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(57)【要約】
【課題】チャネル状態情報のフィードバック方法及び端
末装置を提供する。
【解決手段】該方法は、ＵＥが、指示情報に基づいて、
第１類ＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩ含むチャネル状態
情報を確定し、その中、第１類ＰＭＩは、第１のプリコ
ーディング行列の第１のプリコーディングコード・ブッ
クにおけるインデックスを指示し、各第１のプリコーデ
ィング行列は、ブロードバンド及び/又は長期チャネル
のチャネル情報のマッピングに用いられ、第２類ＰＭＩ
は、第２のプリコーディング行列の第２のプリコーディ
ングコード・ブックにおけるインデックスを指示し、各
第２のプリコーディング行列は、サブバンド及び/又は
短期チャネルのチャネル情報のマッピングに用いられ、
ＵＥが、ＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィード
バックし、ＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩを周期的又は非周
期的にフィードバックし、又は、ＵＥは、ＰＵＣＣＨで
第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバックするステ
ップを含む。本発明によると、ＵＥがフィードバックす
るチャネル状態情報の精度を向上し、基地局が単一ユー
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末機器ＵＥが指示情報に基づいて、それぞれブロードバンド及び/又は長期チ
ャネルのチャネル情報のマッピングに用いられる第１のプリコーディング行列の第１のプ
リコーディングコード・ブックにおけるインデックスを指示するための第１類プリコーデ
ィング行列インデックスＰＭＩ及び/又は、それぞれサブバンド及び/又は短期チャネルの
チャネル情報のマッピングに用いられる第２のプリコーディング行列の第２のプリコーデ
ィングコード・ブックにおけるインデックスを指示するための第２類ＰＭＩを含むチャネ
ル状態情報を確定し、
　前記ＵＥが物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩを周期的にフ
ィードバックし、物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨで前記第２類ＰＭＩを周期的
又は非周期的にフィードバックし、又は、前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩ
と前記第２類ＰＭＩをフィードバックするステップを含むことを特徴とするチャネル状態
情報のフィードバック方法。
【請求項２】
　前記ＵＥが指示情報に基づいてフィードバックしたチャネル状態情報が前記第１類プリ
コーディング行列インデックスＰＭＩ及び/又は前記第２類ＰＭＩを含むと確定するステ
ップが、
　前記ＵＥが基地局から送信された高階層配置シグナル情報を受信し、前記ＵＥの伝送モ
ードが混合伝送モードであると確定し、
　前記ＵＥが前記高階層配置シグナル情報に基づいて、前記ＵＥのフィードバックモード
を確定し、
　前記ＵＥが前記確定したフィードバックモードに基づいて、前記第１類ＰＭＩ及び/又
は第２類ＰＭＩを含むチャネル状態情報を確定するステップを含むことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記混合伝送モードが、単一ユーザＭＩＭＯ伝送、マルチユーザＭＩＭＯ伝送、単一ユ
ーザＭＩＭＯ/マルチユーザＭＩＭＯの動的ハンドオーバー伝送の中の少なくとも一つの
伝送方式を支援することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記チャネル状態情報が、ランク識別子ＲＩ情報及び/又はチャネル品質識別子ＣＱＩ
情報をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥが物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩを周期的にフ
ィードバックし、物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨで前記第２類ＰＭＩをフィー
ドバックし、又は、前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩと前記第２類ＰＭＩを
フィードバックするステップが、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨでモード１－１、又はモード０－１、又はモード０－２で前
記第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、前記ＰＵＳＣＨで前記第２類ＰＭＩをフィ
ードバックし、又は、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨでモード１－１、又はモード０－１、又はモード０－２で前
記第１類ＰＭＩをフィードバックし、前記ＰＵＣＣＨで前記第２類ＰＭＩをフィードバッ
クするステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥが、前記ＰＵＣＣＨでモード１－１で前記第１類ＰＭＩを周期的にフィードバ
ックするステップが、
　前記ＵＥが新しいＲＩを利用し、記憶した前記第１のプリコーディングコード・ブック
から単一ブロードバンドに対応する第１のプリコーディング行列を選択し、前記選択され
た第１のプリコーディング行列のインデックスナンバーを前記ブロードバンドの第１類Ｐ
ＭＩとし、
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　前記ＵＥが前記新しいＲＩを利用して前記ブロードバンドのＣＱＩを算出し、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記ブロードバンドのＣＱＩと前記ブロードバンドの第１
類ＰＭＩを周期的にフィードバックするステップを含むことを特徴とする請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥが前記新しいＲＩを利用して前記ブロードバンドＣＱＩを算出するステップが
、
　前記ＵＥが前記新しいＲＩを利用して単一ブロードバンドの第１のプリコーディング行
列を選択して前記ブロードバンドＣＱＩを算出するステップを含むことを特徴とする請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＵＥが前記新しいＲＩを利用して前記ブロードバンドＣＱＩを算出するステップが
、
　前記ＵＥが前記新しいＲＩが１を超えるかを判定し、
　前記ＵＥが前記新しいＲＩを利用してブロードバンド差分ＣＱＩを算出するステップを
含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨでモード０－１で前記第１類ＰＭＩを周期的にフィードバッ
クするステップが、
　前記ＵＥが新しいＲＩを利用し、記憶した前記第１のプリコーディングコード・ブック
から単一ブロードバンドに対応する第１のプリコーディング行列を選択し、前記選択され
た第１のプリコーディング行列のインデックスナンバーを前記単一ブロードバンドの第１
類ＰＭＩとし、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記単一ブロードバンドの第１類ＰＭＩを周期的にフィー
ドバックするステップを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨでモード０－２で前記第１類ＰＭＩを周期的にフィードバッ
クするステップが、
　前記ＵＥが新しいＲＩを利用し、記憶した前記第１のプリコーディングコード・ブック
から、それぞれ複数のブロードバンドに対応する複数の第１のプリコーディング行列を選
択し、前記選択された複数の第１のプリコーディング行列のインデックスナンバーを前記
複数のブロードバンドの複数の第１類ＰＭＩとし、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記複数のブロードバンドの複数の第１類ＰＭＩを周期的
にフィードバックするステップを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨでモード０－２で前記第１類ＰＭＩを周期的にフィードバッ
クするステップが、
　前記ＵＥが新しいＲＩを利用し、記憶した前記第１のプリコーディングコード・ブック
から、それぞれ複数のブロードバンド中の各サブバンドに対応する第１のプリコーディン
グ行列を選択し、前記選択された第１のプリコーディング行列のインデックスナンバーを
前記複数のブロードバンド中の各サブバンドの第１類ＰＭＩとし、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記複数のブロードバンド中の各サブバンドの第１類ＰＭ
Ｉを周期的にフィードバックするステップを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記ＵＥが物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩを周期的にフ
ィードバックする前、
　前記ＵＥが前記ＲＩのフィードバック周期を前記第１類ＰＭＩのフィードバック周期の
Ｎ（Ｎは０を超える自然数）倍に設定し、又は、前記ＵＥが前記第１類ＰＭＩのフィード
バック周期を前記ＲＩのフィードバック周期のＮ（Ｎは０を超える自然数）倍に設定する
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ステップをさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＵＥが、物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩを周期的に
フィードバックし、物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨで前記第２類ＰＭＩをフィ
ードバックし、又は、前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩと前記第２類ＰＭＩ
をフィードバックするステップが、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、前記ＰＵ
ＳＣＨでモード１－２、又はモード２－２で前記第２類ＰＭＩをフィードバックし、又は
、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩと前記第２類ＰＭＩをフィードバックす
るステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＰＵＳＣＨでモード１－２で前記第２類ＰＭＩをフィードバックするステップが、
　前記ＵＥが記憶した前記第２のプリコーディングコード・ブックから複数のブロードバ
ンド中の各サブバンドに対応する第２のプリコーディング行列を選択し、前記選択された
第２のプリコーディング行列のインデックスナンバーを前記複数のブロードバンド中の各
サブバンドの第２類ＰＭＩとし、
　前記ＵＥが新しいＲＩを利用して前記複数のブロードバンドの各ストリームのブロード
バンドＣＱＩを算出し、前記ＣＱＩは非差分ＣＱＩフォーマットを利用し、
　前記ＵＥが前記ＰＵＳＣＨで前記複数のブロードバンド中のブロードバンドＣＱＩと前
記複数のブロードバンドの各サブバンドの第２類ＰＭＩをフィードバックするステップを
含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＰＵＳＣＨでモード２－２で前記第２類ＰＭＩをフィードバックするステップが、
　前記ＵＥが記憶した前記第２のプリコーディングコード・ブックから複数のブロードバ
ンド中の各サブバンドに対応する第２のプリコーディング行列を選択し、前記選択された
第２のプリコーディング行列のインデックスナンバーを前記複数のブロードバンド中の各
サブバンドの第２類ＰＭＩとし、
　前記ＵＥが新しいＲＩを利用して前記複数のブロードバンドの各サブバンドのＣＱＩを
算出し、前記ＣＱＩが差分ＣＱＩフォーマット又は通常ＣＱＩフォーマットを利用し、
　前記ＵＥが前記ＰＵＳＣＨで前記複数のブロードバンド中の各サブバンドのＣＱＩと前
記複数のブロードバンド中の各サブバンドの第２類ＰＭＩをフィードバックするステップ
を含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＵＥが物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩを周期的にフ
ィードバックし、物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨで前記第２類ＰＭＩをフィー
ドバックし、又は、前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩと前記第２類ＰＭＩを
フィードバックするステップが、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、前記ＰＵ
ＳＣＨで前記第２類ＰＭＩをフィードバックし、又は、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩをフィードバックし、前記ＰＵＣＣＨで
単一ＵＥが選択したサブバンドのＰＭＩモード、又は単一ＵＥが選択したサブバンドのＣ
ＱＩ及び単一ＵＥが選択したサブバンドのＰＭＩモード、又は単一の部分帯域幅ＢＰのＣ
ＱＩ及び前記単一ＢＰのＰＭＩモードで前記第２類ＰＭＩをフィードバックするステップ
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで単一ＵＥが選択したサブバンドのＰＭＩモードで前記第２
類ＰＭＩをフィードバックするステップが、
　前記ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択し、
　前記ＵＥが記憶した前記第２のプリコーディングコード・ブックから前記各ＢＰが選択
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した一つのサブバンドに対応する第２のプリコーディング行列を選択し、前記選択された
第２のプリコーディング行列のインデックスナンバーを前記各ＢＰの一つのサブバンドの
第２類ＰＭＩとし、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記複数のＢＰの各ＢＰから選択された一つのサブバンド
の第２類ＰＭＩ及び該サブバンドのサブバンド位置マークをフィードバックするステップ
を含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択するステップが
、
　前記ＵＥが前記複数のＢＰのＲＩを確定し、
　前記ＵＥが前記ＲＩ、前記複数のＢＰの第１類ＰＭＩと前記複数のＢＰの各サブバンド
の第２類ＰＭＩに基づいて、前記複数のＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択するス
テップを含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで、単一ＵＥが選択したサブバンドのＣＱＩ及び単一ＵＥが
選択したサブバンドのＰＭＩモードで前記第２類ＰＭＩをフィードバックするステップが
、
　前記ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択し、
　前記ＵＥが記憶した前記第２のプリコーディングコード・ブックから選択した各サブバ
ンドに対応する第２のプリコーディング行列を選択し、前記選択された第２のプリコーデ
ィング行列のインデックスナンバーを前記選択した各サブバンドの第２類ＰＭＩとし、
　前記ＵＥが前記選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出し、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記選択した各サブバンドの第２類ＰＭＩと前記全てのサ
ブバンドのＣＱＩ及び前記全てのサブバンドのサブバンド位置マークをフィードバックす
るステップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択するステップが
、
　前記ＵＥが前記複数のＢＰのＲＩを確定し、
　前記ＵＥが前記ＲＩ、前記複数のＢＰの第１類ＰＭＩと前記複数のＢＰの各サブバンド
の第２類ＰＭＩに基づいて、前記複数のＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択するス
テップを含むことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＵＥが前記選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出するステップが、
　前記ＵＥが前記ＲＩ、前記複数のＢＰの第１類ＰＭＩと前記複数のＢＰの各サブバンド
の第２類ＰＭＩに基づいて、前記選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出するステップ
を含むことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで単一の部分帯域幅ＢＰのＣＱＩ及び前記単一ＢＰのＰＭＩ
モードで前記第２類ＰＭＩをフィードバックするステップが、
　前記ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択し、
　前記ＵＥが記憶した前記第２のプリコーディングコード・ブックから選択した全てのサ
ブバンドに対応する第２のプリコーディング行列を選択し、前記選択された第２のプリコ
ーディング行列のインデックスナンバーを前記選択した全てのサブバンドの第２類ＰＭＩ
とし、
　前記ＵＥが前記選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出し、
　前記ＵＥが前記ＰＵＣＣＨで前記選択した全てのサブバンドの第２類ＰＭＩと前記全て
のサブバンドのＣＱＩ及び前記全てのサブバンドのサブバンド位置マークをフィードバッ
クするステップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】



