JP 2016‑213861 A 2016.12.15

(57)【要約】

（修正有）

【課題】複数のセルによる分散多重入力多重出力ＭＩＭ
Ｏ伝送を可能とする方法、装置を提供する。
【解決手段】ユーザ装置ＵＥｕは、複数のセル１０４ａ
〜１０４ｃに関するチャネルを推定する。その後、チャ
ネル推定に基づいて、複数のセルによりＵＥｕへ送信さ
れるデータ伝送を受信する。データ伝送は、少なくとも
一つのデータストリームを含んでも良く、各々のデータ
ストリームは、１つのセル又は複数のセルによりＵＥｕ
へ送信されても良い。他のデザインにおいて、ＵＥｕは
、第１及び第２のセルに関するチャネルを推定する。Ｕ
Ｅｕは、第１のチャネル推定に基づいて、第１のセルに
よりＵＥｕへ送信される第１のデータ伝送を受信する。
ＵＥｕはまた、第２のチャネル推定に基づいて、第２の
セルにより他のＵＥｖへ送信され、且つ、ＵＥｕから離
れる方向に進められる第２のデータ伝送を受信する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線通信システムにおいてデータを受信する方法において、
ユーザ装置（ＵＥ）により複数のセルに関するチャネル推定を判定することと、
前記ＵＥから前記複数のセルのうちの少なくとも一つへ前記チャネル推定を送信するこ
とと、
前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるデータ伝送
を受信することを含む方法。
【請求項２】
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
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ムは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信される請求項１の方法。
【請求項３】
前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータストリームは、前記
複数のセルのうちの一つにより前記ＵＥへ送信される請求項１の方法。
【請求項４】
前記データ伝送は、第２のＵＥへの第２のデータ伝送を送信するために使用される資源
上で、前記複数のセルにより送信される請求項１の方法。
【請求項５】
前記データ伝送は、他のＵＥへのデータ伝送を送信するためには使用されない資源上で
、前記複数のセルにより送信される請求項１の方法。
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【請求項６】
前記データ伝送は、前記ＵＥからの前記チャネル推定に基づいて判定される少なくとも
一つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセルにより送信される請求項
１の方法。
【請求項７】
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数
のセルによるプレコーディングによって送信される請求項６の方法。
【請求項８】
前記複数のセルのうちの１又は複数に関するチャネル品質表示（ＣＱＩ）情報をレポー
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トすることを更に含み、
前記データ伝送は、更にＣＱＩ情報に基づいて、送信される請求項１の方法。
【請求項９】
前記複数のセルは、単一の送信アンテナを各々備えており、
前記ＵＥは、単一の受信アンテナを備えており、
前記チャネル推定を前記判定することは、前記複数のセルの各々に関するチャネル利得
を判定することを含む請求項１の方法。
【請求項１０】
前記データ伝送は、前記複数のセルに関するチャネル利得に基づいて判定されるプレコ
ーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセルによるプレコーディングによって送信
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される単一のデータストリームを含む請求項９の方法。
【請求項１１】
前記複数のセルは、単一の送信アンテナを各々備えており、
前記ＵＥは、複数の受信アンテナを備えており、
前記チャネル推定を前記判定することは、
前記複数のセルの各々に関するチャネル・ベクトルを判定することと、
前記セルに関する前記チャネル・ベクトル及び受信フィルタに基づいて、各々のセルに
関するチャネル利得を判定することを含む請求項１の方法。
【請求項１２】
前記複数のセルは、複数の送信アンテナを各々備えており、
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前記ＵＥは、単一の受信アンテナを備えており、
前記チャネル推定を前記判定することは、前記複数のセルの各々に関するチャネル・ベ
クトルを判定することを含む請求項１の方法。
【請求項１３】
前記複数のセルは、複数の送信アンテナを各々備えており、
前記ＵＥは、複数の受信アンテナを備えており、
前記チャネル推定を前記判定することは、
前記複数のセルの各々に関するチャネル行列を判定することと、
前記セルに関するチャネル行列及び受信フィルタに基づいて、各々のセルに関するチャ
ネル・ベクトルを判定することを含む請求項１の方法。
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【請求項１４】
前記複数のセルは、単一の基地局に属している請求項１の方法。
【請求項１５】
前記複数のセルは、異なる位置に分散される複数のアンテナに関連している請求項１の
方法。
【請求項１６】
無線通信システムにおいてデータを受信するための装置において、
ユーザ装置（ＵＥ）により複数のセルに関するチャネル推定を判定するための手段と、
前記ＵＥから前記複数のセルのうちの少なくとも一つへ前記チャネル推定を送信するた
めの手段と、

20

前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるデータ伝送
を受信するための手段と
を含む装置。
【請求項１７】
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信される請求項１６の装置。
【請求項１８】
前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータストリームは、前記
複数のセルのうちの一つにより前記ＵＥへ送信される請求項１６の装置。
【請求項１９】
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前記データ伝送は、第２のＵＥへの第２のデータ伝送を送信するために使用される資源
上で、前記複数のセルにより送信される請求項１６の装置。
【請求項２０】
前記データ伝送は、他のＵＥへのデータ伝送を送信するためには使用されない資源上で
、前記複数のセルにより送信される請求項１６の装置。
【請求項２１】
前記データ伝送は、前記ＵＥからの前記チャネル推定に基づいて判定される少なくとも
一つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセルにより送信される請求項
１６の装置。
【請求項２２】
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前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数
のセルによるプレコーディングによって送信される請求項２１の装置。
【請求項２３】
無線通信システムのための装置において、
ユーザ装置（ＵＥ）により複数のセルに関するチャネル推定を判定し、
前記ＵＥから前記複数のセルのうちの少なくとも一つへ前記チャネル推定を送信し、
前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるデータ伝送
を受信するように構成された少なくとも一つのプロセッサを含む装置。
【請求項２４】

50

(4)

JP 2016‑213861 A 2016.12.15

前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信される請求項２３の装置。
【請求項２５】
前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータストリームは、前記
複数のセルのうちの一つにより前記ＵＥへ送信される請求項２３の装置。
【請求項２６】
前記データ伝送は、第２のＵＥへの第２のデータ伝送を送信するために使用される資源
上で、前記複数のセルにより送信される請求項２３の装置。
【請求項２７】
前記データ伝送は、他のＵＥへのデータ伝送を送信するためには使用されない資源上で
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、前記複数のセルにより送信される請求項２３の装置。
【請求項２８】
前記データ伝送は、前記ＵＥからの前記チャネル推定に基づいて判定される少なくとも
一つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセルにより送信される請求項
２３の装置。
【請求項２９】
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数
のセルによるプレコーディングによって送信される請求項２８の装置。
【請求項３０】
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少なくとも一つのコンピュータに、ユーザ装置（ＵＥ）により複数のセルに関するチャ
ネル推定を判定させるためのコードと、
前記少なくとも一つのコンピュータに、前記ＵＥから前記複数のセルのうちの少なくと
も一つへ前記チャネル推定を送信させるためのコードと、
前記少なくとも一つのコンピュータに、前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセル
により前記ＵＥへ送信されるデータ伝送を受信させるためのコードと
を含むコンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータ・プログラム製品。
【請求項３１】
無線通信システムにおいてデータを送信する方法において、
少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ）から複数のセルに関するチャネルを受信すること
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と、
前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルから前記少なくとも一つのＵＥへ少なく
とも一つのデータ伝送（各々のデータ伝送は、前記複数のセルによりそれぞれのＵＥへ送
信される）を送信することを含む方法。
【請求項３２】
各々のＵＥのための前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各
々のデータストリームは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信される請求項３１の方法
。
【請求項３３】
各々のＵＥのための前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータ
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ストリームは、前記複数のセルのうちの１つにより前記ＵＥへ送信される請求項３１の方
法。
【請求項３４】
前記少なくとも一つのデータ伝送を前記送信することは、共通の資源上で前記複数のセ
ルにより少なくとも２つのＵＥへ少なくとも２つのデータ伝送を送信することを含む請求
項３１の方法。
【請求項３５】
前記少なくとも一つのデータ伝送を前記送信することは、他のＵＥへデータ伝送を送信
するためには使用されない資源上で前記複数のセルにより単一のＵＥへ単一のデータ伝送
を送信することを含む請求項３１の方法。
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【請求項３６】
前記少なくとも一つのデータ伝送を前記送信することは、
前記チャネル推定に基づいて、少なくとも一つのプレコーディング・ベクトルを判定す
ることと、
各々のデータ伝送を、それぞれのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数の
セルにより、それぞれのＵＥへ送信することを含む請求項３１の方法。
【請求項３７】
前記少なくとも一つのプレコーディング・ベクトルは、ゼロ・フォーシング又は最小平
均平方誤差（ＭＭＳＥ）技術に基づいて判定される請求項３６の方法。
【請求項３８】
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各々のプレコーディング・ベクトルは、前記複数のセルにおける複数の送信アンテナの
各々のための重みを含む請求項３６の方法。
【請求項３９】
各々のデータ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、
前記少なくとも一つのデータ伝送を前記送信することは、
前記チャネル推定に基づいて、各々のデータストリームのためのプレコーディング・ベ
クトルを判定することと、
前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセ
ルにより、各々のデータストリームを送信することを含む請求項３１の方法。
【請求項４０】
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無線通信のための装置において、
少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ）から複数のセルに関するチャネルを受信するため
の手段と、
前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルから前記少なくとも一つのＵＥへ少なく
とも一つのデータ伝送（各々のデータ伝送は、前記複数のセルによりそれぞれのＵＥへ送
信される）を送信するための手段と
を含む装置。
【請求項４１】
各々のＵＥのための前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各
々のデータストリームは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信される請求項４０の装置
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。
【請求項４２】
各々のＵＥのための前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータ
ストリームは、前記複数のセルのうちの１つにより前記ＵＥへ送信される請求項４０の装
置。
【請求項４３】
前記少なくとも一つのデータ伝送を送信するための前記手段は、
前記チャネル推定に基づいて、少なくとも一つのプレコーディング・ベクトルを判定す
るための手段と、
各々のデータ伝送を、それぞれのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数の
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セルにより、それぞれのＵＥへ送信するための手段と
を含む請求項４０の装置。
【請求項４４】
各々のデータ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、
前記少なくとも一つのデータ伝送を送信するための前記手段は、
前記チャネル推定に基づいて、各々のデータストリームのためのプレコーディング・ベ
クトルを判定するための手段と、
前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセ
ルにより、各々のデータストリームを送信するための手段と
を含む請求項４０の装置。
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【請求項４５】
無線通信システムにおいてデータを受信する方法において、
第１のユーザ装置（ＵＥ）により第１のセルに関する第１のチャネル推定を判定するこ
とと、
前記第１のＵＥにより第２のセルに関する第２のチャネル推定を判定することと、
前記第１のＵＥから前記第１及び第２のセルのうちの少なくとも一つへ前記第１及び第
２のチャネル推定を送信することと、
前記第１のチャネル推定に基づいて、前記第１のセルにより前記第１のＵＥへ送信され
る第１のデータ伝送を受信することと、
前記第２のチャネル推定に基づいて、前記第２のセルにより第２のＵＥへ送信され且つ
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前記第１のＵＥから離れる方向に進む第２のデータ伝送を受信することを含む方法。
【請求項４６】
前記第１及び第２のデータ伝送は、共通の資源上で並行して送信される請求項４５の方
法。
【請求項４７】
前記第１のデータ伝送は、前記第１のＵＥからの前記第１のチャネル推定及び前記第１
のセルによりサービスされない第３のＵＥからの第３のチャネル推定に基づいて判定され
るプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記第１のセルにより送信され、
前記プレコーディング・ベクトルは、前記第３のＵＥに対する干渉を低減する請求項４
５の方法。
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【請求項４８】
前記第２のデータ伝送は、前記第１のＵＥからの前記第２のチャネル推定及び前記第２
のＵＥからの第３のチャネル推定に基づいて判定されるプレコーディング・ベクトルに基
づいて、前記第２のセルにより送信され、
プレコーディング・ベクトルは、前記第１のＵＥに対する干渉を低減する請求項４５の
方法。
【請求項４９】
前記１及び第２のセルは、複数の送信アンテナを各々備えており、
前記第１のＵＥは、単一の受信アンテナを備えており、
前記１及び第２のチャネル推定は、各々、チャネル・ベクトルを含む請求項４５の方法
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。
【請求項５０】
前記１及び第２のセルは、複数の送信アンテナを各々備えており、
前記第１のＵＥは、複数の受信アンテナを備えており、
前記第１のセルに関する前記第１のチャネル推定は、前記第１のセルに関する第１のチ
ャネル行列及び受信フィルタに基づいて判定される第１のチャネル・ベクトルを含み、
前記第２のセルに関する前記第２のチャネル推定は、前記第２のセルに関する第２のチ
ャネル行列及び受信フィルタに基づいて判定される第２のチャネル・ベクトルを含む請求
項４５の方法。
【請求項５１】
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前記第１のセルに関する前記第１のチャネル行列の固有ベクトルに基づいて、受信フィ
ルタを判定することを更に含む請求項５０の方法。
【請求項５２】
前記第１のチャネル・ベクトルに基づいて且つ最小平均平方誤差（ＭＭＳＥ）技術に従
って、受信フィルタを判定することと、
前記第２の受信フィルタに基づいて、前記第１のデータ伝送のための受信フィルタリン
グを実行することを更に含む請求項５０の方法。
【請求項５３】
無線通信システムにおいてデータを受信するための装置において、
第１のユーザ装置（ＵＥ）により第１のセルに関する第１のチャネル推定を判定するた
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めの手段と、
前記第１のＵＥにより第２のセルに関する第２のチャネル推定を判定するための手段と
、
前記第１のＵＥから前記第１及び第２のセルのうちの少なくとも一つへ前記第１及び第
２のチャネル推定を送信するための手段と、
前記第１のチャネル推定に基づいて、前記第１のセルにより前記第１のＵＥへ送信され
る第１のデータ伝送を受信するための手段と、
前記第２のチャネル推定に基づいて、前記第２のセルにより第２のＵＥへ送信され且つ
前記第１のＵＥから離れる方向に進む第２のデータ伝送を受信するための手段と
を含む装置。
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【請求項５４】
前記第１のデータ伝送は、前記第１のＵＥからの前記第１のチャネル推定及び前記第１
のセルによりサービスされない第３のＵＥからの第３のチャネル推定に基づいて判定され
るプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記第１のセルにより送信され、
前記プレコーディング・ベクトルは、前記第３のＵＥに対する干渉を低減する請求項５
３の装置。
【請求項５５】
前記第２のデータ伝送は、前記第１のＵＥからの前記第２のチャネル推定及び前記第２
のＵＥからの第３のチャネル推定に基づいて判定されるプレコーディング・ベクトルに基
づいて、前記第２のセルにより送信され、

20

プレコーディング・ベクトルは、前記第１のＵＥに対する干渉を低減する請求項５３の
装置。
【請求項５６】
無線通信システムにおいてデータを送信する方法において、
第１のユーザ装置（ＵＥ）からセルに関する第1のチャネル推定を受信することと、
第２のＵＥから前記セルに関する第２のチャネル推定を受信することと、
前記第1及び第２のチャネル推定に基づいて、プリコーディング・ベクトルを判定する
ことと、
前記プリコーディング・ベクトルに基づいて、前記セルから前記第１のＵＥへの且つ前
記第２のＵＥから離れる方向に進むデータ伝送を送信することを含む方法。
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【請求項５７】
前記プレコーディング・ベクトルを前記判定することは、ゼロ・フォーシング又は最小
平均平方誤差（ＭＭＳＥ）技術に基づいて、前記プレコーディング・ベクトルを判定する
ことを含む請求項５６の方法。
【請求項５８】
前記第１及び第２のチャネル推定間の相関に基づいて、前記第１のＵＥを選択すること
を更に含む請求項５６の方法。
【請求項５９】
無線通信システムにおいてデータを送信するための装置において、
第１のユーザ装置（ＵＥ）からセルに関する第1のチャネル推定を受信するための手段
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と、
第２のＵＥから前記セルに関する第２のチャネル推定を受信するための手段と、
前記第1及び第２のチャネル推定に基づいて、プリコーディング・ベクトルを判定する
ための手段と、
前記プリコーディング・ベクトルに基づいて、前記セルから前記第１のＵＥへの且つ前
記第２のＵＥから離れる方向に進むデータ伝送を送信するための手段と
を含む装置。
【請求項６０】
前記プレコーディング・ベクトルを判定するための前記手段は、ゼロ・フォーシング又
は最小平均平方誤差（ＭＭＳＥ）技術に基づいて、前記プレコーディング・ベクトルを判
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定するための手段を含む請求項５９の装置。
【請求項６１】
前記第１及び第２のチャネル推定間の相関に基づいて、前記第１のＵＥを選択するため
の手段を更に含む請求項５９の装置。
【請求項６２】
無線通信のための方法において、
複数のセルにおける複数のＵＥの中から、少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ）を選択
することと（該少なくとも一つのＵＥを選択することは、少なくとも一つのメトリックに
基づいて選択された該複数のセルの中の第１のセルにおける第１のＵＥを選択することと
、該第１及び第２のＵＥからのチャネル推定間の相関に基づいて選択された該複数のセル
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の中の第２のセルにおける第２のＵＥを選択することを含む）、
前記複数のセルから前記少なくとも一つのＵＥへ少なくとも一つのデータ伝送を送信す
ることを含む方法。
【請求項６３】
前記第２のＵＥを前記選択することは、
前記第１のＵＥからのチャネル推定との低い相関を有するチャネル推定をもつ一組のＵ
Ｅを判定することと、
前記ＵＥのセットの中で最も高いメトリックをもつＵＥを、前記第２のＵＥとして選択
することを含む請求項６２の方法。
【請求項６４】
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少なくとも一つのＵＥを前記選択することは、前記複数のセルの各々から１又は複数の
ＵＥを選択することを含む請求項６２の方法。
【請求項６５】
少なくとも一つのＵＥを前記選択することは、前記複数のセルのいずれの一つからも多
くともＬ個（ここでＬは整数値１以上である）のＵＥを選択することを含む請求項６２の
方法。
【請求項６６】
無線通信のための装置において、
複数のセルにおける複数のＵＥの中から、少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ）を選択
するための手段と（該手段は、少なくとも一つのメトリックに基づいて、該複数のセルの
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中の第１のセルにおける第１のＵＥを選択するためのものであり、また、該手段は、該第
１及び第２のＵＥからのチャネル推定間の相関に基づいて、該複数のセルの中の第２のセ
ルにおける第２のＵＥを選択するためのものである）、
前記複数のセルから前記少なくとも一つのＵＥへ少なくとも一つのデータ伝送を送信す
るための手段と
を含む装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）

