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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置（User Equipment）の受信方法において、
　基地局（ｅＮＢ；evolved Node B）からＣ－ＲＮＴＩ（Cell-Radio Network Temporary
 Identifier）を受信する段階と、
　前記基地局から前記Ｃ－ＲＮＴＩによりＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）がスクラ
ンブリング（scrambling）されたＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）を
受信する段階と、
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前記ＣＲＣがスクランブリングされた
前記ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）され、前記ＰＤＣＣＨの共用（
Common）検索空間（search space）及びユーザ装置特定（UE specific）検索空間をすべ
て含む検索空間で、前記Ｃ－ＲＮＴＩに基づいてＤＣＩ（Downlink Control Information
）フォーマット１Ａの第１のＤＣＩが発見されれば、
　前記ＤＣＩフォーマット１Ａの前記第１のＤＣＩによって単一ポート伝送スキーム（sc
heme）で前記ＰＤＣＣＨに対応するＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）を
受信する段階と、
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前記ＣＲＣがスクランブリングされた
前記ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）されたら、前記ＰＤＣＣＨの前
記ユーザ装置特定検索空間で、特定ＤＣＩフォーマットの第２のＤＣＩが発見されるか否
かを判断する段階とを含み、
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　前記特定ＤＣＩフォーマットは、不活性化された（disabled）伝送ブロック（transpor
t block）のＮＤＩ（New Data Indicator）が受信ポートを指示する
　ことを特徴とする受信方法。
【請求項２】
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前記ＣＲＣがスクランブリングされた
前記ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）され、前記ＰＤＣＣＨの前記共
用検索空間及びユーザ装置特定検索空間をすべて含む検索空間で、前記Ｃ－ＲＮＴＩに基
づいて前記ＤＣＩフォーマット１Ａの第３のＤＣＩが発見されれば、
　前記ＤＣＩフォーマット１Ａの前記第３のＤＣＩによって伝送ダイバシティ伝送スキー
ムで前記ＰＤＣＣＨに対応するＰＤＳＣＨを受信する段階をさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の受信方法。
【請求項３】
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前記ＣＲＣがスクランブリングされた
前記ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）され、前記ＰＤＣＣＨの前記ユ
ーザ装置特定検索空間で、前記特定ＤＣＩフォーマットの前記第２のＤＣＩが発見されれ
ば、
　前記特定ＤＣＩフォーマットの前記第２のＤＣＩによる単一ポート伝送スキームで前記
ＰＤＣＣＨに相当するＰＤＳＣＨを受信する段階をさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の受信方法。
【請求項４】
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前記ＣＲＣがスクランブリングされた
前記ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）され、前記ＰＤＣＣＨの前記ユ
ーザ装置特定検索空間で、前記特定ＤＣＩフォーマットの第４のＤＣＩが発見されれば、
　前記特定ＤＣＩフォーマットの第４のＤＣＩによるデュアル階層伝送スキームで前記Ｐ
ＤＣＣＨに相当するＰＤＳＣＨを受信する段階をさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の受信方法。
【請求項５】
　ユーザ装置（User Equipment）において、
　基地局（ｅＮＢ；evolved Node B）からＣ－ＲＮＴＩ（Cell-Radio Network Temporary
 Identifier）を受信し、前記Ｃ－ＲＮＴＩによりＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）が
スクランブリング（scrambling）されたＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channe
l）を受信し、
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用してＣＲＣがスクランブリングされた前記
ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）され、前記ＰＤＣＣＨの共用（Comm
on）検索空間（search space）及びユーザ装置特定（UE specific）検索空間をすべて含
む検索空間で、前記Ｃ－ＲＮＴＩに基づいてＤＣＩ（Downlink Control Information）フ
ォーマット１Ａの第１のＤＣＩが発見されれば、
　前記ＤＣＩフォーマット１Ａの前記第１のＤＣＩによって単一ポート伝送スキーム（sc
heme）で前記ＰＤＣＣＨに対応するＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）を
受信し、
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前記ＣＲＣがスクランブリングされた
前記ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）され、前記ＰＤＣＣＨの前記ユ
ーザ装置特定検索空間で、特定ＤＣＩフォーマットの第２のＤＣＩが発見されるか否かを
判断する制御部を含み、
　前記特定ＤＣＩフォーマットは、不活性化された（disabled）伝送ブロック（transpor
t block）のＮＤＩ（New Data Indicator）が受信ポートを指示する
　ことを特徴とするユーザ装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前記ＣＲＣがスクランブリングされた
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前記ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）され、前記ＰＤＣＣＨの前記共
用検索空間及びユーザ装置特定検索空間をすべて含む検索空間で、前記Ｃ－ＲＮＴＩに基
づいて前記ＤＣＩフォーマット１Ａの第３のＤＣＩが発見されれば、
　前記ＤＣＩフォーマット１Ａの前記第３のＤＣＩによって伝送ダイバシティ伝送スキー
ムで前記ＰＤＣＣＨに対応するＰＤＳＣＨを受信する
　ことを特徴とする請求項５に記載のユーザ装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前記ＣＲＣがスクランブリングされた
前記ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）され、前記ＰＤＣＣＨの前記ユ
ーザ装置特定検索空間で、前記特定ＤＣＩフォーマットの前記第２のＤＣＩが発見されれ
ば、
　前記特定ＤＣＩフォーマットの前記第２のＤＣＩによる単一ポート伝送スキームで前記
ＰＤＣＣＨに相当するＰＤＳＣＨを受信する
　ことを特徴とする請求項５に記載のユーザ装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記ユーザ装置が、前記Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前記ＣＲＣがスクランブリングされた
前記ＰＤＣＣＨをデコードするように設定（configured）され、前記ＰＤＣＣＨの前記ユ
ーザ装置特定検索空間で、前記特定ＤＣＩフォーマットの第４のＤＣＩが発見されれば、
　前記特定ＤＣＩフォーマットの前記第４のＤＣＩによるデュアル階層伝送スキームで前
記ＰＤＣＣＨに相当するＰＤＳＣＨを受信する
　ことを特徴とする請求項５に記載のユーザ装置。
【請求項９】
　基地局（ｅＮＢ；evolved Node Ｂ）の伝送方法において、
　第１のユーザ装置（UE；User Equipment）のＣ－ＲＮＴＩ（Cell-Radio Network Tempo
rary Identifier）を利用し、ＤＣＩ（Downlink Control Information）フォーマット１
Ａの第１のＤＣＩのＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）をスクランブリング（scramblin
g）する段階と、
　ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）の共用（Common）検索空間（searc
h space）及び前記第１のＵＥのユーザ装置特定（UE specific）検索空間をすべて含む検
索空間で、前記第１のＵＥに前記第１のＤＣＩを送信する段階と、
　前記第１のＤＣＩによって単一ポート伝送スキーム（scheme）で前記ＰＤＣＣＨに相当
するＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）を送信する段階と、
　前記第１のＵＥのＣ－ＲＮＴＩを利用して不活性化された（disabled）伝送ブロック（
transport block）のＮＤＩ（New Data Indicator）が受信ポートを指示する特定ＤＣＩ
フォーマットの第２のＤＣＩのＣＲＣをスクランブリングする段階とを含む
　ことを特徴とする伝送方法。
【請求項１０】
　前記第１のＵＥのＣ－ＲＮＴＩを利用して前記ＤＣＩフォーマット１Ａの第３のＤＣＩ
のＣＲＣをスクランブリングする段階と、
　前記ＰＤＣＣＨの共用検索空間及び前記第１のＵＥのユーザ装置特定検索空間をすべて
含む検索空間で、前記第１のＵＥに前記第３のＤＣＩを送信する段階と、
　前記第３のＤＣＩによって伝送ダイバシティ（transmit diversity）伝送スキームで前
記ＰＤＣＣＨに相当するＰＤＳＣＨを送信する段階とをさらに含む
　ことを特徴とする請求項９に記載の伝送方法。
【請求項１１】
　前記第１のＵＥのＣ－ＲＮＴＩ（Cell Radio Network Temporary Identifier）を利用
して前記特定ＤＣＩフォーマットの第４のＤＣＩのＣＲＣをスクランブリングする段階と
、
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　前記ＰＤＣＣＨの前記第１のＵＥのユーザ装置特定検索空間で前記第１のＵＥに前記第
４のＤＣＩを送信する段階と、
　前記第４のＤＣＩによってデュアル階層伝送スキームで前記ＰＤＣＣＨに相当するＰＤ
ＳＣＨを送信する段階とをさらに含む
　ことを特徴とする請求項９に記載の伝送方法。
【請求項１２】
　前記ＰＤＣＣＨの前記第１のＵＥのユーザ装置特定検索空間で前記第１のＵＥに前記第
２のＤＣＩを送信する段階と、
　前記第２のＤＣＩによって単一ポート伝送スキームで前記ＰＤＣＣＨに相当するＰＤＳ
ＣＨを送信する段階とをさらに含む
　ことを特徴とする請求項９に記載の伝送方法。
【請求項１３】
　基地局（ｅＮＢ；evolved　Node B）において、
　第１のユーザ装置（UE；User Equipment）のＣ－ＲＮＴＩ（Cell-Radio Network Tempo
rary Identifier）を利用し、ＤＣＩ（Downlink Control Information）フォーマット１
Ａの第１のＤＣＩのＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）をスクランブリング（scramblin
g）し、
　ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）の共用（Common）検索空間（searc
h space）及び前記第１のＵＥのユーザ装置特定（UE specific）検索空間をすべて含む検
索空間で、前記第１のＵＥに前記第１のＤＣＩを送信し、
　前記第１のＤＣＩによって単一ポート伝送スキーム（scheme）で前記ＰＤＣＣＨに相当
するＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）を送信し、
　前記第１のＵＥのＣ－ＲＮＴＩを利用して不活性化された（disabled）伝送ブロック（
transport block）のＮＤＩ（New Data Indicator）が受信ポートを指示する特定ＤＣＩ
フォーマットの第２のＤＣＩのＣＲＣをスクランブリングする制御部を含む
　ことを特徴とする基地局。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記第１のＵＥのＣ－ＲＮＴＩを利用して前記ＤＣＩフォーマット１Ａの第３のＤＣＩ
のＣＲＣをスクランブリングし、
　前記ＰＤＣＣＨの前記共用検索空間及び前記第１のＵＥのユーザ装置特定検索空間をす
べて含む検索空間で、前記第１のＵＥに前記第３のＤＣＩを送信し、
　前記第３のＤＣＩによって伝送ダイバシティ（transmit diversity）伝送スキームで前
記ＰＤＣＣＨに相当するＰＤＳＣＨを送信する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記制御部は、
　前記第１のＵＥのＣ－ＲＮＴＩを利用して前記特定ＤＣＩフォーマットの第４のＤＣＩ
のＣＲＣをスクランブリングし、
　前記ＰＤＣＣＨの前記第１のＵＥのユーザ装置特定検索空間で前記第１のＵＥに前記第
４のＤＣＩを送信し、
　前記第４のＤＣＩによってデュアル階層伝送スキームで前記ＰＤＣＣＨに相当するＰＤ
ＳＣＨを送信する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項１６】
　前記制御部は、
　前記ＰＤＣＣＨの前記第１のＵＥのユーザ装置特定検索空間で前記第１のＵＥに前記第
２のＤＣＩを送信し、
　前記第２のＤＣＩによって単一ポート伝送スキームで前記ＰＤＣＣＨに相当するＰＤＳ
ＣＨを送信する
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　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳細には、専用レファレンス信号をスクランブルする
ために使用される方法を指示するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（３ｒｄ　Ｇｅｎeｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）で直交周波数分割多重化（ＯＦＤ
Ｍ、Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ）は、ダウンリンク（ＤＬ）伝送スキーム（ｓｃｈｅｍｅ）に適用される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　基地局が提供される。基地局は、伝送経路回路を含む。伝送経路回路は、動的スケジュ
ーリングのためにセル無線ネットワーク臨時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ、ｃｅｌｌ　ｒａｄｉ
ｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を利用するダウンリ
ンク制御情報（ＤＣＩ、ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
フォーマットの循環重複検査（ＣＲＣ、ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃ
ｋ）ビットをスクランブルし、また、半永久的スケジューリング（ＳＰＳ、ｓｅｍｉ－ｐ
ｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）のために半永久的スケジューリング（ＳＰ
Ｓ）Ｃ－ＲＮＴＩを利用したＤＣＩ形式のＣＲＣビットをスクランブルするように構成さ
れる。
【０００４】
　Ｃ－ＲＮＴＩが前記ＣＲＣビットをスクランブルするために使用されれば、前記伝送経
路回路は、伝送ダイバシティスキームまたは単一階層ビームフォーミングスキームを示す
ための待機フォーマットである前記ＤＣＩフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラ
ント（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｇｒａｎｔ）を生成し、制御チャ
ネル要素（ＣＣＥ、ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）ドメインの共通
またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。
　前記伝送経路回路は、単一の専用レファレンス信号（ＤＲＳ、ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）ポート伝送スキームまたはデュアルＤＲＳポート伝送
スキームを示すためのデュアル階層ビームフォーミングフォーマットである前記ＤＣＩフ
ォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成し、ＣＣＥドメインのユーザ装置
特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。
【０００５】
　ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩが前記ＣＲＣビットをスクランブルするために使用されれば、前
記伝送経路回路は、単一ＤＲＳポート伝送スキームを示すための待機フォーマットである
前記ＤＣＩフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラント（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｔｒ
ａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｇｒａｎｔ）を生成し、ＣＣＥドメインの共通またはユーザ装置
特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。前記伝送経路回路は、単一ＤＲＳ
ポート伝送スキームまたはデュアルＤＲＳポート伝送スキームを示すためのデュアル階層
ビームフォーミングフォーマットである前記ＤＣＩフォーマットを利用してダウンリンク
伝送グラントを生成し、ＣＣＥドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グ
ラントを伝送する。
【０００６】
　基地局を動作させる方法が提供される。前記方法は、動的スケジューリングのために、
セル無線ネットワーク臨時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ、ｃｅｌｌ　ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒ　ｙｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を利用するダウンリンク制御情報（Ｄ
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ＣＩ、ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマットの循
環重複検査（ＣＲＣ、ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）ビットをスク
ランブル（ｓｃｒａｍｂｌｅ）し、半永久的スケジューリング（ＳＰＳ、ｓｅｍｉ－ｐｅ
ｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）のために半永久的スケジューリング（ＳＰＳ
、ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）Ｃ－ＲＮＴＩを利用して前
記ＤＣＩフォーマットのＣＲＣビットをスクランブルする段階を含む。
【０００７】
　もし、Ｃ－ＲＮＴＩが前記ＣＲＣビットをスクランブルするために使用されれば、前記
方法は、伝送ダイバシティスキームまたは単一階層ビームフォーミングスキームを示すた
めの待機フォーマットである前記ＤＣＩフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラン
ト（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｇｒａｎｔ）を生成し、制御チャネ
ル要素（ＣＣＥ、ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）ドメインの共通ま
たはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する段階を含む。また、
前記方法は、単一の専用レファレンス信号（ＤＲＳ、ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）ポート伝送スキームまたはデュアルＤＲＳポート伝送スキームを
示すためのデュアル階層ビームフォーミングフォーマットである前記ＤＣＩフォーマット
を利用してダウンリンク伝送グラントを生成し、ＣＣＥドメインのユーザ装置特定検索空
間でダウンリンク伝送グラントを伝送する段階を含む。
【０００８】
　ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩが前記ＣＲＣビットをスクランブルするために使用されれば、前
記方法は、単一ＤＲＳポート伝送スキームを示すための待機フォーマットである前記ＤＣ
Ｉフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラント（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ　ｇｒａｎｔ）を生成し、ＣＣＥドメインの共通またはユーザ装置特定検索
空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する段階を含む。また、前記方法は、単一ＤＲＳ
ポート伝送スキームまたはデュアルＤＲＳポート伝送スキームを示すためのデュアル階層
ビームフォーミングフォーマットである前記ＤＣＩフォーマットを利用してダウンリンク
伝送グラントを生成し、ＣＣＥドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グ
ラントを伝送する段階を含む。
【０００９】
　加入者端末が提供される。前記加入者端末は、基地局からダウンリンク伝送グラントを
受信する受信経路回路を含む。また、前記受信経路回路は、セル無線ネットワーク臨時識
別子（Ｃ－ＲＮＴＩ、ｃｅｌｌ　ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉ
ｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）キーを利用してダウンリンク伝送グラントの循環重複検査（ＣＲＣ
、ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）ビットをデスクランブル（ｄｅ－
ｓｃｒａｍｂｌｅ）し、半永久的スケジューリング（ＳＰＳ、ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔ
ｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）Ｃ－ＲＮＴＩキーを利用して前記ＤＣＩフォーマットの
ＣＲＣビットをデスクランブルする。
【００１０】
　前記Ｃ－ＲＮＴＩキーが前記ＣＲＣビットを成功的にデスクランブルすれば、前記受信
経路回路は、前記ダウンリンク伝送グラントがダウンリンク制御情報（ＤＣＩ、ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマットでデュアル階層ビー
ムフォーミングフォーマットを使用するか、または待機フォーマットを使用するか否かを
判断する。前記ダウンリンク伝送グラントが前記待機フォーマットをＤＣＩフォーマット
として使用すれば、前記受信経路回路は、前記基地局により伝送ダイバシティ伝送スキー
ムが使用されるかまたは単一階層ビームフォーミングスキームが使用されるかを判断する
。前記ダウンリンク伝送グラントが前記デュアル階層ビームフォーミングフォーマットを
ＤＣＩフォーマットとして使用すれば、前記受信経路回路は、前記基地局がデュアル専用
レファレンス信号（ＤＲＳ、ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）
ポート伝送スキームを使用するか、または単一ＤＲＳポート伝送スキームを使用するかを
判断する。ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩキーが前記ＣＲＣビットを成功的にデスクランブルすれ
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ば、前記受信経路回路は、前記ダウンリンク伝送グラントがＤＣＩフォーマットで待機フ
ォーマットを使用するか、またはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用す
るかを判断する。前記ダウンリンク伝送グラントがＤＣＩフォーマットで前記待機フォー
マットを使用すれば、前記受信経路回路は、前記基地局が単一ＤＲＳポート伝送スキーム
を使用するか否かを判断する。ダウンリンク伝送グラントがＤＣＩフォーマットとしてデ
ュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用すれば、前記受信経路回路は、前記基
地局がデュアルＤＲＳポート伝送スキームを使用するか、または単一ＤＲＳポート伝送ス
キームを使用するかを判断する。
【００１１】
　加入者端末を動作させる方法を提供する。前記方法は、基地局からダウンリンク伝送グ
ラントを受信する段階を含む。また、前記方法は、セル無線ネットワーク臨時識別子（Ｃ
－ＲＮＴＩ、ｃｅｌｌ　ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ）キーを利用してダウンリンク伝送グラントの循環重複検査（ＣＲＣ、ｃｙｃ
ｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）ビットをデスクランブル（ｄｅ－ｓｃｒａ
ｍｂｌｅ）し、半永久的スケジューリング（ＳＰＳ、ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　
ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）Ｃ－ＲＮＴＩキーを利用して前記ＤＣＩフォーマットのＣＲＣビ
ットをデスクランブルする段階を含む。
【００１２】
　前記Ｃ－ＲＮＴＩキーが前記ＣＲＣビットを成功的にデスクランブルすれば、前記方法
は、前記ダウンリンク伝送グラントがダウンリンク制御情報（ＤＣＩ、ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマットとしてデュアル階層ビームフ
ォーミングフォーマットを使用するか、または待機フォーマットを使用するか否かを判断
する段階を含む。前記ダウンリンク伝送グラントが前記待機フォーマットをＤＣＩフォー
マットとして使用すれば、前記方法は、前記基地局により伝送ダイバシティ伝送スキーム
が使用されるか、または単一階層ビームフォーミングスキームが使用されるかを判断する
段階をさらに含む。前記ダウンリンク伝送グラントが前記デュアル階層ビームフォーミン
グフォーマットをＤＣＩフォーマットとして使用すれば、前記方法は、前記基地局がデュ
アル専用レファレンス信号（ＤＲＳ、ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇ
ｎａｌ）ポート伝送スキームを使用するか、または単一ＤＲＳポート伝送スキームを使用
するかを判断する段階をさらに含む。
【００１３】
　ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩキーが前記ＣＲＣビットを成功的にデスクランブルすれば、前記
方法は、前記ダウンリンク伝送グラントがＤＣＩフォーマットで待機フォーマットを使用
するか、またはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用するかを判断する段
階を含む。前記ダウンリンク伝送グラントがＤＣＩフォーマットとして前記待機フォーマ
ットを使用すれば、前記方法は、前記基地局が単一ＤＲＳポート伝送スキームを使用する
かを判断する段階をさらに含む。ダウンリンク伝送グラントがＤＣＩフォーマットとして
デュアル階層ビームフォーミングフォーマットを使用すれば、前記基地局がデュアルＤＲ
Ｓポート伝送スキームを使用するか、または単一ＤＲＳポート伝送スキームを使用するか
を判断する段階をさらに含む。
【００１４】
　本発明の詳細な説明に先立って、本特許文献において使用される単語及び構文に対する
定義を提示する。用語“含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）”及び“含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）”と
それから派生したものは、制限なく含まれるという意味である；用語”または”は、包括
的に“及び／または”の意味である；構文“と関連した”、“それとともに関連した”と
それから派生したものは、それ内に含まれる、と連結される、含む、それ内に含まれる、
それと連結される、それとまたはそれとともに連結される、それと通信することができる
、それと協動する、間に介在される、併置する、それに近接する、必ずそれをする、有す
る、それを所有する、などの意味として使用される；そして、用語“制御機”は、少なく
とも１つの動作を制御する任意の装置、システムまたはそれらの一部を意味し、このよう
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な装置は、ハードウェア、ファームウエアまたはソフトウェア、またはそれらと同一の少
なくとも２個の組み合わせで具現される。任意の特定制御機と関連した機能は、中央集中
方式または分散方式、地域的または遠隔的方式で具現されることができる。任意の単語ま
たは構文に対する定義が本特許文献において提供される。この技術分野における通常の知
識を有する者なら、多くの場合にこのような定義は、以前の使用に適用され、さらに、こ
のように定義された単語及び構文の今後の使用に適用されるものであることを理解するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　本発明の思想及び利点のさらに完全な理解のために、次の詳細な説明は、添付の図面と
ともに提供され、図面全体にわたって同一の構成要素は、できるだけ同一の参照符号で示
していることに留意しなければならない。
【図１】図１は、本発明の実施例によるメッセージを伝送する無線ネットワーク１００の
例を示す図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例による直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ、ｏｒｔ
ｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅ
ｓｓ）伝送経路の上位レベルを示す図である。
【図３】図３は、本発明の一実施例による直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）受信経
路の上位レベルを示す図である。
【図４】図４は、本発明の実施例による複数の移動端末と通信する基地局の図である。
【図５】図５は、本発明の実施例によるＳＤＭＡ（ｓｐａｔｉａｌ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）スキームを示す図である。
【図６】図６は、本発明の実施例によるレファレンス信号パターンを示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施例による２個のユーザ装置の観点からレファレンスパター
ンのレファレンス信号部分及びデータ部分を示す図である。
【図８】図８は、本発明の他の実施例によって２個のユーザ装置の観点からレファレンス
パターンのレファレンス信号部分及びデータ部分を示す図である。
【図９】図９は、本発明の実施例によるレファレンス信号シーケンスを生成しマッピング
するためのシステムを示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例によるダウンリンクグラントに対して使用されるダ
ウンリンク制御情報（ＤＣＩ、ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）フォーマットを要約した表を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施例による基地局を動作させる方法を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例による端末動作の方法を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施例による専用レファレンス信号（ＤＲＳ）インデック
ス及びストリームインデックスに活性化されたコードワードをマッピングすることを示す
表を示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施例による専用レファレンス信号（ＤＲＳ、ｄｅｄｉｃ
ａｔｅｄ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）インデックス及びストリームインデック
スに不活性化されたコードワードの新しいデータ指示子（ＮＤＩ）ビットをマッピングす
ることを示す表を示す図である。
【図１５】図１５は、本発明の他の実施例によるｅＮｏｄｅＢまたは基地局（ｂａｓｅ　
ｓｔａｔｉｏｎ）の動作方法１３００を示す図である。
【図１６】図１６は、本発明の他の実施例による端末を動作させる方法を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施例によるダウンリンクグラントの２個の状態を説明す
る表を示す図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施例による１ビットフィールドを利用するダウンリンク
グラントの２個の状態を表現する表を示す図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施例による端末特定スクランブルまたはセル特定スクラ
ンブルの選択を示すために活性化された伝送ブロック（ＴＢｓ）の数の利用を示す表を示
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す図である。
【図２０】図２０は、本発明の実施例による端末特定スクランブルまたはセル特定スクラ
ンブルの選択を示すための個別ダウンリンクグラントに存在するビットを利用することを
示す表を示す図である。
【図２１】図２１は、本発明のさらに他の実施例によるｅＮｏｄｅＢまたは基地局動作方
法を示す図である。
【図２２】図２２は、本発明のさらに他の実施例による加入者端末を動作させる方法を示
す図である。
【図２３】図２３は、本発明の実施例による連続したＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）のセットで構成された検索空間を示す図である。
【図２４】図２４は、本発明の第１実施例による基地局またはｅＮｏｄｅＢを動作させる
方法を示す図である。
【図２５】図２５は、本発明の第１実施例による加入者端末（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓ
ｔａｔｉｏｎ）またはユーザ端末（ＵＥ）を動作させる方法を示す図である。
【図２６】図２６は、本発明の第２実施例による基地局またはｅＮｏｄｅＢを動作させる
方法２４００を示す図である。
【図２７】図２７は、本発明の第２実施例による加入者端末またはユーザ端末動作方法を
示す図である。
【図２８】図２８は、本発明の実施例によるストリーム（またはＤＲＳ）識別子とＣＣＥ
（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）集合の位置間の連結を示す図であ
る。
【図２９】図２９は、本発明の第３実施例による基地局またはｅＮｏｄｅＢ動作方法を示
す図である。
【図３０】図３０は、本発明の第３実施例による加入者端末またはユーザ端末動作方法を
示す図である。
【図３１】図３１は、本発明の実施例によるダウンリンク（ＤＬ）フォーマットを示す図
である。
【図３２】図３２は、本発明の第４実施例による基地局またはｅＮｏｄｅＢ動作方法を示
す図である。
【図３３】図３３は、本発明の第４実施例による基地局または端末動作方法を示す図であ
る。
【図３４】図３４は、本発明の実施例によるストリームの数を示すのに使用される表を示
す図である。
【図３５】図３５は、本発明の実施例によるＤＲＳ ＲＥセットを示すためにＤＲＳ　　
セット指示子フラグを利用することを示す図である。
【図３６】図３６は、本発明の実施例によるＤＣＩフォーマットを示す図である。
【図３７】図３７は、本発明の他の実施例によるＤＣＩフォーマットを示す図である。
【図３８】図３８は、本発明の実施例によるストリームインデックスまたは割り当てられ
たＤＲＳをマッピングするために使用される表を示す図である。
【図３９】図３９は、本発明の実施例によるＤＲＳセット番号フラグ及びＤＲＳセット指
示子フラグでビット値の使用を示す図である。
【図４０】図４０は、本発明のさらに他の実施例によるＤＣＩフォーマットを示す図であ
る。
【図４１】図４１は、本発明のさらに他の実施例によるＤＣＩフォーマットを示す図であ
る。
【図４２】図４２は、本発明のさらに他の実施例によるＤＣＩフォーマットを示す図であ
る。
【図４３】図４３は、本発明の他の実施例による割り当てられたＤＲＳまたはストリーム
インデックスをマッピングするために使用される表を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　この特許文書で、以下で論議される、図１～図４１、及び本発明の原理として記述する
ために使用される多様な実施例は、ただ例として説明するためのものであり、本発明の範
囲を限定しようとするものではない。この発明の属する技術分野における通常の知識を有
する者なら本発明の原理を通じて或る適切に変形された無線通信システムに適用すること
ができることを理解することができる。
【００１７】
　下記の詳細な説明を考慮すれば、ＬＴＥ用語である“ノードＢ（ｎｏｄｅ　Ｂ）”は、
以下で使用された“基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）”に対して同一の対象を異なっ
て示す用語であることを言及する。また、ＬＴＥ用語である“ユーザ端末（ｕｓｅｒ　ｅ
ｑｕｉｐｍｅｎｔまたはＵＥ）”は、以下で使用された“加入者端末（ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）”に対して同一の対象を異なって示す用語である。
【００１８】
　図１は、無線ネットワーク１００の例を示し、これは、本発明の実施例によるメッセー
ジを伝送する。実施例に示されたように、無線ネットワーク１００は、基地局（ＢＳ）１
０１、基地局１０２、基地局１０３及び他の類似の基地局（図示せず）を含む。
【００１９】
　基地局１０１は、インターネット１３０または類似のＩＰ基盤のネットワーク（図示せ
ず）と通信状態にある。
【００２０】
　基地局１０２は、基地局１０２のカバレージ領域１２０内にある第１複数の加入者端末
にインターネット１３０に対する無線広帯域接続を提供する。第１複数の加入者端末は、
小さい事業場（ＳＢ、ｓｍａｌｌ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ）に位置することができる加入者端
末１１１、企業事業場（Ｅ、ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ）に位置することができる加入者端末
１１２、ＷｉＦｉホットスポット（ｈｏｔｓｐｏｔ、ＨＳ）に位置することができる加入
者端末１１３、第１居住地（Ｒ）に位置することができる加入者端末１１４、第２居住地
（Ｒ）に位置することができる加入者端末１１５及び携帯電話、無線ラップトップ、無線
ＰＤＡなどのような移動装置（Ｍ、ｍｏｂｉｌｅ　ｄｅｖｉｃｅ）になることができる加
入者端末１１６を含む。
【００２１】
　基地局１０３は、基地局１０３のカバレージ領域１２５内に位置する第２複数の加入者
端末にインターネット１３０に対する無線広帯域接続を提供する。第２複数の加入者端末
は、加入者端末１１５及び加入者端末１１６を含む。実施例において、基地局１０１～１
０３は、ＯＦＤＭまたはＯＦＤＭＡ技術を利用して、相互、そして加入者端末１１１～１
１６と通信することができる。
【００２２】
　ただ６個の加入者端末が図１に示されたが、無線ネットワーク１００は、追加の加入者
端末に無線広帯域接続を提供することができるものと理解しなければならない。加入者端
末１１５及び加入者端末１１６は、カバレージ領域１２０及びカバレージ領域１２５の両
方の端部（ｅｄｇｅ）に位置することに留意されたい。加入者端末１１５及び加入者端末
１１６の各々は、基地局１０２及び基地局１０３の両方と通信し、当業者に広く知られた
ハンドオフモード（ｈａｎｄｏｆｆ　ｍｏｄｅ）で動作するものと言える。加入者端末１
１１～１１６は、音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び／または他の広帯域サービス
にインターネット１３０を通じて接続することができる。実施例において、１つ以上の加
入者端末１１１～１１６は、ＷｉＦｉ無線ラン（ＷＬＡＮ）のアクセスポイント（ＡＰ）
と関連されることができる。加入者端末１１６は、無線連結可能なラップトップコンピュ
ータ、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄａｔａ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ノートパソコン、
携帯用装置、または他の無線連結可能な装置を含む多数の移動装置のうちいずれか１つに
なることができる。加入者端末１１４及び１１５は、例えば、無線連結可能なパソコン（
ＰＣ）、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイまたは他の装置になることができる。
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【００２３】
　図２は、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ、ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）伝送経路２００の上位レ
ベルを示す図である。図３は、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）受信経路３００の
上位レベルを示す図である。図２及び図３で、ＯＦＤＭＡ伝送経路２００は、基地局１０
２に具現される。また、ＯＦＤＭＡ受信経路３００は、加入者端末１１６に具現され、こ
れらは、ただ説明及び例示のための目的に使用される。しかし、当業者ならＯＦＤＭＡ受
信経路３００が基地局１０２に具現され、ＯＦＤＭＡ伝送経路２００が加入者端末１１６
に具現されることができることを理解することができる。
【００２４】
　基地局１０２において伝送経路２００は、チャネルコーディング及び変調ブロック２０
５、直並列変換（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ、Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２１
０、サイズＮの逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ、Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉ
ｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロック２１５、並直列変換（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ－ｓ
ｅｒｉａｌ、Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック２２０、ＣＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）付着
ブロック２２５、及びアップコンバータ（ＵＣ）２３０、レファレンス信号多重化器２９
０、レファレンス信号割当器２９５を含む。
【００２５】
　加入者端末１１６の受信経路３００は、ダウンコンバータ（ＤＣ）２５５、ＣＰ除去ブ
ロック２６０、直並列変換ブロック２６５、サイズＮの高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ブロ
ック２７０、並直列変換ブロック２７５及びチャネルデコーディング及び復調ブロック２
８０を含む。図２及び図３の少なくとも一部のコンポネントは、ソフトウェアで具現され
ることができ、一方、他のコンポネントは、構成可能な（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｌｅ）ハ
ードウェアまたは構成可能なハードウェアとソフトウェアの組合で具現されることができ
る。特に、本発明の明細書に記述されるＦＦＴブロック及びＩＦＦＴブロックは、構成可
能なソフトウェアアルゴリズムで具現されることができることを言及する。ここで、サイ
ズＮの値は、具現によって調節されることができる。
【００２６】
　さらに、本発明は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）
を実行する実施例に関するものであるが、これは、説明のためのものであり、本発明の範
囲を制限するためのものと解すべきではない。これは、ＦＦＴ機能及びＩＦＦＴ機能は、
簡単に、各々ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）機能及
びＩＤＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ
）に交替されることができる、本発明の代案的実施例があることを認識しなければならな
い。ＤＦＴ及びＩＤＦＴ機能に対する、Ｎ変数の値は、いずれの整数（例えば、１、２、
３、４など）でもよく、一方、ＦＦＴ及びＩＦＦＴ機能に対する、Ｎ変数の値は、２の累
乗になる整数（例えば、１、２、４、８、１６など）になることが分かる。
【００２７】
　基地局１０２で、チャネルコーディング及び変調ブロック２０５は、情報ビットのセッ
トを受信し、コーディング（例えば、ターボコーディング）に適用し、入力信号を変調（
例えば、ＱＰＳＫ、ＱＡＭ）し、周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成する。
直並列変換ブロック２１０は、直列の変調されたシンボルを並列のデータに変換（例えば
、逆多重化（ｄｅ－ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｓ））し、Ｎ個の並列シンボルストリームを生
成する。ここで、Ｎは、基地局１０２及び加入者端末１１６で使用されるＩＦＦＴ／ＦＦ
Ｔサイズである。その後、サイズＮのＩＦＦＴブロック２１５は、Ｎ個の並列シンボルス
トリームにＩＦＦＴ動作を行い、時間ドメイン出力信号を生成する。並直列ブロック２２
０は、サイズＮのＩＦＦＴブロック２１５からの並列の時間ドメイン出力シンボルを変換
（例えば、多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｓ））し、直列の時間ドメイン信号を生成する
。その後、ＣＰ追加ブロック２２５は、時間ドメイン信号にＣＰ（循環前置（ｃｙｃｌｉ
ｃ　ｐｒｅｆｉｘ））を挿入する。最後に、アップコンバータ２３０は、ＣＰ追加ブロッ
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ク２２５の出力を無線チャネルを通じて伝送するための高周波（ＲＦ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ）に変調（例えば、上昇変換（ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔｓ））し、また、この信号は、高
周波に変換される前に、基底帯域（ｂａｓｅｂａｎｄ）でフィルタリンされることができ
る。一実施例において、レファレンス信号多重化器２９０は、ＴＦＤＭ（時間／周波数分
割多重化、ｔｉｍｅ／ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ）またはＣＤＭ（コード分割多重化、ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ）を利用してレファレンス信号を多重化するように動作することができる。レフ
ァレンス信号割当器２９５は、本発明の実施例による方法及びシステムによってＯＦＤＭ
信号でレファレンス信号を動的に割り当てるように動作することができる。
【００２８】
　伝送された高周波（ＲＦ）信号は、無線チャネルを通過した後、加入者端末１１６に到
着し、基地局１０２で行われた動作の逆動作が行われる。ダウンコンバータ２５５は、受
信された信号を基底帯域周波数にダウンコンバートし、ＣＰ除去ブロック２６０は、ＣＰ
を除去し、直列の時間ドメイン基底帯域信号を生成する。直並列変換ブロック２６５は、
時間ドメイン基底帯域信号を変換し、並列の時間ドメイン信号を生成する。その後、サイ
ズＮ ＦＦＴブロック２７０は、ＦＦＴアルゴリズムを行い、Ｎ個の並列の周波数ドメイ
ン信号を生成する。並直列変換ブロック２７５は、並列の周波数ドメイン信号を変調され
たデータシンボルのシーケンスに変換する。チャネルデコーディング及び復調ブロック２
８０は、変調されたシンボルを復調し、デコーディングし、元々の入力データストリーム
を復元する。
【００２９】
　各基地局１０１～１０３は、加入者端末１１１～１１６に対するダウンリンクで伝送と
類似の伝送経路を実行し、加入者端末１１１～１１６からの上向きリンクで受信と類似な
受信経路を実行することができる。同様に、加入者端末１１１～１１６のうち各々のもの
は、基地局１０１～１０３に対する上向きリンクで伝送のためのアキテクチャーによって
伝送経路を実行することができ、基地局１０１～１０３からのダウンリンクで受信のため
のアキテクチャーによって受信経路を行うことができる。
【００３０】
　ＯＦＤＭシステムで全体帯域幅は、サブキャリアと呼ばれる狭帯域（ｎａｒｒｏｗ　ｂ
ａｎｄ）周波数ユニットに分割される。サブキャリアの数は、システムで使用されるＦＦ
Ｔ／ＩＦＦＴサイズＮと同一である。一般的に、周波数スペクトルの端部にあるサブキャ
リアは、保護サブキャリアとして予約されているので、データのために使用されるサブキ
ャリアの数は、Ｎ個より小さい。一般的に、保護サブキャリアには、いずれの情報も伝送
されない。
【００３１】
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【００３２】
　ＬＴＥで、２つの目的でダウンリンクレファレンス信号（ＲＳｓ）が使用される。第一
、端末は、ダウンリンクレファレンス信号を利用してチャネル品質情報（ＣＱＩ、ｃｈａ
ｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ランク情報（ＲＩ、ｒａｎｋ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）及びプリコーダマトリックス情報（ＰＭＩ、ｐｒｅｃｏｄｅｒ
　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を測定する。第二、各端末は、ダウンリンク
レファレンス信号を利用してその自体に対する目的でダウンリンク伝送信号を変調する。
追加に、ダウンリンクレファレンス信号は、３個のカテゴリーに分割される。セル－特定
レファレンス信号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳｓ）、ＭＢＳＦＮ（単一周波数ネ
ットワークを介したマルチメディア放送、ｍｕｌｔｉ－ｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ
　ｏｖｅｒ　ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）レファレンス信
号、及び、端末特定レファレンス信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳｓ）または専用レ
ファレンス信号（ＤＲＳｓ）がそれである。
【００３３】
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【数２】

