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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの基地局において、
　報告のための情報を端末に伝送し、前記報告のための情報にしたがってプリコーディン
グマトリクス指示子／ランク指示子（ＰＭＩ／ＲＩ：ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ
　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ／ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告が設定され、前記端末が予
め定められた伝送モードに設定された場合、リソースブロックグループ（ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｂｌｏｃｋ　ｇｒｏｕｐ）内のすべての物理リソースブロックのプリコーディングを
同一に適用するように設定された伝送回路と、
　前記端末から報告を受信する受信回路と、を含む
　ことを特徴とする基地局。
【請求項２】
　前記予め定められた伝送モードは、リリース１０のために定義された伝送モードである
　ことを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記リソースブロックグループ内のすべての物理リソースブロックの数は、システム帯
域幅によって決定される
　ことを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項４】
　前記リソースブロックグループは、少なくとも１つの連続的な物理リソースブロックを
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含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項５】
　前記伝送回路は、ＰＭＩ／ＲＩ報告が設定されない場合、１つの物理リソースブロック
にプリコーディングを同一に適用する
　ことを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項６】
　無線通信システムの基地局の動作方法において、
　端末に報告のための情報を伝送する段階と、
　前記報告のための情報にしたがってプリコーディングマトリクス指示子／ランク指示子
（ＰＭＩ／ＲＩ：ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ／ｒａｎｋ　
ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告が設定され、前記端末が予め定められた伝送モードに設定され
た場合、 リソースブロックグループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ｇｒｏｕｐ）内
のすべての物理リソースブロックのプリコーディングを同一に適用する段階と、
　前記端末から報告を受信する段階と、を含む
　ことを特徴とする基地局の動作方法。
【請求項７】
　前記予め定められた伝送モードは、リリース１０のために定義された伝送モードである
　ことを特徴とする請求項６に記載の基地局の動作方法。
【請求項８】
　前記リソースブロックグループ内のすべての物理リソースブロックの数は、システム帯
域幅によって決定される
　ことを特徴とする請求項６に記載の基地局の動作方法。
【請求項９】
　前記リソースブロックグループは、少なくとも１つの連続的な物理リソースブロックを
含む
　ことを特徴とする請求項６に記載の基地局の動作方法。
【請求項１０】
　前記伝送する手段は、ＰＭＩ／ＲＩ報告が設定されない場合、１つの物理リソースブロ
ックにプリコーディングを同一に適用する
　ことを特徴とする請求項６に記載の基地局の動作方法。
【請求項１１】
　無線通信システムの端末において、
　基地局から報告のための情報を受信し、前記報告のための情報によってプリコーディン
グマトリクス指示子／ランク指示子（ＰＭＩ／ＲＩ：ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ
　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ／ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告が設定され、前記端末が予
め定められた伝送モードに設定された場合、リソースブロックグループ（ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｂｌｏｃｋ　ｇｒｏｕｐ）内のすべての物理リソースブロックのプリコーディングを
同一に識別するように設定された受信回路と、
　前記基地局に報告を伝送するように設定された伝送回路と、を含む
　ことを特徴とする端末。
【請求項１２】
　前記予め定められた伝送モードは、リリース１０のために定義された伝送モードである
　ことを特徴とする請求項１１に記載の端末。
【請求項１３】
　前記リソースブロックグループ内のすべての物理リソースブロックの数は、システム帯
域幅によって決定される
　ことを特徴とする請求項１１に記載の端末。
【請求項１４】
　前記リソースブロックグループは、少なくとも１つの連続的な物理リソースブロックを
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含む
　ことを特徴とする請求項１１に記載の端末。
【請求項１５】
　前記伝送回路は、ＰＭＩ／ＲＩ報告が設定されない場合、１つの物理リソースブロック
にプリコーディングを同一に適用する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の端末。
【請求項１６】
　無線通信システムの端末の動作方法において、
　基地局から報告のための情報を受信する段階と、
　前記報告のための情報にしたがってプリコーディングマトリクス指示子／ランク指示子
（ＰＭＩ／ＲＩ：ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ／ｒａｎｋ　
ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告が設定され、前記端末が予め定められた伝送モードに設定され
た場合、リソースブロックグループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ｇｒｏｕｐ）内の
すべての物理リソースブロックのプリコーディングを同一に識別する段階と、
　前記基地局に報告を伝送する段階と、を含む
　ことを特徴とする端末の動作方法。
【請求項１７】
　前記予め定められた伝送モードは、リリース１０のために定義された伝送モードである
　ことを特徴とする請求項１６に記載の端末の動作方法。
【請求項１８】
　前記リソースブロックグループ内のすべての物理リソースブロックの数は、システム帯
域幅によって決定される
　ことを特徴とする請求項１７に記載の端末の動作方法。
【請求項１９】
　前記リソースブロックグループは、少なくとも１つの連続的な物理リソースブロックを
含む
　ことを特徴とする請求項１７に記載の端末の動作方法。
【請求項２０】
　前記伝送する段階は、ＰＭＩ／ＲＩ報告が設定されない場合、１つの物理リソースブロ
ックにプリコーディングを同一に適用する
ことを特徴とする請求項１７に記載の端末の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一般的に無線通信に関し、より詳細には、リソースブロックバンドリングを可
能にするための方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
３ＧＰＰ ＬＴＥ（３ｒｄ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ｐｒｏｊｅｃ
ｔ Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）において、直交周波数分割多重化（ＯＦＤ
Ｍ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
ｉｎｇ）が、ダウンリンク（ＤＬ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ）の伝送スキーム（ｓｃｈｅｍｅ）
として採択されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】２００９年１２月、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１２ ｖ ８．８．０、“Ｅ
－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ ａｎｄ Ｃｈａｎｎｅｌ Ｃｏｄｉｎｇ”
【非特許文献２】２００９年１月、Ｒ１－０９０５２９“Ｗａｙ ｆｏｒｗａｒｄ ｏｎ 
ＣｏＭＰ ａｎｄ ＭＩＭＯ ＤＬ ＲＳ”
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【非特許文献３】２００９年３月、Ｒ１－０９１０６６“Ｗａｙ ｆｏｒｗａｒｄ ｏｎ 
ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａｌｓ ｆｏｒ ＬＴＥ－Ａ”
【非特許文献４】２００９年１０月、ミヤザキ（Ｍｉｙａｚａｋｉ）、３ＧＰＰ ＲＡＮ
１＃５８ｂｉｓ、Ｒ１－０９４４１３、“Ｗａｙ ｆｏｒｗａｒｄ ｏｎ ｔｈｅ ｄｅｔａ
ｉｌｓ ｏｆ ＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ ２Ｂ ｆｏｒ ｅｎｈａｎｃｅｄ ＤＬ ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ”
【非特許文献５】２００９年８月、Ｒ１－０９３１０５、“ＵＥ－ＲＳ Ｐａｔｔｅｒｎ
ｓ ｆｏｒ ＬＴＥ－Ａ”
【非特許文献６】２００９年１１月、Ｒ１－０９４５７５、“Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ｏ
ｎ ＤＭ－ＲＳ ｆｏｒ ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ”
【非特許文献７】２００９年１１月、Ｒ１－０９４４３８、“Ｏｎ Ｒｅｌ－１０ ＤＭ 
ＲＳ ｄｅｓｉｇｎ ｆｏｒ ｒａｎｋ５－８”
【非特許文献８】２００９年１１月、Ｒ１－０９４５４８、“Ｆｕｒｔｈｅｒ ｉｎｖｅ
ｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｎ ＤＭＲＳ ｄｅｓｉｇｎ ｆｏｒ ＬＴＥ－Ａ”
【非特許文献９】２００９年１２月、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１３ ｖ ８．８．０、“Ｅ
－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｌａｙｅｒ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”
【非特許文献１０】３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１３ ｖ ８．８．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ Ｌａｙｅｒ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”
【非特許文献１１】２００９年１２月、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１１ ｖ ８．８．０、“
Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ ｃｈａｎｎｅｌｓ ａｎｄ ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
前述した論議の観点から見れば、３ＧＰＰ ＬＴＥにおいてダウンリンク伝送スキームと
してＯＦＤＭを採択する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
