つ
以上のＣＳＩプロセスのＣＳＩバッファをフラッシュするためメッセージがネットワーク
ノード１１０により特定のワイヤレスデバイス１２１へ向けられているケースにおいて、
ネットワークノード１１０は、当該メッセージがその特定のワイヤレスデバイス１２１に
より正確に受信されたことを通知されることになる。また、例えば、１つ以上のＣＳＩプ
ロセスのＣＳＩバッファをフラッシュするためのブロードキャストメッセージがネットワ
ークノード１１０によりセル１１５内のいくつかの又は全てのワイヤレスデバイス１２１
、１２２へ向けられているケースにおいて、ネットワークノード１１０は、セル１１５内
のいくつかの又は全てのワイヤレスデバイス１２１、１２２のうちのどれがメッセージを
正確に受信したかを通知されることになる。また、そのようにして、ネットワークノード
１１０は、ワイヤレスデバイス１２１、１２２によりメッセージが正確に復号されたか、
即ち、標識にて要求された程度に長い時間フレームにわたってＣＳＩレポート内でＣＳＩ
推定をレポートする前に測定を行えるほど十分早くメッセージが復号されたこと、を通知
される。
【００５７】
　留意すべきこととして、上述した実施形態の利点は、ネットワークノード１１０におけ
る受信されるＣＳＩレポート内のＣＳＩ推定の有効性について改善された制御が提供され
ることである
【００５８】
　さらに、ここで説明した実施形態によれば、陳腐な又は時機を失した（obsolete）ＣＳ
Ｉ測定結果を、ＲＲＣ再構成メッセージを送信する必要無く、ネットワークノード１１０
により破棄し又は除去することができ、即ちＲＲＣシグナリングが最小化される。さらに
、利点は、ＣＳＩ測定結果が取得された時間フレームがネットワークノード１１０におい
て既知になり、ＣＳＩレポート内のＣＳＩ推定が決定され又は計算された正確な手法がネ
ットワークノード１１０において既知になるという事実を含む。また、これら利点は、ダ
ウンリンクスケジューリング決定を行う際の改善された基礎をネットワークノード１１０
に提供する。
【００５９】
　無線通信ネットワーク１００内のネットワークノード１１０へ、ワイヤレスデバイス１
２１のために構成される少なくとも１つのチャネル状態情報（ＣＳＩ）プロセスについて
のＣＳＩレポート内で送信されるべきＣＳＩ推定を決定するための、ワイヤレスデバイス
１２１により実行される方法の実施形態の例を、図３に示したフローチャートを参照しな
がら以下に説明する。図３は、ワイヤレスデバイス１２１によりとられ得るアクション又
は動作を描いた例である。上記方法は、次のアクション群を含み得る。
【００６０】
［アクション３０１］
　ワイヤレスデバイス１２１は、既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識及び／又は決定
される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための標識を含むメッセージを受信
する。
【００６１】
　いくつかの実施形態によれば、上記メッセージは、少なくとも１つのＣＳＩプロセスを
再構成する目的で、ワイヤレスデバイス１２１への無線リソース制御（ＲＲＣ）再構成メ
ッセージの一部として受信されてもよい。また、上記メッセージは、少なくとも１つのＣ
ＳＩプロセスを再構成する目的で、ブロードキャストされる再構成メッセージの一部とし
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て受信されてもよい。他のオプションとして、上記メッセージは、ワイヤレスデバイス１
２１へのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）の一部として受信されてもよい。
【００６２】
［アクション３０２］
　アクション３０１において上記メッセージを受信した後、ワイヤレスデバイス１２１は
、受信される標識に従って、ネットワークノード１１０へのＣＳＩレポートにおいて使用
すべきＣＳＩ推定を決定する。
【００６３】
　ワイヤレスデバイス１２１は、所与のＣＳＩプロセスについてＣＳＩ推定を決定し又は
計算するために、少なくともＣＳＩ－ＲＳリソースに基づくＣＳＩ測定結果を継続的にバ
ッファリングしており、潜在的にはＣＳＩ－ＩＭリソースに基づくＣＳＩ測定結果につい
ても同様である。ＣＳＩ推定は、例えば、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、ランク
インジケータ（ＲＩ）及びプリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ）などである。そ