【００３４】
　端末特定レファレンス信号（または専用ＲＳ：ＤＲＳ）は、ダウンリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
で単一－アンテナ－ポート伝送が支援され、アンテナポート５を通じて伝送される。端末
は、上位階層（上位階層信号）によって端末特定レファレンス信号が存在するか、そして
ＰＤＳＣＨ復調のための有効な相レファレンスであるか否かに対する情報を提供される。
端末特定レファレンス信号は、ただ対応するＰＤＳＣＨがマッピングされたリソースブロ
ックで伝送される。
【００３５】
　ＬＴＥシステムの時間資源は、１０ｍｓｅｃフレームに分割され、そして、各フレーム
は、各々１ｍｓｅｃ期間を有する１０サブフレームにさらに分割される。サブフレームは
、２個の時間スロットに分割され、各々は、０．５ｍｓｅｃの期間を有する。サブフレー
ムは、周波数ドメイン上で多重のリソースブロック（ＲＢｓ）に分割される。ここで、リ
ソースブロック（ＲＢ）は、１２個のサブキャリアで構成される。
【００３６】
　図４は、本発明の実施例による複数の移動端末４０２、４０４、４０６及び４０８と通
信する基地局４２０の図面４００を示す。
　図４に示されたように、基地局４２０は、同時に多重アンテナビームを利用して多重の
移動端末と通信し、各アンテナビームは、同時に同一の周波数で意図された移動端末に向
かって形成される。基地局４２０及び移動端末４０２、４０４、４０６及び４０８は、ラ
ジオ波形（ｒａｄｉｏ　ｗａｖｅ）信号を伝送し受信するために多重アンテナを採択して
いる。ラジオ波形信号は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）信号になることができる。
【００３７】
　一実施例において、基地局４２０は、各移動端末に対して複数のトランスミッタ（ｔｒ
ａｎｓｍｉｔｔｅｒｓ）を通じて同時にビームフォーミングを行う。例えば、基地局４２
０は、ビームフォーミングされた信号４１０を通じてデータを移動端末４０２に伝送し、
ビームフォーミングされた信号４１２を通じてデータを移動端末４０４に伝送し、ビーム
フォーミングされた信号４１４を通じてデータを移動端末４０６に伝送し、ビームフォー
ミングされた信号４１６を通じてデータを移動端末４０８に伝送する。本発明の一実施例
において、基地局４２０は、移動端末４０２、４０４、４０６、及び４０８に同時にビー
ムフォーミングを行うことができる。一実施例において、各ビームフォーミングされた信
号は、同一の時間及び同一の周波数でこれが意図した移動端末に向かって形成される。明
確にするために、基地局から移動端末への通信は、知られたダウンリンク通信に適用され
、また、移動端末から基地局への通信は、上向きリンク通信に適用される。
【００３８】
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　基地局４２０及び移動端末４０２、４０４、４０６及び４０８は、無線信号を伝送し受
信するための多重アンテナを採択する。無線信号は、ラジオ波形信号になることができ、
無線信号は、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）伝送スキームを含む当業者に知られたい
ずれの伝送スキームでも使用することができることを理解しなければならない。
【００３９】
　移動端末４０２、４０４、４０６、及び４０８は、無線信号を受信することができるい
ずれの装置でもよい。移動端末４０２、４０４、４０６、及び４０８の例は、これらに限
定されないが、ＰＤＡ、ラップトップ、モバイルフォン、携帯用装置、またはビームフォ
ーミングされた伝送を受信することができるいずれの他の装置をも含む。
【００４０】
　無線通信チャネルの容量及び信頼度を向上させるために、基地局及び単一移動端末で両
者で多重伝送アンテナ及び多重伝送アンテナを使用することは、単一ユーザ多重入力多重
出力（ＳＵ－ＭＩＭＯ、Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）システムと知られている。ＭＩＭＯシステムは、容量がＫ
で線形増加することを約束する。ここで、Ｋは、伝送（Ｍ）及び受信アンテナ（Ｎ）の最
小数である。例えば、Ｋ＝ｍｉｎ（Ｍ．Ｎ）である。ＭＩＭＯシステムは、空間多重化（
ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、伝送／受信ビームフォーミング、または
伝送／受信ダイバシティ（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）で具現されることができる。
【００４１】
　ＳＵ－ＭＩＭＯの拡張である、多重ユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）は、通信シナリ
オである。これは、多重伝送アンテナを有する基地局が、無線通信チャネルの容量及び信
頼度を向上させるための空間分割多重接続（ＳＤＭＡ、Ｓｐａｔｉａｌ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）のような多重ユーザビームフォーミングスキーム
の使用を通じて、多重（多数の）移動端末と同時に通信することができるということであ
る。
【００４２】
　図５は、本発明の実施例によるＳＤＭＡスキームを示す。
　図５に示すように、基地局４２０が８個の伝送アンテナが装着されたのに対し、移動端
末４０２、４０４、４０６、及び４０８は、各々２個のアンテナが装着される。この実施
例において、基地局４２０は、８個の伝送アンテナを有する。各伝送アンテナは、ビーム
フォーミングされた信号４１０、５０２、５０４、４１２、４１４、５０６、４１６及び
５０８のうち１つを伝送する。この実施例において、移動端末４０２は、ビームフォーミ
ングされた伝送４０１及び５０２を受信し、移動端末４０４は、ビームフォーミングされ
た伝送５０４及び４１２を受信し、移動端末４０６は、ビームフォーミングされた伝送５
０６及び４１４を受信し、移動端末４０８は、ビームフォーミングされた伝送５０８及び
４１６を受信する。
【００４３】
　基地局４２０が８個の伝送アンテナビームを有するので（各アンテナビームは、データ
ストリームのうち１つのデータストリームである）、ビームフォーミングされたデータの
８個のストリームは、基地局４２０に形成される。各移動端末は、この例においてデータ
の最大２個のストリーム（ビーム）を受信することができる（受信することができる能力
を有する）。各移動端末４０２、４０４、４０６、及び４０８は、多重ストリームの代わ
りに、ただデータの１つの断尾をストリーム（ビーム）を受信するように制限される。同
時に、これは、多重ユーザビームフォーミング（すなわち、ＭＵ－ＢＦ、ｍｕｌｔｉ－ｕ
ｓｅｒ　ｂｅａｍ　ｆｏｒｍｉｎｇ）になることができる。
【００４４】
　閉ループ固定コードブック伝送ビームフォーミングは、ＷＩＭＡＸまたは３ＧＰＰ Ｌ
ＴＥのような多くの無線システムで採択された。そのようなシステムに対する説明が例え
ば、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１１で、“Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒ
ｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈ
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　１６：Ａｉｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｆｉｘｅｄ　ａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂ
ｒｏａｄｂａｎｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ”にある。２つの
レファレンスは、いずれもその全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統
合される。閉ループコードブックビームフォーミングシステムにおいて、伝送機は、パイ
ロット信号またはチャネルサウンディング信号を受信機に伝送する。また、受信機は、チ
ャネル情報を測定し、観測されたチャネルに最適にマッチングされるコードブック内の最
適のコードワードを算出する。その後、最適のコードワード情報は、伝送機にフィードバ
ックされる。すると、伝送機は、伝送アンテナビームフォーミングのための最適のコード
ブック情報を使用する。
【００４５】
　本発明の一実施例において、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット１Ａは、ダ
ウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）手順によって開始されるランダムアクセスプロシ
ージャ及び１つのＰＤＳＣＨコードワードの簡略化されたスケジューリングに使用される
。
【００４６】
　次の情報は、ＤＣＩフォーマット１Ａの手段によって伝送される。
　－フォーマット０／フォーマット１Ａ区分のためのフラグ－１ビット。ここで、値０は
、フォーマット０を示し、値１は、フォーマット１Ａを示す。
【００４７】
　フォーマット１Ａは、フォーマット１Ａ　ＣＲＣがＣ－ＲＮＴＩ（セル無線ネットワー
ク臨時識別子、ｃｅｌｌ　ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）とともにスクランブルされる時にのみ、ＰＤＣＣＨ手順によって開始され
るランダムアクセスプロシージャに使用される。また、すべての残されたフィールドは、
次のように設定される。
【００４８】
　－地域化／分散された仮想リソースブロック（ＶＲＢ）割り当てフラグ－１ｂｉｔは、
‘０’に設定される。
【００４９】
【数３】

