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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器による無線通信のための方法であって、
　基地局からの送信のために使用される送信アンテナの数を示すシグナリングを受信する
ことと、
　前記基地局において、送信アンテナの数が低減されたか否かを判定するために、前記送
信をモニタリングすることと、
　前記送信アンテナの数が低減されたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変更す
ることと、を備え、ここにおいて、前記変更することは、前記チャネル推定処理機能につ
いて１または複数の受信信号パラメータを計算する場合、前記示された送信アンテナの数
よりも少ないアンテナについて受信された基準信号を利用することを備える、方法。
【請求項２】
　前記変更することは、前記基地局のディセーブルされた送信アンテナに対応するチャネ
ル推定処理機能をディセーブルすることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ディセーブルされた送信チェーンが再びイネーブルされたかを判定するために、送信を
モニタリングすることを継続すること、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　送信チェーンが再びイネーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を以前
の状態に変更すること、をさらに備える請求項３に記載の方法。
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【請求項５】
　ディセーブルされた送信チェーンが再びイネーブルされたかを判定するために、送信を
モニタリングすることを継続することは、ディセーブルされた送信チェーンが再びイネー
ブルされたかを判定するために、送信を定期的にモニタリングすることを備える、請求項
３に記載の方法。
【請求項６】
　無線通信のための装置であって、
　基地局からの送信のために使用される送信アンテナの数を示すシグナリングを受信する
ための手段と、
　前記基地局において、送信アンテナの数が低減されたか否かを判定するために、前記送
信をモニタリングする手段と、
　前記送信アンテナの数が低減されたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変更す
る手段と、を備え、ここにおいて、前記変更する手段は、前記チャネル推定処理機能につ
いて１または複数の受信信号パラメータを計算する場合、前記示された送信アンテナの数
よりも少ないアンテナについて受信された基準信号を利用する手段を備える、装置。
【請求項７】
　前記変更する手段は、前記基地局のディセーブルされた送信アンテナに対応するチャネ
ル推定処理機能をディセーブルすることを備える、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　ディセーブルされた送信チェーンが再びイネーブルされたかを判定するために、送信を
モニタリングすることを継続する手段、をさらに備える請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　送信チェーンが再びイネーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を以前
の状態に変更する手段、をさらに備える請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ディセーブルされた送信チェーンが再びイネーブルされたかを判定するために、送
信をモニタリングすることを継続する手段は、ディセーブルされた送信チェーンが再びイ
ネーブルされたかを判定するために、送信を定期的にモニタリングする手段を備える、請
求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　無線通信のための装置であって、
　基地局からの送信のために使用される送信アンテナの数を示すシグナリングを受信する
ための受信機と、
　前記基地局において、送信アンテナの数が低減されたか否かを判定するために、前記送
信をモニタリングし、前記送信アンテナの数が低減されたとの判定に応じて、チャネル推
定処理機能を変更する、ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、ここにおいて
、前記変更することは、前記チャネル推定処理機能について１または複数の受信信号パラ
メータを計算する場合、前記示されたアンテナの数よりも少ないアンテナについて受信さ
れた基準信号を利用することを備える、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリと、を備える装置。
【請求項１２】
　格納された命令群を有するコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、
　前記命令群は、
　基地局からの送信のために使用される送信アンテナの数を示すシグナリングを受信し、
　前記基地局において、送信アンテナの数が低減されたか否かを判定するために、前記送
信をモニタリングし、
　前記送信アンテナの数が低減されたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変更す
る、ために１または複数のプロセッサによって実行可能であり、ここにおいて、前記変更
することは、前記チャネル推定処理機能について１または複数の受信信号パラメータを計
算する場合、前記示された送信アンテナの数よりも少ないアンテナについて受信された基
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準信号を利用することを備える、コンピュータ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願に対する相互参照】
【０００１】
　本願は、全体が参照によって本明細書に明確に組み込まれている２０１０年６月２１日
出願の米国仮出願６１／３５７，０１９号に対する優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示のある態様は、一般に、無線通信に関し、さらに詳しくは、通知された送信アン
テナ数を変更することなく、送信チェーンをディセーブルする方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、例えば、音声、データ等のようなさまざまなタイプのコンテンツ
を提供するために広く開発されてきた。これらのシステムは、（例えば、帯域幅、送信電
力等のような）利用可能なシステム・リソースを共有することにより、複数のユーザとの
通信をサポートすることができる多元接続システムでありうる。このような多元接続シス
テムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）シス
テム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、第３世代パートナシップ計画（３ＧＰ
Ｐ）ロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）システム、および直交周波数分割多元
接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　通常、無線多元接続通信システムは、複数の無線端末のための通信を同時にサポートし
うる。端末はおのおのの、順方向リンクおよび逆方向リンクによる送信を介して、１また
は複数の基地局と通信する。順方向リンク（すなわちダウンリンク）は、基地局から端末
への通信リンクを称し、逆方向リンク（すなわちアップリンク）は、端末から基地局への
通信リンクを称する。この通信リンクは、単一入力単一出力システム、複数入力単一出力
システム、あるいは複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）システムによって確立されうる。
【０００５】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために、複数（ＮＴ個）の送信アンテナと、複数（
ＮＲ個）の受信アンテナとを適用する。ＮＴ個の送信アンテナおよびＮＲ個の受信アンテ
ナによって形成されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも称されるＮＳ個の独立チャ
ネルへ分割される。ここでＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ、ＮＲ｝である。ＮＳ個の独立チャネルの
おのおのは、ディメンションに相当する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによっ
て生成される追加のディメンションが利用される場合、ＭＩＭＯシステムは、（例えば、
より高いスループット、および／または、より高い信頼性のような）向上されたパフォー
マンスを与えうる。
【０００６】
　バッテリ寿命を伸ばすために、ユーザ機器（ＵＥ）における省電力に相当の注目が置か
れている一方、ＭＩＭＯシステムで使用される基地局はしばしば、比較的低効率の電力増
幅器を用いて作動している。その結果、これらの基地局は、共通基準信号（ＣＲＳ）しか
