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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末が、予め決められたコードブックの中からウェイト情報を選択し、選択したウ
ェイト情報を示すPrecoding Matrix Index（ＰＭＩ）を無線基地局へフィードバック送信
し、前記無線基地局が、前記無線端末からフィードバック送信された前記ＰＭＩに基づい
てウェイト情報を決定し、あるいは、前記無線端末からフィードバック送信された前記Ｐ
ＭＩに関わらずウェイト情報を決定し、決定したウェイト情報を用いて前記無線端末にデ
ータを送信するプリコーディングMultiple Input Multiple Output（ＭＩＭＯ）伝送方式
により、複数の送信アンテナを介して前記無線端末と無線通信する前記無線基地局であっ
て、
　前記無線端末との通信に用いる無線リソースを複数のリソースブロックに分割した単位
で各送信アンテナから送信するデータに対してそれぞれ前記無線基地局が決定したウェイ
ト情報を乗算する送信処理部と、
　単位時間毎に一部のリソースブロックに関するウェイト情報を前記無線端末へ通知し、
連続する複数の単位時間の周期で全てのリソースブロックに関するウェイト情報を前記無
線端末へ通知する制御部と、
をそなえたことを特徴とする、無線基地局。
【請求項２】
　前記無線端末に通知される前記一部のリソースブロックに関するウェイト情報が、前記
単位時間毎に異なる、ことを特徴とする、請求項１記載の無線基地局。
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【請求項３】
　前記制御部は、
　所定のルールに従って、前記一部のリソースブロックに関するウェイト情報を選択する
、ことを特徴とする、請求項２記載の無線基地局。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記無線端末との伝搬路環境に応じて更新される前記ウェイト情報の更新頻度、又は、
更新されたウェイト情報の比率が、所定の閾値未満である場合に、前記単位時間毎に前記
一部のリソースブロックに関するウェイト情報を前記無線端末へ通知し、連続する複数の
単位時間の周期で全てのリソースブロックに関するウェイト情報を前記無線端末へ通知す
る、ことを特徴とする、請求項２又は３に記載の無線基地局。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記無線端末との伝搬路環境に応じて更新される前記ウェイト情報の更新頻度、又は、
更新されたウェイト情報の比率が、所定の閾値以上である場合には、前記全てのリソース
ブロックに関するウェイト情報を前記無線端末へ一度に通知する、ことを特徴とする、請
求項１記載の無線基地局。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記無線端末から呼設定要求を受信した場合に、前記全てのリソースブロックに関する
ウェイト情報を前記無線端末へ一度に通知する、ことを特徴とする、請求項１記載の無線
基地局。
【請求項７】
　前記制御部は、
　前記ウェイト情報のいずれかが更新されると、前記全てのリソースブロックに関するウ
ェイト情報を前記無線端末へ一度に通知する、ことを特徴とする、請求項１記載の無線基
地局。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記更新の有無を前記無線端末に通知する、ことを特徴とする、請求項７記載の無線基
地局。
【請求項９】
　無線端末が、予め決められたコードブックの中からウェイト情報を選択し、選択したウ
ェイト情報を示すPrecoding Matrix Index（ＰＭＩ）を無線基地局へフィードバック送信
し、前記無線基地局が、前記無線端末からフィードバック送信された前記ＰＭＩに基づい
てウェイト情報を決定し、あるいは、前記無線端末からフィードバック送信された前記Ｐ
ＭＩに関わらずウェイト情報を決定し、決定したウェイト情報を用いて前記無線端末にデ
ータを送信するプリコーディングMultiple Input Multiple Output（ＭＩＭＯ）伝送方式
により、複数の受信アンテナを介して、前記無線基地局と無線通信する前記無線端末であ
って、
　前記無線基地局が、前記無線端末との通信に用いる無線リソースを複数のリソースブロ
ックに分割した単位で各送信アンテナから送信するデータに対してそれぞれ前記無線基地
局が決定したウェイト情報を乗算して送信した無線信号を受信する受信部をそなえ、
　前記受信部が、単位時間毎に一部のリソースブロックに関するウェイト情報を前記無線
基地局から受信し、連続する複数の単位時間の周期で全てのリソースブロックに関するウ
ェイト情報を前記無線基地局から受信する、
ことを特徴とする、無線端末。
【請求項１０】
　無線端末が、予め決められたコードブックの中からウェイト情報を選択し、選択したウ
ェイト情報を示すPrecoding Matrix Index（ＰＭＩ）を無線基地局へフィードバック送信
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し、前記無線基地局が、前記無線端末からフィードバック送信された前記ＰＭＩに基づい
てウェイト情報を決定し、あるいは、前記無線端末からフィードバック送信された前記Ｐ
ＭＩに関わらずウェイト情報を決定し、決定したウェイト情報を用いて前記無線端末にデ
ータを送信するプリコーディングMultiple Input Multiple Output（ＭＩＭＯ）伝送方式
による、無線通信方法であって、
　前記無線基地局は、
　前記無線端末との通信に用いる無線リソースを複数のリソースブロックに分割した単位
で各送信アンテナから送信するデータに対してそれぞれ前記無線基地局が決定したウェイ
ト情報を乗算し、
　単位時間毎に一部のリソースブロックに関するウェイト情報を前記無線端末へ通知し、
連続する複数の単位時間の周期で全てのリソースブロックに関するウェイト情報を前記無
線端末へ通知する、
ことを特徴とする、無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件は、無線基地局、無線端末及び無線通信方法に関する。本件は、例えば、プリコー
ディングＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Output）伝送方法に用いることもできる。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）でＬＴＥ（Long Term Evolution）
として検討されている無線通信技術の一つにＭＩＭＯ伝送方法がある。
　このＭＩＭＯ伝送方法に関する技術として、例えば、下記特許文献１に記載された技術
がある。この特許文献１には、長期品質に応じて通信に割り当てる無線リソース群の範囲
を決定し、無線リソース群の範囲を限定して、実際に通信に用いられる無線リソースが指
定される際の制御情報の情報量を削減することにより、伝送効率の低下を抑制する方法が
記載されている。
【０００３】
　また、ＭＩＭＯ伝送方法の１つに、プリコーディングＭＩＭＯ伝送方法がある（下記非
特許文献１参照）。このプリコーディングＭＩＭＯ伝送方法では、送信側は、既知の伝送
路情報に基づいて、変調信号に所定の重み付け係数（ウェイト情報）を乗算して送信する