40

本出願は、２００８年８月７日付け提出され「INTER‑CELL DOWN‑LINK DISTRIBUTED MUL
TI‑USER MIMO」と題された米国仮出願第６１／０８７，０６６号、２００８年８月７日付
け提出され「INTER‑CELL DOWN‑LINK DISTRIBUTED SINGLE‑USER MIMO」と題された米国出
願第６１／０８７，０６３号、及び、２００８年８月１１日付け提出され「METHOD AND A
PPARATUS FOR SUPPORTING DISTRIBUTED MIMO IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM」と
題された米国仮出願第６１／０８７，９２２号の優先権を主張する。それらはすべて、本
願の譲受人に譲渡され、参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
（技術分野）
本開示は、一般に通信に関し、より詳しくは無線通信システムにおいてデータ伝送をサ
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ポートするための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
例えばボイス、ビデオ、パケット・データ、メッセージング、ブロードキャストなどの
ような様々な通信コンテンツを提供するために、無線通信システムが広く配置される。こ
れらの無線システムは、利用できるシステム資源を共有することによって複数のユーザを
サポートすることができる多元接続システムである場合がある。そのようなマルチアクセ
ス・システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭ
Ａ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）
システム及びシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ−ＦＤＭＡ）システムを含む。
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【０００４】
無線通信システム（例えば、セルラシステム）は、幾つかのユーザ装置（ＵＥ）に関す
る通信をサポートすることができる幾つかのＮｏｄｅ Ｂを含む場合がある。ＵＥは、ダ
ウンリンク及びアップリンクを介してＮｏｄｅ Ｂと通信し得る。ダウンリンク（又は順
方向リンク）は、Ｎｏｄｅ ＢからＵＥへの通信リンクを指し示し、アップリンク（又は
逆方向リンク）は、ＵＥからＮｏｄｅ Ｂへの通信リンクを指し示す。
【０００５】
ＵＥは、複数のセルのカバレージの中に存在する場合がある。ここで、

セル（cell）

という用語は、Ｎｏｄｅ Ｂのカバレージエリア及び／又は該カバレージエリアをサー
ビスするＮｏｄｅ Ｂサブシステムを指し示すことがある。一つのセルがＵＥのためのサ
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ービングセル（serving cell）として選択される場合があり、残りのセルは非サービング
セル（non‑serving cell）と呼ばれることがある。ＵＥは、非サービングセルから強い干
渉を観測することがある。強い（strong）隣接セルが存在する場合でさえ、良好なパフォ
ーマンスを達成する方法でＵＥにデータを送信することは、望ましい場合がある。
【発明の概要】
【０００６】
シングルユーザ及びマルチユーザ分散多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）伝送をサポートす
るための技術が本明細書で説明される。マルチユーザ分散ＭＩＭＯ（又はＭＵ−ＭＩＭＯ
）については、複数のセルは、同一の時間−周波数資源上でデータ伝送を複数のＵＥに並
行して送信しても良く、また、それらＵＥに対する干渉を低減するためにプレコーディン
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グを実行しても良い。シングルユーザ分散ＭＩＭＯ（又はＳＵ−ＭＩＭＯ）については、
複数のセルは、他のＵＥへのデータ伝送には使用されない資源上でデータ伝送を単一のＵ
Ｅに送信しても良い。ＭＵ−ＭＩＭＯ及びＳＵ−ＭＩＭＯについては、セルは、各々のセ
ルの送信アンテナの数、各々のＵＥの受信アンテナの数、セル間の調整（coordination）
のレベルなどに応じて異なる方法で、データを送信しても良い。
【０００７】
ＭＵ−ＭＩＭＯ及びＳＵ−ＭＩＭＯに適用し得る一つのデザインにおいて、ＵＥは、複
数のセルに関するチャネル推定を判定しても良い。それは、ＵＥへのデータ伝送のための
仮想セルとしてオペレートしても良い。ＵＥは、該チャネル推定を、例えば、サービング
セルにレポートしても良い。ＵＥは、その後、該チャネル推定に基づいて、該複数のセル
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により該ＵＥに送信されるデータ伝送を受信しても良い。一つのデザインにおいて、該デ
ータ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含んでも良く、各々のデータストリー
ムは、該複数のセルによって該ＵＥへ送信されても良い。他のデザインにおいて、該デー
タ伝送は、複数のデータストリームを含んでも良く、各々のデータストリームは、一つの
セルによって該ＵＥへ送信されても良い。ＭＵ−ＭＩＭＯについては、該データ伝送は、
他のＵＥへの他のデータ伝送の送信に使用され得る資源上で送信されても良い。ＳＵ−Ｍ
ＩＭＯについては、該データ伝送は、他のＵＥへのデータ伝送の送信に使用されない資源
上で送信されても良い。
【０００８】
ＭＵ−ＭＩＭＯに適用し得る他のデザインにおいて、第１のＵＥは、第１のセルに関す
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る第１のチャネル推定を判定しても良く、また、第２のセルに関する第２のチャネル推定
を判定しても良い。該第１のＵＥは、該第１及び第２のチャネル推定を、例えば、サービ
ングセルにレポートしても良い。該第１のＵＥは、該第１のチャネル推定に基づいて、該
第１のセルにより該第１のＵＥに送信される第１のデータ伝送を受信しても良い。該第１
のＵＥは、該第２のチャネル推定に基づいて、該第２のセルにより第２のＵＥに送信され
且つ該第１のＵＥから離れる方向に進められる第２のデータ伝送を受信しても良い。該第
１及び第２のデータ伝送は、共通の資源上で該第１及び第２のセルにより並行して送信さ
れても良い。該第１のデータ伝送は、第１のプレコーディング・ベクトルに基づいて、該
第１のセルによって送信されても良い。それは、該第１のＵＥからの該第１のチャネル推
定及び該第１のセルによってサービスされない第３のＵＥからの第３のチャネル推定に基
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づいて判定されても良い。該第１のデータ伝送は、該第１のプレコーディング・ベクトル
によって、該第３のＵＥから離れる方向に進められても良い。該第２のデータ伝送は、第
２のプレコーディング・ベクトルに基づいて、該第２のセルによって送信されても良い。
それは、該第１のＵＥからの該第２のチャネル推定及び該第２のＵＥからの第４のチャネ
ル推定に基づいて判定されても良い。
【０００９】
本開示の様々な態様及び特徴が下で更に詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
20

【図１】図１は、無線通信システムを示す。
【図２】図２は、ＭＵ−ＭＩＭＯのためのダウンリンク伝送を示す。
【図３】図３は、ＳＵ−ＭＩＭＯのためのダウンリンク伝送を示す。
【図４】図４〜９は、様々なアンテナ構成のためのＭＵ−ＭＩＭＯを示す。
【図５】図４〜９は、様々なアンテナ構成のためのＭＵ−ＭＩＭＯを示す。
【図６】図４〜９は、様々なアンテナ構成のためのＭＵ−ＭＩＭＯを示す。
【図７】図４〜９は、様々なアンテナ構成のためのＭＵ−ＭＩＭＯを示す。
【図８】図４〜９は、様々なアンテナ構成のためのＭＵ−ＭＩＭＯを示す。
【図９】図４〜９は、様々なアンテナ構成のためのＭＵ−ＭＩＭＯを示す。
【図１０】図１０〜１３は、様々なアンテナ構成のためのＳＵ−ＭＩＭＯを示す。
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【図１１】図１０〜１３は、様々なアンテナ構成のためのＳＵ−ＭＩＭＯを示す。
【図１２】図１０〜１３は、様々なアンテナ構成のためのＳＵ−ＭＩＭＯを示す。
【図１３】図１０〜１３は、様々なアンテナ構成のためのＳＵ−ＭＩＭＯを示す。
【図１４】図１４は、分散アンテナ・システムを示す。
【図１５】図１５及び１６は、データを受信するための方法及び装置を示す。
【図１６】図１５及び１６は、データを受信するための方法及び装置を示す。
【図１７】図１７及び１８は、データを送信するための方法及び装置を示す。
【図１８】図１７及び１８は、データを送信するための方法及び装置を示す。
【図１９】図１９及び２０は、データを受信するための他の方法及び装置を示す。
【図２０】図１９及び２０は、データを受信するための他の方法及び装置を示す。
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【図２１】図２１及び２２は、データを送信するための他の方法及び装置を示す。
【図２２】図２１及び２２は、データを送信するための他の方法及び装置を示す。
【図２３】図２３及び２４は、ＵＥをスケジュールする方法及び装置を示す。
【図２４】図２３及び２４は、ＵＥをスケジュールする方法及び装置を示す。
【図２５】図２５は、Ｎｏｄｅ Ｂ及びＵＥのブロック図を示す。
【詳細な説明】
【００１１】
本明細書で説明される技術は、例えばＣＤＭＡシステム、ＴＤＭＡシステム、ＦＤＭＡ
システム、ＯＦＤＭＡシステム、ＳＣ−ＦＤＭＡシステム及び他のシステムのような様々
な無線通信システムについて使用されても良い。用語
トワーク（network）

システム（system）

及び

ネッ

はしばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡシステムは、例えばユ
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ニバーサル地上無線アクセス（Universal Terrestrial Radio Access）（ＵＴＲＡ）、ｃ
ｄｍａ２０００などのような無線技術を実装しても良い。ＵＴＲＡは、ワイドバンドＣＤ
ＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））及びＣＤＭＡの他の変形を含む。ｃｄｍａ２０００は、
ＩＳ−２０００標準、ＩＳ−９５標準及びＩＳ−８５６標準をカバーする。ＴＤＭＡシス
テムは、例えばグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術
を実装しても良い。ＯＦＤＭＡシステムは、例えば発展型ＵＴＲＡ（Evolved UTRA）（Ｅ
−ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ ８０２．１１（
Ｗｉ−Ｆｉ）、ＩＥＥＥ ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ ８０２．２０、Ｆｌａ
ｓｈ−ＯＦＤＭ（登録商標）などのような無線技術を実装しても良い、ＵＴＲＡ及びＥ−
ＵＴＲＡは、ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ（登録
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商標）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））及びＬＴＥアドバンスト（
LTE（登録商標）‑Advanced）（ＬＴＥ−Ａ）は、Ｅ−ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新し
いリリースである。それは、ダウンリンク上でＯＦＤＭＡを、アップリンク上でＳＣ−Ｆ
ＤＭＡを使用する。ＵＴＲＡ、Ｅ−ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ−Ａ及びＧＳＭ
は、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と言う名前の団体からのド
キュメントに記載されている。ｃｄｍａ２０００及びＵＭＢは、「第３世代パートナーシ
ッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と言う名前の団体からのドキュメントに記載されて
いる。本明細書で説明される技術は、上記のシステム及び無線技術についても他のシステ
ム及び無線技術についても使用され得る。明瞭にするために、本技術の特定の態様は、Ｌ
20

ＴＥについて下で説明される。
【００１２】
図１は、無線通信システム１００を示す。無線通信システム１００は、例えばＬＴＥシ
ステム又は何らかの他のシステムのようなセルラーシステムであっても良い。システム１
００は、幾つかのＵＥに関する通信サービスをサポート可能な幾つかのＮｏｄｅ Ｂ及び
他のネットワーク実体を含んでも良い。簡単にするために、３つのＮｏｄｅ Ｂ（１１０
ａ，１１０ｂ及び１１０ｃ）のみが、図１に示される。Ｎｏｄｅ Ｂは、ＵＥと通信する
局であっても良く、また、発展型Ｎｏｄｅ Ｂ（evolved Node B）（ｅＮＢ）、基地局、
アクセスポイントなどと呼ばれても良い。各々のＮｏｄｅ Ｂ １１０は、特定の地理的エ
リア１０２のための通信カバレージを提供しても良い。システム能力を向上させるために
、Ｎｏｄｅ Ｂの全体的なカバレージエリアは、複数のより小さなエリア（例えば、３つ

30

のより小さなエリア１０４ａ，１０４ｂ及び１０４ｃ）に分割されても良い。各々のより
小さなエリアは、それぞれのＮｏｄｅ Ｂサブシステムによりサービスされても良い。３
ＧＰＰにおいて、

セル（cell）

という用語は、このカバレージエリアにサービスする

Ｎｏｄｅ Ｂ及び／又はＮｏｄｅ Ｂサブシステムの最も小さなカバレージエリアを指し示
すことができる。３ＧＰＰ２において、
cell‑sector）

セクター（sector）

又は

セル−セクター（

という用語は、このカバレージエリアにサービスする基地局及び／又は

基地局サブシステムの最も小さなカバレージエリアを指し示すことができる。明りょうに
するために、３ＧＰＰの概念のセルが、下記の説明で使用される。一般に、ＮｏｄｅＢは
、１つ又は複数（例えば、３つ）のセルをサポートしても良い。
40

【００１３】
幾つかのＵＥがシステム全体にわたって散在（dispersed）しても良く、各々のＵＥは
固定されていてもモバイルであっても良い。簡単にするために、図１は、各々のセルにお
いて１つのＵＥ１２０のみを示す。ＵＥは、モバイル局、端末、アクセス端末、加入者ユ
ニット、局などと呼ばれても良い。ＵＥは、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無
線モデム、無線通信デバイス、ハンドヘルド・デバイス、ラップトップ・コンピュータ、
コードレス電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであっても良い。用語
Ｅ

及び

ユーザ

Ｕ

は、本明細書で互換的に使用される。

【００１４】
図１で示すように、セクタライゼーション（sectorization）は、システム能力を向上
させるために、各々のＮｏｄｅ Ｂのカバレージエリアを３つのセルにスプリットするよ
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うに実行されても良い。各々のセルについて、セルの送信電力を集中させて、他のセルに
対する干渉を低減するために、固定ビームパターンをもつ指向性アンテナが使用されても
良い。セルは、これらのセル間での調整なしに独立してオペレートしても良く、各々のセ
ルは、独立してそのＵＥにデータを送信しても良い。幾つかのＵＥは、隣接するセルとの
境界線に位置することがあり、セルエッジＵＥと呼ばれることがある。セルエッジＵＥは
、非サービングセルから強いセル間干渉を観測することがあり、強い干渉のために大いに
障害を受ける（suffer）ことがある。このチャネル劣化は、（ｉ）複数のセルが同一のＮ
ｏｄｅ Ｂに属しているＮｏｄｅ Ｂ内シナリオと、（ｉｉ）複数のセルが異なるＮｏｄｅ
Ｂに属しているＮｏｄｅ Ｂ間シナリオの両方で生じる可能性がある。
【００１５】

10

幾つかのスキームは、異なるセル中のＵＥ（それらは同一のＮｏｄｅ Ｂ又は異なるＮ
ｏｄｅ Ｂに属していてもよい）へのデータ伝送を調整するために使用されても良い。こ
れらのスキームは、干渉を低減して、セルエッジＵＥのパフォーマンスを向上させるため
に、空間ディメンションを利用しても良い。例えば、以下のスキームが使用されても良い
：
・マルチユーザ分散ＭＩＭＯ（又はＭＵ−ＭＩＭＯ）−干渉を低減するために、ビーム
ステアリング（beamsteering）を用いて同一の時間−周波数資源上で複数のセルから複数
のＵＥへデータ伝送を送信する、及び、
・シングルユーザ分散ＭＩＭＯ（又はＳＵ−ＭＩＭＯ）−他のＵＥへのデータ伝送に使
用されない資源上で複数のセルから単一のＵＥへデータ伝送を送信する。

20

【００１６】
ビームステアリングは、ターゲット受信機の方へ及び／又は意図しない受信機から離れ
る方へ伝送の空間方向を制御するプロセスである。ビームステアリングは、下記のように
、送信機においてプレコーディング・ベクトルを伝送に適用することによって、実行され
ても良い。
【００１７】
図２は、異なる地理的エリアをカバーする３つのセルｉ，ｊ及びｋをもつ１つのＮｏｄ
ｅ Ｂに関するＭＵ−ＭＩＭＯによるダウンリンク伝送を示す。隣接するセルは、一般的
に、エッジにおいて互いオーバーラップする。それは、ＵＥが、該ＵＥがシステムを移動
しながら任意の位置で１又は複数のセルから通信カバレージを受信するのを可能にし得る