のため、例えば、メッセージ内の標識に基づき、ワイヤレスデバイス１２１は、自身のそ
の時点のＣＳＩ測定結果の蓄積及び平均化を停止し、空のＣＳＩバッファで再開して、Ｃ
ＳＩ推定を決定するために新たなＣＳＩ測定結果を収集し得る。よって、いくつかの実施
形態によれば、既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識が受信される場合、ワイヤレスデ
バイス１２１は、全ての既存のＣＳＩ推定を破棄し、新たなＣＳＩ推定を決定してもよい
。これは、少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられるＣＳＩ－ＲＳリソースを介
して決定される既存のＣＳＩ推定、即ちＣＳＩ－ＲＳバッファ、及び、少なくとも１つの
ＣＳＩプロセスに関連付けられるＣＳＩ－ＩＭリソースを介して決定される既存のＣＳＩ
推定、即ちＣＳＩ－ＩＭバッファ、の双方を破棄することを含んでもよい。
【００６４】
　代替的に、上記メッセージ内の標識が少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられ
る少なくともＣＳＩ－ＲＳリソースを介して決定されるＣＳＩ推定を破棄するように示し
ている場合、ワイヤレスデバイス１２１は、少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付け
られる少なくともＣＳＩ－ＲＳリソースを介して決定された既存のＣＳＩ推定を破棄して
よい。ここで、ワイヤレスデバイス１２１は、少なくともＣＳＩプロセスに関連付けられ
るＣＳＩ－ＲＳリソースを介して決定される既存のＣＳＩ推定のみを破棄してよく、即ち
、ＣＳＩ－ＲＳバッファの内容をフラッシュし及び新たなＣＳＩ推定を決定してよい。
【００６５】
　さらに、上記メッセージ内の標識が少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる
少なくともＣＳＩ－ＩＭリソースを介して決定されるＣＳＩ推定を破棄するように示して
いる場合、ワイヤレスデバイス１２１は、少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けら
れる少なくともＣＳＩ－ＩＭリソースを介して決定された既存のＣＳＩ推定を破棄してよ
い。ここで、ワイヤレスデバイス１２１は、少なくともＣＳＩプロセスに関連付けられる
ＣＳＩ－ＩＭリソースを介して決定される既存のＣＳＩ推定のみを破棄してよく、即ち、
ＣＳＩ－ＩＭバッファの内容をフラッシュし及び新たなＣＳＩ推定を決定してよい。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、上記メッセージ内の標識が決定される時間ピリオドに対
応するＣＳＩ推定を使用するように示している場合に、ワイヤレスデバイス１２１は、い
くつかの実施形態に従い、決定される時間ピリオドに対応しない既存のＣＳＩ推定を破棄
し、及び決定される時間ピリオドに対応する新たなＣＳＩ推定を決定してよい。決定され
る時間ピリオドの標識は、例えば、ｎビットのフィールドであってもよく、当該フィール
ドは、ミリ秒又は他の何らかの適した時間スケールで、時間値の特定の範囲をカバーする
ｎの何らかの値のためのものである。決定される時間ピリオドの標識は、インデックス又
はインジケータを特定の時間値に相関させるワイヤレスデバイス１２１内のテーブルに関
する、複数のインデックス又は複数のインジケータのレンジのうちの一部をなすインデッ
クス又はインジケータであってもよい。
【００６７】
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　留意すべきこととして、決定される時間ピリオドの標識は、既存のＣＳＩ測定結果及び
決定される時間ピリオドの範囲内で得られる新たなＣＳＩ測定結果の双方がワイヤレスデ
バイス１２１によりＣＳＩ推定を決定する際に使用されるべきであること、又は、決定さ
れる時間ピリオドの範囲内で得られる新たなＣＳＩ測定結果のみがワイヤレスデバイス１
２１によりＣＳＩ推定を決定する際に使用されるべきであること、を指し示してもよい。
【００６８】
［アクション３０３］
　このオプションとしてのアクションにおいて、ワイヤレスデバイス１２１は、ネットワ
ークノード１１０へ、決定される時間ピリオドの確認を送信し得る。これは、ワイヤレス
デバイス１２１が決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための標識を
含むメッセージをアクション３０１において受信したケースで実行され得る。上記確認は
