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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コラボラティブ多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システムにおいて、移動局による信号の
受信スループットを向上させる方法であって、
　サービング基地局及び少なくとも１つの隣接基地局のそれぞれに対するチャネルを推定
するステップと、
　前記推定されたチャネルに基づいて前記サービング基地局及び前記少なくとも１つの隣
接基地局のそれぞれに対応するプリコーディング行列インデックス（ＰＭＩ）を決定する
ステップと、
　前記サービング基地局に前記プリコーディング行列インデックスを送信するステップと
、
　前記サービング基地局及び前記少なくとも１つの隣接基地局から、前記対応するプリコ
ーディング行列インデックスによりプリコーディングされた信号を受信するステップと、
を有し、
　前記プリコーディングされた信号は同一のデータを有する、受信スループットの向上方
法。
【請求項２】
　前記プリコーディング行列インデックスを送信するステップは、前記サービング基地局
に前記推定されたチャネルに対応するチャネル品質情報を送信するステップを有する、請
求項１に記載の受信スループットの向上方法。
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【請求項３】
　前記プリコーディング行列インデックスは、前記サービング基地局及び前記少なくとも
１つの隣接基地局が共通に有しているコードブックに基づいて決定される、請求項１に記
載の受信スループットの向上方法。
【請求項４】
　前記移動局は、マルチセル環境においてセルの縁部に位置する、請求項１に記載の受信
スループットの向上方法。
【請求項５】
　コラボラティブ多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システムにおいて、サービング基地局に
よる移動局での信号の受信スループットを向上させる方法であって、
　前記移動局から前記サービング基地局及び少なくとも１つの隣接基地局のそれぞれに対
応するプリコーディング行列インデックスを受信するステップと、
　前記少なくとも１つの隣接基地局に前記対応するプリコーディング行列インデックスを
送信するステップと、
　前記受信したプリコーディング行列インデックスのうち、前記対応するプリコーディン
グ行列インデックスによりプリコーディングされた信号を前記移動局に送信するステップ
と、
を有し、
　前記プリコーディングされた信号に含まれるデータは、前記少なくとも１つの隣接基地
局から前記移動局に送信された信号に含まれるデータと同一である、移動局での受信スル
ープットの向上方法。
【請求項６】
　前記プリコーディング行列インデックスを受信するステップは、前記サービング基地局
への推定されたチャネルに対応するチャネル品質情報を受信するステップを有する、請求
項５に記載の移動局での受信スループットの向上方法。
【請求項７】
　前記プリコーディング行列インデックスは、前記サービング基地局及び前記少なくとも
１つの隣接基地局が共通に有しているコードブックに基づいて決定される、請求項５に記
載の移動局での受信スループットの向上方法。
【請求項８】
　前記移動局は、マルチセル環境においてセルの縁部に位置する、請求項５に記載の移動
局での受信スループットの向上方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コラボラティブ多入力多出力通信システムに係り、特に、コラボラティブ多
入力多出力通信システムにおいてプリコーディングされた信号を送信する方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報通信サービスの普遍化及び様々なマルチメディアサービスの登場、そして高
品質サービスの出現などに伴い、無線通信サービスに対する要求が急増してきている。こ
れに能動的に対処するためには、通信システムの容量を増大させ、そしてデータの伝送信
頼度を高めなければならない。
【０００３】
　無線通信環境で通信容量を増やすための方案には、利用可能な周波数帯域を新しく見出
す方法と、与えられたリソースの効率性を高める方法を考えることができる。中でも、後
者の方法としては、最近、送受信機に多数のアンテナを装着してリソース活用のための空
間的な領域をさらに確保することによってダイバーシティ利得を得たり、それぞれのアン
テナを通じてデータを並列に伝送することによって伝送容量を増やす、いわゆる多入力多
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出力（multiple-input multiple-output：ＭＩＭＯ）手法が大きく注目され、活発に開発
されている。
【０００４】
　一般に、ＭＩＭＯ手法は、通信システムの信頼度を高めたり伝送効率を向上させたりす
るために考慮され、ビームフォーミング手法（beamforming）、空間ダイバーシティ手法
（spatial diversity）、及び空間多重化手法（spatial multiplexing）の３種類に大別
される。
【０００５】
　信頼度を高めるために複数の送信アンテナを用いるビームフォーミング手法と空間ダイ
バーシティ手法は、通常、単一データストリームを複数本の送信アンテナを通じて伝送し
、伝送効率を高めるために用いられる空間多重化手法は、複数のデートストリームを同時
に複数の送信アンテナを通じて伝送する。
【０００６】
　空間多重化手法で、同時に伝送されるデータストリームの個数を空間多重化率（spatia
l multiplexing rate）というが、空間多重化率は、送受信アンテナの個数及びチャネル