【００５０】
　－プリエムブルインデックス－６ｂｉｔｓ及び
　－物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）マスクインデックス－４ｂｉｔｓ
　１つのＰＤＳＣＨコードワードの簡略化されたスケジューリング割り当てのためにフォ
ーマット１Ａにすべての残されたビットを０に設定される。
【００５１】
　その他：
　地域化／分散されたＶＲＢ割り当てフラグ-１ｂｉｔ、これは、２００９年３月発行さ
れた、３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０のセクション７．１．６．３、“Ｅ－
ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”で定義された。これ
は、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
【００５２】
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【数４】

【００５３】
【数５】

【００５４】
【数６】

【００５５】
【数７】

【００５６】
　－変調及びコーディングスキーム（ＭＣＳ）－５ｂｉｔｓ、これは、２００９年３月発
行された、３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０のセクション７．１．７、“Ｅ－
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体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
【００５７】
　－ハイブリッド自動繰り返し要請（ＨＡＲＱ）プロセス番号－周波数分割多重化（ＦＤ
Ｄ）に対する３ｂｉｔｓ、時間分割多重化（ＴＤＤ）に対する４ｂｉｔｓ
【００５８】
　－新しいデータ指示子（ＮＤＩ）－１ｂｉｔ。
　フォーマット１Ａ ＣＲＣがＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩまたはＳＩ－ＲＩＴＩによ
ってスクランブルされれば：
【００５９】
【数８】

【００６０】
　その他、他の新しいデータ指示子（ＮＤＩ）ビットは予約される。
　その他のもの
　－新しいデータ指示子（ＮＤＩ）ビット。
　－リダンダンシーバージョン－２ｂｉｔｓ
【００６１】
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のための伝送パワー制御（ＴＰＣ）命令
－２ｂｉｔｓ、これは、２００９年３月発行された、３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８
．６．０のセクション５．１．２．１、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ
　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照とし
て本発明に統合される。
【００６２】
　－もし、フォーマット１Ａ ＣＲＣがＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、またはＳＩ－Ｒ
ＮＴＩによってスクランブルされれば、
　ＴＰＣ命令のＭＳＢ（ｍｏｓｔｓ　ｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｂｉｔ）が予約される。
【００６３】

【数９】

【００６４】
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【数１０】

【００６５】
　－その他のもの
　ＭＳＢ（ｍｏｓｔ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｂｉｔ）を含む２ｂｉｔｓは、ＴＰＣ命
令を示す。
【００６６】
　－ダウンリンク割り当てインデックス（このフィールドは、すべての上向きリンク－ダ
ウンリンク構成に対してＴＤＤに提供される。このフィールドは、ＦＤＤに提供されない
。）－２ｂｉｔｓ。
　フォーマット１Ａで情報ビットの数がフォーマット０の情報ビットの数より小さければ
、ペイロードサイズがフォーマット０の情報ビットの数と同一になるまで０はフォーマッ
ト１Ａに付着される。
【００６７】
　フォーマット１Ａの情報ビットの数が、２００９年３月発行され、その全体が本文書に
記述されたように、参照として本発明に統合された、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”、３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０の
表５．３．３．１．２－１のサイズのうち１つに属すれば、１つの０ビットがフォーマッ
ト１Ａに付着される。
【００６８】
　フォーマット１Ａ ＣＲＣがＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、または、ＳＩ－ＲＮＴＩ
とスクランブルされる時、上記フィールドのうち次のフィールドは、予約される。
【００６９】
　－ＨＡＲＱプロセス数及び
　－ダウンリンク割り当てインデックス（ただＴＤＤだけで使用され、ＦＤＤでは、提供
されない）。
【００７０】
　他の実施例において、ＤＣＩフォーマット２Ａは、ダウンリンク開ループ空間多重化の
ために定義され、これは、２００９年３月発行された、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１２ｖ８
．６．０のセクション５．３．３．１．５Ａ、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｄｉｎｇ”に介在されていて、その全体が本文書に記
述されたように、参照として本発明に統合される。
【００７１】
　次の情報は、ＤＣＩフォーマット２Ａの手段によって伝送される。
　リソース割り当てヘッダー（リソース割り当て形式０／形式１）－１ｂｉｔ、これは、
２００９年３月発行された、３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０のセクション７
．１．６、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”に
定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
【００７２】
　ダウンリンク帯域幅が１０（個の）物理リソースブロック（ＰＲＢｓ）と同一であるか
、少なければ、リソース割り当てヘッダーは、存在せず、リソース割り当て形式０が推定
される。
【００７３】
　－リソースブロック割り当て：
　リソース割り当て形式０に対して２００９年３月発行された、３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．
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２１３ ｖ８．６．０のセクション７．１．６．１、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”に定義され、その全体が本文書に記述されたよう
に、参照として本発明に統合される。
【００７４】
【数１１】

【００７５】
【数１２】

【００７６】
　Ｐの値は、ダウンリンクリソースブロックの数に依存し、これは、２００９年３月発行
された、３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０の下部項目［７．１．６．１］、“
Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”に示されていて
、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
【００７７】
　－ＰＵＣＣＨのためのＴＰＣ命令－２ｂｉｔｓ、これは、２００９年３月発行された、
３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０のセクション５．１．２．１、“Ｅ－ＵＴＲ
Ａ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”に定義されていて、その全
体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
【００７８】
　－ダウンリンク割り当てインデックス（このフィールドは、すべての上向きリンク－ダ
ウンリンク構成のためにＴＤＤで提供される。このフィールドは、ＦＤＤでは提供されな
い。）－２ｂｉｔｓ
【００７９】
　－ＨＡＲＱプロセス番号－３ｂｉｔｓ（ＦＤＤ）、４ｂｉｔｓ（ＴＤＤ）。
【００８０】
　－コードワードスワップフラグのための伝送ブロック-１ｂｉｔ。
　追加に、伝送ブロック１に対して：
【００８１】
　－変調及びコーディングスキーム－５ｂｉｔｓ、これは、２００９年３月発行された、
３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０のセクション７．１．７、“Ｅ－ＵＴＲＡ、
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”に定義されていて、その全体が
本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
【００８２】
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　－新しいデータ指示子（ＮＤＩ）－１ｂｉｔ。
　－リダンダンシーバージョン-２ｂｉｔｓ。
【００８３】
　追加に伝送ブロック２に対して：
　－変調及びコーディングスキーム－５ｂｉｔｓ、これは、２００９年３月発行された、
３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０のセクション７．１．７、“Ｅ－ＵＴＲＡ、
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”に定義されていて、その全体が
本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
【００８４】
　－新しいデータ指示子（ＮＤＩ）－１ｂｉｔ。
　－リダンダンシーバージョン-２ｂｉｔｓ。
【００８５】
　プリコーディング情報－ビット（ｂｉｔｓ）の数、これは、２００９年３月発行された
、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｄｉｎｇ
”、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１２ｖ８．６．０の表５．３．３．１．５Ａ－１に特定され
ていて、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
【００８６】
　両方の伝送ブロックが可能なら（活性化されれば）、コードワードマッピングのための
伝送ブロックが２００９年３月発行された、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ
　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｄｉｎｇ”、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１２ｖ８．６．０
の表５．３．３．１．５Ａ－１によって特定される。この文書は、その全体が本文書に記
述されたように、参照として本発明に統合される。
【００８７】
　伝送ブロックのうち１つが不可能なら（不活性化されれば）、コードワードスワップフ
ラグに対する伝送ブロックが予約され、コードワードマッピングのための伝送ブロックが
、２００９年３月発行された、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｄｉｎｇ”、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１２ｖ８．６．０の表５．３．
３．１．５－２によって特定される。この文書は、その全体が本文書に記述されたように
、参照として本発明に統合される。
【００８８】
　プリコーディング情報フィールドは、２００９年３月発行された、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｄｉｎｇ”、３ＧＰＰ ＴＳ ３
６．２１２ ｖ８．６．０の表５．３．３．１．５Ａ－１によって定義され、この文書は
、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される．単一の活性化
されたコードワードのために、表５．３．３．１．５Ａ－２のインデックス１は、ただ、
伝送ブロックがあらかじめ開ループ空間多重化とともに２階層を利用して伝送されたら、
対応する伝送ブロックの再伝送だけのために支援される。
【００８９】
　２個のアンテナフォトを介した伝送に対して、プリコーディング情報フィールドは提供
されない。伝送階層の数は、コードワードの両方が活性化されれば、２個と同一である。
コードワード０が活性化され、コードワード１が不活性化されれば、伝送ダイバシティが
使用される。
【００９０】
　フォーマット２Ａで情報ビットの数が表５．３．３．１．２－１のサイズのうちいずれ
か１つに属する場合、１つのゼロ（０）ビットがフォーマット２Ａに付着される。
　変調手順決定（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ　ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）は
、空間多重化のために２００９年３月発行された、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．
６．０のセクション７．１．７．１、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｌａｙｅｒ Ｐ
ｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本
発明に統合される。
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【００９２】
【数１４】

