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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　ユーザー装置（ＵＥ）を第一のグループと第二のグループとを含む複数のグループに
類別し、第一の解釈に従って前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたチャネル
品質指標（ＣＱＩ）情報を解釈し、第二の解釈に従って前記第二のグループにおけるＵＥ
から受け取られたＣＱＩ情報を解釈するように構成されたプロセッサと、ここで、前記第
一のグループは、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために個々にスケジュールされる
べきＵＥを含み、前記第二のグループは、ＭＩＭＯ伝送のために一緒にスケジュールされ
得るＵＥを含む、
　　前記プロセッサに連結されたメモリーと
　を具備し、前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱ
Ｉ情報を、逐次干渉除去（ＳＩＣ）によって生成されているものとして解釈し、前記第二
のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、ＳＩＣなしで生成されているも
のとして解釈するように構成される、装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、
ノードＢにおける全伝送電力が選択された数のデータ・ストリームにわたって分配される
ことによって生成されているものとして解釈し、前記第二のグループにおけるＵＥから受
け取られたＣＱＩ情報を、前記全伝送電力が前記ノードＢによって送られる最大数のデー
タ・ストリームにわたって分配されることによって生成されているものとして解釈するよ
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うに構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、
一組の時間及び周波数資源上での単一のＵＥへのデータ伝送の仮定によって生成されてい
るものとして解釈するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記プロセッサは、前記第一のグループにおける単一のＵＥ、または前記第二のグルー
プにおける複数のＵＥを、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のためにスケジュールし、
前記単一のＵＥまたは複数のＵＥから受け取られた前記ＣＱＩ情報の解釈に基づいて、前
記スケジュールされた単一のＵＥまたは複数のＵＥへの前記ＭＩＭＯ伝送のための速度を
選択するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記プロセッサは、ＵＥから、前記ＵＥが属するグループを示す信号通信を受け取るよ
うに構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　　ユーザー装置（ＵＥ）を第一のグループと第二のグループとを含む複数のグループに
類別することと、
　　第一の解釈に従って前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたチャネル品質
指標（ＣＱＩ）情報を解釈することと、
　　第二の解釈に従って前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を
解釈することと
　を具備し、前記第一のグループは、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために個々に
スケジュールされるべきＵＥを含み、前記第二のグループは、ＭＩＭＯ伝送のために一緒
にスケジュールされ得るＵＥを含み、前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られた
ＣＱＩ情報を解釈することは、前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ
情報を、逐次干渉除去（ＳＩＣ）によって生成されているものとして解釈することを含み
、前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を解釈することは、前記
第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、ＳＩＣなしで生成されてい
るものとして解釈することを含む、方法。
【請求項７】
　前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を解釈することは、前記
第一のグループにおけるＵＥからの前記ＣＱＩ情報を、ノードＢにおける全伝送電力が選
択された数のデータ・ストリームにわたって分配されることによって生成されているもの
として解釈することを含み、前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情
報を解釈することは、前記第二のグループにおけるＵＥからの前記ＣＱＩ情報を、前記全
伝送電力が前記ノードＢによって送られる最大数のデータ・ストリームにわたって分配さ
れることによって生成されているものとして解釈することを含む、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　　前記第一のグループにおける単一のＵＥ、または前記第二のグループにおける複数の
ＵＥを、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のためにスケジュールすることと、
　　前記単一のＵＥのまたは複数のＵＥから受け取られた前記ＣＱＩ情報の解釈に基づい
て、前記スケジュールされた単一のＵＥまたは複数のＵＥへの前記ＭＩＭＯ伝送のための
速度を選択することと
　をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　　ユーザー装置（ＵＥ）を第一のグループと第二のグループとを含む複数のグループに
類別するための手段と、
　　第一の解釈に従って前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたチャネル品質
指標（ＣＱＩ）情報を解釈するための手段と、
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　　第二の解釈に従って前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を
解釈するための手段と
　を具備し、前記第一のグループは、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために個々に
スケジュールされるべきＵＥを含み、前記第二のグループは、ＭＩＭＯ伝送のために一緒
にスケジュールされ得るＵＥを含み、前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られた
ＣＱＩ情報を解釈するための手段は、前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られた
ＣＱＩ情報を、逐次干渉除去（ＳＩＣ）によって生成されているものとして解釈するため
の手段を含み、前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を解釈する
ための手段は、前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、ＳＩＣ
なしで生成されているものとして解釈するための手段を含む、装置。
【請求項１０】
　　前記第一のグループにおける単一のＵＥ、または前記第二のグループにおける複数の
ＵＥを、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のためにスケジュールするための手段と、
　　前記単一のＵＥまたは複数のＵＥから受け取られた前記ＣＱＩ情報の解釈に基づいて
、前記スケジュールされた単一のＵＥまたは複数のＵＥへの前記ＭＩＭＯ伝送のための速
度を選択するための手段と
　をさらに具備する、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　　ユーザー装置（ＵＥ）を第一のグループと第二のグループとを含む複数のグループに
類別するための第一の命令セットと、
　　第一の解釈に従って前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたチャネル品質
指標（ＣＱＩ）情報を解釈するための第二の命令セットと、
　　第二の解釈に従って前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を
解釈するための第三の命令セットと
　を含む命令を記憶し、前記第一のグループは、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のた
めに個々にスケジュールされるべきＵＥを含み、前記第二のグループは、ＭＩＭＯ伝送の
ために一緒にスケジュールされ得るＵＥを含み、前記第一のグループにおけるＵＥから受
け取られたＣＱＩ情報を解釈するための第二の命令セットは、前記第一のグループにおけ
るＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、逐次干渉除去（ＳＩＣ）によって生成されている
ものとして解釈するためのものであり、前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られ
たＣＱＩ情報を解釈するための第三の命令セットは、前記第二のグループにおけるＵＥか
ら受け取られたＣＱＩ情報を、ＳＩＣなしで生成されているものとして解釈するためのも
のである、コンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　　前記第一のグループにおける単一のＵＥ、または前記第二のグループにおける複数の
ＵＥを、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために選択するための第四の命令セットと
、
　　前記単一のＵＥまたは複数のＵＥから受け取られた前記ＣＱＩ情報の解釈に基づいて