。
　例えば、下記特許文献２には、ＭＩＭＯ通信システムにおいて、１若しくはそれ以上の
コーディングスキームにしたがってデータをコーディングし、変調し、等価チャネル応答
に基づいて変調シンボルをプリコーディングし、プリコンディションする方法が記載され
ている。この技術によれば、通信環境に応じてＭＩＭＯの伝送ストリーム数と送信ビーム
とを切り替えることで、ビームフォーミング及びスループットを最適化することができる
。
【特許文献１】特開２００６－２３８３１４号公報
【特許文献２】特表２００５－５２２０８６号公報
【非特許文献１】3GPP TSG RAN WG1 49bis “R1-072843”、[online]、２００７年６月２
１日、3rd Generation Partnership Project、［平成２０年２月６日検索］、インターネ
ット〈http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_49b/Docs/〉
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　プリコーディングＭＩＭＯ伝送方法では、送信側で用いたウェイト情報を制御情報の一
種として受信側へ通知する場合がある。その場合、すべてのウェイト情報を通知してしま
うと、データ伝送効率が低下する場合がある。この点に関して、上述した従来技術は考慮
していない。
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　本件の目的の一つは、単位時間あたりのウェイト情報（制御情報）の伝送量を削減する
ことにある。
【０００５】
　また、無線通信システムの制御情報の多重効率、伝送効率を向上することも、目的の一
つである。
　なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための最良の形態に示す各構成によ
り導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも
本件の他の目的の一つとして位置付けることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）第１の案として、例えば、無線端末が、予め決められたコードブックの中からウ
ェイト情報を選択し、選択したウェイト情報を示すPrecoding Matrix Index（ＰＭＩ）を
無線基地局へフィードバック送信し、前記無線基地局が、前記無線端末からフィードバッ
ク送信された前記ＰＭＩに基づいてウェイト情報を決定し、あるいは、前記無線端末から
フィードバック送信された前記ＰＭＩに関わらずウェイト情報を決定し、決定したウェイ
ト情報を用いて前記無線端末にデータを送信するプリコーディングMultiple Input Multi
ple Output（ＭＩＭＯ）伝送方式により、複数の送信アンテナを介して前記無線端末と無
線通信する前記無線基地局であって、前記無線端末との通信に用いる無線リソースを複数
のリソースブロックに分割した単位で各送信アンテナから送信するデータに対してそれぞ
れ前記無線基地局が決定したウェイト情報を乗算する送信処理部と、単位時間毎に一部の
リソースブロックに関するウェイト情報を前記無線端末へ通知し、連続する複数の単位時
間の周期で全てのリソースブロックに関するウェイト情報を前記無線端末へ通知する制御
部と、をそなえた無線基地局を用いることができる。
　（２）また、第２の案として、例えば、無線端末が、予め決められたコードブックの中
からウェイト情報を選択し、選択したウェイト情報を示すＰＭＩを無線基地局へフィード
バック送信し、前記無線基地局が、前記無線端末からフィードバック送信された前記ＰＭ
Ｉに基づいてウェイト情報を決定し、あるいは、前記無線端末からフィードバック送信さ
れた前記ＰＭＩに関わらずウェイト情報を決定し、決定したウェイト情報を用いて前記無
線端末にデータを送信するプリコーディングＭＩＭＯ伝送方式により、複数の受信アンテ
ナを介して、前記無線基地局と無線通信する前記無線端末であって、前記無線基地局が、
前記無線端末との通信に用いる無線リソースを複数のリソースブロックに分割した単位で
各送信アンテナから送信するデータに対してそれぞれ前記無線基地局が決定したウェイト
情報を乗算して送信した無線信号を受信する受信部をそなえ、前記受信部が、単位時間毎
に一部のリソースブロックに関するウェイト情報を前記無線基地局から受信し、連続する
複数の単位時間の周期で全てのリソースブロックに関するウェイト情報を前記無線基地局
から受信する、無線端末を用いることができる。
　（３）さらに、第３の案として、例えば、無線端末が、予め決められたコードブックの
中からウェイト情報を選択し、選択したウェイト情報を示すＰＭＩを無線基地局へフィー
ドバック送信し、前記無線基地局が、前記無線端末からフィードバック送信された前記Ｐ
ＭＩに基づいてウェイト情報を決定し、あるいは、前記無線端末からフィードバック送信
された前記ＰＭＩに関わらずウェイト情報を決定し、決定したウェイト情報を用いて前記
無線端末にデータを送信するプリコーディングＭＩＭＯ伝送方式による、無線通信方法で
あって、前記無線基地局は、前記無線端末との通信に用いる無線リソースを複数のリソー
スブロックに分割した単位で各送信アンテナから送信するデータに対してそれぞれ前記無
線基地局が決定したウェイト情報を乗算し、単位時間毎に一部のリソースブロックに関す
るウェイト情報を前記無線端末へ通知し、連続する複数の単位時間の周期で全てのリソー
スブロックに関するウェイト情報を前記無線端末へ通知する、無線通信方法を用いること
ができる。
【発明の効果】
【００１１】
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　無線通信システムにおける単位時間あたりのウェイト情報（制御情報）の伝送量を削減
することが可能である。
　また、無線通信システムの制御情報の多重効率、伝送効率を向上させることも可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して実施の形態を説明する。ただし、以下に示す実施形態は、あくま
でも例示に過ぎず、以下に示す実施形態で明示しない種々の変形や技術の適用を排除する
意図はない。即ち、開示の実施形態は、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形（各実施形
態を組み合わせる等）して実施することができる。
　〔１〕概要
　本例の無線通信システムは、例えば、複数の送信アンテナを有する無線基地局（ＢＳ：
Base Station）と、複数の受信アンテナを有する無線端末（ＵＥ：User Equipment）とを
そなえ、プリコーディングＭＩＭＯ伝送方法により無線通信を行なう。その際、ＢＳは、
配下のＵＥに対して通信に用いる無線リソース（周波数や送受信タイミング）を割り当て
ることができる。このＵＥに対する無線リソースの割当方法をスケジューリングと呼ぶ。
【００１３】
　図１に、ＢＳからＵＥへの下り方向（ダウンリンク）におけるスケジューリングの一例
を示す。なお、横軸は無線通信システムで利用可能な周波数帯域（以下、使用帯域ともい
う）を表し、縦軸はシンボル等で規定される時間（タイミング）を表す。また、前記使用
帯域は、無線通信システムで利用可能な全周波数帯域である場合もあるし、その一部の帯
域である場合もある。
【００１４】