、例えば、別個のメッセージとして送信されてもよく、又はネットワークノード１１０へ
のＣＳＩレポートの一部として送信されてもよい。
【００６９】
　無線通信ネットワーク１００内のネットワークノード１１０へ、ワイヤレスデバイス１
２１のために構成される少なくとも１つのＣＳＩプロセスについてのＣＳＩレポート内で
送信されるべきＣＳＩ推定を決定するための、ワイヤレスデバイス１２１における方法の
アクションを実行するために、第１のワイヤレスデバイス１２１は、図４に描かれた以下
の構成を含み得る。図４は、第１のワイヤレスデバイス１２１の実施形態の概略ブロック
図を示している。いくつかの実施形態において、第１のワイヤレスデバイス１２１は、送
受信モジュール４０１及び決定モジュール４０２を備え得る。いくつかの実施形態におい
て、第１のワイヤレスデバイス１２１は、処理モジュール、処理ユニット又はプロセッサ
としても言及され得る処理回路４１０を含み得る。処理回路４１０は、送受信モジュール
４０１及び決定モジュール４０２のうちの１つ以上を含み、並びに／又は、以下に説明す
るそれら機能を自ら実行し得る。
【００７０】
　第１のワイヤレスデバイス１２１は、例えば送受信モジュール４０１の手段により、既
存のＣＳＩ推定を破棄するための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応するＣＳ
Ｉ推定を使用するための標識を含むメッセージを受信する、ように構成される。また、第
１のワイヤレスデバイス１２１は、例えば決定モジュール４０２の手段により、受信され
る標識に従って、ネットワークノード１１０へのＣＳＩレポートにおいて使用すべきＣＳ
Ｉ推定を決定する、ように構成される。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、第１のワイヤレスデバイス１２１／決定モジュール４０
２は、既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識が受信される場合に、既存の全てのＣＳＩ
推定を破棄し、及び新たなＣＳＩ推定を決定する、ように構成され得る。いくつかの実施
形態において、第１のワイヤレスデバイス１２１／決定モジュール４０２は、メッセージ
内の上記標識が少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる少なくともＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソースを介して決定されたＣＳＩ推定を破棄するように示している場合に、少なくと
も１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる少なくともＣＳＩ－ＲＳリソースを介して決定
された既存のＣＳＩ推定を破棄する、ようにさらに構成され得る。いくつかの実施形態に
おいて、第１のワイヤレスデバイス１２１／決定モジュール４０２は、メッセージ内の上
記標識が少なくとも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる少なくともＣＳＩ－ＩＭリソ
ースを介して決定されたＣＳＩ推定を破棄するように示している場合に、少なくとも１つ
のＣＳＩプロセスに関連付けられる少なくともＣＳＩ－ＩＭリソースを介して決定された
既存のＣＳＩ推定を破棄する、ようにさらに構成され得る。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、第１のワイヤレスデバイス１２１／送受信モジュール０
１は、上記メッセージを、少なくとも１つのＣＳＩプロセスを再構成するための無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）再構成メッセージの一部として、少なくとも１つのＣＳＩプロセスを



(18) JP 2017-529714 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

再構成するためのブロードキャストされる再構成メッセージの一部として、又はダウンリ
ンク制御情報（ＤＣＩ）の一部として受信する、ように構成され得る。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、第１のワイヤレスデバイス１２１／決定モジュール４０
２は、メッセージ内の上記標識が決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用す
るように示している場合に、決定される時間ピリオドに対応しない既存のＣＳＩ推定を破
