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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレコードマトリックスを含むコードブックを構成する情報と、前記コードブックの前
記プレコードマトリックスのそれぞれ異なるサブセットを含む複数のサブコードブックを
構成する情報とをレシーバに保持する段階と、
　任意の時間間隔または周波数範囲で利用されるサブコードブックを、トランスミッタと
調整して選択する段階と、
　前記トランスミッタから送信されたＭＩＭＯ（Multiple-Input Multiple-Output）信号
を受信する段階と、
　前記受信したＭＩＭＯ信号に基づいて、選択された前記サブコードブックから選択され
、前記任意の時間間隔または周波数範囲の各分割部分で後続するＭＩＭＯ信号をプレコー
ドすることに利用される１以上の好適なプレコードマトリックスを示すフィードバックを
前記レシーバで生成して、前記レシーバから前記トランスミッタへ前記フィードバックを
送信する段階と
　を備え、
　前記情報を保持する段階は、
　プレコード解像度が漸増して、プレコード範囲が漸減する複数のレベルに、前記コード
ブックの前記複数のサブコードブックを配置する段階を有し、
　前記トランスミッタのそれぞれの角度範囲の送信ビーム方向を表すよう各サブコードブ
ックを構成する情報を保持する方法。
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【請求項２】
　前記情報を保持する段階は、
　前記複数のサブコードブックの各々に、最も広いプレコード範囲を有する前記プレコー
ドマトリックスの粗いプレコード解像度のセットを追加する段階を有する請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記複数のサブコードブックを前記複数のレベルに配置する段階は、
　前記角度範囲のサイズが漸減する前記複数のサブコードブックで前記複数のレベルを決
定する段階を有する請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数のサブコードブックを前記複数のレベルに配置する段階は、
　任意のレベルの前記複数のサブコードブックのそれぞれの角度範囲を部分的に重複させ
る段階を有する請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記サブコードブックを選択する段階は、
　前記トランスミッタと前記レシーバとの間で、前記選択されたサブコードブックのレベ
ル内のそれぞれのレベルおよびそれぞれのインデックスを信号により伝送する段階を有す
る請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記情報を保持する段階は、
　それぞれ離散フーリエ変換（ＤＦＴ）係数一式を用いて前記プレコードマトリックスの
少なくとも一部のそれぞれを形成する段階を有する請求項１から５のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項７】
　前記サブコードブックを選択する段階は、
　前記レシーバにおける前記選択されたサブコードブックに関する決定を行い、前記選択
されたサブコードブックを前記トランスミッタに示す段階を有する請求項１から６のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記サブコードブックを選択する段階は、
　前記トランスミッタから前記選択されたサブコードブックの通知を受信する段階を有す
る請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記サブコードブックを選択する段階は、
　前記ＭＩＭＯ信号が経由する通信チャネルの空間共分散関数（ＳＣＦ）を評価して、前
記評価されたＳＣＦに基づいて前記サブコードブックを選択する段階を有する請求項１か
ら８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＳＣＦを評価する段階は、
　前記トランスミッタおよび前記レシーバの各々において独立して前記ＳＣＦを推定して
、前記独立して評価したＳＣＦに基づいて前記トランスミッタおよび前記レシーバの各々
において独立して前記サブコードブックを選択する段階を有する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　プレコードマトリックスを含むコードブックを構成する情報と、前記コードブックの前
記プレコードマトリックスのそれぞれ異なるサブセットを含む複数のサブコードブックを
構成する情報とを保持するメモリと、
　遠隔トランスミッタから送信されたＭＩＭＯ（Multiple-Input Multiple-Output）信号
を受信するレシーバと、
　任意の時間または周波数範囲で利用されるサブコードブックを、前記遠隔トランスミッ
タと調整して選択して、前記受信したＭＩＭＯ信号に基づいて、前記選択されたサブコー
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ドブックから選択され、前記任意の時間または周波数範囲の各分割部分で後続するＭＩＭ
Ｏ信号をプレコードすることに利用される１以上の好適なプレコードマトリックスを示す
フィードバックを生成するプロセッサと、
　前記遠隔トランスミッタへ前記フィードバックを送信するフィードバックトランスミッ
タと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　前記情報に基づいて、プレコード解像度が漸増して、プレコード範囲が漸減する複数の
レベルに、前記コードブックの前記複数のサブコードブックを配置し、
　前記情報に基づいて、前記トランスミッタのそれぞれの角度範囲の送信ビーム方向を表
すよう各サブコードブックを構成する情報を保持する装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記情報に基づいて、前記複数のサブコードブックの各々に、最も
広いプレコード範囲を有する前記プレコードマトリックスの粗いプレコード解像度のセッ
トを追加する請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、前記角度範囲のサイズが漸減する前記複数のサブコードブックで前
