
JP 5600795 B2 2014.10.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線ネットワークを介して通信する基地局とユーザ設備とを含むマルチユーザＭＩＭＯシ
ステムであって、
前記ユーザ設備が、前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品
質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて、第二Ｒａｎｋ
値に対応するチャネル品質情報を取得して基地局にフィードバックし、
すべてのユーザ設備の第二Ｒａｎｋ値が同じであり、
前記基地局が、前記ユーザ設備からフィードバックされた第二Ｒａｎｋ値に対応するチャ
ネル品質情報に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報
を取得し、すべてのユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づ
いてスケジューリングすることを特徴とするマルチユーザＭＩＭＯシステム。
【請求項２】
前記ユーザ設備は、
資源ブロックの前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値を格納するための第一のレ
ジスタと、
前記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出するための算出モジュールと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
前記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、及び前記第二Ｒａｎｋ値と他のＲａｎ
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ｋ値間のチャネル品質情報の対応関係に基づいて、第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品
質情報を取得するための第二の取得モジュールと、
前記第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局に送信するための第二のフィー
ドバックモジュールと
を含むことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項３】
前記基地局は、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
前記第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び前記異なるＲａｎｋ値のチャネル品
質情報間の対応関係に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品
質情報を取得するための第三の取得モジュールと、
すべてのユーザ設備の前記すべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づいてＲ
ａｎｋ適応スケジューリングを行なうためのスケジューリングモジュールと
を含むことを特徴とする請求項２記載のシステム。
【請求項４】
前記基地局は、
スケジューリング結果のＲａｎｋ値をＲａｎｋ更新値として、対応するユーザ設備に送信
する第二の更新モジュールを更に含んでおり、
前記ユーザ設備は、
基地局から送信された前記Ｒａｎｋ更新値に基づいて、前記第一のレジスタの前記第一Ｒ
ａｎｋ値を更新する第一の更新モジュールを更に含むことを特徴とする請求項３記載のシ
ステム。
【請求項５】
無線ネットワークを介して通信する基地局とユーザ設備とを含むマルチユーザＭＩＭＯシ
ステムであって、
前記ユーザ設備が、上位層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値である第三Ｒａｎｋ値に対応す
るチャネル品質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて、
第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得して基地局にフィードバックし、
すべてのユーザ設備の第四Ｒａｎｋ値が同じであり、
前記基地局が、前記ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャ
ネル品質情報及び上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値に基づいて、ユーザ設備の第三Ｒ
ａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得し、前記ユーザ設備からフィードバックされ
た第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値
に基づいて、第三Ｒａｎｋ値のスケジューリングを行なうことを特徴とするマルチユーザ
ＭＩＭＯシステム。
【請求項６】
前記ユーザ設備は、
前記上位層シグナリングの前記第三Ｒａｎｋ値を格納するための第三のレジスタと、
前記第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出するための算出モジュールと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
前記第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、及び異なるＲａｎｋ値間のチャネル品
質情報の対応関係に基づいて、第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得するた
めの第四の取得モジュールと、
すべてのユーザ設備において前記第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局に
送信するための第四のフィードバックモジュールと
を含むことを特徴とする請求項５記載のシステム。
【請求項７】
前記基地局は、
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前記上位層シグナリングの前記第三Ｒａｎｋ値を格納するための第四のレジスタと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の
対応関係、及び第四のレジスタに格納された第三Ｒａｎｋ値に基づいて、ユーザ設備の第
三Ｒａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するための第五の取得モジュールと、
すべてのユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び前記第四のレジス
タに格納された前記第三Ｒａｎｋ値に基づいて第三Ｒａｎｋ値のスケジューリングを行な
うためのスケジューリングモジュールと
を含むことを特徴とする請求項５記載のシステム。
【請求項８】
チャネル品質情報フィードバックステップと、基地局がユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値
のチャネル品質情報を取得するステップとを含むマルチユーザＭＩＭＯシステムのＣＱＩ
フィードバック方法であって、
前記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備は、第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャ
ネル品質情報間の対応関係に基づいて第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得
し、第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局にフィードバックし、前記第一
Ｒａｎｋ値はユーザ設備の前回にスケジューリングされたＲａｎｋ値であり、すべてのユ
ーザ設備の第二Ｒａｎｋ値が同じであり、
前記基地局がユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップに
おいて、
基地局が、前記ユーザ設備からフィードバックされた第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル
品質情報に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取
得することを特徴とする方法。
【請求項９】
前記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備が、前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値を取得し、
ユーザ設備が、第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出し、
ユーザ設備が、異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて、第二Ｒａ
ｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得し、
ユーザ設備が、前記第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局にフィードバッ
クすることを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】
前記基地局がユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップに
おいて、
基地局が、第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、及び第二Ｒａｎｋ値と他のＲａ
ｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に
対応するチャネル品質情報を取得することを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
基地局が、スケジューリング結果のＲａｎｋ値をＲａｎｋ更新値として、対応するユーザ
設備に送信し、
ユーザ設備が、基地局から送信された前記Ｒａｎｋ更新値に基づいて前記第一Ｒａｎｋ値
を更新することを更に含むことを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
チャネル品質情報フィードバックステップと、基地局がＲａｎｋ値のチャネル品質情報を
取得するステップとを含むマルチユーザＭＩＭＯシステムのＣＱＩフィードバック方法で
あって、