送信せず、実際にユーザにサービスを提供していない場合であっても、比較的高い電力を
使用する。
【発明の概要】
【０００７】
　本開示のある態様は、基地局からの無線通信のための方法を提供する。この方法は一般
に、送信アンテナの数をシグナリングすることと、シグナリングされた数とは異なる数の
送信アンテナを用いて送信することと、を含む。
【０００８】
　本開示のある態様は、基地局からの無線通信のための方法を提供する。この方法は一般
に、送信アンテナの第１のセットを用いて送信することと、対応する１または複数の物理
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アンテナの１または複数の送信チェーンをディセーブルして、その結果、アクティブな送
信チェーンの数を低減することと、ディセーブルした後、送信アンテナの第１のセットに
基づいて、アンテナの数をシグナリングすることと、低減されたアクティブな送信チェー
ンの数のアンテナを用いて送信することと、ここで、低減されたアクティブな送信チェー
ンの数を用いた送信のために使用されるアンテナの数は、シグナリングされたアンテナの
数よりも少ない、を含む。
【０００９】
　本開示のある態様は、基地局からの無線通信のための方法を提供する。この方法は一般
に、送信チェーンをディセーブルすることによって、基地局において、送信アンテナの数
が低減されたか否かを判定するために、送信をモニタリングすることと、送信チェーンが
ディセーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変更することとを含む。
【００１０】
　本開示のある態様は、基地局からの無線通信のための装置を提供する。この装置は一般
に、送信アンテナの数をシグナリングする手段と、シグナリングされた数とは異なる数の
送信アンテナを用いて送信する手段と、を含む。
【００１１】
　本開示のある態様は、基地局からの無線通信のための装置を提供する。この装置は一般
に、送信アンテナの第１のセットを用いて送信する手段と、対応する１または複数の物理
アンテナの１または複数の送信チェーンをディセーブルして、その結果、アクティブな送
信チェーンの数が低減され、ディセーブルした後、送信アンテナの第１のセットに基づい
て、アンテナの数をシグナリングする手段と、低減されたアクティブな送信チェーンの数
のアンテナを用いて送信する手段と、ここで、低減されたアクティブな送信チェーンの数
を用いた送信のために使用されるアンテナの数は、シグナリングされたアンテナの数より
も少ない、を含む。
【００１２】
　本開示のある態様は、基地局からの無線通信のための装置を提供する。この装置は一般
に、送信チェーンをディセーブルすることによって、基地局において、送信アンテナの数
が低減されたか否かを判定するために、送信をモニタリングする手段と、送信チェーンが
ディセーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変更する手段と、を含む
。
【００１３】
　本開示のある態様は、基地局からの無線通信のための装置を提供する。この装置は一般
に、送信アンテナの数をシグナリングし、シグナリングされた数とは異なる数の送信アン
テナを用いて送信するように構成された少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つ
のプロセッサに接続されたメモリと、を含む。
【００１４】
　本開示のある態様は、基地局からの無線通信のための装置を提供する。この装置は一般
に、送信アンテナの第１のセットを用いて送信し、対応する１または複数の物理アンテナ
の１または複数の送信チェーンをディセーブルし、その結果、アクティブな送信チェーン
の数を低減され、ディセーブルした後、送信アンテナの第１のセットに基づいて、アンテ
ナの数をシグナリングし、低減されたアクティブな送信チェーンの数のアンテナを用いて
送信する、ここで、低減されたアクティブな送信チェーンの数を用いた送信のために使用
されるアンテナの数は、シグナリングされたアンテナの数よりも少ない、ように構成され
た少なくとも１つのプロセッサを含む。
【００１５】
　本開示のある態様は、基地局からの無線通信のための装置を提供する。この装置は一般
に、送信チェーンをディセーブルすることによって、基地局において、送信アンテナの数
が低減されたか否かを判定するために、送信をモニタリングし、送信チェーンがディセー
ブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変更するように構成された少なく
とも１つのプロセッサを含む。
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【００１６】
　本開示のある態様は、コンピュータ・プログラム製品を提供し、このコンピュータ・プ
ログラム製品は、送信アンテナの数をシグナリングすることと、シグナリングされた数と
は異なる数の送信アンテナを用いて送信することとのために、１または複数のプロセッサ
によって実行可能な、格納された命令群を有するコンピュータ読取可能な媒体と、少なく
とも１つのアンテナに接続されたメモリと、を備える。
【００１７】
　本開示のある態様は、格納された命令群を有するコンピュータ読取可能な媒体を備える
コンピュータ・プログラム製品を提供する。これら命令群は、送信アンテナの第１のセッ
トを用いて送信することと、対応する１または複数の物理アンテナの１または複数の送信
チェーンをディセーブルし、その結果、アクティブな送信チェーンの数を低減することと
、ディセーブルした後、送信アンテナの第１のセットに基づいて、アンテナの数をシグナ
リングすることと、低減されたアクティブな送信チェーンの数のアンテナを用いて送信す
ることと、ここで、低減されたアクティブな送信チェーンの数を用いた送信のために使用
されるアンテナの数は、シグナリングされたアンテナの数よりも少ない、のために、１ま
たは複数のプロセッサによって実行可能である。
【００１８】
　本開示のある実施形態は、格納された命令群を有するコンピュータ読取可能な媒体を備
えるコンピュータ・プログラム製品を提供する。これら命令群は、送信チェーンをディセ
ーブルすることによって、基地局において、送信アンテナの数が低減されたか否かを判定
するために、送信をモニタリングすることと、送信チェーンがディセーブルされたとの判
定に応じて、チャネル推定処理機能を変更することとのために、１または複数のプロセッ
サによって実行可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、無線通信ネットワークを示す。
【図２】図２は、基地局およびＵＥのブロック図を示す。
【図３】図３は、周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）のためのフレーム構造を示す。
【図４】図４は、ダウンリンクのための２つの典型的なサブフレーム・フォーマットを示
す。
【図５】図５は、典型的な基地局およびユーザ機器を示す。
【図６】図６は、本開示のある態様にしたがって、基地局によって実行されうる動作の例
を例示する。
【図７】図７は、本開示のある態様にしたがって、ユーザ機器（ＵＥ）によって実行され
うる動作の例を例示する。
【図８】図８は、本開示のある態様にしたがって、基地局によって実行されうる動作の例
を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本開示のある態様は、例えば、基地局によってサービス提供されるＵＥのトラフィック
需要が低い場合、１または複数の送信チェーンをディセーブルすることによって、基地局
による電力消費の低減を支援するために利用されうる技術を提供する。ＵＥは、使用され
る送信アンテナ数の動的変化をサポートするように構成されていないので、基地局は、た
とえ１または複数の送信チェーンがディセーブルされた後であっても、同じ数の送信アン
テナを通知し続けうる。
【００２１】
　本明細書に記載された技術は、例えばＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ、およびその他のネットワークのようなさまざまな無線通信ネットワークの
ために使用されうる。用語「ネットワーク」および「システム」は、しばしば置換可能に
使用される。ＣＤＭＡネットワークは、例えば、ユニバーサル地上ラジオ・アクセス（Ｕ
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ＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００等のようなラジオ技術を実現しうる。ＵＴＲＡは、広帯域Ｃ
ＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）、および
ＣＤＭＡのその他の変形を含んでいる。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ
－９５規格、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、例えばグ
ローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））のようなラジオ技術を実現しうる。
ＯＦＤＭＡネットワークは、例えば、イボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ・
モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登