　そして、この図１に示す例では、無線リソース（周波数及びタイミング）が所定の帯域
幅と期間（時間幅）とで規定される、複数のリソースブロック（ＲＢ）に分割された様子
を示している。前記スケジューリング（周波数及び時間スケジューリング）は、このＲＢ
単位で実施することができる。
　なお、図１に示す例では、１ＲＢは、１２サブキャリア相当の帯域幅（１８０ｋＨｚ）
と、１サブフレームの半分の時間幅とを有するように分割されている。ただし、これはあ
くまでも一例であり、１ＲＢあたりのサブキャリア数（帯域幅）と時間幅とは適宜変更可
能である。例えば、１ＲＢの帯域幅は、無線通信環境で生じるフェージングの影響が通信
システムの使用周波数帯で平坦になるように決定することができる。
【００１５】
　ＵＥは、ＢＳからスケジューリングにより割り当てられた１又は複数のＲＢを用いてＢ
Ｓとの無線通信を行なう。図１の例では、ＵＥ＃１，ＵＥ＃３，ＵＥ＃４，ＵＥ＃５に対
してそれぞれ４ＲＢが割り当てられ、ＵＥ＃２に対して１０ＲＢが割り当てられる様子を
示している。１ＲＢには、ユーザデータ（音声、文字、画像、動画などが含まれ得る）を
伝送するのに用いられるデータチャネル（データＣＨ）と、制御情報（制御信号）を伝送
するのに用いられる制御チャネル（制御ＣＨ）と、を割り当てることができる。
【００１６】
　図２にダウンリンクの制御ＣＨで伝送される信号内容の一例を示す。この図２に示す制
御信号は、ＵＥがＢＳからの受信データを受信処理するのに用いられるダウンリンクスケ
ジューリング情報である。その情報要素は、例えば、ＢＳでまとめて符号化して、各ＵＥ
宛にそれぞれ送信することができる。
　ここで、この図２に例示するように、ダウンリンクスケジューリング情報には、カテゴ
リ１としてリソース情報、カテゴリ２として送信フォーマット、カテゴリ３としてＨＡＲ
Ｑ（Hybrid Automatic Repeat Request）に関するフィールド値が情報要素として含まれ
る。
【００１７】
　例えば、カテゴリ１のＩＤ（UE or group specific）は、伝送されるデータがどのＵＥ
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（あるいはＵＥが属するグループ）宛かを識別する情報であり、Resource assignment & 
Duration of assignmentは、ＵＥが受信、復調すべき、ＢＳから割り当てられたＲＢ（周
波数及びタイミング）を示す情報である。
　また、カテゴリ２のMulti-antenna related informationは、ＭＩＭＯ伝送方法等にお
けるマルチアンテナに関する情報であり、この情報にプリコーディングＭＩＭＯ伝送方法
におけるウェイト情報を含めることができる。また、Modulation schemeは、ＱＰＳＫや
１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の変調方法を示す情報であり、Payload sizeは、ダウンリンク
（ＤＬ）の送信信号のペイロードサイズを示す情報である。
【００１８】
　さらに、カテゴリ３のHybrid ARQ process numberは、ＨＡＲＱのプロセス番号を示す
情報であり、Redundancy versionは、冗長性をサポートするための情報であり、New data
 indicatorは、ＤＬの送信信号が新規データか再送データかを示す情報である。
　プリコーディングＭＩＭＯ伝送では、ＢＳは、ＵＥからフィードバックされる情報（例
えば、ＢＳとＵＥとの間の伝送路環境についての情報や、ＤＬの送信アンテナ毎の瞬時チ
ャネル変動についての情報、あるいは、それらに基づいて選択されたウェイト情報の候補
に関する情報（ＰＭＩ：Precoding Matrix Index）などに基づいて、各送信アンテナから
送信する信号に乗じるウェイト情報を生成する。
【００１９】
　そして、ＢＳは、送信データをＱＰＳＫや１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭなどの所定の変調方
式で変調し、変調信号に上記生成したウェイト情報を乗算して合成（多重）し、さらに所
定の無線処理を施してＵＥ宛に送信する。
　その際、ＢＳは、上述したように、乗算したウェイト情報（以下、アンテナウェイト情
報ともいう）を、制御ＣＨの上記Multi-antenna related informationフィールドに付与
して送信することができる。
【００２０】
　ところで、上記アンテナウェイト情報は、ＵＥからのフィードバック情報に基づいて決
定（生成）することができるが、ＢＳは、必ずしもＵＥからのフィードバック情報どおり
に決定するわけではない。したがって、ＵＥは、ＢＳからアンテナウェイト情報を通知さ
れることが望ましい。
　そこで、ＢＳは、ＲＢ毎に（ＤＬの送信データのスケジュール単位で）アンテナウェイ
ト情報を送信する方法が考えられる。
【００２１】
　しかしながら、例えば、１サブフレーム中でＲＢ毎に（全てのＲＢについて）アンテナ
ウェイト情報を送信するとすれば、非常に多くの制御情報（ビット数）を送信することに
なる。
　図３に例示するように、アンテナウェイト情報の情報量（ＰＭＩ）が４ビットで、かつ
、ＲＢ数が１００（ＲＢ番号＃０～＃９９）の場合（例えば、システム使用帯域が２０Ｍ
Ｈｚの場合）であれば、１サブフレームあたりのアンテナウェイト情報のビット数は、４
ビット×１００＝４００ビットにもなる。図２に例示したスケジューリング情報において
、アンテナウェイト情報以外の制御情報量が仮に約６０～７０ビットであるとすると、ア
ンテナウェイト情報の情報量が非常に大きくなる。
【００２２】
　そのため、制御ＣＨの多重数及び制御情報の伝送効率（スループット）が低下する場合
がある。
　アンテナウェイト情報の伝送量を削減する方法の一例として、使用帯域全体（各ＲＢ）
で共通のアンテナウェイト情報（１サブフレームあたり４ビット）を送信する方法も考え
られるが、ＲＢ毎にアンテナウェイト情報を送信する場合と比較して、各ＲＢに対するア
ンテナウェイト情報の精度が低下する場合がある。そのため、アンテナウェイトの制御が
粗くなる（制御精度が劣化する）場合がある。
【００２３】
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　そこで、本例のＢＳは、例えば、ＲＢ毎に用いた複数のアンテナウェイト情報のうちの
一部を限定的、選択的に１サブフレーム（タイムスロット）にマッピングしてＵＥ宛に送
信する。換言すれば、ＢＳは、あるタイミングでのＲＢ毎の各アンテナウェイト情報を間
欠的に（間引いて）送信する。間引いたアンテナウェイト情報は、他のサブフレームで送
信することができる。つまり、ＲＢ毎の各アンテナウェイト情報を複数のサブフレームに
分けて送信することができる。
【００２４】
　これにより、ＵＥ宛に送信される単位時間相当の１サブフレームあたりのアンテナウェ
イト情報の伝送量を削減することが可能となる。したがって、削減分の情報量を他の制御
情報や他のＵＥ宛の制御情報の伝送に用いることができ、制御ＣＨの多重効率、伝送効率
を向上させることが可能となる。
　また、全使用帯域に共通のアンテナウェイト情報を１サブフレームで送信する場合に比
して、プリコーディングＭＩＭＯのアンテナウェイトをＲＢ単位できめ細かく制御するこ
とが可能であるから、受信側（ＵＥ）での受信品質も向上させることが可能である。
【００２５】