(6) JP 2013-527690 A 2013.6.27

10

20

30

40

50

　前記ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択するステップが
、
　前記ＵＥが前記複数のＢＰのＲＩを確定し、
　前記ＵＥが前記ＲＩ、前記複数のＢＰの第１類ＰＭＩと前記複数のＢＰの各サブバンド
の第２類ＰＭＩに基づいて、前記複数のＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択するス
テップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ＵＥが前記選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出するステップが、
　前記ＵＥが前記ＲＩ、前記複数のＢＰの第１類ＰＭＩと前記複数のＢＰの各サブバンド
の第２類ＰＭＩに基づいて、前記選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出するステップ
を含むことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　指示情報に基づいて、それぞれブロードバンド及び/又は長期チャネルのチャネル情報
のマッピングに用いられる第１のプリコーディング行列の第１のプリコーディングコード
・ブックにおけるインデックスを指示するための第１類プリコーディング行列インデック
スＰＭＩ及び/又はそれぞれサブバンド及び/又は短期チャネルのチャネル情報のマッピン
グに用いられる第２のプリコーディング行列の第２のプリコーディングコード・ブックに
おけるインデックスを指示するための第２類ＰＭＩを含むチャネル状態情報を確定する確
定ブロックと、
　物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩを周期的にフィードバッ
クし、物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨで前記第２類ＰＭＩを周期的又は非周期
的にフィードバックし、又は、前記ＰＵＣＣＨで前記第１類ＰＭＩと前記第２類ＰＭＩを
フィードバックするフィードバックブロックと、を含むことを特徴とする端末装置。
【請求項２６】
　前記確定ブロックが、
　基地局から送信される高階層配置シグナル情報を受信し、前記ＵＥの伝送モードが混合
伝送モードであると確定する伝送確定ブロックと、
　前記高階層配置シグナル情報に基づいて、前記ＵＥのフィードバックモードを確定する
フィードバック確定ブロックと、
　前記確定したフィードバックモードに基づいて、前記第１類ＰＭＩ及び/又は第２類Ｐ
ＭＩを含むチャネル状態情報を確定する情報確定ブロックと、を含むことを特徴とする請
求項２５に記載の端末装置。
【請求項２７】
　前記混合伝送モードが、単一ユーザＭＩＭＯ伝送、マルチユーザＭＩＭＯ伝送、単一ユ
ーザＭＩＭＯ/マルチユーザＭＩＭＯの動的ハンドオーバー伝送の中のいずれかの伝送方
式を支援することを特徴とする請求項２６に記載の端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信技術に関し、具体的には、チャネル状態情報のフィードバック方法
及び端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高級長期進化（long　term　Evolution　Advanced、以下、ＬＴＥ－Ａと略称）システ
ムは、長期進化（long　term　evolution、以下、ＬＴＥと略称）の進化標準として、さ
らに大きいシステム帯域幅（最高で１００ＭＨｚに達する）を支援し、ＬＴＥ既存の標準
と後方互換を実現した。セル縁部のカバー及び処理量を向上するため、ＬＴＥ－Ａは、既
存のＬＴＥシステムに基づいて、協同マルチポイント（ＣＯＭＰ）技術とも呼ばれる協同
多入力多出力（multiple　Input　multiple　Output、以下、ＭＩＭＯと略称）技術を提
出し、該技術によると、進化した国際移動通信（International　Mobile　Telecommunica
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tions－Advance、以下、IMT－Advanceと略称）システムのスペクトル利用率を向上し、ス
ペクトルリソースの不足を改善することができる。
【０００３】
　モバイル通信中において、送信端（例えば、ノードｅＮＢ）が複数のアンテナを利用し
ていると、空間多重化方式で伝送速度を向上することができ、即ち、送信端の同一の時間
周波数リソースにおいて異なるアンテナ位置から異なるデータを送信することができる。
受信端（例えば、ユーザ機器ＵＥ）も複数のアンテナを利用する場合、その一つが、単一
ユーザの場合、全てのアンテナのリソースを一つのユーザに割り当て、即ち、一つのユー
ザ機器が一つの伝送間隔において前記ユーザ機器に割り当てた物理リソースを独占するこ
とで、このような伝送形態はＳＵ－ＭＩＭＯ（単一ユーザＭＩＭＯ）と呼ばれる。他の一
つは、マルチユーザの場合、異なるアンテナ空間のリソースを異なるユーザに割り当て、
即ち、一つのユーザ機器が少なくとも一つの他のユーザ機器と一つの伝送間隔においてこ
れらのユーザ機器に割り当てた物理リソースを共有することで、一つのユーザ機器が他の
ユーザ機器と空間分割多元接続又は空間分割多重方式で同一の物理リソースを共有し、該
物理リソースは、時間周波数リソースであることができ、このような伝送形態はＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ（マルチユーザＭＩＭＯ）と呼ばれる。
【０００４】
　第３世代パートナーシップ・プロジェクト標準組織３ＧＰＰの長期進化技術（long　te
rm　Evolution、以下、ＬＴＥと略称）において、ＵＥは、高階層シグナルによって半静
的（semi－statically）に以下の伝送モード（transmission　mode）に基づく伝送に設定
される。
　モード１：単一アンテナポート：ポート０（single－antenna　port:port　０）；
　モード２：送信ダイバーシチ（Transmit　diversity）；
　モード３：開ループ空間多重化（Open－loop　spatial　multiplexing）；
　モード４：閉ループ空間多重化（Closed－loop　spatial　multiplexing）；
　モード５：マルチユーザ多入力多出力（Multi－user　MIMO）；
　モード６：閉ループRank＝１プリコーディング（Closed－loop　Rank＝１　precoding
）；
　モード７：単一アンテナポート：ポート５（single－antenna　port:port　５）。
【０００５】
　ユーザ機器ＵＥは、異なる伝送モードで、送信端に異なるチャネル状態情報をフィード
バックし、その後、送信端（ｅＮＢ）は端末装置（ＵＥ）がフィードバックしたチャネル
状態情報に基づいて、スケジューリングし、また、一定の原則（例えば、最大容量原則）
に従って新しいチャネル状態情報を配置して実際の伝送に用いる。その中、フィードバッ
クしたチャネル状態情報は、チャネル品質識別子（Channel　quality　indication、以下
、ＣＱＩと略称）情報と、プリコーディング行列識別子（Precoding　Matrix　Indicator
、以下、ＰＭＩと略称）情報と、ランク識別子（Rank　Indicator、以下、ＲＩと略称）
情報と、を含む。
【０００６】
　ＣＱＩは、ダウンリンクチャネル品質を評価する指標である。３６－２１３プロトコル
において、ＣＱＩを０～１５の整数値で表し、それぞれ、異なるＣＱＩレベルを示し、異
なるＣＱＩは各自の変調方式及びコーディングスキーム（ＭＣＳ）に対応する。
【０００７】
　ＲＩは、空間的に独立したチャネルの数を示すもので、チャネル応答行列のランクに対
応する。開ループ空間多重化と閉ループ空間多重化モードにおいて、ＵＥはＲＩ情報をフ
ィードバックしなければならず、他のモードではＲＩ情報をフィードバックする必要がな
い。
【０００８】
　ＰＭＩは、ＵＥがフィードバックしたプリコーディングコード・ブックのインデックス
ナンバーを示す。閉ループ空間多重化、ＭＵ－ＭＩＭＯ、ＲＩ＝１の閉ループの３種類の