30

。簡単にするために、図２は、２つのＵＥ ｕとｖのみを示す。ＵＥ ｕは、セルｉとｊの
境界に位置するセルエッジＵＥである。セルｉは、ＵＥ ｕのためのサービングセルとし
て選択されても良く、セルｊは、ＵＥ ｕについて非サービングセルであっても良い。Ｕ
Ｅ ｖは、セルｊの範囲内に位置する。セルｊは、ＵＥ ｖのためのサービングセルであっ
ても良く、セルｉは、ＵＥ ｖについて非サービングセルであっても良い。一般に、ＵＥ
は、任意の数のセルのカバレージの中に位置しても良く、任意の数の非サービングセルを
有しても良い。
【００１８】
ＭＵ−ＭＩＭＯについては、複数のセルは、他のセル中のＵＥに対する干渉を低減する
間に、複数のＵＥにデータを送信しても良い。例えば、セルｉは、隣接するセルｊ中のＵ

40

Ｅ ｖに対する干渉を低減する間に、ＵＥ ｕにデータを送信しても良い。同様に、セルｊ
は、隣接するセルｉ中のＵＥ ｕに対する干渉を低減する間に、ＵＥ ｖにデータを送信し
ても良い。各々のセルは、隣接するセル中のＵＥに対する干渉を低減する間に、そのＵＥ
に向けられる空間ビームを形成しても良い。隣接するセルのＵＥは、それから、より少な
いセル間干渉を観測し得る。
【００１９】
図３は、３つのセルｉ，ｊ及びｋをもつ１つのＮｏｄｅ Ｂに関するＳＵ−ＭＩＭＯに
よるダウンリンク伝送を示す。ＳＵ−ＭＩＭＯについては、複数のセルは、同一のＵＥへ
１又は複数のデータストリームを並行して送信しても良い。一つのデザインにおいて、セ
ルｉとｊは、ＵＥ ｕへ一つのデータストリームを送信しても良い。それは、単一の受信

50

(13)

JP 2016‑213861 A 2016.12.15

アンテナを備えていても良い。他のデザインにおいて、セルｉは、ＵＥ ｕへ一つのデー
タストリームを送信しても良く、セルｊは、ＵＥ ｕへ他のデータストリームを送信して
も良い。それは、複数の受信アンテナを備えていても良い。両方のデザインについて、Ｕ
Ｅ ｕにおける両方のセルiとjに関する受信電力は、所望の電力であるであろう（ちょう
ど所望の電力を提供するサービングセルｉ及び干渉する電力を提供する非サービングセル
ｊの代わりに）。非サービングセルｊは、ＵＥ ｕにデータを送信するときに、コオペレ
ーティングセル（cooperating cell）と呼ばれても良い。
【００２０】
簡単にするために、下記の説明の多くは、ＵＥ ｕへのデータ伝送についてである。そ
れは、１つのサービングセルｉと、インデックスｊの１又は複数の非サービングセルとを

10

有しても良い。一つのＭＵ−ＭＩＭＯスキームにおいて、非サービングセルｊは、コオペ
レーティングセルとして動作しても良く、セルｉとｊが両方ともＵＥ ｕにデータを送信
しても良い。他のＭＵ−ＭＩＭＯスキームにおいて、サービングセルｉが、ＵＥ ｕにデ
ータを送信しても良く、非サービングセルｊは、ＵＥ ｕについて干渉ヌリング（interfe
rence nulling）を実行しても良い。一つのＳＵ−ＭＩＭＯスキームにおいて、サービン
グセルｉとコオペレーティングセルｊの両方が、ＵＥ ｕにデータを送信しても良い。こ
れらの様々なＭＩＭＯスキームは、以下に詳細に説明される。
【００２１】
一般に、各々のセルは、１又は複数の送信アンテナを備えていても良い。各々のＵＥは
また、１又は複数の受信アンテナを備えていても良い。データは、各々のセルの送信アン

20

テナの数、各々のＵＥの受信アンテナの数、セル間の協力（cooperation）のレベルなど
に応じて異なる方法で、送信されても良い。明りょうにするために、下記の説明の多くは
、２つのセルｉとｊによるデータ伝送をカバーする。本明細書で説明されるMIMOスキーム
は、2つを超えるセルに応用されても良い。
【００２２】
Ｉ．マルチユーザ分散ＭＩＭＯ
図４は、各々のセルに単一の送信アンテナを備え、各々のＵＥに単一の受信アンテナを
備えるＭＵ−ＭＩＭＯの一つのデザインを示す。各々のＵＥは、各々のセルの送信アンテ
ナからその受信アンテナへの単一入力単一出力（ＳＩＳＯ）チャネルについて複素チャネ
ル利得（complex channel gain）を判定しても良い。ＵＥ ｕは、セルｉに関するチャネ
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ル利得ｈｉｕ及びセルｊに関するチャネル利得ｈｊｕを得ても良い。同様に、ＵＥ ｖは
、セルｉに関するチャネル利得ｈｉｖ及びセルｊに関するチャネル利得ｈｊｖを得ても良
い。各々のセルに関するチャネル利得は、仮想チャネル・ベクトルの要素とみなされても
良い。ＵＥ ｕは、仮想チャネル行ベクトルｈｕ＝［ｈｉｕ ｈｊｕ］を得ても良く、ＵＥ
ｖは、仮想チャネル行ベクトルｈｖ＝［ｈｉｖ ｈｊｖ］を得ても良い。概念的に、２つ
のセル（各々単一の送信アンテナをもつ）は、２つの送信アンテナによる仮想セルと考え
られても良い。
【００２３】
各々のセルに単一の送信アンテナがある一つのＭＵ−ＭＩＭＯスキームにおいて、デー
タストリームは、２つのセルｉとｊにおける両方の送信アンテナから各々のＵＥに送信さ

40

れても良い（１つのセルの１つの送信アンテナのみからの代わりに）。セルｉは、ＵＥｕ
とｖをそれぞれ対象とするデータストリームｕとｖを受信しても良い。セルｉは、出力ス
トリームを得るためにプレコーディング・ベクトルｗｉで２つのデータストリームに関し
てプレコーディングを実行しても良く、その送信アンテナを介して該出力ストリームを送
信しても良い。同様に、セルｊは、データストリームｕとｖを受信しても良く、出力スト
リームを得るためにプレコーディング・ベクトルｗｊで２つのデータストリームに関して
プレコーディングを実行しても良く、その送信アンテナを介して概して出力ストリームを
送信しても良い。プレコーディング・ベクトルｗｉとｗｊは、様々な方法で判定されても
良い。
【００２４】
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一つのデザインにおいて、プレコーディング・ベクトルは、ゼロ・フォーシング（zero
‑forcing）（ＺＦ）技術に基づいて判定されても良い。２×２の仮想チャネル行列は、次
のように定義されても良い。
【数１】

【００２５】

10

２×２のプレコーディング行列Ｗｚｆは、以下のように、ゼロ・フォーシングに基づい
て判定されても良い。
【数２】

【００２６】
ここで、Λは、２つのセルの送信電力を正規化する対角行列（diagonal matrix）であ
り、

Ｈ

は、エルミート作用素（Hermetian）又は共役転置行列（conjugate transpose

20

）を意味する。
【００２７】
Ｗｚｆは、２つのプレコーディング・ベクトルを２つの列に含む。１つのプレコーディ
ング・ベクトルＷｚｆは、セルｉのためのプレコーディング・ベクトルｗｚｆ，ｉとして
提供されても良く、他のプレコーディング・ベクトルＷｚｆは、セルｊのためのプレコー
ディング・ベクトルｗｚｆ，ｊとして提供されても良い。仮想チャネル行列が正確である
ならば、ＵＥ ｕは、セルｊからほとんど干渉を観測しない可能性があり、ＵＥ ｖは、セ
ルｉからほとんど干渉を観測しない可能性がある。
【００２８】
他のデザインにおいて、セルiのためのプレコーディング・ベクトルｗｍｍｓｅ，ｉは

30

、以下のように、最小平均平方誤差（minimum mean square error）（ＭＭＳＥ）技術に
基づいて判定されても良い。
【数３】

40
【００２９】
ＭＭＳＥプレコーディング・ベクトルｗｍｍｓｅ，ｉは、セルiのための信号対受けた
干渉の比（signal‑to‑caused‑interference ratio）（ＳＣＩＲ）を最大にしても良い。
それは、以下のように表現されても良い。
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【数４】

【００３０】
式（３）で示すように、ＳＣＩＲｉは、ＵＥ ｖにおける干渉電力とＵＥ ｕにおける雑
音とを加算した値（分母）に対するＵＥ ｕの受信電力（分子）の比率である。式（３）

10

中のｗｉのためにｗｍｍｓｅ，ｉを使用することが、ＳＣＩＲｉを最大にしても良い。
【００３１】
セルｉとｊのためのプレコーディング・ベクトルはまた、他の方法で判定されても良い
。例えば、プレコーディング・ベクトルは、最大比合成（ＭＲＣ）技術などに基づいて判
定されても良い。
【００３２】
セルiは、以下のように、そのプレコーディング・ベクトルｗｉでプレコーディングを
実行しても良い。
【数５】
20

【００３３】
ここで、ｄｉは、データストリームｕとｖ中のデータシンボルを含む１×２のデータ・
ベクトルであり、ｘｉは、セルｉのための出力シンボルである。
【００３４】
セルｉは、式（４）中のｗｉのために、ｗｚｆ，ｉ又はｗｍｍｓｅ，ｉ又は何らかの他
のプレコーディング・ベクトルを使用しても良い。プレコーディング・ベクトルｗｉは、
２つのプレコーディング重みを含む。１つのプレコーディング重みが、データストリーム
ｕに適用されても良く、他のプレコーディング重みが、データストリームｖに適用されて

30

も良い。
【００３５】
時分割双方向（time division duplexed）（ＴＤＤ）システムについて、ダウンリンク
とアップリンクは、同一の周波数チャネルを共有し、ダウンリンク・チャネル応答は、ア
ップリンク・チャネル応答と高く相関していても良い。この場合において、セルは、ＵＥ
ｕとｖによりアップリンク上で送信されるパイロットに基づいて、ｈｕとｈｖを推定して
も良い。周波数分割双方向（frequency division duplexed）（ＴＤＤ）システムについ
て、ダウンリンクとアップリンクは、異なる周波数チャネルを使用し、ダウンリンク・チ
ャネル応答は、アップリンク・チャネル応答とよく相関しなくても良い。この場合には、
ＵＥ ｕは、ｈｕを推定して、そのサービングセルｉにそれを送信しても良く、また、Ｕ
Ｅ ｖは。ｈｖを推定して、そのサービングセルｊにそれを送信しても良い。
【００３６】
一つのデザインにおいて、ＵＥ ｕは、以下のように、チャネル方向インジケータ（Ｃ
ＤＩ）情報を判定しても良い。例えば、ＵＥ ｕは、最初に、各々のセルから受信される
基準信号又はパイロットに基づいて、ｈｕの推定を得ても良い。ＵＥ ｕは、単位正規ベ
クトル（unit norm vector）を得るために、以下のように、その大きさ（magnitude）に
よりチャネル・ベクトルを除しても良い。
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【数６】

【数７】

10
【数８】

【００３７】
ＵＥ ｕは、それから、ＣＤＩ情報として選択されたチャネル・ベクトルのＢビット・

20

インデックスを送信しても良い。
【００３８】
図５は、各々のセルに単一の送信アンテナを備え、各々のＵＥに複数の（Ｒ個の）受信
アンテナを備えるＭＵ−ＭＩＭＯのデザインを示す。各々のＵＥは、各々のセルにおける
送信アンテナからそのＲ個の受信アンテナへの単一入力多重出力（ＳＩＭＯ）チャネルに
関するチャネル応答ベクトル（又は簡単に、チャネル・ベクトル）を判定しても良い。Ｕ
Ｅ ｕは、セルiのためのＲ×１のチャネル・ベクトルｈiu＝［ｈｉｕ，１．．．ｈｉｕ，
Ｔ

Ｒ］

を得ても良い。ここで、ｒ∈｛１,...,Ｒ｝についてｈｉｕ，ｒは、セルｉにおけ

る送信アンテナからＵＥ ｕにおける受信アンテナへの複素チャネル利得であり、

Ｔ

は、転置を意味する。ＵＥ ｕはまた、セルjのためのＲ×１のチャネル・ベクトルｈｊｕ

30

を得ても良い。ＵＥ ｕは、受信フィルタをｈｉｕに適用することによって、セルｉのた
めの等価チャネル利得（equivalent channel gain）ｈｉｕ，ｅｑを判定しても良い。例
えば、ＵＥ ｕは、以下のように、ＵＥ ｕのためのチャネル行列の主左固有ベクトル（do
minant left eigenvector）ｕｕを適用することによって、ｈｉｕ，ｅｑを判定しても良
い。
【数９】

【００３９】

40

主左固有ベクトルは、下記のように判定されても良い。
【００４０】
ＵＥ ｕは、以下のように、同一の主左固有ベクトルを適用することによって、セルｊ
のための等価チャネル利得ｈｊｕ，ｅｑを判定しても良い。
【数１０】

【００４１】
ＵＥ ｕのための仮想チャネル・ベクトルは、それから、ｈu＝［ｈｉｕ，ｅｑ ｈｊｕ
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，ｅｑ］のように形成されても良い。一つの受信アンテナのケースについて上で説明され

た処理は、ＵＥ ｕにおける複数の受信アンテナで得られるｈｕに適用されても良い。
【００４２】
スケジューリングは、各々のセルが単一の送信アンテナを備えるケースについて様々な
方法で実行されても良い。一つのデザインにおいて、各々のセルは、独立してそのＵＥを
スケジュールしても良く、また、任意の基準セットに基づいて、データ伝送のためのＵＥ
群を選択しても良い。ビームフォーミング／プレコーディング・ステージにおいて、選択
されたＵＥ群は、共同伝送（joint transmission）のためにペアにされても良い。各々の
ＵＥペアは、１つのセル中の１つのＵＥと他のセル中の他のＵＥを含んでも良い。プレコ
ーディング・ベクトルは、ペアにされたＵＥについて判定されても良く、また、例えば、

10

先に述べたように、これらのＵＥへデータストリームを送信するのに使用されても良い。
【００４３】
他のデザインにおいて、共同のスケジューラは、複数のセルにわたってオペレートして
も良い。２つのセルにわたる共同のスケジューリングの１つのデザインにおいて、スケジ
ューラは、最初に、２つのセルにおけるＵＥ群の間で最も高いメトリックをもつＵＥを（
例えば、公正性などに基づいて）選択しても良い。選択されたＵＥがセルｉ中にあるなら
ば、スケジューラは、他のセルｊ中の互換性を持つＵＥを選択しても良い。互換性を持つ
ＵＥを選択するために、スケジューラは、そのチャネル・ベクトルがセルｉ中の選択され
たＵＥのチャネル・ベクトルと比較して小さな相関を有するセルｊ中のＵＥのサブセット
を識別しても良い。スケジューラは、それから、セルｊ中のＵＥのサブセットから、最も

20

高いメトリックをもつＵＥを選択しても良い。スケジューラは、それから、セルｉ中の選
択されたＵＥを、セルｊ中の選択されたＵＥとペアにしても良い。このＵＥ選択スキーム
は、プレコーディングから電力損失を低減しても良い。
【００４４】
一つのスケジューリング・デザインにおいて、例えば、先に述べたように、各々のセル
から１つのＵＥが選択されても良い。他のスケジューリング・デザインにおいて、例えば
両方のＵＥが高いメトリックを有し且つそれらのチャネル・ベクトルが小さな相関を有す
る限り、所定のセル中の一方又は両方のＵＥが選択されても良い。このスケジューリング
・デザインについて、ＵＥは、仮想セルに関連しても良く（物理セルの代わりに）、また
、仮想セル中の１又は複数の物理セルによってサービスされても良い。

30

【００４５】
上で説明されたデザインは、同一の時間−周波数資源上で２つのセル中の２つのＵＥを
サービスすることができる。これらのデザインは、同一の資源上で３つ以上のセル中の３
つ以上のＵＥをサービスするように拡張されても良い。各々のＵＥに関する仮想チャネル
・ベクトルは、そのＵＥに送信するであろうセルの数に依存していても良い。各々のセル
に関するプレコーディング・ベクトルは、そのセルがデータを送信するであろう全てのＵ
Ｅに関する仮想チャネル・ベクトルに依存していても良い。
【００４６】
各々のセルが複数の（Ｔ個の）送信アンテナを備えている場合に、データは、幾つかの
方法においてプレコーディングによって送信されても良い。第１のＭＵ−ＭＩＭＯスキー