棄し、及び決定される時間ピリオドに対応する新たなＣＳＩ推定を決定する、ように構成
され得る。このケースにおいて、第１のワイヤレスデバイス１２１／決定モジュール４０
２は、ネットワークノード１１０へ決定される時間ピリオドの確認を送信する、ようにさ
らに構成され得る。
【００７４】
　図４におけるワイヤレスデバイス１２１は、無線通信ネットワーク１００内のネットワ
ークノード１１０へ、ワイヤレスデバイス１２１のために構成される少なくとも１つのＣ
ＳＩプロセスについてのＣＳＩレポート内で送信されるべきＣＳＩ推定を決定するための
ワイヤレスデバイス１２１であって、既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識及び／又は
決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための標識を含むメッセージを
受信するための送受信モジュール４１０と、受信される標識に従って、ネットワークノー
ド１１０へのＣＳＩレポートにおいて使用すべきＣＳＩ推定を決定するための決定モジュ
ール４０２と、を備えるワイヤレスデバイス１２１として説明されてもよい。また、送受
信モジュール４０１は、ネットワークノード１１０へ決定される時間ピリオドの確認を送
信してもよい。
【００７５】
　ワイヤレスデバイス１２１のために構成される少なくとも１つのＣＳＩプロセスについ
てのＣＳＩレポート内で送信されるべきＣＳＩ推定を決定するための実施形態は、例えば
図４に描かれた第１のワイヤレスデバイス１２１内の処理回路４１０などの１つ以上のプ
ロセッサと共に、ここでの実施形態の機能及びアクションを実行するためのコンピュータ
プログラムコードを通じて実装されてもよい。上で言及したプログラムコードは、例えば
、第１のワイヤレスデバイス１２１内の処理回路４１０へロードされた場合にここでの実
施形態を実行するためのコンピュータプログラムコード又はコード手段を担持するデータ
キャリアの形式の、コンピュータプログラムプロダクトとして提供されてもよい。コンピ
ュータプログラムコードは、例えば、第１のワイヤレスデバイス１２１内の純粋なプログ
ラムコードとして提供されてもよく、又はサーバ上にあって第１のワイヤレスデバイス１
２１へダウンロードされてもよい。上記担体は、電子信号、光信号、無線信号、又は、例
えばＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、磁気テープ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ブルーレ
イディスクなどの電子的なメモリといったコンピュータ読取可能な記憶媒体、のうちの１
つであってよい。
【００７６】
　第１のワイヤレスデバイス１２１は、さらに、１つ以上のメモリモジュール若しくはユ
ニットとして言及され又は１つ以上のメモリモジュール若しくは又はユニットを含み得る
メモリ４２０をさらに備え得る。メモリ４２０は、第１のワイヤレスデバイス１２１にお
いて実行される場合にここで説明した方法を行うための、実行可能な命令及びデータを記
憶するために使用されるように構成され得る。また、上述した処理回路４１０及びメモリ
４２０がアナログ及びデジタル回路の組み合わせを指してもよく、並びに／又は、処理回
路４１０などの１つ以上のプロセッサにより実行される場合に上述した通りの方法を行う
例えばメモリ４２０内に記憶されるソフトウェア及び／若しくはファームウェアと共に構
成される１つ以上のプロセッサを指してもよいことを、当業者は理解するであろう。また
、処理回路４１０及びメモリ４２０は、処理手段として言及されてもよい。それらプロセ
ッサの１つ以上に加えて他のデジタルハードウェアは、単一のＡＳＩＣ（application-sp
ecific　integrated　circuit）内に含まれてもよく、又は、個別にパッケージ化される
かＳｏＣ（system-on-chip）へと組み立てられるかに関わらず、複数のプロセッサ及び多
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様なデジタルハードウェアが複数の別個のコンポーネントに分散されてもよい。
【００７７】
　上述した点から理解され得ることとして、いくつかの実施形態は、例えば処理回路４１
０又はモジュール４０１～４０２などの少なくとも１つのプロセッサ上で実行される場合
に、当該少なくとも１つのプロセッサに、ワイヤレスデバイス１２１のために構成される
少なくとも１つのＣＳＩプロセスについてのＣＳＩレポートにおいて送信されるべきＣＳ
Ｉ推定を決定するための上記方法を遂行させる命令、を含むコンピュータプログラムプロ