(8) JP 2013-527690 A 2013.6.27

10

20

30

40

50

モードにおいて、ＰＭＩ情報をフィードバックする必要があって、他の送信モードではＰ
ＭＩ情報をフィードバックしない。
【０００９】
　現在、関連技術において、一定のビット数（例えば、４ビット）によってチャネル状態
情報をフィードバックし、主に、単一ユーザＭＩＭＯの伝送モードを利用するので、フィ
ードバックする情報が簡単で、情報精度が低い。通信技術の発展に伴って、ＬＴＥ－Ａに
おいて、単一ユーザＭＩＭＯとマルチユーザＭＩＭＯを動的にハンドオーバーする伝送モ
ードがますます汎用され、当該伝送モードにおいて、フィードバックするチャネル状態情
報のコンテンツ及び精度がより高く要求され、元のフィードバック方法によると、ＬＴＥ
－Ａシステムの需要を満たすことができず、特に、単一ユーザＭＩＭＯとマルチユーザＭ
ＩＭＯを動的にハンドオーバーする伝送モードの、チャネル状態情報の高精度に対する要
求を満たすことができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　関連技術において、元のフィードバック方法によるとＬＴＥ－Ａシステムの需要を満た
すことができず、特に単一ユーザＭＩＭＯとマルチユーザＭＩＭＯを動的にハンドオーバ
ーする伝送モードの、チャネル状態情報の高精度に対する要求を満たすことができない問
題に鑑み、本発明は、これらの問題を解決できるチャネル状態情報のフィードバック方法
及び端末装置を提供することをその目的する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様によると、ユーザ機器ＵＥが指示情報に基づいて第１類プリコーディン
グ行列インデックスＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩを含むチャネル状態情報を確定し、そ
の中、第１類ＰＭＩは一つの第１のプリコーディング行列の第１のプリコーディングコー
ド・ブックにおけるインデックスを指示し、各第１のプリコーディング行列は一つのブロ
ードバンド及び/又は長期チャネルのチャネル情報のマッピングに用いられ、第２類ＰＭ
Ｉは第２のプリコーディング行列の第２のプリコーディングコード・ブックにおけるイン
デックスを指示し、各第２のプリコーディング行列は一つのサブバンド及び/又は短期チ
ャネルのチャネル情報のマッピングに用いられ；ＵＥが物理アップリンク制御チャネルＰ
ＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、物理アップリンク共有チャネルＰ
ＵＳＣＨで第２類ＰＭＩを周期的又は非周期的にフィードバックし、又は、ＵＥがＰＵＣ
ＣＨで第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバックするステップを含むチャネル状態情
報のフィードバック方法を提供する。
【００１２】
　ＵＥが指示情報に基づいてフィードバックしたチャネル状態情報が第１類プリコーディ
ング行列インデックスＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩを含むと確定するステップが、ＵＥ
が基地局から送信された高階層配置シグナル情報を受信し、ＵＥの伝送モードが混合伝送
モードであると確定し、ＵＥが高階層配置シグナル情報に基づいて、ＵＥのフィードバッ
クモードを確定し、ＵＥが確定したフィードバックモードに基づいて、第１類ＰＭＩ及び
/又は第２類ＰＭＩを含むチャネル状態情報を確定するステップを含むことが好ましい。
【００１３】
　混合伝送モードが、単一ユーザＭＩＭＯ伝送、マルチユーザＭＩＭＯ伝送、単一ユーザ
ＭＩＭＯ/マルチユーザＭＩＭＯの動的ハンドオーバー伝送の中の少なくとも一つの伝送
方式を支援することが好ましい。
【００１４】
　チャネル状態情報が、ランク識別子ＲＩ情報及び/又はチャネル品質識別子ＣＱＩ情報
をさらに含むことが好ましい。
【００１５】
　ＵＥが物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバ
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ックし、物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩをフィードバックし、
又は、ＵＥがＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバックするステップが
、ＵＥがＰＵＣＣＨでモード１－１、又はモード０－１、又はモード０－２で第１類ＰＭ
Ｉを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩをフィードバックし、又は、
ＵＥがＰＵＣＣＨでモード１－１、又はモード０－１、又はモード０－２で第１類ＰＭＩ
をフィードバックし、ＰＵＣＣＨで第２類ＰＭＩをフィードバックするステップを含むこ
とが好ましい。
【００１６】
　ＵＥが、前記ＰＵＣＣＨでモード１－１で前記第１類ＰＭＩを周期的にフィードバック
するステップが、ＵＥが新しいＲＩを利用し、記憶した第１のプリコーディングコード・
ブックから単一ブロードバンドに対応する第１のプリコーディング行列を選択し、選択さ
れた第１のプリコーディング行列のインデックスナンバーをブロードバンドの第１類ＰＭ
Ｉとし、ＵＥが新しいＲＩを利用してブロードバンドのＣＱＩを算出し、ＵＥがＰＵＣＣ
ＨでブロードバンドのＣＱＩとブロードバンドの第１類ＰＭＩを周期的にフィードバック
するステップを含むことが好ましい。
【００１７】
　ＵＥが新しいＲＩを利用してブロードバンドＣＱＩを算出するステップが、ＵＥが新し
いＲＩを利用して単一ブロードバンドの第１のプリコーディング行列を選択してブロード
バンドＣＱＩを算出するステップを含むことが好ましい。
【００１８】
　ＵＥが新しいＲＩを利用してブロードバンドＣＱＩを算出するステップが、ＵＥが新し
いＲＩが１を超えるかを判定し、ＵＥが新しいＲＩを利用してブロードバンド差分ＣＱＩ
を算出するステップを含むことが好ましい。
【００１９】
　ＵＥがＰＵＣＣＨでモード０－１で第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックするステッ
プが、ＵＥが新しいＲＩを利用し、記憶した第１のプリコーディングコード・ブックから
単一ブロードバンドに対応する第１のプリコーディング行列を選択し、選択された第１の
プリコーディング行列のインデックスナンバーを単一ブロードバンドの第１類ＰＭＩとし
、ＵＥがＰＵＣＣＨで単一ブロードバンドの第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックする
ステップを含むことが好ましい。
【００２０】
　ＵＥがＰＵＣＣＨでモード０－２で第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックするステッ
プが、ＵＥが新しいＲＩを利用し、記憶した第１のプリコーディングコード・ブックから
それぞれ複数のブロードバンドに対応する複数の第１のプリコーディング行列を選択し、
選択された複数の第１のプリコーディング行列のインデックスナンバーを複数のブロード
バンドの複数の第１類ＰＭＩとし、ＵＥがＰＵＣＣＨで複数のブロードバンドの複数の第
１類ＰＭＩを周期的にフィードバックするステップを含むことが好ましい。
【００２１】
　ＵＥがＰＵＣＣＨでモード０－２で第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックするステッ
プが、ＵＥが新しいＲＩを利用し、記憶した第１のプリコーディングコード・ブックから
それぞれ複数のブロードバンド中の各サブバンドに対応する第１のプリコーディング行列
を選択し、選択された第１のプリコーディング行列のインデックスナンバーを複数のブロ
ードバンド中の各サブバンドの第１類ＰＭＩとし、ＵＥがＰＵＣＣＨで複数のブロードバ
ンド中の各サブバンドの第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックするステップを含むこと
が好ましい。
【００２２】
　ＵＥが物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバ
ックする前、ＵＥがＲＩのフィードバック周期を第１類ＰＭＩのフィードバック周期のＮ
（Ｎは０を超える自然数）倍に設定し、又は、ＵＥが第１類ＰＭＩのフィードバック周期
をＲＩのフィードバック周期のＮ（Ｎは０を超える自然数）倍に設定するステップをさら
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に含むことが好ましい。
【００２３】
　ＵＥが、物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィード
バックし、物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩをフィードバックし
、又は、ＵＥがＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバックするステップ
が、ＵＥがＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨでモード
１－２、又はモード２－２で第２類ＰＭＩをフィードバックし、又は、ＵＥがＰＵＣＣＨ
で第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバックするステップを含むことが好ましい。
【００２４】
　ＰＵＳＣＨでモード１－２で第２類ＰＭＩをフィードバックするステップが、ＵＥが記
憶した第２のプリコーディングコード・ブックから複数のブロードバンド中の各サブバン
ドに対応する第２のプリコーディング行列を選択し、選択された第２のプリコーディング
行列のインデックスナンバーを複数のブロードバンド中の各サブバンドの第２類ＰＭＩと
し、ＵＥが新しいＲＩを利用して複数のブロードバンドの各コードストリームのブロード
バンドＣＱＩを算出し、ＣＱＩは非差分ＣＱＩフォーマットを利用し、ＵＥがＰＵＳＣＨ
で複数のブロードバンド中のブロードバンドＣＱＩと複数のブロードバンドの各サブバン
ドの第２類ＰＭＩをフィードバックするステップを含むことが好ましい。
【００２５】
　ＰＵＳＣＨでモード２－２で第２類ＰＭＩをフィードバックするステップが、ＵＥが記
憶した第２のプリコーディングコード・ブックから複数のブロードバンド中の各サブバン
ドに対応する第２のプリコーディング行列を選択し、選択された第２のプリコーディング
行列のインデックスナンバーを複数のブロードバンド中の各サブバンドの第２類ＰＭＩと
し、ＵＥが新しいＲＩを利用して複数のブロードバンドの各サブバンドのＣＱＩを算出し
、ＣＱＩが差分ＣＱＩフォーマット又は通常ＣＱＩフォーマットを利用し、ＵＥがＰＵＳ
ＣＨで複数のブロードバンド中の各サブバンドのＣＱＩと複数のブロードバンド中の各サ
ブバンドの第２類ＰＭＩをフィードバックするステップを含むことが好ましい。
【００２６】
　ＵＥが物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバ
ックし、物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩをフィードバックし、
又は、ＵＥがＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバックするステップが
、ＵＥがＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類Ｐ
ＭＩをフィードバックし、又は、ＵＥがＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩをフィードバックし、
ＰＵＣＣＨで単一ＵＥが選択したサブバンドのＰＭＩモード、又は単一ＵＥが選択したサ
ブバンドのＣＱＩ及び単一ＵＥが選択したサブバンドのＰＭＩモード、又は単一の部分帯
域幅ＢＰのＣＱＩ及び単一ＢＰのＰＭＩモードで第２類ＰＭＩをフィードバックするステ
ップを含むことが好ましい。
【００２７】
　ＵＥがＰＵＣＣＨで単一ＵＥが選択したサブバンドのＰＭＩモードで第２類ＰＭＩをフ
ィードバックするステップが、ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバン
ドを選択し、ＵＥが記憶した第２のプリコーディングコード・ブックから各ＢＰが選択し
たサブバンドに対応する第２のプリコーディング行列を選択し、選択された第２のプリコ
ーディング行列のインデックスナンバーを各ＢＰのサブバンドの第２類ＰＭＩとし、ＵＥ
がＰＵＣＣＨで複数のＢＰの各ＢＰから選択された一つのサブバンドの第２類ＰＭＩ及び
該サブバンドのサブバンド位置マークをフィードバックするステップを含むことが好まし
い。
【００２８】
　ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択するステップが、Ｕ