記複数のレベルを決定する請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記選択されたサブコードブックに関する決定を行い、前記選択さ
れたサブコードブックを前記遠隔トランスミッタに示す請求項１１から１３のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記遠隔トランスミッタから前記選択されたサブコードブックの通
知を受信する請求項１１から１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　請求項１１から１５のいずれか一項に記載の前記装置を備える移動通信端末。
【請求項１７】
　請求項１１から１５のいずれか一項に記載の前記装置を備える移動通信端末内で信号を
処理するチップセット。
【請求項１８】
　プレコードマトリックスを含むコードブックを構成する情報と、前記コードブックの前
記プレコードマトリックスのそれぞれ異なるサブセットを含む複数のサブコードブックを
構成する情報とをレシーバに保持する段階と、
　任意の時間または周波数範囲で利用されるサブコードブックを、トランスミッタと調整
して選択する段階と、
　前記トランスミッタから送信されたＭＩＭＯ（Multiple-Input Multiple-Output）信号
を受信する段階と、
　前記受信したＭＩＭＯ信号に基づいて、前記任意の時間または周波数範囲で後続するＭ
ＩＭＯ信号をプレコードすることへの利用に好適なプレコードマトリックスを、前記選択
されたサブコードブックから選択して、前記レシーバから前記トランスミッタへ前記好適
なプレコードマトリックスを示す情報を送信する段階と
　を備え、
　前記情報を保持する段階は、
　プレコード解像度が漸増して、プレコード範囲が漸減する複数のレベルに、前記コード
ブックの前記複数のサブコードブックを配置する段階を有し、
　前記トランスミッタのそれぞれの角度範囲の送信ビーム方向を表すよう各サブコードブ
ックを構成する情報を保持する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本願は、２０１０年２月１０日に提出された米国仮特許出願第６１／３０３，２１７号
明細書、２０１０年４月３０日に提出された米国仮特許出願第６１／３２９，７９８号明
細書の恩恵を主張し、これらの開示内容をここに参照として組み込むことを明示する。
【０００２】
　本開示は、概して通信システムに関し、特に通信チャネルフィードバックを提供する方
法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　一部のＭＩＭＯ（Multiple-Input Multiple-Output）通信システムでは、トランスミッ
タが、自身の送信を、レシーバが生成する通信チャネルフィードバックに基づいて適合さ
せる。ＬＴＥ（Long-Term Evolution）およびＬＴＥ－Ａ（LTE-Advanced）システム等の
一部のケースでは、トランスミッタがチャネルフィードバックに基づいて様々な送信アン
テナポートへ信号を配信するプレコードスキームを採用している。チャネルフィードバッ
クスキームの一例は、「Correlation Based Explicit Feedback」文書Ｒ１-１００７１９
（Ｒ１-１００４２３）、３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１ミーティング、スペイン国
バレンシア、２０１０年１月１８日～２２日に記載されており、この全体をここに参照と
して組み込む。
【０００４】
　一部のチャネルフィードバック方法では、トランスミッタおよびレシーバが予め定義さ
れたプレコードマトリックス（「コードブック」）を利用し、チャネルフィードバックが
、コードブックから選択されるプレコードマトリックスを指示する好適なプレコードマト
リックスインジケータ（ＰＭＩ）を含んでいる。
【０００５】
　信号空間共分散関数（ＳＣＦ）に基づき経時的にトランスミッタおよびレシーバにより
利用されるコードブックを修正するチャネルフィードバックスキームが既に提案されてい
る。このスキームは「コードブック適合」スキームと称される場合がある。コードブック
適合の一例は、「Adaptive Codebook Designs for MU-MIMO」文書Ｒ１-０９１２８２、第
三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）技術仕様グループＴＳＧラジオアクセ
スネットワーク（ＲＡＮ）ワーキンググループ１（ＷＧ１）ミーティング、大韓民国ソウ
ル、２００９年３月２３日～２７日に記載されており、これをここに参照として組み込む
。
【０００６】
　上述した記載は、この分野の関連技術の概略を提示するものであって、そこに含まれて
いる情報のいずれかが本特許出願に対する先行技術を構成するものである旨の自認とはみ
なされるべきではない。
【発明の概要】
【０００７】
　記載される一実施形態は、プレコードマトリックスを含むコードブックの定義と、コー
ドブックのプレコードマトリックスのそれぞれ異なるサブセットを含む複数のサブコード
ブックの定義とをレシーバに保持する段階を含む方法を提供する。任意の時間間隔または
周波数範囲で利用されるサブコードブックを、トランスミッタと調整して選択する。トラ
ンスミッタから送信されたＭＩＭＯ（Multiple-Input Multiple-Output）信号を受信する
。受信したＭＩＭＯ信号に基づいて、フィードバックをレシーバで生成する。フィードバ
ックは１以上の好適なプレコードマトリックスを示し、１以上の好適なプレコードマトリ
ックスは、選択されたサブコードブックから選択され、任意の時間間隔または周波数範囲
の各分割部分で後続するＭＩＭＯ信号をプレコードする。
【０００８】
　一部の実施形態では、定義を保持する段階は、プレコード解像度が漸増して、プレコー
ド範囲が漸減する複数のレベルに、コードブックの複数のサブコードブックを配置する段
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階を有する。一実施形態では、定義を保持する段階は、複数のサブコードブックの各々に
、最も広いプレコード範囲を有するプレコードマトリックスの低濃度のセットを追加する
段階を有する。
【０００９】
　開示される一実施形態では、定義を保持する段階は、トランスミッタのそれぞれの角度