ダクトを含み得る。また、いくつかの実施形態は、上述したように、上記コンピュータプ
ログラムを収容する担体をさらに含んでよく、当該担体は、電子信号、光信号、無線信号
、又はコンピュータ読取可能な記憶媒体のうちの１つである。
【００７８】
　無線通信ネットワーク１００内のネットワークノード１１０へ、１つ以上のワイヤレス
デバイス１２１、１２２のために構成される少なくとも１つのＣＳＩプロセスのＣＳＩレ
ポート内で１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２により送信されるＣＳＩ推定を
制御するための、ネットワークノード１１０における方法のアクションを実行するために
、ネットワークノード１１０は、図５に描かれた以下の構成を含み得る。
【００７９】
　図５は、ネットワークノード１１０の実施形態の概略ブロック図を示している。いくつ
かの実施形態において、ネットワークノード１１０は、判定モジュール５０１及び送受信
モジュール５０２を備え得る。いくつかの実施形態において、ネットワークノード１１０
は、処理モジュール、処理ユニット又はプロセッサとしても言及され得る処理回路５１０
を含み得る。処理回路５１０は、判定モジュール５０１及び送受信モジュール５０２のう
ちの１つ以上を含み、並びに／又は、以下に説明するそれら機能を実行し得る。
【００８０】
　ネットワークノード１１０は、例えば判定モジュール５０１の手段により、１つ以上の
ワイヤレスデバイス１２１、１２２からのＣＳＩ推定が少なくとも１つの送信条件の変化
に起因してもはや有効ではないことを判定する、ように構成される。また、ネットワーク
ノード１１０は、例えば送受信モジュール５０２の手段により、１つ以上のワイヤレスデ
バイス１２１、１２２へ、既存のＣＳＩ推定を破棄するための標識及び／又は決定される
時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用するための標識を含むメッセージを送信する、
ように構成される。
【００８１】
　いくつかの実施形態において、ネットワークノード１１０／送受信モジュール５０２は
、無線通信ネットワーク１００内の１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２へのビ
ーム形成送信のために構成され、少なくとも１つの送信条件の上記変化は、１つ以上のワ
イヤレスデバイス１２１、１２２へのビーム形成送信において使用される送信ビームの変
化であってよい。いくつかの実施形態において、少なくとも１つの送信条件の上記変化は
、１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２が位置するセル１１５内のトラフィック
状況の変化であってもよい。いくつかの実施形態において、少なくとも１つの送信条件の
上記変化は、決定される時間ピリオドの変化であってもよい。
【００８２】
　いくつかの実施形態において、上記メッセージは、少なくとも１つのＣＳＩプロセスに
関連付けられる少なくともＣＳＩ－ＲＳリソースを介して決定されるＣＳＩ推定を破棄す
るための標識を含んでもよい。いくつかの実施形態において、上記メッセージは、少なく
とも１つのＣＳＩプロセスに関連付けられる少なくともＣＳＩ－ＩＭリソースを介して決
定されるＣＳＩ推定を破棄するための標識を含んでもよい。
【００８３】
　いくつかの実施形態において、ネットワークノード１１０／送受信モジュール５０２は
、少なくとも１つのＣＳＩプロセスを再構成するための無線リソース制御（ＲＲＣ）再構
成メッセージの一部として、少なくとも１つのＣＳＩプロセスを再構成するためのブロー
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ドキャストされる再構成メッセージの一部として、又はダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）
の一部として、上記メッセージを送信する、ように構成されてもよい。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、上記メッセージは、決定される時間ピリオドに対応する
ＣＳＩ推定を使用するための標識を含んでもよい。いくつかの実施形態において、上記メ
ッセージは、決定される時間ピリオドの標識を含んでもよい。いくつかの実施形態におい
て、ネットワークノード１１０／送受信モジュール５０２は、１つ以上のワイヤレスデバ
イス１２１、１２２から、決定される時間ピリオドの確認を受信する、ように構成されて
もよい。
【００８５】