状況に応じて適切に選択しなければならない。一般に、最大限に得られる空間多重化率は
、送信アンテナ個数と受信アンテナ個数のうち小さい値によって制限され、チャネルの相
関度が高くなると小さい空間多重化率が用いられる。
【０００７】
　空間多重化手法を用いる場合、仮想アンテナシグナリング手法を適用すると様々な利得
を得ることができる。例えば、仮想アンテナシグナリング手法を適用すると、複数のデー
タストリームのチャネル環境が同一になるので、ロバスト(robust)なチャネル品質情報（
Channel quality information: CQI）を提供可能になり、悪いチャネル状況を有するデー
タストリームの信頼度を増大させることができる。
【０００８】
　また、仮想アンテナシグナリング手法が適用される物理アンテナにおける送信電力を略
一定に維持することが可能になる。すなわち、物理的送信アンテナは、セットとして複数
本のビームを生成するが、これらそれぞれのビームは、それぞれの仮想アンテナに該当す
る。それぞれ異なるビームは、全ての物理的なアンテナから同一の電力を伝送するように
生成される他、チャネル特性を保存するように生成される。
【０００９】
　基本的に、生成された仮想アンテナの総数は、利用可能な空間ダイバーシティまたは空
間多重化率を決定する。さらに、この総数は、空間チャネルを測定するために必要なオー
バーヘッド（overhead）の量を決定する。以下では、物理的送信アンテナの数をＭｔ、物
理的な受信アンテナの数をＭｒ、利用可能な仮想送信アンテナの数をＭｅとし、同時に送
信されるレイヤーをＭとする。ここで、レイヤーは、独立して符号化され、変調された送
信シンボルを意味する。
【００１０】
　一方、通信システムの信頼度を高めたり伝送効率を向上させるための空間処理手法には
、プリコーディング手法がある。プリコーディング手法は、マルチアンテナシステムで空
間多重化率に関わることなく利用可能な手法であり、通常、チャネルの信号対雑音比（si
gnal to noise ratio: SNR）を増大させる。一般に、送信端で現チャネル環境に最も適切
な行列またはベクトルをデータに乗じて伝送するが、ここで、乗じられる行列またはベク
トルは、受信端からフィードバックして用いたり、または、送信端でダウンリンクのチャ
ネル情報を知る場合には適切な行列またはベクトルを計算して用いることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、コラボラティブＭＩＭＯ通信システムにおいて、プリコーディングさ
れた信号を送信する方法を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するための本発明の一実施様態に係るコラボラティブＭＩＭＯ通信シス
テムにおいて、プリコーディングされた信号を受信する方法は、サービング基地局を含む
一つ以上の基地局から受信した信号を通じて、移動局で前記一つ以上の基地局に対するチ
ャネルを推定する段階と、該推定されたチャネルに基づいて決定される前記一つ以上の基
地局に対するプリコーディング行列インデックス（Precoding Matrix index: PMI）情報
を前記サービング基地局に送信する段階と、前記一つ以上の基地局で前記プリコーディン
グ行列インデックス（PMI）に基づいてプリコーディングされた信号を受信する段階と、
を含む。
【００１３】
　前記プリコーディング行列インデックス（PMI）は、チャネル品質情報（Channel Quali
ty Information: CQI）、ランク情報（Rank Information）のうち少なくとも一つと一緒
にチャネル情報として送信されることができる。
【００１４】
　前記プリコーディングされた信号は、前記一つ以上の基地局のそれぞれから一つ以上の
仮想アンテナを通じて送信され、前記仮想アンテナは、ビームフォーミング用アンテナ重
みが乗じられて生成されるビームからなることができる。
【００１５】
　また、前記プリコーディング行列インデックス（PMI）は、前記一つ以上の基地局で共
通して持っているコードブックを用いて、前記一つ以上の仮想アンテナを含む仮想アンテ
ナグループに対して決定されることができる。
【００１６】
　そして、前記プリコーディング行列インデックス（PMI）または前記プリコーディング
行列インデックス（PMI）によるプリコーディング行列値のうち、コラボラティブＭＩＭ
Ｏを行うために各基地局に割り当てられるアンテナ重みまたは前記プリコーディング行列
の行インデックスを、前記サービング基地局からバックボーンネットワークを通じて前記
一つ以上の基地局に伝達することができる。
【００１７】
　前記移動局は、マルチセル環境でセルの縁部に位置することができる。
【００１８】
　本発明の一実施の様態に係るコラボラティブＭＩＭＯ通信システムにおいて、プリコー
ディングされた信号を送信する方法は、移動局からサービング基地局及び一つ以上の隣接
基地局に対するプリコーディング行列インデックス（PMI）を受信する段階と、該受信し
たプリコーディング行列インデックス（PMI）によるプリコーディング行列値のうち、各
基地局に割り当てられるアンテナ重みまたは前記プリコーディング行列の行インデックス
を、バックボーンネットワークを通じて該当の基地局に伝達する段階と、前記プリコーデ
ィング行列インデックス（PMI）に基づいて信号をプリコーディングする段階と、前記プ
リコーディングされた信号を前記移動局に送信する段階と、を含む。
【００１９】
　前記プリコーディング行列インデックス（PMI）は、チャネル品質情報（CQI）、ランク
情報のうち少なくとも一つと一緒にチャネル情報として送信されることができる。
【００２０】
　前記プリコーディング行列インデックス（PMI）は、前記サービング基地局及び一つ以