40

ムにおいて、プレコーディングは、複数のセルにわたって実行されても良い。第２のＭＵ
−ＭＩＭＯスキームにおいて、プレコーディングは、各々のセルによって実行されても良
い。
【００４７】
図６は、各々のセルに複数の（Ｔ個の）送信アンテナを備え、各々のＵＥに単一の受信
アンテナを備える、第１のＭＵ−ＭＩＭＯスキームのための複数のセルにわたるプレコー
ディングのデザインを示す。各々のＵＥは、各々のセルにおけるＴ個の送信アンテナから
その受信アンテナへの多重入力単一出力（ＭＩＳＯ）チャネルに関するチャネル応答行ベ
クトル（又は簡単に、チャネル・ベクトル）を判定しても良い。ＵＥ ｕは、セルｉのた
めのチャネル・ベクトルｈｉｕ＝［ｈｉｕ，１ ｈｉｕ，Ｔ］を得ても良い。ここで、ｔ
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∈｛１,...,Ｔ｝についてｈｉｕ，ｔは、セルｉにおける送信アンテナｔからＵＥ ｕにお
ける受信アンテナへの複素チャネル利得である。ＵＥ ｕはまた、セルｊのためのチャネ
ル・ベクトルｈｊｕを得ても良い。各々のセルに関するチャネル・ベクトルは、仮想チャ
ネル・ベクトルの要素とみなされても良い。ＵＥ ｕは、仮想チャネル・ベクトルｈｕ＝
［ｈｉｕ ｈｊｕ］を形成しても良い。同様に、ＵＥ ｖは、セルｊのためのチャネル・ベ
クトルｈｉｖ及びセルｉのためのチャネル・ベクトルｈｊｖを得ても良く、また、仮想チ
ャネル・ベクトルｈｖ＝［ｈｉｖ ｈｊｖ］を形成しても良い。
【００４８】
第１のＭＵ−ＭＩＭＯスキームについては、データストリームは、２つのセルｉとｊに
おける２Ｔ個の送信アンテナから各々のＵＥへ送信されても良い（１つのセルにおけるＴ

10

個の送信アンテナのみからの代わりに）。セルｉは、ＵＥ ｕとｖをそれぞれ対象とする
データストリームｕとｖを受信しても良い。セルｉは、Ｔ個の出力ストリームを得るため
に、プレコーディング行列ｗｉで２つのデータストリームに関してプレコーディングを実
行しても良く、そのＴ個の送信アンテナを介してこれらのＴ個の出力ストリームを送信し
ても良い。同様に、セルｊは、データストリームｕとｖを受信しても良く、Ｔ出力ストリ
ームを得るために、プレコーディング行列ｗｊで２つのデータストリームに関してプレコ
ーディングを実行しても良く、そのＴ個の送信アンテナを介してこれらのＴ個の出力スト
リームを送信しても良い。プレコーディング行列ｗｉとｗｊは、ゼロ・フォーシング、Ｍ
ＭＳＥなどに基づいて判定されても良い。
20

【００４９】
図７は、各々のセルに複数の（Ｔ）送信アンテナを備え、各々のＵＥに複数の（Ｒ個の
）受信アンテナを備える、第１のＭＵ−ＭＩＭＯスキームのための複数のセルにわたるプ
レコーディングのデザインを示す。各々のＵＥは、各々のセルにおけるＴ個の送信アンテ
ナからそのＲ個の受信アンテナへのＭＩＭＯチャネルに関するチャネル応答行列（又は簡
単に、チャネル行列）を判定しても良い。ＵＥ ｕは、セルｉのためのＲ×Ｔのチャネル
行列Ｈｉｕ及びセルｊのためのチャネル行列Ｈｊｕを得ても良い。ＵＥ ｕは、ＵＥ ｕに
関するチャネル行列及び受信フィルタに基づいて、等価チャネル・ベクトルｈｉｕとｈｊ
ｕを判定しても良い。同様に、ＵＥ

ｖは、セルｊのためのチャネル行列Ｈｉｖ及びセル

ｉのためのチャネル行列Ｈｊｖを得ても良い。ＵＥ ｖは、ＵＥ ｖに関するチャネル行列
及び受信フィルタに基づいて、等価チャネル・ベクトルｈｉｖとｈｊｖを判定しても良い

30

。
【００５０】
一つのデザインにおいて、チャネル行列Ｈｉｕの特異値分解（singular value decompo
sition）は、以下のように表現さされも良い。
【数１１】

【００５１】
ここで、Ｕｉｕは、Ｈｉｕの左固有ベクトル（left eigenvectors）のＲ×Ｒのユニタ

40

リ行列であり、
Λｉｕは、Ｈｉｕの特異値のＲ×Ｔの対角行列であり、
Ｖｉｕは、Ｈｉｕの右固有ベクトル（right eigenvectors）のＴ×Ｔのユニタ
リ行列である。
【数１２】

【００５２】
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Ｕの列は、互いに直交であり、各々の列は、ユニット・パワー（unit power)を有する
。Λｉｕの対角要素は、Ｈｉｕの固有モード（eigenmodes）のチャネル利得を表す特異値
である。Λｉｕにおける特異値は、対角に沿って最大から最小に順序付けられても良い。
ＵｉｕとＶｉｕにおけるベクトルは、Λｉｕにおける特異値と同様の方法で順序付けられ
ても良い。順序付け（ordering）の後、Ｕｉｕの第１の列は、主左固有ベクトルであり、
ｕｉ，１として示されても良い。Ｖｉｕの第１の列は、主右固有ベクトル（dominant rig
ht eigenvector）であり、ｖｉ，１として示されても良い。
【００５３】
一つのデザインにおいて、セルｉにサービスするためのチャネル・ベクトルｈｉｕは、
以下のように定義されても良い。
【数１３】

10

【００５４】
ここで、λｉ，１は、Λｉｕにおける最大の特異値である。
【００５５】
式（９）で示されるデザインについて、ＵＥ ｕは、その受信された信号を受信フィル
タｕｉ，１で事前乗算（pre‑multiplying）することによって、ＭＩＭＯ受信フィルタリ
ング（又はＭＩＭＯ検出）を実行すると仮定されても良い。ｈｉｕは、それから、主右固

20

有ベクトルｖｉ，１の基準化されたバージョンによって定義される等価チャネルであって
も良い。
【００５６】
一つのデザインにおいて、非サービングセルjのためのチャネル・ベクトルｈｊｕは、
以下のように定義されても良い。
【数１４】

【００５７】

30

式（１０）で示されるデザインにおいて、非サービングセルｊのためのチャネル・ベク
トルｈｊｕは、同じ受信フィルタｕｉ，１を、非サービングセルｊのためのチャネル行列
Ｈｊｕに適用することによって、得られる。
【００５８】
各々のＵＥに複数の受信アンテナがあるケースについて、図７で示されるように、プレ
コーディング行列ｗｉとｗｊは、ｈｉｕとｈｊｕに基づいて、及び、ゼロ・フォーシング
、ＭＭＳＥなどに従って、判定されても良い。セルｉとｊは、それから、各々のＵＥに単
一の受信アンテナがあるケースの場合と同様の方法で、それぞれ、プレコーディング行列
ｗｉとｗｊでＵＥ ｕとｖにデータを送信しても良い。
【００５９】

40

一つのデザインにおいて、アンテナ置換（antenna permutation）は、データストリー
ムの間でのシンメトリー、バランス及び／又は頑丈さ（robustness）を達成するために、
１つのＵＥに送信される（１又は複数の）データストリームに適用されても良い。アンテ
ナ置換について、各々のデータストリームは、異なる時間間隔及び／又は異なる周波サブ
キャリアで異なるアンテナから送信されても良い。
【００６０】
一般に、２つ以上のセルは、これら複数のセルにわたるプレコーディングにより、デー
タを２つ以上のＵＥに同時に送信しても良い。所定のＵＥに対して同時に送信され得るデ
ータストリームの数（ＮＳ）は、ＮＳ≦min ｛ＮＴ，ＮＲ｝として与えられても良い。こ
こで、ＮＴは、データストリームを送信するすべてのセルにおける送信アンテナの総数で
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あり、ＮＲは、ＵＥにおける受信アンテナの総数である。１つのデータストリームが各々
のＵＥに送信される場合に、サービスされるべきＵＥの総数がすべてのセルにおける送信
アンテナの総数（ＮＴ）以下である限り、２以上のＵＥがセルごとにスケジュールされて
も良い。各々のセルのためのプレコーディング行列は、サービスされているすべてのＵＥ
からの仮想チャネル・ベクトルに基づいて判定されても良く、また、ゼロ・フォーシング
、ＭＭＳＥなどで導かれても良い。
【００６１】
スケジューリングは、各々のセルが複数の送信アンテナを備えるケースについて様々な
方法で実行されても良い。一つのデザインにおいて、データ伝送のためにスケジュールさ
れるＵＥの数は、セルの数と等しくても良く、また、一つのデータストリームが、各々の

10

スケジュールされたＵＥに送信されても良い。このデザインにおいて、スケジューリング
及びＵＥ選択は、各々のセルが１つの送信アンテナを備えるケースについて先に述べたよ
うに実行されても良い。特に、各々のセルは、独立してスケジューリングを実行しても良
く、また、（例えば逐次的な順序で）セルごとに１つのＵＥが選択されても良い。あるい
は、スケジューリングは、複数のセルにわたって共同で実行されても良く、また、ＵＥ群
は、これらセル中のＵＥの中から（例えば逐次的な順序で）選択されても良い。
【００６２】
他のデザインにおいて、サービスすべきＵＥの数が、セルの数より多くても良く、及び
／又は、２以上のデータストリームが、スケジュールされた１つのＵＥに送信されても良
い。このデザインにおいて、ＵＥは、Ｍ個までのデータストリームを受信するために、Ｍ

20

個の仮想チャネル・ベクトルを送信しても良い（ここで、Ｍ≧１）。各々の仮想チャネル
・ベクトルは、あたかもそれが単一のアンテナＵＥから受信されたように扱われても良い
。ＵＥは、それから、例えば、メトリックに基づいて、逐次的な順序で、選択されても良
い。更なる制約は、スケジューリングの際に適用されても良い。例えば、少なくとも一つ
のＵＥが各々のセルから選択され、多くともＬ個のデータストリーム（例えば、Ｌ＝２）
が所定のＵＥに送信されるなどするように、スケジューリングが実行されても良い。すべ
てのスケジュールされたＵＥに送信されるデータストリームの総数は、これらのデータス
トリームを送信するすべてのセルにおける送信アンテナ（ＮＴ個の）の総数以下であって
も良い。
【００６３】
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一般に、ＵＥが空間的に良く分離されるならば、１つのデータストリームをともなうよ
り多くのＵＥを選択することは、複数のデータストリームをともなうより少ないＵＥを選
択することに比べて、より良い場合がある。より多くのＵＥを選択することは、プレコー
ディングの電力損失を低減する間、より大きなダイバーシティー利得を提供しても良い。
【００６４】
第２のＭＵ−ＭＩＭＯスキームについては、プレコーディングは、複数のセルにわたる
代わりに各々のセルにより実行されても良い。各々のセルは、そのＵＥへデータストリー
ムを送信しても良く、また、他のセルによりサービスされる他のＵＥに対する干渉を低減
する方法でビームフォーミングを実行しても良い。例えば、セルｉは、ＵＥ ｕへデータ
ストリームを送信しても良く、また、ＵＥ ｖに対する干渉を低減するためにビームフォ
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ーミングを実行しても良い。同様に、セルｊは、ＵＥ ｖへデータストリームを送信して
も良く、また、ＵＥ ｕに対する干渉を低減するためにビームフォーミングを実行しても
良い。
【００６５】
図８は、各々のセルに複数の（Ｔ個の）送信アンテナを備え、各々のＵＥに単一の受信
アンテナを備える、第２のＭＵ−ＭＩＭＯスキームのためのセルごとのプレコーディング
のデザインを示す。ＵＥ ｕは、サービングセルｉのためのチャネル・ベクトルｈｉｕ及
び非サービングセルｊのためのチャネル・ベクトルｈｊｕを得ても良い。同様に、ＵＥｖ
は、サービングセルｉのためのチャネル・ベクトルｈｉｖ及び非サービングセルｊのため
のチャネル・ベクトルｈｊｖを得ても良い。セルｉのためのプレコーディング・ベクトル
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ｗｉは、データ伝送がＵＥ ｕの方へ且つＵＥ ｖから離れる方へ進められ得るように、チ
ャネル・ベクトルｈｉｕ及びｈｉｖに基づいて判定されても良い。
【００６６】
一つのデザインにおいて、セルiのためのプレコーディング・ベクトルは、以下のよう
に、ＭＭＳＥに基づいて判定されても良い。
【数１５】

10
【００６７】
セルiのためのＳＣＩＲは、次のように表現されても良い。
【数１６】

20
【００６８】
ｗｉのためのｗｍｍｓｅ，ｉの使用は、セルｉからＵＥ ｕへのデータ伝送のＳＣＩＲ
を最大にするであろう。セルｉがチャネルｈｉｕを介したＵＥ ｕからのデータ伝送及び
チャネルｈｉｖを介したＵＥ ｖからの干渉する伝送を受信することになっているならば
、ｗｍｍｓｅ，ｉは、信号対雑音干渉比（signal‑to‑noise‑and‑interference ratio）（
ＳＩＮＲ）を最大にするために、セルｉによる受信フィルタとして使用されても良い。
【００６９】
他のデザインにおいて、セルｉのためのプレコーディング・ベクトルは、以下のように
、ゼロ・フォーシングに基づいて判定されても良い。
【数１７】

30

【数１８】

40
【００７０】
式（１１）及び（１３）で示されるように、セルｉのためのプレコーディング・ベクト
ルは、セルｉに局所化されるチャネル・ベクトルｈｉｕ及びｈｉｖに基づいて導かれても
良い。それゆえ、各々のセルは、ビームフォーミング/プレコーディング・レベルで独立
して、その決定をしても良い。ＭＭＳＥとゼロ・フォーシングの両方について、チャネル
・ベクトルｈｉｕ及びｈｉｖが正確であるならば、ＵＥ ｖは、セルｉからほとんど干渉
を観測しなくても良い。
【００７１】
図９は、各々のセルに複数の（Ｔ個の）送信アンテナを備え、各々のＵＥに複数の（Ｒ
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個の）受信アンテナを備える、第２のＭＵ−ＭＩＭＯスキームのためのセルごとのプレコ
ーディングのデザインを示す。ＵＥ ｕは、セルｉのためのチャネル行列Ｈｉｕ及びセル
ｊのためのチャネル行列Ｈｊｕを得ても良い。同様に、ＵＥ ｖは、セルｉのためのチャ
ネル行列Ｈｉｖ及びセルｊのためのチャネル行列Ｈｊｖを得ても良い。
【００７２】
セルｉは、Ｍ個のデータストリームをＵＥ ｕに送信しても良い（ここで、Ｍ≧１）。
ｍ番目のデータストリームのためのチャネル・ベクトルｈｉｕ，ｍ及びｈｊｕ，ｍ（ここ
で、ｍ∈｛１,...,Ｍ｝）は、以下のように表現されても良い。
【数１９】
10

【００７３】
ｍ番目のデータストリームのためのプレコーディング・ベクトルは、以下のように、Ｍ
ＭＳＥに基づいて判定されても良い。
【数２０】
20

【００７４】
ｍ番目のデータストリームのためのプレコーディング・ベクトルはまた、ゼロ・フォー
シングに基づいて判定されても良い。この場合、２Ｍ×Ｒの等価チャネル行列が次のよう
に定義されても良い。
【数２１】
30

【００７５】
ｍ番目のデータストリームのためのプレコーディング・ベクトルは、それから、以下の
ように判定されても良い。
【数２２】

40
【００７６】
図９で示されるように、セルｉは、セルｉのためのプレコーディング行列ｗｉに基づい
て、Ｍ個のデータストリームをＵＥ ｕへ送信しても良い。ｗｉは、ゼロ・フォーシング
、ＭＭＳＥなどに基づいて判定されても良い。同様に、セルｊは、セルｊのためのプレコ
ーディング行列ｗｊに基づいて、Ｍ個のデータストリームをＵＥ ｖへ送信しても良い。
ｗｊは、ゼロ・フォーシング、ＭＭＳＥなどに基づいて判定されても良い。セルｉ及びｊ
は、それぞれ、ＵＥ ｕ及びｖへ、同一又は異なる数のデータストリームを送信しても良
い。
【００７７】
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ＵＥ ｕへ送信すべきデータストリームの数（Ｍ）は、ＵＥ ｕにおける受信アンテナの
数以下であっても良い。少なくとも一つの受信ディメンション（又は自由度）が残りのＵ
Ｅ中干渉の抑制に使用できるように、Ｍが選択されても良い。さらに、セルｉは、セルｉ
によりサービスされるＵＥの総数がセルｉにおける送信アンテナの総数（Ｔ）以下である
限り、データを２以上のＵＥへ送信しても良い（ＵＥごとに１つのデータストリームを仮
定して）。
【００７８】
各々のセルが複数の送信アンテナを備えている場合に、様々な方法でスケジューリング
が実行されても良い。一つのデザインにおいて、各々のセルは、そのＵＥを独立してスケ
ジューリングしても良く、また、スケジュールされたＵＥの隣接するセルに知らせても良

10

い。各々のセルは、隣接するセルによりサービスされるべきＵＥ（又はデータストリーム
）を調べても良く、また、隣接するセル中のＵＥに対する干渉を低減するために、隣接す
るセル中のＵＥからのチャネル・ベクトルだけでなくそのＵＥからのチャネル・ベクトル
に基づいて、そのＵＥのためにビームフォーミングを実行しても良い。
【００７９】
他のデザインにおいて、複数のセルにわたってスケジューリングが実行されても良い。
このデザインにおいて、スケジューラは、最初に、複数のセル中で最も高いメトリックを
もつＵＥ（又はデータストリーム）を選択しても良い。スケジューラは、それから、高い
メトリック及びそのチャネル・ベクトルと該選択されたＵＥのチャネル・ベクトルとの間
の小さな相関をもつ他のＵＥを選択しても良い。スケジューラは、すべてのＵＥ（又はデ