録商標）等のようなラジオ技術を実現する。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサ
ル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ
ロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）
は、周波数分割多重（ＦＤＤ）と時分割多重（ＴＤＤ）との両方において、ダウンリンク
ではＯＦＤＭＡを適用し、アップリンクではＳＣ－ＦＤＭＡを適用するＥ－ＵＴＲＡを用
いるＵＭＴＳの新たなリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、Ｌ
ＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナシップ計画」（３ＧＰＰ）と命名された
組織からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パート
ナシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と命名された組織からの文書に記載されている。本明細
書で記載された技術は、他の無線ネットワークおよびラジオ技術と同様に、前述された無
線ネットワークおよびラジオ技術のために使用されうる。明確化のために、これら技術の
ある態様は、以下において、ＬＴＥに関して記載されており、ＬＴＥ用語が以下の説明の
多くで使用される。
【００２２】
　図１は、無線通信ネットワーク１００を示す。これは、ＬＴＥネットワークまたはその
他いくつかの無線ネットワークでありうる。無線ネットワーク１００は、多くのイボルブ
ド・ノードＢ（ｅＮＢ）１１０およびその他のネットワーク・エンティティを含みうる。
ｅＮＢは、ＵＥと通信するエンティティであり、基地局、ノードＢ、アクセス・ポイント
等とも称されうる。おのおののｅＮＢは、特定の地理的エリアのために通信有効通信範囲
を提供する。３ＧＰＰでは、用語「セル」は、この用語が使用されるコンテキストに依存
して、この有効通信範囲エリアにサービス提供しているｅＮＢおよび／またはｅＮＢサブ
システムからなる有効通信範囲エリアを称しうる。
【００２３】
　ｅＮＢは、マクロ・セル、ピコ・セル、フェムト・セル、および／または、その他のタ
イプのセルのために、通信有効通信範囲を提供しうる。マクロ・セルは、比較的大きな地
理的エリア（例えば、半径数キロメータ）をカバーし、サービス加入を持つＵＥによる無
制限のアクセスを許可しうる。ピコ・セルは、比較的小さな地理的エリアをカバーし、サ
ービス加入を持つＵＥによる無制限のアクセスを許可しうる。フェムト・セルは、比較的
小さな地理的エリア（例えば、住宅）をカバーし、フェムト・セルとの関連を持つＵＥ（
例えば、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）におけるＵＥ）によって制限されたアクセ
スを許可しうる。マクロ・セルのためのｅＮＢは、マクロｅＮＢと称されうる。ピコ・セ
ルのためのｅＮＢは、ピコｅＮＢと称されうる。フェムト・セルのためのｅＮＢは、フェ
ムトｅＮＢまたはホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）と称されうる。図１に示す例では、ｅＮＢ１
１０ａは、マクロ・セル１０２ａのためのマクロｅＮＢであり、ｅＮＢ１１０ｂは、ピコ
・セル１０２ｂのためのピコｅＮＢであり、ｅＮＢ１１０ｃは、フェムト・セル１０２ｃ
のためのフェムトｅＮＢでありうる。ｅＮＢは、１または複数（例えば３つ）のセルをサ
ポートしうる。「ｅＮＢ」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書におい
て置換可能に使用されうる。
【００２４】
　無線ネットワーク１００はさらに、リレー局をも含みうる。リレー局は、データの伝送
を上流局（例えば、ｅＮＢまたはＵＥ）から受信し、データの伝送を下流局（例えば、Ｕ
ＥまたはｅＮＢ）へ送信するエンティティである。リレー局はまた、他のＵＥのための送
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信を中継するＵＥでもありうる。図１に示される例において、リレー局１１０ｄは、ｅＮ
Ｂ１１０ａとＵＥ１２０ｄとの間の通信を容易にするために、マクロｅＮＢ１１０ａおよ
びＵＥ１２０ｄと通信しうる。リレー局はまた、リレーｅＮＢ、リレー基地局、リレー等
とも称されうる。
【００２５】
　無線ネットワーク１００はまた、例えば、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ
、リレーｅＮＢ等のような異なるタイプのｅＮＢを含むヘテロジニアスなネットワークで
ありうる。これら異なるタイプのｅＮＢは、異なる送信電力レベル、異なる有効通信範囲
エリア、および、無線ネットワーク１００内の干渉に対する異なるインパクトを有しうる
。例えば、マクロｅＮＢは、高い送信電力レベル（例えば、５乃至４０ワット）を有する
一方、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、およびリレーｅＮＢは、低い送信電力レベル（例え
ば、０．１乃至２ワット）を有しうる。
【００２６】
　ネットワーク・コントローラ１３０は、ｅＮＢのセットに接続しており、これらｅＮＢ
に対して調整および制御を提供しうる。ネットワーク・コントローラ１３０は、バックホ
ールを介してｅＮＢと通信しうる。ｅＮＢはまた、例えば、ダイレクトに、または、無線
または有線のバックホールを介して非ダイレクトに、互いに通信しうる。
【００２７】
　無線ネットワーク１００の全体にわたってＵＥ１２０が分布しうる。そして、おのおの
のＵＥは、固定式または移動式でありうる。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユニット、局
等とも称されうる。ＵＥは、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通
信デバイス、ハンドヘルド・デバイス、ラップトップ・コンピュータ、コードレス電話、
無線ローカル・ループ（ＷＬＬ）局、スマート・フォン、ネットブック、スマートブック
等でありうる。
【００２８】
　図２は、図１における基地局／ｅＮＢのうちの１つ、およびＵＥのうちの１つでありう
る、基地局／ｅＮＢ１１０とＵＥ１２０との設計のブロック図を示す。基地局１１０は、
Ｔ個のアンテナ２３４ａ乃至２３４ｔを備え、ＵＥ１２０は、Ｒ個のアンテナ２５２ａ乃
至２５２ｒを備えうる。ここで、一般に、Ｔ≧１およびＲ≧１である。
【００２９】
　基地局１１０では、送信プロセッサ２２０が、１または複数のＵＥのためのデータを、
データ・ソース２１２から受け取り、ＵＥから受信したＣＱＩに基づいて、各ＵＥのため
の１または複数の変調および符号化スキーム（ＭＣＳ）を選択し、ＵＥのために選択され
たＭＣＳ（単数または複数）に基づいて、各ＵＥのためのデータを処理（例えば、符号化
および変調）し、すべてのＵＥのためのデータ・シンボルを提供しうる。送信プロセッサ
２２０はまた、（例えば、ＳＲＰＩ等のための）システム情報および制御情報（例えば、
ＣＱＩ要求、許可、上位レイヤ・シグナリング等）を処理し、オーバヘッド・シンボルお
よび制御シンボルを提供しうる。プロセッサ２２０はまた、基準信号（例えば、ＣＲＳ）
および同期信号（例えば、ＰＳＳおよびＳＳＳ）のための基準シンボルを生成しうる。送
信（ＴＸ）複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ２３０は、適用可能であれば、デー
タ・シンボル、制御シンボル、オーバヘッド・シンボル、および／または、基準シンボル
に空間処理（例えば、プリコーディング）を実行し、Ｔ個の出力シンボル・ストリームを
Ｔ個の変調器（ＭＯＤ）２３２ａ乃至２３２ｔに提供しうる。おのおのの変調器２３２は
、（例えば、ＯＦＤＭ等のために）それぞれの出力シンボル・ストリームを処理して、出
力サンプル・ストリームを得る。おのおのの変調器２３２はさらに、出力サンプル・スト
リームを処理（例えば、アナログ変換、増幅、フィルタ、およびアップコンバート）し、
ダウンリンク信号を取得する。Ｔ個の変調器２３２ａ乃至２３２ｔからのダウンリンク信
号は、Ｔ個のアンテナ２３４ａ乃至２３４ｔによってそれぞれ送信されうる。
【００３０】
　ＵＥ１２０では、アンテナ２５２ａ乃至２５２ｒが、基地局１１０および／またはその
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他の基地局からダウンリンク信号を受信し、受信した信号を、復調器（ＤＥＭＯＤ）２５
４ａ乃至２５４ｒへそれぞれ提供しうる。おのおのの復調器２５４は、受信されたそれぞ
れの信号を調整（例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して
、入力サンプルを取得しうる。おのおのの復調器２５４はさらに、（例えば、ＯＦＤＭ等
のため）これら入力サンプルを処理して、受信されたシンボルを取得しうる。ＭＩＭＯ検
出器２５６は、Ｒ個すべての復調器２５４ａ乃至２５４ｒから受信したシンボルを取得し
、適用可能である場合、これら受信されたシンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出
されたシンボルを提供しうる。受信プロセッサ２５８は、検出されたシンボルを処理（例
えば、復調および復号）し、復号されたデータをＵＥ１２０のためにデータ・シンク２６