上の隣接基地局で共通して持っているコードブックを用いて決定されることができる。
【００２１】
　そして、上記方法は、前記移動局から受信される信号からチャネルを推定する段階と、
該推定されたチャネルに基づいてビームフォーミング用アンテナ重みを決定する段階と、
該決定されたアンテナ重みを前記プリコーディングされた信号に乗じる段階と、をさらに
含むことができる。
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【００２２】
　前記移動局は、マルチセル環境においてセルの縁部に位置することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、コラボラティブＭＩＭＯ通信システムにおいて、より效果的にプリコ
ーディングされた信号を受信することができる。
【００２４】
　マルチセル環境で多数の基地局で一つの移動局にデータ信号を伝送する時、閉ループ方
式で移動局からのプリコーディング行列情報を共有してプリコーディングを行うことがで
きる。これにより、移動局に伝送される信号間のユニタリー特性を保持することにより、
移動局での受信性能を高めることができる。
【００２５】
　なお、各基地局が多数のアンテナを用いるビームフォーミングを行うことによって、各
基地局が一つのアンテナを通じてデータを伝送することができる。これにより、移動局に
伝送される信号の強度を増幅させることができ、かつ、移動局に伝送される多数の基地局
信号間に発生しうる干渉を減らすことができる。
【００２６】
　本発明の更なる理解を提供するために添付される図面は、本発明の実施例を説明し、本
明細書と共に、本発明の原理を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】マルチセル環境でＭＩＭＯ方式を適用する通信システムにおける信号送受信方法
を説明するための図である。
【図２ａ】本発明の一実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信システ
ムにおける信号送受信方法を説明するための図である。
【図２ｂ】本発明の一実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信システ
ムにおける信号送受信方法を説明するための図である。
【図３】本発明の一実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信システム
における信号送受信方法を示すフローチャートである。
【図４ａ】本発明の一実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信システ
ムにおける信号送受信方法を説明するための図である。
【図４ｂ】本発明のその他の実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信
システムにおける信号送受信方法を説明するための図である。
【図５ａ】本発明のその他の実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信
システムにおける信号送受信方法を説明するための図である。
【図５ｂ】本発明のその他の実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信
システムにおける信号送受信方法を説明するための図である。
【図６】本発明のその他の実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信シ
ステムにおける信号送受信方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の好適な実施の形態を、添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。添付の
図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するため
のもので、本発明が実施されうる唯一の実施の形態を表すためのものではない。以下の詳
細な説明は、本発明の完全な理解を助けるために具体的な細部事項を含む。ただし、当業
者には、このような具体的な細部事項なしにも本発明を実施できることが理解される。例
えば、以下の説明では、一定用語を中心に説明するが、それらの用語に限定される必要は
なく、任意の用語で表される場合にも同一の意味を有することができる。
【００２９】
　場合によっては、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び／ま
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たは装置を省略することもでき、各構造及び／または装置の核心機能を中心に示すブロッ
ク図及び／またはフローチャートの形式で表すこともできる。また、本明細書全体におい
て同一の構成要素については同一の図面符号を使用して説明する。
【００３０】
　以下の実施例は、本発明の構成要素と特徴が所定の形態で結合したものである。各構成
要素または特徴は、別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しなければ
ならない。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態とすることも
できる。また、一部の構成要素及び／または特徴を結合して本発明の実施例を構成するこ
とも可能である。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更可能である。ある実施例
の一部構成や特徴は、他の実施例に含まれることもでき、他の実施例の対応する構成また
は特徴に取って代わることもできる。
【００３１】