Ｅが複数のＢＰのＲＩを確定し、ＵＥがＲＩ、複数のＢＰの第１類ＰＭＩと複数のＢＰの
各サブバンドの第２類ＰＭＩに基づいて、複数のＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選
択するステップを含むことが好ましい。
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【００２９】
　ＵＥがＰＵＣＣＨで単一ＵＥが選択したサブバンドのＣＱＩ及び単一ＵＥが選択したサ
ブバンドのＰＭＩモードで第２類ＰＭＩをフィードバックするステップが、ＵＥが複数の
部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択し、ＵＥが記憶した第２のプリコー
ディングコード・ブックから選択した各サブバンドに対応する第２のプリコーディング行
列を選択し、選択された第２のプリコーディング行列のインデックスナンバーを選択した
各サブバンドの第２類ＰＭＩとし、ＵＥが選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出し、
ＵＥがＰＵＣＣＨで選択した各サブバンドの第２類ＰＭＩと全てのサブバンドのＣＱＩ及
び全てのサブバンドのサブバンド位置マークをフィードバックするステップを含むことが
好ましい。
【００３０】
　ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択するステップが、Ｕ
Ｅが複数のＢＰのＲＩを確定し、ＵＥがＲＩ、複数のＢＰの第１類ＰＭＩと複数のＢＰの
各サブバンドの第２類ＰＭＩに基づいて、複数のＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選
択するステップを含むことが好ましい。
【００３１】
　ＵＥが選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出するステップが、ＵＥがＲＩ、複数の
ＢＰの第１類ＰＭＩと複数のＢＰの各サブバンドの第２類ＰＭＩに基づいて、選択した全
てのサブバンドのＣＱＩを算出するステップを含むことが好ましい。
【００３２】
　ＵＥがＰＵＣＣＨで単一の部分帯域幅ＢＰのＣＱＩ及び単一ＢＰのＰＭＩモードで第２
類ＰＭＩをフィードバックするステップが、ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一
つのサブバンドを選択し、ＵＥが記憶した第２のプリコーディングコード・ブックから選
択した全てのサブバンドに対応する第２のプリコーディング行列を選択し、選択された第
２のプリコーディング行列のインデックスナンバーを選択した全てのサブバンドの第２類
ＰＭＩとし、ＵＥが選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出し、ＵＥがＰＵＣＣＨで選
択した全てのサブバンドの第２類ＰＭＩと全てのサブバンドのＣＱＩ及び全てのサブバン
ドのサブバンド位置マークをフィードバックするステップを含むことが好ましい。
【００３３】
　ＵＥが複数の部分帯域幅ＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選択するステップが、Ｕ
Ｅが複数のＢＰのＲＩを確定し、ＵＥがＲＩ、複数のＢＰの第１類ＰＭＩと複数のＢＰの
各サブバンドの第２類ＰＭＩに基づいて、複数のＢＰの各ＢＰから一つのサブバンドを選
択するステップを含むことが好ましい。
【００３４】
　ＵＥが選択した全てのサブバンドのＣＱＩを算出するステップが、ＵＥがＲＩ、複数の
ＢＰの第１類ＰＭＩと複数のＢＰの各サブバンドの第２類ＰＭＩに基づいて、選択した全
てのサブバンドのＣＱＩを算出することが好ましい。
【００３５】
　本発明の他の一態様によると、指示情報に基づいて第１類プリコーディング行列インデ
ックスＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩを含むチャネル状態情報を確定する確定ブロックと
、その中、第１類ＰＭＩは第１のプリコーディング行列の第１のプリコーディングコード
・ブックにおけるインデックスを指示し、各第１のプリコーディング行列は一つのブロー
ドバンド及び/又は長期チャネルのチャネル情報のマッピングに用いられ、第２類ＰＭＩ
は第２のプリコーディング行列の第２のプリコーディングコード・ブックにおけるインデ
ックスを指示し、各第２のプリコーディング行列は一つのサブバンド及び/又は短期チャ
ネルのチャネル情報のマッピングに用いられ、物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨ
で第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨ
で第２類ＰＭＩを周期的又は非周期的にフィードバックし、又は、ＰＵＣＣＨで第１類Ｐ
ＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバックするフィードバックブロックと、を含む端末装置を
提供する。
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【００３６】
　確定ブロックが、基地局から送信される高階層配置シグナル情報を受信し、ＵＥの伝送
モードが混合伝送モードであると確定する伝送確定ブロックと、高階層配置シグナル情報
に基づいて、ＵＥのフィードバックモードを確定するフィードバック確定ブロックと、確
定したフィードバックモードに基づいて、第１類ＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩを含むチ
ャネル状態情報を確定する情報確定ブロックとを含むことが好ましい。
【００３７】
　混合伝送モードが、単一ユーザＭＩＭＯ伝送、マルチユーザＭＩＭＯ伝送、単一ユーザ
ＭＩＭＯ/マルチユーザＭＩＭＯの動的ハンドオーバー伝送の中のいずれかの伝送方式を
支援することが好ましい。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によると、単一ユーザＭＩＭＯとマルチユーザＭＩＭＯを動的にハンドオーバー
する伝送モードにおいて、必要である第１類ＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩをチャネル状
態情報に含ませて、ＵＥがフィードバックするチャネル状態情報の精度を向上し、基地局
が実際のチャネル条件に応じて動的に単一ユーザＭＩＭＯ伝送又はマルチユーザＭＩＭＯ
伝送を選択でき、システムの性能を明らかに向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
　ここで説明する図面は本発明を理解するためのもので、本発明の一部を構成し、本発明
における実施例と共に本発明を解釈し、本発明を不当に限定するものではない。
【００４０】
【図１】は、本発明の実施例に係るチャネル状態情報のフィードバック方法を示すフロー
チャートである。
【図２】は、本発明の実施例に係る他のチャネル状態情報のフィードバック方法を示すフ
ローチャートである。
【図３】は、本発明の実施例に係る端末装置の構造を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、図面を参照しつつ実施例に合わせ、本発明を詳しく説明する。ここで、互いに矛
盾しない限り、本発明に記載の実施例及び実施例に記載の特徴を互いに組み合わせること
ができる。
【００４２】
　本発明を理解するために、以下、まず本発明の実施例においてＵＥがフィードバックす
るチャネル状態情報を説明する。
【００４３】
　フィードバックするチャネル状態情報は、チャネル品質識別子ＣＱＩ情報と、プリコー
ディング行列識別子ＰＭＩ情報と、ランク識別子ＲＩ情報とを含む。
【００４４】
　ＬＴＥに現れているＣＱＩの定義はさまざまあって、異なる原則に従って、ＣＱＩを次
のように区分することができる。
　●　測定する帯域幅に基づいて、ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＱＩとｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩ
に分けられる。
　ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＱＩは、全てのｓｕｂｂａｎｄのチャネル状態を指示し、得られ
るのはｓｕｂｂａｎｄ集合ＳのＣＱＩ情報であって、
　ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩは、各サブバンドのＣＱＩ情報を示す。ＬＴＥは、異なるシス
テム帯域幅に応じて、有効の帯域幅に対応するＲＢ（Resource　Block、リソースブロッ
ク）を幾つかのＲＢ組に分け、各ＲＢ組はｓｕｂｂａｎｄ、即ち、サブバンドと呼ばれる
。
【００４５】
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　ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩを、また、全ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩとＢｅｓｔ　Ｍ　ＣＱＩ
に分けることができ、全ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩが全てのサブバンドのＣＱＩ情報を報告
し、Ｂｅｓｔ　Ｍ　ＣＱＩは、サブバンド集合ＳからＭ個のサブバンドを選択して当該Ｍ
個のサブバンドのＣＱＩ情報を報告すると共に、Ｍ個のサブバンドの位置情報も報告する
。
【００４６】
　●　コードストリーム数量に基づいて、単ストリームＣＱＩと双ストリームＣＱＩに分
けられる。
　単ストリームＣＱＩ：単一アンテナによる送信ｐｏｒｔ　０、ｐｏｒｔ　５、送信ダイ
バーシチ、ＭＵ－ＭＩＭＯ、ＲＩ＝１の閉ループ空間多重化に用いられ、この場合、ＵＥ
は単一のコードストリームのＣＱＩ情報を報告する。
　双ストリームＣＱＩ：閉ループ空間多重化モードに用いられる。開ループ空間多重化モ
ードの場合、チャネル状態情報が未知のものであるため、またプリコーディング中に双ス
トリームのチャネル情報に均衡処理を行うので、開ループ空間多重化において、二つのス
トリームのＣＱＩは同じである。
【００４７】
　●　ＣＱＩ表示方法に基づいて、絶対値ＣＱＩと差分ＣＱＩに分けられる。
　絶対値ＣＱＩは、４　ｂｉｔで示すＣＱＩ　ｉｎｄｅｘである。
　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ＣＱＩ、即ち、差分ＣＱＩは、２ｂｉｔ又は３ｂｉｔで示
すＣＱＩ　ｉｎｄｅｘで、差分ＣＱＩは、さらに、第２個のストリームの第１個のストリ
ームに対する差分ＣＱＩと、ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩに対するｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩの
差分ＣＱＩとに分けられる。
【００４８】
　●　ＣＱＩ報告方式に基づいて、ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＱＩと、ＵＥ　ｓｅｌｅｃｔｅ
ｄ（ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩ）と、Ｈｉｇｈ　ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ（ｓｕ
ｂｂａｎｄ　ＣＱＩ）とに分けられる。
　ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＱＩは、ｓｕｂｂａｎｄ集合ＳのＣＱＩ情報を示す。
　ＵＥ　ｓｅｌｅｃｔｅｄ（ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩ）、即ち、Ｂｅｓｔ　Ｍ　ＣＱＩは
、選択したＭ個のサブバンドのＣＱＩ情報を報告すると共に、Ｍ個のサブバンドの位置情
報を報告する。
　Ｈｉｇｈ　ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ（ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩ）は、全ｓｕ
ｂｂａｎｄ　ＣＱＩで、各サブバンドを対象に一つのＣＱＩ情報をフィードバックする。
【００４９】
　Ｈｉｇｈ　ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄと、ＵＥ　ｓｅｌｅｃｔｅｄはいずれも
サブバンドＣＱＩのフィードバック方式で、非周期性フィードバックモードにおいて、当
該二つのフィードバック方式により定義されるサブバンドのサイズは異なる。ＵＥ　ｓｅ
ｌｅｃｔｅｄモードにおいて、Ｍのサイズを定義し、具体的には表２と表３に示すとおり
である。
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【表１】