　図５におけるネットワークノード１１０は、１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１
２２により無線通信ネットワーク１００内のネットワークノード１１０へ、１つ以上のワ
イヤレスデバイス１２１、１２２のために構成される少なくとも１つのＣＳＩプロセスの
ＣＳＩレポート内で送信されるＣＳＩ推定を制御するための、ネットワークノード１１０
であって、１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２からの上記ＣＳＩ推定が少なく
とも１つの送信条件の変化に起因してもはや有効ではないことを判定するための判定モジ
ュール５０１と、１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２へ、既存のＣＳＩ推定を
破棄するための標識及び／又は決定される時間ピリオドに対応するＣＳＩ推定を使用する
ための標識を含むメッセージを送信するための送受信モジュール５０２と、を備えるネッ
トワークノード１１０として説明されてもよい。
【００８６】
　ＣＳＩレポート内で１つ以上のワイヤレスデバイス１２１、１２２により送信されるＣ
ＳＩ推定を制御するための実施形態は、例えば図５に描かれたネットワークノード１１０
内の処理回路５１０などの１つ以上のプロセッサと共に、ここでの実施形態の機能及びア
クションを実行するためのコンピュータプログラムコードを通じて実装されてもよい。上
で言及したプログラムコードは、例えば、ネットワークノード１１０内の処理回路５１０
へロードされた場合にここでの実施形態を実行するためのコンピュータプログラムコード
又はコード手段を担持するデータキャリアの形式の、コンピュータプログラムプロダクト
として提供されてもよい。コンピュータプログラムコードは、例えば、ネットワークノー
ド１１０内の純粋なプログラムコードとして提供されてもよく、又はサーバ上にあってネ
ットワークノード１１０へダウンロードされてもよい。上記担体は、電子信号、光信号、
無線信号、又は、例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、磁気テープ、ＣＤ－ＲＯＭ
、ＤＶＤ、ブルーレイディスクなどの電子的なメモリといったコンピュータ読取可能な記
憶媒体、のうちの１つであってよい。
【００８７】
　よって、ネットワークノード１１０は、１つ以上のメモリモジュール若しくはユニット
として言及され又は１つ以上のメモリモジュール若しくは又はユニットを含み得るメモリ
５２０をさらに備え得る。メモリ５２０は、ネットワークノード１１０、処理回路５１０
及び／又はモジュール群５０１～５０２において実行される場合にここで説明した方法を
行うための、実行可能な命令及びデータを記憶するために使用されるように構成され得る
。また、上述した処理回路５１０及びメモリ５２０がアナログ及びデジタル回路の組み合
わせを指してもよく、並びに／又は、処理回路５１０及び／若しくはモジュール群５０１
～５０２などの１つ以上のプロセッサにより実行される場合に上述した通りの方法を当該
１つ以上のプロセッサに行わせる、例えばメモリ５２０内に記憶されるソフトウェア及び
／若しくはファームウェアと共に構成される１つ以上のプロセッサを指してもよいことを
、当業者は理解するであろう。また、処理回路５１０及びメモリ５２０は、処理手段とし
て言及されてもよい。それらプロセッサの１つ以上に加えて他のデジタルハードウェアは
、単一のＡＳＩＣ（application-specific　integrated　circuit）内に含まれてもよく
、又は、個別にパッケージ化されるかＳｏＣ（system-on-chip）へと組み立てられるかに
関わらず、複数のプロセッサ及び多様なデジタルハードウェアが複数の別個のコンポーネ
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ントに分散されてもよい。
【００８８】
　上述した点から理解され得ることとして、いくつかの実施形態は、例えば処理回路５１
０又はモジュール５０１～５０２などの少なくとも１つのプロセッサ上で実行される場合
に、当該少なくとも１つのプロセッサに、ＣＳＩレポートにおいて１つ以上のワイヤレス
デバイス１２１、１２２により送信されるＣＳＩ推定を制御するための上記方法を遂行さ
せる命令、を含むコンピュータプログラムプロダクトを含み得る。また、いくつかの実施
形態は、上述したように、上記コンピュータプログラムプロダクトを収容する担体をさら
に含んでよく、当該担体は、電子信号、光信号、無線信号、又はコンピュータ読取可能な
記憶媒体のうちの１つである。
【００８９】