範囲の送信ビーム方向を表すよう各サブコードブックを定義する段階を有し、複数のサブ
コードブックを複数のレベルに配置する段階は、角度範囲のサイズが漸減する複数のサブ
コードブックで複数のレベルをポピュレートする段階を有する。一実施形態では、複数の
サブコードブックを複数のレベルに配置する段階は、任意のレベルの複数のサブコードブ
ックのそれぞれの角度範囲を部分的に重複させる段階を有する。別の実施形態では、サブ
コードブックを選択する段階は、トランスミッタとレシーバとの間で、選択されたサブコ
ードブックのレベル内のそれぞれのレベルおよびそれぞれのインデックスを信号により伝
送する段階を有する。
【００１０】
　一部の実施形態では、定義を保持する段階は、それぞれ離散フーリエ変換（ＤＦＴ）係
数一式を用いてプレコードマトリックスの少なくとも一部のそれぞれを形成する段階を有
する。一実施形態では、サブコードブックを選択する段階は、レシーバにおける選択され
たサブコードブックに関する決定を行い、選択されたサブコードブックをトランスミッタ
に示す段階を有する。開示される一実施形態では、サブコードブックを選択する段階は、
トランスミッタから選択されたサブコードブックの通知を受信する段階を有する。
【００１１】
　別の実施形態では、サブコードブックを選択する段階は、ＭＩＭＯ信号が経由する通信
チャネルの空間共分散関数（ＳＣＦ）を評価して、評価されたＳＣＦに基づいてサブコー
ドブックを選択する段階を有する。一実施形態では、ＳＣＦを評価する段階は、トランス
ミッタおよびレシーバの各々において独立してＳＣＦを推定して、独立して評価したＳＣ
Ｆに基づいてトランスミッタおよびレシーバの各々において独立してサブコードブックを
選択する段階を有する。
【００１２】
　さらに、ここに開示される一実施形態においては、メモリ、レシーバ、プロセッサ、お
よびフィードバックトランスミッタを含む装置が提供される。メモリは、プレコードマト
リックスを含むコードブックの定義と、コードブックのプレコードマトリックスのそれぞ
れ異なるサブセットを含む複数のサブコードブックの定義とを保持する。レシーバは、遠
隔トランスミッタから送信されたＭＩＭＯ（Multiple-Input Multiple-Output）信号を受
信する。プロセッサは、任意の時間または周波数範囲で利用されるサブコードブックを、
遠隔トランスミッタと調整して選択して、受信したＭＩＭＯ信号に基づいて、１以上の好
適なプレコードマトリックスを示すフィードバックを生成する。１以上の好適なプレコー
ドマトリックスは、選択されたサブコードブックから選択され、任意の時間または周波数
範囲の各分割部分で後続するＭＩＭＯ信号をプレコードすることに利用される。フィード
バックトランスミッタは、遠隔トランスミッタへフィードバックを送信する。
【００１３】
　一部の実施形態では、移動通信端末が、開示した装置を備える。一部の実施形態では、
移動通信端末内で信号を処理するチップセットが、開示した装置を含む。
【００１４】
　一部の開示される実施形態では、レシーバが、プレコードマトリックスを含むコードブ
ックの定義と、コードブックのプレコードマトリックスのそれぞれ異なるサブセットを含
む複数のサブコードブックの定義とを保持する。任意の時間または周波数範囲で利用され
るサブコードブックを、トランスミッタと調整して選択する。トランスミッタから送信さ
れたＭＩＭＯ（Multiple-Input Multiple-Output）信号を受信する。受信したＭＩＭＯ信
号に基づいて、任意の時間または周波数範囲で後続するＭＩＭＯ信号をプレコードするこ
とへの利用に好適なプレコードマトリックスを、選択されたサブコードブックから選択す
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る。レシーバからトランスミッタへ好適なプレコードマトリックスを示す情報を送信する
。
【００１５】
　本開示は、以下で詳述する実施形態の詳細な記載を、図面を参照しながら読むことでよ
りよく理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】記載する一実施形態におけるＭＩＭＯ通信システムを概略するブロック図である
。
【００１７】
【図２】記載する一実施形態におけるマルチレベルのコードブックを概略する。
【００１８】
【図３】記載する一実施形態における通信チャネルフィードバックを提供する方法を概略
するフローチャートである。
【００１９】
【図４】記載する一実施形態におけるマルチレベルのコードブックを概略する。
【図５】記載する一実施形態におけるマルチレベルのコードブックを概略する。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　任意のプレコードマトリックス（「コードブック」）のセットを、一定のプレコード解
像度または精度を有する一定の範囲の許容範囲のプレコードマトリックスをカバーするも
のとしてみることができる。コードブックベースのフィードバックスキームを設計すると
きには、プレコード精度およびプレコード範囲が、フィードバック帯域幅に対して相殺関
係となる。例えば、大きなコードブックは大きなプレコード範囲を高いプレコード精度で
カバーするであろうが、大きなコードブックは、通常、好適なプレコードマトリックスを
信号により伝えるために大きなフィードバック帯域幅を必要とする。小さなコードブック
は必要とするフィードバック帯域幅が小さいであろうが、プレコード範囲が小さい、およ
び／または、プレコード精度に劣るという欠点を有することが多い。
【００２１】
　ここに記載する実施形態は、ＭＩＭＯ通信システムにおいてチャネルフィードバックを
提供する向上した方法およびシステムを提供する。開示される実施形態では、トランスミ
ッタおよびレシーバは、コードブックおよび複数のサブコードブック（コードブックの複
数の異なるサブセットのこと）の相互に承認された定義を保持する。トランスミッタおよ
びレシーバは、任意の時間間隔または周波数範囲に対して、コードブック全体ではなくて
、一定のサブコードブックを適用する。つまり、任意の時間間隔または周波数範囲内で信
号をプレコードするためにチャネルフィードバックを計算するときには、レシーバは、コ
ードブック全体からではなくて対応するサブコードブックのみから好適なプレコードマト
リックスを選択する。この結果、フィードバック帯域幅（好適なプレコードマトリックを