、前記選択された単一のＵＥまたは複数のＵＥへの前記ＭＩＭＯ伝送のための速度を選択
するための第五の命令セットと
　をさらに含む、請求項１１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　　ユーザー装置（ＵＥ）を第一のグループと第二のグループとを含む複数のグループに
類別し、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために前記第一のグループから一度に単一
のＵＥを選択し、ＭＩＭＯ伝送のために前記第二のグループから一度に複数のＵＥを選択
するように構成されたプロセッサと、ここで、前記第一のグループは、多元入力多元出力
（ＭＩＭＯ）伝送のために個々にスケジュールされるべきＵＥを含み、前記第二のグルー
プは、ＭＩＭＯ伝送のために一緒にスケジュールされ得るＵＥを含む、
　　前記プロセッサに連結されたメモリーと
　を具備し、前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱ
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Ｉ情報を、逐次干渉除去（ＳＩＣ）によって生成されているものとして解釈し、前記第二
のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、ＳＩＣなしで生成されているも
のとして解釈するように構成される、装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記ＵＥにおけるアンテナの数とノードＢにおけるアンテナの数と
に基づいて、前記ＵＥの各々を前記第一のグループまたは前記第二のグループに置くよう
に構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、単一のアンテナを持つ各ＵＥを前記第二のグループに置くように構
成される、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、
　　少なくともＴ個のアンテナを用いる各ＵＥを前記第一のグループに置き、ここで、Ｔ
は、前記ノードＢにおけるアンテナの数である、
　　Ｔ個より少ないアンテナを用いる各ＵＥを前記第二のグループに置く
　ように構成される、請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、ノードＢにおける負荷に基づいて、前記ＵＥを前記複数のグループ
に類別するように構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、各ＵＥを、そのＵＥのデータ要求に基づいて類別するように構成さ
れる、請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、少なくとも一つのＵＥについての長期チャネル統計を決定し、前記
長期チャネル統計に基づいて、前記少なくとも一つのＵＥを類別するように構成される、
請求項１３に記載の装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、類別されるべきＵＥの数に基づいて、前記ＵＥを前記複数のグルー
プに類別するように構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＵＥは、セルまたはセクターにあり、前記プロセッサは、第一の条件に基づいて前
記第一のグループにおけるＵＥの全てを類別し、第二の条件に基づいて前記第二のグルー
プにおけるＵＥの全てを類別するように構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＵＥの類別は半静的である、請求項１３に記載の装置。
【請求項２３】
　前記プロセッサは、動作条件の変化を検出し、前記検出された動作条件の変化に基づい
て、前記ＵＥのうちの選択されたものを再類別するように構成される、請求項１３に記載
の装置。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、前記ＵＥが属するグループを搬送するために前記ＵＥへ信号通信を
送るように構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、フィードバック情報を前記ＵＥから受け取り、前記フィードバック
情報に基づいてＭＩＭＯ伝送のためにＵＥを選択するように構成される、請求項１３に記
載の装置。
【請求項２６】
　前記第二のグループにおける各ＵＥからの前記フィードバック情報は、一組の前符号化
マトリクスから選択された前符号化マトリクスを識別し、前記選択された前符号化マトリ
クスの少なくとも一つの列をさらに識別する、請求項２５に記載の装置。
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【請求項２７】
　前記プロセッサは、共通の前符号化マトリクスの異なる列を選択する複数のＵＥを前記
第二グループから選択し、前記共通の前符号化マトリクスを使用して、前記複数のＵＥに
ＭＩＭＯ伝送を送るように構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項２８】
　前記プロセッサは、異なる前符号化ベクトルを選択する複数のＵＥを前記第二グループ
から選択し、前記選択された前符号化ベクトルに基づいて得られた再構築前符号化マトリ
クスを使用して、前記複数のＵＥにＭＩＭＯ伝送を送るように構成される、請求項１３に
記載の装置。
【請求項２９】
　前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるＵＥに、そのＵＥによって選択された
前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を使用してＭＩＭＯ伝送を送るように構成され
る、請求項１３に記載の装置。
【請求項３０】
　　ユーザー装置（ＵＥ）を第一のグループと第二のグループとを含む複数のグループに
類別することと、
　　多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために、前記第一のグループから一度に単一の
ＵＥを選択することと、
　　ＭＩＭＯ伝送のために、前記第二のグループから一度に複数のＵＥを選択することと
　を含む方法であって、前記第一のグループは、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のた
めに個々にスケジュールされるべきＵＥを含み、前記第二のグループは、ＭＩＭＯ伝送の
ために一緒にスケジュールされ得るＵＥを含み、
　　前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、逐次干渉除去（Ｓ
ＩＣ）によって生成されているものとして解釈することと、
　　前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、ＳＩＣなしで生成
されているものとして解釈することと
　をさらに含む方法。
【請求項３１】
　前記ＵＥを類別することは、前記ＵＥにおけるアンテナの数とノードＢにおけるアンテ
ナの数とに基づいて、前記ＵＥの各々を前記第一のグループまたは前記第二のグループに
置くことを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ＵＥを類別することは、ノードＢにおける負荷、各ＵＥのデータ要求、長期チャネ
ル統計、類別されているＵＥの数、またはそれらの組合せに基づいて、前記ＵＥを前記複
数のグループに類別することを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記ＭＩＭＯ伝送のために第二のグループから一度に複数のＵＥを選択することは、共
通の前符号化マトリクスの異なる列を選択する複数のＵＥを前記第二のグループから選択
することを含み、前記方法は、前記共通の前符号化マトリクスを使用して、前記複数のＵ
ＥにＭＩＭＯ伝送を送ることをさらに含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記ＭＩＭＯ伝送のために第二のグループから一度に複数のＵＥを選択することは、異
なる前符号化ベクトルを選択する複数のＵＥを前記第二のグループから選択することを含
み、前記方法は、前記選択された前符号化ベクトルに基づいて得られた再構築前符号化ベ
クトルを使用して、前記複数のＵＥにＭＩＭＯ伝送を送ることをさらに含む、請求項３０
に記載の方法。
【請求項３５】
　　ユーザー装置（ＵＥ）を第一のグループと第二のグループとを含む複数のグループに
類別するための手段と、
　　多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために、前記第一のグループから一度に単一の
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ＵＥを選択するための手段と、
　　ＭＩＭＯ伝送のために、前記第二のグループから一度に複数のＵＥを選択するための
手段と
　を具備する装置であって、前記第一のグループは、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送
のために個々にスケジュールされるべきＵＥを含み、前記第二のグループは、ＭＩＭＯ伝
送のために一緒にスケジュールされ得るＵＥを含み、
　　前記第一のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、逐次干渉除去（Ｓ
ＩＣ）によって生成されているものとして解釈するための手段と、
　　前記第二のグループにおけるＵＥから受け取られたＣＱＩ情報を、ＳＩＣなしで生成
されているものとして解釈するための手段と
　をさらに具備する装置。
【請求項３６】
　前記ＵＥを類別するための手段は、前記ＵＥにおけるアンテナの数とノードＢにおける
アンテナの数とに基づいて、前記ＵＥの各々を前記第一のグループまたは前記第二のグル
ープに置くための手段を含む、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記ＭＩＭＯ伝送のために第二のグループから一度に複数のＵＥを選択するための手段
は、共通の前符号化マトリクスの異なる列を選択する複数のＵＥを前記第二のグループか
ら選択するための手段を含み、前記装置は、前記共通の前符号化マトリクスを使用して、
前記複数のＵＥにＭＩＭＯ伝送を送るための手段をさらに具備する、請求項３５に記載の