　〔２〕無線通信システム（ＭＩＭＯ通信システム）の具体例
　以下、無線通信システム（ＭＩＭＯ通信システム）の具体例について詳述する。
　（２．１）一実施形態
　図４は一実施形態に係る無線通信システムの構成を示すブロック図である。この図４に
示す無線通信システムは、例示的に、少なくとも１台のＢＳ１と、少なくとも１台のＵＥ
２と、をそなえる。ＵＥ２は、ＢＳ１が形成する無線エリア（セル又はセクタ）において
ＢＳ１と無線リンクにより接続して通信することができる。無線リンクには、ＢＳ１から
ＵＥ２への方向であるダウンリンク（ＤＬ）と、その逆の方向であるアップリンク（ＵＬ
）と、が含まれ、それぞれ、制御ＣＨとデータＣＨとを含むことができる。ＵＥ２が前記
無線リンクで用いる無線リソース（周波数、タイミング）は、ＢＳ１でのスケジューリン
グにより割り当てる（指定する）ことができる。
【００２６】
　（ＢＳ１について）
　そのため、ＢＳ１は、ＤＬの送信機能に着目すると、例えば、スケジューリング部３と
、プリコーディング多重部４と、アンテナウェイト制御部５と、プリコーディング決定部
６と、送信部７と、をそなえる。
　スケジューリング部３は、配下のＵＥ２について、ＤＬ及び／又はＵＬの無線リソース
をＲＢ単位でスケジューリングする（ＵＥ２に割り当てる）機能を具備する。
【００２７】
　また、プリコーディング決定部６は、ＵＥ２からのフィードバック情報に基づき、各Ｒ
Ｂに対応するアンテナウェイト情報を決定（生成）する機能を具備する。決定したアンテ
ナウェイト情報（例えば、ＰＭＩ）は、アンテナウェイト制御部５に通知される。
　アンテナウェイト制御部（制御部）５は、プリコーディング決定部６で決定したＲＢ毎
のアンテナウェイト情報を基に、スケジューリング部３でスケジューリングされたＲＢに
対応する送信データに乗算するウェイト情報を制御する。
【００２８】
　また、本例のアンテナウェイト制御部５は、例えば、各ＲＢに対応するアンテナウェイ
ト情報が複数のサブフレームにてＵＥ２へ送信されるようにスケジューリングして、その
他の制御データとともに制御ＣＨに多重する。
　つまり、本例のアンテナウェイト制御部５は、１サブフレームに使用帯域の各ＲＢに対
応するアンテナウェイト情報の一部を限定的、選択的にマッピングして、ＵＥ２宛に送信
する。
【００２９】
　即ち、本例のアンテナウェイト制御部５は、１サブフレームあたりに送信する前記各Ｒ
Ｂに対応する各アンテナウェイト情報のグループを制御する制御部としての機能を具備す
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る。
　また、本例のアンテナウェイト制御部５は、１サブフレーム毎に各ＲＢに対応するアン
テナウェイト情報の異なる一部を上記送信グループとして選択し、ＵＥ２宛に送信するこ
とができる。
【００３０】
　プリコーディング多重部４は、ＱＰＳＫや１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭなどの所定の変調方
式により変調されたデータＣＨの送信データ（変調データ）に、アンテナウェイト制御部
５から与えられるアンテナウェイト情報を乗算して、合成（多重）する機能を具備する。
　本例のプリコーディング多重部４は、ＵＥ２との通信に用いる無線リソースを複数のＲ
Ｂに分割した単位で、前記各送信アンテナから送信するデータに対してそれぞれアンテナ
ウェイト情報を乗算する送信処理部としての機能を具備する。
【００３１】
　送信部７は、制御ＣＨ及びデータＣＨの信号を送信する機能を具備する。本例の送信部
７は、例えば、制御ＣＨ及びデータＣＨの送信信号に、既知信号であるパイロットチャネ
ル（ＣＨ）の信号（パイロット信号）を多重する機能や、多重信号について、ＤＡ変換、
無線周波数への周波数変換（アップコンバージョン）、電力増幅などの無線送信処理を施
して、複数の送信アンテナを介してＵＥ２宛に無線信号を送信する機能を具備する。
【００３２】
　上述のように構成された本例のＢＳ１は、アンテナウェイト制御部５にて、アンテナウ
ェイト情報の所定のスケジューリング設定に基づき、ＲＢ毎の各アンテナウェイト情報の
一部が限定的に１サブフレームの制御ＣＨにマッピングされて送信されるようにスケジュ
ーリングし、送信部７から、前記スケジューリング結果に基づいて前記制御ＣＨをＵＥ２
宛に送信する。
【００３３】
　ここで、あるサブフレームにマッピングされなかったアンテナウェイト情報は、別のサ
ブフレームでＵＥ２宛に送信することができる。
　これにより、ＵＥ２宛に送信される１サブフレームあたりのアンテナウェイト情報の伝
送量を削減できるので、通信システムの伝送効率を向上させることが可能となる。
　（ＵＥ２について）
　一方、図４に例示するＵＥ２は、例えば、受信部８と、データＣＨ復調／復号部９と、
制御ＣＨ復調／復号部１０と、ビーム測定部１１と、プリコーディング選択部１２と、を
そなえる。
【００３４】
　受信部８は、複数の受信アンテナを介して受信した受信信号について、低雑音増幅、ベ
ースバンド周波数への周波数変換（ダウンコンバージョン）、ＡＤ変換などの無線受信処
理を施す機能を具備する。
　制御ＣＨ復調／復号部（復調復号部）１０は、制御ＣＨの受信信号を復調、復号する機
能を具備する。本例の制御ＣＨ復調／復号部１０は、受信部８で得られたパイロット信号
によりチャネル推定を行ない、そのチャネル推定結果を基に、制御ＣＨの受信信号を復調
、復号して、各種制御情報を取得する。
【００３５】
　また、本例の制御ＣＨ復調／復号部１０は、制御ＣＨの受信信号からアンテナウェイト
情報を取得して、格納部の一例としてのメモリ１０１に各ＲＢ単位で格納する機能を具備
する。
　さらに、本例の制御ＣＨ復調／復号部１０は、ＢＳ１からアンテナウェイト情報を受信
すると、受信したアンテナウェイト情報に対応する各ＲＢについて、前記メモリ１０１の
内容を更新する更新部１０２としての機能を具備する。
【００３６】
　ここで、データＣＨ復調／復号部９は、データＣＨの受信信号を復調、復号する機能を
具備する。本例のデータＣＨ復調／復号部９は、前記制御ＣＨ復調／復号部１０で得られ
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た各種制御情報及び前記パイロット信号のチャネル推定値を用いて、データＣＨの受信信
号を復調、復号する。
　つまり、本例のデータＣＨ復調／復号部９は、前記メモリ１０１に格納されるアンテナ
ウェイト情報を、データＣＨの受信信号の復調、復号に用いることができる。
【００３７】
　ビーム測定部１１は、前記パイロット信号のチャネル推定値から、ＢＳ１の各アンテナ
により送信されたビームの受信品質、例えばＳＩＲ（Signal to Interference Ratio）等
を測定する機能を具備する。
　プリコーディング選択部１２は、ビーム測定部１１によるビーム測定結果（受信品質）
に基づいて、自局（ＵＥ）２に割り当てられた各ＲＢの受信に適したアンテナウェイト情
報を選択（決定）する機能を具備する。例えば、プリコーディング選択部１２は、ＲＢ毎
のアンテナウェイト情報の候補（プリコーディングマトリクス：ＰＭ）を有するコードブ
ックを図示しないメモリ等に保持し、このコードブックの中からＢＳ１により割り当てら
れたＲＢの受信に適したアンテナウェイト情報（インデクス：ＰＭＩ）を選択、決定する
。決定した情報は、フィードバック情報としてＵＬの制御ＣＨ（フィードバックＣＨ）を
介しＢＳ１へ送信される。
【００３８】