　本発明の実施例において、記載は、基地局と移動局との間のデータ送受信関係からなる
。ここで、「基地局」は、移動局と直接的に通信を行うネットワークの終端ノード（term
inal node）としての意味を有する。本文書で基地局によって行われると説明された特定
動作は、場合によっては、基地局の上位ノード（upper node）によって行われることもで
きる。すなわち、基地局を含む多数のネットワークノード（network nodes）からなるネ
ットワークにおいて移動局との通信のために行われる様々な動作は、基地局または基地局
以外のネットワークノードによって行われることもできることは自明である。「基地局」
は、「固定局（fixed station）」、「ノードＢ（Node B）」、「eNode B（eNB）」、「
アクセスポイント（access point）」などの用語にすることもできる。また、「移動局（
mobile station）」は、「ユーザ装置（user equipment）」、「移動加入者局（mobile s
ubscriber station: MSS）」などの用語にすることもできる。
【００３２】
　マルチセル環境で通信している移動局、特に、各セルの縁部に位置する移動局の場合、
サービスが提供されるサービング基地局から送信される信号は、その強度が弱いとともに
、他の隣接した基地局から送信される信号により干渉の発生する確率が高い。したがって
、このようなセルの縁部に位置している移動局は、その通信環境を考慮して、以下に説明
するコラボラティブＭＩＭＯ（Collaborative MIMO）を通じてユーザの受信性能を高める
ことができる。
【００３３】
　図１は、マルチセル環境でコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用した通信システムにおけ
る信号送受信方法を説明するための図である。
【００３４】
　図１に示すＭＩＭＯ方式によると、ダイバーシティ（Diversity）、シングルユーザＭ
ＩＭＯ（Single-user MIMO）、マルチユーザＭＩＭＯ（Multi-user MIMO）を実現するた
めの単一セル単位でのＭＩＭＯの従来的な適用とは違い、マルチセル環境で複数の基地局
を用いてＭＩＭＯを適用することができる。
【００３５】
　図１を参照すると、ＭＳ１（１３）は、ＢＳ１（１０）及びＢＳ３（１２）から信号を
受信し、ＭＳ２（１４）は、ＢＳ１（１０）及びＢＳ２（１１）から信号を受信し、ＭＳ
３（１５）は、ＢＳ２（１１）及びＢＳ３（１２）から信号を受信することがわかる。そ
して、複数基地局から移動局に送信されるデータは、スケジューラー１６において、複数
基地局を考慮して構成され、バックボーンネットワーク１７を通じて各基地局に伝送され
る。
【００３６】
　この場合、各基地局から受信される信号は、互いに同一のデータであっても良く、異な
るデータであっても良い。各基地局から同一のデータを受信する場合にはダイバーシティ
利得を獲得することができ、各基地局から異なるデータを受信する場合には、データ伝送
速度、すなわち、データ処理量を高めることができる。



(7) JP 5129346 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

【００３７】
　移動局が、同一セル基地局のマルチアンテナを通じてシングルユーザＭＩＭＯまたはマ
ルチユーザＭＩＭＯにより受信性能を高めたのと類似の方法で、隣接した多数のセルに位
置する基地局から同一チャネルに対する信号を受信して、ダイバーシティ、シングルユー
ザＭＩＭＯまたはマルチユーザＭＩＭＯを具現することができる。特に、隣接セルから干
渉を受けやすいセルの縁部に位置する移動局は、このような状況を逆に利用して、隣接基
地局から同一チャネルに対する信号を受信し、ダイバーシティ、シングルユーザＭＩＭＯ
またはマルチユーザＭＩＭＯを具現することができる。
【００３８】
　多数の移動局または特定移動局に多数の独立したストリームが送信されるため、シング
ルユーザＭＩＭＯまたはマルチユーザＭＩＭＯを具現するためにコラボラティブＭＩＭＯ
方式を適用する時、多数の基地局が移動局からチャネル状態情報（Channel Status Infor
mation: CSI）を受信し、これを用いてチャネルを推定することができる。そして、この
ようなチャネル推定結果に基づいて各基地局で別々にアンテナ重みを生成し、プリコーデ
ィングを行い、プリコーディングされた信号を伝送することができる。
【００３９】
　しかし、この場合、各基地局は、移動局から受信したチャネル状態情報に基づいて推定
されたチャネル値を用いてプリコーディングベクトル値を独立して生成するため、プリコ
ーディングアンテナベクトルに該当する各基地局間の信号が、互いにユニタリー性質を有
しない場合がある。このように、複数の基地局で生成されるプリコーディングベクトル間
にユニタリー特性が維持されない場合は、最小弦距離（Minimum chordal distance）のよ
うなパラメータ値を最大化し難くなるため、一つの移動局に複数個のデータストリームを
伝送する通信システムにおいて受信性能が劣化する可能性がある。
【００４０】
　したがって、以下に説明する本発明の実施例では、コラボラティブＭＩＭＯ方式を適用
する通信システムにおける信号送受信方法を用いるに当たり、コードブックを用いた閉ル
ープ動作を通じて、複数の基地局でユニタリー特性を維持できる信号を送信できる方法を
提供する。
【００４１】
　図２ａと図２ｂは、本発明の一実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する
通信システムで信号を送受信する方法を説明するための図である。
【００４２】
　図２ａは、各基地局のランクが１の場合、多数の基地局を通じて特定移動局に一つのデ