【００９３】
【数１５】

【００９４】
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【数１６】

【００９５】
　この文書は、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
この時、伝送ブロックが下記で特定されたＤＣＩフォーマット２及び２Ａで不活性化され
た場合は、除外される。伝送ブロックが２－階層空間多重化に対してマッピングされてい
ない場合、ＴＢＳは、２００９年３月発行された、“Ｅ－ＵＴＲＡ、ＰｈｙｓｉｃａｌＬ
ａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”、３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０のセ
クション７．１．７．２．１の手続（ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）によって決定される。この文
書は、その全体が本明細書に記述されたように、参照として本発明に統合される。伝送ブ
ロックが２－階層空間多重化に対してマッピングされていない場合、ＴＢＳは、２００９
年３月発行された、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒ
ｅｓ”、３ＧＰＰ　ＴＳ ３６．２１３ ｖ８．６．０のセクション７．１．７．２．２の
手続（ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）によって決定される。この文書は、その全体が本明細書に記
述されたように、参照として本発明に統合される。
【００９６】

【数１７】

【００９７】
　ＰＤＣＣＨでシグナリングされたＮＤＩ及びＨＡＲＱプロセスＩＤ及び上述したことに
よって決定されたＴＢＳは、上位階層で伝達される。
　復調レファレンス信号（ＤＭＲＳｓ、Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　ｓｉｇｎａｌｓ）は、各端末の変調のために提供される。或る場合には、ＤＭＲＳは、
各端末に対して専用ＲＳ（ＤＲＳ）になることができ、１つの端末に提供されたＲＳは、
同一の周波数帯域で隣接するか、または、同一のサブフレーム内で、他の周波数帯域でス
ケジューリングされた他の端末により使用されることができないことを意味する。多重－
アンテナ伝送の場合で、ＤＲＳの数は、多重データストリームの数の復調のために提供さ
れる。そして、各ＤＲＳは、時にはデータストリームに使用される同一のプリコーダにプ
リコーディングされる。
【００９８】
　図６は、本発明の実施例によるレファレンス信号パターンを示す。
　図６は、２－ＤＲＳパターン６１０及び４－ＤＲＳパターン６２０を示す。レファレン
ス信号パターン６１０は、最大２階層伝送を支援することができるＦＤＭ／ＴＤＭパイロ
ットパターンである。レファレンスパターン６１０で、ＤＲＳ ＲＥは、２個のグループ
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に分割され、ＲＥは、０及び１でラベルが付いて分類される。ラベル０が付いたＤＲＳ 
ＲＥは、階層０に対するＤＲＳを伝達し、一方、ラベル１が付いたＤＲＳ ＲＥは、階層
１に対するＤＲＳを伝達する。
【００９９】
　レファレンス信号パターン６２０は、最大４階層伝送を支援するＣＤＭ／ＦＤＭパイロ
ットパターンである。ここで、ＤＲＳ ＲＥは、さらに２個のグループに分類され、それ
らのうち１つは、０、１のラベルが付いて分類され、他の１つのグループは、２、３のラ
ベルが付いて分類される。例えば、ラベル０、１が付いたＤＲＳ ＲＥは、階層０及び１
に対するＤＲＳを伝達する。ここで、２レイヤーのＲＳは、コード分割多重化（ＣＤＭｅ
ｄ、ｃｏｄｅ－ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ）される。ラベルが０、１が
付いた２個の隣接したＤＲＳ ＲＥで、階層０に対するＤＲＳシンボルｒ０は、その結果
が［ｒ０ｒ０］であるワルシコード（Ｗａｌｓｈ　ｃｏｄｅ）［１１］によって拡散され
た個のＲＥにマッピングされ、階層１に対するＤＲＳシンボルｒ１は、その結果が［ｒ１
－ｒ１］であるワルシコード［１－１］によって拡散された２個のＲＥにマッピングされ
る。
【０１００】
　一実施例において、第１端末及び第２端末は、サブフレーム内でスケジューリングされ
るものと推定される。
【０１０１】
　１つのＭＵ－ＭＩＭＯ伝送モードで、第１端末のための、第１ＤＲＳパターンを意味す
るｉ＿ＤＲＳ＝０、ＤＲＳ（０）は、この端末のために使用される。
【０１０２】
　第２端末のための、２番目のＤＲＳパターンを意味するｉ＿ＤＲＳ＝１、ＤＲＳ（１）
は、この端末のために使用される。
【０１０３】
　図７は、本発明の実施例によるユーザ装置の観点からレファレンスパターン６１０のレ
ファレンス信号セクション（部分）及びデータ部分を示す。
　図７は、レファレンスパターン６１０のＤＲＳ部分及びデータ部分上の第１及び第２端
末の行動／観測を示す。レファレンス信号パターン７１０に示すように、第１端末は、た
だＤＲＳ（０）だけをパイロットＲＥとして認識することができ、他のＲＥ（ＣＲＳ及び
ＤＲＳ（０）は除外）は、第１端末によりデータＲＥとして認識される。一方、レファレ
ンス信号パターン７２０から分かるように、第２端末は、ＤＲＳ（１）をただパイロット
ＲＥとして認識することができ、他のＲＥ（ＣＲＳ及びＤＲＳ（１）は除外）は、第２端
末によりデータＲＥとして認識される。
【０１０４】
　図８は、本発明の他の実施例によって２個のユーザ装置の観点からレファレンスパター
ン６１０のレファレンス信号部分及びデータ部分を示す。
【０１０５】
　他のＭＵ－ＭＩＭＯモードで、第１端末のための、第１ＤＲＳパターンを意味するＮ＿
ＤＲＳ＝２及びＩ＿ＤＲＳ＝０、ＤＲＳ（０）は、この端末のために使用される。第２端
末のための、第２ＤＲＳパターンを意味するＮ＿ＤＲＳ＝２及びＩ＿ＤＲＳ＝１、ＤＲＳ
（１）は、この端末のために使用される。
【０１０６】
　このような推定とともに、図８は、本発明の他の実施例によるレファレンスパターン６
１０のＤＲＳ部分及びデータ部分での各端末の観測を示す。レファレンス信号パターン８
１０に示すように、第１端末は、ＤＲＳ（０）をただパイロットＲＥとして認識すること
ができ、他のＲＥ（ＣＲＳＤＲＳ（０）及びＤＲＳ（１）は除外）は、第１端末によりデ
ータＲＥとして認識される。一方、レファレンス信号パターン８２０に示すように、第２
端末は、ＤＲＳ（１）をただパイロットＲＥとして認識することができ、他のＲＥ（ＣＲ
Ｓ、ＤＲＳ（０）、ＤＲＳ（１）は除外）は、第２端末によりデータＲＥとして認識され
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る。
【０１０７】
　多重端末が同一の周波数帯域で共通－スケジューリングされる時、第１番号のストリー
ムが第１端末に伝送され、第２番号のストリームが第２端末に伝送される。多重ユーザＭ
ＩＭＯ伝送で各端末のＤＲＳをｅＮｏｄｅＢに対して提供するために、少なくとも２個の
可能な方法が存在する。
【０１０８】
　第１ＭＵ－ＭＩＭＯ方法で、ｅＮｏｄｅＢは、端末にＤＲＳの直交するセットを提供し
、ここで、第１及び第２端末は、第１及び第２番号の直交ＤＲＳを受信することができる
。第１番号及び第２番号のＤＲＳは、例えば、ＦＤＭ／ＴＤＭまたはＣＤＭにより直交し
、多重化される。さらに、第１及び第２端末は、同一の時間－周波数リソースで共通－ス
ケジューリングされた他の端末が存在することができることを認識することができる。
【０１０９】
　第２ＭＵ－ＭＩＭＯ方法で、ｅＮｏｄｅＢは、第１及び第２番号のＤＲＳを第１及び第
２端末に提供する。この方法で、第１番号及び第２番号のＤＲＳは、直交的に多重化され
なくてもよい。さらに、第１及び第２端末は、同一の時間－周波数リソースで共通－スケ
ジューリングされた他の端末が存在することができることを認識しなくてもよい。
【０１１０】
　１つの例において、第１及び第２端末は、ｅＮｏｄｅＢによって同一の周波数帯域で共
通スケジューリングされる。ここで、第１端末は、ストリーム０を受信することができ、
第２端末は、ストリーム１を受信することができる。
【０１１１】
　第１ＭＵ－ＭＩＭＯ方法を利用する時、第１端末は、ストリーム０とＤＲＳ０を一緒に
受信することができる。一方、第２端末は、ストリーム１とＤＲＳ１を一緒に受信するこ
とができる。図６は、ＦＤＭ／ＴＤＭ及びＣＤＭを有する特定ＤＲＳパターンを示すこと
ができる。例えば、ＦＤＭレファレンス信号パターン６１０で、第１端末は、ラベル０を
有するＲＳ ＲＥでＤＲＳを受信することができる。一方、第２端末は、ラベル１を有す
るＲＳ ＲＥでＤＲＳを受信することができる。第１端末がダウンリンク伝送を受信し、
他の端末が時間－周波数リソースで共通スケジューリングされたことを認知することがで
きれば、第１端末は、他のＤＲＳ ＲＥ（例えば、ラベル１が付いたＲＳ ＲＥ）で干渉チ
ャネルを測定し、復調に対する干渉情報を使用することを試みることができる。
【０１１２】
　第２ＭＵ－ＭＩＭＯ方法を使用する時、第１及び第２端末のＤＲＳは、直交多重化が必
ず必要なものではない。また、各端末は、端末がダウンリンク伝送を受信した時、時間－
周波数リソースで共通スケジューリングされた端末はないものと推定する。言い換えれば
、このＭＵ－ＭＩＭＯ方法で、端末は、ｅＮｏｄｅＢからＳＵ－ＭＩＭＯ伝送を期待する
。１つの例において、第１及び第２端末は、両方ともＲＳ ＲＥ（例えば、図６でラベル
０が付いたＲＳ ＲＥ）の同一のセットでＤＲＳを受信することができる。
【０１１３】
　ｅＮｏｄｅＢセルの時間－周波数リソースで単一ユーザ伝送の場合、ＲＳスクランブル
が端末に対して所望のＲＳ信号（重畳されるかまたは歪曲された信号のうち当該端末に対
して伝送された信号）のセル間の干渉独立を形成するために使用されることができる。各
ダウンリンク伝送で、端末は、所望のＲＳ信号のスーパーポジション（ｓｕｐｅｒｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ：重畳された信号）、他のセルから干渉されたＲＳ信号及び雑音である歪曲さ
れたＲＳ信号を受信する。セルに特定されたＲＳスクランブルシーケンスとともに、端末
により認識されたセル間干渉は、所望のＲＳ信号を独立させる（所望のＲＳ信号だけを分
離する）。これは、チャネル推定を可能にする。
【０１１４】
　多重ユーザ伝送の場合、ＤＲＳスクランブルのさらに多い考慮がチャネル推定及びセル
間干渉推定に対して必要である。ＤＲＳスクランブルは、２つの方法が存在する。端末特
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定スクランブル方法で、ＤＲＳ０及びＤＲＳ１は、端末特定方法でスクランブルされる。
セル特定スクランブル方法で、ＤＲＳ０及びＤＲＳ１は、セル特定方法でスクランブルさ
れる。
【０１１５】
　一実施例において、ＤＲＳは、端末特定スクランブル方法でスクランブルされ、第１Ｍ
Ｕ－ＭＩＭＯ方法が使用される。２つの端末は、ＤＲＳの２個のセットに対してリソース
の２個の直交セット（ＤＲＳ ＲＥ）を有することができる。この場合、第２端末が第１
端末のＤＲＳに対してＲＳ ＲＥを認識することができるとしても、第２端末は、第１端
末の識別子（ｉｄ）を知らないので、第２端末は、第１端末のストリームに対して使用さ
れるスクランブルシーケンスを知らないことがある。このような場合、第２端末は、干渉
チャネルを推定することができない。一方、第２ＭＵ－ＭＩＭＯ方法が使用される時、２
個の端末は、ＤＲＳ ＲＥの同一のセットでそれらのＤＲＳを受信することができる。Ｄ
ＲＳ ＲＥのセットで、第２端末は、所望のＲＳ信号のスーパーポジション、第２端末に
対して意図されて干渉されたＲＳ信号及び雑音である歪曲されたＲＳ信号を受信すること
ができる。スクランブルシーケンスが端末に特定されたものである時、干渉されたＲＳ信
号は、第２端末に対して所望のＲＳ信号として独立される。これは、第２端末が第１端末
を目的にした干渉チャネルから分離するように当該チャネルを測定することを可能にする
。
【０１１６】
　他の実施例で、ＤＲＳは、セル特定スクランブル方法を利用してスクランブルされ、第
１ＭＵ－ＭＩＭＯ方法が使用される。２個の端末は、ＤＲＳの２個のセットに対してリソ
ース（ＤＲＳ ＲＥｓ）の２個の直交セットを有することができる。この場合で、第２端
末が第１端末のＤＲＳに対してＲＳ ＲＥを知ることができれば、ＤＲＳは、セル特定さ
れたものなので、第１端末のストリームに対してＤＲＳとして使用されるスクランブルシ
ーケンスが知ることができる。この場合、第２端末は、ラベル０が付いたＤＲＳ ＲＥで
伝送された干渉されたチャネルを推定することができる。一方、第２ＭＵ－ＭＩＭＯ方法
が使用される時、２個の端末は、ＤＲＳ ＲＥの同一のセットでそれらのＤＲＳを受信す
ることができる。ＤＲＳ ＲＥのセットで、第２端末は、所望のＲＳ信号のスーパーポジ
ション、第２端末に対して干渉されたＲＳ信号、及び雑音である歪曲されたＲＳ信号を受
信することができる。スクランブルシーケンスがセルで特定されたものである場合、干渉
されたＲＳ信号は、所望のＲＳ信号とともに第２端末に合わせて調節される。この場合、
第２端末は、ただ所望のチャネル及び干渉チャネルが重畳されたチャネルだけを測定する
ことができる。これは、復調性能を劣化させることができる。
【０１１７】
　したがって、１つのスクランブル方法は、両方のＭＵ－ＭＩＭＯシナリオで、復調性能
及びチャネル推定向上を普遍的に提供することができない。したがって、本発明は、無線
通信システムがＭＵ－ＭＩＭＯモードに少なくとも部分的に基礎したスクランブル方法を
適応させるためのシステム及び方法を提供する。
【０１１８】
　或る実施例において、端末特定スクランブル方法は、各ＤＲＳに対して初期シード（ｉ
ｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｓｅｅｄ）を有する。初期シードは、端末識別子（ＵＥ－
ｉｄ）またはＲＮＴＩ数に依存する。初期シードは、アンテナポート識別子またはセル識
別子に依存してもよく、または依存しなくてもよい。
【０１１９】
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【数１８】

【０１２０】
【数１９】

【０１２１】

【数２０】

【０１２２】
　他の実施例において、セル特定スクランブル方法は、各ＤＲＳに対して初期シードを有
する。また、初期シードは、セル識別子に依存する。初期シードは、アンテナポート識別
子または端末識別子またはＲＮＴＩに依存してもよく、または依存しなくてもよい。
【０１２３】
【数２１】

【０１２４】
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【数２２】

【０１２５】
【数２３】

【０１２６】
　スクランブルシーケンスが開始されれば、例えば、“ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴ
ＥＭ　ＦＯＲ　ＭＵＬＴＩ－ＬＡＹＥＲ　ＢＥＡＭＦＯＲＭＩＮＧ”の名称で、２０１０
年３月２９日付で米国正規出願、出願番号１２／７４９、３４０に記述された方法及びシ
ステムによって、スクランブルシーケンスが生成される。この出願文書は、その全体が本
明細書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
【０１２７】
　図９は、本発明の実施例によるレファレンス信号シーケンスを生成しマッピングするた
めのシステムを示す。
　図９に示すように、システム９００は、２個の過程で、複数のＲＳシーケンスを生成し
、生成されたＲＳシーケンスをアンテナポートの番号にマッピングする。生成されたＲＳ
シーケンスは、セル特定アンテナポートまたは端末特定（または専用）アンテナポートに
マッピングされる。
【０１２８】