装置。
【請求項３８】
　前記ＭＩＭＯ伝送のために第二のグループから一度に複数のＵＥを選択するための手段
は、異なる前符号化ベクトルを選択する複数のＵＥを前記第二のグループから選択するた
めの手段を含み、前記装置は、前記選択された前符号化ベクトルに基づいて得られた再構
築前符号化ベクトルを使用して、前記複数のＵＥにＭＩＭＯ伝送を送るための手段をさら
に具備する、請求項３５に記載の装置。
【請求項３９】
　ユーザー装置（ＵＥ）であって、
　　　前記ＵＥが複数のグループの中の第一のグループに置かれた場合、第一の方法にお
いてチャネル品質指標（ＣＱＩ）情報を生成し、ここで、前記第一のグループは、多元入
力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために個々にスケジュールされるべきＵＥを含む、
　　　前記ＵＥが前記複数のグループの中の第二のグループに置かれた場合、第二の方法
においてＣＱＩ情報を生成する、ここで、前記第二のグループは、ＭＩＭＯ伝送のために
一緒にスケジュールされ得るＵＥを含む、
　　ように構成されたプロセッサと、
　　前記プロセッサに連結されたメモリーと
　を具備し、前記プロセッサは、前記ＵＥが前記第一のグループに置かれた場合、逐次干
渉除去（ＳＩＣ）によって前記ＣＱＩ情報を生成し、前記ＵＥが前記第二のグループに置
かれた場合、ＳＩＣなしで前記ＣＱＩ情報を生成するように構成される、ユーザー装置（
ＵＥ）。
【請求項４０】
　前記プロセッサは、前記ＵＥが前記第一のグループに置かれた場合、選択された数のデ
ータ・ストリームにわたってノードＢにおける全伝送電力を分配することによって前記Ｃ
ＱＩ情報を生成し、前記ＵＥが前記第二のグループに置かれた場合、前記ノードＢによっ
て送られる最大数のデータ・ストリームにわたって前記全伝送電力を分配することによっ
て前記ＣＱＩ情報を生成するように構成される、請求項３９に記載のＵＥ。
【請求項４１】
　前記プロセッサは、一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択し、前記
選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択し、前記選択された前符号化
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マトリクスと、前記選択された前符号化マトリクスの前記少なくとも一つの選択された列
と、前記ＣＱＩ情報とを含むフィードバック情報を送るように構成される、請求項３９に
記載のＵＥ。
【請求項４２】
　前記プロセッサは、前記ＵＥが前記第一のグループに置かれた場合、前符号化マトリク
スを前符号化マトリクスの第一の集合から選択し、前記ＵＥが前記第二のグループに置か
れた場合、前符号化マトリクスを前符号化マトリクスの第二の集合から選択するように構
成される、請求項３９に記載のＵＥ。
【請求項４３】
　前記プロセッサは、前記ＵＥが前記第一のグループに置かれた場合、前記ＵＥだけに送
られたＭＩＭＯ伝送を受け取り、前記ＵＥが前記第二のグループに置かれた場合、前記Ｕ
Ｅと少なくとも一つの他のＵＥとに送られたＭＩＭＯ伝送を受け取るように構成される、
請求項３９に記載のＵＥ。
【請求項４４】
　前記プロセッサは、前記ＵＥが前記第一のグループに置かれるか、または前記第二のグ
ループに置かれるかを示す信号通信を受け取るように構成される、請求項３９に記載のＵ
Ｅ。
【請求項４５】
　　ユーザー装置（ＵＥ）が複数のグループの中の第一のグループに置かれた場合、第一
の方法においてチャネル品質指標（ＣＱＩ）情報を生成することと、ここで、前記第一の
グループは、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために個々にスケジュールされるべき
ＵＥを含み、
　　前記ＵＥが前記複数のグループの中の第二のグループに置かれた場合、第二の方法に
おいてＣＱＩ情報を生成することと、ここで、前記第二のグループは、ＭＩＭＯ伝送のた
めに一緒にスケジュールされ得るＵＥを含む、
　を具備し、前記第一の方法においてＣＱＩ情報を生成することは、前記ＵＥが前記第一
のグループに置かれた場合、逐次干渉除去（ＳＩＣ）によって前記ＣＱＩ情報を生成する
ことを含み、前記第２の方法においてＣＱＩ情報を生成することは、前記ＵＥが前記第二
のグループに置かれた場合、ＳＩＣなしに前記ＣＱＩ情報を生成することを含む、方法。
【請求項４６】
　前記第一の方法においてＣＱＩ情報を生成することは、選択された数のデータ・ストリ
ームにわたってノードＢにおける全伝送電力を分配することによって、または逐次干渉除
去（ＳＩＣ）によって、または前記選択された数のデータ・ストリームにわたって前記全
伝送電力を分配することと前記ＳＩＣとの両方によって、前記ＣＱＩ情報を生成すること
を具備し、前記第２の方法においてＣＱＩ情報を生成することは、最大数のデータ・スト
リームにわたって前記全伝送電力を分配することによって、またはＳＩＣなしで、または
前記最大数のデータ・ストリームにわたって前記全伝送電力を分配することと前記ＳＩＣ
なしとの両方によって、前記ＣＱＩ情報を生成することを含む、請求項４５に記載の方法
。
【請求項４７】
　　一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択することと、
　　前記選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択することと、
　　前記選択された前符号化マトリクスと、前記選択された前符号化マトリクスの前記少
なくとも一つの選択された列と、前記ＣＱＩ情報とを含むフィードバック情報を送ること
と
　をさらに含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４８】
　　前記ＵＥが前記第一のグループに置かれた場合、前符号化マトリクスの第一の集合か
ら前符号化マトリクスを選択することと、
　　前記ＵＥが前記第二のグループに置かれた場合、前符号化マトリクスの第二の集合か



(8) JP 5497218 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

ら前符号化マトリクスを選択することと
　をさらに含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４９】
　　ユーザー装置（ＵＥ）が複数のグループの中の第一のグループに置かれた場合、第一
の方法においてチャネル品質指標（ＣＱＩ）情報を生成するための手段と、ここで、前記
第一のグループは、多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送のために個々にスケジュールされ
るべきＵＥを含む、
　　前記ＵＥが前記複数のグループの中の第二のグループに置かれた場合、第二の方法に
おいてＣＱＩ情報を生成するための手段と、ここで、前記第二のグループは、ＭＩＭＯ伝
送のために一緒にスケジュールされ得るＵＥを含む、
　を具備し、前記第一の方法においてＣＱＩ情報を生成するための手段は、前記ＵＥが前
記第一のグループに置かれた場合、逐次干渉除去（ＳＩＣ）によって前記ＣＱＩ情報を生
成するための手段を含み、前記第２の方法においてＣＱＩ情報を生成するための手段は、
前記ＵＥが前記第二のグループに置かれた場合、ＳＩＣなしに前記ＣＱＩ情報を生成する
ための手段を含む、装置。
【請求項５０】
　前記第一の方法においてＣＱＩ情報を生成するための手段は、選択された数のデータ・
ストリームにわたってノードＢにおける全伝送電力を分配することによって、または逐次
干渉除去（ＳＩＣ）によって、または前記選択された数のデータ・ストリームにわたって
前記全伝送電力を分配することと前記ＳＩＣとの両方によって、前記ＣＱＩ情報を生成す
るための手段を具備し、前記第二の方法においてＣＱＩ情報を生成するための手段は、最
大数のデータ・ストリームにわたって前記全伝送電力を分配することによって、またはＳ
ＩＣなしで、または前記最大数のデータ・ストリームにわたって前記全伝送電力を分配す
ることと前記ＳＩＣなしとの両方によって、前記ＣＱＩ情報を生成するための手段を含む
、請求項４９に記載の装置。
【請求項５１】
　　一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択するための手段と、
　　前記選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択するための手段と、
　　前記選択された前符号化マトリクスと、前記選択された前符号化マトリクスの前記少
なくとも一つの選択された列と、前記ＣＱＩ情報とを含むフィードバック情報を送るため
の手段と
　をさらに具備する、請求項４９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に通信に関係し、特に無線通信システムにおけるデータ伝送に関係する。
【０００２】
　本出願は２００６年３月２０日出願の「ＭＩＭＯにシステムにおいてアクセス端末をグ
ループ分けする方法（A Method of Grouping Access Terminals in a MIMO System）」と
題する米国特許出願第６０／７８４，３３７号、及び２００６年３月２０日出願の「ＭＩ
ＭＯにシステムにおいてＵＥをグループ分けする方法（A Method of Grouping UEs in a 
MIMO System）に対する優先権を主張するもので、両者はこの譲請人に譲渡され、そして
引例としてここに組込まれている。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは音声、パケット・データ、放送、メッセージ通信等といった様々な
通信サービスを行うために広く展開されている。これらのシステムは利用可能なシステム
資源、例えば、帯域幅及び伝送電力を共有することによって多数のユーザーのために通信
を支援することが可能な多元アクセス・システムである。そのような多元アクセス・シス
テムの例は符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元アクセス（ＴＤＭＡ
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）システム、周波数分割多元アクセス（ＦＤＭＡ）システム、及び直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤ
ＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　無線多元アクセス・システムはユーザー装置（user equipments：ＵＥ）と通信するこ
とができるノードＢ（或いは、基地局）を含む。各ＵＥは下り回線及び上り回線上の伝送
を介して一つ以上のノードＢと通信する。下り回線（または、順方向回線）はノードＢか
らＵＥへの通信回線を云い、そして上り回線（または、逆方向回線）はＵＥからノードＢ
への通信回線を云う。
【０００５】
　無線多元アクセス・システムは下り回線及び／または上り回線上の多元入力多元出力（
multiple-input multiple-output：ＭＩＭＯ）伝送を支援する。下り回線上で、ノードＢ
はノードＢの多元（Ｔ）送信アンテナからＭＩＭＯ伝送を一つ以上のＵＥの多元（Ｒ）受
信アンテナへ送る。Ｔ送信アンテナ及びＲ受信アンテナによって形成されたＭＩＭＯはＣ
個の空間のチャネルに分解される（但し、Ｃ≦ｍｉｎ{Ｔ，Ｒ}）。Ｃ個の各空間チャネル
は次元に対応する。性能の改善（例えば、高い処理能力及び／または大きな信頼性）は多
元送信アンテナ及び受信アンテナによって造られた追加次元数を利用することによって達
成される。
【０００６】
　従って、無線多元アクセス・システムにおいてＭＩＭＯ伝送を効率的に支援する技術に
関する当技術分野における必要性である。
【発明の概要】
【０００７】
　単一のＵＥまたはユーザーへの伝送、同様に多数のＵＥへの伝送を支援する技術がここ
に述べられる。一形態では、ＵＥは第一のグループ及び第二のグループを含む複数のグル
ープに類別される。第一のグループは個々にスケジュールされるＵＥを含む。第二のグル
ープは一緒にスケジュールされるＵＥを含む。ＵＥの類別は、例えば、ノードＢで装荷す
るＵＥにおけるアンテナの数及びノードＢにおけるアンテナの数、ＵＥのデータ要求、長
期チャネル統計、ＵＥの数等といった、様々な基準に基づいている。その類別は半静的で
ある。動作条件における変化が検出され、そしてＵＥは検出された変化に基づいて再類別
類される。単一のＵＥは、例えば、ある周波数資源上で、ＭＩＭＯ伝送のための第一のグ
ループの中から一度に選択される。多元ＵＥは、例えば、ある周波数資源上で、ＭＩＭＯ
伝送のための第二のグループの中から一度に選択される。ＭＩＭＯ伝送はＵＥによって選
択された、またはＵＥによって選択されたマトリクス及び／または列（columns）に基づ
いてノードＢによって再構築された前符号化（precoding）マトリクスの一以上の列を使
用して、例えば、ある周波数資源上で第一のグループにおける単一のＵＥまたは第二のグ
ループにおける多元ＵＥに送られる。
【０００８】
　別の形態では、チャネル品質指標（channel quality indicator：ＣＱＩ）情報はＵＥ
類別に基づいて解釈される。第一のグループにおけるＵＥから受取られたＣＱＩ情報は第
一の解釈に従って、例えば、選択されたデータ・ストリームの数に亘って分配されるノー
ドＢにおける全伝送電力に従って及び／またはＵＥによって使用される逐次干渉除去（su
ccessive interference cancellation：ＳＩＣ）に従って解釈される。第二のグループに
おけるＵＥから受取られたＣＱＩ情報は第二の解釈に従って、例えば、最大数のデータ・
ストリームに従って及び／またＳＩＣなしで解釈される。一つ以上のＵＥへのＭＩＭＯ伝
送の速度はＵＥから受取られたＣＱＩ情報の解釈に基づいて選択される。
【０００９】
　本開示の様々な形態及び特徴は下でさらに詳細に述べられる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】無線多元アクセス通信システムを示す。
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【図２】ノードＢ及び二つのＵＥのブロック図を示す。
【図３】ＵＥを類別し、そしてデータをＵＥに伝送するための手順を示す。
【図４】ＵＥを類別し、そしてデータをＵＥに伝送するための装置を示す。
【図５】ＵＥからのＣＱＩ情報を解釈するための手順を示す。
【図６】ＵＥからのＣＱＩ情報を解釈するための装置を示す。
【図７】ＵＥによって行われる手順を示す。
【図８】ＵＥのための装置を示す。
【詳細な説明】
【００１１】
　図１はノードＢ １１０と共に無線多元アクセス通信システム１００を示す。ノードＢ
は一般にＵＥと通信する固定局であり、そしてまた基地局、アクセス点、強化ノードＢ（
ｅＮｏｄｅ Ｂ）として引用される。各ノードＢ １１０は特定の地域に関する通信区域を
提供する。用語「セル」はその用語が使用される文脈に応じてノードＢ及び／またはその
通信区域を云う。システム容量を向上させるために、ノードＢ通信区域は多数の小さな領
域、例えば、三つの小さな領域に分割される。小さな各領域はそれぞれの基地送受信サブ
システム（base transceiver subsystem：ＢＴＳ）によるサービスを受ける。用語「セク
ター」はその用語が使用される文脈に応じてＢＴＳ及び／またはその通信区域を云う。セ
クター化セルについて、そのセルの全てのセクターに関するＢＴＳは一般的にそのセルの
ためのノードＢの中に共に位置する。
【００１２】
　ＵＥ １２０はシステムの至る所に分散される。ＵＥは静止または移動し、そしてまた
移動局（ＭＳ）、移動装置（ＭＥ）、アクセス端末（ＡＴ）、局（ＳＴＡ）等として引用
される。ＵＥはセルラー電話、携帯情報機器（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デバイス
、加入者ユニット等である。用語「ＵＥ」及び「ユーザー」は互換的に使用される。
【００１３】
　システム制御器１３０はノードＢ １１０に結合され、そしてこれらのノードＢに関す
る連携及び制御を行う。システム制御器１３０は単一のネットワーク実体またはネットワ
ーク実体の集合である。
【００１４】
　図２はシステム１００における一つのノードＢ １１０及び二つのＵＥ １２０ｘ及び１
２０ｙのブロック図を示す。ノードＢ １１０は多元（Ｔ＞１）アンテナ２３４ａ～２３
４ｔを装備している。ＵＥ １２０ｘは一つの（Ｒ＝１）アンテナ２５２ｘを装備してい
る。ＵＥ １２０ｙは多元（Ｒ＞１）アンテナ２５２ａ～２５２ｒを装備している。各ア
ンテナは物理的なアンテナまたはアンテナ・アレイである。簡単のために、図２は下り回
線上のデータ伝送及び上り回線上の信号通信伝送のための処理装置のみ示す。
【００１５】
　ノードＢ １１０において、送信（ＴＸ）データ・プロセッサ２２０はサービスされる
一以上のＵＥのためにデータ源２１２からトラヒック・データを受取る。プロセッサ２２
０はトラヒック・データを処理（例えば、フォーマット、符号化、インタリーブ、及びシ
ンボル写像）し、そしてデータ・シンボルを生成する。プロセッサ２２０はまたデータ・
シンボルを生成し、そしてパイロット・シンボルと多重化する。ここに使用されるように
、データ・シンボルはデータのシンボルであり、パイロット・シンボルはパイロットのシ
ンボルであり、そしてシンボルは一般的に複素値である。データ・シンボル及びパイロッ
ト・シンボルはＰＳＫまたはＱＡＭといった変調手法からの変調シンボルである。パイロ
ットはノードＢ及びＵＥの両方によって先験的に既知のデータである。
【００１６】
　ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２３０はデータ及びパイロット・シンボルに関して送信器空
間処理を行う。プロセッサ２３０は直接ＭＩＭＯ写像（mapping）、前符号化（precoding
）、ビーム形成（beamforming）、等々を行う。データ・シンボルは直接ＭＩＭＯ写像の
ために一つのアンテナから、或いは前符号化及びビーム形成のために多元アンテナから送
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られる。プロセッサ２３０はＴ出力シンボル・ストリームをＴ送信器（ＴＭＴＲ）２３２
ａ～２３２ｔへ提供する。各送信器２３２は出力チップを取得するために出力シンボルに
変調（例えば、ＯＦＤＭ、ＣＤＭＡ、等々）を行う。各送信器２３２はその出力チップを
さらに処理（例えば、アナログへの変換、フィルタ、増幅、高位変換）し、そして下り回
線信号を生成する。送信器２３２ａ～２３２ｔからのＴ下り回線信号はＴアンテナ２３４
ａ～２３４ｔから伝送される。
【００１７】
　各ＵＥ １２０において、一つのまたは多元アンテナ２５２はノードＢ １１０から下り
回線信号を受信する。各アンテナ２５２は受信信号をそれぞれの受信器（ＲＣＶＲ）２５
４に提供する。各受信器２５４は標本を取得するためにその受信信号を処理（例えば、フ
ィルタ、増幅、低位変換、及びディジタル化）する。各受信器２５４はまた受信シンボル
を取得するために標本に復調（例えば、ＯＦＤＭ、ＣＤＭＡ、等々）を実行する。
【００１８】
　単一アンテナＵＥ １２０ｘのために、データ検出器２６０ｘは受信シンボルに対して
データ検出（例えば、整合フィルタリングまたは等化）を行い、そしてデータ・シンボル
推定を行う。受信（ＲＸ）データ・プロセッサ２７０ｘはそこでデータ・シンボル推定を
処理（例えば、シンボル逆写像、逆インタリーブ、及び復号）し、そして復号データをデ
ータ・シンク２７２ｘへ提供する。多アンテナＵＥ １２０ｙのために、ＭＩＭＯ検出器
２６０ｙは受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を行い、そしてデータ・シンボル推定を行
う。ＲＸデータ・プロセッサ２７０ｙはそこでデータ・シンボル推定を処理し、そして復
号データをデータ・シンク２７２ｙへ提供する。
【００１９】
　ＵＥ １２０ｘ及び１２０ｙはノードＢ １１０にフィードバック情報を送り、それはデ
ータをＵＥにスケジュールし、且つ伝送するためにフィードバック情報を使用する。フィ
ードバック情報はまたチャネル状態情報（channel state information：ＣＳＩ）、回線
適応情報等として引用される。下で示すように、フィードバック情報は様々な形式の情報
を伝える。各ＵＥのために、ＴＸ信号通信プロセッサ２８４は制御器／プロセッサ２８０
からフィードバック情報を受取り、そして選択された信号通信手法に従ってフィードバッ
ク情報を処理する。処理された信号通信は一以上の送信器２５４によって調整され、そし
て一以上のアンテナ２５２を経由して伝送される。ノードＢ １１０において、ＵＥ １２
０ｘ及び１２０ｙからの上り回線信号はアンテナ２３４ａ～２３４ｔによって受信され、