20

ータストリーム）が選択されるまで、同様の方法で、各々の以降のＵＥを選択しても良い
。このデザインは、プレコーディングから電力損失を低減しても良い。例えば、セルごと
に１つのＵＥに制限するために、ＵＥごとに多くともＬ個のデータストリームに制限する
ために、その他のために、一定の制約が適用されても良い。新しい互換性を持つＵＥが存
在する場合に備えて、１又は複数のセルは閉ざされても良い。それは適応可能なフラクシ
ョナル周波数再利用（factional frequency reuse）（ＦＦＲ）と考えられ得る。
【００８０】
各々のセルに複数の（Ｔ個の）送信アンテナがある第３のＭＵ−ＭＩＭＯスキームにお
いて、同一のＮｏｄｅ Ｂにおけるセルのためのプレコーディング・ベクトルは、これら
のセルにわたって共同で選択されても良い。一つのデザインにおいて、プレコーディング

30

・ベクトルのコードブックが、使用のために利用可能であっても良い。一つのプレコーデ
ィング・ベクトルは、１又は複数の選択基準に基づいて、各々のセルについて選択されて
も良い。一つのデザインにおいて、プレコーディング・ベクトルを選択するために、ＵＥ
群についての合計レート又はレートの調和平均を最大にする選択基準が使用されても良い
。ＵＥのセットための合計レートＲは、以下のように表現されても良い。
【数２３】

40

【００８１】
一つのデザインにおいて、例えば、それらのメトリックに基づいて、一組のＵＥがデー
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タ伝送のために選択されても良い。合計レートは、それから、選択されたＵＥのセットに
ついて、セル群のためのプレコーディング・ベクトルの異なる複数のセットについて計算
されても良い。最も高い合計レートを提供するプレコーディング・ベクトルのセットは、
使用のために選択されても良い。他のデザインにおいて、逐次的な順序でＵＥが選択され
ても良い。例えば、最も高いメトリック（例えば、最大のＳＩＮＲ）をもつＵＥが、最初
に、選択されても良い。このＵＥのためのプレコーディング・ベクトルは、第２のＵＥに
引き起こされる干渉を低減するために、ゼロ・フォーシング又はＭＭＳＥに基づいて判定
されても良い。第２のＵＥのためのプレコーディング・ベクトルは、例えば合計レートを
最大にするように、コードブックから選択されても良い。スケジューリングはまた、第２
のＭＵ−ＭＩＭＯスキームについて先に述べたように実行されても良い。

10

【００８２】
上で説明されたＭＵ−ＭＩＭＯスキームの全てについて、ＵＥ ｕは、複数の受信アン
テナを備えていても良く、また、フィードバックのために等価チャネル・ベクトルを得る
ために、受信フィルタ（例えば、主左固有ベクトル）を適用しても良い。セルｉは、セル
ｊ中のＵＥ ｖと同様にＵＥ ｕから等価チャネル・ベクトルを得ても良い。セルｉは、Ｕ
Ｅ ｕ及びｖからの等価チャネル・ベクトルに基づいて、ＵＥ ｕのためのプレコーディン
グ・ベクトルを導いても良い。同様に、セルｊは、ＵＥ ｖ及びｕからの等価チャネル・
ベクトルに基づいて、ＵＥ ｖのためのプレコーディング・ベクトルを導いても良い。等
価チャネル・ベクトルが正確であるならば、ＵＥ ｕは、受信フィルタを適用した後に、
セルｊからほとんど干渉を観測しなくても良い。しかし、ＵＥ ｕにより観測される実際

20

のチャネルは、セルｉ及びｊにより仮定される等価チャネルとは異なる場合がある。この
不一致（discrepancy）は、例えば量子化エラー、チャネル・バリエーション、チャネル
推定エラーなどのような様々な要因によることがある。
【００８３】
一つのデザインにおいて、ＵＥ ｕは、以下のように、ＭＭＳＥに基づいて、受信フィ
ルタを導いても良い。
【数２４】

30

【００８４】
ここで、ｑｍｍｓｅ，ｍは、データストリームｍのためのＭＭＳＥ受信フィルタである
。
【００８５】
ＭＭＳＥ受信フィルタは、実際のチャネルと等価チャネルとの間の不一致（mismatches
）のために、残りの干渉をヌルアウトしても良い。一つのデータストリームのみがＵＥｕ
に送信されるならば、干渉抑制のためにＵＥ ｕにおけるＲ−１個の受信アンテナが使用
されても良い。ＵＥ ｕは、以下のように、ＭＭＳＥ受信フィルタで受信フィルタリング

40

を実行しても良い。
【数２５】

【００８６】
ここで、ｒｕは、ＵＥ ｕにおけるＲ個の受信アンテナを介して得られる受信シンボル
のベクトルであり、
ｄｕ，ｍは、データストリームｍのための検出シンボルである。
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【００８７】
ＩＩ．シングルユーザ分散ＭＩＭＯ
ＳＵ−ＭＩＭＯについて、所定のＵＥへ１又は複数のデータストリームを送信するため
に、複数のセルが協力しても良い。これらのセルは、ビームフォーミング利得を得るため
に、より多くの送信アンテナを介して該ＵＥへ単一のデータストリームを送信しても良い
。これらのセルはまた、データ・パフォーマンスを向上させるために、該ＵＥへ２以上の
データストリームを送信しても良い。
【００８８】
図１０は、各々のセルが単一の送信アンテナを備え、ＵＥ ｕが単一の受信アンテナを
備える、ＳＵ−ＭＩＭＯのデザインを示す。ＵＥ ｕは、セルｉのためのチャネル利得ｈ
ｉｕ及びセルｊのためのチャネル利得ｈｊｕを得ても良い。ＵＥ

10

ｕは、仮想チャネル・

ベクトルｈｕ＝［ｈｉｕ ｈｊｕ］を形成しても良い。
【００８９】
各々のセルに単一の送信アンテナがある一つのＳＵ−ＭＩＭＯスキームにおいて、デー
タストリームは、２つのセルｉ及びｊにおける両方の送信アンテナからＵＥ ｕへ送信さ
れても良い。
【数２６】

20

【００９０】
セルｉは、一つの重みｗｉを、ＵＥ ｕへ送信されるデータストリームに対して適用し
ても良く、また、セルｊは、他の重みｗｊを、ＵＥ ｕへ送信される同一のデータストリ
ームに対して適用しても良い。ＵＥ ｕは１つの受信アンテナを備えているので、１つの
データストリームのみが、２つのセルからＵＥ ｕへ送信されても良い。セルｊは、ＵＥ

30

ｕのために使用される時間−周波数資源上で、いずれのＵＥにもサービスしない。
【００９１】
ＵＥ ｕが複数の（Ｒ個の）受信アンテナを備えているならば、幾つかの方法で、複数
のデータストリームがＵＥ ｕに送信されても良い。第１のＳＵ−ＭＩＭＯスキームにお
いて、複数のデータストリームは、複数のセルにわたるプレコーディングによって送信さ
れても良い。第２のＳＵ−ＭＩＭＯスキームにおいて、複数のデータストリームは、セル
ごとのプレコーディングによって送信されても良い。
【００９２】
図１１は、各々のセルが単一の送信アンテナを備え、ＵＥ ｕが複数の（Ｒ個の）受信
アンテナを備える、第２のＳＵ−ＭＩＭＯスキームのデザインを示す。ＵＥ ｕは、セル

40

ｉのためのチャネル・ベクトルｈｉｕ及びセルｊのためのチャネル・ベクトルｈｊｕを得
ても良い。ＵＥ ｕは、そのセルのためのチャネル・ベクトルに基づいて、各々のセルに
ついてＳＩＮＲを判定しても良い。各々のセルのためのＳＩＮＲは、ＵＥ ｕにより使用
される受信フィルタに依存し得る。それは、ゼロ・フォーシング、ＭＭＳＥ、逐次干渉除
去（successive interference cancellation）（ＳＩＣ）によるＭＭＳＥ、最尤検出（ma
ximum likelihood detection）（ＭＬＤ）、何らかの他の受信フィルタであっても良い。
ＵＥ ｕは、各々のセルに関するチャネル品質表示（channel quality indicator）（ＣＱ
Ｉ）情報を、そのセルに関するＳＩＮＲに基づいて、判定しても良く、また、セルｉ及び
ｊに関するＣＱＩ情報を送信しても良い。セルｉは、セルｉに関するＣＱＩ情報に基づい
て判定されたレートで、１つのデータストリームをＵＥ ｕへ送信しても良い。セルｊは
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、セルｊに関するＣＱＩ情報に基づいて判定されたレートで、他のデータストリームをＵ
Ｅ ｕへ送信しても良い。ＵＥ ｕは、２つのセルによりＵＥ ｕへ送信される２つのデー
タストリームをリカバーするために、ゼロ・フォーシング、ＭＭＳＥ、ＭＭＳＥ−ＳＩＣ
などに基づく受信フィルタリングを実行しても良い。
【００９３】
図１２は、各々のセルに単一の送信アンテナを備え、ＵＥ ｕに複数の（Ｒ個の）受信
アンテナを備える、第１のＳＵ−ＭＩＭＯスキームのデザインを示す。ＵＥ ｕは、セル
ｉのためのチャネル・ベクトルｈｉｕ及びセルｊのためのチャネル・ベクトルｈｊｕを得
ても良い。
【数２７】

10

【００９４】
ＵＥ ｕは、チャネル行列に基づいて、２つの空間レイヤに関するＣＱＩ情報を判定し
ても良く、また、フィードバックとしてＣＱＩ情報を送信しても良い。
【００９５】

20

幾つかの方法で、２つのデータストリームが、セルｉ及びｊによりＵＥ ｕへ送信され
ても良い。図１２に示される一つのデザインにおいて、各々のデータストリームは、プレ
コーディングにより両方のセルから送信されても良い。２×２のプレコーディング行列ｗ
ｕは、例えばゼロ・フォーシング、ＭＭＳＥなどを使用して、チャネル行列Ｈｕに基づい

て、ＵＥ ｕについて導かれても良い。各々のデータストリームは、ｗｕ（それは２つの
セルｉ及びｊにおける両方の送信アンテナのためのプレコーディング・ベクトルである）
のうちの一つの列に基づいて、セルｉ及びｊにおける２つの送信アンテナから送信されて
も良い。各々のセルは、ｗｕの一つの列に対応するプレコーディング・ベクトルに基づい
て、２つのデータストリームのためのプレコーディングを実行しても良い。
【００９６】

30

図１２に示されない他のデザインにおいて、各々のデータストリームは、異なるデータ
ストリーム間での空間対称性を増加させるために、アンテナ置換により（及び、プレコー
ディングせずに）、２つのセルにより送信されても良い。
【００９７】
図１３は、各々のセルに複数の（Ｔ個の）送信アンテナを備え、ＵＥ ｕに複数の（Ｒ
個の）受信アンテナを備える、第１のＳＵ−ＭＩＭＯスキームのデザインを示す。ＵＥｕ
は、セルｉのためのチャネル行列Ｈｉｕ及びセルｊのためのチャネル行列Ｈｊｕを得ても
良い。ＵＥ ｕは、２つのセルのためのチャネル行列を一緒に扱っても良く、また、Ｍ空
間レイヤのための諸ＳＩＮＲを判定しても良い（ここで、Ｍ≧１）。ＵＥ ｕは、諸ＳＩ
ＮＲに基づいて、Ｍ空間レイヤのためのＣＱＩ情報を判定しても良く、また、フィードバ
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ックとしてＣＱＩ情報を送信しても良い。２つのセルにおける送信アンテナの総数は、Ｕ
Ｅ ｕにおける受信アンテナの数より多くても良い。ＵＥ ｕは、それから、２つのセルの
ためのプレコーディング行列を判定しても良く、また、プレコーディング行列をそれらセ
ルへ送信しても良い。２つのセルは、ＣＱＩ情報及びプレコーディング行列に従って、Ｍ
個のデータストリームをＵＥ ｕへ送信しても良い。
【００９８】
第２のＳＵ−ＭＩＭＯスキーム（それは図１３に示されない）について、各々のセルは
、ＵＥ ｕへ１又は複数のデータストリームを送信しても良く、また、ＵＥ ｕへ送信され
る各々のデータストリームについてプレコーディングを実行しても良い。第１及び第２の
ＳＵ−ＭＩＭＯスキームの両方について、ＵＥ ｕは、２つのセルにより送信されるデー
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タストリームをリカバーするために、ゼロ・フォーシング、ＭＭＳＥ、ＭＭＳＥ−ＳＩＣ
、などに基づく受信フィルタリングを実行しても良い。
【００９９】
上で説明されたすべてのＭＩＭＯスキームについて、ＵＥ ｕは、複数のセルに関する
チャネル推定を得ても良い。各々のセルに関するチャネル推定は、チャネル利得、チャネ
ル・ベクトル、チャネル行列などを含んでも良い。
【数２８】

10

20
【０１００】
他のデザインにおいて、ＵＥ ｕは、チャネル推定に基づいて、１又は複数のセルのた
めの１又は複数のプレコーディング・ベクトルを判定しても良く、また、（１又は複数の
）プレコーディング・ベクトルをフィードバックとして送信しても良い。送信アンテナの
総数はＵＥ ｕにおける受信アンテナの数より多い場合があるので、このデザインは、各
々のセルに複数の送信アンテナがあるＳＵ−ＭＩＭＯスキームについて適用できる可能性
がある。
【０１０１】
上で説明されたすべてのＭＩＭＯスキームについて、ＵＥ ｕは、ＵＥ ｕに送信される
べき各々のデータストリームについてＳＩＮＲを推定しても良い。ＵＥ ｕは、各々のデ
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ータストリームのためのＳＩＮＲに基づいて、ＵＥ ｕに送信されるべきすべてのＭ個の
データストリームに関するＣＱＩ情報を判定しても良い。ＳＩＮＲ及びそれゆえにＣＱＩ
情報は、ＵＥ ｕにより使用される特定の受信フィルタに基づいて判定されても良い。Ｃ
ＱＩ情報は、各々のデータストリーム及び／又は他の情報についてＳＩＮＲ又はデータレ
ートを示しても良い。ＵＥ ｕは、ＣＱＩ情報を、サービングセル及び／又はコオペレー
ティングセルに送信しても良い。サービングセル及び（１又は複数の）有り得るコオペレ
ーティングセルは、ＣＱＩ情報に従って選択されたデータレートで、Ｍ個のデータストリ
ームをＵＥ ｕへ送信しても良い。
【０１０２】
ＵＥ ｕは、ＭＵ−ＭＩＭＯ又はＳＵ−ＭＩＭＯをサポートするために、フィードバッ
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ク情報（例えば、ＣＱＩ及びＣＤＩ情報）を送信しても良い。ＭＵ−ＭＩＭＯについて、
ＵＥ ｕは、サービングセルに関するＣＱＩ情報と、サービングセル及びコオペレーティ
ングセルに関するＣＤＩ情報を送信しても良い。ＳＵ−ＭＩＭＯについて、ＵＥ ｕは、
サービングセル及びコオペレーティングセルに関するＣＱＩ及びＣＤＩ情報を送信しても
良い。ここで、ＣＤＩ情報は、振幅よりもむしろ位相を表しても良い。一つのデザインで
、ＵＥ ｕは、フィードバック情報をサービングセルに送信しても良い。そして、それは
、（１又は複数の）コオペレーティングセルに関するフィードバック情報を、バックホー
ルを介して、（１又は複数の）コオペレーティングセルにフォワードしても良い。他のデ
ザインにおいて、ＵＥ ｕは、各々のセルに関するフィードバック情報を、そのセルに直
接送信しても良い。
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【０１０３】
本明細書で説明される技術は、先に述べたように、同一のＮｏｄｅ Ｂ又は異なるＮｏ
ｄｅ Ｂにおける複数のセルからの分散ＭＩＭＯをサポートするために使用されても良い
。本技術はまた、分散アンテナ・システムにおける分散ＭＩＭＯをサポートするために使
用されても良い。
【０１０４】
図１４は、分散アンテナ・システム１４００を示す。Ｎｏｄｅ Ｂ １４１０は、カバレ
ージを強化するために異なる位置に置かれてもよい複数の（例えば、３つの）アンテナ１
４１２ａ,１４１２ｂ及び１４１２ｃを含んでも良い。アンテナ１４１２ａは、セルｉの
ために通信カバレージを提供しても良く、アンテナ１４１２ｂは、セルｊのために通信カ