【数２４】

【０１２９】
　図１０は、本発明の実施例によるダウンリンクグラント（ＤＬ　ｇｒａｎｔ：端末に対
して割り当てられたダウンリンク伝送資源を通知するために伝送される信号）に対して使
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用されるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ、ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏ
ｒｍ　ａｔｉｏｎ）フォーマットを要約した表１０００を示す。
【０１３０】
　ＭＵ－ＭＩＭＯを支援するために、ｅＮｏｄｅＢ（または基地局）は、上位階層シグナ
リングによって端末に対する伝送モードを決定することができる。伝送モードで、ｅＮｏ
ｄｅＢは、ダウンリンク伝送の多重形式、例えば、１つは、一般伝送のためのもの、他の
ものは、待機（ｆａｌｌｂａｃｋ）伝送のためのものなどでスケジューリングすることが
できる。伝送の他の形式に対して、ｅＮｏｄｅＢは、ダウンリンクグラント（ＤＬ　ｇｒ
ａｎｔ）のために他のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ、ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｉｎｆｏｒｍ　ａｔｉｏｎ）フォーマットを伝送する。
【０１３１】
　表１０００に示すように、一般伝送モードは、ＤＣＩフォーマット２Ａ’によってスケ
ジューリングされ、伝送が半永久的伝送資源に対するスケジューリング（ＳＰＳ、ｓｅｍ
ｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）Ｃ－ＲＮＴＩまたはＣ－ＲＮＴＩに
よって構成されるか否かは、無視される。この実施例において、２Ａ’は、フォーマット
２Ａから少し変形されたバージョンを示すものであることを言及する。一般伝送モードで
、端末は、２個のストリームと関連した最大２個のＤＲＳ及び最大２個のストリームを受
信することができる。また、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、最大２個のデータストリーム及
び最大２個のＤＲＳを時間－周波数リソースのユニットで端末の数でスケジューリングす
ることができる。一般伝送モードで端末は、２個のＤＲＳのためのＤＲＳ ＲＥがそれら
自分に対してデータシンボルを伝送しないことを認識する。一方、待機モードは、ＤＣＩ
フォーマット１Ａによってスケジューリングされる。Ｃ－ＲＮＴＩによってダウンリンク
伝送が構成される時、待機伝送は、伝送ダイバシティまたは単一－階層ビームフォーミン
グスキームである。ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩによってダウンリンク伝送が構成される時、待
機伝送は、単一階層ビームフォーミングであり、ここで、ＤＲＳポートインデックスは、
物理階層（ＰＨＹ　ｌａｙｅｒ）ではなく、上位階層で半－静的に（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔ
ｉｃａｌｌｙ）シグナリングされる。基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、最大２個の端末に対し
て最大２個のＤＣＩフォーマット１Ａを伝送することによって、同一の時間周波数リソー
スで上位階層によって割り当てられる他のＤＲＳポートインデックスで最大２個の端末を
スケジューリングできる。
【０１３２】
　半－静的にＤＲＳポートが割り当てられる時、多様な方法が本発明で記述されたように
使用される。例えば、端末識別子は、割り当てられたＤＲＳポートと関連する。または偶
数端末識別子を有する端末は、ＤＲＳポート０を有するのに対し、一方、奇数端末識別子
を有する端末は、ＤＲＳポート１を有することができる。
【０１３３】
　表１０００に示されたように、基地局は、動的スケジューリングのためにＣ－ＲＮＴＩ
（ｃｅｌｌ　ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
）を利用してダウンリンク制御情報（ＤＣＩ、ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎ
ｆｏｒｍ　ａｔｉｏｎ）フォーマットのＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　
ｃｈｅｃｋ）ビットをスクランブルし、半永久的スケジューリングのために、半永久的ス
ケジューリング（ＳＰＳ）Ｃ－ＲＮＴＩを利用してＤＣＩフォーマットのＣＲＣビットを
スクランブルする。
【０１３４】
　Ｃ－ＲＮＴＩがＣＲＣビットをスクランブルするために使用されれば、基地局は、単一
階層ビームフォーミングスキームまたは伝送ダイバシティ伝送スキームを示すために待機
フォーマットであるＤＣＩフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成する
。また、基地局は、伝送チャネル（ＣＣＥ）ドメインの共通またはユーザ装置－特定検索
空間（ｃｏｍｍｏｎ　ｏｒ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａ
ｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）でダウンリンク伝送グラントを伝送する。また、基地局は、デュア
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ル専用レファレンス信号（ＤＲＳ）ポート伝送スキームまたは単一ＤＲＳポート伝送スキ
ームを示すためにデュアル階層ビームフォーミングフォーマットであるＤＣＩフォーマッ
トを利用してダウンリンク伝送グラントを生成する。また、基地局は、ＣＣＥドメインの
ユーザ装置－特定検索空間（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａ
ｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）でダウンリンク伝送グラントを伝送する。
【０１３５】
　もし、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩがＣＲＣビットをスクランブルするために使用されれば、
基地局は、単一ＤＲＳポート伝送スキームを示すために待機フォーマットであるＤＣＩフ
ォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成する。また、基地局は、ＣＣＥド
メインの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。基
地局は、デュアルＤＲＳポート伝送スキームまたは単一ＤＲＳポート伝送スキームを示す
ためにデュアル階層ビームフォーミングフォーマットであるＤＣＩフォーマットを利用し
てダウンリンク伝送グラントを生成する。また、基地局は、ダウンリンク伝送グラントを
ＣＣＥドメインのユーザ装置特定検索空間で伝送する。
【０１３６】
　図１１は、本発明の実施例による基地局を動作させる方法１０１０を示す。
　図１１に示すように、方法１０１０は、動的スケジューリングのために、セル無線ネッ
トワーク臨時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を利用してダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォー
マットのＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）ビットをスクラン
ブルすることを含む。また、その方法１０１０は、半永久的スケジューリングのために、
半永久的スケジューリング（ＳＰＳ）Ｃ－ＲＮＴＩを利用してダウンリンク制御情報（Ｄ
ＣＩ）フォーマットのＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）ビッ
トをスクランブルすることを含む（ブロック１０１１）。Ｃ－ＲＮＴＩがＣＲＣビットを
スクランブルするために使用されれば（ブロック１０１３）、方法１００１は、伝送ダイ
バシティ伝送スキームまたは単一階層ビームフォーミングスキームを示すために、待機フ
ォーマットを有するＤＣＩフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成する
ことを含む（ブロック１０１５）。また、方法１００１は、制御チャネル（ＣＣＥ）ドメ
インの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送することを
含む（ブロック１０１７）。また、方法１００１は、デュアル階層ビームフォーミングフ
ォーマットであるＤＣＩフォーマットを利用してデュアル専用レファレンス信号（ＤＲＳ
）ポート伝送スキームまたは単一ＤＲＳポート伝送スキームを示すためにダウンリンク伝
送グラントを生成することを含む（ブロック１０１９）。また、方法１００１は、制御チ
ャネル（ＣＣＥ）ドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送
することを含む（ブロック１０２１）。
【０１３７】
　ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩがＣＲＣビットをスクランブルするために使用されれば（ブロッ
ク１０１３）、方法１００１は、単一ＤＲＳポート伝送スキームを示すために、待機フォ
ーマットであるＤＣＩフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成すること
を含む（ブロック１０２３）。また、方法１００１は、制御チャネル（ＣＣＥ）ドメイン
の共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送することを含む
（ブロック１０２５）。また、方法１００１は、デュアル階層ビームフォーミングフォー
マットであるＤＣＩフォーマットを利用してデュアル専用レファレンス信号（ＤＲＳ）ポ
ート伝送スキームまたは単一ＤＲＳポート伝送スキームを示すためにダウンリンク伝送グ
ラントを生成することを含む（ブロック１０２７）。また、方法１００１は、制御チャネ
ル（ＣＣＥ）ドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する
ことを含む（ブロック１０２９）。
【０１３８】
　さらに、表１０００に示されたように、端末（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ）は、ダウンリン
ク伝送グラントを基地局から受信する。端末は、セル無線ネットワーク臨時識別子（Ｃ－
ＲＮＴＩ）キーを利用してダウンリンク伝送グラントのＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕ
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ｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）ビットをデスクランブル（ｄｅ－ｓｃｒａｍｂｌｅ）し、半
永久的スケジューリング（ＳＰＳ）Ｃ－ＲＮＴＩキーを利用してダウンリンク伝送グラン
トのＣＲＣビットをデスクランブルする。
【０１３９】
　もし、Ｃ－ＲＮＴＩキーは、ＣＲＣビットを成功的にデスクランブルすれば、端末は、
ダウンリンク伝送グラントにダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットとして待機フ
ォーマットまたはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを活用するか否かを判断
する。もし、ダウンリンク伝送グラントに待機フォーマットとしてＤＣＩフォーマットを
活用すれば、端末は、基地局が伝送ダイバシティ伝送スキームを使用するか、または、単
一階層ビームフォーミングスキームが使用するかを判断する。もし、ダウンリンク伝送グ
ラントにデュアル階層ビームフォーミングフォーマットとしてＤＣＩフォーマットを活用
すれば、端末は、基地局がデュアル専用レファレンス信号（ＤＲＳ、ｄｕａｌ－ｄｅｄｉ
ｃａｔｅｄ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）ポート伝送スキームを使用するか、ま
たは、単一ＤＲＳポート伝送スキームを使用するかを判断する。
【０１４０】
　ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩキーがＣＲＣビットを成功的にデスクランブルすれば、端末は、
ダウンリンク伝送グラントにＤＣＩフォーマットとして待機フォーマットを活用するかま
たはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを活用するかを判断する。もし、ダウ
ンリンク伝送グラントにＤＣＩフォーマットとして待機フォーマットを活用すれば、端末
は、基地局によって単一ＤＲＳポート伝送スキームが使用されるように決定する。ダウン
リンク伝送グラントにＤＣＩフォーマットとしてデュアル階層ビームフォーミングフォー
マットが活用されれば、端末は、基地局によってデュアルポート伝送スキームが使用され
るか、または、単一ＤＲＳポート伝送スキームが使用されるかを判断する。
【０１４１】
　図１２は、本発明の実施例による端末動作の方法１０５０を示す。
　図１２に示すように、方法１０５０は、基地局からダウンリンク伝送グラントを受信（
ブロック１０５１）することを含む。また、方法１０５０は、端末は、セル無線ネットワ
ーク臨時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）キーを利用してダウンリンク伝送グラントのＣＲＣ（ｃ
ｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）ビットをデスクランブル（ｄｅ－ｓｃ
ｒａｍｂｌｅ）し、半永久的スケジューリング（ＳＰＳ）Ｃ－ＲＮＴＩキーを利用してダ
ウンリンク伝送グラントのＣＲＣビットをデスクランブルすることを含む（ブロック１０
５３）。
【０１４２】
　もし、Ｃ－ＲＮＴＩキーがＣＲＣビットを成功的にデスクランブルすれば（ブロック１
０５５）、方法は、ダウンリンク伝送グラントにダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォー
マットとして待機フォーマットまたはデュアル階層ビームフォーミングフォーマットを活
用するか否かを判断することを含む（ブロック１０５７）。もし、ダウンリンク伝送グラ
ントに待機フォーマットとしてＤＣＩフォーマットを活用すれば、方法１０５０は、端末
は、基地局が伝送ダイバシティ伝送スキームを使用するか、または、単一階層ビームフォ
ーミングスキームが使用するかを判断することをさらに含む（ブロック１０５９）。もし
、ダウンリンク伝送グラントにデュアル階層ビームフォーミングフォーマットとしてＤＣ
Ｉフォーマットを活用すれば、方法１０５０は、基地局がデュアル専用レファレンス信号
（ＤＲＳ、ｄｕａｌ－ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）ポート
伝送スキームを使用するか、または、単一ＤＲＳポート伝送スキームを使用するかを判断
することをさらに含む（ブロック１０６１）。
【０１４３】
　もし、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩキーがＣＲＣビットを成功的にデスクランブルすれば（ブ
ロック１０５５）、方法１０５０は、ダウンリンク伝送グラントにＤＣＩフォーマットと
して待機フォーマットを活用するかまたはデュアル階層ビームフォーミングフォーマット
を活用するかを判断することを含む（ブロック１０６３）。もし、ダウンリンク伝送グラ
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ントにＤＣＩフォーマットとして待機フォーマットを活用すれば、方法１０５０は、基地
局によって単一ＤＲＳポート伝送スキームが使用されるようにすることをさらに含む（ブ
ロック１０６５）。もし、ダウンリンク伝送グラントにＤＣＩフォーマットとしてデュア
ル階層ビームフォーミングフォーマットが活用されれば、方法１０５０は、基地局によっ
てデュアルポート伝送スキームが使用されるか、または、単一ＤＲＳポート伝送スキーム
が使用されるかを判断することをさらに含む（ブロック１０６７）。
【０１４４】
　図１３は、本発明の実施例による専用レファレンス信号（ＤＲＳ）インデックス及びス
トリームインデックスに活性化されたコードワードをマッピングすることを示す表１１０
０を示す。
【０１４５】
　本発明の実施例において、ストリーム（及びＤＲＳ）インデックスは、ＤＣＩフォーマ
ットで活性化されたコードワード（ＣＷ、ｃｏｄｅｗｏｒｄ）を利用して示される。また
、ストリームインデックス及びＤＲＳインデックスに対する活性化されたＣＷのマッピン
グは、例えば、表１１００に示すように、記述されることができる。
【０１４６】
　図１４は、本発明の実施例による専用レファレンス信号（ＤＲＳ、ｄｅｄｉｃａｔｅｄ
　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）インデックス及びストリームインデックスに不活
性化されたコードワードの新しいデータ指示子（ＮＤＩ）ビットをマッピングすることを
示す表１２００を示す。
【０１４７】
　図１４に示すように、ストリーム（及びＤＲＳ）インデックスは、ＤＣＩフォーマット
で不活性化されたコードワードに対してＮＤＩビットを利用して示される。ストリームイ
ンデックス及びＤＲＳインデックスに対する不活性化されたコードワードのＮＤＩビット
のマッピングは、例えば、表１２００に示すように、記述されることができる。
【０１４８】
　図１５は、本発明の他の実施例によるｅＮｏｄｅＢまたは基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔ
ｉｏｎ）の動作方法１３００を示す。
【０１４９】
　一実施例において、ＤＲＳスクランブル方法の選択は、ダウンリンクグラントを利用し
て基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が端末に通知する。図１５に示すように、基地局は、スケジュ
ーリングされた端末のＤＲＳをスクランブルするためにセル特定スクランブル方法を使用
するかまたは端末特定スクランブル方法を使用するか判断する（ブロック１３０１）。も
し、基地局がセル特定スクランブル方法を使用することに決定すれば、基地局は、基地局
によって使用されるセル特定スクランブル方法に対する情報が運ばれたダウンリンクグラ
ントを伝達し（ブロック１３０３）、セル特定スクランブル方法を利用してスケジューリ
ングされた端末に対するＤＲＳをスクランブルする（ブロック１３０５）。もし、基地局
が端末特定スクランブル方法を使用することに決定すれば、基地局は、基地局によって使
用される端末特定スクランブル方法に対する情報が運ばれたダウンリンクグラントを伝送
し（ブロック１３０７）、端末特定スクランブル方法を利用してスケジューリングされた
端末に対するＤＲＳをスクランブルする（ブロック１３０９）。その後、基地局は、サブ
フレームの時間－周波数マップにＤＲＳ及びデータをマッピングし（ブロック１３１１）
、スケジューリングされた端末に対応するデータＤＲＳによってデータストリームを伝送
する（ブロック１３１３）。
【０１５０】
　図１６は、本発明の他の実施例による端末を動作させる方法（１４００）を示す。
　図１６に示すように、スケジューリングされた端末は、ダウンリンクグラントを基地局
またはｅＮｏｄｅＢから受信する（ブロック１４０１）。ダウンリンクグラントは、基地
局（ｅＮｏｄｅＢ）によって使用されるＤＲＳスクランブル方法に関する情報を伝達する
。また、端末（加入者端末）は、対応するＤＲＳとともにデータストリームを受信する（
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ブロック１４０３）。端末は、ダウンリンクグラントで情報を読み取り、ＤＲＳをスクラ
ンブルするために使用される方法がセル特定スクランブル方法であるか、または端末特定
スクランブル方法であるかを判断する（ブロック１４０５）。もし、セル特定スクランブ
ル方法がＤＲＳをスクランブルするために使用されれば、端末は、セル特定スクランブル
方法によってＤＲＳをデスクランブルする（ブロック１４０７）。もし、端末特定スクラ
ンブル方法がＤＲＳをスクランブルするために使用されれば、端末は、端末特定スクラン
ブル方法によってＤＲＳをデスクランブルする（ブロック１４０９）。
【０１５１】
　図１７は、本発明の実施例によるダウンリンクグラントの２個の状態を説明する表１５
００を示す。
　表１５００に示すように、２個の選択が２個の状態としてダウンリンクグラントに示さ
れる。ここで、第１状態は、ＤＲＳシーケンスのセル特定スクランブルを示し、第２状態
は、ＤＲＳシーケンスの端末特定スクランブルを示す。
【０１５２】
　この２つの状態を示すダウンリンクグラントで２つのコードポイント（ｃｏｄｅｐｏｉ
ｎｔ）らを生成するための多い方法がある。一実施例において、１ビットフィールドがダ
ウンリンクグラントに追加され、この１ｂｉｔフィールドは、このような２つの状態を示
すために使用される。本実施例は、基地局が端末にダウンリンクグラントを伝送するのに
使用するいずれのＤＣＩフォーマットにも適用される。
【０１５３】
　図１８は、本発明の実施例による１ビットフィールドを利用するダウンリンクグラント
の２個の状態を表現する表１６００を示す。
【０１５４】
　この個別実施例において、１ビットフィールドの“０”の第１値は、第１状態を示す。
これは、ＤＲＳのセル特定スクランブルが使用されることを示す。１ビットフィールドの
“１”の第２値は、第２状態を示す。これは、ＤＲＳの端末特定スクランブルが使用され
ることを示す。
【０１５５】
　図１９は、本発明の実施例による端末特定スクランブルまたはセル特定スクランブルの
選択を示すために活性化された伝送ブロック（ＴＢｓ）の数の利用を示す表１７００を示
す。
【０１５６】
　表１７００に示すように、ダウンリンクグラントで活性化された伝送ブロックの数（１
または２）は、セル特定スクランブルまたは端末特定スクランブルの選択を示すために使
用される。本発明は、２個の伝送ブロックを示すＤＣＩフォーマットに適用することがで
きる。例えば、前述した２Ａ’ＤＣＩフォーマット（これは、２Ａに基礎する。）がそれ
である。ＤＣＩフォーマットがただ１個の伝送ブロックを支援する時の場合、スクランブ
ル方法の選択は、伝送スキームに依存する。例えば、伝送ダイバシティが使用されれば、
端末特定スクランブルが採択される。反対に、単一ＤＲＳポートスキームが使用されれば
、セル特定スクランブルが採択される。
【０１５７】
　この実施例において、１Ａ’は、フォーマット１Ａが少し変形されたバージョンを示す
ことを言及する。また、現在Ｒｅｌ－８は、単一ＳＲＳポート伝送スキームとＳＰＳ－Ｒ
ＮＴＩ、そして、伝送ダイバシティとＣ－ＲＮＴＩの組合だけを認定する。しかし、Ｒｅ
ｌ－９及びそれ以上で、他の２個の組合（単一のＤＲＳ－ポートとＣ－ＲＮＴＩ、そして
伝送ダイバシティとＳＰＳ－ＲＮＴＩ）も可能である。
【０１５８】
　ＤＣＩフォーマット２Ａまたは２Ａ’の場合、当業者なら上述した実施例にＤＲＳポー
トインデックスを示すいずれの方法の組合でも使用されることができることを理解する。
ＤＣＩフォーマット１Ａまたは１Ａ’の場合、当業者なら、無線リソース制御（ＲＲＣ、
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ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）によるもののようなＤＲＳポートイン
デックスの半静的指示子（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）との組合、
または、端末識別子（ＵＥＩＤ）などと連関されたＤＲＳポートインデックスによるもの
のようなＤＲＳポートの固定された指示者との組合が可能であることを理解することがで
きる。
【０１５９】
　本発明の一実施例において、個別ダウンリンクグラントに存在するビットは、このよう
な２つの状態を示すために再翻訳（ｒｅ－ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｅｄ）される。また、本発
明は、２個の伝送ブロックを示すことができるＤＣＩフォーマットに対して適用すること
ができる。例えば、前述した２Ａ’ＤＣＩフォーマット（これは、２Ａを基礎にする。）
がそれである。
【０１６０】
　特に、本発明は、ＴＢ１及びＴＢ２が共に活性化されれば、端末特定スクランブルが常
に使用されるように（トランスペアレント（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ）ＭＵ－ＭＩＭＯを
許容するために）提供される。
【０１６１】
　伝送ブロックのうち１つが不活性化されれば、（スクランブル方法の）２個の状態を示
すために必要なコードポイントは、不活性化された伝送ブロックのＮＤＩビットを再翻訳
するか、またはコードワードマッピングビットに対する伝送ブロックを再翻訳することに
よって与えられる（これは、表１１００に記述されたような活性化されたコードワードイ
ンデックスの２個のコードポイント（状態）を利用するものと類似している）。さらに、
伝送ブロックのうち１つが不活性化されれば、コードポイントの同一のセットは、端末が
１（ＳＵ－ＭＩＭＯ）の全体ランクを期待するか、または、２（各ユーザ伝送したランク
－１を有するＭＵ－ＭＩＭＯ）の全体ランクを期待するかを示すために使用されることが
できる。
【０１６２】
　追加に、端末がただ１個の伝送ブロックを支援するＤＣＩフォーマットを受信する場合
、その処理は、前述した実施例と同一である。
【０１６３】
　図２０は、本発明の実施例による端末特定スクランブルまたはセル特定スクランブルの
選択を示すための個別ダウンリンクグラントに存在するビットを利用することを示す表１
８００を示す。
【０１６４】
　前述したように、再翻訳されたビットは、不活性化された伝送ブロックのＮＤＩビット
、伝送ブロックにマッピングされたビットに対するコードワード、または、不活性化され
たコードワードと関連した２個の状態になることができる。
【０１６５】
　表１８００で、全体ランク（全体ランク＞１）は、一般式であることを言及する。デュ
アル階層ビームフォーミングの場合で、全体ランクは、２である。
【０１６６】
　再び、この分野における通常の知識を有する者なら、ＤＣＩフォーマット２Ａまたは２
Ａ’の場合に対して、本発明は、ＤＲＳポートインデックスを示すいずれの方法とも組み
合わせることができることを認識することができる。ＤＣＩフォーマット１Ａまたは１Ａ
’の場合で、この分野における通常の知識を有する者は、また、端末識別子（ＵＥＩＤ）
などを有するＤＲＳポートインデックスと関連したものによるＤＲＳポートの固定指示子
（ｆｉｘｅｄ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）またはＲＲＣシグナリングによる同じＤＲＳポー
トインデックスの半静的指示子（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）と組
み合わせることができるということを認知することができる。
【０１６７】
　本発明の他の実施例において、ＤＲＳスクランブル方法の状態は、上位階層シグナリン
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グ（例えば、ＲＲＣシグナリング）に半静的に伝達される。
【０１６８】
　一例において、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、端末に対して基地局がノン－トランスペア
レントＭＵ－ＭＩＭＯを使用する時、第１スクランブル方法を端末にシグナリングする。
基地局は、端末に対してトランスペアレントＭＵ－ＭＩＭＯを使用する時、第２スクラン
ブル方法をシグナリングする。
【０１６９】
　図２１は、本発明のさらに他の実施例によるｅＮｏｄｅＢまたは基地局動作方法１９０
０）を示す。
【０１７０】
　他の実施例において、ＤＲＳスクランブル方法の選択は、無線リソース制御（ＲＲＣ、
ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）メッセージを利用して基地局（ｅＮｏ