基地局が提供される。前記基地局は、加入者局がプリコーディングマトリクス指示子／ラ
ンク指示子（ＰＭＩ／ＲＩ）報告で設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）されるか否かを指示す
る指示子を伝送するように構成される伝送経路回路を含む。前記伝送経路回路は、前記加
入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されれば、バンドリングされたリソースブロックにわた
って同一のプリコーディングを行うように、周波数ドメインで複数の物理リソースブロッ
クをプリコーディング単位に設定（ｓｅｔ）するように構成される。前記バンドリングさ
れたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む
。前記基地局は、また、前記加入者局からフィードバックを受信するように構成される受
信経路回路を含む。
【０００６】
基地局を動作させる方法が提供される。前記方法は、加入者局がプリコーディングマトリ
クス指示子／ランク指示子（ＰＭＩ／ＲＩ）報告で設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）される
か否かの指示子を伝送する段階と、前記加入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されれば、バ
ンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように、周
波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定（ｓｅｔ）す
る段階とを含む。前記バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の
連続した物理リソースブロックを含む。また、前記方法は、前記加入者局からフィードバ
ックを受信する段階を含む。
【０００７】
加入者局が提供される。前記加入者局は、加入者局がプリコーディングマトリクス指示子
／ランク指示子（ＰＭＩ／ＲＩ）報告で設定されるか否かを示す指示子を基地局から受信
し、前記加入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されれば、バンドリングされたリソースブロ
ックにわたってチャネル推定を行うように構成される受信経路回路を含む。前記バンドリ
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ングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロック
を含む。また、前記加入者局は、前記基地局にフィードバックでチャネル推定を伝送する
ように構成される伝送経路回路を含む。
【０００８】
加入者局を動作させる方法が提供される。前記方法は、加入者局がプリコーディングマト
リクス指示子／ランク指示子（ＰＭＩ／ＲＩ）報告で設定されるか否かを示す指示子を基
地局から受信する段階と、前記加入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されれば、バンドリン
グされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行う段階とを含む。前記バンドリン
グされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを
含む。また、前記方法は、基地局にフィードバックで前記チャネル推定を伝送する段階を
含む。
【０００９】
基地局が提供される。前記基地局は、加入者局に第１フィードバックモードまたは第２フ
ィードバックモードを示す指示子を伝送するように構成される伝送経路回路を含む。また
、前記伝送経路回路は、前記第１フィードバックモードが前記指示子によって指示されれ
ば、バンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うよう
に周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定するよう
に構成される。前記バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続した物理リソー
スブロックを含む。前記基地局は、また、前記加入者局からフィードバックを受信するよ
うに構成される受信経路回路を含む。
【００１０】
基地局を動作させる方法が提供される。前記方法は、加入者局に第１フィードバックモー
ドまたは第２フィードバックモードを示す指示子を伝送する段階と、前記加入者局からフ
ィードバックを受信する段階と、前記第１フィードバックモードが指示子によって指示さ
れれば、バンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行う
ように周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定する
段階とを含む。前記バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続した物理リソー
スブロックを含む。前記方法は、また、前記加入者局からフィードバックを受信する段階
を含む。
【００１１】
加入者局が提供される。前記加入者局は、基地局から第１フィードバックモードまたは第
２フィードバックモードを指示する指示子を受信し、前記第１フィードバックモードが前
記指示子によって指示されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたってチャネ
ル推定を行うように構成される受信経路回路を含む。前記バンドリングされたリソースブ
ロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む。前記加入者局
は、また、前記基地局にフィードバックで前記チャネル推定を伝送するように構成される
伝送経路回路を含む。
【００１２】
下記のような本発明の詳細な説明に入るに先立って、本特許文献全体にわたって使用され
る任意の単語、そして構文の一部に対する定義について説明するのが有利であろう。用語
“備える（ｉｎｃｌｕｄｅ）”、そして“含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）”は、それから派生
したものと共に、制限なしに含まれることを意味する。用語“または（ｏｒ）”は、及び
／または（ａｎｄ／ｏｒ）の意味を含むことができる。構文“それと関連した（ａｓｓｏ
ｃｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ）”、そして“それとともに関連した（ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｔ
ｈｅｒｅｗｉｔｈ）”は、それから派生したものと共に、備える（ｉｎｃｌｕｄｅ）、そ
の中に備えられる（ｂｅ ｉｎｃｌｕｄｅｄ ｗｉｔｈｉｎ）、互いに連結する（ｉｎｔｅ
ｒｃｏｎｎｅｃｔ ｗｉｔｈ）、含む（ｃｏｎｔａｉｎ）、内に含まれる（ｂｅ ｃｏｎｔ
ａｉｎｅｄ ｗｉｔｈｉｎ）、何にまたは何と接続する（ｃｏｎｎｅｃｔ ｔｏ ｏｒ ｗｉ
ｔｈ）、何にまたは何と結合する（ｃｏｕｐｌｅ ｔｏ ｏｒ ｗｉｔｈ）、何と通信可能
な（ｂｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｂｌｅ ｗｉｔｈ）、何に協力する（ｃｏｏｐｅｒａｔｅ 
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ｗｉｔｈ）、インターリーブ（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ）、並置する（ｊｕｘｔａｐｏｓｅ
）、何に近似する（ｂｅ ｐｒｏｘｉｍａｔｅ ｔｏ）、それとまたはそれに対して境界を
成す（ｂｅ ｂｏｕｎｄ ｔｏ ｏｒ ｗｉｔｈ）、有する（ｈａｖｅ）、何の資産を有する
（ｈａｖｅ ａ ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ）などの意味になることができる。用語“制御装
置（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）”は、ハードウェア、ファームウエア、ソフトウェアまたは
前述したもの（ハードウェア、ファームウエア、ソフトウェア）のうち少なくとも２個の
組合で具現されるそのような装置の少なくとも１つの動作を制御する任意の装置、システ
ムまたはそれらの一部を意味する。ある個別制御装置に関連した機能は、近接、または遠
隔で、中央集中されるか、または分散されることができることに留意しなければならない
。単語及び構文に対する定義は、この特許文献全体にわたって提供され、この技術分野に
おける通常の知識を有する者は、多くの場合に、あるいは、そうでなければ大部分の場合
で、そのように定義された単語と構文の今後の使用と共に、先立って適用されたそのよう
な定義を理解することができる。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、３ＧＰＰ ＬＴＥでダウンリンク伝送スキームとして直交周波数分割多
重化（ＯＦＤＭ）が採択される。
【００１４】
本発明の実施例と本発明の利得に対するさらに明確な理解のために、参照は、添付の図面
とともに取られる次の詳細な説明に使用される。図面で、同一の参照番号は、同一の部分
を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の原理によるアップリンクのメッセージを伝送する例示的な無線ネットワ
ーク１００を示す。
【図２】本発明の一実施例による直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ：ｏｒｔｈｏｇｏ
ｎａｌ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ）受信機
の上位階層図である。
【図３】本発明の一実施例による直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ：ｏｒｔｈｏｇｏ
ｎａｌ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ）受信機
の上位階層図である。
【図４】本発明の一実施例による複数の移動局と通信を行う基地局を示す。
【図５】本発明の実施例による空間分割多重接続（ＳＤＭＡ：ｓｐａｔｉａｌ ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ）スキームを示す。
【図６】本発明の実施例による２及び４階層伝送をサポートする専用リファレンス信号（
ＤＲＳ：ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａｌ）パターンを示す。
【図７】本発明の実施例による８階層伝送をサポートする専用リファレンス信号（ＤＲＳ
）パターンを示す図である。
【図８】本発明の実施例によるリソースブロック（ＲＢ：ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｂｌｏｃｋ
）バンドリングをターンオンまたはターンオフするための１ビットシグナリングの使用を
説明するテーブルを示す。
【図９】本発明の実施例によるリソースブロック（ＲＢ）バンドリングをターンオンまた
はターンオフするために利用可能なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）コードポイントの使
用を説明するテーブルを示す。
【図１０】本発明の実施例によって一緒にバンドリングされたサブバンドを示す。
【図１１】本発明の実施例によるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃを示
す。
【図１２】本発明の実施例による制限されたサブセットを説明するテーブルを示す。
【図１３】本発明の実施例によってダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃの
コードポイントに対して制限されたサブセットの状態をマッピングすることを説明するテ