前記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備は、第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャ
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ネル品質情報間の対応関係に基づいて第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得
して基地局にフィードバックし、前記第三Ｒａｎｋ値は上位層シグナリングの最新Ｒａｎ
ｋ値であり、すべてのユーザ設備の第四Ｒａｎｋ値が同じであり、
前記基地局がＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップにおいて、
基地局が、前記ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル
品質情報及び上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値に基づいて、ユーザ設備の第三Ｒａｎ
ｋ値に対応するチャネル品質情報を取得することを特徴とする方法。
【請求項１３】
前記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備が、上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値を取得し、
ユーザ設備が、第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出し、
ユーザ設備が、異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて第四Ｒａｎ
ｋ値に対応するチャネル品質情報を取得し、
ユーザ設備が、すべてのユーザ設備において第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報
を基地局にフィードバックすることを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
前記基地局がＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップにおいて、
基地局が、前記ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル
品質情報、異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係、及び上位層シグナリング
の第三Ｒａｎｋ値に基づいて、ユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報
を取得することを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１５】
ユーザ設備であって、
第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局に送信するための第二のフィードバ
ックモジュールを含み、
前記第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報は、第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル
品質情報に基づいて取得し、
前記第一Ｒａｎｋ値は、資源ブロックの前回にスケジューリングされたＲａｎｋ値又は上
位層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値であることを特徴とするユーザ設備。
【請求項１６】
前記第一Ｒａｎｋ値を格納するための第一のレジスタと、
前記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出するための算出モジュールと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
前記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、及び異なるＲａｎｋ値間のチャネル品
質情報の対応関係に基づいて、第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得するた
めの第二の取得モジュールと
を含むことを特徴とする請求項１５記載のユーザ設備。
【請求項１７】
前記第一Ｒａｎｋ値が資源ブロックの前回にスケジューリングされたＲａｎｋ値である場
合、
基地局のスケジューリング結果に基づいて、第一のレジスタに格納された前記第一Ｒａｎ
ｋ値を更新する第一の更新モジュールを更に含むことを特徴とする請求項１５記載のユー
ザ設備。
【請求項１８】
ユーザ設備に対応しており、前記ユーザ設備の、上位層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値で
ある第三Ｒａｎｋ値を格納するための第二のレジスタと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び前
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記異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて、ユーザ設備の第三Ｒａ
ｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得するための第一の取得モジュールと、
前記第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づいて第三Ｒａｎｋ値のスケジュー
リングを行なうためのスケジューリングモジュールと
を含み、
前記ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報は
、算出した第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャネル
品質情報間の対応関係に基づいてユーザ設備によって得ることを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、移動通信技術に関し、特に、マルチユーザＭＩＭＯシステム、基地局、ユーザ
設備及びＣＱＩ（Channel Quality Indicator、チャネル品質情報）フィードバック方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
ＬＴＥ（Long Term Evolution、長期進化）ネットワークのスループットと周波数利用率
を向上させるために、多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムは、送信機と受信機の両側にお
いてマルチアンテナを使用する。
【０００３】
ＭＩＭＯの最も基本となるアンテナ配置は、２×２である。つまり、基地局（Ｎｏｄe　
Ｂ）側には二本の送信アンテナがあり、ＵＥ（User Equipment、ユーザ設備）側には二本
の受信アンテナがある。また、４×４のアンテナ配置の可能性もある。
【０００４】
従来のマルチユーザ多入力多出力（Multi-User Multi-Input Multi-Output 、ＭＵ-ＭＩ
ＭＯ）システムにおいて、データの伝送方式は、主にＲａｎｋ（ランク）１伝送方式又は
Ｒａｎｋ（ランク）2伝送方式である。
【０００５】
Ｒａｎｋ（ランク）１伝送方式の場合、シングルデータストリーム伝送を採用し、同一の
ＲＢ（Resource Block、資源ブロック）には、他のユーザ信号の干渉がない。
【０００６】
一方、Ｒａｎｋ（ランク）２伝送方式の場合、ダブルデータストリーム伝送を採用し、同
一のＲＢ（Resource Block、資源ブロック）には、他のユーザ信号の干渉がある。
【０００７】
もちろん、技術の進化につれ、Ｒａｎｋ ｎ（ｎ＞２）伝送方式もありうる。
【０００８】
コードブック（CodeBook）に基づくＭＵ-ＭＩＭＯ伝送技術は、将来の移動通信における
最も重要な通信技術の一つである。コードブックに基づくＭＵ-ＭＩＭＯ伝送システムに
おいて、限られたフィードバック情報を利用して、無線移動通信システムのスループット
とスループット効率を大幅に向上することができる。
【０００９】
Ｎｏｄe　Ｂは、ＵＥからフィードバックされたＣＱＩに基づいてＲａｎｋ適応スケジュ
ーリングを行ない、対応する伝送ブロックサイズ、変調符号化方式及び使用可能なＲＢ数
を選択して最大限に情報を送信することで、システムのスループットとスループット効率
を大幅に向上させる。このとき、Ｎｏｄe　Ｂは、全ての伝送方式でのＣＱＩを取得して
から、Ｒａｎｋ適応スケジューリングを行うことができるようになる。
【００１０】
以下、Ｒａｎｋ１とＲａｎｋ２伝送方式を例として説明する。
【００１１】
従来のＭＵ-ＭＩＭＯシステムにおいて、ＵＥは各ＲＢにおいてＲａｎｋ１のＣＱＩのみ
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をフィードバックし、Ｎｏｄe　Ｂは、Ｒａｎｋ適応スケジューリングを行なうとき、Ｒ
ａｎｋ１とＲａｎｋ２間の対応関係から、Ｒａｎｋ２のＣＱＩを取得し、Ｒａｎｋ１とＲ
ａｎｋ２のＣＱＩに基づいてスケジューリングを行なう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
しかしながら、上記技術案において、Ｒａｎｋ１とＲａｎｋ２間の対応関係から取得した
Ｒａｎｋ２のＣＱＩは実のＲａｎｋ２のＣＱＩではないので、Ｒａｎｋ２伝送方式で、Ｒ
ａｎｋ２のＣＱＩが不精確になり、更に、選択した変調符号化方式が不正確になり、最終
的にシステムのスループット性能の低下を招くことになる。
【００１３】
もちろん、ＵＥが各ＲＢにおいてＲａｎｋ２のＣＱＩをフィードバックすれば、明らかに
、システムのスループット性能の低下を招いてしまう。
【００１４】
ＵＥがＲａｎｋ１とＲａｎｋ２とのＣＱＩを各ＲＢにおいて同時にフィードバックすれば
、スケジューリング及びプリコーディングに用いられるＣＱＩの値が精確になるが、その
上りシグナリングのオーバーヘッドが非常に大きくなり、従来規格の要求を満たすことが
できず、その実現も非常に複雑になる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明は、上りシグナリングのオーバーヘッドを増加させることなく、システムのスルー
プット性能を向上させるＭＩＭＯシステム、基地局、ユーザ設備及びＣＱＩフィードバッ
ク方法を提供する。
【００１６】
上記目的を実現するために、本発明は、無線ネットワークを介して通信する基地局とユー