ｄｅＢ）により端末に指示される。図２１に示すように、基地局は、スケジューリングさ
れた端末のＤＲＳをスクランブルするためにセル特定または端末特定スクランブル方法を
使用するかを判断する（ブロック１９０１）。もし、基地局は、基地局がセル特定スクラ
ンブル方法を使用するものと決定すれば、基地局は、基地局によって使用されるセル特定
スクランブル方法に対する情報を伝達するＲＲＣメッセージを伝送し（ブロック１９０３
）、セル特定スクランブル方法を利用してスケジューリングされた端末に対するＤＲＳを
スクランブルする（ブロック１９０５）。もし、基地局は、基地局が端末特定スクランブ
ル方法を使用するものと決定すれば、基地局は、基地局によって使用される端末特定スク
ランブル方法に対する情報を伝達するＲＲＣメッセージを伝送し（ブロック１９０７）、
端末特定スクランブル方法を利用してスケジューリングされた端末に対するＤＲＳをスク
ランブルする（ブロック１９０９）。基地局は、サブフレームの時間－周波数マップにＤ
ＲＳ及びデータをマッピングし（ブロック１９１１）、スケジューリングされた端末に対
応するデータＤＲＳとともにデータストリームを伝送する（ブロック１９１３）。
【０１７１】
　図２２は、本発明のさらに他の実施例による加入者端末を動作させる方法２０００を示
す。
　図２２に示すように、スケジューリングされた端末は、基地局またはｅＮｏｄｅＢから
ＲＲＣメッセージを受信する（ブロック２００１）。ＲＲＣメッセージは、基地局（ｅＮ
ｏｄｅＢ）によって使用されるＤＲＳスクランブル方法に対する情報を伝達する。また、
端末は、対応するＤＲＳとともにデータストリームを受信する（ブロック２００３）。端
末は、ＲＲＣメッセージの情報を読み取り、ＤＲＳをスクランブルするためにセル特定ス
クランブル方法を使用するか、または端末特定スクランブル方法を使用するかを判断する
（ブロック２００５）。もし、ＤＲＳをスクランブルするためにセル特定スクランブル方
法が使用されれば、端末は、セル特定スクランブル方法によってＤＲＳをデスクランブル
する（ブロック２００７）。もし、ＤＲＳをスクランブルするために端末特定スクランブ
ル方法が使用されれば、端末は、端末特定スクランブル方法によってＤＲＳをデスクラン
ブルする（ブロック２００９）。
【０１７２】
　３ＧＰＰ ＬＴＥで、プロシージャが制御チャネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎ
ｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＣＣＥ）ドメインでその制御メッセージ（例えば、伝送グラント
）を探すために端末に提供される。各端末は、ＣＣＥドメインで端末特定検索空間に割り
当てられ、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）と連結が行われたすべての端末は、ＣＣＥドメインで
共通検索空間が割り当てられる。
【０１７３】
　図２３は、本発明の実施例による連続したＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　
ｅｌｅｍｅｎｔ）のセットで構成された検索空間を示す。
【０１７４】
　与えられた検索空間で、端末は、図２３に示すツリー２１００のノードを検索し、自分
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に対する制御メッセージを探すために試みる。ここで、ツリー２１００の各ノードは、１
、２、４または８個のＣＣＥの集合に対応する。例えば、ノード２１０１は、枝ノードが
接続を有する８個の連続したＣＣＥの集合（例えば、ＣＣＥ０、１、…、７）に対応する
。ＣＣＥの集合が与えられれば、端末は、或るＤＣＩフォーマットを推定し、集合で情報
ビットを抽出し、そして抽出したＲＮＴＩと端末のＲＮＴＩとを比較する。端末が抽出し
たＲＮＴＩがそのＲＮＴＩと同じものと判断されれば、端末は、デコーディングされた制
御メッセージが自分のものと判断する。
【０１７５】
　図４及び図５に示すように、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、端末の数による数のデータス
トリームを伝送することができる。この動作は、多重ユーザ多重入力多重出力（ＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ、ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ　ｍｕｌｔｉ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ－ｏｕｔｐｕｔ）
動作と呼ばれる。１つの伝送モードで、基地局は、時間－周波数リソースで最大２個のス
トリームまで伝送することができる。また、最大２個の端末は、時間周波数リソースで各
々少なくとも１つのストリームを受信することができる。他の伝送モードで、基地局は、
時間－周波数リソースで最大４個のストリームまで伝送することができる。また、最大４
個の端末は、時間周波数リソースで各々少なくとも１つのストリームを受信することがで
きる。
【０１７６】
　多重ストリームが基地局によって伝送されるので、各端末は、任意の手段によってその
ストリームを識別しなければならない。端末がそのストリームを識別すれば、端末は、伝
送されたストリームの復調のためにチャネルを推定するためのストリームと関連した専用
レファレンス信号を使用する。本発明の個別実施例において、ストリームに対するＤＲＳ
は、互いに直交するものと推定される。
【０１７７】
　例えば、ストリーム＃０の復調のために、端末は、ＤＲＳ＃０を利用してチャネルを推
定する。ここで、ＤＲＳ＃０は、データストリーム＃０をプリコーディングするために使
用される同一のプリコーダでプリコーディングされる。ストリーム＃１の復調のために、
端末は、ＤＲＳ＃１を利用してチャネルを推定する。ここで、ＤＲＳ＃１は、データスト
リーム＃１をプリコーディングするために使用される同一のプリコーダでプリコーディン
グされる。例えば、図６のレファレンス信号パターン６１０で、ＤＲＳ＃０のためのＤＲ
Ｓ ＲＥは、０でラベルが付いたＲＳ ＲＥである。一方、ＤＲＳ＃１のためのＤＲＳ Ｒ
Ｅは、１でラベルが付いたＲＳ ＲＥである。一方、図６のレファレンス信号パターン６
２０で、ＤＲＳ＃０は、ＲＳ ＲＥ上の同一のセットでＤＲＳ＃１で多重化される。また
、ワルシコード［１１］は、ＤＲＳ＃０として使用され、一方、ワルシコード［１－１］
は、ＤＲＳ＃１として使用される。
【０１７８】
　ＭＵ－ＭＩＭＯを支援するために、ｅＮｏｄｅＢは、上位階層シグナリングによって端
末に対する伝送モードを決定する。いくつかの伝送モードがこの実施例で考慮される。い
ずれか１つの伝送モード（伝送モードＡで示される）で、端末は、最大２個のストリーム
及び２個のストリームと関連した最大２個のＤＲＳを受信することができ、ｅＮｏｄｅＢ
は、最大２個のデータストリームと最大でも端末の数である最大２個のＤＲＳを時間－周
波数リソースのユニットでスケジューリングすることができる。この伝送モードの端末は
、２個のＤＲＳに対するＤＲＳ ＲＥがそれら（端末）自分のためのデータシンボルを伝
送しないことを認知する。
【０１７９】
　（伝送モードＢで示される）他の伝送モードで、端末は、２個のストリーム及び２個の
ストリームと関連した最大２個のＤＲＳを受信することができる。また、基地局は、時間
－周波数リソースのユニットで端末の数に対して最大４個のＤＲＳ及び最大４個のデータ
ストリームをスケジューリングすることができる。この伝送モードの端末は、４個のＤＲ
Ｓに対するＤＲＳ ＲＥが端末自分のためのデータシンボルを伝送しないことを認知する
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。
【０１８０】
　（伝送モードＣで示される）他の伝送モードで、端末は、最大２個のストリーム及び２
個のストリームと関連した最大２個のＤＲＳを受信することができ、基地局は、伝送モー
ドＢのように、時間周波数リソースのユニットで端末の数に対する最大４個のＤＲＳ及び
最大４個のデータストリームをスケジューリングすることができる。伝送モードＣ及び伝
送モードＢの差異点は、伝送モードＣでの各端末は、基地局から割り当てられたリソース
で端末と他の端末にＤＲＳを割り当てる指示者を受信し、よって、端末がデータシンボル
が伝送されないＤＲＳ ＲＥの正確な位置を認知するという点である。
【０１８１】
（伝送モードＤで示される）他の伝送モードで、端末は、最大４個のストリーム及び４個
のストリームと関連した最大４個のＤＲＳを受信し、基地局は、時間－周波数リソースの
ユニットで端末の数に対する最大４個のＤＲＳ及び最大４個のデータストリームをスケジ
ューリングすることができる。この伝送モードで、各端末は、基地局から端末に割り当て
られたＤＲＳを示す指示者を受信し、よって、４個のＤＲＳのためのＤＲＳ ＲＥがそれ
ら自分のためにデータシンボルを伝送しないことを認知する。
【０１８２】
　この実施例は、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が多様な伝送モードで端末に対して割り当てら
れたストリームのセットを示す他の方法を提供する。
【０１８３】
　ＤＲＳインデックス及びストリームの与えられた指示者と与えられた伝送モードで、端
末は、関連したＤＲＳを利用してストリームと関連したチャネルを推定することによって
そのデータストリームを復調する。伝送モードに作られた制限とともにＤＲＳインデック
スまたはストリームは、端末が時間－周波数マップでＤＲＳシンボル及びデータシンボル
がどこにあるかを知ることができるようにする。例えば、図６で、ＦＤＭ／ＴＤＭパイル
ロッドルは、伝送モードＡで、端末に使用され、端末は、この自分に対してシグナリング
されたＤＲＳインデックスに基礎して図８で記述されたもののようなデータシンボル及び
ＤＲＳシンボルを探す。
【０１８４】
　本発明の第１部分で、伝送モードＡにある端末が考慮される。伝送モードＡで、端末は
、最大２個のストリーム及び２個のストリームと関連した最大２個のＤＲＳを受信するこ
とができ、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、時間－周波数リソースのユニットで多くの場合に
端末の数で最大２個のＤＲＳ及び最大２個のデータストリームをスケジューリングするこ
とができる。ストリームインデックスがシグナリングドエルの時の端末の行為は、例えば
、ＦＤＭ／ＴＤＭパイルロッドルの場合に、図８で示すように説明されることができる。
伝送モードＡの端末に対して、ストリームインデックスを示す４個の方法が提供される。
【０１８５】
　（方法Ａ－１によって示される）本発明の一実施例において、端末に対するストリーム
インデックスは、端末識別子番号（例えば、３ＧＰＰ ＬＴＥでＲＮＴＩ番号）に連結さ
れる。
【０１８６】
　（伝送インスタンスＡ－１－１によって示される）１つの伝送インスタンスで、ｅＮｏ
ｄｅＢは、時間－周波数リソースで端末識別子番号の他の偶数－奇数パリティー（ｐａｒ
ｉｔｙ）で２個の端末をスケジューリングし、２個のストリーム、ストリーム＃０及びス
トリーム＃１を伝送する。ここ、ストリーム＃０及びＤＲＳ＃０は、偶数端末識別子を有
する端末に目的され、一方、ストリーム＃１及びＤＲＳ＃１は、奇数端末識別子を有する
端末に目的される。
【０１８７】
　（伝送インスタンスＡ－１－２によって示される）他の伝送インスタンスで、基地局は
、時間－周波数リソースでただ１つの端末をスケジューリングし、２個のストリーム、ス
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トリーム＃０及びストリーム＃１を端末に伝送する。
【０１８８】
　（伝送インスタンスＡ－１－３で示される）他の伝送インスタンス（ｉｎｓｔａｎｃｅ
）で、基地局は、時間－周波数リソースでただ１つの端末をスケジューリングし、端末の
識別子番号のパリティーによって、１つのストリーム、ストリーム＃０またはストリーム
＃１を端末に伝送する。
【０１８９】
　図２４は、本発明の第１実施例による基地局またはｅＮｏｄｅＢを動作させる方法２２
００を示す。
　図２４に示すように、基地局は、周波数－時間リソースに対して２個の端末（端末＃０
及び端末＃１）を対にする（ブロック２２０１）。２個の端末は、他の偶数－奇数パリテ
ィーを有する端末識別子を有する。その後、基地局は、２個の端末各々に対して関連した
ＤＭＲＳ及びデータストリームをプリコーディングする（ブロック２２０３）。基地局は
、端末＃０のためのＤＲＳ＃０に対するＲＥにＤＭＲＳをマッピングし、端末＃１のため
のＤＲＳ＃１に対するＲＥにＤＭＲＳをマッピングする（ブロック２２０５）。また、基
地局は、データＲＥで２個の端末に対する２個のプリコーディングされた信号の組合にマ
ッピングされる（ブロック２２０７）。その後、基地局は、２個の端末に時間－周波数リ
ソースを割り当てるダウンリンク伝送グラントを伝送し（ブロック２２０９）、２個の端
末に時間－周波数リソースで信号を伝送する（ブロック２２１１）。
【０１９０】
　伝送インスタンスＡ－１－１で、偶数端末識別子（端末＃０）を有する端末は、ＤＲＳ
＃０のためのＲＥで受信された信号を利用してチャネルを推定する。奇数端末識別子（端
末＃１）を有する端末は、ＤＲＳ＃１のためのＲＥで受信された信号を利用してチャネル
を推定する。このような推定されたチャネルは、各端末でデータストリームの復調のため
に使用される。
【０１９１】
　図２５は、本発明の第１実施例による加入者端末（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉ
ｏｎ）またはユーザ端末（ＵＥ）を動作させる方法２３００を示す。
　図２５に示すように、端末は、ｅＮｏｄｅＢから伝送グラントによって割り当てられた
時間－周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する（ブロック２３０１）
。その後、端末は、端末の端末識別子が偶数であるかを判断する（ブロック２３０３）。
もし端末の端末識別子が偶数なら、端末は、ＤＲＳ＃０に対するＲＥから信号を抽出する
（ブロック２３０５）。もし、端末の端末識別子が偶数ではなければ、端末は、ＤＲＳ＃
１に対するＲＥから信号を抽出する（ブロック２３０７）。その後、端末は、抽出した信
号を利用して割り当てられた時間－周波数リソースでチャネルを推定する（ブロック２３
０９）。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間－周波数リソ
ースで目的されたデータストリームを復調する（ブロック２３１１）。
【０１９２】
　伝送インスタンスＡ－１－２で、端末は、ＤＲＳ＃０及びＤＲＳ＃１の両方に対するＲ
Ｅで受信された信号を利用して推定されたチャネルを推定する。２個の測定されたチャネ
ルは、端末で２個のデータストリームの復調のために使用される。
【０１９３】
　伝送インスタンスＡ－１－３で、端末は、その端末識別子が偶数なら、ＤＲＳ＃０に対
するＲＥで受信された信号を利用して１つのチャネルを推定し、そして、端末識別子が奇
数なら、ＤＲＳ＃１に対するＲＥで受信された信号を利用する。
【０１９４】
　（方法Ａ－２によって示された）本発明の他の実施例において、端末に対するストリー
ムインデックスは、ＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ、制御チ
ャネル要素）番号のパリティー（ｐａｒｉｔｙ）と連結される。ここで、ＣＣＥ番号は、
端末に対して伝達されたダウンリンクグラントを有するＣＣＥの１つの論理インデックス
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である。
【０１９５】
　（伝送インスタンスＡ－２－１によって示される）１つの伝送インスタンスで、基地局
は、時間－周波数リソースで２個の端末、ＵＥ＃０及びＵＥ＃１をスケジューリングし、
２個のストリーム、ストリーム＃０及びストリーム＃１を伝送する。この個別実施例にお
いて、ストリーム＃０及びＤＲＳ＃０は、端末＃０を目的にし、ストリーム＃１及びＤＲ
Ｓ＃１は、端末＃１を目的にする。基地局は、連続したＣＣＥのセットで伝送グラントを
端末＃０に伝送する。ここで、第１ＣＣＥのインデックスは、偶数である。他の側面で、
基地局は、連続したＣＣＥのセットで伝送グラントを端末＃１に伝送する。ここで、第１
ＣＣＥのインデックスは、奇数である。
【０１９６】
　（伝送インスタンスＡ－２－２で示される）他の伝送インスタンスで、基地局は、時間
－周波数リソースでただ１つの端末をスケジューリングし、２個のストリーム、ストリー
ム＃０及びストリーム＃１を端末に伝送する。
【０１９７】
　他の伝送インスタンス（伝送インスタンスＡ－２－３で示される）で、基地局は、時間
－周波数リソースでただ１つの端末をスケジューリングし、１つのストリーム、ストリー
ム＃０またはストリーム＃１を端末に伝送する。ストリーム＃０が端末に伝送される時、
基地局は、連続したＣＣＥのセットで伝送グラントを伝送する。ここで、第１ＣＣＥのイ
ンデックスは、偶数である。ストリーム＃１が端末に伝送される時、基地局は、連続した
ＣＣＥのセットで伝送グラントを伝送する。ここで、第１ＣＣＥのインデックスは、奇数
である。
【０１９８】
　図２６は、本発明の第２実施例による基地局またはｅＮｏｄｅＢを動作させる方法２４
００を示す。
【０１９９】
　図２６に示すように、基地局は、時間－周波数リソースに対して２個の端末（端末＃０
及び端末＃１）を対で作る（ブロック２４０１）。基地局は、その後、２個の端末の各々
に対してデータストリーム及び関連したＤＭＲＳをプリコーディングする（ブロック２４
０３）。一部の実施例において、２個の端末に使用されるプリコーダは、互いに異なるこ
とができる。基地局は、端末＃０のためのＤＲＳ＃０に対するＲＥにＤＭＲＳをマッピン
グし、端末＃１のためのＤＲＳ＃１に対するＲＥにＤＭＲＳをマッピングする（ブロック
２４０５）。また、基地局は、データＲＥで２個の端末に対する２個のプリコーディング
された信号の組合をマッピングする（ブロック２４０７）。その後、基地局は、偶数イン
デックスで始まる連続したＣＣＥのセットでダウンリンク伝送グラントを端末＃０に伝送
し、奇数インデックスで始まる連続したＣＣＥのセットでダウンリンク伝送グラントを端
末＃１に伝送する（ブロック２４０９）。その後、基地局は、時間－周波数リソースで信
号を２個の端末に伝送する（ブロック２４１１）。
【０２００】
　伝送インスタンスＡ－２－１で、偶数ＣＣＥで始まるダウンリンクグラントを受信する
端末は、ＤＲＳ＃０に対するＲＥで受信された信号を利用してチャネルを推定する。一方
、奇数ＣＣＥで始まるダウンリンクグラントを受信する端末は、ＤＲＳ＃１に対するＲＥ
で受信された信号を利用してチャネルを推定する。このような推定されたチャネルは、各
端末でデータストリームの復調に使用される。
【０２０１】
　図２７は、本発明の第２実施例による加入者端末またはユーザ端末動作方法２５００を
示す。
　図２７に示すように、端末は、基地局から伝送グラントによって割り当てられた時間－
周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する（ブロック２５０１）。その
後、端末は、伝送グラントが伝送された第１ＣＣＥ番号（一番目のＣＣＥ番号）が偶数で
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あるか否かを判断する（ブロック２５０３）。伝送グラントが伝送された第１ＣＣＥ番号
が偶数なら、端末は、ＤＲＳ＃０に対するＲＥから信号を抽出する（ブロック２５０５）
。伝送グラントを伝達する第１ＣＣＥ番号が偶数ではなければ、端末は、ＤＲＳ＃１に対
するＲＥから信号を抽出する（ブロック２５０７）。その後、端末は、抽出した信号を利
用して割り当てられた時間－周波数リソースでチャネルを推定する（ブロック２５０９）
。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間－周波数リソースで
目的されたデータストリームを復調する（ブロック２５１１）。
【０２０２】
　伝送インスタンスＡ－２－２で、端末は、ＤＲＳ＃０及びＤＲＳ＃１の両方に対するＲ
Ｅで受信された信号を利用して２個のチャネルを推定する。２個の推定されたチャネルは
、端末で２個のデータストリームの復調のために使用される。
【０２０３】
　伝送インスタンスＡ－２－３で、端末は、もし、端末が偶数インデックスで始まるＣＣ
Ｅでダウンリンクグラントを受信したら、ＤＲＳ＃０のためのＲＥで受信された信号を利
用して１つのチャネルを推定し、もし、端末が奇数インデックスで始まるＣＣＥでダウン
リンクグラントを受信したら、ＤＲＳ＃１のためのＲＥで受信された信号を利用して１つ
のチャネルを推定する。
【０２０４】
　（方法Ａ－３で示される）本発明の他の実施例において、端末のためのストリームイン
デックスは、ＣＣＥツリー検索空間で、制御チャネル要素（ＣＣＥ）リソースの位置に連
結される。ここで、ＣＣＥリソースは、端末に対するダウンリンクグラントを伝達する。
【０２０５】
　図２８は、本発明の実施例によるストリーム（またはＤＲＳ）識別子とＣＣＥ（ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）集合の位置との間の連結を示す。
【０２０６】
　いずれか１つの伝送インスタンス（伝送インスタンスＡ－３－１で示す）で、基地局は
、２個の端末、端末＃０及び端末＃１を時間－周波数リソースでスケジューリングし、２
個のストリーム、ストリーム＃０及びストリーム＃１を伝送する。このインスタンスで、
ストリーム＃０及びＤＲＳ＃０は、端末＃０を目的にし、ストリーム＃１及びＤＲＳ＃１
は、端末＃１を目的にする。基地局は、１、２または４個のＣＣＥの集合で伝送グラント
を端末＃０で伝送する。ここで、集合２６０１は、端末＃０の端末特定検索空間でツリー
の左側に割り当てられる。一方、基地局は、１、２または４個のＣＣＥの集合で伝送グラ
ントを端末＃１で伝送する。ここで、集合２６０３は、端末＃１の端末特定検索空間でツ
リーの右側に割り当てられる。
【０２０７】
　他の伝送インスタンス（伝送インスタンスＡ－３－２で示される）で、基地局は、時間
－周波数リソースでただ１つの端末をスケジューリングし、２個のストリーム、ストリー
ム＃０及びストリーム＃１を端末に伝送する。
【０２０８】
　他の伝送インスタンス（伝送インスタンスＡ－３－３で示される）で、基地局は、時間
－周波数リソースでただ１つの端末をスケジューリングし、１つのストリーム、ストリー
ム＃０またはストリーム＃１を端末に伝送する。ストリーム＃０が端末に伝送されれば、
基地局は、１、２または４個のＣＣＥの集合で伝送グラントを伝送する。ここで、集合は
、端末の端末特定空間でツリーの左側に割り当てられる。ストリーム＃１が端末に伝送さ
れれば、基地局は、１、２または４個のＣＣＥの集合で伝送グラントを伝送する。ここで
、集合は、端末の端末特定空間でツリーの右側に割り当てられる。
【０２０９】
　図２９は、本発明の第３実施例による基地局またはｅＮｏｄｅＢ動作方法２７００を示
す。
　図２９に示すように、基地局は、時間－周波数リソースに対して２個の端末（端末＃０
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及び端末＃１）を対になるようにする（ブロック２７０１）。その後、基地局は、２個の
端末各々に対してデータストリーム及び連関されたＤＭＲＳをプリコーディングする（ブ
ロック２７０３）。一部の実施例において、２個の端末に使用されるプリコーダは、互い
に異なることができる。基地局は、端末＃０のためのＤＲＳ＃０に対するＲＥにＤＭＲＳ
をマッピングし、端末＃１のためのＤＲＳ＃１に対するＲＥにＤＭＲＳをマッピングする
（ブロック２７０５）。また、基地局は、データＲＥで２個の端末に対する２個のプリコ
ーディングされた信号の組合をマッピングする（ブロック２７０７）。その後、基地局は
、１、２または４個のＣＣＥの集合で伝送グラントを端末＃０で伝送する。ここで、前記
集合は、端末＃０の端末特定検索空間でツリーの左側に割り当てられる。また、基地局は
、１、２または４個のＣＣＥの集合で伝送グラントを端末＃１で伝送する。ここで、前記
集合は、端末＃１の端末特定検索空間でツリーの右側に割り当てられる（ブロック２７０
９）。その後、基地局は、２個の端末に時間－周波数リソースで信号を伝送する（ブロッ
ク２７１１）。
【０２１０】
　伝送インスタンスＡ－３－１で、端末特定検索空間でツリーの左側に位置するＣＣＥ集
合でダウンリンクグラントを受信する端末は、ＤＲＳ＃０に対するＲＥで受信された信号
を利用してチャネルを推定する。一方、端末特定検索空間でツリーの右側に位置するＣＣ
Ｅ集合でダウンリンクグラントを受信する端末は、ＤＲＳ＃１に対するＲＥで受信された
信号を利用してチャネルを推定する。このような推定されたチャネルは、各端末にデータ
ストリームの復調のために使用される。
【０２１１】
　図３０は、本発明の第３実施例による加入者端末またはユーザ端末動作方法２８００を
示す。
　図３０に示すように、端末は、基地局からの伝送グラントによって割り当てられた時間
－周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する（ブロック２８０１）。そ
の後、端末は、伝送グラントが端末特定検索空間でツリーの左側に位置するＣＣＥ集合で
伝達されるかを判断する（ブロック２８０３）。もし、伝送グラントが端末特定検索空間
でツリーの左側に位置するＣＣＥ集合で伝達されれば、端末は、ＤＲＳ＃０に対するＲＥ
から信号を抽出する（ブロック２８０５）。もし、伝送グラントが端末特定検索空間でツ
リーの右側に位置するＣＣＥ集合で伝達されれば、端末は、ＤＲＳ＃１に対するＲＥから
信号を抽出する（ブロック２８０７）。その後、端末は、抽出された信号を利用して割り
当てられた時間－周波数リソースでチャネルを推定する（ブロック２８０９）。また、端
末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間－周波数リソースで目的された
データストリームを復調する（ブロック２８１１）。
【０２１２】
　伝送インスタンスＡ－３－２で、端末は、ＤＲＳ＃０及びＤＲＳ＃１の両方に対するＲ
Ｅで受信された信号を利用して２個のチャネルを推定する。２個の推定されたチャネルは
、端末で２個のデータストリームの復調のために使用される。
【０２１３】
　伝送インスタンスＡ－３－３で、端末は、もし、端末が端末特定検索空間でツリーの左
側に位置するＣＣＥ集合でダウンリンクグラントを受信したら、ＤＲＳ＃０のためのＲＥ
で受信された信号を利用して１つのチャネルを推定する。また、端末は、端末が端末特定
検索空間でツリーの右側に位置するＣＣＥ集合でダウンリンクグラントを受信したら、Ｄ
ＲＳ＃１のためのＲＥで受信された信号を利用する。
【０２１４】
　（方法Ａ－４によって示される）本発明の他の実施例において、ストリームインデック
ス及び端末のために関連されたＤＲＳインデックスは、ダウンリンクグラントで活性化さ
れたコードワードインデックスで内包的に示される。
【０２１５】
　図３１は、本発明の実施例によるダウンリンク（ＤＬ）フォーマットを示す。
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　ＤＣＩフォーマット２Ａが２個の端末に対するダウンリンクグラントに使用される時、
端末＃０のＴＢ１及び端末＃１のＴＢ１が活性化されたら、２個のダウンリンクグラント
は、フォーマット２９０１と同様であることができる。端末＃０に対するダウンリンクグ
ラントで、ＴＢ－ｔｏ－ＣＷスワップ（伝送ブロックをコードワードに変える）ビットは
０であり、そのため、端末＃０に対するＴＢ１がＣＷ０にマッピングされ、ＴＢ２は、フ
ォーマット２９０３に示すように、ＭＣＳ２は、０、そしてＲＶ２は、１に設定されたと
ころによって不活性化される。端末＃１に対するダウンリンクグラントで、ＴＢ－ｔｏ－
ＣＷスワップ（伝送ブロックをコードワードに変える）ビットは１であり、そのため、端
末＃０に対するＴＢ１がＣＷ１にマッピングされ、ＴＢ２は、フォーマット２９０５に示
すように、ＭＣＳ２は、０、そしてＲＶ２は、１に設定されたところによって不活性化さ
れる。
【０２１６】
　ＴＢ－ｔｏ－ＣＷスワップビットに他の値が割り当てられ、他のＴＢが活性化される時
、割り当てられたＤＲＳ（ストリーム）インデックス及び活性化されたコードワードが図
１１の表１１００に説明されたように整理された。この個別実施例において、表１１００
の（割り当てられたＤＲＳインデックス）４番目のカラム（ｃｏｌｕｍｎ）は、初めて３
個のカラムの値に基づいて判断される。
【０２１７】
【数２５】