(7) JP 5862910 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

ーブルを示す。
【図１４】本発明の他の実施例による制限されたサブセットを説明するテーブル１４００
を示す。
【図１５】本発明の実施例によってダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃの
コードポイントに対して制限されたサブセットの状態をマッピングすることを説明するテ
ーブルを示す。
【図１６】本発明の一実施例による基地局（ＢＳ）を動作させる方法を示す。
【図１７】本発明の一実施例による加入者局を動作させる方法を示す。
【図１８】本発明の他の実施例による基地局を動作させる方法を示す。
【図１９】本発明の他の実施例による加入者局を動作させる方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
この明細書で本発明の原理を説明するために使用された図１ないし図１９及び様々な実施
例は、ただ説明のための目的で使用され、本発明の範囲を制限するものに解釈すべきでは
ない。この技術分野における通常の知識を有する者なら適切に定められたいかなる無線通
信システムにも本発明の原理が具現されることができることを理解することができる。
【００１７】
下記の説明と関連して、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）用語“ノード
Ｂ（ｎｏｄｅ Ｂ）”は、下記で使用される他の用語“基地局（ｂａｓｅ ｓｔａｔｉｏｎ
）”に代替されることができることを留意しなければならない。また、ＬＴＥ用語“ユー
ザ装置（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）”または“ＵＥ”は、下記で使用される他の用
語“加入者局（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ ｓｔａｔｉｏｎ）”に代替されることができる。
【００１８】
図１は、本発明の原理によるメッセージを伝送する例示的な無線ネットワーク１００を示
す。図示の実施例において、無線ネットワーク１００は、基地局（ＢＳ）１０１、基地局
（ＢＳ）１０２、基地局（ＢＳ）１０３及び他の類似の基地局（図示せず）を含む。
【００１９】
基地局（ＢＳ）１０１は、インターネット１３０または類似のＩＰ基盤ネットワーク（図
示せず）と通信を行う。
【００２０】
基地局（ＢＳ）１０２は、基地局１０２のカバレージ領域１２０内で第１の複数の加入者
局にインターネット１３０に対する無線ワイドバンド接続を提供する。第１の複数の加入
者局は、小さな事業場ＳＢ（Ｓｍａｌｌ ｂｕｓｉｎｅｓｓ）に位置することができる加
入者局１１１、大企業（ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ）Ｅに位置することができる加入者局１１
２、ワイファイ（ＷｉＦｉ：ｗｉｒｅｌｅｓｓ ｆｉｄｅｌｉｔｙ）ホットスポットＨＳ
（ｈｏｔｓｐｏｔ）に位置することができる加入者局１１３、第１居住地（Ｒ）に位置す
ることができる加入者局１１４、第２居住地（Ｒ）に位置することができる加入者局１１
５、及びセルフォン（ｃｅｌｌ ｐｈｏｎｅ）、無線ラップトップ、無線ＰＤＡなどのよ
うなモバイル装置（Ｍ）になることができる加入者局１１６を含む。
【００２１】
基地局（ＢＳ）１０３は、基地局１０３のカバレージ領域１２５内の第２の複数の加入者
局にインターネット１３０に対する無線ワイドバンド接続を提供する。第２の複数の加入
者局は、加入者局１１５及び加入者局１１６を含む。一実施例において、基地局１０１～
１０３は、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）または直交周波数分割多重接続（ＯＦ
ＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ ａｃｃｅｓｓ）技術を利用して相互間に、そして加入者局１１１～１１６と通信を行
うことができる。
【００２２】
６個の加入者局のみが図１に示されているが、無線ネットワーク１００は、追加の加入者
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局に無線ワイドバンド接続を提供することができるものと理解しなければならない。加入
者局１１５及び加入者局１１６は、カバレージ領域１２０及びカバレージ領域１２５の両
方のエッジ上に位置することに注目しなければならない。加入者局１１５及び加入者局１
１６の各々は、基地局１０２及び基地局１０３の両方と通信を行い、この技術分野におい
て通常の知識を有する者に知られたような、ハンドオフ（ｈａｎｄｏｆｆ）モードで動作
すると言える。
【００２３】
加入者局１１１～１１６は、インターネット１３０を介して音声、データ、ビデオ、ビデ
オ会議、及び／または他のワイドバンドサービスに接続することができる。一実施例にお
いて、１つ以上の加入者局１１１～１１６は、ワイファイ無線ＬＡＮ（ＷｉＦｉ ＷＬＡ
Ｎ）のアクセスポイント（ＡＰ：ａｃｃｅｓｓ ｐｏｉｎｔ）に連動されることができる
。加入者局１１６は、無線連結可能なラップトップコンピュータ、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ ｄａｔａ ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ノートパソコン、携帯用装置を含む複数のモバイ
ル装置のうちいかなるものでも使用することができる。加入者局１１４及び１１５は、例
えば、無線接続対応のパソコン（ＰＣ）、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ、ま
たは他の装置になることができる。
【００２４】
図２は、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ：ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ）伝送経路２００の上位階層図
である。図３は、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ：ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ）受信経路３００の上
位階層図である。図２及び図３で、ただ説明及び図示を目的として、直交周波数分割多重
接続（ＯＦＤＭＡ）伝送経路２００は、基地局（ＢＳ）１０２に具現され、直交周波数分
割多重接続（ＯＦＤＭＡ）受信経路３００は、加入者局（ＳＳ）１１６に具現されている
。しかし、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）受信経路３００も、基地局１０２に具
現されることもでき、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）伝送経路２００も、加入者
局１１６に具現されることができることをこの技術分野において通常の知識を有する者な
ら理解することができる。
【００２５】
基地局１０２の伝送経路２００は、チャネルコーディング及び変調ブロック２０５、シリ
アル-パラレル（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ：Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２１
０、サイズＮの逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Ｉｎｖｅｒｓｅ Ｆａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅ
ｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロック２１５、パラレル-シリアル（ｐａｒａｌｌｅｌ－ｔｏ
－ｓｅｒｉａｌ：Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック２２０、サイクリックプレフィックス（ＣＰ：
ｃｙｃｌｉｃ ｐｒｅｆｉｘ）挿入ブロック２２５、アップコンバータ（ＵＣ：ｕｐ－ｃ
ｏｎｖｅｒｔｅｒ）２３０、リファレンス信号多重化器２９０、リファレンス信号割当器
（multiplexer）２９５を含む。
【００２６】
加入者局１１６の受信経路３００は、ダウンコンバータ（ＤＣ：ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒ
ｔｅｒ）２５５、サイクリックプレフィックス（ＣＰ：ｃｙｃｌｉｃ ｐｒｅｆｉｘ）除
去ブロック２６０、シリアル-パラレル（ｓｅｒｉａｌ－ｔｏ－ｐａｒａｌｌｅｌ：Ｓ－
ｔｏ－Ｐ）ブロック２６５、サイズＮの高速フーリエ変換（ＦＦＴ：Ｆａｓｔ Ｆｏｕｒ
ｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロック２７０、パラレル-シリアル（ｐａｒａｌｌｅｌ－
ｔｏ－ｓｅｒｉａｌ：Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック２７５、チャネルデコーディング及び復調
ブロック２８０を含む。
【００２７】
図２及び図３のコンポーネントの少なくとも一部は、ソフトウェアに組み込み可能であり
、一方、他のコンポーネントは、設定可能なハードウェア（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｌｅ 
ｈａｒｄｗａｒｅ）またはソフトウェアと設定可能なハードウェアの組合せで具現される
こともできる。特に、本発明の文献に記述された高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ブロック及
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び逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）ブロックは、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び逆高速
フーリエ変換（ＩＦＦＴ）のサイズＮの値が、その具現にしたがって修正されうる設定可
能なソフトウェアアルゴリズムとして実装可能であるという点に注目しなければならない
。
【００２８】
さらに、本発明の実施例が高速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び逆高速フーリエ変換（ＩＦＦ
Ｔ）を具現する実施例を直接言及しているとしても、これは、ただ説明のためのものであ
って、本発明の範囲を限定するものと解釈してならない。本発明の代案的な実施例におい
て、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）機能及び逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）機能は、簡単
にそれぞれ離散フーリエ変換（ＤＦＴ：Ｄｉｓｃｒｅｔｅ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆ
ｏｒｍ）機能及び逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ：Ｉｎｖｅｒｓｅ Ｄｉｓｃｒｅｔｅ Ｆ
ｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）機能に代替されることもできることを理解しなけれ
ばならない。離散フーリエ変換（ＤＦＴ）及び逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ）機能のた
めに、変数Ｎの値は、整数であってもよく（すなわち、１、２、３、４など）、一方、高
速フーリエ変換（ＦＦＴ）及び高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）機能のために、変数Ｎの値
は、２の二乗である整数になることができる（すなわち、１、２、４、８、１６など）を
理解しなければならない。
【００２９】
基地局１０２で、チャネルコーディング及び変調ブロック２０５は、情報ビットのセット
を受信し、入力ビットにコーディング（例えば、ターボコーディング）および変調（例え
ば、ＱＰＳＫ、ＱＡＭ）を適用し、周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成する
。シリアル-パラレルブロック２１０は、シリアルに変調されたシンボルをパラレルデー
タに変換（すなわち、逆多重化）し、Ｎ個のパラレルシンボルストリームを生成する。こ
こで、Ｎは、基地局１０２及び加入者局１１６で使用されるＩＦＦＴ／ＦＦＴのサイズで
ある。その後、サイズＮのＩＦＦＴブロック２１５は、Ｎ個のパラレルのシンボルストリ
ームに対してＩＦＦＴ動作を行い、時間ドメイン出力信号を生成する。パラレル-シリア
ルブロック２２０は、サイズＮのＩＦＦＴブロック２１５からのパラレルの時間ドメイン
出力シンボルを変換（すなわち、多重化）し、シリアルの時間ドメイン信号を生成する。
その後、サイクリックプレフィックス挿入ブロック２２５は、サイクリックプレフィック
ス（ＣＰ）を時間ドメイン信号に挿入する。最後に、アップコンバータ２３０は、サイク
リックプレフィックス挿入ブロック２２５の出力を、無線チャネルを介して伝送するため
の無線周波数（ＲＦ：ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑｕｅｃｙ）に変調（すなわち、アップコンバ
ート（ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔ））する。信号は、また、無線周波数（ＲＦ）に変換される
前に、基底帯域（ＢＢ：ｂａｓｅｂａｎｄ）でフィルタリングされることができる。他の
実施例において、リファレンス信号多重化器２９０は、コード分割多重化（ＣＤＭ：ｃｏ
ｄｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）または時間／周波数分割多重化（Ｔ
ＦＤＭ：ｔｉｍｅ／ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）
を利用してリファレンス信号を多重化するように動作することができる。リファレンス信
号割当器２９５は、本発明の実施例で説明される方法及びシステムによるＯＦＤＭ信号で
リファレンス信号を動的に割り当てるように動作することができる。
【００３０】
伝送された高周波（ＲＦ）信号は、無線チャネルを通過した後、加入者局１１６に到着し
、基地局１０２で行われた動作の逆動作が行われる。ダウンコンバータ２５５は、受信さ
れた信号を基底帯域（ｂａｓｅｂａｎｄ）周波数にダウンコンバートし、サイクリックプ
レフィックス除去ブロック２６０は、サイクリックプレフィックス（ＣＰ）を除去し、シ
リアルの時間ドメイン基底帯域信号を生成する。シリアル-パラレルブロック２６５は、
時間ドメイン基底帯域信号を変換し、パラレルの時間ドメイン信号を生成する。その後、
サイズＮのＦＦＴブロック２７０は、ＦＦＴアルゴリズムを行い、Ｎ個のパラレルの周波
数ドメイン信号を生成する。パラレル-シリアルブロック２７５は、パラレルの周波数ド
メイン信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャネルデコーディン
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グ及び復調ブロック２８０は、変調されたシンボルを復調し、デコーディングし、元々の
入力データストリームを復元する。
【００３１】
各基地局１０１～１０３は、加入者局１１１～１１６へのダウンリンク（ＤＬ）の伝送と
類似する伝送経路を実装し、加入者局１１１～１１６からのアップリンク（ＵＬ）の受信
と類似する受信経路を実装することができる。同様に、加入者局１１１～１１６のうちそ
れぞれのものは、基地局１０１～１０３に対するアップリンク（ＵＬ）の伝送のためのア
キテクチャーによって伝送経路を実装することができ、基地局１０１～１０３からのダウ
ンリンク（ＤＬ）の受信のためのアキテクチャーによって受信経路を実装することができ
る。
【００３２】
ＯＦＤＭシステムで総帯域幅は、サブキャリアと呼ばれる狭帯域（ｎａｒｒｏｗｂａｎｄ
）周波数ユニットに分割される。サブキャリアの数は、システムで使用されるＦＦＴ／Ｉ
ＦＦＴのサイズＮと同一である。一般的に、周波数スペクトルの端部にあるサブキャリア
は、保護サブキャリアとして予約されているので、データのために使用されるサブキャリ
アの数は、Ｎ個より小さい。一般的に、保護サブキャリアでは、どんな情報も伝送されな
い。
【００３３】
【数１】