　なお、前記コードブックは、例えば、予めＤＬの制御ＣＨを介してＢＳ１からＵＥ２に
通知されてもよいし、予めＢＳ１とＵＥ２との間で取り決めがなされてもよい。
　受信したアンテナウェイト情報がどのＲＢについてのものかは、後述するように、ＵＥ
２が自律的に特定可能な、ＢＳ１によるＲＢのアンテナウェイト情報の送信パターン（ル
ール）に基づいて特定できるようにしてもよいし、当該送信パターンに関する情報をＢＳ
１がＵＥ２に通知することで特定できるようにしてもよい。もちろん、アンテナウェイト
情報にＲＢに関する情報を含めることで特定可能にしてもよい。
【００３９】
　以上のように、本例の無線通信システムによれば、ＢＳ１が、ＵＥ２宛に送信するＲＢ
毎の各アンテナウェイト情報を複数サブフレームに分けて送信することで、１サブフレー
ムあたりのアンテナウェイト情報の伝送量を削減することができる。したがって、削減分
の情報量を他の制御情報や他のＵＥ２宛の制御情報の伝送に用いることができ、制御ＣＨ
の多重効率、伝送効率を向上することが可能となる。
【００４０】
　また、ＢＳ１は、ＲＢ毎の各アンテナウェイト情報を複数のサブフレームに分散して送
信するので、ＵＥ２から上記フィードバック情報を受信してから、このフィードバック情
報に基づきアンテナウェイト情報を決定（生成）してＵＥ２宛に送信するまでに複数のフ
ィードバック情報を累積的に受信することができる。
　これにより、ＵＥ２からの複数のフィードバック情報を時間的に平均化処理し、この処
理結果に基づいてアンテナウェイト情報を決定（生成）することもできるので、より高精
度なアンテナウェイト情報をＵＥ２宛に提供することが可能となる。
【００４１】
　（２．２）第１変形例
　上述した実施形態では、ＢＳ１が、ＲＢ毎の各アンテナウェイト情報の一部を１サブフ
レームに限定的にマッピングして送信する例について説明したが、１サブフレームにマッ
ピングする前記一部のアンテナウェイト情報（つまり、ＵＥ２宛に送信するアンテナウェ
イト情報のグループ）は、所定の法則（ルール）に従ってサブフレーム毎に変更すること
ができる。
【００４２】
　例えば、図５に例示する本変形例のアンテナウェイト制御部５は、ＵＥ２において必ず
ＢＳ１から受信して認識することとされているシステムフレーム番号（ＳＦＮ：System F
rame Number）に基づいて、アンテナウェイト情報のスケジューリングを行なうこともで
きる。なお、図５において、既述の符号と同一符号を付した部分は、特に断らない限り、
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既述の部分と同一若しくは同様である。
【００４３】
　具体例を示すと、アンテナウェイト制御部５は、例えば、ＳＦＮを定数で割ったときの
剰余に基づいて、アンテナウェイト情報を送信するＲＢを決定することができる。
　即ち、アンテナウェイト制御部５は、図６に例示するように、ＲＢに付されたＲＢ番号
を所定の定数（図６中では、例えば「５」）で割った剰余が、あるサブフレーム処理時の
ＳＦＮ（図６中では、例えば「０」）と等しいＲＢに対応するアンテナウェイト情報につ
いては、そのサブフレームで送信し、それら以外のＲＢに対応するアンテナウェイト情報
については、そのサブフレームでは送信しない。
【００４４】
　つまり、図６中の符号「ａ」で示す期間（ＳＦＮが＃０のサブフレーム）においては、
ＲＢ番号を「５」で割った剰余が、その期間のＳＦＮ（つまり、「０」）と等しいＲＢ番
号（＃０、＃５、＃１０、・・・、＃９５）のＲＢについては、対応するアンテナウェイ
ト情報をＳＦＮ＃０のサブフレームで送信する一方、その他のＲＢについては対応するア
ンテナウェイト情報をＳＦＮ＃０のサブフレームでは送信しない。
【００４５】
　同様に、例えば、符号「ｄ」で示す期間（ＳＦＮが＃３のサブフレーム）においては、
ＲＢ番号を「５」で割った剰余が、その期間のＳＦＮ（つまり、「３」）と等しいＲＢ番
号（＃３、＃８、＃１３、・・・、＃９８）のＲＢについては、対応するアンテナウェイ
ト情報をＳＦＮ＃３のサブフレームで送信する一方、その他のＲＢについては対応するア
ンテナウェイト情報をＳＦＮ＃３のサブフレームでは送信しない。
【００４６】
　これにより、本例のＢＳ１は、１つのサブフレームに搭載するＲＢ毎のアンテナウェイ
ト情報を所定の時間周期で変更することができる。
　なお、ＳＦＮが「５」以上となることを考慮して、ＳＦＮを上記所定の定数（図６中で
は、例えば「５」）で割った剰余を算出して、これと、ＲＢ番号を所定の定数（図６中で
は、例えば「５」）で割った剰余とを比較するようにしてもよい。
【００４７】
　一方、本例のＵＥ２は、ＢＳ１から予め通知される上記所定の定数及び既知のＳＦＮに
基づき、ＢＳ１から送信されるＲＢのＲＢ番号を算出する。
　これにより、本例のＵＥ２（更新部１０２）は、前回までの受信により既述のメモリ１
０１に保持しているＲＢ毎のアンテナウェイト情報（旧アンテナウェイト情報）を、ＢＳ
１から受信したアンテナウェイト情報（新アンテナウェイト情報）によりＲＢ単位で更新
することができる。
【００４８】
　例えば、図７に示すように、ＳＦＮが「０」である場合においては、ＵＥ２は、旧アン
テナウェイト情報（ＲＢ番号が「＃０」，「＃５」，「＃１０」，・・・，「＃９５」の
ＲＢついてのアンテナウェイト情報）を、ＢＳ１から受信した新アンテナウェイト情報（
ＲＢ番号が、「＃０」，「＃５」，「＃１０」，・・・，「＃９５」のＲＢについてのア
ンテナウェイト情報）で更新する。
【００４９】
　また、図８に例示するように、例えば、ＳＦＮが「３」である場合においては、ＵＥ２
は、旧アンテナウェイト情報（ＲＢ番号が「＃３」，「＃８」，「＃１３」，・・・，「
＃９８」のＲＢついてのアンテナウェイト情報）を、ＢＳ１から受信した新アンテナウェ
イト情報（ＲＢ番号が、「＃３」，「＃８」，「＃１３」，・・・，「＃９８」のＲＢに
ついてのアンテナウェイト情報）で更新する。
【００５０】
　以上のように、本変形例においては、ＵＥ２において必ずＢＳ１から受信して認識する
こととされているＳＦＮに基づいて、ＲＢ毎のアンテナウェイト情報を複数サブフレーム
のいずれにマッピングして（１サブフレームにどのＲＢのアンテナウェイト情報をマッピ
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ングして）送信するかを決定することができる。したがって、上述した実施形態と同様の
効果ないし利点が得られるほか、ＵＥ２においては、特別な情報通知をＢＳ１から受けな
くても、容易に受信アンテナウェイト情報に対応するＲＢを自律的に識別して、対応する
ＲＢのアンテナウェイト情報を適切に更新することが可能となる。
【００５１】
　なお、上述した例では、所定の定数を「５」としたが、勿論、この値は適宜変更するよ
うにしてもよいし、ＳＦＮ以外の情報を用いるようにしてもよい。
　つまり、上記サブフレーム毎に送信対象とするＲＢのアンテナウェイト情報の決定ルー
ル（ＲＢ毎の各アンテナウェイト情報の送信パターン）は、一例であり、適宜、変更して
よい。その際、送信されないＲＢのアンテナウェイト情報が生じないようなルール（送信
パターン）とすることができ、また、ＵＥ２が自律的に受信アンテナウェイト情報のＲＢ
を特定可能なルールとすることができる。
【００５２】
　（２．３）第２変形例
　上述した例では、ＢＳ１が、各ＲＢについてのアンテナウェイト情報を１サブフレーム
中で間引いて送信する例について説明したが、アンテナウェイト情報を間引いて送信する