受信器２３２ａ～２３２ｔによって処理され、そしてＵＥによって送られたフィードバッ
ク情報を再生するためにＲＸ信号通信プロセッサ２３６によってさらに処理される。スケ
ジューラ２４４は、例えば、受信フィードバック情報に基づいて、伝送についてＵＥをス
ケジュールする。制御器／プロセッサ２８０は受信フィードバック情報に基づいてスケジ
ュールされたＵＥへのデータ伝送を制御する。
【００２０】
　制御器／プロセッサ２４０、２８０ｘ及び２８０ｙはまたそれぞれノードＢ １１０そ
してＵＥ １２０ｘ及び１２０ｙにおける様々な処理ユニットの動作を制御する。メモリ
ー２４２、２８２ｘ及び２８２ｙはそれぞれノードＢ １１０そしてＵＥ １２０ｘ及び１
２０ｙに関するデータ及びプログラム・コードを記憶する。
【００２１】
　ノードＢは単一入力単一出力（ＳＩＳＯ）、単一入力多元出力（ＳＩＭＯ）、多元入力
単一出力（ＭＩＳＯ）、及び／または多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）伝送を支援する。単
一入力はデータ伝送のための一つの送信アンテナのことを云い、そして多元入力は多元送
信アンテナのことを云う。単一出力はデータ受信のための一つの受信アンテナのことを云
い、そして多元出力は多元受信アンテナのことを云う。下り回線について、多元受信アン
テナは一以上のＵＥのためのものである。ノードＢはまた単一ユーザーＭＩＭＯ（ＳＵ-
ＭＩＭＯ）及び多元ユーザーＭＩＭＯ（ＭＵ-ＭＩＭＯ）を支援する。ＳＵ-ＭＩＭＯは時
間及び周波数資源の或る集合上の単一ＵＥへのＭＩＭＯ伝送を云う。ＭＵ-ＭＩＭＯは時
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間及び周波数資源の或る集合上の多元ＵＥへのＭＩＭＯ伝送を云う。ＭＵ-ＭＩＭＯはま
た空間分割多元アクセス（ＳＤＭＡ）として引用される。ノードＢはいくつかの時間及び
周波数資源上の（例えば、いくつかの時間区間において）ＳＵ-ＭＩＭＯを使用してデー
タを伝送し、そしていくつかの他の時間及び周波数資源上の（例えば、いくつかの時間区
間において）ＭＵ-ＭＩＭＯを使用してデータを伝送する。ノードＢはまた空間-時間伝送
ダイバシティ（ＳＴＴＤ）、空間-周波数ダイバシティ（ＳＦＴＤ）、及び／または他の
伝送手法を支援する。
【００２２】
　ノードＢは直接的ＭＩＭＯ写像、前符号化、またはビーム形成を使用して一以上のＵＥ
にＭＩＭＯ伝送を送る。直接ＭＩＭＯ写像によって、各データ・ストリームは異なる送信
アンテナに写像される。前符号化によって、データ・ストリームは前符号化マトリクスに
よって乗算され、それから前符号化マトリクスによって形成された仮想アンテナ上で送ら
れる。各データ・ストリームは全てのＴ送信アンテナから送られる。前符号化は送られる
データ・ストリームの数に関係なく、各送信アンテナのための全体の送信電力がデータ伝
送のために使用されことを可能にする。前符号化はまた空間拡散、空間-時間スクランブ
ル、等々を含む。ビーム形成によって、データ・ストリームはビーム形成マトリクスと乗
算され、そして特定のＵＥの方へ導かれる。明確にするため、以下の記述はＳＵ-ＭＩＭ
Ｏ及びＭＵ-ＭＩＭＯの両者について前符号化の使用を仮定する。
【００２３】
　次のように、ノードＢは一以上のＵＥへのＭＩＭＯ伝送のために前符号化を行う：
　ｘ＝Ｐ ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（１）
但し、ｓはサービスされる一以上のＵＥに関するデータ・シンボルのＳ×１ベクトルであ
り、
　ＰはＴ×Ｓ前符号化マトリクスであり、そして
　ｘはノードＢによって送られる出力シンボルのＴ×１ベクトルである。
【００２４】
　Ｓはサービスされる全てのＵＥに同時に送られるデータ・ストリームの数である。Ｓは
ＳＵ-ＭＩＭＯについては１≦Ｓ≦ｍｉｎ{Ｔ，Ｒ} そしてＭＵ-ＭＩＭＯについては１≦
Ｓ≦Ｔとして与えられる。ベクトルｓにおける各データ・シンボルはマトリクスＰの対応
列によって乗算され、そしてＴ送信アンテナの全てまたは部分集合に写像される。ＳＵ-
ＭＩＭＯについて、前符号化は単一ＵＥに同時に送られるＳデータ・ストリームを空間的
に分割するために使用される。ＭＵ-ＭＩＭＯについて、前符号化は同時にサービスされ
る多元ＵＥを空間的に分割するために使用される。用語「前符号化」及び「ビーム形成」
は互換的に時々使用される。
【００２５】
　前符号化は様々な方法で支援される。一設計では、ノードＢは、例えば、いかにパイロ
ット・シンボルが送られるかに応じて、ＵＥに既知であるか、或いは未知である単一Ｔ×
Ｔ前符号化マトリクスを支援する。別の設計では、ノードＢはＵＥに既知である一組の（
例えば、２、４、８、１６、３２、６４、等々）Ｔ×Ｔ前符号化マトリクスを支援する。
この設計では、各ＵＥは前符号化マトリクスの集合からそのＵＥに良い特性を提供するこ
とができる前符号化マトリクスを選択し、そして選択された前符号化マトリクスをノード
Ｂに送る。ＰはサービスされるＵＥによって選択された前符号化マトリクスであり、そし
てＵＥによって選択されたマトリクス及び／または列に基づいてノードＢによって再構築
される。両方の設計について、各ＵＥは既知または選択された前符号化マトリクス（それ
は良好な特性を提供することができる）の一以上の特定の列を識別し、そして選択された
列をノードＢに送る。選択された列の集合はまたアンテナ部分集合として引用される。Ｓ
Ｕ-ＭＩＭＯについて、ＵＥは前符号化マトリクスのＳ列を選択する。ＭＵ-ＭＩＭＯにつ
いて、ＵＥは前符号化マトリクスのＬ列を選択する（但し、１≦Ｌ≦Ｓ）。ＳＵ-ＭＩＭ
Ｏ及びＭＵ-ＭＩＭＯの両者について、Ｐはサービスされる一以上のＵＥによって選択さ
れるか、ＵＥによって選択されたマトリクス及び／または列に基づいてノードＢによって
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再構築されるどちらかのＳ列を含む。ノードＢは一以上のデータ・ストリームを前符号化
マトリクスの一以上の列を使用して各ＵＥに送る。
【００２６】
　ＳＵ-ＭＩＭＯについて、ＭＩＭＯ伝送は単一ＵＥに送られる。このＵＥに関する受信
シンボルは以下のように表される：
　ｙ＝Ｈ Ｐ ｓ＋ｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（２）
但し、ＨはＵＥに関するＲ×Ｔチャネル応答マトリクスであり、
　　　ｙはＵＥに関する受信シンボルのＲ×１ベクトルであり、そして
　　　ｎはＲ×１雑音ベクトルである。
【００２７】
　ＭＵ-ＭＩＭＯについて、ＭＩＭＯ伝送は多元ＵＥに送られる。或るＵＥi に関する受
信シンボルは次のように表される：
　ｙi＝Ｈi Ｐi ｓi＋ｎi　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（３）
及び

【数１】

【００２８】
　但し、ｓi はＵＥi に関するデータ・シンボルのＬ×１ベクトルであり、
　Ｐi はＵＥi に関する前符号化マトリクスのＴ×Ｌ部分マトリクスであり、
　Ｈi はＵＥi に関するＲ×Ｔチャネル応答マトリクスであり、
　ｙi はＵＥi に関する受信シンボルのＲ×１ベクトルであり、そして
　ｎi はＵＥi に関する雑音ベクトルである。
【００２９】
　ＬはＵＥi に送られるデータ・ストリームの数である。同じ数もしくは異なる数のデー
タ・ストリームはＭＵ-ＭＩＭＯと同時にサービスされる多元ＵＥに送られる。Ｐi はＵ
Ｅi によって選択された前符号化マトリクスのＬ列を含み、そしてＰの部分マトリクスで
ある。ノードＢは同じ前符号化マトリクスの異なる列を選択する多元ＵＥにデータを送る
。代わりに、ノードＢはＵＥによって選択されたマトリクス及び／または列に基づいて再
構築前符号化マトリクス（ゼロ強制マトリクス（zero-forcing matrix））を使用して多
元ＵＥにデータを送る。式（４）に示したように、ＵＥi によって観測された雑音は他の
ＵＥに送られたデータ・ストリームからの干渉と同様に背景雑音ｎを含む。
【００３０】
　ＳＵ-ＭＩＭＯ及びＭＵ-ＭＩＭＯ両方について、ＵＥは線形最小平均二乗誤差（ＭＭＳ
Ｅ）、ゼロ強制（ＺＦ）、逐次干渉除去（ＳＩＣ）、等々といった様々なＭＩＭＯ検出技
術を使用してデータ・ストリームを再生し、それらは当技術分野において既知である。Ｓ
ＩＣは一つのデータ・ストリームを一度に再生し、各再生データ・ストリームによる干渉
を推定し、そして次のストリームを再生する前に干渉を相殺することを必要とする。ＳＩ
Ｃは後で再生されるデータ・ストリームの受信信号品質を改善する。ＳＵ-ＭＩＭＯにつ
いて、ＵＥはＭＩＭＯ伝送において送られた全てのＳデータ・ストリームについてＳＩＣ
を実行することができる。ＭＵ-ＭＩＭＯについて、ＵＥはそのＵＥに送られたＬデータ
・ストリームのみについてＳＩＣを実行することができる。ＭＵ-ＭＩＭＯ ＵＥは一般的
に他のＵＥに送られたデータ・ストリームを再生することができず、そしてこれらのデー
タ・ストリームによる干渉を推定し、且つ相殺することができないであろう。ＭＵ-ＭＩ
ＭＯ ＵＥは従って、（ａ）そのＬデータ・ストリームを再生するためにＭＭＳＥ検出、
または（ｂ）そのＵＥについてＬデータ・ストリームからの干渉を抑制するためにＳＩＣ
、及び他のＵＥについてＳ－Ｌデータ・ストリームからの干渉を抑制するためにＭＭＳＥ
検出を実行する。
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　ＵＥはノードＢにフィードバック情報を送る。フィードバック情報は下記を含む：
・選択された前符号化マトリクス、
・選択された前符号化マトリクスの一以上の選択された列、及び
・全てのデータ・ストリームに関するＣＱＩ情報。
【００３２】
　ＣＱＩ情報は各データ・ストリームに関する受信信号品質または速度（rate）、全ての
データ・ストリームに関する速度のベクトル、及び／または他の情報を搬送する。受信信
号品質は信号対雑音比（ＳＮＲ）、信号対干渉及び雑音比（ＳＩＮＲ）、キャリア対干渉
比（Ｃ／Ｉ）、等々によって定量化される。下記の説明では、ＳＮＲは受信信号品質を表
すために使用される。データ・ストリームのＳＮＲはそのデータ・ストリームに関する速
度（rate）を選択するために使用される。速度はデータ・ストリームについて使用するた
めに符号化手法もしくは符号速度、変調手法、伝送手法、データ速度、等々を示す。速度
はまた変調及び符号化手法（ＭＣＳ）と呼ばれる。
【００３３】
　フィードバック情報によってノードＢは下り回線上で変動するチャネル条件にＭＩＭＯ