【００３４】
多重アンテナ伝送の場合において、アンテナポート当たり定義される１つのリソースグリ
ッドが存在する。
【００３５】
【数２】
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【００３６】
ＬＴＥで、２つの目的のためにダウンリンクリファレンス信号（ＲＳ）が使用される。第
一に、ユーザ装置（ＵＥ）は、ダウンリンクリファレンス信号（ＤＣＩ）を利用してチャ
ネル品質情報（ＣＱＩ：ｃｈａｎｎｅｌ ｑｕａｌｉｔｙ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ラ
ンク情報（ＲＩ：ｒａｎｋ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）及びプレコーダーマトリクス情報
（ＰＭＩ：ｐｒｅｃｏｄｅｒ ｍａｔｒｉｘ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を測定する。第二
に、各ユーザ装置（ＵＥ）は、ダウンリンクリファレンス信号を利用することのためにダ
ウンリンク伝送信号を変調する。さらに、ダウンリンクリファレンス信号は、３個のカテ
ゴリーに区分される。セル特有のリファレンス信号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ ＲＳ
）、ＭＢＳＦＮ（単一周波数ネットワークを介したマルチメディア放送：ｍｕｌｔｉ－ｍ
ｅｄｉａ ｂｒｏａｄｃａｓｔ ｏｖｅｒ ａ ｓｉｎｇｌｅ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）リファレンス信号、及び端末特有のリファレンス信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
 ＲＳ、またはＵＥ－ＲＳ）または専用リファレンス信号（ＤＲＳ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ 
ＲＳ）がそれである。
【００３７】
セル特有のリファレンス信号（または共通リファレンス信号：ＣＲＳｓ（ｃｏｍｍｏｎ 
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａｌｓ））は、非放送チャネル（ｎｏｎ－ＭＢＳＦＮ）伝
送をサポートするセルですべてのダウンリンクサブフレームに伝送される。サブフレーム
が放送チャネル（ＭＢＳＦＮ）伝送に使用されれば、サブフレーム内で一番目の複数個（
０、１または２）のＯＦＤＭシンボルがセル特有のリファレンスシンボルの伝送に使用さ
れることができる。表記Ｒｐは、アンテナポートｐ上のリファレンス信号伝送に使用され
るリソース要素を示すために使用される。
【００３８】
端末特有のリファレンス信号（または専用ＲＳ（ＤＲＳ））は、物理ダウンリンク共有チ
ャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）で単一アンテナ７ポート伝送がサポートされ、アンテナポート５を介して伝送される
。端末は、上位階層（上位階層信号）によって端末特有のリファレンス信号が存在するか
、そして物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）復調のための有効な位相リファレ
ンスであるか否かに対する情報を提供される。端末特有のリファレンス信号は、ただ対応
する物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）がマッピングされたリソースブロック
で伝送される。
【００３９】
ＬＴＥシステムの時間リソースは、１０ｍｓｅｃフレームに分割され、そして、各フレー
ムは、それぞれ１ｍｓｅｃ期間を有する１０サブフレームにさらに分割される。サブフレ
ームは、２個の時間スロットに分割され、それぞれは、０．５ｍｓｅｃの期間を有する。
サブフレームは、周波数ドメイン上で多重のリソースブロック（ＲＢｓ）に分割される。
ここで、リソースブロック（ＲＢ）は、１２個のサブキャリアで構成される。
【００４０】
図４は、本発明の実施例による複数の移動局４０２、４０４、４０６及び４０８と通信を
行う基地局４２０の図４００を示す。
【００４１】
図４に示されたように、基地局４２０は、同時に多重アンテナビームを利用して複数の移
動局（ＭＳ：ｍｏｂｉｌｅ ｓｔａｔｉｏｎ）と通信を行い、各アンテナビームは、同時
に同一の周波数でその意図された移動局に向かって形成される。基地局４２０及び移動局
４０２、４０４、４０６及び４０８は、電波（ｒａｄｉｏ ｗａｖｅ）信号を伝送し受信
するために多重アンテナを採択している。電波信号は、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ
）信号になることができる。
【００４２】
一実施例において、基地局４２０は、各移動局に対して複数の受信機（ｔｒａｎｓｍｉｔ
ｔｅｒ）を介して同時にビームフォーミング（ｂｅａｍ ｆｏｒｍｉｎｇ）を行う。例え
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ば、基地局４２０は、ビームフォーミングされた信号４１０を介してデータを移動局４０
２に伝送し、ビームフォーミングされた信号４１２を介してデータを移動局４０４に伝送
し、ビームフォーミングされた信号４１４を介してデータを移動局４０６に伝送し、ビー
ムフォーミングされた信号４１６を介してデータを移動局４０８に伝送する。本発明の一
実施例において、基地局４２０は、移動局４０２、４０４、４０６、及び４０８に同時に
ビームフォーミングを行うことができる。他の実施例において、各ビームフォーミングさ
れた信号は、同一の時間及び同一の周波数でこれが意図した移動局に向かって形成される
。明確にするために、基地局から移動局への通信を、ダウンリンク（ＤＬ）通信と呼び、
移動局から基地局への通信を、アップリンク（ＵＬ）通信と呼ぶ。
【００４３】
基地局４２０及び移動局４０２、４０４、４０６及び４０８は、無線信号を伝送し受信す
るための多重アンテナを採択する。無線信号は、電波信号になることができ、無線信号は
、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）伝送スキームを含む当業者に知られたどんな伝送ス
キームでも使用することができることを理解しなければならない。
【００４４】
移動局４０２、４０４、４０６、及び４０８は、無線信号を受信することができるどんな
装置でも使用されることができる。移動局４０２、４０４、４０６、及び４０８の例は、
これに限定されないが、ＰＤＡ、ラップトップ、モバイルフォン、携帯用装置、またはビ
ームフォーミングされた伝送を受信することができるどんな他の装置をも含む。 
【００４５】
無線通信チャネルの容量及び信頼度を向上させるために基地局及び単一移動局の両方で多
重伝送アンテナ及び多重伝送アンテナを使用することは、単一ユーザ多重入力多重出力（
ＳＵ－ＭＩＭＯ：Ｓｉｎｇｌｅ Ｕｓｅｒ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｉｎｐｕｔ Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ Ｏｕｔｐｕｔ）システムと知られている。多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）システムは
、容量がＫで線形増加することを約束する。ここで、Ｋは、伝送（Ｍ）及び受信アンテナ
（Ｎ）の最小数である（すなわち、Ｋ＝ｍｉｎ（Ｍ，Ｎ））。多重入力多重出力（ＭＩＭ
Ｏ）システムは、空間多重化（ｓｐａｔｉａｌ ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、伝送／受
信ビームフォーミング、または伝送／受信ダイバシティ（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）で具現さ
れることができる。
【００４６】
ＳＵ－ＭＩＭＯの拡張である、多重ユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）は、通信シナリオ
である。ここで、多重伝送アンテナを有する基地局は、無線通信チャネルの容量及び信頼
度を向上させるために空間分割多重接続（ＳＤＭＡ：Ｓｐａｔｉａｌ ｄｉｖｉｓｉｏｎ 
ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ）のような多重ユーザビームフォーミングスキームの使
用を通じて、複数の移動局と同時に通信を行うことができる。
【００４７】
図５は、本発明の実施例による空間分割多重接続（ＳＤＭＡ）スキームを示す。
【００４８】
図５に示されたように、基地局４２０は、８個の伝送アンテナが装着されるが、移動局４
０２、４０４、４０６、及び４０８は、それぞれ２個のアンテナが装着される。この実施
例で、基地局４２０は、８個の伝送アンテナを有する。各伝送アンテナは、ビームフォー
ミングされた信号４１０、５０２、５０４、４１２、４１４、５０６、４１６及び５０８
のうち１つを伝送する。この実施例において、移動局４０２は、ビームフォーミングされ
た伝送４０１及び５０２を受信し、移動局４０４は、ビームフォーミングされた伝送５０
４及び４１２を受信し、移動局４０６は、ビームフォーミングされた伝送５０６及び４１
４を受信し、移動局４０８は、ビームフォーミングされた伝送５０８及び４１６を受信す
る。
【００４９】
基地局４２０が８個の伝送アンテナビームを有するので（各アンテナは、データストリー
ムのうち１つのデータストリームを発する）、ビームフォーミングされたデータの８個の
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ストリームは、基地局４２０に形成される。各移動局は、この例においてデータの最大２
個のストリーム（ビーム）を受信することができる（受信することができる能力を有する
）。各移動局４０２、４０４、４０６、及び４０８は、多重ストリームの代わりに、ただ
データの１つの端末ストリーム（ビーム）を受信するように制限される。同時に、これは
、多重ユーザビームフォーミング（すなわち、ＭＵ－ＢＦ、ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ ｂｅ
ａｍｆｏｒｍｉｎｇ）になることができる。
【００５０】
リリース８ＬＴＥシステムにおいて、ユーザ装置（ＵＥ）は、帯域幅全体にわたって、共
通リファレンス信号（ＣＲＳ：ｃｏｍｍｏｎ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａｌ）に基づ
いてチャネル推定を行うように要求される。チャネル推定が行われれば、ユーザ装置（Ｕ
Ｅ）は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ）の異なるフォーマットによって示される異なる伝送モードに基づいて復調
を行う。例えば、ダウンリンク空間多重化が行われるとき、ダウンリンク制御情報（ＤＣ
Ｉ）フォーマット２が使用される。そしてユーザ装置（ＵＥ）は、ダウンリンク制御情報
（ＤＣＩ）フォーマットに収納された伝送ＰＭＩ（ＴＰＭＩ）及びリソース割り当てに基
づいて復調を行う。例えば、２００９年１２月公開された、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１２
 ｖ ８．８．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ ａｎｄ Ｃｈａｎｎｅｌ 
Ｃｏｄｉｎｇ”で、ＴＰＭＩの定義がセクション５．３．３．１．５のテーブル５．３．
３．１．５－４（２アンテナポート）及びテーブル５．３．３．１．５－５（４アンテナ
ポート）に定義され、これは、参照としてその全体がこの文献に記述されたように本発明
の実施例に含まれる。
【００５１】
基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、加入者装置（ＵＥ）のフィードバックに基づいて、加入者装
置（ＵＥ）に対してワイドバンドプリコーディングまたはサブバンドプリコーディングで
あるか否かを示し、これにより、加入者装置（ＵＥ）は、ダウンリンク復調を行う。
【００５２】
ＬＴＥアドバンス（ＬＴＥ－Ａ）システムにおいて、ダウンリンク復調は、端末特有のリ
ファレンス信号（ＵＥ－ＲＳ：ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａ
ｌ）とも称される、専用リファレンス信号（ＤＲＳ：ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ ｓｉｇｎａｌ）に基づく。
【００５３】
ＬＴＥアドバンスシステムにおいて、データチャネルの復調は、プリコーディングされた
端末特有のリファレンス信号（ＵＥ－ＲＳ）に基づく。すなわち、リファレンス信号は、
２００９年１月、アドホック（ａｄｈｏｃ）論議の結果物である、Ｒ１－０９０５２９“
Ｗａｙ ｆｏｒｗａｒｄ ｏｎ ＣｏＭＰ ａｎｄ ＭＩＭＯ ＤＬ ＲＳ”、及び、２００９
年３月、ＣＡＴＴ、ＣＭＣＣ、エリクソン（Ｅｒｉｃｓｓｏｎ）、ファーウェイ（Ｈｕａ
ｗｅｉ）、ＬＧ電子（ＬＧＥ）、モトローラ（Ｍｏｔｏｒｏｌａ）、ノキア（Ｎｏｋｉａ
）、ノキア シーメンス ネットワークス（Ｎｏｋｉａ Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ
）、ノーテル（Ｎｏｒｔｅｌ）、パナソニック（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ）、フィリップス（
Ｐｈｉｌｉｐｓ）、クアルコムヨーロッパ（Ｑｕａｌｃｏｍｍ Ｅｕｒｏｐｅ）、サムス
ン（Ｓａｍｓｕｎｇ）、テキサスインスルメンツ（ＴｅｘａｓＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）
が参加した、Ｒ１－０９１０６６“Ｗａｙ ｆｏｒｗａｒｄ ｏｎ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａｌｓ ｆｏｒ ＬＴＥ－Ａ”に記述されたように、データチャ
ネルと同一のプリコーダーを利用してプリコーディングされる。これら文献のすべては、
参照としてその全体がこの文献に記述されたように本発明の実施例に含まれる。
【００５４】
物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）復調（ＬＴＥ－Ａ動作のための）を目的に
する（ターゲットにする：ｔａｒｇｅｔｉｎｇ）リファレンス信号（ＲＳ）は、ユーザ装
置（ＵＥ）に特有であり、スケジューリングされたリソースブロック（ＲＢ：ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ ｂｌｏｃｋ）及び対応する階層だけで伝送される。異なる階層は、同一または異
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なるユーザ装置（ＵＥ）を目的にすることができる。デザイン原理は、（ビームフォーミ
ングに使用される）階層を多様化するためのリリース８-端末特有のリファレンス信号（
ＵＥ－ＲＳ）コンセプトの拡張である。異なる階層上のリファレンス信号（ＲＳ）は、相
互に直交する。リファレンス信号（ＲＳ）及びデータは、同一のプリコーディング動作が