０に提供し、復号された制御情報およびシステム情報をコントローラ／プロセッサ２８０
へ提供しうる。以下に記載されるように、チャネル・プロセッサ２８４は、ＲＳＲＰ、Ｒ
ＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＣＱＩ等を決定しうる。
【００３１】
　アップリンクでは、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ２６４が、データ・ソース２
６２からデータを、コントローラ／プロセッサ２８０から（例えば、ＲＳＲＰ、ＲＳＳＩ
、ＲＳＲＱ、ＣＱＩ等を備えるレポートのための）制御情報を受け取り、これらを処理し
うる。プロセッサ２６４はさらに、１または複数の基準信号のための基準シンボルを生成
しうる。送信プロセッサ２６４からのシンボルは、適用可能であれば、ＴＸ　ＭＩＭＯプ
ロセッサ２６６によってプリコードされ、さらに、（例えば、ＳＣ－ＦＤＭ、ＯＦＤＭ等
のために）変調器２５４ａ乃至２５４ｒによって処理され、基地局１１０へ送信される。
基地局１１０では、ＵＥ１２０およびその他のＵＥからのアップリンク信号が、アンテナ
２３４によって受信され、復調器２３２によって処理され、適用可能な場合にはＭＩＭＯ
検出器２３６によって検出され、さらに、受信プロセッサ２３８によって処理されて、Ｕ
Ｅ１２０へ送信された復号されたデータおよび制御情報が取得される。プロセッサ２３８
は、復号されたデータをデータ・シンク２３９へ提供し、復号された制御情報をコントロ
ーラ／プロセッサ２４０へ提供しうる。
【００３２】
　コントローラ／プロセッサ２４０，２８０は、基地局１１０およびＵＥ１２０それぞれ
における動作を指示しうる。基地局１１０におけるプロセッサ２４０および／またはその
他のプロセッサおよびモジュールは、図６の動作６００、および／または、本明細書に記
載された技術のためのその他の処理の実行または指示を行いうる。メモリ２４２，２８２
は、基地局１１０およびＵＥ１２０それぞれのためのデータおよびプログラム・コードを
格納しうる。スケジューラ２４４は、ダウンリンクおよび／またはアップリンクでのデー
タ送信のためにＵＥをスケジュールしうる。
【００３３】
　以下にさらに詳しく説明されるように、基地局１１０は、オリジナルの（低減されてい
ない）数の送信アンテナを未だに通知しながら、（１または複数の対応する送信チェーン
をディセーブルすることによって、）使用されるアンテナ２３４の数を低減するように構
成されうる。ある態様によれば、アンテナの数は、送信アンテナの数に依存するスクラン
ブリング符号を用いて、基地局１１０から送信されたＰＢＣＨのＣＲＣをスクランブルす
ることによってシグナリングされうる。したがって、ＵＥ１２０は、送信アンテナの数が
低減された後であっても、オリジナルの数の送信アンテナを用いているのであれば、正し
いＣＲＣマッチのみを得うる。
【００３４】
　以下にさらに詳しく記載されるように、ある態様によれば、ＵＥ１２０は、使用される
送信アンテナの実際の数を決定し、それにしたがって、チャネル推定処理機能を変更しう
る。このように、例えば、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定値または基準信号受信品質
（ＲＳＲＱ）測定値とともにＵＥ１２０によって提供されるフィードバックが、送信アン
テナの低減のために補償されうるか、および／または、省電力のために、ある処理がディ
セーブルされうる。ある態様によれば、基地局１１０は、例えば、仮想アンテナ・ポート
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信号を総和することと、総和された信号を、使用されている実際の送信アンテナのうちの
１つにマッピングすることとによって、送信アンテナの低減を補償するために設計された
置換行列を選択しうる。
【００３５】
　図３は、ＬＴＥにおけるＦＤＤのための典型的なフレーム構造３００を示す。ダウンリ
ンクおよびアップリンクのおのおののための送信タイムラインは、ラジオ・フレームの単
位に分割されうる。おのおののラジオ・フレームは、（例えば１０ミリ秒（ｍｓ）のよう
な）予め定められた持続時間を有し、０乃至９のインデクスを付された１０個のサブフレ
ームへ区分されうる。おのおののサブフレームは２つのスロットを含みうる。したがって
、おのおののラジオ・フレームは、０乃至１９のインデクスを付された２０のスロットを
含みうる。おのおののスロットは、例えば、（図２に示すように）通常のサイクリック・
プレフィクスの場合、７つのシンボル期間、拡張されたサイクリック・プレフィクスの場
合、６つのシンボル期間のように、Ｌ個のシンボル期間を含みうる。おのおののサブフレ
ームでは、２Ｌ個のシンボル期間が、０乃至２Ｌ－１のインデクスを割り当てられうる。
【００３６】
　ＬＴＥでは、ｅＮＢはまた、ｅＮＢによってサポートされるおのおののセルのためのシ
ステム帯域幅の中心の１．０８ＭＨｚで、ダウンリンクで一次同期信号（ＰＳＳ）および
二次同期信号（ＳＳＳ）を送信しうる。図３に示すように、ＰＳＳおよびＳＳＳは、通常
のサイクリック・プレフィクスを持つ各ラジオ・フレームのサブフレーム０およびサブフ
レーム５において、シンボル期間６およびシンボル期間５でそれぞれ送信されうる。ＰＳ
ＳおよびＳＳＳは、ＵＥによって、セル探索および獲得のために使用されうる。ｅＮＢは
、ｅＮＢによってサポートされているおのおののセルについて、システム帯域幅で、セル
特有基準信号（ＣＲＳ）を送信しうる。ＣＲＳは、おのおののサブフレームのあるシンボ
ル期間で送信されうる。そして、チャネル推定、チャネル品質測定、および／または、そ
の他の機能を実行するために、ＵＥによって使用されうる。ｅＮＢはまた、あるラジオ・
フレームのスロット１におけるシンボル期間０乃至３で、物理ブロードキャスト・チャネ
ル（ＰＢＣＨ）を送信しうる。ＰＢＣＨは、いくつかのシステム情報を伝送しうる。ｅＮ
Ｂは、例えばシステム情報ブロック（ＳＩＢ）のようなその他のシステム情報を、あるサ
ブフレームで、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）で送信しうる。ｅＮＢは、
サブフレームの最初のＢ個のシンボル期間において、物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）で制御情報／データを送信しうる。ここで、Ｂは各サブフレームについて設定
可能でありうる。ｅＮＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間において、ＰＤＳＣＨ
で、トラフィック・データおよび／またはその他のデータを送信しうる。
【００３７】
　図４は、通常のサイクリック・プレフィクスを用いたダウンリンクのための典型的なサ
ブフレーム・フォーマット４１０，４２０を示す。ダウンリンクのために利用可能な時間
周波数リソースは、リソース・ブロックに分割されうる。おのおののリソース・ブロック
は、１つのスロット内に１２のサブキャリアをカバーし、多くのリソース要素を含みうる
。おのおののリソース要素は、１つのシンボル期間において１つのサブキャリアをカバー
し、実数値または複素数値である１つの変調シンボルを送信するために使用されうる。
【００３８】
　サブフレーム・フォーマット４１０は、２つのアンテナを装備したｅＮＢのために使用
されうる。ＣＲＳは、シンボル期間０，４，７，１１において、アンテナ０，１から送信
されうる。基準信号は、送信機および受信機に演繹的に知られている信号であり、パイロ
ットと称されうる。ＣＲＳは、例えば、セル識別情報（ＩＤ）に基づいて生成された、セ
ルに特有の基準信号である。図４では、ラベルＲａを付された所与のリソース要素につい
て、アンテナａから、このリソース要素で変調シンボルが送信され、他のアンテナからは
、このリソース要素で、変調シンボルは送信されない。サブフレーム・フォーマット４２
０は、４つのアンテナを装備したｅＮＢのために使用されうる。ＣＲＳは、シンボル期間
０，４，７，１１において、アンテナ０，１から送信され、シンボル期間１，８において
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、アンテナ２，３から送信されうる。サブフレーム・フォーマット４１０，４２０の両方
について、セルＩＤに基づいて決定されうる、等間隔で配置されたサブキャリアでＣＲＳ
が送信されうる。異なるｅＮＢは、これらのセルＩＤに依存して、同じキャリアまたは別
のサブキャリアで、ＣＲＳを送信しうる。サブフレーム・フォーマット４１０，４２０の
両方について、ＣＲＳのために使用されていないリソース要素は、データ（例えば、トラ
フィック・データ、制御データ、および／または、その他のデータ）を送信するために使
用されうる。
【００３９】
　ＬＴＥにおけるＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳ、およびＰＢＣＨは、公的に利用可能な「イボ
ルブド・ユニバーサル地上ラジオ・アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理チャネルおよび変調
」（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and M
odulation）と題された３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。
【００４０】
　ＬＴＥでは、ＦＤＤについて、ダウンリンクおよびアップリンクのおのおののために、