ータストリームを同時に伝送する方法を示す図である。図２ａで、移動局２０のサービン
グ基地局（ＢＳ１）２１－１とＭ－１個の隣接基地局を含むＭ個の基地局は、移動局２０
にデータを伝送する。この時、サービング基地局２１－１乃至基地局（ＢＳＭ）２１－Ｍ
は、スケジューラー２５で受信された情報に基づいて構成され、バックボーンネットワー
ク２４を通じて伝送されたデータストリームｄを移動局２０に送信する。
【００４３】
　多数の基地局のうち、基地局２１－１を例として、データを伝送する各基地局の構成に
ついてより詳細に説明する。基地局２１－１は、データストリームｄをバックボーンネッ
トワーク２４を通じて受信した後、移動局２０に送信する前にデータストリームｄにプリ
コーディングを行う。プリコーディング行列生成部２２－１は、プリコーディングを行う
時に用いられる重み又はプリコーディング行列を生成する。
【００４４】
　この時、プリコーディング行列生成部２２－１は、コードブックを用いて重みまたはプ
リコーディング行列を生成することができる。例えば、移動局では、本実施例によってフ
ィードバック情報としてプリコーディング行列インデックス（PMI）を伝送し、プリコー
ディング行列生成部２２－１では、移動局２０からフィードバック情報として受信したプ
リコーディング行列インデックス（PMI）を用いてプリコーディング行列を生成すること
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ができる。
【００４５】
　そして、プリコーダ２３－１は、この生成された重みまたはプリコーディング行列をデ
ータストリームｄに乗じてプリコーディングを行う。そして、プリコーディングされた信
号を移動局２０に伝送する。
【００４６】
　本実施例によって、基地局、特に、サービング基地局２１－１が移動局２０からフィー
ドバック情報としてＰＭＩを受信する時、サービング基地局２１－１は、そのＰＭＩと同
様に、基地局２１－Ｍを含む隣接基地局に対するプリコーディング行列インデックスＰＭ
Ｉを受信することができ、これにより、各基地局はＰＭＩを用いてプリコーディング行列
を生成することができる。
【００４７】
　サービング基地局２１－１では、各基地局に対するプリコーディング行列インデックス
ＰＭＩをバックボーンネットワーク２４を通じて該当の基地局に伝達することができる。
ここで、バックボーンネットワーク２４は、複数の隣接した基地局間で、情報を送信／受
信する、及び共有するために定義された通信ネットワークでありうる。この時、スケジュ
ーラー２５がＰＭＩの送信を調整できる。
【００４８】
　さらに、スケジューラー２５は、各基地局で移動局から受信した信号を通じて獲得した
チャネル情報を、バックボーンネットワーク２４を通じて受信し、これを用いて該当の移
動局に伝送するデータを構成することができる。すなわち、チャネル情報には、上記のプ
リコーディング行列インデックス（ＰＭＩ）に加えて、チャネル品質情報（Channel Qual
ity Information: CQI）及びランク情報（Rank information）などを含むことができる。
そして、このようなチャネル情報を用いてスケジューラー２５では該当の移動局のチャネ
ル状態に最適のコーディング及び変調手法を選択し、これを適用して構成されたデータを
各基地局にバックボーンネットワーク２４を通じて伝達し、移動局に伝送されるようにす
ることができる。
【００４９】
　他の方法として、移動局では、サービング基地局及びバックボーンネットワーク２４を
介さずに、各隣接基地局から割り当てられたアップリンクチャネルを通じて直接各基地局
に、各基地局に対するプリコーディング行列インデックス（PMI）を送信することもでき
る。
【００５０】
　図２ｂは、各基地局のランクが１以上の場合、多数の基地局を通じて特定移動局に同一
のユーザデータを伝送する方法を示す図である。図２ｂの各構成は、図２ａで説明した動
作と同一の動作を行う。ただし、図２ａでは、各基地局別にいずれも一つのデータストリ
ームを伝送したが、図２ｂでは、各基地局が一つ以上のデータストリームを伝送する点が
異なる。
【００５１】
　図２ｂで、スケジューラー２５は、各基地局に対するランク情報を受信し、各基地局の
ランクによって基地局別データストリームを構成できる。例えば、図２ｂで、基地局ＢＳ

１のランクがＫ１の場合、Ｋ１個のデータストリームが構成されて基地局ＢＳ１に伝送さ
れることができる。そして、図２ｂで、基地局ＢＳＭのランクがＫＭの場合、ＫＭ個のデ
ータストリームが構成されて基地局ＢＳＭに伝送されることができる。
【００５２】
　図２ａ及び図２ｂで、さらに、各基地局に設けられたマルチアンテナを通じてダイバー
シティやＭＩＭＯを具現することもできる。なお、図２ｂに示すように、多数の基地局に
多数個のデータストリームを伝送することによって、より高い伝送速度を得ることができ
る。
【００５３】
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　下記の数学式１は、プリコーダ２３－１でデータストリームに、移動局から伝送された
プリコーディング行列インデックス（PMI）に基づくプリコーディング行列を乗じて生成
する送信信号の一例を表す。
【００５４】
【数１】

ここで、ｍは多数の基地局に割り当てられる基地局インデックスを表す。そして、Sm(t)
は基地局ＢＳｍで伝送される伝送信号を表し、Pmは基地局ＢＳｍのプリコーディング行列
生成部２２－ｍで生成されるプリコーディング行列を表し、d(t)は、スケジューラー２５
から受信する伝送データストリームを表す。
【００５５】
　等式１で、伝送データストリームの数がk（ここで、k=1,...,K）の時、Pmは、Pm=[Pm1,
　Pm2,..., Pmk]のように複数個の列で構成されることができ、これは、基地局ＢＳｍの
アンテナを通じて伝送される伝送データストリームに適用されるプリコーディング行列を