施され、ユーザ装置（ＵＥ）によるリリース８-ＣＲＳの相互補完的な使用を妨げない。
【００５５】
その文献が参照としてその全体がこの特許文献に記述されたように本発明の実施例に含ま
れる、２００９年１０月、ミヤザキ（Ｍｉｙａｚａｋｉ）、３ＧＰＰ ＲＡＮ１＃５８ｂ
ｉｓ、Ｒ１－０９４４１３、“Ｗａｙ ｆｏｒｗａｒｄ ｏｎ ｔｈｅ ｄｅｔａｉｌｓ ｏ
ｆ ＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ ２Ｂ ｆｏｒ ｅｎｈａｎｃｅｄ ＤＬ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ”を通じてダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｂに対する同意が行われ、
その内容は、次の通りである：
【００５６】
－ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｂは、ダウンリンク制御情報フォーマ
ット２Ａに基づく。
【００５７】
－ソースチャネル識別子（ＳＣ－ＩＤ：ｓｏｕｒｃｅ ｃｈａｎｎｅｌ ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｅｒ）のために１ビットが追加される。
【００５８】
－スワップフラグ（Ｓｗａｐ Ｆｌａｇ）は、除去される。
【００５９】
－ランク１伝送のために、不活性化された伝送ブロックの新規データ指示子（ＮＤＩ：ｎ
ｅｗ ｄａｔａ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）ビットがポート情報を示すために再使用される。０
の値は、ポート７と連動する活性化された伝送ブロック（ＴＢ：ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂ
ｌｏｃｋ）を示すために使用される。１の値は、ポート８と連動した活性化された伝送ブ
ロック（ＴＢ）を示すために使用される。そして
【００６０】
－ランク２伝送のために、第１伝送ブロック（ＴＢ１）がポート７と連動し、ポート８が
第２伝送ブロック（ＴＢ２）と連動する。
【００６１】
ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃは、動的単一及び多重ユーザスイチン
グを可能にするためにリリース１０伝送モードのためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）
フォーマット２Ｂに基づいて構成されることができる。
【００６２】
基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、リソースブロック（ＲＢ）基盤プリコーディングを潜在的に
行うこともできるので、チャネル推定及び復調のための基準単位（または基準精密度：ｂ
ａｓｅ ｌｉｎｅ ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）は、１つのリソースブロック（ＲＢ）である
。しかし、その文献が参照としてその全体がこの特許文献に記述されたように本発明の実
施例に含まれる、クアルコムヨーロッパ（Ｑｕａｌｃｏｍｍ Ｅｕｒｏｐｅ）によって、
２００９年８月、Ｒ１－０９３１０５、“ＵＥ－ＲＳ Ｐａｔｔｅｒｎｓ ｆｏｒ ＬＴＥ
－Ａ”に公開されたように、“リソースブロックバンドリング（ＲＢ－ｂｕｎｄｌｉｎｇ
）”（チャネル推定及び復調を行うために連続したリソースブロック（ＲＢ）を一緒に結
合する）は、上位ランク（すなわち、ランク５～８）伝送が低いオーバーヘッドによって
十分なチャネル推定精度を得ることができるように助ける。これは、また、その文献が参
照としてその全体がこの特許文献に記述されたように本発明の実施例に含まれる、２００
９年１１月、サムスンによる、Ｒ１－０９４５７５、“Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ｏｎ ＤＭ
－ＲＳ ｆｏｒ ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ”、；２００９年１１月、エリクソン、ＳＴ－
エリクソンによる、Ｒ１－０９４４３８、“Ｏｎ Ｒｅｌ－１０ ＤＭ ＲＳ ｄｅｓｉｇｎ
 ｆｏｒ ｒａｎｋ５－８”；及び２００９年１１月、ＣＡＴＴによる、Ｒ１－０９４５４
８、“Ｆｕｒｔｈｅｒ ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｎ ＤＭＲＳ ｄｅｓｉｇｎ ｆｏ
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ｒ ＬＴＥ－Ａ”に記述されたものは、“リソースブロックバンドリング”が一部上位ラ
ンク復調リファレンス信号（ＤＭ－ＲＳ：ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ ｓｉｇｎａｌ）パターンのためにＯＦＤＭシンボルにわたった伝送パワー不均衡を解
消するために使用されることができるということである。
【００６３】
図６は、本発明の実施例による２及び４階層伝送をサポートする専用リファレンス信号（
ＤＲＳ）パターンを示す。
【００６４】
専用リファレンス信号（ＤＲＳ）パターン６０１及び６０３は、２階層伝送をサポートす
ることができるパイロットパターンを示す。専用リファレンス信号（ＤＲＳ）パターン６
０１から０、１でラベリングされた専用リファレンス信号（ＤＲＳ）リソース要素（ＲＥ
）は、コード分割多重化された（ＣＤＭｅｄ）２つの階層のリファレンス信号（ＲＳ）と
ともに階層０及び１のための専用リファレンス信号（ＤＲＳ）を伝達する。同様に、専用
リファレンス信号（ＤＲＳ）パターン６０３における２、３でラベリングされた専用リフ
ァレンス信号（ＤＲＳ）リソース要素（ＲＥ）は、コード分割多重化された（ＣＤＭｅｄ
）２つの階層のリファレンス信号（ＲＳ）とともに階層２及び３のための専用リファレン
ス信号（ＤＲＳ）を伝達する。
【００６５】
０、１でラベリングされた２個の隣接する専用リファレンス信号（ＤＲＳ）リソース要素
（ＲＥ）において、階層０のための専用リファレンス信号（ＤＲＳ）シンボル［ｒ０ ｒ
１］は、ウォルシュコード（Ｗａｌｓｈ ｃｏｄｅ）［１ １］によって拡散される２個の
リソース要素（ＲＥ）にマッピングされ、これは、［ｒ０ ｒ１］をもたらす。一方、階
層１のための専用リファレンス信号（ＤＲＳ）シンボルｒ２及びｒ３は、ワルシコード［
１ －１］によって拡散される２個のリソース要素（ＲＥ）にマッピングされ、これは、
［ｒ２ －ｒ３］をもたらす。
【００６６】
専用リファレンス信号（ＤＲＳ）パターン６０５は、４個の伝送階層をサポートすること
ができるパイロットパターンを示す。ここで、専用リファレンス信号（ＤＲＳ）リソース
要素（ＲＥ）は、さらに２個に分割され、これらは、０、１と、２、３でラベリングされ
る。このパターンで、０、１でラベリングされた専用リファレンス信号（ＤＲＳ）リソー
ス要素（ＲＥ）は、コード分割多重化された（ＣＤＭｅｄ）２つの階層のリファレンス信
号（ＲＳ）とともに階層０及び１のための専用リファレンス信号（ＤＲＳ）を伝達する。
そして専用リファレンス信号（ＤＲＳ）パターン６０３における２、３でラベリングされ
た専用リファレンス信号（ＤＲＳ）リソース要素（ＲＥ）は、コード分割多重化された（
ＣＤＭｅｄ）２つの階層のリファレンス信号（ＲＳ）とともに階層２及び３のための専用
リファレンス信号（ＤＲＳ）を伝達する。
【００６７】
図７は、本発明の実施例による８階層伝送をサポートする専用リファレンス信号（ＤＲＳ
）パターンを示す。
【００６８】
図７を参照すれば、ＸがＧ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｌ、Ｋのうちいずれか１つである、アルファベ
ットＸでラベリングされたリソース要素（ＲＥ）は、８専用リファレンス信号（ＤＲＳ）
のうち複数の専用リファレンス信号（ＤＲＳ）を伝送するために使用される。ここで、専
用リファレンス信号（ＤＲＳ）の数は、コード分割多重化される。専用リファレンス信号
（ＤＲＳ）パターン７０１は、同一のアルファベットラベルを有する２つの時間隣接する
リソース要素（ＲＥ）にわたる拡散ファクター２コード分割多重化に基づく。専用リファ
レンス信号（ＤＲＳ）パターン７０３は、同一のアルファベットラベルを有する２つの時
間隣接するリソース要素（ＲＥ）の２個のグループにわたる拡散ファクター４コード分割
多重化に基づく。一実施例において、ランク－８パターンの８アンテナポートは、ランク
－２及びランク－４パターンのアンテナポートと区別するために、以降、ランク－８パタ
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ーンの８アンテナポートを、アンテナポート４、５、６、７、８、９、１０、１１で示す
。
【００６９】
リリース８ＬＴＥで、アンテナポート０、１、２、３、４、５は、共通リファレンス信号
（ＣＲＳ）、放送リファレンス信号（ＭＢＳＦＮ ＲＳ）及びリリース８専用リファレン
ス信号（ＤＲＳ）のために使用されることを注目しなければならない。したがって、リリ
ース８ＬＴＥから拡張されたナンバリング（ｎｕｍｂｅｒｉｎｇ）協約によれば、新規ア
ンテナポート番号は、６から始まる。ランク－２パターンは、アンテナポート６、７を有
する。ランク－４パターンは、アンテナポート７、８、９、１０を有する。ランク－８パ
ターンは、アンテナポート１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８を有する。
【００７０】
専用リファレンス信号（ＤＲＳ）パターン７０１の一実施例において、Ｇは、専用リファ
レンス信号（ＤＲＳ）４、５を伝達する。Ｈは、専用リファレンス信号（ＤＲＳ）６、７
を伝達する。Ｉは、専用リファレンス信号（ＤＲＳ）８、９を伝達する。Ｊは、専用リフ
ァレンス信号（ＤＲＳ）１０、１１を伝達する。専用リファレンス信号（ＤＲＳ）パター
ン（７０３）の一実施例において、Ｋは、専用リファレンス信号（ＤＲＳ）４、５、６、
７を伝達し、そしてＬは、専用リファレンス信号（ＤＲＳ）８、９、１０、１１を伝達す
る。
【００７１】
図６及び図７の復調リファレンス信号（ＤＭ－ＲＳ）パターンの各々は、リソースブロッ
ク（ＲＢ）ベースである。したがって、ユーザ装置（ＵＥ）は、リソースブロック（ＲＢ
）ごとにチャネル推定及び復調を行うこともできる。代案的に、リソースブロック（ＲＢ
）バンドリングがサポートされれば、ユーザ装置（ＵＥ）は、バンドリングされたリソー
スブロック（ＲＢ）にわたって共同で（ｊｏｉｎｔｌｙ）チャネル推定及び復調を行うこ
とができる。このようにして、チャネル推定及び復調の実行が改善されることができる。
【００７２】
リソースブロックバンドリング（ＲＢ－ｂｕｎｄｌｉｎｇ）利得は、基地局（ｅＮｏｄｅ
Ｂ）がバンドリングされたリソースブロック（ＲＢ）にわたって同一のダウンリンクプリ
コーディングベクトルを適用するときにのみ得ることができる。したがって、ユーザ装置
（ＵＥ）は、バンドリングされたリソースブロック（ＲＢ）にわたって共同でチャネル推
定及び復調を実行しなければならない。
【００７３】
言い換えれば、リソースブロックバンドリングは、プリコーディングベクトルがバンドリ
ングされたリソースブロック（ＲＢ）内で同一でなければならないので、プリコーディン
グ柔軟性を減少させる。これは、明らかに、周波数でチャネル補間範囲（ｃｈａｎｎｅｌ
 ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎｓ ｐａｎ）を増加させた結果生じる「利得」対周波数選択
プリコーディング精密度（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ
 ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）を増加させた結果生じる「損失」間のトレードオフ（ｔｒａ
ｄｅ－ｏｆｆ）を提案するものである。
【００７４】
リソースブロックバンドリングの利点は、チャネル推定性能が向上するものである。しか
し、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が相当なオーバーヘッドに起因してユーザ装置（ＵＥ）から
リソースブロック（ＲＢ）当たりフィードバックを受信しなければ、基地局（ｅＮｏｄｅ
Ｂ）は、リソースブロック当たりエンコードを行うことができない。
【００７５】
リソースブロックバンドリングを行わないことの利点は、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が、ユ
ーザ装置（ＵＥ）がチャネル推定及び復調を行うためにプリコーディングマトリクス情報
（ＰＭＩ）をフィードバックする必要がないということである。その代わりに、基地局（
ｅＮｏｄｅＢ）は、時分割二重化（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘ）
システムでアップリンクチャネルサウンディング（ｕｐｌｉｎｋ ｃｈａｎｎｅｌ ｓｏｕ
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ｎｄｉｎｇ）に依存することもできる。さらに、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、リソースブ
ロック（ＲＢ）当たりプリコーディングを行う柔軟性を有することができる。これは、高
いプリコーディング利得を得ることができる。しかし、ユーザ装置（ＵＥ）は、チャネル
が非常に選択的（ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ）なら、リソースブロック（ＲＢ）当たりチャネル
推定を行わなければならない。
【００７６】
したがって、チャネル条件によってリソースブロックバンドリングのフィーチャー（ｆｅ
ａｔｕｒｅ）をターンオン（ｔｕｒｎ ｏｎ）するか、またはターンオフ（ｔｕｒｎ ｏｆ
ｆ）することができることが利得になることができる。
【００７７】
本発明の実施例は、リソースバンドリングを可能にするためのシステム及び方法を提供す
る。
【００７８】
本発明の一部実施例において、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、ユーザ装置（ＵＥ）にリソー
スブロックバンドリングのフィーチャーをターンオンまたはターンオフするための指示子
（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を伝送する。
【００７９】
リソースブロックバンドリングがターンオンされるか、または可能になるとき、基地局（
ｅＮｏｄｅＢ）は、複数の連続したリソースブロック（ＲＢ）（リソースブロックバンド
リングサイズ）にわたって同一のダウンリンクプリコーディングベクトルを適用する。そ
して、ユーザ装置（ＵＥ）は、バンドリングされたリソースブロック（ＲＢ）に対して共
通でチャネル推定及び復調を行う。リソースブロックバンドリングがターンオフされるか
、または不可能になったとき、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、リソースブロック単位当たり
ダウンリンクプリコーディングを行う。そして、ユーザ装置（ＵＥ）またリソースブロッ
ク単位当たりチャネル推定及び復調を行う。
【００８０】