ザ設備とを含むマルチユーザＭＩＭＯシステムを提供する。
【００１７】
当該マルチユーザＭＩＭＯシステムにおいて、上記ユーザ設備は、前回にスケジューリン
グされた第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局にフィードバックし、上記
基地局は、上記ユーザ設備からフィードバックされた第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル
品質情報に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取
得し、すべてのユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づいて
スケジューリングする。
【００１８】
上記システムにおいて、上記ユーザ設備は、
資源ブロックの前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値を格納するための第一のレ
ジスタと、
上記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出するための算出モジュールと、
上記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局に送信するための第一のフィー
ドバックモジュールとを含む。
【００１９】
上記システムにおいて、上記基地局は、
ユーザ設備に対応しており、上記ユーザ設備の資源ブロックの前回にスケジューリングさ
れた第一Ｒａｎｋ値を格納するための第二のレジスタと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
上記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び上記異なるＲａｎｋ値のチャネル品
質情報間の対応関係に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品
質情報を取得するための第一の取得モジュールと、
すべてのユーザ設備の上記すべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づいてＲ
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ａｎｋ値適応スケジューリングを行なうためのスケジューリングモジュールとを含む。
【００２０】
上記システムにおいて、上記基地局は、
スケジューリング結果のＲａｎｋ値に基づいて、対応するユーザ設備の上記第二のレジス
タに格納された上記第一Ｒａｎｋ値を更新し、更新されたＲａｎｋ更新値を対応するユー
ザ設備に送信する第二の更新モジュールを更に含んでおり、
上記ユーザ設備は、
基地局から送信された上記Ｒａｎｋ更新値に基づいて、上記第一のレジスタに格納された
上記第一Ｒａｎｋ値を更新する第一の更新モジュールを更に含む。
【００２１】
上記目的を実現するために、本発明は、無線ネットワークを介して通信する基地局とユー
ザ設備とを含むマルチユーザＭＩＭＯシステムを提供する。
【００２２】
当該マルチユーザＭＩＭＯシステムにおいて、上記ユーザ設備は、前回にスケジューリン
グされた第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャネル品
質情報間の対応関係に基づいて、第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得して
基地局にフィードバックし、すべてのユーザ設備の第二Ｒａｎｋ値が同じであり、上記基
地局は、上記ユーザ設備からフィードバックされた第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品
質情報に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得
し、すべてのユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づいてス
ケジューリングする。
【００２３】
上記システムにおいて、上記ユーザ設備は、
資源ブロックの前回にスケジューリングされた前記第一Ｒａｎｋ値を格納するための第一
のレジスタと、
上記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出するための算出モジュールと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
上記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、及び上記第二Ｒａｎｋ値と他のＲａｎ
ｋ値間のチャネル品質情報の対応関係に基づいて、第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品
質情報を取得するための第二の取得モジュールと、
上記第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局に送信するための第二のフィー
ドバックモジュールとを含む。
【００２４】
上記システムにおいて、上記基地局は、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
上記第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び上記異なるＲａｎｋ値のチャネル品
質情報間の対応関係に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品
質情報を取得するための第三の取得モジュールと、
すべてのユーザ設備の上記すべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づいてＲ
ａｎｋ適応スケジューリングを行なうためのスケジューリングモジュールとを含む。
【００２５】
上記システムにおいて、上記基地局は、
スケジューリング結果のＲａｎｋ値をＲａｎｋ更新値として、対応するユーザ設備に送信
する第二の更新モジュールを更に含んでおり、
上記ユーザ設備は、
基地局から送信された上記Ｒａｎｋ更新値に基づいて、上記第一のレジスタの上記第一Ｒ
ａｎｋ値を更新する第一の更新モジュールを更に含む。
【００２６】
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上記目的を実現するために、本発明は、無線ネットワークを介して通信する基地局とユー
ザ設備とを含むマルチユーザＭＩＭＯシステムを提供する。
【００２７】
当該システムにおいて、上記ユーザ設備は、上位層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値である
第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局にフィードバックし、上記基地局は
、上記ユーザ設備からフィードバックされた第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報
及び上位層シグナリングの上記第三Ｒａｎｋ値に基づいて、第三Ｒａｎｋ値のスケジュー
リングを行なう。
【００２８】
上記システムにおいて、上記ユーザ設備は、
上記上位層シグナリングの上記第三Ｒａｎｋ値を格納するための第三のレジスタと、
上記第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出するための算出モジュールと、
上記第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局に送信するための第三のフィー
ドバックモジュールとを含む。
【００２９】
上記システムにおいて、上記基地局は、
上記上位層シグナリングの上記第三Ｒａｎｋ値を格納するための第四のレジスタと、
すべてのユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び上記第四のレジス
タに格納された上記第三Ｒａｎｋ値に基づいて、第三Ｒａｎｋ値のスケジューリングをス
ケジューリングモジュールとを含む。
【００３０】
上記目的を実現するために、本発明は、無線ネットワークを介して通信する基地局とユー
ザ設備とを含むマルチユーザＭＩＭＯシステムを提供する。
【００３１】
当該システムにおいて、上記ユーザ設備は、上位層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値である
第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間
の対応関係に基づいて、第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得して基地局に
フィードバックし、すべてのユーザ設備の第四Ｒａｎｋ値が同じであり、上記基地局は、
上記ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及
び上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値に基づいて、ユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値に対応
するチャネル品質情報を取得し、上記ユーザ設備からフィードバックされた第三Ｒａｎｋ
値に対応するチャネル品質情報及び上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値に基づいて、第
三Ｒａｎｋ値のスケジューリングを行なう。
【００３２】
上記システムにおいて、上記ユーザ設備は、
上記上位層シグナリングの上記第三Ｒａｎｋ値を格納するための第三のレジスタと、
上記第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出するための算出モジュールと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
上記第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、及び異なるＲａｎｋ値間のチャネル品
質情報の対応関係に基づいて、第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得するた
めの第四の取得モジュールと、
すべてのユーザ設備において上記第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局に
送信するための第四のフィードバックモジュールとを含む。
【００３３】
上記システムにおいて、上記基地局は、