【０２１８】
　（伝送インスタンスＡ－４－１で示される）いずれか１つの伝送インスタンスで、基地
局は、時間－周波数リソースで２個の端末（端末＃０及び端末＃１）をスケジューリング
し、各端末に対する１つのＴＢ、２個のＴＢ（または２個のストリーム）を伝送する。基
地局は、端末＃０のＴＢ１またはＴＢ２は、端末＃０のためのコードワード（ＣＷ）＃０
にマッピングされ、端末＃１のＴＢ１またはＴＢ２は、コードワード（ＣＷ）＃１にマッ
ピングされることのような方法で伝送グラントを構成する。各端末に対して、基地局は、
コードワードがマッピングされた１つのＴＢを活性化させ、他のＴＢを不活性化させる。
この個別実施例において、ＣＷ＃０及びＣＷ＃１は、ストリーム＃０及びストリーム＃１
に各々対応する。
【０２１９】
　図３２は、本発明の第４実施例による基地局またはｅＮｏｄｅＢ動作方法３０００を示
す。
　図３２に示すように、基地局は、時間－周波数リソースに対して２個の端末（端末＃０
及び端末＃１）を対にする（ブロック３００１）。基地局は、上位階層から端末＃０に対
してＴＢ＃１を受信し、端末＃１に対してＴＢ＃１を受信する（ブロック３００３）。基
地局は、ＣＷ＃０を階層＃０にマッピングし、ＣＷ＃１を階層＃１にマッピングする（ブ
ロック３００５）。また、基地局は、端末＃０（階層＃０）及び端末＃１（階層＃１）に
対してデータストリーム及び関連されたＤＭＲＳをプリコーディングする（ブロック３０
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０７）。その後、基地局は、端末＃０のためのＤＲＳ＃０に対するＲＥにＤＭＲＳをマッ
ピングし、端末＃１のためのＤＲＳ＃１に対するＲＥにＤＭＲＳをマッピングする（ブロ
ック３００９）。また、基地局は、データＲＥで２個の端末に対する２個のプリコーディ
ングされた信号の組合をマッピングする（ブロック３０１１）。その後、基地局は、ＴＢ
＃２を不活性化し、端末＃０のためのダウンリンクグラントでＴＢ－ｔｏ－ＣＷスワップ
ビットをクリア（ｃｌｅａｒ）し、ＴＢ＃２を不活性化し、端末＃１のためのダウンリン
クグラントでＴＢ－ｔｏ－ＣＷスワップビットをクリア（ｃｌｅａｒ）する（ブロック３
０１３）。その後、基地局は、２個のダウンリンクグラント及びデータ信号を２個の端末
に伝送する（ブロック３０１５）。
【０２２０】
　（伝送インスタンスＡ－４－２で示される）他の伝送インスタンスで、基地局は、時間
－周波数リソースでただ１つの端末をスケジューリングし、２個のストリーム、ストリー
ム＃０及びストリーム＃１を端末に伝送する。
【０２２１】
　（伝送インスタンスＡ－４－３で示される）他の伝送インスタンスで、基地局は、時間
周波数リソースでただ１つの端末をスケジューリングし、１つのストリーム、ストリーム
＃０またはストリーム＃１を端末に伝送する。ストリーム＃０が端末に伝送される時、基
地局は、活性化されたＣＷ＃０を有する伝送グラント及びＣＷ＃０にマッピングされたＴ
Ｂ＃１を伝送する。ストリーム＃１が端末に伝送される時、基地局は、活性化されたＣＷ
＃１を有する伝送グラント及びＣＷ＃１にマッピングされたＴＢ＃１を伝送する。
【０２２２】
　伝送インスタンスＡ－４－１で、端末特定検索空間でツリーの左側に位置するＣＣＥ集
合でダウンリンクグラントを受信した端末は、ＤＲＳ＃０のためのＲＥで受信された信号
を利用してチャネルを推定する。一方、端末特定検索空間でツリーの右側に位置するＣＣ
Ｅ集合でダウンリンクグラントを受信した他の端末は、ＤＲＳ＃１のためのＲＥで受信さ
れた信号を利用してチャネルを推定する。このように推定されたチャネルは、各端末でデ
ータストリームの復調のために使用される。
【０２２３】
　図３３は、本発明の第４実施例による基地局または端末動作方法３１００を示す。
　図３３に示すように、端末は、基地局から伝送グラントによって割り当てられた時間周
波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する（ブロック３１０１）。その後
、端末は、伝送グラントでＣＷ＃０が活性化されたか否かを判断する（ブロック３１０３
）。もし、伝送グラントでＣＷ＃０が活性化されれば、端末は、ＤＲＳ＃０のためのＲＥ
から信号を抽出する（ブロック３１０５）。もし、伝送グラントでＣＷ＃１が活性化され
れば、端末は、ＤＲＳ＃１のためのＲＥから信号を抽出する（ブロック３１０７）。その
後、端末は、抽出された信号を利用して割り当てられた時間－周波数リソースでチャネル
を推定する（ブロック３１０９）。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当
てられた時間周波数リソースで目的されたデータストリームを復調する（ブロック３１１
１）。また、端末は、伝送グラントでＴＢ－ｔｏ－ＣＷスワップが設定されたか否かを判
断する（ブロック３１１３）。もし、伝送グラントでＴＢ－ｔｏ－ＣＷスワップが設定さ
れたら、端末は、ＣＷ＃０がＴＢ＃２に対応し、ＣＷ＃１がＴＢ＃１に対応するかを判断
する（ブロック３１１５）。もし、伝送グラントでＴＢ－ｔｏ－ＣＷスワップが設定され
ていなければ、端末は、ＣＷ＃０がＴＢ＃１に対応し、ＣＷ＃１がＴＢ＃２に対応するか
を判断する（ブロック３１１７）。
【０２２４】
　伝送インスタンスＡ－４－２で、端末は、ＤＲＳ＃０及びＤＲＳ＃１の両方のためのＲ
Ｅで受信された信号を利用して２個のチャネルを推定する。２個の推定されたチャネルは
、端末で２個のストリームの復調に使用される。
【０２２５】
　伝送インスタンスＡ－４－３で、端末が計ってからＣＷ＃０が活性化されたことを示す
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ダウンリンクグラントを受信したら、端末は、ＤＲＳ＃０のためのＲＥで受信された信号
を利用して１つのチャネルを推定する。また、端末がただＣＷ＃１が活性化されたことを
示すダウンリンクグラントを受信したら、端末は、ＤＲＳ＃１のためのＲＥで受信された
信号を利用する。
【０２２６】
　方法Ａ－１、Ａ－２、Ａ－３及びＡ－４で、推定されたチャネルは、各端末でデータス
トリームの復調に使用される。また、端末＃０（端末＃１）は、ＤＲＳ＃１（ＤＲＳ＃０
）のためのＲＥで受信された信号を利用してチャネルを推定し、また、干渉信号の統計を
算出する。端末＃０（端末＃１）が干渉信号の統計を算出すれば、端末は、復調性能をさ
らに向上させるために情報を利用することができる。端末＃０（端末＃１）は、復調のた
めの２個のチャネル統計を利用するＭＭＳＥ（ｍｉｎｉｍｕｍ　ｍｅａｎ　ｓｑｕａｒｅ
ｄ　ｅｒｒｏｒ）推定器を具現することができる。
【０２２７】
　本発明の第２部分で、伝送モードＢで端末が考慮される。伝送モードＢで、端末は、最
大２個のストリーム及び２個のストリームと関連された最大２個のＤＲＳを受信する。ま
た、基地局は、時間周波数リソースのユニットで最大４個のデータストリーム及び端末の
数に対する最大４個のＤＲＳをスケジューリングすることができる。この伝送モードで、
端末は、４個のＤＲＳに対するＤＲＳ ＲＥがそれら自分のためのデータシンボルを伝達
しないことを認知する。個別実施例において、図６のレファレンス信号パターン６２０の
ような、ＲＳパターンの形式が考慮される。ＲＳパターンのこのような形式で、ＤＲＳ 
ＲＥの１つのセットは、ストリーム０及び１に対して予約（ｒｅｓｅｒｖｅｄ）される。
一方、別個のＤＲＳ ＲＥの他のセットがストリーム２及び３に対して予約される。ＤＲ
Ｓ ＲＥの第１及び第２セットは、各々ＤＲＳ ＲＥセット０及びＤＲＳ ＲＥセット１に
適用される。
【０２２８】
　図３４は、本発明の実施例によるストリームの数を示すのに使用される表３２００を示
す。
【０２２９】
　次の実施例において、ダウンリンクグラントセット内のストリームインデックス及びＤ
ＲＳ ＲＥセットに関連された情報を伝達することによって基地局によって端末に最大２
個のストリーム（そして対応するＤＲＳ）インデックスを示す方法が記述される。そのよ
うな実施例で、基地局は、テーブル３２００に整理したように、ストリームインデックス
の最大６個の他のセットを示すことができる。
【０２３０】
　図３５は、本発明の実施例によるＤＲＳ ＲＥセットを示すためにＤＲＳセット指示子
フラグを利用することを示す。
【０２３１】
　本発明の一実施例において、ＤＲＳセット指示子フラグである、追加フィールドは、Ｄ
ＲＳ ＲＥセットインデックス（またはＩ＿ｓｅｔ）を示すダウンリンクグラントを追加
し、それで、ダウンリンクグラントを受信した端末は、端末自分を意図したＤＲＳ ＲＥ
を識別する。また、ダウンリンクグラントを受信した端末は、割り当てられたストリーム
の復調のためにチャネルを推定するようにＤＲＳ ＲＥを使用する。ＤＲＳセット指示子
フラグは、ＤＲＳ ＲＥセットを識別する。例えば、図３５に示すように、ＤＲＳセット
指示子フラグが０である時、ＤＲＳ ＲＥセット０が選択される。ＤＲＳセット指示子フ
ラグが１である時、ＤＲＳ ＲＥセット１が選択される。図３５は、図６のＣＤＭ／ＦＤ
Ｍパターンのレファレンス信号パターン６２０がＤＲＳパターンで使用される時、ＤＲＳ
セット指示子フラグでビット値の結果を示す。
【０２３２】
　ダウンリンクグラントでＤＲＳセット指示子フラグが伝達される時、セット（Ｉ＿ｓｔ
ｒｅａｍ＿ｓｅｔ）内のストリームインデックスは、追加ビットフィールドによって明白
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にまたは方法Ａ－４を利用することによって含蓄的に伝達される。
【０２３３】
　図３６は、本発明の実施例によるＤＣＩフォーマットを示す。
　この実施例において、新しいＤＣＩフォーマット３４００は、フォーマット１Ａに２個
の追加フィールドを追加する。Ｉ＿ｓｅｔを判断するために使用される１ビットのＤＲＳ
セット指示子フラグ３４０１及びＩ＿ｓｔｒｅａｍ＿ｓｅｔまたはセット内のストリーム
インデックスを示すために使用される１ビットのストリーム指示子フィールド３４０３が
それである。個別実施例において、基地局は、表３２００に示すような、ダウンリンクグ
ラント、０、１、２または３で１つのストリームインデックスを示すことができる。
【０２３４】
　図３７は、本発明の他の実施によるＤＣＩフォーマットを示す。
　この実施例において、新しいＤＣＩフォーマット３５００は、ＤＣＩフォーマット２Ａ
に追加フィールドを追加する。１ビットのＤＲＳセット指示子フラグ３５０１がそれであ
る。ＤＲＳセット指示子フラグ３５０１が０に設定される時、これは、端末がＤＲＳ Ｒ
Ｅセット０でＤＲＳを受信することを示す。ＤＲＳセット指示子フラグ３５０１が１に設
定される時、これは、端末がＤＲＳ ＲＥセット１でＤＲＳを受信することを示す。
【０２３５】
　図３８は、本発明の実施例によるストリームインデックスまたは割り当てられたＤＲＳ
をマッピングするために使用される表３６００を示す。
【０２３６】
　方法Ａ－４がＤＣＩフォーマット３５００と一緒に使用される時、選択されたセットで
最大２個のＤＲＳ（またはストリーム）インデックスが１ビットのＤＲＳセット指示子フ
ラグによって示される。表３６００は、ストリームインデックスまたは割り当てられたＤ
ＲＳに対するＤＲＳセット指示子フラグ及び活性化されたコードワードの値の可能な組合
からのマッピングを並べる。
【０２３７】
　本発明の第３部分で、伝送モードＣの端末が考慮される。伝送モードＣで、端末は、最
大２個のストリーム及び２個のストリームに関連された最大２個のＤＲＳを受信すること
ができる。また、基地局は、時間周波数リソースのユニットで、伝送モードＢのように、
最大４個のデータストリーム及び端末の数に対して最大４個のＤＲＳスケジューリングす
ることができる。伝送モードＣ及び伝送モードＢの差異点は、伝送モードＣでの各端末は
、基地局から割り当てられたリソースで端末と他の端末にＤＲＳを割り当てる指示者を受
信し、よって、端末がデータシンボルが伝送されないＤＲＳ ＲＥの正確な位置を認知す
るという点である。図６のレファレンス信号パターン６２０で示すようなＲＳパターンの
このような形式で、ＤＲＳ ＲＥの１つのセットは、ストリーム０及び１に対して予約（
ｒｅｓｅｒｖｅｄ）される。一方、別個のＤＲＳ ＲＥの他のセットがストリーム２及び
３に対して予約される。ＤＲＳ ＲＥの第１及び第２セットは、各々ＤＲＳ ＲＥセット０
及びＤＲＳ ＲＥセット１に適用される。
【０２３８】
　本発明の実施例において、基地局によって端末に最大２個のストリーム（そして対応す
るＤＲＳ）インデックスのセットを示し、ＤＲＳ ＲＥの他のセットが端末に対するデー
タシンボルを含むか否かを示す方法及びシステムが提供される。
【０２３９】
　本発明の一実施例において、基地局のための方法及びシステムは、ダウンリンクグラン
トのセット内でストリームインデックス及びＤＲＳ ＲＥセットに対する情報を伝達する
ことによって端末に対して最大２個のストリーム（及び対応するＤＲＳ）インデックスを
示すだけでなく、ＤＲＳ ＲＥセット（Ｎ＿ｓｅｔ）の数を特定することによって、ＤＲ
Ｓ ＲＥの他のセットがデータを伝達するか否かを示す。
【０２４０】
　図３９は、本発明の実施例によるＤＲＳセット番号フラグ及びＤＲＳセット指示子フラ
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グでビット値の使用を示す。
【０２４１】
　個別実施例において、２個の追加されたフィールド、ＤＲＳセット指示子フラグ（Ｉ＿
ｓｅｔ）及びセット番号フィールド（Ｎ＿ｓｅｔ）は、ＤＲＳセットインデックスを示す
ためにダウンリンクグラントに追加される。
【０２４２】
　ＤＲＳセット指示子フラグを受信すれば、端末は、端末自分を目的にしたＤＲＳ ＲＥ
を識別し、割り当てられたストリームの復調のためのチャネルを推定するためにＤＲＳ 
ＲＥを使用する。セット番号フラグを受信すれば、端末は、データシンボルが他のＤＲＳ
 ＲＥセットに存在するか否かを認知することができる。ＤＲＳセット指示子フラグは、
ＤＲＳ ＲＥセットを識別する。例えば、ＤＲＳセット指示子フラグが０である時、ＤＲ
Ｓ ＲＥセット０が選択される。ＤＲＳセット指示子フラグが１である時、ＤＲＳ ＲＥセ
ット１が選択される。一方、セット番号フィールドは、ＤＲＳ ＲＥセットの番号を識別
する。例えば、セット番号フラグが０なら、ＤＲＳ ＲＥセットの番号は、１である。こ
の場合で、端末は、端末がＤＲＳを受信しない他のＤＲＳ ＲＥセットのＲＥでデータシ
ンボルを受信することができる。セット番号フラグが１なら、ＤＲＳ ＲＥセットの番号
は、２である。端末は、端末がＤＲＳを受信しない他のＤＲＳ ＲＥセットのＲＥでデー
タシンボルが受信されるものと期待しない。図３９は、図６のレファレンス信号パターン
６２０が、例えば、ＤＲＳパターンとして使用される時、ＤＲＳセット番号フラグ及びＤ
ＲＳセット指示子フラグでビット値の結果を示す。
【０２４３】
　図４０は、本発明のさらに他の実施例によるＤＣＩフォーマットを示す。
　この実施例において、新しいＤＣＩフォーマット３８００は、フォーマット１Ａに３個
の追加フィールドを追加する。Ｉ＿ｓｅｔを判断するために使用される１ビットのＤＲＳ
セット指示子フラグ３８０１、Ｉ＿ｓｔｒｅａｍ＿ｓｅｔまたはセット内のストリームイ
ンデックスを示すために使用される１ビットのストリーム指示子フィールド３８０３及び
ＤＲＳ ＲＥの他のセットがデータを伝達するか否かを示すために使用される１ビットの
ＤＲＳセット番号フィールドがそれである。この実施例において、基地局は、表３２００
に示すような、ダウンリンクグラント、０、１、２または３で１つのストリームインデッ
クスを示すことができる。また、基地局は、図３９に示すように、ＤＲＳ ＲＥの他のセ
ットがデータを伝達することができるか否かを指示する。
【０２４４】
　図４１は、本発明のさらに他の実施例によるＤＣＩフォーマットを示す。
　この実施例において、新しいＤＣＩフォーマット３９００は、ＤＣＩフォーマット２Ａ
に２個の追加フィールドを追加する。１ビットのＤＲＳセット指示子フラグ３５０１及び
１ビットのセット番号フィールド３９０３がそれである。ＤＲＳセット指示子フラグが０
である時、これは、端末がＤＲＳ ＲＥセット０でＤＲＳを受信することを示す。ＤＲＳ
セット指示子フラグが１に設定される時、これは、端末がＤＲＳ ＲＥセット１でＤＲＳ
を受信することを示す。
【０２４５】
　本発明の第４部分で、伝送モードＤの端末が考慮される。伝送モードＤで、端末は、最
大４個のストリーム及び４個のストリームに関連された最大４個のＤＲＳを受信すること
ができる。また、基地局は、時間周波数リソースのユニットで、最大４個のデータストリ
ーム及び端末の数に対して最大４個のＤＲＳスケジューリングすることができる。この伝
送モードで、各端末は、基地局から割り当てられたリソースで端末に対してＤＲＳを割り
当てる指示者を受信し、よって、４個のＤＲＳに対するＤＲＳ ＲＥは、それら（端末）
に対してデータシンボルを伝達しないことを認知する。
　他の実施例において、基地局によって端末にストリーム（及び対応するＤＲＳ）インデ
ックスのセットを示すシステム及び方法が開示される。
【０２４６】
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　図４２は、本発明のさらに他の実施例によるＤＣＩフォーマットを示す。
　この実施例において、追加フィールド、ＤＲＳ割り当てビットマップ（ｂｉｔｍａｐ）
がダウンリンクグラントに割り当てられたＤＲＳインデックスを示すために追加される。
それで、ダウンリンクグラントを受信する端末は、自分に目的されたＤＲＳ ＲＥを識別
することができ、割り当てられたストリームの復調のためにチャネルを推定するためのＤ
ＲＳ ＲＥを使用することができる。ＤＲＳ割り当てビットマップでビットの数は、時間
周波数リソースで多重化されることができるストリームの全体合計と同一である。ＤＲＳ
割り当てビットマップでｉ番目位置でビットが端末のためのダウンリンクグラントで０な
ら、これは、ストリームｉ－１及びＤＲＳｉ－１が端末に対して伝送されることを意味す
る。それとも、ストリームｉ－１及びＤＲＳｉ－１は、端末に伝送されない。例えば、Ｄ
ＲＳ割り当てビットマップが［０１０１］である時、ストリーム（及びＤＲＳ）１及び３
が端末に割り当てされ、一方、ストリーム（及びＤＲＳ）０及び２は、端末に割り当てら
れない。
【０２４７】
　一例において、ＤＲＳ割り当てビットマップフィールドは、４個のビットを有する。こ
こで、各ビットは、対応するストリーム及びＤＲＳがダウンリンクグラントを受信する端
末に対して割り当てられるか否かを示す。新しいＤＣＩフォーマット４００は、ＤＣＩフ
ォーマット２Ａに追加される追加フィールド、４ビットのＤＲＳ割り当てビットマップ４
００１を有する。
【０２４８】
　図４３は、本発明の他の実施例による割り当てられたＤＲＳまたはストリームインデッ
クスをマッピングするために使用される表４１００を示す。
　この実施例において、追加フィールドがＤＣＩフォーマット２Ａに追加される。ＤＲＳ
割り当てマップがダウンリンクグラントに加わる。活性化されたコードワードとともにＤ
ＲＳ割り当てマップは、割り当てられたＤＲＳインデックスを示し、よって、ダウンリン
クグラントを受信する端末は、自体に対して意図されたＤＲＳ ＲＥを認識し、ＤＲＳ Ｒ
Ｅを割り当てられたストリームの復調のためにチャネルを推定するために使用する。表４
１００は、３ビットＤＲＳ割り当てマップフィールドで使用される方法Ａ－４の一例を示
す。
【０２４９】
　本発明について実施例により説明したが、当業者なら多様な変形と修正を提案すること
ができる。本発明の権利範囲は、このような変形と修正を含んで添付の特許請求範囲によ
って解釈されるべきである。
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