信号により伝えるのに必要なビット数等）が低減される。
【００２２】
　一部の実施形態では、レシーバからのトランスミッタに対するチャネルフィードバック
の信号による伝送は、サブコードブックの選択の信号による伝送が比較的粗い粒度で行わ
れ、選択されたサブコードブック内の好適なプレコードマトリックスの選択の信号による
伝送はこれよりも細かい粒度で行われる、といったように、２つの時間／周波数粒度で行
われる。一例である実施形態では、レシーバは、複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）毎に（お
そらくは互いに異なる）サブコードブックを選択して、ＴＴＩ毎に現在選択されているサ
ブコードブックから好適なプレコードマトリックスを選ぶ。
【００２３】
　このようにレシーバがコードブック全体からではなくて一部のサブコードブックのみか
ら好適なプレコードマトリックスを選択することから、選択されたマトリックスを信号に
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より伝える際に必要となるビット数が少なくなる。有効なコードブックの信号による伝送
は、フィードブック帯域幅にあまり影響を与えない粗い粒度で行われる。従ってフィード
ブック帯域幅を、プレコード範囲または精度を低下させることなく低減させることができ
る。
【００２４】
　経時的に実際のプレコードマトリックスを適合させる一部のコードブック適合スキーム
とは異なり、開示される技術によってレシーバにより信号で伝えられるプレコードマトリ
ックスは全て予め定義され、トランスミッタとレシーバとの間で承認されているものであ
る。従って、レシーバは、選択されたマトリックスを示す適切な情報（マトリックスイン
デックス等）を信号により伝えることができ、マトリックス全体またはマトリックス全体
の適合について信号で伝える必要がない。さらには、開示されているフィードバックスキ
ームで利用されるプレコードマトリックスは通常、プレコード動作の簡略実装（エレメン
トが単純なアルファベットおよび／ＣＭ（Constant Modulus）マトリックスから導出され
たマトリックス等）用に設計されている。
【００２５】
　図１は、記載する一実施形態におけるＭＩＭＯ通信システム２０を概略するブロック図
である。本例のシステム２０はＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａシステムを含む。別の実施形態の
システム２０は、例えばＷＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）、Ｗｉ
ＭＡＸまたはＷｉＦｉシステム等の、ＭＩＭＯ信号を利用する任意の他の適切な通信規格
または仕様に基づいて動作してもよい。
【００２６】
　システム２０は、移動通信端末２８（ユーザ機器"ＵＥ"とも称される）と通信する基地
局（ＢＳ）２４を含む。図１は明瞭化目的からＢＳおよびＵＥをそれぞれ１つずつしか示
していないが、実際の通信システムは通常複数のＢＳ２４および複数のＵＥ２８を含む。
ＢＳ２４は、ＢＳの動作を管理するＢＳプロセッサ３２を含む。ＢＳトランシーバ（ＴＲ
Ｘ）３６は、ＵＥ２８への送信用にダウンリンクＭＩＭＯ信号を生成し、ＵＥからのアッ
プリンク信号を受信する。他のタスクには、ＴＲＸ３６が、任意のＵＥ宛のダウンリンク
信号のプレコードを、該ＵＥからのフィードバックに基づいて選択されるプレコードマト
リックスを利用して行うことが含まれる。ＢＳ２４は、ＢＳアンテナ４０のアレイを利用
してダウンリンク信号の送信およびアップリンク信号の受信を行う。
【００２７】
　ＵＥ２８は、ＢＳ２４が送信したＭＩＭＯダウンリンク信号を受信してＢＳにアップリ
ンク信号を送信する１以上のアンテナ４４を含む。ＵＥ２８は、ダウンリンク信号を受信
して復調するダウンリンクレシーバ（ＲＸ）４８、アップリンク信号を生成して送信する
アップリンクトランスミッタ（ＴＸ）５６、および、ＵＥ動作を管理して様々なＵＥエレ
メントを制御するＵＥプロセッサ５２を含む。
【００２８】
　一部の実施形態では、ＵＥプロセッサ５２は、ＢＳアンテナ４０とＵＥアンテナ４４と
の間のダウンリンクＭＩＭＯ通信チャネルに関するフィードバックを計算するフィードバ
ック計算モジュール６０を含む。フィードバックモジュール６０は、例えばダウンリンク
信号の一部として送信された参照信号に基づいて、ダウンリンクレシーバ４８が受信した
ダウンリンク信号に基づいてフィードバックを計算する。参照信号の例には、ＬＴＥシス
テムのＣＲＳ（Common Reference Signal）およびＬＴＥ－Ａシステムのチャネル状態情
報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）が含まれる。または、モジュール６０は、受信したダウンリ
ンク信号の他の適切な一部に基づいてフィードバックを計算してもよい。モジュール６０
は、計算されたフィードバックをアップリンクトランスミッタ５６に提供して、アップリ
ンクトランスミッタはフィードバック情報をＢＳ２４に送信する。
【００２９】
　ＢＳ２４では、ＢＳ　ＴＲＸ３６はアップリンク信号を受信して変調し、ＵＥ２８が送
信したフィードバックを抽出する。ＢＳプロセッサ３２は、フィードバックを利用して後
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続するダウンリンク送信を制御する。通常は、ＢＳプロセッサはフィードバックに基づい
てダウンリンクプレコードスキーム（アレイ４０の様々な異なるアンテナの相対信号位相
および振幅）を設定する。
【００３０】
　本例では、システム２０のチャネルフィードバックスキームは予め定義されたコードブ
ック（ＢＳ２４とＵＥ２８との間で承認されたプレコードマトリックスリスト）を利用す
る。加えて、ＢＳ２４およびＵＥ２８は、複数のサブコードブック（コードブックの複数
の異なるサブセット）について承認された定義を保持する。効率的なフィードバックを提
供するためのサブコードブックの利用については後述する。一実施形態では、ＵＥ２８は
、コードブックおよびサブコードブックの定義６８を保持するメモリ６４を含む。メモリ
６４は、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリまたはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