上記上位層シグナリングの上記第三Ｒａｎｋ値を格納するための第四のレジスタと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の
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対応関係、及び第四のレジスタに格納された第三Ｒａｎｋ値に基づいて、ユーザ設備の第
三Ｒａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するための第五の取得モジュールと、
すべてのユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び上記第四のレジス
タに格納された上記第三Ｒａｎｋ値に基づいて第三Ｒａｎｋ値のスケジューリングを行な
うためのスケジューリングモジュールとを含む。
【００３４】
上記目的を実現するために、本発明は、チャネル品質情報フィードバックステップと、基
地局がユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップとを含む
マルチユーザＭＩＭＯシステムのＣＱＩフィードバック方法を提供する。
【００３５】
上記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備は、ユーザ設備の前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値に対応するチ
ャネル品質情報を基地局にフィードバックし、
上記基地局がユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップに
おいて、
基地局は、上記ユーザ設備からフィードバックされた第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル
品質情報に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取
得する。
【００３６】
上記方法において、上記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備は、前回にスケジューリングされた上記第一Ｒａｎｋ値を取得し、
ユーザ設備は、上記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出し、
ユーザ設備は、上記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局にフィードバッ
クする。
【００３７】
上記方法において、上記基地局がユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のチャネル品質情報を
取得するステップにおいて、
基地局が、ユーザ設備からフィードバックされた第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質
情報及び異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて、ユーザ設備のす
べてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得する
上記方法において、基地局が、スケジューリング結果のＲａｎｋ値に基づいて、基地局に
格納された対応するユーザ設備の前記第一Ｒａｎｋ値を更新し、更新されたＲａｎｋ更新
値を対応するユーザ設備に送信し、
ユーザ設備が、基地局から送信された前記Ｒａｎｋ更新値に基づいて前記第一Ｒａｎｋ値
を更新することを更に含む。
【００３８】
　上記目的を実現するために、本発明は、チャネル品質情報フィードバックステップと、
基地局がユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップとを含
むマルチユーザＭＩＭＯシステムのＣＱＩフィードバック方法を提供する。
【００３９】
前記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備は、第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャ
ネル品質情報間の対応関係に基づいて第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得
し、第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局にフィードバックし、前記第一
Ｒａｎｋ値はユーザ設備の前回にスケジューリングされたＲａｎｋ値であり、すべてのユ
ーザ設備の第二Ｒａｎｋ値が同じであり、
前記基地局がユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップに
おいて、
基地局が、前記ユーザ設備からフィードバックされた第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル
品質情報に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取
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得する。
【００４０】
上記方法において、前記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備が、前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値を取得し、
ユーザ設備が、第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出し、
ユーザ設備が、異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて、第二Ｒａ
ｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得し、
ユーザ設備が、前記第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局にフィードバッ
クする。
【００４１】
上記方法において、前記基地局がユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のチャネル品質情報を
取得するステップにおいて、
基地局が、第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、及び第二Ｒａｎｋ値と他のＲａ
ｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に
対応するチャネル品質情報を取得する。
【００４２】
上記方法において、基地局が、スケジューリング結果のＲａｎｋ値をＲａｎｋ更新値とし
て、対応するユーザ設備に送信し、
ユーザ設備が、基地局から送信された前記Ｒａｎｋ更新値に基づいて前記第一Ｒａｎｋ値
を更新することを更に含む。
【００４３】
上記目的を実現するために、本発明は、チャネル品質情報フィードバックステップを含む
マルチユーザＭＩＭＯシステムのＣＱＩフィードバック方法を提供する。
【００４４】
前記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備は、高層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値である第三Ｒａｎｋ値に対応するチャ
ネル品質情報を基地局にフィードバックし、
前記基地局が、前記高層シグナリングの前記第三Ｒａｎｋ値に基づいて第三Ｒａｎｋ値の
スケジューリングを行なう。
【００４５】
上記目的を実現するために、本発明は、チャネル品質情報フィードバックステップと、基
地局がＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップとを含むマルチユーザＭＩＭＯ
システムのＣＱＩフィードバック方法を提供する。
【００４６】
前記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備は、第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャ
ネル品質情報間の対応関係に基づいて第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得
して基地局にフィードバックし、前記第三Ｒａｎｋ値は上位層シグナリングの最新Ｒａｎ
ｋ値であり、すべてのユーザ設備の第四Ｒａｎｋ値が同じであり、
前記基地局がＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップにおいて、
基地局が、前記ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル
品質情報及び上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値に基づいて、ユーザ設備の第三Ｒａｎ
ｋ値に対応するチャネル品質情報を取得する。
【００４７】
上記方法において、前記チャネル品質情報フィードバックステップにおいて、
ユーザ設備が、上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値を取得し、
ユーザ設備が、第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出し、
ユーザ設備が、異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて第四Ｒａｎ
ｋ値に対応するチャネル品質情報を取得し、
ユーザ設備が、すべてのユーザ設備において第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報
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を基地局にフィードバックする。
【００４８】
上記方法において、前記基地局がＲａｎｋ値のチャネル品質情報を取得するステップにお
いて、
基地局が、前記ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル
品質情報、異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係、及び上位層シグナリング
の第三Ｒａｎｋ値に基づいて、ユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報
を取得する。
【００４９】
上記目的を実現するために、本発明は、ユーザ設備を提供する。該ユーザ設備は、第一Ｒ
ａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局に送信するための第一のフィードバックモ