表す。全体伝送データストリーム数ｋ個に対するコードブック内のｋ個の列ベクトルで構
成されるプリコーディング行列は、次のように表現されることができる。
【００５６】

【数２】

【００５７】
　図３は、本発明の一実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信システ
ムにおける信号送受信方法を説明するためのフローチャートである。
【００５８】
　移動局では、まず、ステップＳ３０で、サービング基地局と一つ以上の隣接基地局から
信号を受信して、各基地局に対するチャネルを推定する。本実施例によれば、移動局、特
に、セルの縁部に位置している移動局は、サービング基地局だけでなく、隣接する基地局
に対するチャネルも推定できることが好ましい。
【００５９】
　そして、ステップＳ３１で、移動局は、各基地局に対して推定されたチャネル情報を用
いてコードブックで各基地局に対するプリコーディング行列インデックス（PMI）を決定
する。この時、各基地局に対するプリコーディング行列インデックス（PMI）をそれぞれ
決定して、複数のプリコーディング行列インデックス（PMI）を決定することができる。
そして、ステップＳ３２で決定された各基地局に対するプリコーディング行列インデック
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ス（PMI）をサービング基地局に伝送する。この時、各基地局に対するプリコーディング
行列インデックス（PMI）だけでなく、各基地局のチャネル情報として、チャネル品質情
報（CQI）、ランク情報なども一緒に伝送することができる。
【００６０】
　サービング基地局が、該サービング基地局に関するチャネル情報だけでなく、隣接基地
局に関するチャネル情報を移動局から受信すると、ステップＳ３３で、これをバックボー
ンネットワークを通じてスケジューラーに伝達し、スケジューラーはこれを該当の基地局
に伝送することができる。または、サービング基地局がバックボーンネットワークを通じ
て隣接基地局に各隣接基地局に関するチャネル情報を伝達することもできる。
【００６１】
　このように、チャネル情報、特に、プリコーディング行列インデックス（PMI）とラン
ク情報によって構成されたデータストリームを受信した各基地局では、ステップＳ３４－
１及びＳ３４－２で、プリコーディング行列をデータストリームに乗じることによってプ
リコーディングを行う。そして、各基地局は、ステップＳ３５－１及びＳ３５－２で、該
プリコーディングされたデータ信号を移動局に伝送する。
【００６２】
　図４は、本発明の一実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信システ
ムにおける信号送受信方法を説明するための図である。
【００６３】
　図４は、上記した本発明の一実施例によるコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信
システムにおける信号送受信方法において、各基地局別に多数のアンテナがさらに設けら
れる場合、ビームフォーミング手法を通じて各基地局を仮想アンテナとして具現して信号
を送信する方法を示す。
【００６４】
　以下では、図２ａで説明した構成及び動作については簡略に説明し、また、図２ａと同
様に、複数の基地局のうち基地局（ＢＳ１）４１－１を挙げて、本実施例によるビームフ
ォーミング手法と関連するビームフォーミング重み生成部４４－１～４４－Ｍ及びビーム
フォーミング部４５－１～４５－Ｍについてより具体的に説明する。
【００６５】
　図４ａは、ランクが１の場合、多数の基地局を通じて特定移動局に同一の一つのデータ
ストリームを伝送する方法を示す図である。上記の実施例で説明した通り、サービング基
地局（ＢＳ１）４１－１では、移動局からサービング基地局（ＢＳ１）４１－１と他の隣
接基地局の仮想アンテナに対するプリコーディングインデックス情報（PMI）、チャネル
品質情報（CQI）及びランク情報（Rank information）を受信し、これらをバックボーン
ネットワーク４６を通じて共有または伝達し、各基地局では、伝達されたプリコーディン
グ情報に基づいてプリコーディングを行うことができる。
【００６６】
　そして、本実施例によって各基地局に伝達されるプリコーディング行列情報は、同一の
コードブックから選択された一つのプリコーディング行列Ｐに対して各基地局別に割り当
てられる重みまたはプリコーディング行列の行インデックスとすることが好ましい。すな
わち、サービング基地局ＢＳ１及び隣接基地局は、該当の移動局に対して同一のコードブ
ックを使用し、移動局では各基地局を一つのアンテナと見なし、一つのプリコーディング
行列Ｐを決定してサービング基地局ＢＳ１に伝送する。そして、サービング基地局ＢＳ１

では、バックボーンネットワーク４６を通じて、プリコーディング行列Ｐのうち、各基地
局に対する重みｐや行インデックスを各基地局に伝達することができる。
【００６７】
　本実施例でも、移動局では、サービング基地局及びバックボーンネットワーク４６を介
さずに、各隣接基地局から割り当てられたアップリンクチャネルを通じて直接各基地局に
、該当の基地局に対するプリコーディング行列の重みまたはプリコーディング行列の行イ
ンデックスを送信することもできる。
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【００６８】
　この時、サービング基地局（ＢＳ１）４１－１のビームフォーミング重み生成部４４－
１では、該当の移動局に対するチャネルを推定し、その結果に基づいてビームフォーミン
グを行うための重みを生成する。この時、ビームフォーミング重み生成部４４－１は、移
動局から受信したチャネル状態情報を用いることができる。そして、ビームフォーミング