を例とする任意の適切な種類のメモリを含んでよい。ＢＳ２４はさらに、ＢＳプロセッサ
３２がアクセス可能な適切なメモリのコードブックおよびサブコードブックの定義を保持
する。
【００３１】
　図１に示すＢＳおよびＵＥの構成は、例示的な構成であって、明瞭化を目的として描か
れたものである。別の実施形態では、別の適切なＢＳおよびＵＥ構成を利用することもで
きる。ＵＥおよびＢＳエレメントのなかには、開示技術の理解に必須ではないという理由
から、明瞭化を目的として図面から省かれているものもある。様々なＢＳおよびＵＥエレ
メントは通常専用ハードウェアにより（例えば１以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）、無線周波数集積回路（ＲＦＩＣ）および／またはフィールドプログラマブルゲートア
レイ（ＦＰＧＡ）を利用することにより実装される。また、エレメントのなかには、プロ
グラム可能なハードウェア上で実行されるソフトウェアを利用することにより、または、
ハードウェアエレメントおよびソフトウェアエレメントの組み合わせを利用することによ
り実装可能なものもある。
【００３２】
　一部の実施形態では、ＵＥ２８の一部または全てのエレメントがチップセット内に製造
される。開示された技術の一部または全てをプログラム可能なプロセッサ上のソフトウェ
アに実装する際には、ソフトウェアを例えばネットワーク経由で、電子形態でプロセッサ
にダウンロードする、あるいは、この代わりにまたはこれに加えて、磁気、光学、または
電子メモリ等の接続性（non-transitory）の有形媒体で提供および／または格納される必
要があろう。
【００３３】
　上述したように、ＢＳ２４およびＵＥ２８は、コードブックの複数のサブコードブック
の定義を保持する。各サブコードブックは、コードブックのプレコードマトリックスの各
サブセットを含む。サブコードブック間では重複が通常許可されている。つまり、プレコ
ードマトリックスは、１を超える数のサブコードブックで利用が許可されている。通常、
ＢＳおよびＵＥは、任意の時間間隔または周波数範囲のプレコード信号について任意のサ
ブコードブックを選択する。一部の実施形態では、サブコードブックの選択をＵＥでの信
号に基づいて行う。従ってチャネルフィードバックを計算するときには、ＵＥは、コード
ブック全体からではなくて、適切なサブコードブック（そのＩＤはＢＳで分かっている）
のみから好適なプレコードマトリックスを選択する。サブコードブックのサイズはコード
ブックのサイズよりも大幅に少ないので、ＵＥは少ないビット数で好適なプレコードマト
リックスのＩＤを信号により伝えることができる。
【００３４】
　コードブックは、プレコードマトリックスの一定の範囲および空間をカバーするものと
してみることができる。一部の実施形態では、各サブコードブックは一定のサブレンジま
たはサブスペースをカバーする。例示目的で（純粋に例示目的で）、コードブックの各プ
レコードマトリックスが一定のビームの方向に対応している実装例を考える。つまり、各
プレコードマトリックスにより、ＢＳ２４は、アンテナアレイ４０に対して一定の幾何学
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上の角度でダウンリンク信号を送信することができる。このシナリオでは、コードブック
を、一定の角度解像度でＢＳ２４の角度カバレージレージ領域（angular coverage area
）をカバーするものとしてみることができる。各サブコードブックは、角度カバレージ領
域の一定のサブレンジをカバーするものとしてみることができる。
【００３５】
　この例では、ＵＥ２８がＢＳカバー領域の一定の角度セクターにある場合、ＢＳおよび
ＵＥは、この各度セクターをカバーするのに適したサブコードブックを選択して適用する
ことができる。この技術を利用することにより、ＢＳ２４のカバー領域全体が、高い角度
解像度のプレコードマトリックスでカバーされる。同時に、プレコードマトリックスを現
在有効な（且つ、比較的小さいサイズの）サブコードブックのみから選択することから、
この高い解像度は高いフィードバック帯域幅を必要としない。
【００３６】
　現在有効なサブコードブックにより適切なカバーが行われないほどにＵＥがＢＳに対し
て動く場合は、通常、ＢＳおよびＵＥがＵＥの新たな位置によく整合する別のサブコード
ブックに切り替える。サブコードブックが変化する際に、ＵＥとＢＳとの間の信号伝送オ
ーバヘッドが生じるが、これは比較的大きな間隔で生じ、オーバヘッドがフィードバック
帯域幅全体にもたらす影響は通常は小さいものである。（多くの実際のシナリオでは、例
えばマルチパスのために、ＵＥを送信するために好適なビームの方向は、ＢＳアンテナア
レイに対するＵＥの実際の幾何学方向とは異なる。それでも上述した例示はマルチパスの
シナリオについても当てはまる。）
【００３７】
　一部の実施形態では、サブコードブックは複数のレベルで配置されており、各レベルで
プレコード精度または解像度が上がり、プレコード範囲は狭まる。ある実施形態では、Ｕ
ＥおよびＢＳは、レベルの番号、および、このレベル内で選択されたコードブックのイン
デクッスを信号により伝えることにより、選択されたコードブックを信号で伝える。別の
実施形態では、他の様々なマルチレベルのコードブック構造および信号伝送スキームを利
用することもできる。
【００３８】
　図２は、記載する一実施形態におけるコードブックの定義６８を概略する。本例では、
コードブックは、３つのレベルに分類された全部で７つのサブコードブックに分割されて
いる。各サブコードブックは、複数のプレコードマトリックス７２を含む（このコンテク
ストではコードワードと称する）。
【００３９】
　各サブコードブックは、レベルインデックスＬ∈｛０，１，２｝およびレベル内のサブ
コードブックインデックスＩにより特定される。本例では、第１のレベル（Ｌ＝０）は、
比較的粗いプレコード解像度のプレコード範囲全体をカバーする単一のサブコードブック
（Ｌ＝０、Ｉ＝０）を含む。第２のレベル（Ｌ＝１）は、レベルＬ＝０よりも高い解像度
の２つのサブレンジ（例えば２つの角度カバレージセクター）をカバーする２つのサブコ
ードブック（Ｌ＝１、Ｉ＝０、およびＬ＝１、Ｉ＝１）を含む。レベルＬ＝１の２つのサ
ブコードブック間には一定の重複が存在している。
【００４０】
　第３のレベル（Ｌ＝２）は、前のレベルＬ１のサブコードブックよりもプレコード範囲