10

バレージを提供しても良く、アンテナ１４１２ｃは、セルｋのために通信カバレージを提
供しても良い。アンテナ１４１２ａ,１４１２ｂ及び１４１２ｃは、有線又は無線のバッ
クホール・リンク（それは図１４中で点線により示される）を介してＮｏｄｅ Ｂ １４１
０に接続されても良い。上で説明されたＭＵ−ＭＩＭＯスキーム及びＳＵ−ＭＩＭＯスキ
ームは、類似する方法でシステム１４００に適用されても良い。
【０１０５】
本明細書で説明される技術は、セルエッジＵＥのパフォーマンスを向上させても良い。
様々なＭＵ−ＭＩＭＯスキーム及びＳＵ−ＭＩＭＯスキーム並びに異なるレベルのセル間
協力が上で説明された。幾つかのスキームは、仮想セルが複数の物理セルにより形成され
ても良く且つそれら物理セル中の複数のＵＥへデータを送信しても良いハイレベルの調整
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を利用する。幾つかのスキームは、各々のセルがその（１又は複数の）ＵＥへデータを送
信しても良く且つ互換性を持つＵＥを選択することによって及び／又は隣接するセル中の
ＵＥから離れる方向にビームフォーミングすることによって向上するパフォーマンスが達
成されても良いローレベルの調整を利用する。
【０１０６】
図１５は、無線通信システムにおいてデータを受信するための方法１５００のデザイン
を示す。プロセス１５００は、ＵＥによって（下記のように）、又は、何らかの他の実体
によって、実行されても良い。ＵＥは、複数のセルに関するチャネル推定を判定しても良
く、それらはＵＥへのデータ伝送のための仮想セルとしてオペレートしても良い（ブロッ
ク１５１２）。複数のセルは、単一の基地局又は複数の基地局に属していても良い。複数
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のセルはまた、例えば図１４に示されるように、異なる位置に分散される複数のアンテナ
に関連していても良い。ＵＥは、複数のセルのうちの少なくとも一つに（例えば、サービ
ングセルに）、チャネル推定を送信しても良い（ブロック１５１４）。ＵＥは、チャネル
推定に基づいて、複数のセルによって該ＵＥに送信されるデータ伝送を受信しても良い（
ブロック１５１６）。ＵＥは１又は複数のセルに関するＣＱＩ情報をレポートしても良く
、また、データ伝送は、ＣＱＩ情報に更に基づいて、送信されても良い。
【０１０７】
一つのデザインにおいて、データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含んで
も良く、また、各々のデータストリームは、複数のセルによってＵＥに送信されても良い
。他のデザインにおいて、データ伝送は、複数のデータストリームを含んでも良く、また
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、各々のデータストリームは、一つのセルによってＵＥに送信されても良い。
【０１０８】
一つのデザインにおいて、ＭＵ−ＭＩＭＯについては、データ伝送は、他のＵＥへ他の
データ伝送を送信するために使用され得る資源上で、複数のセルによって送信されても良
い。他のデザインにおいて、ＳＵ−ＭＩＭＯについては、データ伝送は、他のＵＥへデー
タ伝送を送信するためには使用されない資源上で、複数のセルによって送信されても良い
。
【０１０９】
一つのデザインにおいて、データ伝送は、ＵＥからのチャネル推定に基づいて判定され
る少なくとも一つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、複数のセルによって送信さ
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れても良い。他のデザインにおいて、データ伝送は、少なくとも一つのデータストリーム
を含んでも良く、また、各々のデータストリームは、そのデータストリームのためのプレ
コーディング・ベクトルに基づく複数のセルによるプレコーディングによって送信されて
も良い。一般に、データストリームは、複数のセルにわたるプレコーディングによって、
又は、１つのセルによるプレコーディングによって、ＵＥに送信されても良い。
【０１１０】
一つのデザインにおいて、複数のセルは、単一の送信アンテナを各々備えていても良く
、また、ＵＥは、単一の受信アンテナを備えていても良い（例えば、図４及び１０に示さ
れるように）。チャネル推定は、複数のセルの各々に関するチャネル利得を含んでも良い
。他のデザインにおいて、複数のセルは、単一の送信アンテナを各々備えていても良く、
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また、ＵＥは、複数の受信アンテナを備えていても良い（例えば、図５,１１及び１２に
示されるように）。ＵＥは、各々のセルに関するチャネル・ベクトルを判定しても良く、
また、チャネル・ベクトル及び受信フィルタに基づいて、セルに関するチャネル利得を判
定しても良い。さらにもう一つのデザインにおいて、複数のセルは、複数の送信アンテナ
を各々備えていても良く、また、ＵＥは、単一の受信アンテナを備えていても良い（例え
ば、図６及び８に示されるように）。チャネル推定は、各々のセルに関するチャネル・ベ
クトルを含んでも良い。さらにもう一つのデザインで、複数のセルは複数の送信アンテナ
を各々備えていても良く、また、ＵＥは、複数の受信アンテナを備えていても良い（例え
ば、図７,９及び１３に示されるように）。ＵＥは、各々のセルに関するチャネル行列を
判定しても良く、また、チャネル行列及び受信フィルタに基づいて、セルに関するチャネ
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ル・ベクトルを判定しても良い。複数のセルに関するチャネル推定はまた、他の情報を含
んでも良い。すべてのデザインについて、ＵＥへ送信され得るデータストリームの数は、
複数のセルにおける送信アンテナの数及びＵＥにおける受信アンテナの数によって制限さ
れても良い。
【０１１１】
図１６は、無線通信システムにおいてデータを受信するための装置１６００のデザイン
を示す。装置１６００は、ＵＥにより複数のセルに関するチャネル推定を判定するモジュ
ール１６１２、前記ＵＥから前記複数のセルのうちの少なくとも一つへ前記チャネル推定
を送信するモジュール１６１４、及び、前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルに
より前記ＵＥへ送信されるデータ伝送を受信するモジュール１６１６を含む。
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【０１１２】
図１７は、無線通信システムにおいてデータを送信するための方法１７００のデザイン
を示す。プロセス１７００は、基地局又は何らかの他の実体によって実行されても良い。
複数のセルに関するチャネル推定が、少なくとも一つのＵＥから受信されても良い（ブロ
ック１７１２）。複数のセルは、仮想セルとしてオペレートしても良く、また、単一の基
地局又は複数の基地局に属していても良い。少なくとも一つのデータ伝送が、チャネル推
定に基づいて、複数のセルから少なくとも一つのＵＥへ送信されても良い（各々のデータ
伝送は複数のセルによりそれぞれのＵＥへ送信される）（ブロック１７１４）。
【０１１３】
一つのデザインにおいて、各々のＵＥのためのデータ伝送は、少なくとも一つのデータ
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ストリームを含んでも良く、また、各々のデータストリームは、複数のセルによりＵＥへ
送信されても良い。他のデザインにおいて、各々のＵＥのためのデータ伝送は、複数のデ
ータストリームを含んでも良く、また、各々のデータストリームは、一つのセルによりＵ
Ｅへ送信されても良い。
【０１１４】
一つのデザインにおいて、ＭＵ−ＭＩＭＯについては、少なくとも２つのデータ伝送が
、共通の資源上で複数のセルによって少なくとも２つのＵＥへ並行して送信されても良い
。他のデザインにおいて、ＳＵ−ＭＩＭＯについては、単一のデータ伝送が、他のＵＥへ
データ伝送を送信するためには使用されない資上源で、複数のセルによって単一のＵＥへ
送信されても良い。

50

(30)

JP 2016‑213861 A 2016.12.15

【０１１５】
ブロック１７１４の一つのデザインにおいて、少なくとも一つのプレコーディング・ベ
クトルが、チャネル推定に基づいて（例えば、ゼロ・フォーシング又はＭＭＳＥで）判定
されても良い。各々のプレコーディング・ベクトルは、複数のセルにおける各々の送信ア
ンテナのための重みを含んでも良い。各々のデータ伝送は、それぞれのプレコーディング
・ベクトルに基づいて、複数のセルによりそれぞれのＵＥへ送信されても良い。ブロック
１７１４の他のデザインにおいて、各々のデータ伝送は、少なくとも一つのデータストリ
ームを含んでも良い。プレコーディング・ベクトルは、チャネル推定に基づいて、各々の
データストリームについて判定されても良い。各々のデータストリームは、複数のセルに
よって、そのデータストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、送信さ

10

れても良い。
【０１１６】
図１８は、無線通信システムにおいてデータを送信するための装置１８００のデザイン
を示す。装置１８００は、少なくとも一つのＵＥから複数のセルに関するチャネル推定を
受信するモジュール１８１２、及び、前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルから
前記少なくとも一つのＵＥへ少なくとも一つのデータ伝送を送信する（各々のデータ伝送
は、前記複数のセルによりそれぞれのＵＥへ送信される）モジュール１８１４を含む。
【０１１７】
図１９は、無線通信システムにおいてデータを受信するための方法１９００のデザイン
を表す。プロセス１９００は、第１のＵＥによって（下記のように）、又は、何らかの他
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の実体によって、実行されても良い。第１のＵＥは、第１のセルに関する第１のチャネル
推定を判定しても良く（ブロック１９１２）、また、第２のセルに関する第２のチャネル
推定を判定しても良い（ブロック１９１４）。第１のＵＥは、第１及び第２のセルのうち
の少なくとも一つ（例えば、サービングセルに）へ、第１及び第２のチャネル推定を送信
しても良い（ブロック１９１６）。第１のＵＥは、第１のチャネル推定に基づいて、第１
のセルにより第１のＵＥへ送信される第１のデータ伝送を受信しても良い（ブロック１９
１８）。第１のＵＥは、第２のチャネル推定に基づいて、第２のセルにより第２のＵＥへ
送信され且つ第１のＵＥから離れる方向に進められる第２のデータ伝送を、受信しても良
い（ブロック１９２０）。第１及び第２のデータ伝送は、同一の資源（例えば、ＬＴＥに
おける同一の資源ブロック）上で、第１及び第２のセルによって並行して送信されても良
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い。
【０１１８】
第１のデータ伝送は、第１のプレコーディング・ベクトルに基づいて、第１のセルによ
って送信されても良い。第１のプレコーディング・ベクトルは、第１のＵＥからの第１の
チャネル推定及び第１のセルによりサービスされない第３のＵＥからの第３のチャネル推
定に基づいて判定されても良い。第１のデータ伝送は、第１のプレコーディング・ベクト
ルにより、第３のＵＥから離れる方向に進められても良い。第１のプレコーディング・ベ
クトルは、第３のＵＥに対する干渉を低減しても良い。第２のデータ伝送は、第２のプレ
コーディング・ベクトルに基づいて、第２のセルによって送信されても良い。第２のプレ
コーディング・ベクトルは、ＵＥからの第２のチャネル推定及び第２のＵＥからの第４の
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チャネル推定に基づいて判定されても良い。第２のプレコーディング・ベクトルは、第１
のＵＥに対する干渉を低減しても良い。
【０１１９】
１つのデザインにおいて、第１及び第２のセルは、複数の送信アンテナを各々備えてい
ても良く、第１のＵＥは、単一の受信アンテナを備えていても良く、そして、第１及び第
２のチャネル推定は、チャネル・ベクトルを各々含んでも良い。他のデザインにおいて、
複数のセルは、複数の送信アンテナを各々備えていても良く、そして、第１のＵＥは、複
数の受信アンテナを備えていても良い。第１のセルに関する第１のチャネル推定は、第１
のセルに関する第１のチャネル行列及び受信フィルタに基づいて判定される第１のチャネ
ル・ベクトルを含んでも良い。第２のセルに関する第２のチャネル推定は、第２のセルに
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関する第２のチャネル行列及び同一の受信フィルタに基づいて判定される第２のチャネル
・ベクトルを含んでも良い。受信フィルタは、第１のセルに関する第１のチャネル行列の
固有ベクトルに基づいて判定されても良い。第１及び第２のチャネル推定はまた、他の情
報を含んでも良い。
【０１２０】
第１のＵＥは、例えばＭＭＳＥテクニックに従って、式（２０）で示されるように、第
１及び第２のチャネル推定に基づいて、第２の受信フィルタを導いても良い。第１のＵＥ
は、第２の受信フィルタに基づいて、第１のデータ伝送のための受信フィルタリングを実
行しても良い。
【０１２１】

10

図２０は、無線通信システムにおいてデータを受信するための装置２０００のデザイン
を示す。装置２０００は、第１のＵＥにより第１のセルに関する第１のチャネル推定を判
定するモジュール２０１２、前記第１のＵＥにより第２のセルに関する第２のチャネル推
定を判定するモジュール２０１４、前記第１のＵＥから前記第１及び第２のセルのうちの
少なくとも一つへ前記第１及び第２のチャネル推定を送信するモジュール２０１６、前記
第１のチャネル推定に基づいて、前記第１のセルにより前記第１のＵＥへ送信される第１
のデータ伝送を受信するモジュール２０１８、及び、前記第２のチャネル推定に基づいて
、前記第２のセルにより第２のＵＥへ送信され且つ前記第１のＵＥから離れる方向に進む
第２のデータ伝送を受信するモジュール２０２０を含んでも良い。
【０１２２】

20

図２１は、無線通信システムにおいてデータを送信するための方法２１００のデザイン
を示す。プロセス２１００は、基地局又は何らかの他の実体によって実行されても良い。
セルに関する第１のチャネル推定が、第１のＵＥから受信されても良い（ブロック２１１
２）。該セルに関する第２のチャネル推定が、第２のＵＥから受信されても良い（ブロッ
ク２１１４）。第１のＵＥは、第１及び第２のチャネル推定間の低い相関に基づいて選択
されても良い。プレコーディング・ベクトルは、第１及び第２のチャネル推定に基づいて
（例えば、ゼロ・フォーシング又はＭＭＳＥ技術で）判定されても良い（ブロック２１１
６）。データ伝送は、プレコーディング・ベクトルに基づいて、該セルから第１のＵＥへ
送信され且つ第２のＵＥから離れる方向へ進められても良い（ブロック２１１８）。
【０１２３】
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図２２は、無線通信システムにおいてデータを送信するための装置２２００のデザイン
を示す。装置２２００は、第１のＵＥからセルに関する第1のチャネル推定を受信するモ
ジュール２２１２、第２のＵＥから前記セルに関する第２のチャネル推定を受信するモジ
ュール２２１４、前記第1及び第２のチャネル推定に基づいて、プリコーディング・ベク
トルを判定するモジュール２２１６、及び、前記プリコーディング・ベクトルに基づいて
、前記セルから前記第１のＵＥへの且つ前記第２のＵＥから離れる方向に進められるデー
タ伝送を送信するモジュール２２１８を含んでも良い。
【０１２４】
図２３は、無線通信システムにおいてＵＥをスケジュールするための方法２３００のデ
ザインを示す。プロセス２３００は、基地局によって、又は、何らかの他の実体によって

40

、実行されても良い。少なくとも一つのＵＥが、複数のセル（それは仮想セルとしてオペ
レートしても良い）における複数のＵＥの中から選択されても良い（ブロック２３１２）
。少なくとも一つのデータ伝送が、該複数のセルから該少なくとも一つのＵＥへ送信され
ても良い（ブロック２３１４）。ブロック２３１２の一つのデザインにおいて、第１のセ
ル中の第１のＵＥが、例えば少なくとも１つのメトリックに基づいて、選択されても良い
。第２のセルの第２のＵＥは、それから、例えば第１及び第２のＵＥからのチャネル推定
間の低い相関に基づいて、選択されても良い。第２のＵＥを選択する一つのデザインにお
いて、第１のＵＥからのチャネル推定との低い相関を有するチャネル推定をもつ一組のＵ
Ｅが、判定されても良い。ＵＥのセットの中の最も高いメトリックをもつＵＥが、第２の
ＵＥとして選択されても良い。ブロック２３１２のＵＥ選択は、１又は複数の制約（各々
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のセルから少なくとも一つのＵＥが選択される、いずれの一つのセルからも多くともＬ個
のＵＥが選択される（ここで、Ｌ≧１）、など）によって支配されても良い。
【０１２５】
図２４は、ＵＥをスケジュールするための装置２４００のデザインを示す。装置２４０
０は、複数のセルにおける複数のＵＥの中から、少なくとも一つのＵＥを選択するモジュ
ール２４１２、及び、前記複数のセルから前記少なくとも一つのＵＥへ少なくとも一つの
データ伝送を送信するモジュール２４１４を含む。
【０１２６】
図１６,１８,２０,２２及び２４中のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハー
ドウェア・デバイス、電子コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェア・コード、