伝送を適応させることが可能となる。ＳＵ-ＭＩＭＯに関するフィードバック情報はまた
ＭＵ-ＭＩＭＯに関するフィードバック情報と同じであるか、もしくは異なる。例えば、
前符号化がＳＵ-ＭＩＭＯについて行われないならば、選択された前符号化マトリクスま
たは一以上の選択された列を送り返す必要はない。別の例として、単一前符号化マトリク
スはＳＵ-ＭＩＭＯについて使用され、一方、一組の前符号化マトリクスはＭＵ-ＭＩＭＯ
について使用される。この場合には、ＳＵ-ＭＩＭＯについて選択された符号化マトリク
スを送り返す必要はない。もう一つの例では、ＳＵ-ＭＩＭＯに利用可能な前符号化マト
リクスの数はＭＵ-ＭＩＭＯに利用可能な前符号化マトリクスの数より小さい。もう一つ
の例では、単一前符号化ベクトルはＭＵ-ＭＩＭＯについて使用され、一方、前符号化マ
トリクス多元列ベクトルはＳＵ-ＭＩＭＯについて使用される。この場合には、ＭＵ-ＭＩ
ＭＯに関する上り回線ＣＱＩオーバーヘッドはＳＵ-ＭＩＭＯに関する上り回線ＣＱＩオ
ーバーヘッドより少ない。一般に、ＳＵ-ＭＩＭＯに関する上り回線前符号化オーバーヘ
ッドはＭＵ-ＭＩＭＯに関する上り回線前符号化オーバーヘッドと同じか、少ないか、或
いは多分大きい。
【００３４】
　ノードＢは各データ・ストリームについて使用される速度／ＭＣＳを示すために信号通
信を送る。信号通信はまた伝送に使用される前符号化マトリクスを示す。パイロットがデ
ータと同じように前符号化されないならば、ノードＢは前符号化マトリクスを搬送し、そ
してＵＥは前符号化マトリクスを適用することによって前符号化ＭＩＭＯチャネル応答推
定を取得する。代りに、パイロットはデータと同じように前符号化され、その場合には伝
送に使用される前符号化マトリクスを搬送する必要はない。
【００３５】
　表１はノードＢにおける送信アンテナの数及びＵＥにおける受信アンテナの数に基づい
てノードＢによってＵＥに送られる異なる形式の伝送の一覧である。一つの送信アンテナ
を持つか、またはＴ＝１の場合について、ノードＢは、（ａ）ＵＥが一つの受信アンテナ
を持つならばＳＩＳＯ伝送、或いは（ｂ）ＵＥが多元受信アンテナを持つならばＳＩＭＯ
伝送を送る。多元送信アンテナを持つか、またはＴ≧２の場合について、ノードＢは、（
ａ）ＳＵ-ＭＩＭＯ（Ｒ＝１のときはＳＵ-ＭＩＳＯ）を使用してまさにこのＵＥにＭＩＭ
Ｏ伝送、または（ｂ）ＭＵ-ＭＩＭＯを使用してこのＵＥ及び多数のＵＥにＭＩＭＯ伝送
を送る。
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【表１】

【００３６】
　ＳＵ-ＭＩＳＯ及びＭＵ-ＭＩＭＯはデータ伝送及び受信に関していくつかの異なる特性
を持つ。表２はＳＵ-ＭＩＭＯとＭＵ-ＭＩＭＯとの間のいくつかの差異の一覧である。表
２では、ＴはノードＢにおける送信アンテナの数であり、ＲはＵＥにおける受信アンテナ
の数であり、そしてＭは全てのＵＥに関するデータ・ストリームの最大数である。
【表２】

【００３７】
　ＳＵ-ＭＩＭＯについて、データは一つのＵＥのみに送られ、そしてデータ・ストリー
ムの最大数（Ｍ）はＴ及びＲの小さな方に等しい。たとえＲ≧Ｔで、ＭＩＭＯチャネルが
階数（rank）不足であっても、Ｍデータ・ストリームに使用される最高速度はスケジュー
ルされたＵＥに関するＭＩＭＯチャネルの空間チャネル（または固有値）によって決定さ
れる。ＳＵ-ＭＩＭＯの主な目標（goal）はサービスされるＵＥについてピーク速度を増
大することである。
【００３８】
　ＭＵ-ＭＩＭＯについて、全てのスケジュールされたＵＥに関するデータ・ストリーム
の最大数はＴに等しい。従って、Ｔ＞Ｒのとき、多くのデータ・ストリームはＳＵ-ＭＩ
ＭＯよりもＭＵ-ＭＩＭＯによって送られる。さらに、データ・ストリームはスケジュー
ルされた各ＵＥについて良好な空間チャネル上で送られ、そしてより高い速度がこれらの
データ・ストリームについて使用される。その上、空間ダイバシティが伝送のために空間
的に互換性があるＵＥをスケジュールするために利用される。信号通信オーバーヘッドが
考慮されないならば、ＭＵ-ＭＩＭＯに関する全体の処理能力またはセクター容量はＳＵ-
ＭＩＭＯに関するセクター容量に対する上限を表す。ＭＵ-ＭＩＭＯの主な目標はセクタ
ー容量を増大させることである。
【００３９】
　ＳＵ-ＭＩＭＯについて、ＵＥはＭＩＭＯチャネル応答を推定し、使用することができ
る異なる前符号化マトリクスを評価し、ＵＥに送るべきデータ・ストリーム（Ｓ）のチャ
ネル階数または数を決定し、そしてフィードバック情報をノードＢへ送る。フィードバッ
ク情報は選択された前符号化マトリクス、選択された前符号化マトリクスの特定のＳ列、
各データ・ストリームに関するＳＮＲまたは速度、及び／または他の情報を搬送する。ノ
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ードＢは選択された前符号化マトリクスの特定のＳ列を使用して、そしてフィードバック
情報によって示されたＳ速度でＳデータ・ストリームをＵＥへ送る。
【００４０】
　ＭＵ-ＭＩＭＯについて、ＵＥはそのＭＩＭＯまたはＭＩＳＯチャネル応答を推定し、
使用することができる異なる前符号化マトリクスを評価し、そしてフィードバック情報を
ノードＢへ送る。フィードバック情報は選択された前符号化マトリクス、選択された前符
号化マトリクスの一以上の特定の列、各データ・ストリームに関するＳＮＲまたは速度、
及び／または他の情報を搬送する。通報すべき列の数は、例えば、ＵＥにおけるアンテナ
の数によって、または所定の値（例えば、１）に決定される。ノードＢは異なるＵＥ、例
えば、同じ前符号化マトリクスの異なる列を選択するＵＥ、または相互に低い相関値を持
つ列ベクトルを選択するＵＥから受取られたフィードバック情報に基づいて空間的に分離
可能なＵＥを選択する。ノードＢはそれから選択された前符号化マトリクスまたは再構築
されたＳ列ベクトル（ゼロ強制前符号化ベクトルのような）を使用して、そしてフィード
バック情報によって示されたＳ速度でＳデータ・ストリームをこれらのＵＥに送る。
【００４１】
　データ・ストリームのＳＮＲは、（ａ）データ・ストリームに使用される伝送電力の量
、及び（ｂ）データ・ストリームを再生するためにＵＥによって使用されるＭＩＭＯ検出
技術に依存する。或るＭＩＭＯ伝送について、異なるＳＮＲがＭＭＳＥ、ゼロ強制、及び
ＳＩＣ技術によって達成される。ＳＵ-ＭＩＭＯ ＵＥは階数（rank）選択を行い、そして
そのＵＥについて処理能力を最大にするであろうＳデータ・ストリームを選択する。階数
選択はノードＢにおける全体の伝送電力がＳデータ・ストリームに亘って均等に分配され
ることを仮定する。ＳＵ-ＭＩＭＯ ＵＥはまたＳＩＣを使用し、そして後で再生されるデ
ータ・ストリームについてより高いＳＮＲを達成することができる。ＳＵ-ＭＩＭＯ ＵＥ
によって通報されたＳＮＲまたは速度はこのように階数選択及び／またはＳＩＣから便益
を得る。ＭＵ-ＭＩＭＯ ＵＥはノードＢにおける全体の伝送電力がＴデータ・ストリーム
に亘って均等に分配されることを仮定する。
【００４２】
　ＭＵ-ＭＩＭＯ ＵＥはそのＵＥに送られたＬデータ・ストリームのみについてＳＩＣを
使用することができる。ＭＵ-ＭＩＭＯ ＵＥによって通報されたＳＮＲ及び速度は階数選
択から便益を受けず、そしてあったとしても、ＳＩＣから部分的に便益を得る。
【００４３】
　一般に、ＳＵ-ＭＩＭＯ ＵＥはデータが時間及び周波数資源の或る集合でそのＵＥにの
み送られるという仮定によってＣＱＩ情報を生成する。ＣＱＩ情報を生成する際、ＳＵ-
ＭＩＭＯ ＵＥは階数選択、ＳＩＣ、または単一ＵＥへの伝送に頼る他の技術を使用する
。ＭＵ-ＭＩＭＯ ＵＥはデータが時間及び周波数資源の同じ集合上の他のＵＥと同様にそ
のＵＥに送られるであろうという仮定によってＣＱＩ情報を生成する。ＣＱＩ情報を生成
する際、ＭＵ-ＭＩＭＯ ＵＥは一つのＵＥへの伝送に頼る技術（例えば、階層選択、ＳＩ
Ｃ、等々）を回避する。
【００４４】
　ＳＵ-ＭＩＭＯ及びＭＵ-ＭＩＭＯが同時に支援されるとき、ＵＥから受取られるＣＱＩ
情報を解釈するのに曖昧性がある。ＣＱＩ情報はＵＥによって使用される仮定及びＭＩＭ
Ｏ検出技術に依存する。例えば、階数選択及びＳＩＣによってＵＥにより計算されたＳＮ
Ｒは階数選択またはＳＩＣなしでＵＥによって計算されたＳＮＲから非常に変化する。良
好な性能はデータ・ストリームが再生できるようにノードＢが適切な速度でデータを伝送
するとき達成される。ＵＥがＳＵ-ＭＩＭＯ（例えば、階層選択及びＳＩＣによって）を
仮定してＳＮＲを計算するならば、そしてノードＢがＭＵ-ＭＩＭＯを使用してデータを
このＵＥに伝送するならば、データ・ストリームに使用される速度はあまりにも高くなり
、そして過度のパケット誤りが生じる。逆に、ＵＥがＭＵ-ＭＩＭＯ（例えば、階層選択
及びＳＩＣなしで）を仮定してＳＮＲを計算するならば、そしてノードＢがＳＵ-ＭＩＭ
Ｏを使用してデータをこのＵＥに伝送するならば、データ・ストリームに使用される速度
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【００４５】
　一形態では、ＵＥはＳＵ-ＭＩＭＯグループとＭＵ-ＭＩＭＯグループに分割される。各
ＵＥはＳＵ-ＭＩＭＯグループかＭＵ-ＭＩＭＯグループのいずれかに置かれる。或るシナ
リオでは、セルまたはセクターにおける全てのＵＥはある時にはＳＵ-ＭＩＭＯグループ
に、そして別の時にはＭＵ-ＭＩＭＯグループに置かれる。ノードＢは時間及び周波数資
源の或る集合上のＳＵ-ＭＩＭＯグループにおけるただ一つのＵＥにサービスする。ノー
ドＢは時間及び周波数資源の或る集合上のＭＵ-ＭＩＭＯグループにおける多元ＵＥにサ
ービスする。
【００４６】
　ＵＥのグループへの類別は様々な基準に基づく。ＵＥは送信アンテナの数（Ｔ）及び受
信アンテナの数（Ｒ）に基づいて類別される。例えば、ノードＢが四つの送信アンテナを
持つならば、四つ（二つ）の送信アンテナを持つＵＥはＳＵ-ＭＩＭＯグループに置かれ
、そして一つ（二つ）の受信アンテナを持つＵＥはＭＵ-ＭＩＭＯグループに置かれる。
Ｔより少ないアンテナを持つＵＥはノードＢが最大Ｒデータ・ストリームをこのＵＥに伝
送し、そしてＴ－Ｒデータ・ストリームを他のＵＥに伝送することができるようにＭＵ-
ＭＩＭＯグループに置かれる。
【００４７】
　ＵＥはまたそれらのデータ要求に基づいて類別される。高いピーク速度を必要とするか
、もしくは多量の突発データを持つＵＥはＳＵ-ＭＩＭＯグループに置かれる。低い連続
データ（例えば、音声）または遅延耐性データ（例えば、バックグラウンド・ダウンロー