が狭いがプレコード解像度は高い４つのサブレンジ（例えば４つの角度カバレージセクタ
ー）をカバーする４つのサブコードブック（Ｌ＝２、Ｉ＝０、Ｌ＝２、Ｉ＝１、Ｌ＝２、
Ｉ＝２、およびＬ＝２、Ｉ＝３）を含む。レベルＬ＝２の４つのサブコードブックでも一
定の重複がある。一部の実施形態では、ＢＳ２４およびＵＥ２８は、レベルインデックス
およびサブコードブックインデックス値（つまりＬおよびＩの値）を信号により伝えるこ
とにより、任意のサブコードブックの選択を調整する。
【００４１】
　図２におけるサブコードブックの定義は、あくまで一例であり、純粋に構想を明瞭に示
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す目的で選ばれたものである。別の実施形態では、システム２０が別の適切な構成のサブ
コードブックを利用することもできる。マルチレベルのサブコードブック構成を利用する
ときには、レベル１つについて任意の適切な数のレベルおよび任意の適切な数のサブコー
ドブックが利用可能となる。またさらに、システム２０は、レベルごとに分類されていな
いサブコードブックスキームを利用してもよい。この構成においては、各サブコードブッ
クは、任意の適切な数のプレコードマトリックス（コードワード）を含む。
【００４２】
　一部の実施形態では、システム２０は、一定の粗い時間粒度で（つまり、連続する選択
間の比較的長時間の間隔で）、サブコードブックを選択して、一定の細かい時間粒度で（
つまり、プレコードマトリックス選択間の比較的短い時間間隔で）、これらサブコードブ
ックからプレコードマトリックスを選ぶ。こうすることで各プレコードマトリックスが任
意の広い周波数範囲に対応するようになる。通常の実施形態では（必須ではないが）、プ
レコードマトリックスは、同時にではなくて、各時間間隔に１つのマトリックスが生成さ
れる、といったように連続して生成される。
【００４３】
　別の実施形態では、システム２０は、一定の粗い周波数粒度で（つまり、選択されるサ
ブコードブックが比較的広い周波数帯域に対応する）サブコードブックを選択して、一定
の細かい周波数粒度で（つまり、選択されるプレコードマトリックスがこの周波数帯域内
の比較的狭い部分的なサブバンドに対応する）これらサブコードブックからプレコードマ
トリックスを選ぶ。この種類の一実施形態では、サブコードブックの選択およびプレコー
ドマトリックスの選択の両方を一時点で行う。
【００４４】
　一実施形態では、システム２０は広帯域のサブコードブック（つまり、周波数範囲全体
におよび有効なサブコードブック）を利用して、一定の時間間隔でサブコードブックを選
択しなおす。別の実施形態では、システム２０は、様々な部分波長サブバンドについてサ
ブコードブックを選択しなおす。以下の記載では明瞭化目的で時間領域の二重粒度処理を
示す。別の実施形態では、同様の二重粒度処理を周波数領域に適用することもできる。
【００４５】
　図３は、記載する一実施形態における通信チャネルフィードバックを提供する方法を概
略するフローチャートである。方法は、定義処理８０でシステム２０が利用するコードブ
ックおよびサブコードブックを定義することから開始される。本実施形態では、システム
２０は、粗い粒度のフィードバック期間全てについてのサブコードブックを選択するが、
これは本例では予め定義された数のＴＴＩ（例えば１０個のＴＴＩ）を含む。一定の粗い
粒度のフィードバック期間内で、システム２０は、ＴＴＩ全てで適用可能なサブコードブ
ックから好適なプレコードマトリックスを選択する。別の実施形態では、他の適切な時間
間隔を利用することができる。
【００４６】
　サブコードブック選択処理８４で、ＢＳ２４およびＵＥ２８は、次の粗い粒度のフィー
ドバック期間で利用するサブコードブックの選択を調整する。ＵＥ２８のレシーバ４８は
、受信処理８８でダウンリンクＭＩＭＯ信号を受信する。ＵＥプロセッサ５２のモジュー
ル６０は、マトリックス選択処理９２において、受信したダウンリンクＭＩＭＯ信号に基
づいて次のＴＴＩにとって好適なプレコードマトリックスを選択する。モジュール６０は
、上述した処理８４で選択したサブコードブックから、この好適なプレコードマトリック
スを選択する。
【００４７】
　ＵＥ２８のトランスミッタ５６は、フィードバック送信処理９６で、選択された好適な
プレコードマトリックスを示すフィードバックをＢＳ２４に送信する。ＢＳプロセッサ３
６は、フィードバックが示す好適なプレコードマトリックスに基づいて次のＴＴＩでダウ
ンリンクＭＩＭＯ信号をプレコードする。
【００４８】
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　ＵＥプロセッサ５２は、現在の粗い粒度のフィードバック期間が終了したかを、チェッ
ク処理１００でチェックする。粗い粒度のフィードバック期間がまだ終了していない場合
には、方法は上述した処理８８にループして戻り、次のＴＴＩを受信して次に好適なプレ
コードマトリックスを選択しようと試みる。粗い粒度のフィードバック期間が既に終了し
ている場合には、方法は上述した処理８４にループして戻り、システム２０が、次の粗い
粒度のフィードバック期間で利用するサブコードブックを選択しなおす。
【００４９】
　マルチレベルのコードブックを利用する実施形態では、あるレベルＬのサブコードブッ
ク数はＭ（Ｌ）と表記される。図２の例では、Ｍ（Ｌ）＝２Ｌであるが、任意の他の適切
なレベルサイズを利用することもできる。コードブックのプレコードマトリックスは、任
意の適切な方法で定義することができる。一実施形態では、プレコードマトリックスが、
離散フーリエ変換（ＤＦＴ）係数を含む。高い相関性を有するＢＳアンテナについては、
一例としてランク１のＤＦＴベースのコードブックが利用可能である。この特性について
は、例えば、「Precoding Options for 8Tx Antennas in LTE-A DL」文書Ｒ１－０９０３
８８、３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１ミーティング、スロベニア国リュブリャナ、２
００９年１月１２日～１６日に記載されており、これを参照として組み込む。
【００５０】
　８つのＢＳ送信アンテナでは、原則として以下の数１で与えられる８個×８個のＤＦＴ
マトリックスの列を、サイズ８のコードブックの８つのコードワード（プレコードマトリ
ックス）として利用することができる。
【数１】