インタレース構造が使用されうる。例えば、０乃至Ｑ－１のインデクスを持つＱ個のイン
タレースが定義される。ここで、Ｑは、４，６，８，１０またはその他いくつかの値に等
しい。おのおののインタレースは、Ｑ個のフレームによって間隔を置かれているサブフレ
ームを含みうる。特に、インタレースｑは、サブフレームｑ、ｑ＋Ｑ、ｑ＋２Ｑ等を含み
うる。ここでｑ∈｛０，・・・,Ｑ－１｝である。
【００４１】
　無線ネットワークは、ダウンリンクおよびアップリンクにおけるデータ送信のために、
ハイブリッド自動再送信（ＨＡＲＱ）をサポートしうる。ＨＡＲＱの場合、パケットが受
信機（例えば、ＵＥ）によって正確に復号されるか、または、その他の終了条件に到達す
るまで、送信機（例えば、ｅＮＢ）は、パケットの１または複数の伝送を送りうる。同期
ＨＡＲＱの場合、パケットのすべての送信が、単一のインタレースのサブフレームで送信
されうる。非同期ＨＡＲＱの場合、パケットの送信はそれぞれ、任意のサブフレームで送
られうる。
【００４２】
　ＵＥは、複数のｅＮＢの有効通信範囲内に存在しうる。これらのｅＮＢのうちの１つが
、ＵＥにサービス提供するために選択されうる。サービス提供ｅＮＢは、例えば受信信号
強度、受信信号品質、経路喪失等のようなさまざまな基準に基づいて選択されうる。受信
信号品質は、信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）、または基準信号受信品質（ＲＳＲＱ
）、またはその他のメトリックによって定量化されうる。ＵＥは、１または複数の干渉元
のｅＮＢから高い干渉を観察しうる支配的な干渉シナリオで動作しうる。
【００４３】
　（送信チェーンのディセーブルの例）　
　前述したように、基地局は、ＣＲＳしか送信していない場合であっても、比較的非効率
的な数の電力増幅器を動作させうる。
【００４４】
　基地局は、さまざまな方式で、省エネルギを試みうる。例として、基地局は、ＣＲＳ送
信の頻度を低減することによって（例えば、ＭＢＳＦＮサブフレームを設定し、ＭＢＳＦ
Ｎとして指定されたサブフレームで送信しないことによって）、省エネルギの試みおよび
実行を行い、送信帯域幅（ＢＷ）を低減する。基地局は、ＭＢＳＦＮを送信するのではな
く、サブフレームにおいてパイロットのみを送信しうる。そして、さらに、パイロットの
一部のみを送信することによって、送信電力消費量を低減しうる。しかしながら、ＭＢＳ
ＦＮサブフレームとして指定されうるサブフレーム数には一般に、制限がある。
【００４５】
　本開示のある態様によれば、送信のために使用されるアンテナ数が低減されるので、そ
れにしたがって、アクティブな送信チェーン数が低減され、電力消費量が低減される。し
かしながら、あるプロトコルによれば、送信アンテナ数を動的な方式で低減することがサ
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ポートされていない場合がある。したがって、ある態様によれば、基地局は、アクティブ
な送信チェーン数が低減された後であっても、以前の送信アンテナ数を通知し続けうる。
言い換えれば、基地局は、より多くの送信アンテナの数を通知しながら、低減された数の
アンテナを用いて送信しうる。
【００４６】
　本明細書に記載された技術はまた、例えば、遠隔ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）が、ドナー
ｅＮＢとは異なる数のアンテナ・ポートを用いる場合、協調マルチ・ポイント（ＣｏＭＰ
）送信シナリオにおいても使用されうる。しかしながら、ＲＲＨおよびｅＮＢは、同じセ
ルＩＤを用いるので、通知されたアンテナ・ポート数は同じであるに違いない。言い換え
れば、以下の例は、電力を低減するために、送信チェーンの数を低減することを称してい
るが、これら技術は、実際に送信に使用されてるものとは異なる数の送信アンテナが通知
されている場合、任意のシナリオにより広く適用されうる。
【００４７】
　図５は、本開示のある態様にしたがって動作することが可能な基地局（またはｅノード
Ｂ）５１０およびＵＥ５２０を備えた無線システム５００の例を例示する。
【００４８】
　ある態様によれば、基地局は、送信機モジュール５１２の送信チェーンをイネーブル／
ディセーブルすることにより、使用される送信アンテナの数を動的に変更しうる。例えば
、接続されているＵＥが無い（例えば、すべてのＵＥがアイドル・モードである）場合、
ＢＳ５１０は、基準信号を送信することから生じる電力消費量を低減するために、送信チ
ェーンを低減しうる。ＵＥが接続されると、ＢＳ５１０は、送信チェーンを再びイネーブ
ルしうる。別の例として、ＵＥは、不連続受信（ＤＲＸ）モードでディセーブルされてい
る受信機を有している間、送信チェーンをディセーブルしうる。そして、ＵＥが受信機を
イネーブルすることと連携して、送信チェーンをイネーブルしうる。
【００４９】
　例示されるように、基地局５１０は、メッセージ処理構成要素５１４をも含みうる。メ
ッセージ処理構成要素５１４は、送信機モジュール５１２を介してＵＥ５２０へ送信され
るべき、例えば物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）のようなメッセージを生成
するように構成されうる。基地局５１０は、あたかも送信アンテナ数が変化していないか
のように、ＰＢＣＨのＣＲＣのスクランブルを継続することによって、実際に使用されて
いるものよりも少ない数の送信アンテナをシグナリングしうる。
【００５０】
　この例では、ＵＥ５２０は、ＰＢＣＨを受信し、ＣＲＣに基づいて、対応するアンテナ
数を決定しうる。例えば、送信アンテナの第１の仮定（第１の仮説）に基づいてＰＢＣＨ
の復号の試みおよび実行を行い、この第１の仮定に基づいて、チェックサムが失敗した場
合、ＵＥは、別の数の送信アンテナを仮定（別の仮説）して、再び復号を行いうる。この
処理は、チェックサムが成功するまで反復されうる。
【００５１】
　ある場合には、以下にさらに詳しく記載されるように、ＵＥ５２０が、別のアンテナか
らの実際の送信を求めてモニタリングすることによって、（例えば、ＰＢＣＨ　ＣＲＣに
よって示されているアンテナ数とは異なる、）使用されている送信アンテナの実際の数を
決定しうる。このような場合、ＲＲＭ処理モジュール５２４は、フィードバックを生成す
る際に、送信アンテナの実際の数を考慮しうる。例えば、複数のアンテナから送信された
平均ＲＳ信号とは異なるＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱを計算する場合、複数のアンテ
ナのうちの１つは実際にはアクティブではないので、ＲＲＭ処理モジュールは、実際にア
クティブなアンテナについてのＲＳのみを考慮しうる。
【００５２】
　何れの場合であれ、ＵＥ５２０は、送信機モジュール５２２を介して、ＢＳ５１０へフ
ィードバックを送信しうる。このフィードバックは、基地局５１０の受信機モジュール５
１６によって受信され、送信特性の調節、および、（例えば、スケジューリング、ハンド
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オーバ等に関する）さまざまな決定を行うために使用されうる。
【００５３】
　いくつかの場合、基地局５１０は、低減された数のアクティブな送信チェーンのアンテ
ナを用いて送信する場合に使用する特定の置換行列を選択しうる。順列行列は、特定の結
果を達成するために設計されうる。例として、基地局５１０は、少なくとも２つの仮想ア
ンテナ・ポート信号を総和することと、総和された信号を、アクティブな送信チェーンの
アンテナを介した送信のためにマッピングすること、という結果をもたらす置換行列を選
択しうる。
【００５４】
　このような置換行列は、例えば、２つのアンテナを通知しながら、１つのアンテナで送
信している場合、または、４つのアンテナを通知しながら、２つのアンテナで送信してい
る場合に使用されうる。このアプローチは、ＵＥが、低減された数の送信アンテナを補償
しない事象において、より正確な測定レポートを実現することに役立ちうる。
【００５５】
　図６は、本開示のある態様にしたがって、基地局（ノードＢ）によって実行されうる動
作６００の例を例示する。例えば、動作６００は、図５の基地局５１０によって実行され
うる。
【００５６】
　動作６００は、６０２において、送信アンテナの第１のセットを用いて送信することに
よって始まる。６０４において、基地局は、１または複数の送信チェーンをディセーブル
しうる。これにより、アクティブな送信チェーンの数が減る。ディセーブルした後、基地
局は、６０６において、送信アンテナの第１のセットに基づいて、アンテナの数をシグナ
リングしうる。
【００５７】
　６０８において、基地局は、低減されたアクティブな送信チェーン数のアンテナを用い
て、送信を行いうる。ここでは、低減されたアクティブな送信チェーン数を用いた送信の
ために使用されるアンテナ数は、シグナリングされたアンテナ数よりも少ない。
【００５８】
　前述したように、アンテナ数は、以前に使用されている送信アンテナ数に対応するスク
ランブリング符号に基づいて、ＰＢＣＨのＣＲＣをスクランブリングすることによってシ
グナリングされうる。前述したように、基地局は、条件が変化する（例えば、ＵＥが接続
される等）と、送信チェーンを再びイネーブルしうる。さらに、異なる数の送信チェーン
がイネーブルされた場合、基地局は、別の置換行列をも利用しうる。
【００５９】
　送信チェーン数が減少した場合に、送信アンテナの数が変化しない一方、（例えば、送