リソースブロックバンドリングが可能であるか否かを示すための基地局（ｅＮｏｄｅＢ）
からユーザ装置（ＵＥ）への指示は、いくつかの方法で達成されることができる。
【００８１】
本発明の一部実施例において、リソースブロックバンドリングが可能であるか否かを示す
基地局（ｅＮｏｄｅＢ）からユーザ装置（ＵＥ）へのシグナリングは、上位階層シグナリ
ングを通じて半静的に（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ）シグナリングされるか、また
はダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットで利用することができるコードポイント
（ｃｏｄｅ－ｐｏｉｎｔ）を利用して動的にシグナリングされることができる。さらに、
このシグナリングは、明示的（ｅｘｐｌｉｃｉｔ）であっても、または黙示的（ｉｍｐｌ
ｉｃｉｔ）であってもよい。
【００８２】
図８は、本発明の実施例によるリソースブロック（ＲＢ）バンドリングをターンオンまた
はターンオフするための１ビットシグナリングの使用を説明するテーブル８００を示す。
【００８３】
本発明の一実施例において、明示的シグナリングは、リソースブロックバンドリングをタ
ーンオンまたはターンオフするために使用される。例えば、上位階層シグナリングは、リ
ソースブロックバンドリングを半静的にターンオンまたはターンオフするために使用され
る。例えば、テーブル８００に示されたように、１ビットシグナリングは、リソースブロ
ックバンドリングを半静的にターンオンまたはターンオフするために使用されることがで
きる。このような個別実施例において、一番目の値“０”は、リソースブロックバンドリ
ングをターンオフまたは不可能にする第１状態を示す。二番目の値“１”は、リソースブ
ロックバンドリングをターンオンまたは可能にする第２状態を示す。他の実施例において
、ビットのシーケンスがリソースブロックバンドリングに関連した状態を示すために使用
されることができる。このようなビットのシーケンスによって示されるいずれか１つの個
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別状態は、リソースブロックバンドリングを、ターンオフされるようにユーザ装置（ＵＥ
）で解釈されることができる。
【００８４】
図９は、本発明の実施例によるリソースブロック（ＲＢ）バンドリングをターンオンまた
はターンオフするために利用可能なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）コードポイントの使
用を説明するテーブル９００を示す。
【００８５】
図９に示されたように、利用可能なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）コードポイントは、
また、リソースブロックバンドリングを動的にターンオンまたはターンオフするために使
用されることができる。例えば、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｘで、
ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃに追加フィールドを追加することによ
ってリソースブロックバンドリングをターンオンするように定義される。このような個別
実施例において、追加フィールドによって示される第１状態は、リソースブロックバンド
リングがターンオンされるか、または可能になる状態である。追加フィールドによって示
される第２状態は、リソースブロックバンドリングがターンオフされるか、または不可能
になる状態である。
【００８６】
本発明の一部実施例において、黙示的シグナリングがリソースブロックバンドリングをタ
ーンオンまたはターンオフするために使用される。例えば、リソースブロックバンドリン
グが可能になるか否かは、特定伝送モード、ダウンリンクグラント（ＤＬ ｇｒａｎｔ：
ダウンリンク伝送リソース割り当て）のために使用されるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ
）フォーマット、伝送スキーム、及び無線ネットワーク臨時識別子（ＲＮＴＩ：ｒａｄｉ
ｏ ｎｅｔｗｏｒｋ ｔｅｍｐｏｒａｒｙ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）設定（ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ）に基づくことができる。
【００８７】
例えば、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）がリリース９伝送モード
（３ＧＰＰ ３６．２１３のモード８）で設定されれば（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）、そし
てユーザ装置（ＵＥ）がＤＣＩフォーマット２Ｂによってスケジューリングされた物理ダ
ウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）パッケージを受信すれば、ターンオンされるか、
または可能になる。
【００８８】
さらに、ユーザ装置（ＵＥ）がダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット１Ａでスケ
ジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）パッケージを受信し、
関連した伝送スキームが（物理放送チャネル（ＰＢＣＨ：ｐｈｙｓｉｃａｌ ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔ ｃｈａｎｎｅｌ）が多重アンテナポートをシグナリングした場合であり、半永
続スケジューリング無線ネットワーク暫定識別子（ＳＰＳ－ＲＮＴＩ：ｓｅｍｉ－ｐｅｒ
ｓｉｓｔｅｎｔ ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ－ｒａｄｉｏ ｎｅｔｗｏｒｋ ｔｅｍｐｏｒａｒ
ｙ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）によってスケジューリングされた）伝送データ（ＴｘＤ）な
ら、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。ユー
ザ装置（ＵＥ）がダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット１Ａにスケジューリング
された物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）パッケージを受信し、関連した伝送
スキームが（１．物理放送チャネル（ＰＢＣＨ）が１つのアンテナポートをシグナリング
した場合、ＳＰＳ－ＲＮＴＩによってスケジューリングされるか；または２．セル特定無
線ネットワーク臨時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ：ｃｅｌｌ ｒａｄｉｏ ｎｅｔｗｏｒｋ ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）によってスケジューリングされた）単一アンテ
ナポート伝送なら、リソースブロックバンドリングは、ターンオンされるか、または可能
になる。
【００８９】
例えば、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）が単一ユーザ（ＳＵ）多
重入力多重出力（ＭＩＭＯ）伝送及び多重ユーザ（ＭＵ）多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）
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伝送養子皆のためのリリース１０伝送モードで設定されれば、そしてユーザ装置（ＵＥ）
がダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃ（２個のコードワードＭＩＭＯ伝送
をサポートするために使用されるリリース１０のダウンリンク制御情報フォーマット）で
スケジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネルパッケージを受信すれば、ターン
オンされるか、または可能になる。
【００９０】
さらに、ユーザ装置（ＵＥ）がダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット１Ａでスケ
ジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）パッケージを受信し、
関連した伝送スキームが（物理放送チャネル（ＰＢＣＨ）が多重アンテナポートをシグナ
リングした場合であり、ＳＰＳ－ＲＮＴＩによってスケジューリングされた）伝送データ
（ＴｘＤ）なら、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能
になる。ユーザ装置（ＵＥ）がダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット１Ａでスケ
ジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）パッケージを受信し、
関連した伝送スキームが（１．物理放送チャネル（ＰＢＣＨ）が１つのアンテナポートを
シグナリングした場合、ＳＰＳ－ＲＮＴＩによってスケジューリングされるか；または２
．Ｃ－ＲＮＴＩによってスケジューリングされた）単一アンテナポート伝送なら、リソー
スブロックバンドリングは、ターンオンされるか、または可能になる。
【００９１】
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、特定のフィードバック
モードに基づいてターンオンされるか、またはターンオフされる。
【００９２】
例えば、ユーザ装置（ＵＥ）がリリース９及びリリース１０伝送モードで設定（ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒｅｄ）され、プリコーディングマトリクス指示子／ランク指示子（ＰＭＩ／ＲＩ
：ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ ｍａｔｒｉｘ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ／ｒａｎｋ ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ）フィードバックで設定されれば、リソースブロックバンドリングは、ターンオンされ
るか、または可能になる。そうではなければ、ユーザ装置（ＵＥ）がリリース１０及びリ
リース１０以上の伝送モードで設定され、ＰＭＩ／ＲＩフィードバックで設定されなけれ
ば、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。これ
は、ＰＭＩ／ＲＩフィードバックを設定するためのアプリケーションシナリオが時分割多
重化（ＴＤＤ）システムのためのものではなく、ＰＭＩ／ＲＩフィードバックを構成する
ためのアプリケーションシナリオが周波数分割多重化（ＦＤＤ）のためのシステムからで
ある。時分割多重化（ＴＤＤ）で既に論議されたように、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、周
波数選択プリコーディングを行うためにアップリンクサウンディング（ｕｐｌｉｎｋ ｓ
ｏｕｎｄｉｎｇ）を利用してチャネル状態情報を得ることができる。このような場合、時
分割多重化のアップリンクサウンディングを利用してチャネル状態情報を得ることによっ
て、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされなければならない。さらに、周波
数分割多重化（ＦＤＤ）システムの場合でさえ、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が開放ルーフ（
ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ）動作を行うことに決定したとき、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、ユー
ザ装置（ＵＥ）がＰＭＩ／ＲＩをフィードバックするように設定することができない。し
たがって、リソースブロックバンドリングは、また、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）で柔軟な動
作を勘案して、このような場合、ターンオフされる。
【００９３】
他の実施例において、ワイドバンドＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ ｑｕａｌｉｔｙ ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ）／ＰＭＩ／ＲＩ（ワイドバンドＣＱＩ）フィードバックモードで設定されれば
、リソースブロックバンドリングは、ターンオンされるか、または可能になる。サブバン
ドＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ（サブバンドＣＱＩ）フィードバックモードで設定されれば、リ
ソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。
【００９４】
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリングオン／オフ指示子は、基地
局（ｅＮｏｄｅＢ）からユーザ装置（ＵＥ）に他のシステム指示子を通じて実現されるこ
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とができる。例えば、ランク指示子（ＲＩ）があらかじめ定められた値より大きければ、
リソースブロックバンドリングが可能になる。
【００９５】
本発明のさらに他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、リリース９また
はリリース１０のユーザ装置（ＵＥ）－リファレンス信号（ＲＳ）を利用して復調のため
に常時オン（ｏｎ）である。
【００９６】
異なる形式のフィードバックレポートを行うために、ユーザ装置（ＵＥ）は、異なるフィ
ードバックモードの基地局（ｅＮｏｄｅＢ）によって設定される。
【００９７】
本発明の一部実施例において、リソースブロックバンドリングは、基地局（ｅＮｏｄｅＢ
）によって設定される特定のフィードバックモードに基づいてターンオンまたはターンオ
フされる。
【００９８】
一実施例において、リソースブロックバンドリングは、特定の物理アップリンク制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ：ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
フィードバックモードに基づいてターンオンまたはターンオフされる。
【００９９】
例えば、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）がＰＭＩ／ＲＩ報告で設
定されるとき、ターンオンされるか、または可能になる。そして、リソースブロックバン
ドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されないとき、ターンオフさ
れるか、または不可能になる。
【０１００】
したがって、ユーザ装置（ＵＥ）がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されるとき、基地局（ｅＮｏ
ｄｅＢ）でプリコーディング単位（またはプリコーディング最小単位：ｐｒｅ－ｃｏｄｉ
ｎｇ ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）は、多重物理リソースブロック（ＲＢ）である。すなわ
ち、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）がバンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプ
リコーディングを行う。ここで、バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続し
た物理リソースブロック（ＰＲＢ）を含む。
【０１０１】
したがって、ユーザ装置（ＵＥ）がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されるとき、ユーザ装置（Ｕ
Ｅ）でフィードバック単位（またはフィードバック最小単位：ｆｅｅｄｂａｃｋ ｇｒａ
ｎｕｌａｒｉｔｙ）は、ユーザ装置（ＵＥ）がバンドリングされたリソースブロックにわ
たってチャネル推定を行うように、複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）に設定（ｓｅ
ｔ）される。ここで、バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続した物理リソ
ースブロック（ＰＲＢ）を含む。
【０１０２】
さらに、ユーザ装置（ＵＥ）がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されないとき、基地局（ｅＮｏｄ
ｅＢ）でプリコーディング単位は、単一物理リソースブロック（ＰＲＢ）である。すなわ
ち、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、１つの物理リソースブロック単位でプリコーディングを
行う。
【０１０３】
したがって、ユーザ装置（ＵＥ）がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されないとき、ユーザ装置（
ＵＥ）でフィードバック単位は、ユーザ装置（ＵＥ）が１つの物理リソースブロック単位
でチャネル推定を行うように、単一リソースブロックに設定される。
【０１０４】
参照としてその全体がこの文献に記述されたように本発明の実施例に含まれる、２００９
年１２月公開された、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１３ ｖ ８．８．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ Ｌａｙｅｒ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”において、周期的なアップリンク制
御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フィードバックのモードによって、リソースブロックバンドリ
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ングは、ユーザ装置（ＵＥ）がテーブル７．２．２－１のモード１－１及びモード２－１
で設定されるとき、ターンオンされるか、または可能になり、リソースブロックバンドリ
ングは、ユーザ装置（ＵＥ）がモード１－０及びモード２－０で設定されるとき、ターン
オフされるか、または不可能になる。
【０１０５】
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、特定の物理アップリン
ク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｓｈａｒｅｄ ｃｈａｎ
ｎｅｌ）フィードバックモードに基づいてターンオンされるか、またはターンオフされる
。
【０１０６】
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）が
“単一ＰＭＩ”及び／または“多重ＰＭＩ”フィードバックのために設定されるとき、タ
ーンオンされるかまたは可能になり、そうではなければ、リソースブロックバンドリング
は、ターンオフされるかまたは不可能になる。
【０１０７】
例えば、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）が“単一ＰＭＩ”フィー
ドバックのために設定されるとき、ターンオンされるかまたは可能になり、リソースブロ
ックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）が“ＰＭＩ無し”または“多重ＰＭＩ”フィー
ドバックのために設定されるとき、ターンオフされるか、または不可能になる。
【０１０８】
他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）が“単一Ｐ
ＭＩ”及び“多重ＰＭＩ”フィードバックのために設定されるとき、ターンオンされるか
または可能になり、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）が“ＰＭＩ無
し”フィードバックのために設定されるとき、ターンオフされるか、または不可能になる
。
【０１０９】
さらに他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）が“
多重ＰＭＩ”フィードバックのために設定されるとき、ターンオンされるかまたは可能に
なり、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）が“ＰＭＩ無し”または“
単一ＰＭＩ”フィードバックのために設定されるとき、ターンオフされるか、または不可
能になる。
【０１１０】
例えば、２００９年１２月公開された、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１３ ｖ ８．８．０、“
Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｌａｙｅｒ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”において、非周期
的アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）フィードバックのモードによって、リソース
ブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）がモード３－１で設定されるとき、ターン
オンまたは可能になり、他のフィードバックモードでは、リソースブロックバンドリング
は、ターンオフされるか、または不可能になる。
【０１１１】
リソースブロックバンドリングがターンオンされるか、または可能になれば、リソースブ
ロックバンドリングの単位（または最小単位：ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）が決定されなけ
ればならない。前述したように、リソースブロックバンドリングの単位は、チャネル推定
及び復調のために使用される連続した物理リソースブロック（ＰＲＢ）の数による。
【０１１２】
本発明の一部実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、ダウンリンクリソ
ース割り当ての単位に設定される。
【０１１３】
例えば、その全体がこの文献に記述されたように参照として本発明の実施例に含まれる、
２００９年１２月公開された、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１１ ｖ ８．８．０、“Ｅ－ＵＴ
ＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ ｃｈａｎｎｅｌｓ ａｎｄ ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ”において、
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ダウンリンクリソース割り当て（ｒｅｓｏｕｒｃｅ ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）の単位は、
リソースブロックグループ（ＲＢＧ）であり、リソースブロックグループ（ＲＢＧ）のサ
イズは、全体システム帯域幅に依存する。したがって、リソースブロックバンドリングの
単位は、リソースブロックグループ（ＲＢＧ）サイズになることができる。
【０１１４】
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、フィードバック単
位に設定される。フィードバック単位は、ＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩフィードバックを行うた
めにユーザ装置（ＵＥ）によって使用される連続したリソースブロック（ＲＢ）の数によ
る。
【０１１５】
例えば、２００９年１２月公開された、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１１ ｖ ８．８．０、“
Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ ｃｈａｎｎｅｌｓ ａｎｄ ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ”に
おいて、アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）フィードバックのためのフィードバッ
ク単位は、上位階層設定サブバンドフィードバックまたはユーザ装置選択サブバンドフィ
ードバックのためにセクション７．２．１に定義されたサブバンドサイズである。アップ
リンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）フィードバックのフィードバック単位は、セクション
７．２．２に定義されている。
【０１１６】
したがって、一部の実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、全体システ
ム帯域幅の機能としてアップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フィードバックのサブバ
ンドサイズに設定される。
【０１１７】
代案的に、リソースブロックバンドリング単位は、アップリンク共有チャネルフィードバ
ックのサブバンドサイズに関連する。
【０１１８】
例えば、リソースブロックバンドリングが特有のフィードバックモードで設定する基地局
（ｅＮｏｄｅＢ）によってターンオンされるか、または可能になれば、リソースブロック
（ＲＢ）の単位は、対応するフィードバックモードのサブバンドサイズである。
【０１１９】
図１０は、本発明の実施例によって一緒にバンドリングされたサブバンドを示す。
【０１２０】
本発明のさらに他の実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、ダウンリン
クリソース割り当て単位とともにフィードバック単位によって共同で決定されるように設
定される。フィードバック単位は、ＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩフィードバックを行うためにユ
ーザ装置（ＵＥ）によって使用される連続したリソースブロック（ＲＢ）の数による。
【０１２１】
ユーザ装置（ＵＥ）がアップリンク共有チャネル“多重ＰＭＩ”フィードバックを有する
ように設定されるとき、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、ユーザ装置（ＵＥ）フィードバック
サブバンドサイズに基づいてダウンリンクプリコーディングを行うことができる。そして
、ユーザ装置（ＵＥ）は、図１０に示されたように、一緒にバンドリングされた同一のサ
ブバンドからダウンリンクリソース割り当てのリソースブロック（ＲＢ）を推定すること
ができる。
【０１２２】
図１０で、第１サブバンド１０１０は、第１リソースブロックバンドル１００１を含み、
第２サブバンド１０２０は、第２リソースブロックバンドル１０１１を含む。第１リソー
スブロックバンドル１００１及び第２リソースブロックバンドル１０１１は、リソースブ
ロックグループ（ＲＢＧ）１０３０を形成するために一緒にバンドリングされる。
【０１２３】
本発明の追加実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、設定されたフィー
ドバックモードに関連したサブバンドサイズによって設定される。
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【０１２４】
そのような一実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、設定されたアップ
リンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）フィードバックモードによる。
【０１２５】
例えば、ワイドバンドフィードバックで設定されるとき（モード３－１）、すべての割り
当てられたリソースブロック（ＲＢ）は、チャネル推定及び復調を行うためにバンドリン
グされる。
【０１２６】
他の実施例において、サブバンドフィードバックで設定されるとき（モード１－２、モー
ド２－２）、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置（ＵＥ）アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）フィードバック及び／またはリソースブロックグループ（ＲＢＧ）
サイズからのサブバンドサイズに従う。
【０１２７】
追加的な例において、“ＰＭＩ無し”フィードバックで設定されるとき（モード２－０、
モード３－０）、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能
になる。
【０１２８】
本発明の一部の実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、設定されたアッ
プリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フィードバックモードに依存する。
【０１２９】
例えば、ワイドバンドフィードバックで設定されるとき（モード１－１、モード２－１）
、リソースブロックバンドリングは、アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フィード
バック（フィードバックサブバンドサイズで設定された上位階層）及び／またはリソース
ブロックグループ（ＲＢＧ）サイズからのサブバンドサイズに従う。
【０１３０】
例えば、“ＰＭＩ無し”フィードバックで設定されるとき（モード１－０、モード２－０