　ここでｋはコードワードインデックスを表し、ｎはコードワードエレメントインデック
スを表す。
【００５１】
　８つのベクトルのコードブックは、対応するビーム方向がアジマスに不均一に分散して
いる８つのプレコードマトリックスを利用してＢＳの角度カバレージ領域をカバーするも
のとしてみることができる。より精細な解像度では、１６個のベクトルのコードブックが
例えば以下の数２で与えられる。
【数２】

【００５２】
　数２のより精細な解像度のコードブックは、数１のコードブックのコードワードの２倍
のコードワードを有するので、必要とするフィードバック帯域幅もかなり高いものとなる
。開示されているマルチレベルのコードブック構成により、システム２０は、フィードバ
ック帯域幅を殆どまたは全く増加させることなく、この精細な解像度のコードブックの高
いプレコード解像度を達成することができる。
【００５３】
　一実施形態では、コードブックは、図２を参照して示したマルチレベル構造を有する。
この例では、サブコードブックのプレコード解像度は、レベルが変わる毎に２係数分、増
加する。Ｌ番目のレベルのサブコードブック数は以下の数３で与えられる。
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【数３】

【００５４】
　マルチレベルのコードブックのエレメントは以下の数４で与えられる。

【数４】

　ここでＬ＝０…Ｌｍａｘ、ｋ０＝０…Ｍ（Ｌ）－１、ｉ＝０…１５、およびｎ＝０…Ｎ
－１である。レベルインデックスＬおよび「回転」ｋ０はサブコードブックを特定し、Ｉ
はコードワードインデックスを表し、Ｎは送信アンテナ数を表し（従ってコードワードの
大きさを表し）、ｎはコードワードエレメントインデックスを表す。Ｍ＞２Ｌであること
から、隣接するサブコードブックのコードワード間には重複がある。
【００５５】
　Ｎ＝８について、トップレベルのサブコードブックは以下の数５により与えられ、
【数５】