ジュールを含み、前記第一Ｒａｎｋ値は、資源ブロックの前回にスケジューリングされた
Ｒａｎｋ値又は上位層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値である。
【００５０】
上記ユーザ設備は、
前記第一Ｒａｎｋ値を格納するための第一のレジスタと、
前記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出するための算出モジュールとを更
に含む。
【００５１】
上記設備は、前記第一Ｒａｎｋ値が資源ブロックの前回にスケジューリングされたＲａｎ
ｋ値である場合、基地局のスケジューリング結果に基づいて、前記第一のレジスタに格納
された前記第一Ｒａｎｋ値を更新する第一の更新モジュールを更に含む。
【００５２】
上記目的を実現するために、本発明は、ユーザ設備を提供する。該ユーザ設備は、第二Ｒ
ａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を基地局に送信するための第二のフィードバックモ
ジュールを含み、前記第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報は、第一Ｒａｎｋ値に
対応するチャネル品質情報に基づいて取得し、前記第一Ｒａｎｋ値は、資源ブロックの前
回にスケジューリングされたＲａｎｋ値又は上位層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値である
。
【００５３】
上記ユーザ設備は、
前記第一Ｒａｎｋ値を格納するための第一のレジスタと、
前記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を算出するための算出モジュールと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
前記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報、及び異なるＲａｎｋ値間のチャネル品
質情報の対応関係に基づいて、第二Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得するた
めの第二の取得モジュールとを含む。
【００５４】
上記ユーザ設備は、前記第一Ｒａｎｋ値が資源ブロックの前回にスケジューリングされた
Ｒａｎｋ値である場合、基地局のスケジューリング結果に基づいて、前記第一のレジスタ
に格納された前記第一Ｒａｎｋ値を更新する第一の更新モジュールを更に含む。
【００５５】
上記目的を実現するために、本発明は、基地局を提供する。該基地局は、
ユーザ設備に対応しており、前記ユーザ設備の、資源ブロックの前回にスケジューリング
されたＲａｎｋ値である第一Ｒａｎｋ値を格納するための第二のレジスタと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
前記第一Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び前記異なるＲａｎｋ値のチャネル品
質情報間の対応関係に基づいて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品



(12) JP 5600795 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

質情報を取得するための第一の取得モジュールと、
すべてのユーザ設備の前記すべてのＲａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づいてＲ
ａｎｋ適応スケジューリングを行なうためのスケジューリングモジュールとを含む。
【００５６】
上記基地局は、スケジューリング結果のＲａｎｋ値に基づいて、対応するユーザ設備の前
記第二のレジスタに格納された前記第一Ｒａｎｋ値を更新し、更新されたＲａｎｋ更新値
を対応するユーザ設備に送信する第二の更新モジュールを更に含む。
【００５７】
上記目的を実現するために、本発明は、基地局を提供する。該基地局は、
ユーザ設備に対応しており、前記ユーザ設備の、上位層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値で
ある第三Ｒａｎｋ値を格納するための第二のレジスタと、
すべてのユーザ設備の前記第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づいて、第三
Ｒａｎｋ値のスケジューリングを行なうためのスケジューリングモジュールと。
【００５８】
上記目的を実現するために、本発明は、基地局を提供する。該基地局は、
ユーザ設備に対応しており、前記ユーザ設備の、上位層シグナリングの最新Ｒａｎｋ値で
ある第三Ｒａｎｋ値を格納するための第二のレジスタと、
異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュ
ールと、
ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び前
記異なるＲａｎｋ値のチャネル品質情報間の対応関係に基づいて、ユーザ設備の第三Ｒａ
ｎｋ値に対応するチャネル品質情報を取得するための第一の取得モジュールと、
前記第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報に基づいて第三Ｒａｎｋ値のスケジュー
リングを行なうためのスケジューリングモジュールとを含み、
前記ユーザ設備からフィードバックされた第四Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報は
、算出した第三Ｒａｎｋ値に対応するチャネル品質情報及び異なるＲａｎｋ値のチャネル
品質情報間の対応関係に基づいてユーザ設備によって得る。
【発明の効果】
【００５９】
従来技術に比べ、本発明は、以下の効果を奏することができる。
【００６０】
ユーザ設備は、前回にスケジューリングされたＲａｎｋ値に対応するＣＱＩを取得した後
、該ＣＱＩを基地局にフィードバックするか、又は、異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応
関係から取得した他のＲａｎｋ値のＣＱＩを基地局にフィードバックする。基地局は、前
回にスケジューリングされたＲａｎｋ値に対応し精確なＣＱＩを取得することができる。
低速変化チャネルの場合、ユーザ設備の伝送方式がある期間において連続状態にあるため
、該精確なＣＱＩに基づき正確な変調符号化方式を選択することができ、システムのスル
ープット性能を大幅に向上させることができる。
【００６１】
上位層シグナリングでＲａｎｋ値情報を指示する場合、ユーザ設備は、上位層シグナリン
グの最新のＲａｎｋ値に対応するＣＱＩを取得した後、該ＣＱＩを基地局にフィードバッ
クし、又は、異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係から取得した他のＲａｎｋ値のＣＱ
Ｉを基地局にフィードバックする。基地局は、上位層シグナリングの最新のＲａｎｋ値に
対応しており精確なＣＱＩを取得することができる。また、基地局は、上位層シグナリン
グの最新のＲａｎｋ値に基づき該Ｒａｎｋ値におけるスケジューリングを行なうことがで
きる。従って、該精確なＣＱＩに基づいて正確な変調符号化方式を選択することができ、
システムのスループット性能を大幅に向上させることができる。
【００６２】
上りシグナリングのオーバーヘッドトについては、ユーザ設備が一種類の伝送方式のＣＱ
Ｉしかフィードバックしないため、従来技術に比べ、その上りシグナリングのオーバーヘ
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ッドが増加しない。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の第一の実施例のＭＩＭＯシステムの構成を示す図である。
【図２】本発明の第一の実施例の方法の流れを示すフローチャートである。
【図３】本発明の第二の実施例のＭＩＭＯシステムの構成を示す図である。
【図４】本発明の第二の実施例の方法の流れを示すフローチャートである。
【図５】本発明の第三の実施例のＭＩＭＯシステムの構成を示す図である。
【図６】本発明の第三の実施例の方法の流れを示すフローチャートである。
【図７】本発明の第四の実施例のＭＩＭＯシステムの構成を示す図である。
【図８】本発明の第四の実施例の方法の流れを示すフローチャートである。
【図９】本発明の方法の第一のシミュレーション条件におけるシミュレーション結果を示
す図である。
【図１０】本発明の方法の第二のシミュレーション条件におけるシミュレーション結果を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
以下、図面と実施例を参照して、本発明の具体的な実施形態を詳しく説明する。
【００６５】
＜第一の実施例＞
本発明の第一の実施例において、前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値に対応す
るＣＱＩを全てのユーザ設備がフィードバックすることを例として説明する。
【００６６】
図１に示すように、本発明の第一の実施例のＭＩＭＯシステムは、無線ネットワークを介
して通信する基地局とユーザ設備とを含む。
【００６７】
ユーザ設備は、
ユーザ設備の資源ブロックの前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値（Ｒａｎｋ１
、Ｒａｎｋ２、…、Ｒａｎｋｎのうちの一つ）を格納するための第一のレジスタと、
第一Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出するための算出モジュールと、
上記第一Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを基地局に送信するための第一のフィードバックモ
ジュールとを含む。
【００６８】
基地局は、
ユーザ設備に対応しており、ユーザ設備の資源ブロックの前回にスケジューリングされた
第一Ｒａｎｋ値を格納するための第二のレジスタと、
異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュールと、
第二のレジスタの第一Ｒａｎｋ値に基づいて、ユーザ設備からフィードバックされたＣＱ
Ｉを第一Ｒａｎｋ値のＣＱＩと特定した後、ユーザ設備からフィードバックされた第一Ｒ
ａｎｋ値に対応するＣＱＩ及び異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係に基づいて、ユー
ザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するＣＱＩを取得するための第一のＣＱＩ取得モジュ
ールと、
すべてのユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値に対応するＣＱＩに基づいてＲａｎｋ値適応ス
ケジューリングを行なうためのスケジューリングモジュールと、
スケジューリング結果のＲａｎｋ値に基づいて、対応するユーザ設備の第二のレジスタに
格納された第一Ｒａｎｋ値を更新し、更新された第一Ｒａｎｋ値を対応するユーザ設備に
通知する第二の更新モジュールとを含む。
【００６９】
上記ユーザ設備は、基地局から送信された第一Ｒａｎｋ値に基づいて、第一のレジスタに
格納された値を更新する第一の更新モジュールを更に含む。
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【００７０】
本発明の第一の実施例において、ユーザ設備は、各々の前回にスケジューリングされたＲ
ａｎｋ値に対応するＣＱＩをフィードバックする。ユーザ設備がフィードバックするＣＱ
ＩのＲａｎｋ値は、同一の可能性もあるし、異なる可能性もある。従って、該第二のレジ
スタにユーザ設備の資源ブロックの前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値を格納
することによって、基地局はユーザ設備からフィードバックされたＣＱＩのＲａｎｋ値を
正しく識別でき、異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係から、ユーザ設備の全てのＲａ
ｎｋ値に対応するＣＱＩを取得することができる。
【００７１】
もちろん、基地局は、ユーザ設備からフィードバックしたＣＱＩのＲａｎｋ値を他の方式
で取得してもよい。例えば、ユーザ設備がフィードバック情報にＲａｎｋ値を付ける方式
を採用してもよい。もちろん、ユーザ設備からフィードバックしたＣＱＩのＲａｎｋ情報
を他の方式で取得してもよい。
【００７２】
図２は、本発明の第一の実施例のＭＩＭＯシステムのＣＱＩフィードバック方法を示す。
【００７３】
ステップ２１において、ユーザ設備は、前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値を
取得する。
【００７４】
ステップ２２において、ユーザ設備は、第一Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出する。
【００７５】
ステップ２３において、ユーザ設備は、第一Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを基地局にフィ
ードバックする。
【００７６】
ステップ２４において、基地局は、ユーザ設備からフィードバックされた第一Ｒａｎｋ値
に対応するＣＱＩ及び異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係に基づいて、ユーザ設備の
全てのＲａｎｋ値のＣＱＩを取得する。
【００７７】
ステップ２５において、基地局は、すべてのユーザ設備の全てのＲａｎｋ値のＣＱＩに基
づいてＲａｎｋ適応スケジューリングを行なう。
【００７８】
ステップ２６において、基地局は、スケジューリング結果のＲａｎｋ値に基づいて、対応
するユーザ設備の第一Ｒａｎｋ値を更新し、更新された第一Ｒａｎｋ値を下りシグナリン
グを介して対応するユーザ設備に通知する。
【００７９】
ステップ２７において、ユーザ設備は、格納された第一Ｒａｎｋ値を更新する。
【００８０】
ユーザ設備は、次回の伝送時に、該更新された第一Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出す
る。
【００８１】
以下、Ｒａｎｋ１とＲａｎｋ２を例として本発明の第一の実施例の方法を例示する。
【００８２】
ＭＵ-ＭＩＭＯシステムにおいて、チャネルは低速変化チャネルである。つまり、ユーザ
がＲａｎｋ１伝送方式からＲａｎｋ２伝送方式に変更された後、ユーザはその後のある期
間においてＲａｎｋ２伝送方式を維持する。逆に、ユーザがＲａｎｋ２伝送方式からＲａ
ｎｋ１伝送方式に変更された後、ユーザはその後のある期間においてＲａｎｋ１伝送方式
を維持する。
【００８３】
ユーザ設備ＵＥ１とユーザ設備ＵＥ２が第一時刻でＲａｎｋ１伝送方式からＲａｎｋ２伝
送方式に変更したとすると、このとき、ＵＥ１とＵＥ２に対応する第一のレジスタの値は
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いずれも１である（ここで、レジスタの値が１であることは、ユーザ設備の資源ブロック
の前回にスケジューリングされたＲａｎｋ値がＲａｎｋ２であることを示し、レジスタの
値が０であることは、ユーザ設備の資源ブロックの前回にスケジューリングされたＲａｎ
ｋ値がＲａｎｋ1であることを示すと仮定する）。
【００８４】
従来技術において、ＵＥ１とＵＥ２は、常にＲａｎｋ1に対応するＣＱＩをフィードバッ
クするが、ＵＥ１とＵＥ２がＲａｎｋ１伝送方式からＲａｎｋ２伝送方式に変更した場合
、基地局側で取得したＲａｎｋ２に対応するＣＱＩは、Ｒａｎｋ１とＲａｎｋ２間の対応
関係から取得したものである。該Ｒａｎｋ２のＣＱＩは実のＲａｎｋ２のＣＱＩではない
ため、選択した変調符号化方式が不正確になってしまい、最終的にシステムのスループッ
ト性能の低下を招いてしまう。
【００８５】
一方、本発明の方法によれば、ＵＥ１とＵＥ２がＲａｎｋ１伝送方式からＲａｎｋ２伝送
方式に変更すると、対応する第一のレジスタの値がいずれも１であるため、ＵＥ１とＵＥ
２がＣＱＩをフィードバックするときに、Ｒａｎｋ２に対応するＣＱＩを算出してフィー
ドバックする。該算出したＲａｎｋ２に対応するＣＱＩは、精確なものである。また、そ
の後のある期間においてＵＥ１とＵＥ２がＲａｎｋ２伝送方式で稼動するため、該精確な
Ｒａｎｋ２に対応するＣＱＩに基づいて変調符号化方式を正しく選択することができ、シ
ステムのスループット性能を向上させることができる。
【００８６】
＜第二の実施例＞
本発明の第一の実施例において、前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値に対応す
るＣＱＩを全てのユーザ設備がフィードバックすることを例として説明した。
【００８７】
第一の実施例から分かるように、ユーザ設備は、各々の異なるＣＱＩをフィードバックす
る。しかし、本発明の第二の実施例において、ユーザ設備は、同一Ｒａｎｋ値のＣＱＩを
フィードバックする。該同一Ｒａｎｋ値のＣＱＩは、Ｒａｎｋ１ＣＱＩ、Ｒａｎｋ２ＣＱ
Ｉ、…、ＲａｎｋｎＣＱＩのうちの一つであり、全てのユーザ設備がフィードバックする
ＣＱＩは、同一Ｒａｎｋ値のＣＱＩである。
【００８８】
図３に示すように、本発明の第二の実施例のＭＩＭＯシステムは、無線ネットワークを介
して通信する基地局とユーザ設備とを含む。
【００８９】
ユーザ設備は、
ユーザ設備の資源ブロックの前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値（Ｒａｎｋ１
、Ｒａｎｋ２、…、Ｒａｎｋｎのうちの一つ）を格納するための第一のレジスタと、
第一Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出するための算出モジュールと、
異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュールと、
第一Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩ、及び、異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係に基づ
いて第二Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを取得する第二のＣＱＩ取得モジュールと、
上記第二Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを基地局に送信する第二のフィードバックモジュー
ルとを含む。ここで、全てのユーザ設備に対応する第二Ｒａｎｋ値が同一である。
【００９０】
基地局は、
異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係を格納するための対応関係格納モジュールと、
第二Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩ、及び、異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係に基づ
いて、ユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のＣＱＩを取得する第三のＣＱＩ取得モジュール
と、
全てのユーザ設備のすべてのＲａｎｋ値のＣＱＩに基づいてＲａｎｋ値適応スケジューリ
ングを行なうスケジューリングモジュールと、
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ユーザ設備のスケジューリング結果のＲａｎｋ値を、対応するユーザ設備に通知する第三
の更新モジュールとを含む。
【００９１】
上記ユーザ設備は、基地局から送信されたＲａｎｋ値に基づいて、第一のレジスタに格納
された第一Ｒａｎｋ値を更新する第一の更新モジュールを更に含む。
【００９２】
図４は、本発明の第二の実施例のＭＩＭＯシステムのＣＱＩフィードバック方法を示す。
【００９３】
ステップ４１において、ユーザ設備は、前回にスケジューリングされた第一Ｒａｎｋ値を
取得する。
【００９４】
ステップ４２において、ユーザ設備は、第一Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出する。
【００９５】
ステップ４３において、ユーザ設備は、異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係に基づい
て、第二Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを取得する。
【００９６】
ステップ４４において、ユーザ設備は、第二Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを基地局にフィ
ードバックする。ここで、全てのユーザ設備の第二Ｒａｎｋ値が同一である。
【００９７】
もちろん、第一Ｒａｎｋ値と第二Ｒａｎｋ値が同一の場合、直接にステップ４２で算出し
たＣＱＩをフィードバックすればよい。
【００９８】
ステップ４５において、基地局は、第二Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩ及び異なるＲａｎｋ