10

ファームウェア・コード、その他、又は、それらの任意の組み合せを含んでも良い。
【０１２７】
図２５は、Ｎｏｄｅ Ｂ １１０及びＵＥ １２０のデザインのブロック図を示す。それ
らは図１の中のＮｏｄｅ Ｂのうちの１つ及びＵＥのうちの１つであっても良い。Ｎｏｄ
ｅ Ｂ １１０は、Ｔ個のアンテナ２５３４ａ〜２５３４ｔを備えていても良く、また、Ｕ
Ｅ １２０は、Ｒ個のアンテナ２５５２ａ〜２５５２ｒを備えていても良い。ここで、一
般に、Ｔ≧１、そして、Ｒ≧１である。
【０１２８】
Ｎｏｄｅ Ｂ １１０において、送信プロセッサ２５２０は、データ・ソース２５１２か
ら、１又は複数のＵＥのためのデータをが受信し、各々のＵＥのためのデータを、該ＵＥ
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のために選択される１又は複数の変調及び符号化スキームに基づいて処理（例えば、符号
化、インターリーブ及び変調）し、そして、すべてのＵＥのためのデータシンボルを提供
しても良い。送信プロセッサ２５２０はまた、コントローラ／プロセッサ２５４０から制
御情報を受信し、該制御情報を処理し、そして、制御シンボルを提供しても良い。送信プ
ロセッサ２５２０はまた、基準信号又はパイロットのためのパイロット・シンボルを生成
しても良い。送信（ＴＸ）ＭＩＭＯプロセッサ２５３０は、該当する場合、データシンボ
ル、制御シンボル及び／又はパイロット・シンボルに関してプレコーディング／ビームス
テアリングを実行しても良く、また、Ｔ個の出力シンボル・ストリームを、Ｔ個の変調器
（ＭＯＤ）２５３２ａ〜２５３２ｔに提供しても良い。各々の変調器２５３２は、出力サ
ンプル・ストリームを得るために、その出力シンボル・ストリーム（例えば、ＯＦＤＭな
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どのために）を処理しても良い。各々の変調器２５３２は、更に、その出力サンプル・ス
トリームを調整（例えば、アナログへの変換、フィルタリング、増幅及びアップコンバー
ト）し、そして、ダウンリンク信号を生成しても良い。変調器２５３２ａ〜２５３２ｔか
らのＴ個のダウンリンク信号は、それぞれ、アンテナ２５３４ａ〜２５３４ｔを介して送
信されても良い。
【０１２９】
ＵＥ １２０において、アンテナ２５５２ａ〜２５５２ｒは、Ｎｏｄｅ Ｂ １１０から
ダウンリンク信号を受信しても良く、そして、それぞれ、受信信号を復調器（ＤＥＭＯＤ
）２５５４ａ〜２５５４ｒに提供しても良い。各々の復調器２５５４は、サンプルを得る
ために、その受信信号を調整（例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバートおよび

40

デジタイズ）しても良く、そして、更に、受信シンボルを得るために、該サンプルを（例
えば、ＯＦＤＭなどのために）処理しても良い。各々の復調器２５５４は、受信されたデ
ータ及び制御シンボルを、ＭＩＭＯ検出器／イコライザー２５６０に提供しても良く、ま
た、受信されたパイロット・シンボルを、チャネル・プロセッサ２５９４に提供しても良
い。チャネル・プロセッサ２５９４は、受信されたパイロット・シンボルに基づいて、Ｎ
ｏｄｅ Ｂ １１０からＵＥ １２０への無線チャネルの応答を推定しても良く、また、チ
ャネル推定を、インタレストの各々のセルに提供しても良い。ＭＩＭＯ検出器／イコライ
ザー２５６０は、チャネル推定に基づいて、受信されたデータ及び制御シンボルに関して
受信フィルタリング（すなわち、ＭＩＭＯ検出／イコライゼイション）を実行しても良く
、また、検出されたシンボル（それは送信されたデータ及び制御シンボルの推定である）
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を提供しても良い。受信プロセッサ２５７０は、検出されたシンボルを処理（例えば、復
調、デインターリーブ及び復号）し、復号化されたデータをデータシンク２５７２に提供
し、そして、復号化された制御情報を、コントローラ／プロセッサ２５９０に提供しても
良い。
【０１３０】
ＵＥ １２０は、チャネル状態を評価し、フィードバック情報を生成しても良い。フィ
ードバック情報は、ＣＤＩ情報、ＣＱＩ情報及び／又はサービングセル、コオペレーティ
ングセル、非サービングセルなどに関する他の情報を含んでも良い。データ・ソース２５
７８からのフィードバック情報及び／又はデータは、Ｒ個のアップリンク信号を生成する
ために、送信プロセッサ２５８０により処理され、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２５８２に
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よりプリコーディングされ（該当する場合）、そして、変調器２５５４ａ〜２５５４ｒに
より更に処理されても良く、そして、Ｒ個のアップリンク信号は、アンテナ２５５２ａ〜
２５５２ｒを介して送信されても良い。Ｎｏｄｅ Ｂ １１０において、ＵＥ １２０から
のアップリンク信号は、ＵＥ １２０により送信されるフィードバック情報及びデータを
リカバーするために、アンテナ２５３４ａ〜２５３４ｔにより受信され、復調器２５３２
ａ〜２５３２ｔにより復調され、ＭＩＭＯ検出器／イコライザー２５３６により空間的に
処理され、そして、受信プロセッサ２５３８により更に処理されても良い。復号化された
データは、データシンク２５３９に提供されても良い。コントローラ／プロセッサ２５４
０は、復号化されたフィードバック情報に基づいて、ＵＥ １２０へのデータ伝送を制御
しても良い。
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【０１３１】
コントローラ／プロセッサ２５４０及び２５９０は、それぞれ、Ｎｏｄｅ Ｂ １１０及
びＵＥ １２０におけるオペレーションを指示しても良い。プロセッサ２５４０及び／又
はＮｏｄｅ Ｂ １１０における他のプロセッサ及びモジュールは、図１７中のプロセス１
７００、図２１中のプロセス２１００、図２３中のプロセス２３００及び／又は本明細書
で説明される技術のための他の方法を実行又は指示しても良い。プロセッサ２５９０及び
／又はＵＥ １２０の他のプロセッサ及びモジュールは、図１５中のプロセス１５００、
図１９中のプロセス１９００及び／又は本明細書で説明される技術のための他の方法を実
行又は指示しても良い。メモリ２５４２及び２５９２は、それぞれ、Ｎｏｄｅ Ｂ １１０
及びＵＥ １２０に関するデータ及びプログラム・コードを記憶しても良い。スケジュー
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ラ２５４４は、すべてのＵＥから受信されるフィードバック情報（例えば、ＣＤＩ及びＣ
ＱＩ情報）に基づいて、ダウンリンク及び／又はアップリンク上のデータ伝送のためにＵ
Ｅ １２０及び／又は他のＵＥを選択しても良い。
【０１３２】
情報及び信号は、様々な異なるテクノロジー及びテクニックの任意のものを使用して表
現されても良いと当業者は理解するであろう。例えば、上記説明の間に参照される、デー
タ、インストラクション、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及び、チップは、
電圧、電流、電磁波、磁場若しくは磁性粒子（magnetic fields or particles）、光場若
しくは光学粒子（optical fields or particles）、又はそれらの任意の組み合わせによ
り表現可能である。
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【０１３３】
本明細書の開示に関連して説明される様々な実例となる論理ブロック、モジュール、回
路及びアルゴリズム・ステップが、電子ハードウェア、コンピュータ・ソフトウェア又は
両方の組み合せとして実装されても良いことは、当業者は更に認識するであろう。このハ
ードウェア及びソフトウェアの互換性をめいりょうに説明するために、各種の説明的なコ
ンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、一般に、それらの機能性
の観点で、前述された。当該の機能性は、システム全体に課される特定のアプリケーショ
ン及びデザインの制約に応じて、ハードウェア又はソフトウェアとして実装される。当業
者は、説明された機能性を、各々のアプリケーションのためのさまざまな方法で実装して
も良いが、当該の実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱をもたらすものとして説明され
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るべきではない。
【０１３４】
本明細書の開示に関連して説明される様々な実例となる論理ブロック、モジュール及び
回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）又は他のプログラ
マブルロジックデバイス、個別ゲート又はトランジスタロジック、個別のハードウェアコ
ンポーネント、又は、本明細書で説明される機能を実行するようにデザインされたそれら
の任意の組み合せで実装されても良く又は実行されても良い。汎用プロセッサは、マイク
ロプロセッサであっても良いが、代わりに、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コ
ントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであっても良い。プロセッサは
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また、コンピュータ・デバイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの
組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連結する１つ又は複数のマイクロプロ
セッサ、又は、他のそのような構成、として実装されても良い。
【０１３５】
本明細書の開示に関連して説明された方法又はアルゴリズムのステップは、ハードウェ
アに直接具体化されても良いし、プロセッサにより実行されるソフトウェア・モジュール
に具体化されても良いし、又は、それら二つの組み合わせに具体化されても良い。ソフト
ウェア・モジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメ
モリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディ
スク、ＣＤ−ＲＯＭ又は当該技術において知られているその他の形の記憶媒体に存在して
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も良い。例示的な記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み込み、また、そ
れへ情報を書き込むことができるように、そのプロセッサに接続される。代わりに、記憶
媒体は、プロセッサに一体化されていても良い。プロセッサ及び記憶媒体は、ＡＳＩＣに
おいて存在してもよい。ＡＳＩＣは、ユーザ端末に存在しても良い。代わりに、プロセッ
サ及び記憶媒体は、ユーザ端末の個別のコンポーネントとして存在しても良い。
【０１３６】
一つ又は複数の例示的なデザインにおいて、説明される機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせにより実装されても良い。ソフ
トウェアで実装される場合には、機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体に、１又は複
数のインストラクション又はコードとして、格納され又は伝送されても良い。コンピュー
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タ読み取り可能な媒体は、或る場所から他の場所へのコンピュータ・プログラムの転送を
容易にする任意の媒体を含むコンピュータ記憶媒体及び通信媒体の両方を含む。記憶媒体
は、汎用又は特殊目的コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体であっ
ても良い。制限ではなく、例として、上記コンピュータ読み取り可能な媒体は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ、他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置
若しくは他の磁気記憶装置、又は、インストラクション若しくはデータ構造の形で所望の
プログラム・コード手段を伝えるか若しくは記憶するのに使用でき、且つ、汎用又は特殊
目的コンピュータ又は汎用又は特殊目的プロセッサによってアクセスできる任意の他の媒
体を含むことができる。また、任意のコネクションは、適切にコンピュータ読み取り可能
な媒体と呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジ
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タル加入者線（ＤＳＬ）、又は、例えば赤外線、無線、マイクロ波のような無線技術を使
用することによって、ウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースからソフトウェア
が送信される場合に、その同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ
、又は、例えば赤外線、無線、マイクロ波のような無線技術は、媒体の定義に含まれる。
本明細書で用いられるディスク（Disk）及びディスク（disc）は、コンパクトディスク（
ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタルバーサタイルディスク（
ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク及びブルーレイディスク（登録商標）を含む
。ここで、ディスク（disks）は、通常、磁気的にデータを再生（reproduce）し、一方、
ディスク（discs）は、レーザーを使って光学的にデータを再生する。上記の組み合わせ
はまた、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲の中に含まれるべきである。
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【０１３７】
本開示の前の説明は、当業者が本開示を製造又は使用できるようにするために提供され
る。本開示への種々の変形は、当業者には容易に明白になるであろう。また、本明細書で
定義された一般的な原理は、本開示の精神又は範囲から逸脱することなく、他のバリエー
ションに適用されても良い。それゆえ、本開示は、本明細書で説明された例又はデザイン
に限定されることが意図されているのではなく、本明細書で開示された原理及び新規な特
徴に合致する最も広い範囲を与えられることが意図されている。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月28日(2016.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線通信のための方法であって、
少なくとも１つのメトリックに基づいて、複数のセルの中の第１のセルにおいて第１の
ユーザ装置（ＵＥ）を識別することと、
第１及び第２のＵＥからのチャネル推定間の相関に基づいて、前記複数のセルの中の第
２のセルにおいて前記第２のＵＥを識別することと、
前記第１のＵＥに関するチャネル推定および前記第２のＵＥに関するチャネル推定に基
づいて、少なくとも１つのプレコーディング・ベクトルを判定することと、
前記少なくとも１つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記第１のＵＥへの少
なくとも１つのデータ送信を送ることと、ここにおいて、前記少なくとも１つのデータ送
信は、前記複数のセルから送られる、
を備える、方法。
【請求項２】
前記第２のＵＥを前記識別することは、
前記第１のＵＥからのチャネル推定との低い相関を有するチャネル推定をもつＵＥのセ
ットを判定することと、
前記ＵＥのセットの中で最も高いメトリックをもつＵＥを、前記第２のＵＥとして識別
することと
を備える、請求項１の方法。
【請求項３】
少なくとも１つの追加のＵＥを識別することをさらに備え、ここにおいて、前記少なく
とも１つの追加のＵＥを前記識別することは、前記複数のセルの各々から１又は複数のＵ
Ｅを識別することを備える、請求項１の方法。
【請求項４】
少なくとも１つの追加のＵＥを識別することをさらに備え、ここにおいて、前記少なく
とも１つの追加のＵＥを前記識別することは、前記複数のセルのうちの任意の１つから多
くともＬ個のＵＥを識別することを備え、ここで、Ｌは整数値１以上である、請求項１の
方法。
【請求項５】
無線通信のための装置であって、
少なくとも１つのメトリックに基づいて、複数のセルの中の第１のセルにおいて第１の
ユーザ装置（ＵＥ）を識別するための手段と、
第１及び第２のＵＥからのチャネル推定間の相関に基づいて、前記複数のセルの中の第
２のセルにおいて前記第２のＵＥを識別するための手段と、
前記第１のＵＥに関するチャネル推定および前記第２のＵＥに関するチャネル推定に基
づいて、少なくとも１つのプレコーディング・ベクトルを判定するための手段と、
前記少なくとも１つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記第１のＵＥへの少
なくとも１つのデータ送信を送るための手段と、ここにおいて、前記少なくとも１つのデ
ータ送信は、前記複数のセルから送られる、
を備える、装置。
【請求項６】
前記第２のＵＥを識別するための前記手段は、
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前記第１のＵＥからのチャネル推定との低い相関を有するチャネル推定をもつＵＥのセ
ットを判定するための手段と、
前記ＵＥのセットの中で最も高いメトリックをもつＵＥを、前記第２のＵＥとして識別
するための手段と
を備える、請求項５の装置。
【請求項７】
少なくとも１つの追加のＵＥを識別するための手段をさらに備え、ここにおいて、前記
少なくとも１つの追加のＵＥを識別するための前記手段は、前記複数のセルの各々から１
又は複数のＵＥを識別するための手段を備える、請求項５の装置。
【請求項８】
少なくとも１つの追加のＵＥを識別するための手段をさらに備え、ここにおいて、前記
少なくとも１つの追加のＵＥを識別するための前記手段は、前記複数のセルのうちの任意
の１つから多くともＬ個のＵＥを識別するための手段を備え、ここで、Ｌは整数値１以上
である、請求項５の装置。
【請求項９】
コードを記憶したコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記コードは、
コンピュータに、少なくとも１つのメトリックに基づいて、複数のセルの中の第１のセ
ルにおいて第１のユーザ装置（ＵＥ）を識別させるためのコードと、
前記コンピュータに、第１及び第２のＵＥからのチャネル推定間の相関に基づいて、前
記複数のセルの中の第２のセルにおいて前記第２のＵＥを識別させるためのコードと、
前記コンピュータに、前記第１のＵＥに関するチャネル推定および前記第２のＵＥに関
するチャネル推定に基づいて、少なくとも１つのプレコーディング・ベクトルを判定させ
るためのコードと、
前記コンピュータに、前記少なくとも１つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、
前記第１のＵＥへの少なくとも１つのデータ送信を送らせるためのコードと、ここにおい
て、前記少なくとも１つのデータ送信は、前記複数のセルから送られる、
を備える、コンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１０】
前記コンピュータに前記第２のＵＥを識別させるための前記コードは、
前記コンピュータに、前記第１のＵＥに関する前記チャネル推定との低い相関を有する
チャネル推定をもつＵＥのセットを判定させるためのコードと、
前記コンピュータに、前記ＵＥのセットの中で最も高いメトリックをもつＵＥを、前記
第２のＵＥとして識別させるためのコードと、
を備える、請求項９のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１１】
前記コンピュータに少なくとも１つの追加のＵＥを識別させるためのコードをさらに備
え、ここにおいて、前記コンピュータに前記少なくとも１つの追加のＵＥを識別させるた
めの前記コードは、前記コンピュータに、前記複数のセルの各々から１又は複数のＵＥを
識別させるためのコードを備える、請求項９のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１２】
前記コンピュータに少なくとも１つの追加のＵＥを識別させるためのコードをさらに備
え、ここにおいて、前記コンピュータに前記少なくとも１つの追加のＵＥを識別させるた
めの前記コードは、前記コンピュータに、前記複数のセルのうちの任意の１つから多くと
もＬ個のＵＥを識別させるためのコードを備え、ここで、Ｌは整数値１以上である、請求
項９のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０１３７】
本開示の前の説明は、当業者が本開示を製造又は使用できるようにするために提供され
る。本開示への種々の変形は、当業者には容易に明白になるであろう。また、本明細書で
定義された一般的な原理は、本開示の精神又は範囲から逸脱することなく、他のバリエー
ションに適用されても良い。それゆえ、本開示は、本明細書で説明された例又はデザイン
に限定されることが意図されているのではなく、本明細書で開示された原理及び新規な特
徴に合致する最も広い範囲を与えられることが意図されている。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
無線通信システムにおいてデータを受信する方法において、
ユーザ装置（ＵＥ）により複数のセルに関するチャネル推定を判定することと、
前記ＵＥから前記複数のセルのうちの少なくとも一つへ前記チャネル推定を送信するこ
とと、
前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるデータ伝送
を受信することを含む方法。
［Ｃ２］
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるＣ１の方法。
［Ｃ３］
前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータストリームは、前記
複数のセルのうちの一つにより前記ＵＥへ送信されるＣ１の方法。
［Ｃ４］
前記データ伝送は、第２のＵＥへの第２のデータ伝送を送信するために使用される資源
上で、前記複数のセルにより送信されるＣ１の方法。
［Ｃ５］
前記データ伝送は、他のＵＥへのデータ伝送を送信するためには使用されない資源上で
、前記複数のセルにより送信されるＣ１の方法。
［Ｃ６］
前記データ伝送は、前記ＵＥからの前記チャネル推定に基づいて判定される少なくとも
一つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセルにより送信されるＣ１の
方法。
［Ｃ７］
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数
のセルによるプレコーディングによって送信されるＣ６の方法。
［Ｃ８］
前記複数のセルのうちの１又は複数に関するチャネル品質表示（ＣＱＩ）情報をレポー
トすることを更に含み、
前記データ伝送は、更にＣＱＩ情報に基づいて、送信されるＣ１の方法。
［Ｃ９］
前記複数のセルは、単一の送信アンテナを各々備えており、
前記ＵＥは、単一の受信アンテナを備えており、
前記チャネル推定を前記判定することは、前記複数のセルの各々に関するチャネル利得
を判定することを含むＣ１の方法。
［Ｃ１０］
前記データ伝送は、前記複数のセルに関するチャネル利得に基づいて判定されるプレコ
ーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセルによるプレコーディングによって送信
される単一のデータストリームを含むＣ９の方法。
［Ｃ１１］
前記複数のセルは、単一の送信アンテナを各々備えており、
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前記ＵＥは、複数の受信アンテナを備えており、
前記チャネル推定を前記判定することは、
前記複数のセルの各々に関するチャネル・ベクトルを判定することと、
前記セルに関する前記チャネル・ベクトル及び受信フィルタに基づいて、各々のセルに
関するチャネル利得を判定することを含むＣ１の方法。
［Ｃ１２］
前記複数のセルは、複数の送信アンテナを各々備えており、
前記ＵＥは、単一の受信アンテナを備えており、
前記チャネル推定を前記判定することは、前記複数のセルの各々に関するチャネル・ベ
クトルを判定することを含むＣ１の方法。
［Ｃ１３］
前記複数のセルは、複数の送信アンテナを各々備えており、
前記ＵＥは、複数の受信アンテナを備えており、
前記チャネル推定を前記判定することは、
前記複数のセルの各々に関するチャネル行列を判定することと、
前記セルに関するチャネル行列及び受信フィルタに基づいて、各々のセルに関するチャ
ネル・ベクトルを判定することを含むＣ１の方法。
［Ｃ１４］
前記複数のセルは、単一の基地局に属しているＣ１の方法。
［Ｃ１５］
前記複数のセルは、異なる位置に分散される複数のアンテナに関連しているＣ１の方法
。
［Ｃ１６］
無線通信システムにおいてデータを受信するための装置において、
ユーザ装置（ＵＥ）により複数のセルに関するチャネル推定を判定するための手段と、
前記ＵＥから前記複数のセルのうちの少なくとも一つへ前記チャネル推定を送信するた
めの手段と、
前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるデータ伝送
を受信するための手段と
を含む装置。
［Ｃ１７］
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるＣ１６の装置。
［Ｃ１８］
前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータストリームは、前記
複数のセルのうちの一つにより前記ＵＥへ送信されるＣ１６の装置。
［Ｃ１９］
前記データ伝送は、第２のＵＥへの第２のデータ伝送を送信するために使用される資源
上で、前記複数のセルにより送信されるＣ１６の装置。
［Ｃ２０］
前記データ伝送は、他のＵＥへのデータ伝送を送信するためには使用されない資源上で
、前記複数のセルにより送信されるＣ１６の装置。
［Ｃ２１］
前記データ伝送は、前記ＵＥからの前記チャネル推定に基づいて判定される少なくとも
一つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセルにより送信されるＣ１６
の装置。
［Ｃ２２］
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数
のセルによるプレコーディングによって送信されるＣ２１の装置。
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［Ｃ２３］
無線通信システムのための装置において、
ユーザ装置（ＵＥ）により複数のセルに関するチャネル推定を判定し、
前記ＵＥから前記複数のセルのうちの少なくとも一つへ前記チャネル推定を送信し、
前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるデータ伝送
を受信するように構成された少なくとも一つのプロセッサを含む装置。
［Ｃ２４］
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるＣ２３の装置。
［Ｃ２５］
前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータストリームは、前記
複数のセルのうちの一つにより前記ＵＥへ送信されるＣ２３の装置。
［Ｃ２６］
前記データ伝送は、第２のＵＥへの第２のデータ伝送を送信するために使用される資源
上で、前記複数のセルにより送信されるＣ２３の装置。
［Ｃ２７］
前記データ伝送は、他のＵＥへのデータ伝送を送信するためには使用されない資源上で
、前記複数のセルにより送信されるＣ２３の装置。
［Ｃ２８］
前記データ伝送は、前記ＵＥからの前記チャネル推定に基づいて判定される少なくとも
一つのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセルにより送信されるＣ２３
の装置。
［Ｃ２９］
前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各々のデータストリー
ムは、前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数
のセルによるプレコーディングによって送信されるＣ２８の装置。
［Ｃ３０］
少なくとも一つのコンピュータに、ユーザ装置（ＵＥ）により複数のセルに関するチャ
ネル推定を判定させるためのコードと、
前記少なくとも一つのコンピュータに、前記ＵＥから前記複数のセルのうちの少なくと
も一つへ前記チャネル推定を送信させるためのコードと、
前記少なくとも一つのコンピュータに、前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセル
により前記ＵＥへ送信されるデータ伝送を受信させるためのコードと
を含むコンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ３１］
無線通信システムにおいてデータを送信する方法において、
少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ）から複数のセルに関するチャネルを受信すること
と、
前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルから前記少なくとも一つのＵＥへ少なく
とも一つのデータ伝送（各々のデータ伝送は、前記複数のセルによりそれぞれのＵＥへ送
信される）を送信することを含む方法。
［Ｃ３２］
各々のＵＥのための前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各
々のデータストリームは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるＣ３１の方法。
［Ｃ３３］
各々のＵＥのための前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータ
ストリームは、前記複数のセルのうちの１つにより前記ＵＥへ送信されるＣ３１の方法。
［Ｃ３４］
前記少なくとも一つのデータ伝送を前記送信することは、共通の資源上で前記複数のセ
ルにより少なくとも２つのＵＥへ少なくとも２つのデータ伝送を送信することを含むＣ３
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１の方法。
［Ｃ３５］
前記少なくとも一つのデータ伝送を前記送信することは、他のＵＥへデータ伝送を送信
するためには使用されない資源上で前記複数のセルにより単一のＵＥへ単一のデータ伝送
を送信することを含むＣ３１の方法。
［Ｃ３６］
前記少なくとも一つのデータ伝送を前記送信することは、
前記チャネル推定に基づいて、少なくとも一つのプレコーディング・ベクトルを判定す
ることと、
各々のデータ伝送を、それぞれのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数の
セルにより、それぞれのＵＥへ送信することを含むＣ３１の方法。
［Ｃ３７］
前記少なくとも一つのプレコーディング・ベクトルは、ゼロ・フォーシング又は最小平
均平方誤差（ＭＭＳＥ）技術に基づいて判定されるＣ３６の方法。
［Ｃ３８］
各々のプレコーディング・ベクトルは、前記複数のセルにおける複数の送信アンテナの
各々のための重みを含むＣ３６の方法。
［Ｃ３９］
各々のデータ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、
前記少なくとも一つのデータ伝送を前記送信することは、
前記チャネル推定に基づいて、各々のデータストリームのためのプレコーディング・ベ
クトルを判定することと、
前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセ
ルにより、各々のデータストリームを送信することを含むＣ３１の方法。
［Ｃ４０］
無線通信のための装置において、
少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ）から複数のセルに関するチャネルを受信するため
の手段と、
前記チャネル推定に基づいて、前記複数のセルから前記少なくとも一つのＵＥへ少なく
とも一つのデータ伝送（各々のデータ伝送は、前記複数のセルによりそれぞれのＵＥへ送
信される）を送信するための手段と
を含む装置。
［Ｃ４１］
各々のＵＥのための前記データ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、各
々のデータストリームは、前記複数のセルにより前記ＵＥへ送信されるＣ４０の装置。
［Ｃ４２］
各々のＵＥのための前記データ伝送は、複数のデータストリームを含み、各々のデータ
ストリームは、前記複数のセルのうちの１つにより前記ＵＥへ送信されるＣ４０の装置。
［Ｃ４３］
前記少なくとも一つのデータ伝送を送信するための前記手段は、
前記チャネル推定に基づいて、少なくとも一つのプレコーディング・ベクトルを判定す
るための手段と、
各々のデータ伝送を、それぞれのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数の
セルにより、それぞれのＵＥへ送信するための手段と
を含むＣ４０の装置。
［Ｃ４４］
各々のデータ伝送は、少なくとも一つのデータストリームを含み、
前記少なくとも一つのデータ伝送を送信するための前記手段は、
前記チャネル推定に基づいて、各々のデータストリームのためのプレコーディング・ベ
クトルを判定するための手段と、
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前記データストリームのためのプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記複数のセ
ルにより、各々のデータストリームを送信するための手段と
を含むＣ４０の装置。
［Ｃ４５］
無線通信システムにおいてデータを受信する方法において、
第１のユーザ装置（ＵＥ）により第１のセルに関する第１のチャネル推定を判定するこ
とと、
前記第１のＵＥにより第２のセルに関する第２のチャネル推定を判定することと、
前記第１のＵＥから前記第１及び第２のセルのうちの少なくとも一つへ前記第１及び第
２のチャネル推定を送信することと、
前記第１のチャネル推定に基づいて、前記第１のセルにより前記第１のＵＥへ送信され
る第１のデータ伝送を受信することと、
前記第２のチャネル推定に基づいて、前記第２のセルにより第２のＵＥへ送信され且つ
前記第１のＵＥから離れる方向に進む第２のデータ伝送を受信することを含む方法。
［Ｃ４６］
前記第１及び第２のデータ伝送は、共通の資源上で並行して送信されるＣ４５の方法。
［Ｃ４７］
前記第１のデータ伝送は、前記第１のＵＥからの前記第１のチャネル推定及び前記第１
のセルによりサービスされない第３のＵＥからの第３のチャネル推定に基づいて判定され
るプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記第１のセルにより送信され、
前記プレコーディング・ベクトルは、前記第３のＵＥに対する干渉を低減するＣ４５の
方法。
［Ｃ４８］
前記第２のデータ伝送は、前記第１のＵＥからの前記第２のチャネル推定及び前記第２
のＵＥからの第３のチャネル推定に基づいて判定されるプレコーディング・ベクトルに基
づいて、前記第２のセルにより送信され、
プレコーディング・ベクトルは、前記第１のＵＥに対する干渉を低減するＣ４５の方法
。
［Ｃ４９］
前記１及び第２のセルは、複数の送信アンテナを各々備えており、
前記第１のＵＥは、単一の受信アンテナを備えており、
前記１及び第２のチャネル推定は、各々、チャネル・ベクトルを含むＣ４５の方法。
［Ｃ５０］
前記１及び第２のセルは、複数の送信アンテナを各々備えており、
前記第１のＵＥは、複数の受信アンテナを備えており、
前記第１のセルに関する前記第１のチャネル推定は、前記第１のセルに関する第１のチ
ャネル行列及び受信フィルタに基づいて判定される第１のチャネル・ベクトルを含み、
前記第２のセルに関する前記第２のチャネル推定は、前記第２のセルに関する第２のチ
ャネル行列及び受信フィルタに基づいて判定される第２のチャネル・ベクトルを含むＣ４
５の方法。
［Ｃ５１］
前記第１のセルに関する前記第１のチャネル行列の固有ベクトルに基づいて、受信フィ
ルタを判定することを更に含むＣ５０の方法。
［Ｃ５２］
前記第１のチャネル・ベクトルに基づいて且つ最小平均平方誤差（ＭＭＳＥ）技術に従
って、受信フィルタを判定することと、
前記第２の受信フィルタに基づいて、前記第１のデータ伝送のための受信フィルタリン
グを実行することを更に含むＣ５０の方法。
［Ｃ５３］
無線通信システムにおいてデータを受信するための装置において、
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第１のユーザ装置（ＵＥ）により第１のセルに関する第１のチャネル推定を判定するた
めの手段と、
前記第１のＵＥにより第２のセルに関する第２のチャネル推定を判定するための手段と
、
前記第１のＵＥから前記第１及び第２のセルのうちの少なくとも一つへ前記第１及び第
２のチャネル推定を送信するための手段と、
前記第１のチャネル推定に基づいて、前記第１のセルにより前記第１のＵＥへ送信され
る第１のデータ伝送を受信するための手段と、
前記第２のチャネル推定に基づいて、前記第２のセルにより第２のＵＥへ送信され且つ
前記第１のＵＥから離れる方向に進む第２のデータ伝送を受信するための手段と
を含む装置。
［Ｃ５４］
前記第１のデータ伝送は、前記第１のＵＥからの前記第１のチャネル推定及び前記第１
のセルによりサービスされない第３のＵＥからの第３のチャネル推定に基づいて判定され
るプレコーディング・ベクトルに基づいて、前記第１のセルにより送信され、
前記プレコーディング・ベクトルは、前記第３のＵＥに対する干渉を低減するＣ５３の
装置。
［Ｃ５５］
前記第２のデータ伝送は、前記第１のＵＥからの前記第２のチャネル推定及び前記第２
のＵＥからの第３のチャネル推定に基づいて判定されるプレコーディング・ベクトルに基
づいて、前記第２のセルにより送信され、
プレコーディング・ベクトルは、前記第１のＵＥに対する干渉を低減するＣ５３の装置
。
［Ｃ５６］
無線通信システムにおいてデータを送信する方法において、
第１のユーザ装置（ＵＥ）からセルに関する第1のチャネル推定を受信することと、
第２のＵＥから前記セルに関する第２のチャネル推定を受信することと、
前記第1及び第２のチャネル推定に基づいて、プリコーディング・ベクトルを判定する
ことと、
前記プリコーディング・ベクトルに基づいて、前記セルから前記第１のＵＥへの且つ前
記第２のＵＥから離れる方向に進むデータ伝送を送信することを含む方法。
［Ｃ５７］
前記プレコーディング・ベクトルを前記判定することは、ゼロ・フォーシング又は最小
平均平方誤差（ＭＭＳＥ）技術に基づいて、前記プレコーディング・ベクトルを判定する
ことを含むＣ５６の方法。
［Ｃ５８］
前記第１及び第２のチャネル推定間の相関に基づいて、前記第１のＵＥを選択すること
を更に含むＣ５６の方法。
［Ｃ５９］
無線通信システムにおいてデータを送信するための装置において、
第１のユーザ装置（ＵＥ）からセルに関する第1のチャネル推定を受信するための手段
と、
第２のＵＥから前記セルに関する第２のチャネル推定を受信するための手段と、
前記第1及び第２のチャネル推定に基づいて、プリコーディング・ベクトルを判定する
ための手段と、
前記プリコーディング・ベクトルに基づいて、前記セルから前記第１のＵＥへの且つ前
記第２のＵＥから離れる方向に進むデータ伝送を送信するための手段と
を含む装置。
［Ｃ６０］
前記プレコーディング・ベクトルを判定するための前記手段は、ゼロ・フォーシング又