【表２】

【００５０】
　ＬＴＥシステムにおいて、ＣＱＩ/ＰＭＩ、ＲＩのフィードバックは、周期的なフィー
ドバックであることができれば、非周期的なフィードバックであることもでき、具体的な
フィードバックは、表４に示すとおりである。

【表３】

【００５１】
　その中、周期的にフィードバックするＣＱＩ/ＰＭＩ、ＲＩの場合、ＵＥがデータを送
信する必要がないと、周期的にフィードバックするＣＱＩ/ＰＭＩ、ＲＩは、物理アップ
リンク制御チャネル（Physical　Uplink　Control　Channel、ＰＵＣＣＨ）でフォーマッ
ト２/２ａ/２ｂ（PUCCH　format2/2a/2b）で伝送され、ＵＥがデータを送信する必要があ
ると、ＣＱＩ/ＰＭＩ、ＲＩは、物理アップリンク共有チャネル（Physical　Uplink　Sha
red　Channel、ＰＵＳＣＨ）で伝送され、非周期的にフィードバックするＣＱＩ/ＰＭＩ
、ＲＩの場合、ＰＵＳＣＨのみで伝送される。
【００５２】
　高階層の半静的な配置に基づいて、ＵＥはＰＵＣＣＨ物理チャネルで周期的にＣＱＩ/
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ＰＭＩ/ＲＩ情報をフィードバックし、フィードバックモードは、表５に示すとおりであ
る。
【表４】

【００５３】
　ＰＵＣＣＨチャネルは、高階層配置のＨｉｇｈｅｒ　Ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ
ｄ　(ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩ)フィードバックとＭｕｌｔｉｐｌｅ　ＰＭＩフィードバッ
クを支援しない。
【００５４】
　マルチアンテナシステムにおいて、チャネル応答行列を直接フィードバックする際のビ
ットのオーバーヘッドが大きく、又は、チャネル応答行列に例えばＳＶＤの分解などを行
って、最適のプリコーディング行列を得てからフィードバックしても、そのオーバーヘッ
ドは依然として大きい。従って、送信端と受信端が分かっているプリコーディングコード
・ブック集合を構築して、得られた最適のプリコーディング行列とプリコーディングコー
ド・ブック集合中のコーディング行列を比較し、最も類似するプリコーディングコード・
ブックに対応するインデックス値を選択してフィードバックを行うと、ビットのオーバー
ヘッドを大幅に節約することができる。これらのフィードバックしたプリコーディングコ
ード・ブックのインデックス値がＰＭＩである。
【００５５】
　ＰＭＩのフィードバック粒度は、帯域幅全体で一つのＰＭＩをフィードバックすること
ができれば、サブバンドｓｕｂｂａｎｄに従ってＰＭＩをフィードバックすることもでき
、ＬＴＥプロトコルにＳｉｎｇｌｅ　ＰＭＩとＭｕｌｔｉｐｌｅ　ＰＭＩの二つのＰＭＩ
フィードバックタイプが定義された。Ｓｉｎｇｌｅ　ＰＭＩは、システム全体の有効帯域
幅

【数１】

を示すことができれば、一部のＲＢサブ集合を示すこともでき、Ｓｉｎｇｌｅ　ＰＭＩが
示すＲＢ数は高階層により半静的に配置される。
【００５６】
　周期的ユーザがＵＥ　ｓｅｌｅｃｔｅｄ　(ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩ)フィードバックモ
ードを選択した場合、新規の概念である部分帯域幅（Bandwidth　part、以下、ＢＰと略
称）を導入した。ＢＰは、幾つかのｓｕｂｂａｎｄからなり、その中、ｓｕｂｂａｎｄは
周波数が逓増する方式で最低周波数から番号付けられるが、ｓｕｂｂａｎｄのサイズ（即
ち、含むＲＢの数量）は非逓増の方式をとっている。同様に、ＢＰも周波数が逓増する方
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式で最低周波数から番号付けられるが、ＢＰのサイズ（即ち、含むサブバンド数量）は非
逓増の方式をとっている。
【００５７】
　周期的フィードバックモードでのサブバンドサイズ、ＢＰサイズ、システム帯域幅の間
の関係は表６に示すとおりである。
【表５】