信アンテナ数における動的な変化をサポートしない）いわゆるレガシーＵＥは、送信チェ
ーン数が減少した場合、未だに、変化を観察しうる。例えば、ＵＥは、（ディセーブルさ
れたアンテナから）フェージングに類似した送信電力の低下を観察しうる。
【００６０】
　いくつかの場合には、観察される効果は、どの送信チェーンがディセーブルされたかに
依存しうる。例として、基地局が、送信アンテナ数を４から２へと減らした場合、ＳＦＢ
Ｃ処理における性能低下がなく、ＵＥ　ＲＳＲＰ測定およびＲＳＲＱ測定に変動がないか
もしれない。なぜなら、ＵＥは、ＲＳＲＰ測定およびＲＳＲＱ測定において、第３および
第４のｅＮＢ送信アンテナを使用しないように命じられうるからである。ｅＮＢが送信ア
ンテナ数を２から１に低減した場合、ＳＦＢＣ処理における性能低下はないかもれないが
、別のＵＥからのＲＳＲＰ測定とＲＳＲＱ測定との間に不整合が生じうる。なぜなら、Ｕ
Ｅは、２つのｅＮＢ送信アンテナにわたってＲＳＲＰを平均するように命じられていない
からである。ＵＥが、第１および第２のｅＮＢ送信アンテナにわたって測定値を平均化し
ない場合、ＵＥは、測定のみのために、第１のｅＮＢ送信アンテナを使用するように命じ
られる。
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【００６１】
　これを考慮するために、（例えば、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０　ＵＥのような）いわゆる非
レガシーＵＥは、受信された送信アンテナ・ポート信号の数がモニタリングされるアルゴ
リズムを実施しうる。この場合、送信アンテナ・ポートは、長期間、存在しないように見
える場合、ＵＥは、チャネル推定処理を変更しうる。例えば、ＵＥにおける関連するチャ
ネル推定処理がオフされ、その後、ＵＥは、オフされたアンテナ信号が再び現れるか否か
を定期的にチェックする。別の例では、前述したように、ＵＥは、ＲＳＲＰおよび／また
はＲＳＲＱを計算している場合に、複数のアンテナに関するＲＳを平均化することをせず
、代わりに、単一のアンテナＲＳを用いる。
【００６２】
　図７は、使用されている送信アンテナの実際の数に基づいて、チャネル推定を変更する
ために、ＵＥが実行しうる動作７００の例を例示する。動作７００は、例えば、図５のＵ
Ｅ５２０によって実行されうる。
【００６３】
　ある態様によれば、いくつかのＵＥは、（７０２において、）送信をモニタリングし、
（例えば、異なる数が通知さているにも関わらず、）送信アンテナ数が減少しているか否
かを判定しうる。例として、ＵＥは、送信をモニタリングし、１または複数のディセーブ
ルされた送信チェーンに対応する送信アンテナが使用されていないと判定しうる。
【００６４】
　７０４において、ＵＥは、多くの送信チェーンがディセーブルされたと判定することに
応じて、チャネル推定処理機能を変更しうる。前述したように、電力消費量を低減するた
めに、ＵＥは、ディセーブルされた送信アンテナに対応する、関連するチャネル推定処理
機能をティセーブルしうる。ＵＥは、ディセーブルされた送信チェーンが再びイネーブル
されたかを判定するために、送信をモニタリングし続けうる。そして、もしも、再びイネ
ーブルされたと判定された場合には、（例えば、以前にディセーブルされたチャネル推定
機能を再びイネーブルするために、または、ＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱがどのよう
に計算されるかを変更するために）チャネル推定処理機能を再び変更しうる。
【００６５】
　前述したように、本明細書に表された技術は、実際に使用されているものとは異なる数
の送信アンテナが通知されている場合に、任意のシナリオに広く適用されうる。図８は、
このようなシナリオのための動作８００の例を例示する。
【００６６】
　動作８００は、８０２において、送信アンテナの数をシグナリングすることによって始
まる。８０４では、シグナリングされたものとは異なる数の送信アンテナを用いて送信が
なされる。これら動作は、ドナーｅＮＢとは異なる数のアンテナ・ポートを用いて、例え
ば、協調マルチ・ポイント（ＣｏＭＰ）送信において、遠隔ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）に
よって実行されうる。いくつかの場合には、ＲＲＨは、通知された数の送信アンテナさえ
も有していないことがありうる。
【００６７】
　ＣｏＭＰ　ｅＮＢまたはＲＲＨが、通知されたものよりも少ない数のｅＮＢアンテナ・
ポートを使用する場合、前述したものと同じ技術が、個々の送信チェーンをオフするため
に使用されうる。さらに、ＣｏＭＰ　ｅＮＢまたはＲＲＨが、代わりに、仮想送信信号を
送信することも可能である。例えば、２つの送信アンテナに向けられたすべての信号が、
例えば単一のアンテナで送信されうる。一般に、Ｎ個の送信アンテナの送信信号は、まず
、送信信号を、Ｍ×Ｎの線形行列を用いて多重化することによって、Ｍ個の物理送信アン
テナを用いて送信されうる。このような動作は、送信された信号のトーン毎のピーク対平
均値を増加させうるものの、ＯＦＤＭ信号の性質により、時間領域のピーク対平均電力比
は、増加しないことがありうる。仮想信号を送信することでは、制限された省エネルギし
か達成されないが、特にアクティブに接続されたＵＥを伴う、ＣｏＭＰシナリオにおいて
有用である。
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【００６８】
　前述したアンテナ仮想化技術は、複数のパイロットが未だに送信される必要があるとい
う事実により、低い省エネルギしか提供しない。低電力ＲＲＨ局の電力消費量は、一般に
は問題にならないが、ｅＮＢは、省エネルギ機会を最大化するために、アクティブなＵＥ
の存在に依存して、アンテナ仮想化とアンテナ・オフとを切り換えうる。
【００６９】
　当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法のうちの何れか
を用いて表されうることを理解するであろう。例えば、前述された説明を通じて参照され
うるデータ、命令群、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧
、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいはこれらの任意の
組み合わせによって表現されうる。
【００７０】
　当業者であればさらに、本明細書の開示に関連して記載されたさまざまな例示的な論理
ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズム・ステップが、電子工学ハードウェア
、コンピュータ・ソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現されることを理
解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互置換性を明確に説明するために、
さまざまな例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、これら
の機能の観点から一般的に記載された。これら機能がハードウェアとしてまたはソフトウ
ェアとして実現されるかは、特定の用途およびシステム全体に課せられている設計制約に
依存する。当業者であれば、特定の用途のおのおのに応じて変化する方式で、前述した機
能を実現しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすも
のと解釈されるべきではない。
【００７１】
　本明細書の開示に関連して記述されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）あるいは
その他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲートあるいはトランジスタ・
ロジック、ディスクリート・ハードウェア構成要素、または前述された機能を実現するた
めに設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現または実施されうる。汎用プロセッ
サは、マイクロ・プロセッサでありうるが、代替例では、このプロセッサは、従来のプロ
セッサ、コントローラ、マイクロ・コントローラ、または順序回路でありうる。プロセッ
サは、例えばＤＳＰとマイクロ・プロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロ・プロセッ
サ、ＤＳＰコアと連携する１または複数のマイクロ・プロセッサ、またはその他任意のこ
のような構成であるコンピューティング・デバイスの組み合わせとして実現されうる。
【００７２】
　本明細書の開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウ
ェアで直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールで、またはこ
の２つの組合せで実施されうる。ソフトウェア・モジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシ
ュ・メモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハード
・ディスク、リムーバブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該技術分野で知られて