ド）を持つＵＥはＭＵ-ＭＩＭＯグループに置かれる。
【００４８】
　ＵＥはまたセクターにおけるＵＥの数及びセクター負荷に基づいて類別される。例えば
、少数のＵＥのみが存在するとき、全てまたは多くのＵＥはＳＵ-ＭＩＭＯグループに置
かれる。逆に、多数のＵＥが存在するとき、全てまたは多くのＵＥはＭＵ-ＭＩＭＯグル
ープに置かれる。セクターの負荷が軽いとき、より多くのＵＥはＳＵ-ＭＩＭＯグループ
に置かれる。逆に、セクターがより大きく負荷されるとき、より多くのＵＥはＭＵ-ＭＩ
ＭＯグループに置かれる。
【００４９】
　ＵＥはまたセクター目標に基づいて類別される。セクター容量はより多くのＵＥをＭＵ
-ＭＩＭＯグループに置くことによって改善される。しかしながら、ＵＥのサービス要求
の品質（ＱｏＳ）を満たすために、或るＵＥはＭＵ-ＭＩＭＯグループに置かれ、そして
他のＵＥはＳＵ-ＭＩＭＯグループに置かれる。
【００５０】
　表３は上で述べた基準に関するいくつかの例の類別規則を示す。一般に、ＵＥはある基
準または基準のある組合せに基づいて類別される。類別規則は静的であるか、もしくは時
間によって、例えば、セクターにおける変更によって、変化する。
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【表３】

【００５１】
　一つの特別設計では、ＵＥは送信／受信（Ｔｘ／Ｒｘ）構成だけに基づいて類別され、
それはノードＢにおける送信アンテナの数及びＵＥにおける受信アンテナの数を参照する
。表４はＴｘ／Ｒｘ構成だけに基づく特別な類別を示す。

【表４】

【００５２】
　Ｔｘ／Ｒｘ構成は或るＵＥに関するＴ送信アンテナ及びＲ受信アンテナを意味する。
【００５３】
表４における六つの構成は次のように支援される：
・２×１構成　二つのＵＥがＵＥ当たり一つのデータ・ストリームによって支援される、
・２×２構成　一つのＵＥがこのＵＥについて二つのデータ・ストリームによって支援さ
れる、
・２×４構成　一つのＵＥがこのＵＥについて二つのデータ・ストリームによって支援さ
れる、
・４×１構成　四つのＵＥがＵＥ当たり一つのデータ・ストリームによって支援される、
・４×２構成　二つのＵＥがＵＥ当たり一つのデ-タ・ストリ-ムによって支援される、そ
して
・４×４構成　一つのＵＥがこのＵＥについて四つのデータ・ストリームによって支援さ
れる。
【００５４】
　ＵＥの類別は半静的であり、仮にあったとしても、まれにしか変化しない。ＵＥは別の
ノードＢ等からのハンドオーバーに関して、呼出の開始に類別される。ＵＥはＵＥが信号
通信を通して属するグループを通告され、それは高位層、同報チャネル等を介して送られ
る。代りに、半静的なグループ変更はまた物理的もしくはＭＡＣ層指標を介してＵＥとノ
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ードＢとの間で通信される。類別はＵＥ選択、ＵＥ要求、ＵＥに関するチャネル条件また
は長期チャネル統計、ＵＥ集団、セクター負荷、全体のセクター条件、等々に応じて半静
的な方法で変化する。例えば、より多くのＵＥが存在し、且つ／またはセクター負荷が増
加するならば、いくつかのＵＥまたは全てのＵＥはＳＵ-ＭＩＭＯグループからＭＵ-ＭＩ
ＭＯグループへ移動される。別の例として、性能がＵＥについて時間とともに劣化するな
らば、このＵＥはＭＵ-ＭＩＭＯグループからＳＵ-ＭＩＭＯグループへ切替えられる。Ｕ
Ｅはそれらが属するグループにおける変更を通告される。
【００５５】
　ノードＢは定期的に動作条件を評価し、そしてグループへあらゆる必要な調整を行う。
代りに、もしくはその上に、適切であるとき、例えば、新しいＵＥが追加されるとき、既
存のＵＥが中止するとき、データ要求及び／または条件が変るとき、等々、ノードＢはグ
ループを評価する。一つのグループから別のグループへの変更は一般的にフレームごとで
はないが、むしろ一般にあまり頻繁ではない。フレームの長さは一般的にシステムに依存
し、そして１ミリ秒（ｍｓ）、１０ｍｓ、またはいくつかの他の値である。
【００５６】
　ノードＢに関するスケジューラはＵＥからフィードバック情報を受取り、そして受取っ
たフィードバック情報に基づいて下り回線伝送にＵＥをスケジュールする。各スケジュー
ル区間において、スケジューラはＳＵ-ＭＩＭＯについて異なるＵＥを、そしてＭＵ-ＭＩ
ＭＯについて異なる組合せのＵＥを評価する。スケジューラは異なるＳＵ-ＭＩＭＯ ＵＥ
及び異なる組合せのＭＵ-ＭＩＭＯ ＵＥについて達成可能な処理能力（throughputs）を
決定する。スケジューラはセクター容量（それはＭＵ-ＭＩＭＯに有利である）、高いピ
ーク処理能力（それはＳＵ-ＭＩＭＯに有利である）、データ要求、ＱｏＳ要求、セクタ
ー負荷、等々といった様々な要素に基づいてＳＵ-ＭＩＭＯによって単一ＵＥを、そして
ＭＵ-ＭＩＭＯによって多元ＵＥをスケジュールすることを決定する。いくつかのこれら
の要素（例えば、セクター負荷）は時間によって変り、そして一日の異なる時間について
異なる。それ故、スケジュール決定は内在する要素に基づいて従って変化する。
【００５７】
　ＵＥのグループへの類別は様々な利点を提供する。第一に、スケジュールはＵＥをグル
ープへ類別することによって単純化される。例えば、スケジューラは他のＵＥと組合せて
ＳＵ-ＭＩＭＯ ＵＥを評価する必要がないであろう。第二に、ＣＱＩ情報を解釈する際の
曖昧性が回避される。ノードＢはＵＥが属するグループに適用可能な解釈規則に従って各
ＵＥに関するＣＱＩ情報を解釈する。例えば、ノードＢは階層選択及びＳＩＣによって生
成されるとしてＳＵ-ＭＩＭＯグループにおけるＵＥから受取ったＣＱＩ情報を解釈する
。ノードＢは階層選択またはＳＩＣなしで生成されるとしてＭＵ-ＭＩＭＯグループにお
けるＵＥから受取ったＣＱＩ情報を解釈する。ＵＥのＳＵ-ＭＩＭＯ及びＭＵ-ＭＩＭＯグ
ループへの類別はＳＵ-ＭＩＭＯ及びＭＵ-ＭＩＭＯについて独立した設計及び前符号化の
動作が性能を改善することを可能にする。ＳＵ-ＭＩＭＯ ＵＥは一つの集合から前符号化
マトリクス及び列ベクトルを選択し、一方、ＭＵ-ＭＩＭＯ ＵＥは別の集合から前符号化
マトリクス及び列ベクトルを選択する。利用可能な前符号化マトリクス及び列の数はＳＵ
-ＭＩＭＯ及びＭＵ-ＭＩＭＯグループについて独立に最適化される。
【００５８】
　ＣＱＩ情報を解釈する際の曖昧性はまた他の方法において回避される。例えば、ＵＥは
どちらのモード（例えば、ＳＵ-ＭＩＭＯまたはＭＵ-ＭＩＭＯ）がＣＱＩ情報を生成する
際に使用されたかを示す一以上の信号通信ビットと同様にＣＱＩ情報を送る。ノードＢは
それから信号通信ビットによって示されたモードに従って受取られたＣＱＩ情報を解釈す
る。いずれにせよ、ＣＱＩ情報の適切な解釈によってノードＢはスケジュールされた各Ｕ
Ｅについて適切な速度を選択することが可能となる。
【００５９】
　ＳＵ-ＭＩＭＯ ＵＥは前符号化マトリクスを選択し、そして次のように階層選択を行う
。ＵＥはノードＢによって支援された前符号化マトリクスの各々を評価する。各前符号化
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マトリクスについて、ＵＥは伝送に使用される列の２Ｔ－１の可能な組合せの各々を評価
する。各組合せは前符号化マトリクスにおける一以上の列の特定の集合に対応し、そして
各列は一つのデータ・ストリームについて使用される。各組合せについて、ＵＥは（ａ）
全体の伝送電力をその組合せについて全ての列／データ・ストリームに亘って分配し、（
ｂ）ＵＥによって使用されるＭＩＭＯ検出技術（例えば、ＭＭＳＥまたはＳＩＣ）に基づ
いて各データ・ストリームのＳＮＲを推定し、そして（ｃ）全てのデータ・ストリームに
関するＳＮＲ推定に基づいてその組合せについて処理能力を決定する。ＵＥは最高の処理
能力を提供する組合せ及び前符号化マトリクスを選択する。
【００６０】
　ＳＵ-ＭＩＭＯ ＵＥは同様の方法においてこのマトリクスの前符号化マトリクス及び一
以上の列を選択する。ＵＥは支援された前符号化マトリクスの各々を評価する。各前符号
化マトリクスについて、ＵＥはＵＥに適用可能な列の可能な各組合せ、例えば、Ｌ列との
組合せを評価する。各組合せについて、ＵＥは（ａ）Ｔ列／データ・ストリームに亘って
全体の送信電力を分配し、（ｂ）ＵＥによって使用されるＭＩＭＯ検出技術（例えば、Ｍ
ＭＳＥ）に基づいて各データ・ストリームのＳＮＲを推定し、そして（ｃ）全てのデータ
・ストリームに関するＳＮＲ推定に基づいてその組合せについて処理能力を決定する。Ｕ
Ｅは最高の処理能力を提供する組合せ及び前符号化マトリクスを選択する。
【００６１】
　前符号化マトリクス及びその列の選択はまた他の方法において行われる。
【００６２】
　図２を参照すると、制御器／プロセッサ２８０ｘ及び２８０ｙはどの前符号化マトリク
ス及びどのＬまたはＳ列を伝送のために使うべきかを決定する。制御器／プロセッサ２８
０ｘ及び２８０ｙはまた前符号化マトリクスの選択された列によって送られるべきデータ
・ストリームに関するＣＱＩ情報（例えば、ＳＮＲまたは速度）を決定する。制御器／プ
ロセッサ２８０ｘ及び２８０ｙはフィードバック情報を含む上り回線メッセージを生成し
、それは選択された前符号化マトリクスに関する指数、選択されたＬまたはＳ列を表す情
報、ＣＱＩ情報、及び／または他の情報（例えば、チャネル階層）を含む。制御器／プロ
セッサ２４０はＵＥからフィードバック情報を受取り、そしてどの前符号化マトリクス及
び列（またはもっと一般的に、どの前符号化ベクトル）を各ＵＥのために使用すべきかを
決定する。
【００６３】
　図３はＵＥを類別し、そしてデータをＵＥに伝送するための過程３００を示す。ＵＥは
第一のグループ及び第二のグループを含む複数のグループに類別される（ブロック３１２
）。第一のグループはＭＩＭＯ伝送について個々にスケジュールされるＵＥ、即ち、一組
の時間及び周波数資源上で一緒にスケジュールされないＵＥを含む。第二のグループはＭ
ＩＭＯ伝送について一緒にスケジュールされるＵＥ、即ち、一組の時間及び周波数資源上
で一緒にスケジュールされるＵＥを含む。単一ＵＥはＭＩＭＯ伝送のために第一のグルー
プから一度に選択される（ブロック３１４）。多元ＵＥはＭＩＭＯ伝送のために第二グル
ープから一度に選択される（ブロック３１６）。
【００６４】
　ブロック３１２における類別は様々な方法で行われる。各ＵＥはＵＥにおけるアンテナ
の数及びノードＢにおけるアンテナの数に基づいて第一のグループまたは第二のグループ
に置かれる。例えば、単一のアンテナを持つＵＥは第二のグループに置かれ、少なくとも
Ｔアンテナを持つＵＥは第一のグループに置かれ、そしてＴより少ないアンテナを持つＵ