値のＣＱＩ間の対応関係に基づいて、ユーザ設備の全てのＲａｎｋ値のＣＱＩを取得する
。
【００９９】
ステップ４６において、基地局は、すべてのＲａｎｋ値のＣＱＩに基づいてＲａｎｋ適応
スケジューリングを行なう。
【０１００】
ステップ４７において、基地局は、スケジューリング結果のＲａｎｋ値を対応するユーザ
設備に通知し、ユーザ設備により対応する第一Ｒａｎｋ値を更新する。
【０１０１】
ユーザ設備は、次回の伝送時に、該更新された第一Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出す
る。
【０１０２】
以下、Ｒａｎｋ１とＲａｎｋ２を例として本発明の第二の実施例の方法を例示する。
【０１０３】
ＭＵ-ＭＩＭＯシステムにおいて、チャネルは低速変化チャネルである。つまり、ユーザ
がＲａｎｋ１伝送方式からＲａｎｋ２伝送方式に変更した後、ユーザはその後のある期間
においてＲａｎｋ２伝送方式を維持する。逆に、ユーザがＲａｎｋ２伝送方式からＲａｎ
ｋ１伝送方式に変更された後、ユーザはその後のある期間においてＲａｎｋ１伝送方式を
維持する。
【０１０４】
ユーザ設備ＵＥ１とユーザ設備ＵＥ２が第一時刻でＲａｎｋ１伝送方式からＲａｎｋ２伝
送方式に変更したとすると、このとき、ＵＥ１とＵＥ２に対応する第一のレジスタの値は
いずれも１である（ここで、レジスタの値が１であることは、ユーザ設備の資源ブロック
の前回にスケジューリングされたＲａｎｋ値がＲａｎｋ２であることを示し、レジスタの
値が０であることは、ユーザ設備の資源ブロックの前回にスケジューリングされたＲａｎ
ｋ値がＲａｎｋ1であることを示すと仮定する）。
【０１０５】
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従来技術において、ＵＥ１とＵＥ２は、常にＲａｎｋ1に対応するＣＱＩをフィードバッ
クするが、ＵＥ１とＵＥ２がＲａｎｋ１伝送方式からＲａｎｋ２伝送方式に変更した場合
、基地局側で取得したＲａｎｋ２に対応するＣＱＩは、Ｒａｎｋ１とＲａｎｋ２間の対応
関係から取得したものである。該Ｒａｎｋ２のＣＱＩは実のＲａｎｋ２のＣＱＩではない
ため、選択した変調符号化方式が不正確になってしまい、最終的にシステムのスループッ
ト性能の低下を招いてしまう。
【０１０６】
一方、本発明の第二の実施例において、ＵＥ１とＵＥ２がＲａｎｋ１伝送方式からＲａｎ
ｋ２伝送方式に変更すると、対応する第一のレジスタの値はいずれも１であるため、ＵＥ
１とＵＥ２は、まずＲａｎｋ２に対応するＣＱＩを算出する。このとき、算出したＲａｎ
ｋ２に対応するＣＱＩは、精確なものである。そして、Ｒａｎｋ２に対応するＣＱＩに基
づき対応テーブルを照合してＲａｎｋ1に対応するＣＱＩを取得し、該Ｒａｎｋ１に対応
するＣＱＩを基地局にフィードバックする。基地局は、同一の対応テーブルを照合してＲ
ａｎｋ２に対応するＣＱＩを取得する。基地局とＵＥに保持された対応テーブルが同一の
ため、基地局がテーブルを照合して取得したＲａｎｋ２に対応するＣＱＩは、正確なもの
である。また、その後のある期間においてＵＥ１とＵＥ２がＲａｎｋ２伝送方式で稼動す
るため、該正確な、Ｒａｎｋ２に対応するＣＱＩに基づき、変調符号化方式を正しく選択
でき、システムのスループット性能を向上させることができる。
【０１０７】
本発明の第一、第二の実施例においては、ＵＥ側においてレジスタが設けられている。該
レジスタには、少なくとも、ＲＢ　ｉｎｄｅｘとＲａｎｋ　ｉｎｄｅｘとが設置されてい
る。前記ＲＢ　ｉｎｄｅｘは、伝送データが占める資源ブロックの識別子であり、前期Ｒ
ａｎｋ　ｉｎｄｅｘは、前回の伝送方式の識別子である。
【０１０８】
一方、第一の実施例の基地局に設けられたレジスタには、少なくとも、ＵＥ　ｉｎｄｅｘ
と、ＲＢ　ｉｎｄｅｘと、Ｒａｎｋ　ｉｎｄｅｘとが設置されている。前記ＵＥ　ｉｎｄ
ｅｘは、システムにおけるＵＥの識別子であり、ＲＢ　ｉｎｄｅｘは、伝送データが占め
る資源ブロックの識別子であり、Ｒａｎｋ　ｉｎｄｅｘは、前回の伝送方式の識別子であ
る。
【０１０９】
Ｒａｎｋ１伝送方式とＲａｎｋ２伝送方式のみの場合、０と１でＲａｎｋ　ｉｎｄｅｘを
区別できる。また、それ以上の伝送方式を有する場合、Ｒａｎｋ　ｉｎｄｅｘのｂｉｔ数
を増やすことで区別できる。
【０１１０】
本発明の第一、第二の実施例においては、異なるＲａｎｋ値間のＣＱＩの対応関係の取得
が必要である。該対応関係は、テーブルの形で表されてもよいし、関数で表されてもよい
し、他の形によって表されてもよい。該対応関係は、異なるＲａｎｋ値間のＣＱＩの対応
関係を表せばよい。本発明の実施例においては、その表現形式を限定しない。
【０１１１】
本発明の第一、第二の実施例において、基地局には更新モジュールが配置されている。該
更新モジュールは、ユーザ設備のスケジューリング結果のＲａｎｋ値を対応するユーザ設
備に通知するが、これは、下りシグナリングによって実現してもよいし、高層シグナリン
グによって実現してもよい。
【０１１２】
ＣＱＩのフィードバックについて、本発明の第一、第二の実施例においては、各ＲＢにお
いて一つのＣＱＩをフィードバックすることを例として説明したが、同様に、複数のＲＢ
においてＣＱＩをフィードバックする場合とか、帯域全体においてＣＱＩをフィードバッ
クする場合にも適用できる。その処理方式が基本的に同一であり、単にＣＱＩのフィード
バック方式が異なるため、ここでは、詳しく説明しない。
【０１１３】
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＜第三の実施例＞
本発明の第三の実施例においては、全てのユーザ設備が、上位層シグナリングにおけるＲ
ａｎｋ値に対応するＣＱＩをフィードバックすることを例として説明する。
【０１１４】
図５に示すように、本発明の第三の実施例のＭＩＭＯシステムは、無線ネットワークを介
して通信する基地局とユーザ設備とを有する。
【０１１５】
ユーザ設備は、第三のレジスタと、算出モジュールと、第三のフィードバックモジュール
とを有する。
【０１１６】
第三のレジスタは、上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値を格納する。該第三Ｒａｎｋ値
は、Ｒａｎｋ１、Ｒａｎｋ２、…、Ｒａｎｋｎのうちの一つである。異なるユーザ設備の
第三Ｒａｎｋ値は、同一の可能性もあるし、異なる可能性もある。該第三のレジスタに格
納されるＲａｎｋ値は、最新の上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値である。
【０１１７】
算出モジュールは、第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出する。
【０１１８】
第三のフィードバックモジュールは、上記第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを基地局に送
信する。
【０１１９】
基地局は、第四のレジスタとスケジューリングモジュールとを有する。
【０１２０】
第四のレジスタは、上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値を格納する。該第四のレジスタ
に格納されるＲａｎｋ値は、最新の上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値であり、第三の
レジスタに格納されるＲａｎｋ値と同じである。
【０１２１】
スケジューリングモジュールは、すべてのユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩ
及び第四のレジスタに格納された第三Ｒａｎｋ値に基づいて、第三Ｒａｎｋ値のスケジュ
ーリングを行なう。
【０１２２】
上位層シグナリングは、第三Ｒａｎｋ値を二つのスケジューリング時刻の間に送信するか
、或いは周期的に送信するように指示して、シグナリングが占める帯域を減少させる。
【０１２３】
第三と第四のレジスタには、最新の上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値を格納すること
が必要となる。該Ｒａｎｋ値は、各上位層シグナリングを受信してから更新してもよい。
また、各シグナリングを受信してからシグナリングにおけるＲａｎｋ値を取得して、レジ
スタに格納されているＲａｎｋ値と比較し、両方が一致しない場合、取得した上位層シグ
ナリングにおけるＲａｎｋ値で、レジスタにおけるＲａｎｋ値を代替してもよい。
【０１２４】
図６に示すように、本発明の第三の実施例のＭＩＭＯシステムのＣＱＩフィードバック方
法は、以下のステップを含む。
【０１２５】
ステップ６１において、ユーザ設備は上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値を取得する。
【０１２６】
ステップ６２において、ユーザ設備は、第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出する。
【０１２７】
ステップ６３において、ユーザ設備は、第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを基地局にフィ
ードバックする。
【０１２８】
ステップ６４において、基地局は、ユーザ設備からフィードバックされた第三Ｒａｎｋ値
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に対応するＣＱＩ及び上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値に基づいて、第三Ｒａｎｋ値
のスケジューリングを行なう。
【０１２９】
レジスタに格納されているＲａｎｋ値が最新の上位層シグナリングのＲａｎｋ値であるた
め、ユーザ設備は、次回の伝送時に、上位層シグナリングによって更新された第三Ｒａｎ
ｋ値に対応するＣＱＩを算出する。
【０１３０】
ユーザ設備が上位層シグナリングに基づいて、第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩをフィー
ドバックし、該ＣＱＩのＲａｎｋ値は、上位層シグナリングにより指示され、該第三Ｒａ
ｎｋ値に対応するＣＱＩは精確なものとなり、基地局側において、直接に上位層シグナリ
ングに付加されたＲａｎｋ値（第三Ｒａｎｋ値）に基づいてスケジューリングするため、
該精確な第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩに基づいて、変調符号化方式を正しく選択でき
、システムのスループット性能を向上できる。
【０１３１】
＜第四の実施例＞
本発明の第四の実施例においては、上位層シグナリングのＲａｎｋ値に対応するＣＱＩに
基づいて取得した、同一Ｒａｎｋ値のＣＱＩを、全てのユーザ設備がフィードバックする