(49)

JP 2016‑213861 A 2016.12.15

は最小平均平方誤差（ＭＭＳＥ）技術に基づいて、前記プレコーディング・ベクトルを判
定するための手段を含むＣ５９の装置。
［Ｃ６１］
前記第１及び第２のチャネル推定間の相関に基づいて、前記第１のＵＥを選択するため
の手段を更に含むＣ５９の装置。
［Ｃ６２］
無線通信のための方法において、
複数のセルにおける複数のＵＥの中から、少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ）を選択
することと（該少なくとも一つのＵＥを選択することは、少なくとも一つのメトリックに
基づいて選択された該複数のセルの中の第１のセルにおける第１のＵＥを選択することと
、該第１及び第２のＵＥからのチャネル推定間の相関に基づいて選択された該複数のセル
の中の第２のセルにおける第２のＵＥを選択することを含む）、
前記複数のセルから前記少なくとも一つのＵＥへ少なくとも一つのデータ伝送を送信す
ることを含む方法。
［Ｃ６３］
前記第２のＵＥを前記選択することは、
前記第１のＵＥからのチャネル推定との低い相関を有するチャネル推定をもつ一組のＵ
Ｅを判定することと、
前記ＵＥのセットの中で最も高いメトリックをもつＵＥを、前記第２のＵＥとして選択
することを含むＣ６２の方法。
［Ｃ６４］
少なくとも一つのＵＥを前記選択することは、前記複数のセルの各々から１又は複数の
ＵＥを選択することを含むＣ６２の方法。
［Ｃ６５］
少なくとも一つのＵＥを前記選択することは、前記複数のセルのいずれの一つからも多
くともＬ個（ここでＬは整数値１以上である）のＵＥを選択することを含むＣ６２の方法
。
［Ｃ６６］
無線通信のための装置において、
複数のセルにおける複数のＵＥの中から、少なくとも一つのユーザ装置（ＵＥ）を選択
するための手段と（該手段は、少なくとも一つのメトリックに基づいて、該複数のセルの
中の第１のセルにおける第１のＵＥを選択するためのものであり、また、該手段は、該第
１及び第２のＵＥからのチャネル推定間の相関に基づいて、該複数のセルの中の第２のセ
ルにおける第２のＵＥを選択するためのものである）、
前記複数のセルから前記少なくとも一つのＵＥへ少なくとも一つのデータ伝送を送信す
るための手段と
を含む装置。
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