部４５－１では、ビームフォーミング重み生成部４４－１で生成された重みを、プリコー
ディングされた信号に乗じる。
【００６９】
　図４ｂは、ランクが２以上の場合、多数の基地局を用いてコラボラティブＭＩＭＯを行
う一例で、該当の移動局に同一の多数のデータストリームを伝送する方法を示す。すなわ
ち、図４ｂの各構成は、図４ａで説明した動作と同一の動作を行う。ただし、図４ａでは
各基地局で１個のデータストリームを伝送するが、図４ｂでは、基地局が複数個のデータ
ストリームを伝送し、この時、各基地局に設けられたマルチアンテナを通じてダイバーシ
ティやＭＩＭＯを具現して伝送できる点が異なる。
【００７０】
　下記の等式３は、本実施例によって移動局から伝送されたプリコーディング行列インデ
ックス（PMI）に基づくプリコーディング行列を乗じて生成されたデータストリームに、
ビームフォーミング手法を適用して信号を伝送する場合に、その送信信号の一例を表す。
【００７１】
【数３】

【００７２】
　そして、Ｐiは、コラボラティブＭＩＭＯを行うために決定されたプリコーディング行
列で、仮想アンテナVAiとして具現される各基地局に適用される重み、特に、決定された
プリコーディング行列の行成分を表し、下付き文字ｉは、コラボラティブＭＩＭＯを行う
ために決定されたプリコーディング行列で仮想アンテナとして具現される各基地局に適用
される重みと関連する行インデックスであり、仮想アンテナ当たり一つの行を割り当てる
ことによって、仮想アンテナと同一のインデックスを使用する例を表す。Ｄは、ランクが
ｋの場合、伝送される多重データストリームｄ１、ｄ２、...、ｄｋを表す。
【００７３】
　図２ａ及び図２ｂでは各基地局別にプリコーディング行列インデックスを使用したが、
図４ａ及び図４ｂの実施例では、あらゆる隣接基地局に対して同一のコードブックに対す
る同一のプリコーディング行列インデックスを使用する点が異なる。すなわち、図４ａ及
び図４ｂの実施例では、各基地局が一つの仮想アンテナとして具現されて、多数の仮想ア
ンテナに対して適用される一つのプリコーディング行列インデックスが決定され、各基地
局では、決定されたプリコーディング行列のうち、自身に該当する行ベクトル成分を重み
として乗じて移動局に伝送することができる。
【００７４】
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　このとき、各基地局でビームフォーミング手法を用いて仮想アンテナを具現して信号を
伝送する方法において、各基地局では、多数の仮想アンテナを具現して用いることができ
る。
【００７５】
　図５ａ及び図５ｂは、本発明の一実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用す
る通信システムにおける信号送受信方法を説明するための図である。
【００７６】
　図５ａ及び図５ｂは、上記の本発明の一実施例によるコラボラティブＭＩＭＯ方式を適
用する通信システムにおけるビームフォーミング手法を通じて仮想アンテナを具現して信
号を送受信する方法において、各基地局で多数の仮想アンテナを具現する場合を示す。
【００７７】
　この時、各基地局に設けられるアンテナアレイを一つのグループとして多数の仮想アン
テナを具現することもでき、アンテナグループ間の間隔が４λであるアンテナグループに
分けて多数の仮想アンテナを具現することもできる。
【００７８】
　図５ａ及び図５ｂの各構成は上述した通りであり、その詳細説明は省略する。ただし、
図５ａ及び図５ｂでは、多数の仮想アンテナを具現する場合、プリコーディング行列生成
部５２－１～５２－Ｍとビームフォーミング重み生成部５４－１～５４－Ｍで生成される
プリコーディング行列や重みの行列大きさまたは構成において変化がある。
【００７９】
　図５ａ及び図５ｂに示すように、一つの基地局、例えば、基地局ＢＳｍで多数の仮想ア
ンテナ、すなわち、VAｍ_１、VAｍ_２、...、VAｍ_iを使用する場合、基地局で送信され
る送信信号は、下記の等式４で表すことができる。
【００８０】
【数４】

【００８１】
　そして、図５ｂに示すように、ランクがｋ（ｋは、２以上）である場合、Ｄは、伝送さ
れる多重データストリームｄ１、ｄ２、...、ｄｋを表すことができる。また、この場合
にも、基地局ＢＳｍとして具現されるVAｍ_１、VAｍ_２、...、VAｍ_iの各仮想アンテナ
を通じて伝送されるデータストリーム数がｋ個の時、ｐｍ_iは、ｐｍ_i=[ｐｍ_i１, ｐｍ

_i２,...,ｐｍ_iK]のようにｋ個の列で構成されることができる。
【００８２】
　図６は、本発明の一実施例によってコラボラティブＭＩＭＯ方式を適用する通信システ
ムにおける信号送受信方法を説明するためのフローチャートである。
【００８３】
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　移動局では、まず、ステップＳ６０で、サービング基地局と一つ以上の隣接基地局から
ビームフォーミングによる信号を受信して、各基地局に対するチャネルを推定する。この
時、移動局が、マルチセル環境でセルの縁部に位置している移動局である場合、ビームフ
ォーミングによってより高い性能を得ることができる。本実施例によれば、移動局、特に
、セルの縁部に位置している移動局は、サービング基地局だけでなく、隣接する基地局に
対するチャネルまで推定できることが好ましい。
【００８４】
　そして、ステップＳ６１で、移動局は、各基地局に対して推定されたチャネル情報を用
いてコードブックから各基地局の仮想アンテナからなる仮想アンテナグループに対するプ
リコーディング行列インデックス（PMI）を決定する。そして、ステップＳ６２で、決定
されたコラボラティブＭＩＭＯを行う基地局の仮想アンテナグループに適用されるプリコ
ーディング行列インデックス（PMI）をサービング基地局に伝送する。この時、仮想アン