ことを例として説明する。
【０１３２】
図７に示すように、本発明の第四の実施例のＭＩＭＯシステムは、無線ネットワークを介
して通信する基地局とユーザ設備とを有する。
【０１３３】
ユーザ設備は、第三のレジスタと、算出モジュールと、対応関係格納モジュールと、第四
のＣＱＩ取得モジュールと、第四のフィードバックモジュールとを含む。
【０１３４】
第三のレジスタは、上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値を格納する。該第三Ｒａｎｋ値
は、Ｒａｎｋ１、Ｒａｎｋ２、…、Ｒａｎｋｎのうちの一つである。異なるユーザ設備の
第三Ｒａｎｋ値は、同一の可能性もあるし、異なる可能性もある。該第三のレジスタに格
納されるＲａｎｋ値は、最新の上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値である。
【０１３５】
算出モジュールは、第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出する。
【０１３６】
対応関係格納モジュールは、異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係を格納する。
【０１３７】
第四のＣＱＩ取得モジュールは、第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩ、及び異なるＲａｎｋ
値間のＣＱＩの対応関係に基づいて、第四Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを取得する。
【０１３８】
第四のフィードバックモジュールは、すべてのユーザ設備において同じである前記第四Ｒ
ａｎｋ値に対応するＣＱＩを基地局に送信する。
【０１３９】
基地局は、第四のレジスタと、対応関係格納モジュールと、第五のＣＱＩ取得モジュール
と、スケジューリングモジュールとを含む。
【０１４０】
第四のレジスタは、上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値を格納する。該第四のレジスタ
に格納されるＲａｎｋ値は、最新の上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値であり、第三の
レジスタに格納されるＲａｎｋ値と同じである。
【０１４１】
対応関係格納モジュールは、異なるＲａｎｋ値のＣＱＩ間の対応関係を格納する。
【０１４２】
第五のＣＱＩ取得モジュールは、第四Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩ、異なるＲａｎｋ値の
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ＣＱＩ間の対応関係、及び第四のレジスタに格納されている第三Ｒａｎｋ値に基づいて、
ユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値のＣＱＩを取得する。
【０１４３】
スケジューリングモジュールは、すべてのユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値のＣＱＩに基づい
て第三Ｒａｎｋ値のスケジューリングを行なう。
【０１４４】
図８に示すように、本発明の第四の実施例のＭＩＭＯシステムのＣＱＩフィードバック方
法は、以下のステップを含む。
【０１４５】
ステップ８１において、ユーザ設備は上位層シグナリングの第三Ｒａｎｋ値を取得する。
【０１４６】
ステップ８２において、ユーザ設備は、第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを算出する。
【０１４７】
ステップ８３において、ユーザ設備は、異なるＲａｎｋ値間のＣＱＩの対応関係に基づい
て、第四Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを取得する。
【０１４８】
ステップ８４において、ユーザ設備は、全てのユーザ設備において同じである第四Ｒａｎ
ｋ値に対応するＣＱＩを基地局にフィードバックする。
【０１４９】
もちろん、第三Ｒａｎｋ値と第四Ｒａｎｋ値が同一の場合、ステップ８２において算出し
たＣＱＩを直接にフィードバックすればよい。
【０１５０】
ステップ８５において、基地局は、第四Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩ、及び異なるＲａｎ
ｋ値のＣＱＩ間の対応関係に基づいて、ユーザ設備の第三Ｒａｎｋ値のＣＱＩを取得する
。
【０１５１】
ステップ８６において、基地局は、第三Ｒａｎｋ値のＣＱＩに基づいて、第三Ｒａｎｋ適
応スケジューリングを行なう。
【０１５２】
レジスタに格納されるＲａｎｋ値は最新の上位層シグナリングのＲａｎｋ値であるため、
ユーザ設備は、次回の伝送時に、上位層シグナリングによって更新された第三Ｒａｎｋ値
に対応するＣＱＩを算出する。
【０１５３】
ユーザ設備が上位層シグナリングに基づいて、第四Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩをフィー
ドバックし、該第四Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩは、精確な、第三Ｒａｎｋ値に対応する
ＣＱＩから取得され、基地局は、該第四Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩに基づいて、精確な
、第三Ｒａｎｋ値に対応するＣＱＩを取得し、直接に上位層シグナリングに付加されたＲ
ａｎｋ値（第三Ｒａｎｋ値）に基づいてスケジューリングするため、該精確な第三Ｒａｎ
ｋ値に対応するＣＱＩに基づいて、変調符号化方式を正しく選択でき、システムのスルー
プット性能を向上できる。
【０１５４】
以下、シミュレーション結果をもって本発明の効果を説明する。
【０１５５】
図９は、第一のシミュレーション条件の元、本発明による実施例の方法と、ユーザ設備が
Ｒａｎｋ１のＣＱＩしかフィードバックせず、基地局が他のＲａｎｋ値のＣＱＩを取得す
る第一の従来方法と、ユーザ設備がＲａｎｋ２のＣＱＩしかフィードバックせず、基地局
が他のＲａｎｋ値のＣＱＩを取得する第二の従来方法との比較を示す。
【０１５６】
第一の実施例と第二の実施例において、基地局側において最終的に取得した結果が同一の
ため、両方のシミュレーションカーブも一致する。
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【０１５７】
第一のシミュレーション条件は、以下のようである。
【０１５８】
送信アンテナは二つである。
【０１５９】
Ｒａｎｋ１とＲａｎｋ２伝送方式をサポートする。
【０１６０】
コードブックサイズは２ｂｉｔｓである。
【０１６１】
送信相関性は０．９５である。
【０１６２】
トップラーシフトは５．５５Ｈｚである。
【０１６３】
上りフィーフォバックは、各ＲＢにおいて一つのＣＱＩをフィードバックする。
【０１６４】
下りシグナリングは、スケジューリング結果のＲａｎｋ値と干渉ＰＶＩを通知する。
【０１６５】
図９に示すように、横座標はユーザ数を示し、縦座標は周波数利用効率を示す。三角形付
きのカーブは、本発明の実施例の方法のカーブであり、ブロック付きのカーブは第一の従
来方法のカーブであり、丸付きのカーブは第二の従来方法のカーブである。
【０１６６】
留意すべきこととして、図９において、横座標は均一に分布されていない。
【０１６７】
図９に示すように、ユーザ数が比較的に少ない（例えば４）場合、本発明の方法は、他の
二つの方法に比べ、性能が明らかに向上されている。一方、ユーザ数が比較的に多い（例
えば２０を超える）場合、大部分のユーザ設備がＲａｎｋ２伝送方式で稼動している可能
性があるため、本発明の方法は、第二の従来方法に比べ、性能の上昇幅が小さくなるが、
第一の従来方法に比べ、性能の上昇幅がさらに大きくなる。
【０１６８】
図１０は、第二のシミュレーション条件の元、本発明による実施例の方法と、ユーザ設備
がＲａｎｋ１のＣＱＩしかフィードバックせず、基地局が他のＲａｎｋ値のＣＱＩを取得
する第一の従来方法と、ユーザ設備がＲａｎｋ２のＣＱＩしかフィードバックせず、基地
局が他のＲａｎｋ値のＣＱＩを取得する第二の従来方法との比較を示す。
【０１６９】
第一の実施例と第二の実施例において、基地局側において最終的に取得した結果が同一の
ため、両方のシミュレーションカーブも一致する。
【０１７０】
第一のシミュレーション条件は、以下のようである。
【０１７１】
送信アンテナは四つである。
【０１７２】
Ｒａｎｋ１とＲａｎｋ２伝送方式をサポートする。
【０１７３】
コードブックサイズは３ｂｉｔｓである。
【０１７４】
送信相関性は０．９５である。
【０１７５】
トップラーシフトは５．５５Ｈｚである。
【０１７６】
上りフィーフォバックは、各ＲＢにおいて一つのＣＱＩをフィードバックする。
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【０１７７】
下りシグナリングは、スケジューリング結果のＲａｎｋ値と干渉ＰＶＩを通知する。
【０１７８】
図１０に示すように、横座標はユーザ数を示し、縦座標は周波数利用効率を示す。三角形
付きのカーブは、本発明の実施例の方法のカーブであり、ブロック付きのカーブは第一の
従来方法のカーブであり、丸付きのカーブは第二の従来方法のカーブである。具体的に、
該第二の従来方法において、ユーザ設備は、最小のＲａｎｋ２のＣＱＩをフィードバック
する。
【０１７９】
留意すべきこととして、図１０において、横座標は均一に分布されていない。
【０１８０】
図１０に示すように、第二のシミュレーション条件の元で、本発明の方法は、第一の従来
方法及び第二の従来方法に比べ、性能が明らかに向上されている。
【０１８１】
上記の実施例を用いて本発明を詳細に説明したが、当業者にとって、ソフトウェア及び必
要な汎用ハードウェアフラットフォームに組み合わせる方式で本発明を実現できることは
明らかである。もちろん、ハードウェアによっても実現できる。しかし、多くの場合にお
いて、前者がもっと好ましい実施形態である。よって、本発明の実質的な部分或は従来技
術に対して貢献した部分は、ソフトウェア製品の形で表すことができる。該ソフトウェア
製品は、記憶媒体に記憶され、複数の指令を含んで、一台の端末で本発明の各実施例の方
法を実施可能にする。
【０１８２】
上記は、本発明の好ましい実施形態に過ぎない。当該分野の一般的な技術者にとって、本
発明の発明原理を逸脱しない前提で若干改良と修飾を施すことは明らかであり、これは本
発明の保護範囲内に属するとみなす。
【図１】 【図２】
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