）、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。
【０１３１】
本発明の一部実施例において、リソースブロックバンドリングのサイズは、固定されるこ
とができる。
【０１３２】
例えば、リソースブロックバンドリングのサイズは、２００９年、１１月、サムスンによ
って、Ｒ１－０９４５７５、“Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ｏｎ ＤＭ－ＲＳ ｆｏｒ ＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄ”で、提案されたような、上位ランクに対してユーザ装置リファレンス
信号（ＵＥ－ＲＳ）パターンのパターンローテーションを利用するために偶数番号になる
ことができる。Ｒ１－０９４５７５は、その全体が本文献に記述されたように参照として
本発明の実施例に含まれる。
【０１３３】
図１１は、本発明の実施例によるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃ １
１００を示す。
【０１３４】
図１１に示されたように、本発明の一部実施例において、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ
）フォーマット２Ｃ １１００は、単一ユーザ及び多重ユーザ多重入力多重出力の動的ス
イチングをサポートするためにダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに設定され
る復調リファレンス信号（ＤＭＲＳ）インデックス及び選択された復調リファレンス信号
（ＤＭＲＳ）パターンの組合の指示子（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）に対する新しいＮ３－ビ
ットを追加することによって構成される。ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット
２Ｂで不活性化された伝送ブロック（ＴＢ）の新規データ指示子（ＮＤＩ）ビットは、リ
リース９ＬＴＥのランク－１指示子の場合、復調リファレンス信号（ＤＭＲＳ）インデッ
クスを示すために使用される。したがって、この実施例は、制限されたサブセットのラン
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ク－１状態を示すためにＮ３ビットフィールド１１０５の新規Ｎ３ビット、及び新規デー
タ指示子（ＮＤＩ）フィールド１１０１または新規データ指示子（ＮＤＩ）フィールド１
１０３の新規データ指示子（ＮＤＩ）ビットのような、不活性化された伝送ブロック（Ｔ
Ｂ）の新規データ指示子（ＮＤＩ）ビットの組合によって構成されるコードポイントを使
用する。
【０１３５】
図１２は、本発明の実施例による制限されたサブセットを説明するテーブル１２００を示
す。
【０１３６】
一部の実施例において、制限されたサブセットＡの状態は、ダウンリンク制御情報（ＤＣ
Ｉ）フォーマット２Ｃによってシグナリングされる。ここで、制限されたサブセットＡは
、その例としてテーブル１２００に示される。特殊な実施例において、制限されたサブセ
ットＡは、ランク－２パターンＡ及びＢからすべての可能な状態が含まれ、ランク－４か
らランク－２状態が含まれず、ランク－８からただ上位ランク状態が含まれるように、構
成される。
【０１３７】
このサブセット制限の動機（ｍｏｔｉｖａｔｉｏｎ）は、次の通りである：
【０１３８】
－ランク１及びランク２伝送は、最小のユーザ装置リファレンス信号（ＵＥ－ＲＳ）オー
バーヘッドでサポートされる。
【０１３９】
－ＭＵ－ＭＩＭＯは、ランク－２及びランク－４パターンで直交するユーザ装置リファレ
ンス信号（ＵＥ－ＲＳ）でランク－１のみに対して明示的にサポートされる。そして
【０１４０】
－上位リファレンス信号（ＲＳ）オーバーヘッドは、ランク３またはそれ以上だけで許容
される。
【０１４１】
図１３は、本発明の実施例によってダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃの
コードポイントに対して制限されたサブセットの状態をマッピングすることを説明するテ
ーブル １３００を示す。
【０１４２】
図１３は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃのコードポイントに対して
制限されたサブセットＡの状態をマッピングする一実施例を示す。
【０１４３】
図１４は、本発明の他の実施例による制限されたサブセットを説明するテーブル１４００
を示す。
【０１４４】
この実施例において、制限されたサブセットＢの状態は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ
）フォーマット２Ｃによってシグナリングされる。この実施例において、制限されたサブ
セットＢは、ランク－２パターンＡ及びＢからすべての可能な状態が含まれ、ランク－４
からランク－２状態が含まれず、ランク－８からただ上位ランク状態が含まれるように、
構成される。このサブセット制限の動機（ｍｏｔｉｖａｔｉｏｎ）は、次の通りである：
【０１４５】
・ＭＵ－ＭＩＭＯは、ランク－２及びランク－４の直交するユーザ装置リファレンス信号
（ＵＥ－ＲＳ）でランク－１のみに対して明示的にサポートされる。
【０１４６】
・ＭＵ－ＭＩＭＯは、ランク－４パターンで直交するユーザ装置リファレンス信号（ＵＥ
－ＲＳ）でランク－２のみに対して明示的にサポートされる。そして
【０１４７】
・上位リファレンス信号（ＲＳ）オーバーヘッドは、ランク２またはそれ以上だけで許容
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される。
【０１４８】
図１５は、本発明の実施例によってダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃの
コードポイントに対して制限されたサブセットの状態をマッピングすることを説明するテ
ーブル１５００を示す。
【０１４９】
図１５は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット２Ｃのコードポイントに対して
制限されたサブセットＢの状態をマッピングする一実施例を示す。
【０１５０】
図１６は、本発明の一実施例による基地局（ＢＳ）を動作させる方法１６００を示す。
【０１５１】
方法１６００は、加入者局に第１フィードバックモードまたは第２フィードバックモード
の指示子を伝送する段階（ブロック１６０１）と、第１フィードバックモードが指示子に
よって指示されるか否かを判断する段階（ブロック１６０３）を含む。また、方法１６０
０は、指示子によって第１フィードバックモードが指示されれば、基地局がバンドリング
されたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように、周波数ドメイ
ンで多重物理リソースブロック（ＰＢＲ）に対して基地局でプリコーディング単位を設定
する段階（ブロック１６０５）を含む。ここで、バンドリングされたリソースブロックは
、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロック（ＰＲＢ）を含む。そして、方
法１６００は、第２フィードバックモードが指示子によって指示されれば、１つの物理リ
ソースブロック（ＰＲＢ）に対して基地局でプリコーディング単位を設定する段階（ブロ
ック１６０７）を含む。方法１６００は、加入者局からフィードバックを受信する段階（
ブロック１６０９）をさらに含む。
【０１５２】
図１７は、本発明の一実施例による加入者局を動作させる方法１７００を示す。
【０１５３】
方法１７００は、基地局から第１フィードバックモードまたは第２フィードバックモード
の指示子を受信する段階（ブロック１７０１）と、第１フィードバックモードが指示子に
よって指示されるか否かを判断する段階（ブロック１７０３）とを含む。また、前記方法
１７００は、第１フィードバックモードが指示子によって指示されれば、バンドリングさ
れたリソースブロックにわたってチャネル推定を行う段階（ブロック１７０５）を含む。
ここで、バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理
リソースブロック（ＰＲＢ）を含む。そして前記方法１７００は、第２フィードバックモ
ードが指示子によって指示されれば、ただ１つの物理リソースブロック（ＰＲＢ）単位当
たりチャネル推定を行う段階（ブロック１７０７）を含む。方法１７００は、基地局にフ
ィードバックでチャネル推定を伝送する段階（ブロック１７０９）をさらに含む。
【０１５４】
図１８は、本発明の他の実施例による基地局を動作させる方法１８００を示す。
【０１５５】
方法１８００は、加入者局がプリコーディングマトリクス指示子／ランク指示子（ＰＭＩ
／ＲＩ）報告で設定されるか否かを示す指示子を伝送する段階（ブロック１８０１）と、
加入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されるか否かを判断する段階（ブロック１８０３）と
を含む。また、方法１８００は、加入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されれば、基地局が
バンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように、
基地局でプリコーディング単位を周波数ドメインで複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ
）に設定する段階（ブロック１８０５）と、を含む。ここで、バンドリングされたリソー
スブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロック（ＰＲＢ）を含む
。そして、方法１８００は、加入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告によって設定されなければ、基
地局でプリコーディング単位を１つの物理リソースブロック（ＰＲＢ）に設定する段階（
ブロック１８０７）を含む。方法１８００は、加入者局からフィードバックを受信する段
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【０１５６】
図１９は、本発明の他の実施例による加入者局を動作させる方法１９００を示す。
【０１５７】
方法１９００は、基地局から加入者局がプリコーディングマトリクス指示子／ランク指示
子（ＰＭＩ／ＲＩ）報告で設定されるか否かを示す指示子を受信する段階（ブロック１９
０１）と、加入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されるか否かを判断する段階（ブロック１
９０３）とを含む。また、方法１９００は、加入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されられ
れば、バンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行う段階（ブロッ
ク１９０５）を含む。ここで、バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメイン
で複数の連続した物理リソースブロック（ＰＲＢ）を含む。そして、方法１９００は、加
入者局がＰＭＩ／ＲＩ報告で設定されなければ、ただ１つの物理リソースブロック（ＰＲ
Ｂ）単位当たりチャネル推定を行う段階（ブロック１９０７）を含む。方法１９００は、
基地局にフィードバックでチャネル推定を伝送する段階（ブロック１９０９）をさらに含
む。
【０１５８】
以上、実施例を通じて本発明を説明したが、この技術分野における通常の知識を有する者
によって多様な変更及び修正が提案されることができる。添付の請求範囲に範囲内のもの
なら、そのような変更及び修正は、本発明の権利範囲に属する。
【符号の説明】
【０１５９】
１００ 無線ネットワーク
１０１～１０３ 基地局（ＢＳ）
１１１～１１６ 加入者局
１２０ カバレージ領域
１３０ インターネット
２００ 直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）伝送経路
３００ 直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）受信経路
２０５ チャネルコーディング及び変調ブロック
２１０、２６５ シリアル-パラレルブロック
２２０、２７５ パラレル-シリアルブロック
２１５ 逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）ブロック
２２５ サイクリックプレフィックス（ＣＰ）挿入ブロック
２３０ アップコンバータ（ＵＣ：ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
２５５ ダウンコンバータ（ＤＣ：ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
２９０ リファレンス信号多重化器
２９５ リファレンス信号割当器
２６０ サイクリックプレフィックス（ＣＰ）除去ブロック
２７０ サイズＮの高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ブロック
２８０ チャネルデコーディング及び復調ブロック



(27) JP 5862910 B2 2016.2.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(28) JP 5862910 B2 2016.2.16

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(29) JP 5862910 B2 2016.2.16

【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】



(30) JP 5862910 B2 2016.2.16

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(31) JP 5862910 B2 2016.2.16

【図１８】 【図１９】



(32) JP 5862910 B2 2016.2.16

10

フロントページの続き

(72)発明者  ジャンツォン・ツァン
            アメリカ合衆国・テキサス・７５０６３・ダラス・カウンティ・アーヴィング・レンフロ・コート
            ・５０４
(72)発明者  ヨン・ハン・ナム
            アメリカ合衆国・テキサス・７５０９３・コリン・カウンティ・プラーノ・オハイオ・ドライヴ・
            ２５２５・ナンバー・３９０８

    審査官  望月　章俊

(56)参考文献  国際公開第２００８／１３１３５２（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２０１０－５２５６８４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ４／００－Ｈ０４Ｗ９９／００
              Ｈ０４Ｂ７／２４－Ｈ０４Ｂ７／２６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