　添付図面に例示された具体的な実施形態の詳細な説明において使用されている専門用語
は、説明されている方法、ワイヤレスデバイス１２１及びネットワークノード１１０を限
定することを意図しておらず、それは代わりに添付の特許請求の範囲の視点から解釈され
るべきである。
【００９０】
　ここで使用されるところでは、“and/or（及び／又は）”との用語は、関連付けて列挙
された事項のうちの１つ以上のありとあらゆる組み合わせを含む。
【００９１】
　さらに、ここで使用されるところでは、ラテン語のフレーズ“exempli　gratia”に由
来する“e.g.（例えば）”という共通的な省略形は、その前に言及された事項の一般的な
１つ又は複数の例を紹介し又は特定するために用いられ、そのような事項を限定すること
は意図されない。ラテン語のフレーズ“id　est”に由来する共通的な省略形“i.e.（即
ち）”は、ここで使用される場合、より一般的な記述から具体的な事項を特定するために
用いられ得る。“及びその他のもの”又は“など”を意味するラテン語表現“et　cetera
”に由来する“etc.（など）”という共通的な省略形は、ここでは、直前に挙示されたも
のに類似するさらなる特徴が存在することを示すために使用されているかもしれない。
【００９２】
　ここで使用されるところでは、単数形の“a”、“an”及び“the”は、明示的な別段の
記述の無い限り、複数形も同様に含むことが意図される。さらに理解されるであろうこと
として、“includes（含む）”、“comprises（含む／備える）”、“including（含む）
”及び／又は“comprising（含む／備える）”との用語は、本明細書において使用される
場合、記述された特徴、アクション、整数、ステップ、動作、要素及び／又はコンポーネ
ントの存在を特定し、但し１つ以上の他の特徴、アクション、整数、ステップ、動作、要
素、コンポーネント及び／又はそれらの集合の存在又は追加を排除しない。
【００９３】
　別段の定義の無い限り、ここで使用されている技術的用語及び学術的用語は、説明され
た実施形態が属する分野における当業者により共通的に理解されるものと同じ意味を有す
る。さらに、一般に使用される辞書において定義されるような用語は、関連技術の文脈に
おける意味と整合する意味を有するものとして解釈されるべきであって、明示的にそのよ
うにここで定義されない限り、理想化され又は過度に型通りの意味で解釈されないことが
理解されるであろう。
【００９４】
　ここでの実施形態は、上述した好適な実施形態に限定されない。多様な変形、修正及び
均等物が使用されてよい。従って、上の実施形態は、限定的なものとして解釈されるべき
ではない。
【００９５】
［略語］
ＣＱＩ　　　　Channel-Quality　Indicator
ＣＳＩ　　　　Channel-State　Information
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ＣＳＩ－ＩＭ　Channel-State　Information　-　Interference　Measurement
ＣＳＩ－ＲＳ　Channel-State　Information　-　Reference　Signal
ＤＬ　　　　　Downlink
ＤＭＲＳ　　　Demodulation　Reference　Signals
ｅＮＢ　　　　evolved　NodeB
ｅＰＤＣＣＨ　enhanced　Physical　Downlink　Control　Channel
ＦＤＤ　　　　Frequency-Division　Duplex
ＬＴＥ　　　　Long-Term　Evolution
ＰＤＣＣＨ　　Physical　Downlink　Control　Channel
ＰＭＩ　　　　Precoding　Matrix　Indicator
ＲＩ　　　　　Rank　Indicator
ＲＲＣ　　　　Radio　Resource　Control
ＴＤＤ　　　　Time-Division　Duplex
ＴＴＩ　　　　Transmission-Time　Interval
ＵＥ　　　　　User　Equipment
ＵＬ　　　　　Uplink
ＺＰ　　　　　Zero　Power
 

【図１】 【図２】
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【要約の続き】
くとも１つのＣＳＩプロセスのＣＳＩレポート内で送信されるＣＳＩ推定を制御するための、前記ネットワークノー
ド（１１０）及びその方法もまた提供される。
【選択図】図３
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