か否かを切り替えるようにしてもよい。
　図９に例示するように、本例のＢＳ１は、図４又は図５により上述した構成に加えて、
送信方法切替部１３と、比較部１４と、をそなえる。なお、図９において、既述の符号と
同一符号を付した部分は、特に断らない限り、既述の部分と同一若しくは同様である。
【００５３】
　ここで、送信方法切替部１３は、比較部１４での判定結果に基づいて、アンテナウェイ
ト情報の送信方法（スケジューリング）を切り替える機能を具備する。
　比較部１４は、プリコーディング決定部６の決定に応じてアンテナウェイト制御部５が
所定時間内にいずれかのＲＢに対応するアンテナウェイト情報を更新（変更）する頻度、
あるいは、使用帯域の全ＲＢ数（又は１サブフレームで送信可能なＲＢ数）のうちアンテ
ナウェイト情報を更新（変更）するＲＢ数（比率）を監視して、前記更新頻度又は更新Ｒ
Ｂ数（比率）に関する所定の閾値と比較する機能を具備する。
【００５４】
　例えば、本例の比較部１４は、アンテナウェイト制御部５がアンテナウェイト情報を更
新するＲＢ数（又は頻度）とその閾値とを比較し、ＲＢ数（又は頻度）が前記閾値以上で
ある場合（例えば、ＵＥ２が移動する等して伝搬環境に変化があるような場合）に、送信
方法切替部１３に対して、ＲＢ毎の各アンテナウェイト情報を１サブフレームで間引かず
に全て送信するように指示する。
【００５５】
　一方、アンテナウェイト情報が更新される頻度（又はＲＢ数）が前記閾値未満である場
合（例えば、ＵＥ２が移動せず伝搬環境にほとんど変化がないような場合）は、比較部１
４は、送信方法切替部１３に対して、先の例で説明したようにＲＢ毎の各アンテナウェイ
ト情報を１サブフレーム内で間引いて送信するように指示する。
　送信方法切替部１３は、上記比較部１４からの指示を受けると、その指示に応じたスケ
ジューリング方法でアンテナウェイト情報がＵＥ２へ送信されるよう、アンテナウェイト
制御部５によるアンテナウェイト情報のスケジューリング方法を制御する（切り替える）
。
【００５６】
　このように、本変形例においては、アンテナウェイト情報の更新頻度や更新数、換言す
れば、ＢＳ１とＵＥ２との伝搬路環境に応じて、ＲＢ毎のアンテナウェイト情報の送信方
法を１サブフレームで送信するか複数サブフレームに分けて送信するかを切り替えること
ができるので、１サブフレームあたりのアンテナウェイト情報の伝送量を伝搬路環境に応
じて柔軟に制御することが可能となる。その結果、制御ＣＨの多重効率、伝送効率を向上
しつつ、ＵＥ２での受信品質の劣化を抑制することが可能となる。
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【００５７】
　また、上述した例では、アンテナウェイト情報の更新頻度や更新ＲＢ数に応じてアンテ
ナウェイト情報の送信方法自体を切り替える例について説明したが、例えば、アンテナウ
ェイト情報の更新頻度や更新ＲＢ数に応じて、（２．２）で上述した送信対象のＲＢのア
ンテナウェイト情報のパターンを定義付ける所定の定数［（２．２）で説明した例では「
５」］を変更するようにしてもよい。
【００５８】
　（２．４）第３変形例
　上述したＢＳ１は、ＵＥ２が全ＲＢについてのアンテナウェイト情報を保持していない
場合、例えば、ＵＥ２がＢＳ１に初めて接続して呼設定要求を行なうような場合には、短
時間でＵＥ２に必要なアンテナウェイト情報を提供することを目的として、全ＲＢのアン
テナウェイト情報を１サブフレームでまとめて送信することもできる。
【００５９】
　その場合のＢＳ１は、図１０に例示するように、ＵＥ２から呼設定要求を受信したかど
うかに応じて、アンテナウェイト情報の送信方法を切り替える送信方法切替部１３をそな
える。なお、図１０において、既述の符号と同一符号を付した部分は、特に断らない限り
、既述の部分と同一若しくは同様である。
　これにより、本例のＢＳ１では、ＵＥ２から呼設定要求を受信すると、送信方法切替部
１３が、全ＲＢのアンテナウェイト情報を１サブフレームで送信するようアンテナウェイ
ト制御部５を制御し、それ以外の場合においては、ＲＢ毎の各アンテナウェイト情報を複
数サブフレームに分けて送信するようアンテナウェイト制御部５を制御する。
【００６０】
　つまり、本例のＢＳ１は、ＵＥ２との通信開始時においては、全ＲＢについてのアンテ
ナウェイト情報を１サブフレームでまとめて送信し、その後は、上述した例のように、１
サブフレームでアンテナウェイト情報を間引いてＵＥ２宛に送信する。
　このように、本変形例においては、ＢＳ１は、ＵＥ２の通信開始時のようにアンテナウ
ェイト情報を保持していないＵＥ２に対しては、全ＲＢについてのアンテナウェイト情報
を１サブフレームでまとめて送信することができるので、ＵＥ２は、短時間で全ＲＢのア
ンテナウェイト情報を受信、保持することが可能となり、その後の受信処理を適切に実施
することが可能となる。
【００６１】
　（２．５）第４変形例
　ＢＳ１は、いずれかのＲＢのアンテナウェイト情報が更新された場合に、全ＲＢのアン
テナウェイト情報を１サブフレームでまとめてＵＥ２宛に送信する一方、いずれのＲＢの
アンテナウェイト情報も更新されない場合には、アンテナウェイト情報をＵＥ２宛に送信
しないことも可能である。
【００６２】
　その場合のＢＳ１は、図１１に例示するように、アンテナウェイト制御部５を監視して
、アンテナウェイト情報が更新されるかどうかを判定する更新判定部１５をそなえる。な
お、図１１において、既述の符号と同一符号を付した部分は、特に断らない限り、既述の
部分と同一若しくは同様である。
　そして、本例の更新判定部１５は、アンテナウェイト制御部５で更新されたアンテナウ
ェイト情報が存在すると、全ＲＢのアンテナウェイト情報を１サブフレームでＵＥ２へ送
信するようにアンテナウェイト制御部５を制御する。
【００６３】
　一方、アンテナウェイト制御部５で更新されたアンテナウェイト情報が無い場合、更新
判定部１５は、いずれのＲＢのアンテナウェイト情報もＵＥ２宛に送信しないようにアン
テナウェイト制御部５を制御する。
　さらに、本例の更新判定部１５は、上記動作により、アンテナウェイト情報が更新され
た場合には、ＵＥ２宛に更新有り情報を通知チャネル（通知ＣＨ）で通知する一方、アン
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テナウェイト情報が更新されない場合には、ＵＥ２宛に更新無し情報を通知ＣＨで通知す
る。なお、前記通知チャネルは制御チャネルの一種として送信部７で多重されてもよいし
、制御チャネルとは別のチャネルとして多重されてもよい。
【００６４】
　これにより、本例のＵＥ２は、ＢＳ１からアンテナウェイト情報を受信した場合（更新
有り情報を受信した場合）は、ＢＳ１から受信したアンテナウェイト情報（新アンテナウ
ェイト情報）で上述したメモリ１０１の内容を更新して、新アンテナウェイト情報でデー
タＣＨの受信信号を復調、復号して受信信号を取得する。一方、ＢＳ１からアンテナウェ
イト情報を受信しない場合（更新無し情報を受信した場合）は、上述したメモリ１０１に
格納済みのアンテナウェイト情報（旧アンテナウェイト情報）を用いて、データＣＨの受
信信号を復調、復号して受信信号を取得する。
【００６５】
　このようにして、本例のＢＳ１は、アンテナウェイト情報が更新された場合に、各ＲＢ
のアンテナウェイト情報を１サブフレームでＵＥ２宛に送信し、アンテナウェイト情報が
更新されない場合は、アンテナウェイト情報を送信しないので、アンテナウェイト情報の