いるその他の型式の記憶媒体に存在しうる。典型的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体
から情報を読み取り、また記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結
合される。あるいは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。このプロセッサと記
憶媒体とは、ＡＳＩＣ内に存在しうる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に存在しうる。あるい
は、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリートな構成要素として存在
しうる。
【００７３】
　１または複数の典型的な設計では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、あるいはそれらの任意の組み合わせによって実現されうる。ソフトウェ
アで実現される場合、これら機能は、コンピュータ読取可能な媒体上に格納されるか、あ
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るいは、コンピュータ読取可能な媒体上の１または複数の命令群またはコードとして送信
されうる。コンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を
含む。これらは、コンピュータ・プログラムのある場所から別の場所への転送を容易にす
る任意の媒体を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特別目的コンピュータによっ
てアクセスされうる任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく、一例として、この
ようなコンピュータ読取可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭま
たはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶装置、
あるいは、命令群またはデータ構造の形式で所望のプログラム・コード手段を伝送または
格納するために使用され、かつ、汎用コンピュータまたは特別目的コンピュータ、あるい
は、汎用プロセッサまたは特別目的プロセッサによってアクセスされうるその他任意の媒
体を備えうる。さらに、いかなる接続も、コンピュータ読取可能な媒体として適切に称さ
れる。同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線（ＤＳ
Ｌ）、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウ
ェブサイト、サーバ、あるいはその他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、
同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、ＤＳＬ、あるいは、例えば赤外
線、無線およびマイクロ波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用
されるディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパクト・ディスク（ｄｉｓｃ）（Ｃ
Ｄ）、レーザ・ディスク（ｄｉｓｃ）、光ディスク（ｄｉｓｃ）、デジタル多用途ディス
ク（ｄｉｓｃ）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）、およびブル
ー・レイ・ディスク（ｄｉｓｃ）を含む。これらｄｉｓｃは、レーザを用いてデータを光
学的に再生する。それに対して、ｄｉｓｋは、通常、データを磁気的に再生する。上記の
組み合わせもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００７４】
　本開示の上記記載は、当業者をして、本開示の製造または利用を可能とするように提供
される。本開示に対するさまざまな変形は、当業者に容易に明らかであって、本明細書で
定義された一般原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、他のバリエーシ
ョンに適用されうる。このように、本開示は、本明細書で示された例および設計に限定さ
れることは意図されておらず、本明細書で開示された原理および新規な特徴に一致した最
も広い範囲に相当するとされている。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　基地局からの無線通信のための方法であって、
　送信アンテナの第１のセットを用いて送信することと、
　対応する１または複数の物理アンテナの１または複数の送信チェーンをディセーブルし
、その結果、アクティブな送信チェーンの数を低減することと、
　前記ディセーブルした後、前記送信アンテナの第１のセットに基づいて、アンテナの数
をシグナリングすることと、
　前記低減されたアクティブな送信チェーンの数のアンテナを用いて送信することと、こ
こで、前記低減されたアクティブな送信チェーンの数を用いた送信のために使用されるア
ンテナの数は、前記シグナリングされたアンテナの数よりも少ない、を備える方法。
［Ｃ２］
　送信のために、異なる数の送信アンテナが通知されていることを、１または複数の近隣
の基地局にシグナリングすること、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記シグナリングすることは、前記アンテナの数に基づいてチェックサムをスクランブ
ルすることを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　ディセーブルされた送信チェーンを、１または複数の条件に変化に基づいて再びイネー
ブルすること、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ５］
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　前記１または複数の条件は、接続モードにあるユーザ機器（ＵＥ）の数に関連する、Ｃ
４に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記１または複数の条件は、１または複数のユーザ機器（ＵＥ）の不連続受信（ＤＲＸ
）モードに関連する、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記低減されたアクティブな送信チェーンの数のアンテナを用いて送信する際に使用す
るための置換行列を選択すること、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記送信することは、
　結果的に少なくとも２つの仮想アンテナ・ポート信号が総和されることになる処理行列
を利用することと、
　前記総和された信号を、アクティブな送信チェーンのアンテナを用いて送信することと
を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　ユーザ機器による無線通信のための方法であって、
　送信チェーンをディセーブルすることによって、基地局において、送信アンテナの数が
低減されたか否かを判定するために、送信をモニタリングすることと、
　前記送信チェーンがディセーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変
更することと、を備える方法。
［Ｃ１０］
　前記変更することは、チャネル推定処理機能をディセーブルすることを備える、Ｃ９に
記載の方法。
［Ｃ１１］
　ディセーブルされた送信チェーンが再びイネーブルされたかを判定するために、送信を
モニタリングすることを継続すること、をさらに備えるＣ９に記載の方法。
［Ｃ１２］
　送信チェーンが再びイネーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を以前
の状態に変更すること、をさらに備えるＣ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記ディセーブルされた送信チェーンが再びイネーブルされたかを判定するために、送
信をモニタリングすることを継続することは、ディセーブルされた送信チェーンが再びイ
ネーブルされたかを判定するために、送信を定期的にモニタリングすることを備える、Ｃ
１１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記変更することは、１または複数の受信信号パラメータを計算する場合、通知された
アンテナの数よりも少ないアンテナについて受信された基準信号を利用することを備える
、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１５］
　基地局からの無線通信のための方法であって、
　送信アンテナの数をシグナリングすることと、
　前記シグナリングされた数とは異なる数の送信アンテナを用いて送信することと、を備
える方法。
［Ｃ１６］
　前記送信は、協調マルチ・ポイント（ＣｏＭＰ）送信を備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記送信は、シグナリングされたものよりも少ない数の送信アンテナを用いて送信され