テナグループに対するプリコーディング行列インデックス（PMI）の他に、コラボラティ
ブＭＩＭＯのためのチャネル情報として、チャネル品質情報（CQI）、ランク情報（Rank 
Information）なども一緒に伝送するとができる。また、コラボラティブＭＩＭＯを行う
多数の隣接基地局で該当の移動局に対して同一のコードブックを使用することができ、各
基地局が一つのアンテナ、アンテナグループまたは仮想アンテナと見なされて、各基地局
では、一つのプリコーディング行列インデックス（PMI）で決定されるプリコーディング
行列の各行ベクトル成分でプリコーディングすることができる。
【００８５】
　以降、サービング基地局で、サービング基地局に関するチャネル情報だけでなく、隣接
基地局に関するチャネル情報を移動局から受信すると、ステップＳ６３で、それらの情報
をバックボーンネットワークを通じてスケジューラーに伝達し、スケジューラーがそれを
該当の基地局に伝送することができる。または、サービング基地局でバックボーンネット
ワークを通じて隣接基地局に、各隣接基地局に関するチャネル情報を伝達することもでき
る。
【００８６】
　本実施例では、各基地局は、ステップＳ６４－１及びステップＳ６４－２で、移動局か
ら受信された信号またはチャネル状態情報を用いて該当の移動局に対するチャネルを推定
する。そして、ステップＳ６５－１及びステップＳ６５－２で、チャネル推定結果に基づ
いてビームフォーミング用アンテナ重みを決定する。この時、アンテナ重みは、移動局の
位置及び他の基地局との関係を考慮して信号強度を最大にするとともに基地局との干渉を
最小化する値に決定することが好ましい。
【００８７】
　既にチャネル情報、特に、プリコーディング行列インデックス（PMI）による該当の仮
想アンテナのアンテナ重みまたはそのインデックスを受信した各基地局では、ステップＳ
６６－１及びステップＳ６６－２で、該当の仮想アンテナに割り当てられたアンテナ重み
をデータに乗じることでプリコーディングを行う。そして、各基地局は、ステップＳ６７
－１及びステップＳ６７－２で、既に決定されたビームフォーミング用アンテナ重みを適
用する。すなわち、プリコーディングされた信号にビームフォーミング用アンテナ重みを
乗じる。そして、ステップＳ６８－１及びステップＳ６８－２で、このプリコーディング
されたデータ信号を移動局に伝送する。
【００８８】
　上述したように、本実施例によれば、マルチセル環境で多数の基地局が一つの移動局に
対するデータ信号を伝送する時、閉ループ方式で移動局から伝送されるプリコーディング
行列情報を共有してプリコーディングを行うことによって、移動局に伝送される信号間の
ユニタリー特性を維持させ、移動局での受信性能を高めることができる。
【００８９】
　なお、本実施例のように、各基地局で多数のアンテナを用いるビームフォーミングを行
ってデータを伝送することによって、移動局に伝送される信号の強度を増幅させることが
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きる。
【００９０】
　特許請求の範囲において明示的な引用関係にない請求項を結合して実施例を構成したり
、出願後の補正により新しい請求項として含めたりすることができることは自明である。
【００９１】
　本発明による実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（firmwa
re）、ソフトウェアまたはそれらの結合などによって具現することができる。ハードウェ
アによる具現の場合、本発明の一実施例によるコラボラティブＭＩＭＯ通信システムで、
プリコーディングされた信号を受信する方法は、一つまたはそれ以上のASICs（applicati
on specific integrated circuits）、DSPs（digital signal processors）、DSPDs（dig
ital signal processing devices）、PLDs（programmable logic devices）、FPGAs（fie
ld programmable gate arrays）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
マイクロプロセッサなどによって具現されることができる。
【００９２】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例によるコラボラテ
ィブＭＩＭＯ通信システムで、プリコーディングされた信号を受信する方法は、以上で説
明された機能または動作を行うモジュール、手続き、関数などの形態で具現することがで
きる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶されて、プロセッサによって駆動さ
れることができる。メモリユニットは、プロセッサの内部または外部に設けられて、公知
の様々な手段によってプロセッサとデータを交換することができる。
【００９３】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴を逸脱しない範囲で、他の特定の形態に具体化で
きることは、当業者にとっては明らかである。よって、上記の詳細な説明は、いずれの面
においても制限的に解釈されてはならず、例示的なものとして考慮されなければならない
。本発明の範囲は、添付した請求項の合理的解釈によって定められるべきであり、本発明
の等価的範囲内におけるあらゆる変更は、本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、コラボラティブＭＩＭＯ通信システムにおいて使用される装置に適用するこ
とができる。
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