伝送量をさらに削減することができる。その結果、制御ＣＨの多重効率、伝送効率を更に
向上させることが可能となる。
【００６６】
　なお、上述した例では、アンテナウェイト情報が更新される場合は、ＢＳ１が全ＲＢの
アンテナウェイト情報を１サブフレームでＵＥ２宛に送信する例について説明したが、例
えば、ＢＳ１は、アンテナウェイト情報が更新されるＲＢに限定して、アンテナウェイト
情報を送信することもできる。
　この場合、ＢＳ１は、どのＲＢが更新されたかを示す情報を、更新有り情報に含めてＵ
Ｅ２宛に通知するようにしてもよい。
【００６７】
　（２．６）第５変形例
　上述した第４変形例では、ＢＳ１からＵＥ２に対して、アンテナウェイト情報の更新の
有無を通知する例について説明したが、例えば、ＵＥ２が、制御ＣＨにアンテナウェイト
情報が含まれるかどうかを検出できるように構成して、前記通知（通知チャネルの設定）
を不要とすることもできる。
【００６８】
　つまり、本例のＵＥ２は、図１２に例示するように、アンテナウェイト情報が含まれる
制御ＣＨの信号を復調、復号可能な制御ＣＨ復調／復号部（第１制御ＣＨ復調／復号部）
１０－１と、アンテナウェイト情報が含まれない制御ＣＨの信号を復調、復号可能な制御
ＣＨ復調／復号部（第２制御ＣＨ復調／復号部）１０－２と、をそなえる。なお、図１２
において、既述の符号と同一符号を付した部分は、特に断らない限り、既述の部分と同一
若しくは同様である。
【００６９】
　例えば、第１制御ＣＨ復調／復号部１０－１及び第２制御ＣＨ復調／復号部１０－２は
、それぞれ、制御ＣＨの信号の長さを検出することにより、制御ＣＨにアンテナウェイト
情報が含まれているかどうかを判定する。
　例えば、制御ＣＨにアンテナウェイト情報が含まれる場合は、制御ＣＨの信号の長さは
長くなり、制御ＣＨにアンテナウェイト情報が含まれない場合は、制御ＣＨの信号の長さ
は短くなる。
【００７０】
　制御ＣＨにアンテナウェイト情報（新アンテナウェイト情報）が含まれていると判定さ
れた場合は、第１制御ＣＨ復調／復号部１０－１が、制御ＣＨの信号を復調、復号して、
新アンテナウェイト情報を取得する。そして、第１制御ＣＨ復調／復号部１０－１は、新
アンテナウェイト情報で上述したメモリ１０１の内容を更新し、データＣＨ復調／復号部
９により、新アンテナウェイト情報でデータＣＨの信号を復調、復号する。
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【００７１】
　一方、制御ＣＨにアンテナウェイト情報が含まれていないと判定された場合は、第２制
御ＣＨ復調／復号部１０－２が、上述したメモリ１０１に格納済みのアンテナウェイト情
報（旧アンテナウェイト情報）を取得し、データＣＨ復調／復号部９により、旧アンテナ
ウェイト情報でデータＣＨの信号を復調、復号する。
　このように、本例のＵＥ２は、アンテナウェイト情報の更新（送信）の有無を自律的に
判定して、新アンテナウェイト情報あるいは旧アンテナウェイト情報を選択的に用いて、
データＣＨの信号を復調、復号することができる。
【００７２】
　これにより、本例のＢＳ１は、上記の第４変形例のように通知ＣＨを設定して更新の有
無を示す情報を伝送しなくてもよく、第４変形例に比して、ＵＥ２宛のＤＬの情報量を削
減しつつ、第４変形例と同様の効果ないし利点を得ることができる。
　なお、上述した例では、第１制御ＣＨ復調／復号部１０－１及び第２制御ＣＨ復調／復
号部１０－２が、それぞれ、制御ＣＨの信号の長さを検出することにより、制御ＣＨにア
ンテナウェイト情報が含まれているかどうかを判定する例について説明したが、ＢＳ１が
、制御ＣＨにアンテナウェイト情報の有無を示すインジケータ情報を挿入して送信し、第
１制御ＣＨ復調／復号部１０－１及び第２制御ＣＨ復調／復号部１０－２が、前記インジ
ケータの有無を検出することにより、制御ＣＨにアンテナウェイト情報が含まれているか
どうかを判定するようにしてもよい。
【００７３】
　このようにすれば、通知ＣＨを設定することなく、第４変形例と同様の効果ないし利点
を得ることができるほか、制御ＣＨの空き部分に他のデータを搭載した場合でも、ＵＥ２
はアンテナウェイト情報の更新の有無を判定することができる。
　なお、上述した例では、ＵＥ２が、第１制御ＣＨ復調／復号部１０－１及び第２制御Ｃ
Ｈ復調／復号部１０－２を個別にそなえるが、共通の制御ＣＨ復調／復号部１０が上記の
判定機能を有するようにしてもよい。
【００７４】
　（２．７）第６変形例
　本例のＢＳ１は、送信するアンテナウェイト情報に対応するＲＢのパターン情報を生成
してＵＥ２に通知することもできる。
　その場合のＢＳ１は、図１３に例示するように、アンテナウェイト制御部５により送信
対象とされるアンテナウェイト情報に対応するＲＢの送信パターン情報を生成して制御Ｃ
Ｈの信号（アンテナウェイト情報）に多重するパターン生成部１６をそなえる。なお、図
１３において、既述の符号と同一符号を付した部分は、特に断らない限り、既述の部分と
同一若しくは同様である。
【００７５】
　例えば、前記送信パターン情報を２ビットと定義すると、１サブフレームで送信するア
ンテナウェイト情報に対応するＲＢの送信パターンを、次のように４種類表すことができ
る。
　・パターン情報「００」：ＲＢ＃０，ＲＢ＃４，ＲＢ＃８，・・・，ＲＢ＃９６
　・パターン情報「０１」：ＲＢ＃１，ＲＢ＃５，ＲＢ＃９，・・・，ＲＢ＃９７
　・パターン情報「１０」：ＲＢ＃２，ＲＢ＃６，ＲＢ＃１０，・・・，ＲＢ＃９８
　・パターン情報「１１」：ＲＢ＃３，ＲＢ＃７，ＲＢ＃１１，・・・，ＲＢ＃９９
　上記送信パターン情報は、制御ＣＨの信号の空きビットなどを用いてＵＥ２に通知する
ことができる。
【００７６】
　ＵＥ２では、上記送信パターン情報を受信することで、ＢＳ１から送信アンテナウェイ
ト情報が送信されるＲＢの送信パターンを識別して、必要なＲＢに対応するアンテナウェ
イト情報を適切に受信、処理（更新）することが可能となる。
　このように、本例のＢＳ１は、既存の制御ＣＨなどを用いて、送信するアンテナウェイ
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ト情報に対応するＲＢの送信パターンをＵＥ２に通知することができるので、ＢＳ１及び
ＵＥ２の装置構成を大幅に変更することなく、上述した各実施例を実現することが可能と
なる。
【００７７】
　なお、上記パターン情報は、一例であり、これに限定されるものではない。
　また、送信パターン情報のビット数は適宜変更してよい。
　〔３〕その他
　上述したＢＳ１及びＵＥ２が具備する各機能は、必要に応じて取捨選択してもよいし、
適宜組み合わせてもよい。
【００７８】
　また、ＢＳ１は、スケジューリング部３にて選択されていないＵＥ２（データＣＨの割
り当てがされていないＲＢ）に対しても、上述した方法により、アンテナウェイト情報の
グループに含めることができる。
　さらに、ＢＳ１は、ＵＥ２との無線伝播路の品質情報を取得して、この品質情報に基づ
いて、上述した各動作を切り替えるようにしてもよい。
【００７９】
　〔４〕付記
　（付記１）
　複数の送信アンテナを介して無線端末と無線通信する無線基地局であって、
　前記無線端末との通信に用いる無線リソースを複数のリソースブロックに分割した単位
で前記各送信アンテナから送信するデータに対してそれぞれウェイト情報を乗算する送信
処理部と、
　単位時間あたりに送信する前記各リソースブロックに対応する各ウェイト情報のグルー