【００５８】
【数２】

【００５９】
　単一ＵＥの場合、一つのサブバンドにおいて、一つの第１類ＰＭＩと他の第２類ＰＭＩ
を有し、第１類ＰＭＩは行列Ｗ１を指示し、第２類ＰＭＩは他の行列Ｗ２を指示する。一
つのプリコーディング行列Ｗは、二つの行列Ｗ１とＷ２の関数で、Ｗ１はコード・ブック
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Ｃ１に所属され、Ｗ２はコード・ブックＣ２に所属される。第１類ＰＭＩはコード・ブッ
クＣ１のインデックスで、第２類ＰＭＩはコード・ブックＣ２のインデックスであって、
その中、Ｗ１はブロードバンド/長期のチャネル情報を有し、Ｗ２はサブバンド/短期のチ
ャネル情報を有する。
【００６０】
　以下の実施例において、第１類ＰＭＩはブロードバンドｗｉｄｅｂａｎｄのプリコーデ
ィング行列インデックスを指示し、前記第２類ＰＭＩはサブバンドｓｕｂｂａｎｄのプリ
コーディング行列インデックスを指示し、又は、第１類ＰＭＩは長期ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ
のプリコーディング行列インデックスを指示し、第２類ＰＭＩは短期ｓｈｏｒｔ　ｔｅｒ
ｍのプリコーディング行列インデックスを指示し、又は、第１類ＰＭＩが長期とブロード
バンドのプリコーディング行列インデックスを指示し、第２類ＰＭＩが短期的とサブバン
ドのプリコーディング行列インデックスを指示し、又は、第１類ＰＭＩが長期的とブロー
ドバンドのプリコーディング行列インデックス、短期的とブロードバンドのプリコーディ
ング行列インデックスを指示し、第２類ＰＭＩが短期的とサブバンドのプリコーディング
行列インデックスを指示する。
【００６１】
　以下、実施例によって本発明によるチャネル状態情報のフィードバック方法を説明する
。
　方法実施例１
　図１は、本発明の実施例に係るチャネル状態情報のフィードバック方法を示すフローチ
ャートで、以下のステップを含む。
　ＵＥは、指示情報に基づいて、第１類ＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩ含むチャネル状態
情報を確定する（ステップＳ１０２）。
【００６２】
　例えば、ＵＥは、配置シグナルに基づいて伝送モードを確定する。新しい混合伝送モー
ドにおいて、配置シグナルに基づいてフィードバックモードを確定し、確定したフィード
バックモードにおいて、フィードバックしたチャネル状態情報は、少なくとも、第１類プ
リコーディング行列インデックスＰＭＩと第２類ＰＭＩの中の一つを含む。
【００６３】
　その中、第１類ＰＭＩは、第１のプリコーディング行列の第１のプリコーディングコー
ド・ブックにおけるインデックスを指示し、各第１のプリコーディング行列は、ブロード
バンド及び/又は長期チャネルのチャネル情報のマッピングに用いられる。第２類ＰＭＩ
は、第２のプリコーディング行列の第２のプリコーディングコード・ブックにおけるイン
デックスを指示し、各第２のプリコーディング行列は、サブバンド及び/又は短期チャネ
ルのチャネル情報のマッピングに用いられる。
【００６４】
　その中、ＬＴＥ－Ａの需要を満たすように、伝送モードは、新しい混合伝送モードで、
少なくとも、単一ユーザＭＩＭＯ、マルチユーザＭＩＭＯ、単一ユーザＭＩＭＯとマルチ
ユーザＭＩＭＯでハンドオーバーする伝送モードの中の一つを支援する。
【００６５】
　ＵＥは、ＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類
ＰＭＩを周期的又は非周期的にフィードバックし、又は、ＵＥは、ＰＵＣＣＨで第１類Ｐ
ＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバックする（ステップＳ１０４）。
【００６６】
　ＵＥは、ＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックすると共に、ＰＵＳＣＨ
で第２類ＰＭＩを非周期的又は周期的にフィードバックすることができる。ＵＥは、ＰＵ
ＣＣＨで第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩを周期的にフィードバックすることもできる。
【００６７】
　関連技術において、ＰＭＩを区分してフィードバックしないので、フィードバックした
チャネル状態情報の精度は高くない。しかし、本実施例によると、区分した後のＰＭＩを
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フィードバックするチャネル状態情報のコンテンツとしているので、チャネル状態情報の
精度を大幅に向上でき、基地局がフィードバックしたチャネル状態情報に基づいてチャネ
ルの状況をリアルタイムに把握でき、単一ユーザＭＩＭＯ伝送、マルチユーザＭＩＭＯ伝
送、単一ユーザＭＩＭＯ/マルチユーザＭＩＭＯの動的ハンドオーバー伝送を支援し、シ
ステム性能を明らかに向上できる。
【００６８】
　方法実施例２
　図２は、本発明の実施例に係る他のチャネル状態情報のフィードバック方法を示すフロ
ーチャートで、以下のステップを含む。
　送信端は、ＵＥにダウンリンクチャネル状態を測定するためのパイロットを送信する（
ステップ２０２）。
【００６９】
　該ステップにおいて、送信端は基地局ｅＮｏｄｅＢであることができる。
【００７０】
　ＵＥは、受信したパイロット情報に基づいてダウンリンクチャネルを推定する（ステッ
プ２０４）。
【００７１】
　ＵＥは、指示情報に基づいて、フィードバックチャネル状態情報の報告フォーマットを
確定する（ステップ２０６）。
【００７２】
　該ステップにおいて、指示情報は高階層配置シグナル情報である。チャネル状態情報は
、幾つかのＰＭＩ情報と、幾つかのＣＱＩ情報と、ＲＩ情報を含むことができ、その中、
ＰＭＩ情報は第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩを含む。
【００７３】
　ＵＥは、チャネル状態情報報告を送信端にフィードバックする（ステップ２０８）。
【００７４】
　送信端は、ＵＥがフィードバックしたチャネル状態情報に基づいてスケジューリングし
、単一ユーザＭＩＭＯ又はマルチユーザＭＩＭＯの伝送を実現する（ステップ２１０）。
【００７５】
　方法実施例３
　本実施例のチャネル状態情報のフィードバック方法は以下のステップを含む。
　単一伝送モード、例えば、混合伝送モード等において、ＵＥは、指示情報に基づいてチ
ャネル状態情報が含むコンテンツを確定し、その中、指示情報は基地局ｅＮｏｄｅＢから
送信された高階層配置シグナル情報である。
【００７６】
　ＵＥは、ｅＮｏｄｅＢにチャネル状態情報を送信し、その中、チャネル状態情報は、第
１類ＰＭＩ、第２類ＰＭＩ、ＲＩ、ＣＱＩ情報の中の少なくとも一つを含み、その中、Ｐ
ＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩを非周
期的又は周期的にフィードバック伝送する。チャネル状態情報が含むコンテンツが多いほ
ど、情報精度が向上できる。
【００７７】
　本実施例において、ＵＥは、配置シグナルに基づいて伝送モードを確定し、新しい混合
伝送モードにおいて、配置シグナルに基づいてフィードバックモードを確定し、チャネル
状態情報が含むコンテンツを確定する。
【００７８】
　本実施例において、第１類ＰＭＩのフィードバックモードは、Ｍｏｄｅ　１－１で、即
ち、ブロードバンドＣＱＩ、単一ＰＭＩのフィードバックモードであって、該第１類ＰＭ
Ｉのフィードバックモードは高階層配置シグナルによって決められる。当該フィードバッ
クモードにおいて、単一の伝送モードの場合、サブフレームでＲＩが報告された場合、Ｕ
Ｅはサブバンド集合Ｓ全体のＲＩを確定し、また、該ＲＩ情報を報告する。ＵＥは、最新
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報告された周期性ＲＩ情報に基づいて、サブバンド集合Ｓ用として、第１のプリコーディ
ングコード・ブックサブ集合から一つの第１のプリコーディング行列を選択する。ＵＥは
、算出がＳ用として選択した第１のプリコーディング行列と最新報告された周期性ＲＩに
基づいて行われる一つのブロードバンドＣＱＩと、ＵＥが選択した第１のプリコーディン
グ行列の第１のプリコーディングコード・ブックサブ集合におけるインデックスナンバー
であるブロードバンドＰＭＩとを、周期的に報告する。ＲＩ>１である場合、３ｂｉｔの
ｗｉｄｅｂａｎｄ差分ＣＱＩを用いていて；単一伝送モードにおいて、ＣＱＩの算出は最
新報告された周期性ＲＩ情報に基づいて行われ、チャネル状態情報のリアルタイム性を保
障する。また、第１類ＰＭＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックは周期的で、ＲＩのＰＵＣ
ＣＨでのフィードバックも周期的であって、且つ、ＲＩのフィードバック周期と第１類Ｐ
ＭＩのフィードバック周期は倍数関係を持ち、即ち、ＲＩのフィードバック周期は第１類
ＰＭＩのフィードバック周期のＮ倍であって、又は、第１類ＰＭＩのフィードバック周期
がＲＩフィードバック周期のＮ倍である。その中、Ｎが０より大きい自然数で、これによ
ってＲＩと第１類ＰＭＩの同期フィードバックの便宜を図ることができる。
【００７９】
　本実施例において、第２類ＰＭＩのＰＵＳＣＨでのフィードバックモードはＭｏｄｅ　
１－２で、即ち、単一ＣＱＩ、複数ＰＭＩのフィードバックモードである。Ｍｏｄｅ　１
－２において、第２のプリコーディングコード・ブックサブ集合Ｃ２から各ｓｕｂｂａｎ
ｄ用として最適の第２のプリコーディング行列Ｗ２を選択し、ＵＥは各ストリームの４ｂ
ｉｔブロードバンドＣＱＩをフィードバックし、差分ＣＱＩのフォーマットを利用しない
。ＵＥは各サブバンドのＰＭＩをフィードバックする。単一伝送モードにおいてのＣＱＩ
/ＰＭＩの算出は、ＲＩのフィードバックに基づいて行われる。
【００８０】
　方法実施例４
　本実施例のチャネル状態情報のフィードバック方法は以下を含む。
　単一伝送モードにおいて、ＵＥは指示情報に基づいてチャネル状態情報が含んだコンテ
ンツを確定し、その中、指示情報は基地局ｅＮｏｄｅＢから送信された高階層配置シグナ
ル情報である。
【００８１】
　ＵＥは、ｅＮｏｄｅＢにチャネル状態情報を送信し、その中、チャネル状態情報は、第
１類ＰＭＩ、第２類ＰＭＩ、ＲＩ、ＣＱＩ情報の中の少なくとも一つを含み、その中、Ｐ
ＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩをフィ
ードバック伝送する。
【００８２】
　本実施例において、第１類ＰＭＩのフィードバックモードはＭｏｄｅ１－１で、即ち、
ブロードバンドＣＱＩ、単一ＰＭＩのフィードバックモードで、該フィードバックモード
は高階層配置シグナルによって決められる。このようなフィードバックモードにおいて、
単一の伝送モードの場合、サブフレームでＲＩが報告された場合、ＵＥはサブバンド集合
Ｓ全体のＲＩを確定し、また、該ＲＩ情報を報告する。ＵＥは最新報告された周期性ＲＩ
情報に基づいて、サブバンド集合Ｓ用として、第１のプリコーディングコード・ブックサ
ブ集合から一つの第１のプリコーディング行列を選択する。ＵＥは各自連続する報告時間
内に、周期的に、算出がＳ用として選択した第１のプリコーディング行列と最新報告され
た周期性ＲＩに基づいて行われる一つのブロードバンドＣＱＩと、ＵＥが選択した第１の
プリコーディング行列の第１のプリコーディングコード・ブックサブ集合におけるインデ
ックスナンバーであるブロードバンドＰＭＩを報告する。ＲＩ>１である場合、３ｂｉｔ
のｗｉｄｅｂａｎｄ差分ＣＱＩを利用し；単一伝送モードにおいて、ＣＱＩの算出は最新
報告された周期性ＲＩ情報に基づいて行われる。また、前記第１類ＰＭＩのＰＵＣＣＨで
のフィードバックは周期的で、ＲＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックは周期的であって、
且つＲＩのフィードバック周期と第１類ＰＭＩフィードバック周期は倍数関係を持つ。
【００８３】
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　本実施例において、第２類ＰＭＩのＰＵＳＣＨでのフィードバックモードはＭｏｄｅ２
－２で、即ち、複数のＣＱＩ、複数のＰＭＩのフィードバックモードである。Ｍｏｄｅ２
－２において、第２のプリコーディングコード・ブックサブ集合Ｃ２から各ｓｕｂｂａｎ
ｄ用として最適の第２のプリコーディング行列Ｗ２を選択し；ＵＥによる各サブバンドの
ＣＱＩのフィードバックは、差分ＣＱＩフォーマット又は通常ＣＱＩフォーマットを利用
し；ＵＥによる各サブバンドのＰＭＩのフィードバックは、差分ＰＭＩフォーマット又は
通常ＰＭＩフォーマットを利用し；単一伝送モードでのＣＱＩ/ＰＭＩ算出はＲＩのフィ
ードバックに基づいて行われる。
【００８４】
　方法実施例５
　本実施例のチャネル状態情報のフィードバック方法は以下を含む。
　単一伝送モードにおいて、ＵＥは指示情報に基づいてチャネル状態情報が含んだコンテ
ンツを確定し、その中、指示情報は基地局ｅＮｏｄｅＢから送信された高階層配置シグナ
ル情報である。
【００８５】
　ＵＥは、ｅＮｏｄｅＢにチャネル状態情報をフィードバックし、その中、チャネル状態
情報は、第１類ＰＭＩ、第２類ＰＭＩ、ＲＩ、ＣＱＩ情報の中の少なくとも一つを含み、
その中、ＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類Ｐ
ＭＩをフィードバック伝送する。
【００８６】
　本実施例において、第１類ＰＭＩのフィードバックモードはＭｏｄｅ０－２で、即ち、
ＣＱＩはなく、複数のＰＭＩのフィードバックモードである。当該フィードバックモード
において、単一の伝送モードの場合、サブフレームにＲＩが報告された場合、ＵＥはサブ
バンド集合Ｓ全体のＲＩを確定し、また、該ＲＩ情報を報告し；ＵＥは最新報告された周
期性ＲＩ情報に基づいて、サブバンド集合Ｓ用として、第１のプリコーディングコード・
ブックサブ集合から少なくとも二つの第１のプリコーディング行列を選択し；ＵＥは各自
の連続する報告時間内において、ＣＱＩを報告せず、少なくとも二つのブロードバンドＰ
ＭＩを報告する。ＲＩ>１である場合、３ｂｉｔのｗｉｄｅｂａｎｄ差分ＣＱＩを利用し
；単一伝送モードにおいて、ＣＱＩの算出は最新報告された周期性ＲＩ情報に基づいて行
われる。本実施例において、第１類ＰＭＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックは周期的で、
ＲＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックは周期的であって、且つ、ＲＩのフィードバック周
期と第１類ＰＭＩのフィードバック周期は倍数関係を持つ。
【００８７】
　本実施例において、第２類ＰＭＩのＰＵＳＣＨでのフィードバックモードはＭｏｄｅ１
－２で、即ち、ブロードバンドＣＱＩ、複数のＰＭＩのフィードバックモードである。ブ
ロードバンドＣＱＩ、複数のＰＭＩのフィードバックモードのＭｏｄｅ１－２において、
第２のプリコーディングコード・ブックサブ集合Ｃ２から各ｓｕｂｂａｎｄ用として、最
適の第２のプリコーディング行列Ｗ２を選択し；ＵＥによる各ストリームの４ｂｉｔブロ
ードバンドＣＱＩのフィードバックは、差分ＣＱＩフォーマットを利用せず；ＵＥは各サ
ブバンドのＰＭＩをフィードバックし；単一伝送モードにおけるＣＱＩ/ＰＭＩ算出はＲ
Ｉのフィードバックに基づいて行われる。
【００８８】
　方法実施例６
　本実施例のチャネル状態情報のフィードバック方法は以下を含む。
　単一伝送モードにおいて、ＵＥは指示情報に基づいてチャネル状態情報が含んだコンテ
ンツを確定し、その中、指示情報は基地局ｅＮｏｄｅＢから送信された高階層配置シグナ
ル情報である。
【００８９】
　ＵＥは、ｅＮｏｄｅＢにチャネル状態情報を送信し、その中、チャネル状態情報は、第
１類ＰＭＩ、第２類ＰＭＩ、ＲＩ、ＣＱＩ情報の中の少なくとも一つを含み、その中、Ｐ
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ＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩをフィ
ードバック伝送し、又は、第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをいずれもＰＵＣＣＨで伝送する
。本実施例において、第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩのフィードバックモードは高階層配置
シグナルによって決められる。
【００９０】
　本実施例において、第１類ＰＭＩのフィードバックモードはＭｏｄｅ０－１で、即ち、
ＣＱＩはなく、単一ＰＭＩのフィードバックモードである。当該フィードバックモードに
おいて、単一の伝送モードの場合、サブフレームにＲＩが報告された場合、ＵＥはサブバ
ンド集合Ｓ全体のＲＩを確定し、また、該ＲＩ情報を報告し；ＵＥは最新報告された周期
性ＲＩ情報に基づいて、サブバンド集合Ｓ用として第１のプリコーディングコード・ブッ
クサブ集合から一つの第１のプリコーディング行列を選択し；ＵＥは各自の連続する報告
時間内において、ＣＱＩを報告せず、ブロードバンドＰＭＩを報告し、該ブロードバンド
ＰＭＩはＵＥが選択した第１のプリコーディング行列の第１のプリコーディングコード・
ブックサブ集合におけるインデックスナンバーであって；ＲＩ>１である場合、３ｂｉｔ
のｗｉｄｅｂａｎｄ差分ＣＱＩを利用し；単一伝送モードにおいて、ＣＱＩの算出は最新
報告された周期性ＲＩ情報に基づいて行われる。
【００９１】
　本実施例の第１類ＰＭＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックが周期的で、ＲＩのＰＵＣＣ
Ｈでのフィードバックが周期的であって、且つＲＩのフィードバック周期と第１類ＰＭＩ
のフィードバック周期が倍数関係を持つことが好ましい。
【００９２】
　第２類ＰＭＩをフィードバックする場合、
　第２類ＰＭＩのＰＵＳＣＨでのフィードバックモードがＭｏｄｅ０－２で、即ち、ＣＱ
Ｉはなく、複数のＰＭＩのフィードバックモードである第１の形態と、
　第２類ＰＭＩのＰＵＳＣＨでのフィードバックモードがＭｏｄｅ１－２で、即ち、単一
ＣＱＩ、複数のＰＭＩのフィードバックモードである第２の形態と、
　第２類ＰＭＩのＰＵＳＣＨでのフィードバックモードがＭｏｄｅ２－２で、即ち、複数
のＣＱＩ、複数のＰＭＩのフィードバックモードである第３の形態との中のいずれか一つ
のモードでフィードバックすることができる。
【００９３】
　方法実施例７
　本実施例のチャネル状態情報のフィードバック方法は以下を含む。
　単一伝送モードにおいて、ＵＥは指示情報に基づいてチャネル状態情報が含んだコンテ
ンツを確定し、その中、指示情報は基地局ｅＮｏｄｅＢから送信された高階層配置シグナ
ル情報である。
【００９４】
　ＵＥは、ｅＮｏｄｅＢにチャネル状態情報を送信し、その中、チャネル状態情報は第１
類ＰＭＩ、第２類ＰＭＩ、ＲＩ、ＣＱＩ情報の中の少なくとも一つを含み、その中、ＰＵ
ＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩをフィー
ドバック伝送し；又は、第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをいずれもＰＵＣＣＨで伝送する。
本実施例において、第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩのフィードバックモードは高階層配置シ
グナルによって決められる。
【００９５】
　本実施例において、第１類ＰＭＩのフィードバックモードはＭｏｄｅ０－２で、即ち、
ＣＱＩはなく、複数ＰＭＩのフィードバックモードである。当該フィードバックモードに
おいて、単一の伝送モードの場合、サブフレームにＲＩが報告された場合、ＵＥはサブバ
ンド集合Ｓ全体のＲＩを確定し、また、該ＲＩ情報を報告し；ＵＥは最新報告された周期
性ＲＩ情報に基づいて、サブバンド集合Ｓ用として第１のプリコーディングコード・ブッ
クサブ集合から少なくとも二つの第１のプリコーディング行列を選択し；ＵＥは各自の連
続する報告時間内において、ＣＱＩを報告せず、少なくとも二つのブロードバンドＰＭＩ
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を報告し；ＲＩ>１である場合、３ｂｉｔのｗｉｄｅｂａｎｄ差分ＣＱＩを利用し；単一
伝送モードにおいて、ＣＱＩの算出は最新報告された周期性ＲＩ情報に基づいて行われる
。
【００９６】