Ｅは第二のグループに置かれる（但し、ＴはノードＢにおけるアンテナの数である）。Ｕ
ＥはまたノードＢにおける負荷、ＵＥのデータ及びＱｏＳ要求、長期チャネル統計、ＵＥ
の数、等々に基づいて類別される。ＵＥの類別は半静的である。動作条件における変化は
（例えば、定期的に）検出され、そしてＵＥは動作条件において検出された変化に基づい
て再類別される。信号通信はそれらが属するグループを搬送するためにＵＥに送られる。
【００６５】
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　ブロック３１４及び３１６について、フィードバック情報は第一及び第二のグループに
おけるＵＥから受取られる。各ＵＥからのフィードバック情報は選択された前符号化マト
リクス、選択された前符号化マトリクスの一以上の選択された列、ＣＱＩ情報、及び／ま
たは他の情報を含む。ＵＥはフィードバック情報に基づいてＭＩＭＯ伝送についてスケジ
ュールされる。例えば、共通の前符号化マトリクスの異なる列を選択する多元ＵＥは一緒
にスケジュールされる。ＭＩＭＯ伝送は第一のグループにおける単一ＵＥまたは第二のグ
ループにおける多元ＵＥに、例えば、ＵＥによって選択された前符号化マトリクスの一以
上の列を使用して送られる（ブロック３１８）。代りに、ノードＢはＵＥによって選択さ
れたマトリクス及び／または列に基づいて取得された再構築の前符号化マトリクス（ゼロ
強制マトリクスのような）を使用してデータを多元ＵＥへ送る。
【００６６】
　図４はＵＥを類別し、そしてデータをＵＥへ伝送するための装置４００を示す。装置４
００はＵＥを第一のグループ及び第二のグループを含む複数のグループに類別するための
手段（モジュール４１２）、ＭＩＭＯ伝送のために第一のグループから単一ＵＥを一度に
選択するための手段（モジュール４１４）、ＭＩＭＯ伝送のために第二のグループから多
元ＵＥを一度に選択するための手段（モジュール４１６）、及び第一のグループにおける
単一ＵＥまたは第二のグループにおける多元ＵＥへ、例えば、ＵＥによって選択された前
符号化マトリクスの一以上の列を使用して、ＭＩＭＯ伝送を送るための手段（モジュール
４１８）を含む。モジュール４１２～４１８はプロセッサ、電子デバイス、ハードウェア
・デバイス、電子部品、論理回路、メモリー等、またはそれらのある組合せを含む。
【００６７】
　図５はＣＱＩ情報を解釈するための過程５００を示す。ＵＥは第一のグループ及び第二
のグループを含む複数のグループに類別される（ブロック５１２）。第一のグループにお
けるＵＥから受取られたＣＱＩ情報は第一の解釈に従って解釈される（ブロック５１４）
。第二のグループにおけるＵＥから受取られたＣＱＩ情報は第二の解釈に従って解釈され
る（ブロック５１６）。第一の解釈は、（ａ）選択された数のデータ・ストリームに亘っ
て分配されるノードＢにおける全体の伝送電力によって、（ｂ）ＳＩＣによって、（ｃ）
単一ＵＥに送られるデータ伝送の仮定によって、及び／または（ｄ）いくつかの他の仮定
によって生成されるとして第一のグループにおけるＵＥからのＣＱＩ情報を解釈すること
を必要とする。第二の解釈は、（ａ）ノードＢによって送られた最大数のデータ・ストリ
ームに亘って分配される全体の伝送電力によって、及び／または（ｂ）ＳＩＣによって生
成されるとして第二のグループにおけるＵＥからのＣＱＩ情報を解釈することを必要とす
る。
【００６８】
　第一のグループにおける単一ＵＥまたは第二のグループにおける多元ＵＥがＭＩＭＯ伝
送のために選択される（ブロック５１８）。ＵＥへのＭＩＭＯ伝送の速度はＵＥから受取
られたＣＱＩ情報の解釈に基づいて選択される（ブロック５２０）。
【００６９】
　図６はＣＱＩ情報を解釈するための装置６００を示す。装置６００はＵＥを第一のグル
ープ及び第二のグループを含む複数のグループに類別するための手段（モジュール６１２
）、第一の解釈に従って第一のグループにおけるＵＥから受取られたＣＱＩ情報を解釈す
るための手段（モジュール６１４）、第二の解釈に従って第二のグループにおけるＵＥか
ら受取られたＣＱＩ情報を解釈するための手段（モジュール６１６）、ＭＩＭＯ伝送のた
めに第一のグループにおける単一ＵＥまたは第二のグループにおける多元ＵＥを選択する
ための手段（モジュール６１８）、及びＵＥから受取られたＣＱＩ情報の解釈に基づいて
ＵＥへのＭＩＭＯ伝送のために速度を選択するための手段（モジュール６２０）を含む。
モジュール６１２～６２０はプロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・デバイス、電子
部品、論理回路、メモリー等、またはそれらのある組合せを含む。
【００７０】
　図７はＵＥによって実行される過程７００を示す。ＵＥはＵＥが第一のグループまたは
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第二のグループに置かれるかどうかを示す信号通信を受取る（ブロック７１２）。ＵＥは
一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択し（ブロック７１４）、そして
選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択する（ブロック７１６）。利
用可能な前符号化マトリクス及び／または列の集合が第一のグループと第二のグループと
の間で異なるならば、前符号化マトリクス及びベクトル選択はＵＥが属するグループに対
応する集合において行われる。ＵＥは第一のグループに置かれたならば第一の方法でＣＱ
Ｉ情報を生成する（ブロック７１８）。ＵＥは第二のグループに置かれたならば第二の方
法でＣＱＩ情報を生成する（ブロック７２０）。例えば、第一のグループに置かれたなら
ば、ＵＥは選択された数のデータ・ストリームに亘ってノードＢにより全体の伝送電力を
分配することによって、及び／またはＳＩＣによってＵＥはＣＱＩ情報を生成する。第２
のグループに置かれたならば、最大数のデータストリームに亘ってノードＢにより全体の
伝送電力を分配することによってＵＥはＳＩＣなしでＣＱＩ情報を生成する。ＣＱＩはま
た前符号化を考慮することによって決定される。例えば、ＣＱＩは各候補前符号化マトリ
クス及び列ベクトルについて決定される。ＵＥは選択された前符号化マトリクス、選択さ
れた前符号化マトリクスの少なくとも一つの選択された列、及びＣＱＩ情報を含むフィー
ドバック情報を送る（ブロック７２２）。ＵＥは（ａ）第一のグループに置かれたならば
ＵＥだけに送られた、或いは（ｂ）第二のグループに置かれたならばＵＥ及び少なくとも
一つの他のＵＥに送られた、ＭＩＭＯ伝送を受取る（ブロック７２４）。
【００７１】
　図８はＵＥのための装置８００示す。装置８００はＵＥが第一のグループまたは第二の
グループに置かれるかどうかを示す信号通信を受取るための手段（モジュール８１２）、
一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択するための手段（モジュール８
１４）、選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択するための手段（モ
ジュール８１６）、第一のグループに置かれたならば第一の方法でＣＱＩを生成するため
の手段（モジュール８１８）、第二のグループに置かれたならば第二の方法でＣＱＩを生
成するための手段（モジュール８２０）、選択された前符号化マトリクス、選択された前
符号化マトリクスの少なくとも一つの選択された列、及びＣＱＩ情報を含むフィードバッ
ク情報を送るための手段（モジュール８２２）、及びＵＥだけに、またはＵＥ及び少なく
とも一つの他のＵＥに送られたＭＩＭＯ伝送を受取るための手段（モジュール８２４）を
含む。モジュール８１２～８２４はプロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・デバイス
、電子部品、論理回路、メモリー等、またはそれらのある組合せを含む。
【００７２】
　ここに述べた技術は様々な方法によって実施される。例えば、これらの技術はハードウ
ェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せにおいて実施される。ハー
ドウェア実施について、ノードＢまたはＵＥにおける処理ユニットは一以上の特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ディジタル信号処理デ
バイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールド・プログラマ
ブル・ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、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、電子デバイス、ここに述べた機能を実行するために設計された他の
電子ユニット、またはそれらの組合せの中で実施される。
【００７３】
　ファームウェア及び／またはソフトウェア実施について、その技術はここに述べた機能
を実行するモジュール（例えば、手続き、機能、等々）によって実施される。ファームウ
ェア及び／またはソフトウェア・コードはメモリー（例えば、図２のメモリー２４２、２
８２ｘまたは２８２ｙ）に記憶され、そしてプロセッサ（例えば、プロセッサ２４０、２
８０ｘまたは２８０ｙ）によって実行される。メモリーはプロセッサの中で、またはプロ
セッサに外部で実施される。
【００７４】
　前の発明の記述は当業者がその発明を行い、或いは使用することを可能にするために提
供される。その発明に対する様々な修正は当業者には直ちに明白であり、そしてここに定
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義された一般的原理は発明の精神または範囲から逸脱することなく他の変形に適用される
。このように、本発明はここに示した例に制限されることを意図していないが、ここに示
した原理及び新規な特徴と両立する最も広い範囲を与えられるべきである。さらに、用語
「含む（includes）」が詳細な説明及び請求項のいずれかに使用される範囲で、そのよう
な用語は「構成する（comprising）」が請求項において暫定語として用いられるとき解釈
されるように用語「構成する（comprising）」に類似の意味で包括的であることが意図さ
れている。

【図１】 【図２】
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