プを制御する制御部と、
をそなえたことを特徴とする、無線基地局。
【００８０】
　（付記２）
　前記制御部は、
　前記単位時間毎に前記リソースブロック毎のウェイト情報の異なる一部を前記グループ
として選択する、ことを特徴とする、付記１記載の無線基地局。
　（付記３）
　前記制御部は、
　所定のルールに従って、前記グループをなす前記一部のウェイト情報を選択する、こと
を特徴とする、付記２記載の無線基地局。
【００８１】
　（付記４）
　前記制御部は、
　前記無線端末との伝搬路環境に応じて更新される前記ウェイト情報の更新頻度、又は、
更新されたウェイト情報の比率が、所定の閾値未満である場合に、前記単位時間毎に前記
ウェイト情報の一部を前記グループとして選択する、ことを特徴とする、付記２又は３に
記載の無線基地局。
【００８２】
　（付記５）
　前記制御部は、
　前記無線端末との伝搬路環境に応じて更新される前記ウェイト情報の更新頻度、又は、
更新されたウェイト情報の比率が、所定の閾値以上である場合には、前記ウェイト情報の
すべてを前記グループとして選択する、ことを特徴とする、付記１記載の無線基地局。
【００８３】
　（付記６）
　前記制御部は、
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　前記無線端末から呼設定要求を受信した場合に、前記ウェイト情報のすべてを前記グル
ープとして選択する、ことを特徴とする、付記１記載の無線基地局。
　（付記７）
　前記制御部は、
　前記ウェイト情報のいずれかが更新されると、前記ウェイト情報のすべてを前記グルー
プとして選択する、ことを特徴とする、付記１記載の無線基地局。
【００８４】
　（付記８）
　前記制御部は、
　前記更新の有無を前記無線端末に通知する、ことを特徴とする、付記７記載の無線基地
局。
　（付記９）
　前記制御部は、
　前記無線端末へ送信するウェイト情報と前記リソースブロックとの対応関係を所定のパ
ターン情報を用いて前記無線端末へ通知する、ことを特徴とする、付記１～８のいずれか
１項に記載の無線基地局。
【００８５】
　（付記１０）
　前記制御部は、
　前記無線端末に対して割り当てを行なっていないリソースブロックに対応するウェイト
情報も、前記グループに含める、ことを特徴とする、付記１～９のいずれか１項に記載の
無線基地局。
【００８６】
　（付記１１）
　受信アンテナを介して、無線基地局から複数の送信アンテナを介して送信された送信信
号を受信する無線端末であって、
　前記無線基地局との通信に用いる無線リソースを複数のリソースブロックに分割した単
位で前記各送信アンテナから送信されたウェイト情報を含む送信信号を受信し、その受信
信号から前記ウェイト情報を取得する復調復号部と、
　前記ウェイト情報を前記各リソースブロックに分割した単位で格納する格納部と、
　前記受信したウェイト情報に対応する各リソースブロックの前記格納されたウェイト情
報を更新する更新部と、
をそなえたことを特徴とする、無線端末。
【００８７】
　（付記１２）
　無線端末と、複数の送信アンテナを介して前記無線端末と通信する無線基地局と、をそ
なえた通信システムにおける無線通信方法であって、
　前記無線基地局は、
　前記無線端末との通信に用いる無線リソースを複数のリソースブロックに分割した単位
で前記各送信アンテナから送信するデータに対してそれぞれウェイト情報を乗算し、
　単位時間あたりに送信する前記各リソースブロックに対応する各ウェイト情報のグルー
プを制御する、
ことを特徴とする、無線通信方法。
【００８８】
　（付記１３）
　前記無線基地局は、
　前記単位時間毎に前記リソースブロック毎のウェイト情報の異なる一部を前記グループ
として選択する、ことを特徴とする、付記１２記載の無線通信方法。
　（付記１４）
　前記無線基地局は、
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　所定のルールに従って、前記グループをなす前記一部のウェイト情報を選択する、こと
を特徴とする、付記１３記載の無線通信方法。
【００８９】
　（付記１５）
　前記無線基地局は、
　前記無線端末との伝搬路環境に応じて更新される前記ウェイト情報の更新頻度、又は、
更新されたウェイト情報の比率が、所定の閾値未満である場合に、前記単位時間毎に前記
ウェイト情報の一部を前記グループとして選択することを特徴とする、付記１３又は１４
に記載の無線通信方法。
【００９０】
　（付記１６）
　前記無線基地局は、
　前記無線端末との伝搬路環境に応じて更新される前記ウェイト情報の更新頻度、又は、
更新されたウェイト情報の比率が、所定の閾値以上である場合には、前記ウェイト情報の
すべてを前記グループとして選択する、ことを特徴とする、付記１２記載の無線通信方法
。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】無線基地局（ＢＳ）から無線端末（ＵＥ）へのダウンリンクにおける無線リソー
ス（周波数及び時間）のスケジューリング例を示す図である。
【図２】ＢＳからＵＥへのダウンリンクの制御チャネルで伝送される信号内容の一例を示
す図である。
【図３】リソースブロック（ＲＢ）毎のアンテナウェイト情報を１サブフレームで送信す
る例を説明する図である。
【図４】一実施形態に係る無線通信システム（ＭＩＭＯ通信システム）の構成例を示すブ
ロック図である。
【図５】第１変形例に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図６】図５に示すＢＳの動作例を示す図である。
【図７】図５に示すＵＥの動作例を示す図である。
【図８】図５に示すＵＥの動作例を示す図である。
【図９】第２変形例に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図１０】第３変形例に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図１１】第４変形例に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図１２】第５変形例に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図１３】第６変形例に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００９２】
　１　無線基地局（ＢＳ）
　２　無線端末（ＵＥ）
　３　スケジューリング部
　４　プリコーディング多重部（送信処理部）
　５　アンテナウェイト制御部（制御部）
　６　プリコーディング決定部
　７　送信部
　８　受信部
　９　データＣＨ復調／復号部
　１０　制御ＣＨ復調／復号部
　１０－１　第１制御ＣＨ復調／復号部
　１０－２　第２制御ＣＨ復調／復号部
　１０１　メモリ
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　１０２　更新部
　１１　ビーム測定部
　１２　プリコーディング選択部
　１３　送信方法切替部
　１４　比較部
　１５　更新判定部
　１６　パターン生成部

【図１】 【図２】



(19) JP 5233331 B2 2013.7.10

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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