　本実施例において、第１類ＰＭＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックは周期的で、ＲＩの
ＰＵＣＣＨでのフィードバックは周期的であって、また、ランク識別子ＲＩのフィードバ
ック周期と第１類プリコーディング行列インデックスのフィードバック周期は倍数関係を
持つ。
【００９７】
　本実施例において、第２類ＰＭＩをフィードバックする場合、
　第２類ＰＭＩのＰＵＳＣＨでのフィードバックモードがＭｏｄｅ０－２で、即ち、ＣＱ
Ｉはなく、複数のＰＭＩのフィードバックモードである第１の形態と、
　第２類ＰＭＩのＰＵＳＣＨでのフィードバックモードがＭｏｄｅ１－２で、即ち、単一
ＣＱＩ、複数のＰＭＩのフィードバックモードである第２の形態と、
　第２類ＰＭＩのＰＵＳＣＨでのフィードバックモードがＭｏｄｅ２－２で、即ち、複数
のＣＱＩ、複数のＰＭＩのフィードバックモードである第３の形態の中のいずれか一つの
モードでフィードバックすることができる。
【００９８】
　方法実施例８
　本実施例のチャネル状態情報のフィードバック方法は以下を含む。
　単一伝送モードにおいて、ＵＥは指示情報に基づいてチャネル状態情報が含んだコンテ
ンツを確定し、その中、指示情報は基地局ｅＮｏｄｅＢから送信された高階層配置シグナ
ル情報である。
【００９９】
　ＵＥはｅＮｏｄｅＢにチャネル状態情報を送信し、その中、チャネル状態情報は第１類
ＰＭＩ、第２類ＰＭＩ、ＲＩ、ＣＱＩ情報の中の少なくとも一つを含み、その中、ＰＵＣ
ＣＨで第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩをフィード
バック伝送し；又は、第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをいずれもＰＵＣＣＨで伝送する。本
実施例において、第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩのフィードバックモードは高階層配置シグ
ナルによって決められる。
【０１００】
　本実施例において、第１類ＰＭＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックは、
　Ｍｏｄｅ０－１、即ち、ＣＱＩはなく、単一ＰＭＩのフィードバックモードである第１
の形態と、
　Ｍｏｄｅ０－２、即ち、ＣＱＩはなく、複数のＰＭＩのフィードバックモードである第
２の形態と、
　Ｍｏｄｅ１－１、即ち、単一ＣＱＩ、単一ＰＭＩのフィードバックモードである第３の
形態の中のいずれか一つのモードでフィードバックすることができる。
【０１０１】
　第１類ＰＭＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックは周期的で、ＲＩのＰＵＣＣＨでのフィ
ードバックは周期的であって、また、ＲＩのフィードバック周期と第１類ＰＭＩのフィー
ドバック周期が倍数関係を持つことが好ましい。
【０１０２】
　本実施例において、ＵＥがＰＵＣＣＨで第２類ＰＭＩのフィードバック情報をフィード
バックすることは、以下のフィードバックモードの中のいずれかで行う。
　第２類ＰＭＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックモードがＣＱＩはなく、単一ＵＥが選択
したサブバンドのＰＭＩのフィードバックモードを利用する第１の形態であって、
　当該フィードバックモードにおいて、ＵＥはサブバンド集合Ｓ全体のＲＩを確定し、該
ＲＩ情報を報告し；ＵＥは各ＢＰ（合計Ｊ個）のＮj個のサブバンドから最適のサブバン
ドを選択し；ＵＥは各自の連続する報告時間内において一つのブロードバンドのＣＱＩと
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一つのブロードバンドのＰＭＩを報告し、該ＣＱＩの算出は新しい周期性ＲＩ情報に基づ
いて行われ；ＵＥは、各自の連続する報告時間内においてＪ個のＢＰから選択したＪ個の
サブバンドのサブバンドＰＭＩを順番に報告すると共に、選択したサブバンドのＬｂｉｔ
サブバンド位置マークを報告する規則に従ってサブバンドＰＭＩを報告する。単一伝送モ
ードにおいて、最適サブバンドの選択及びそのＣＱＩの算出は新しいＲＩ、全帯域幅の第
１類ＰＭＩと各サブバンド上の第２類ＰＭＩに基づいて行われる。本実施例において、当
該フィードバック方式は、上記一つのブロードバンドのＣＱＩと一つのブロードバンドの
ＰＭＩを報告しない場合を含む。
【０１０３】
　第２類ＰＭＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックモードが、単一ＵＥが選択したサブバン
ドのＣＱＩ、単一ＵＥが選択したサブバンドのＰＭＩのフィードバックモードである第２
の形態であって、
　当該フィードバックモードにおいて、ＵＥはサブバンド集合Ｓ全体のＲＩを確定し、該
ＲＩ情報を報告し；ＵＥは各自の連続する報告時間内において一つのブロードバンドのＣ
ＱＩと一つのブロードバンドのＰＭＩを報告し、該ＣＱＩの算出は新しい周期性ＲＩ情報
に基づいて行われ；ＵＥは各ＢＰ（合計Ｊ個）のＮj個のサブバンドから最適のサブバン
ドを選択し；ＵＥは、各自の連続する報告時間内においてＪ個のＢＰから選択したＪ個の
サブバンドのサブバンドＰＭＩとサブバンドのＣＱＩを交互に報告すると共に、選択した
サブバンドのＬｂｉｔサブバンドの位置マークを報告する規則に従ってサブバンドＰＭＩ
とＣＱＩを報告する。単一伝送モードにおいて、最適のサブバンドの選択及びそのＣＱＩ
の算出は新しいＲＩ、全帯域幅の第１類ＰＭＩと各サブバンド上の第２類ＰＭＩに基づい
て行われる。本実施例において、当該フィードバック方式は上記一つのブロードバンドの
ＣＱＩと一つのブロードバンドのＰＭＩを報告しない場合を含む。
【０１０４】
　第２類ＰＭＩのＰＵＣＣＨでのフィードバックモードがＢＰのＣＱＩ、単一ＢＰのＰＭ
Ｉのフィードバックモードである第３の形態であって、
　当該フィードバックモードにおいて、ＵＥはサブバンド集合Ｓ全体のＲＩを確定し、該
ＲＩ情報を報告し；ＵＥは各自の連続する報告時間内において一つのブロードバンドのＣ
ＱＩと一つのブロードバンドのＰＭＩを報告し、該ＣＱＩの算出は新しい周期性ＲＩ情報
に基づいて行われ；ＵＥは、各自の連続する報告時間内においてＪ個のＢＰのＰＭＩとＣ
ＱＩを交互に報告すると共に、選択したサブバンドのLｂｉｔサブバンド位置マークを報
告する規則に従って各ＢＰ（合計Ｊ個、Ｎj個のサブバンドからなる）ＰＭＩとＣＱＩを
報告する。単一伝送モードにおいて、最適のサブバンドの選択及びそのＣＱＩの算出は新
しいＲＩ、全帯域幅の第１類ＰＭＩと各サブバンド上の第２類ＰＭＩに基づいて行われる
。本実施例において、当該フィードバック方式は、上記一つのブロードバンドのＣＱＩと
一つのブロードバンドのＰＭＩを報告しない場合、又はＢＰのＣＱＩを報告しない場合を
含む。
【０１０５】
　装置実施例
　図３は、本発明の実施例に係る端末装置の構造を示すブロック図で、該装置は、
　指示情報に基づいて第１類ＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩを含むチャネル状態情報を確
定する確定ブロック３０２と、その中、第１類ＰＭＩは第１のプリコーディング行列の第
１のプリコーディングコード・ブックにおけるインデックスを指示し、各第１のプリコー
ディング行列は一つのブロードバンド及び/又は長期チャネルのチャネル情報のマッピン
グに用いられ、第２類ＰＭＩは第２のプリコーディング行列の第２のプリコーディングコ
ード・ブックにおけるインデックスを指示し、各第２のプリコーディング行列は一つのサ
ブバンド及び/又は短期チャネルのチャネル情報のマッピングに用いられ、ＰＵＣＣＨで
第１類ＰＭＩを周期的にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩを周期的又は非周
期的にフィードバックし、又は、ＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバ
ックするフィードバックブロック３０４と、を含む。
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【０１０６】
　確定ブロック３０２が、基地局から送信された高階層配置シグナル情報を受信し、ＵＥ
の伝送モードが混合伝送モードであると確定する伝送確定ブロックと、高階層配置シグナ
ル情報に基づいて、ＵＥのフィードバックモードを確定するフィードバック確定ブロック
と、確定したフィードバックモードに基づいて、第１類ＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩを
含むチャネル状態情報を確定する情報確定ブロックと、を含むことが好ましい。
【０１０７】
　混合伝送モードが、単一ユーザＭＩＭＯ伝送、マルチユーザＭＩＭＯ伝送、単一ユーザ
ＭＩＭＯ/マルチユーザＭＩＭＯの動的ハンドオーバー伝送の中のいずれか一つの伝送方
式を支援することが好ましい。
【０１０８】
　例えば、ＵＥの確定ブロック３０２は、受信した基地局から送信された指示情報に基づ
いてフィードバックしたチャネル状態情報が第１類ＰＭＩ及び/又は第２類ＰＭＩを含む
と確定し、フィードバックブロック３０４を利用してＰＵＣＣＨで第１類ＰＭＩを周期的
にフィードバックし、ＰＵＳＣＨで第２類ＰＭＩをフィードバックし、又は、ＰＵＣＣＨ
で第１類ＰＭＩと第２類ＰＭＩをフィードバックすると確定する。
【０１０９】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であ
れば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での例えば、何なる
修正、置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。

【図１】 【図２】
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【国際調査報告】
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【要約の続き】
ザＭＩＭＯ又はマルチユーザＭＩＭＯ伝送を動的に選択することができる。
【選択図】図１
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