る、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記送信は、シグナリングされたものよりも多い数の送信アンテナを用いて送信される
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、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記シグナリングすることと、前記送信することとは、ドナー基地局のアンテナ・ポー
トとは異なる数のアンテナ・ポートを利用する遠隔ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）によって実
行される、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ２０］
　無線通信のための装置であって、
　送信アンテナの第１のセットを用いて送信する手段と、
　対応する１または複数の物理アンテナの１または複数の送信チェーンをディセーブルし
、その結果、アクティブな送信チェーンの数を低減する手段と、
　前記ディセーブルした後、前記送信アンテナの第１のセットに基づいて、アンテナの数
をシグナリングする手段と、
　前記低減されたアクティブな送信チェーンの数のアンテナを用いて送信する手段と、こ
こで、前記低減されたアクティブな送信チェーンの数を用いた送信のために使用されるア
ンテナの数は、前記シグナリングされたアンテナの数よりも少ない、を備える装置。
［Ｃ２１］
　送信のために、異なる数の送信アンテナが通知されていることを、１または複数の近隣
の基地局にシグナリングする手段、をさらに備えるＣ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記シグナリングする手段は、前記アンテナの数に基づいてチェックサムをスクランブ
ルする手段を備える、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２３］
　ディセーブルされた送信チェーンを、１または複数の条件に変化に基づいて再びイネー
ブルする手段、をさらに備えるＣ２０に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記１または複数の条件は、接続モードにあるユーザ機器（ＵＥ）の数に関連する、Ｃ
２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記１または複数の条件は、１または複数のユーザ機器（ＵＥ）の不連続受信（ＤＲＸ
）モードに関連する、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記低減されたアクティブな送信チェーンの数のアンテナを用いて送信する際に使用す
るための置換行列を選択する手段、をさらに備えるＣ２０に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記送信する手段は、
　結果的に少なくとも２つの仮想アンテナ・ポート信号が総和されることになる処理行列
を利用する手段と、
　前記総和された信号を、アクティブな送信チェーンのアンテナを用いて送信する手段と
を備える、Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ２８］
　無線通信のための装置であって、
　送信チェーンをディセーブルすることによって、基地局において、送信アンテナの数が
低減されたか否かを判定するために、送信をモニタリングする手段と、
　前記送信チェーンがディセーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変
更する手段と、を備える装置。
［Ｃ２９］
　前記変更する手段は、チャネル推定処理機能をディセーブルすることを備える、Ｃ２８
に記載の装置。
［Ｃ３０］
　ディセーブルされた送信チェーンが再びイネーブルされたかを判定するために、送信を
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モニタリングすることを継続する手段、をさらに備えるＣ２８に記載の装置。
［Ｃ３１］
　送信チェーンが再びイネーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を以前
の状態に変更する手段、をさらに備えるＣ３０に記載の装置。
［Ｃ３２］
　前記ディセーブルされた送信チェーンが再びイネーブルされたかを判定するために、送
信をモニタリングすることを継続する手段は、ディセーブルされた送信チェーンが再びイ
ネーブルされたかを判定するために、送信を定期的にモニタリングする手段を備える、Ｃ
３０に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記変更する手段は、１または複数の受信信号パラメータを計算する場合、通知された
アンテナの数よりも少ないアンテナについて受信された基準信号を利用する手段を備える
、Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３４］
　無線通信のための装置であって、
　送信アンテナの数をシグナリングする手段と、
　前記シグナリングされた数とは異なる数の送信アンテナを用いて送信する手段と、を備
える装置。
［Ｃ３５］
　前記送信は、協調マルチ・ポイント（ＣｏＭＰ）送信を備える、Ｃ３４に記載の装置。
［Ｃ３６］
　前記送信は、シグナリングされたものよりも少ない数の送信アンテナを用いて送信され
る、Ｃ３４に記載の装置。
［Ｃ３７］
　前記送信は、シグナリングされたものよりも多い数の送信アンテナを用いて送信される
、Ｃ３４に記載の装置。
［Ｃ３８］
　ドナー基地局のアンテナ・ポートとは異なる数のアンテナ・ポートを利用する遠隔ラジ
オ・ヘッド（ＲＲＨ）を備える、Ｃ３４に記載の装置。
［Ｃ３９］
　無線通信のための装置であって、
　送信アンテナの第１のセットを用いて送信し、
　対応する１または複数の物理アンテナの１または複数の送信チェーンをディセーブルし
て、その結果、アクティブな送信チェーンの数を低減し、
　前記ディセーブルした後、前記送信アンテナの第１のセットに基づいて、アンテナの数
をシグナリングし、
　前記低減されたアクティブな送信チェーンの数のアンテナを用いて送信する、ここで、
前記低減されたアクティブな送信チェーンの数を用いた送信のために使用されるアンテナ
の数は、前記シグナリングされたアンテナの数よりも少ない、ように構成された少なくと
も１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリと、を備える装置。
［Ｃ４０］
　無線通信のための装置であって、
　送信チェーンをディセーブルすることによって、基地局において、送信アンテナの数が
低減されたか否かを判定するために、送信をモニタリングし、
　前記送信チェーンがディセーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変
更する、ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリと、を備える装置。
［Ｃ４１］
　無線通信のための装置であって、
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　送信アンテナの数をシグナリングし、
　シグナリングされた数とは異なる数の送信アンテナを用いて送信するように構成された
少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリと、装
置。
［Ｃ４２］
　格納された命令群を有するコンピュータ読取可能な媒体を備えるコンピュータ・プログ
ラム製品であって、
　前記命令群は、
　送信アンテナの第１のセットを用いて送信し、
　対応する１または複数の物理アンテナの１または複数の送信チェーンをディセーブルし
て、その結果、アクティブな送信チェーンの数を低減し、
　前記ディセーブルした後、前記送信アンテナの第１のセットに基づいて、アンテナの数
をシグナリングし、
　前記低減されたアクティブな送信チェーンの数のアンテナを用いて送信する、ここで、
前記低減されたアクティブな送信チェーンの数を用いた送信のために使用されるアンテナ
の数は、前記シグナリングされたアンテナの数よりも少ない、ために１または複数のプロ
セッサによって実行可能である、コンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ４３］
　格納された命令群を有するコンピュータ読取可能な媒体を備えるコンピュータ・プログ
ラム製品であって、
　前記命令群は、
　送信チェーンをディセーブルすることによって、基地局において、送信アンテナの数が
低減されたか否かを判定するために、送信をモニタリングし、
　前記送信チェーンがディセーブルされたとの判定に応じて、チャネル推定処理機能を変
更する、ために１または複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータ・プロ
グラム製品。
［Ｃ４４］
　格納された命令群を有するコンピュータ読取可能な媒体を備えるコンピュータ・プログ
ラム製品であって、
　前記命令群は、
　送信アンテナの数をシグナリングし、
　前記シグナリングされた数とは異なる数の送信アンテナを用いて送信する、ために１ま
たは複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータ・プログラム製品。
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