　ＢＳ２４およびＵＥ２８は、適宜このサブコードブックから様々なサブコードブック

　に切り替える。任意のレベルＬにおいて、全てのコードワードが長さＮの特定のベクト
ルセットに属する。このセットは２Ｌ＋１・Ｎ次元のＤＦＴマトリックスの全ての列の初
めのＮ個のエレメントに対応している。様々なサブコードブックの様々なコードワードの
様々なエレメントが、大きさが

　であるＤＦＴのアルファべットに属している。
【００５６】
　以下の記載では、別の実施形態における別のマルチレベルＤＦＴベースのコードブック
を説明する。この例は、ＬＴＥリリース８仕様で規定されているチャネルフィードバック
スキームを向上させるのに利用される。ＬＴＥリリース８では、ＵＥは高容量ＰＵＳＣＨ
（Physical Uplink Shared Channel）では非周期的に、または、低容量ＰＵＣＣＨ（phys
ical Uplink Control Channel）では周期的にプレコードマトリックスインジケータ（Ｐ
ＭＩ）フィードバックを送信する。
【００５７】
　一実施形態では、ＰＵＳＣＨベースのフィードバックのプレコード解像度は、コードブ
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上させることができる。しかし、ＰＵＣＣＨベースのＰＭＩフィードバックでは、このチ
ャネルの容量が限られていることから、通常４ビットに制限されている。従ってこの実施
形態では、ＰＵＣＣＨベースのＰＭＩフィードバックのプレコード解像度は、マルチレベ
ルのコードブックを利用して向上させる。
【００５８】
　一例として、レベルＬのサブコードブックサイズ（単位をビットとする）をＢ（Ｌ）と
して表す３レベルコードブックを考える。この例では、Ｌ＝０…２且つＢ（Ｌ）＝２Ｌ＋
４であり、つまり、Ｂ（０）＝４、Ｂ（１）＝６、およびＢ（２）＝８である。Ｌ＝２で
ある８ビットのサブコードブックは、ＬＴＥ仕様においてＰＵＳＣＨフィードバックにつ
いて規定されたコードブックを含む。他のサブコードブックは、４ビットのサイズを有す
るものとして定義されている。サブコードブック間の切り替えは、レベルＬおよび回転ｋ

０（ＰＭＩフィードバックが対応する４ビットのサブコードブックを特定する）に基づい
て決定される。
【００５９】
　ＤＦＴベースのコードワードは、それぞれの送信ビーム角度に関連していると見ること
ができるので、通常は、任意のサブコードブックにおけるコードワード全てが、角度カバ
レージ内で隣接しているべきである。従って、サブコードブック数（つまり、ｋ０がとり
うる値の数）について選ばれる最適な粒度は、レベルＬの全てのコードワードをマッピン
グする際に必要となる回転数であり、これはコードワード数に等しくなる。従って、以下
の数６が得られる。

【数６】

【００６０】
　あるいは、他の適切なＭを選んで利用することもできる。通常は最も精細な粒度を選択
することによって、最高レベルのサブコードブック（８ビット）の角度解像度で回転させ
ることができる。より粗い粒度の選択には上述した数３の規則を利用することができる。
つまりマルチレベルのコードブックのエレメントは全て以下の数７で表すことができる。

【数７】

　ここでｋ＝０…Ｍ－１は、コードワードインデックスを表し、Ｎは送信アンテナ数（ひ
いてはコードワードのサイズ）を表し、ｎ＝０…Ｎ－１は、コードワードエレメントイン
デックスを表す。
【００６１】
　Ｌ番目のサブコードブックをさらにサブコードブックに分割し、サブコードブックｋ０

のエレメントは以下の数８で表すことができる。
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　ｋの値の範囲は、ｋ＝０…Ｍ（０）－１（つまり、１６個のコードワード）と小さくな
った。
【００６２】
　ＯＳ（Ｌ）をＤＦＴオーバサンプリング係数とする。これはサブコードブックサイズお
よびＤＦＴのサイズＮの間の割合として定義される（つまり、ＯＳ（Ｌ）＝Ｍ（Ｌ）／Ｎ
）。この表記を利用して、以下のように表すことができる。
【数９】

【００６３】
　図４は、記載する一実施形態におけるマルチレベルのコードブックを概略する。対象と
なるコードブックは、マルチレベルの１６ＤＦＴベースのマルチレベルのコードブックで
ある。コードブックは、Ｂ（０）＝２およびＢ（１）＝４という２つのレベルを有する。
図４は、このマルチレベルのコードブックから４つのサブコードブックを例示している。
図面の各矢印は、コードワード（プレコードマトリックス）を表す。矢印の方向が、それ
ぞれのプレコードマトリックスが達成するビームのアジマス角に対応している。この例の
アジマス角は、隣接アンテナ間に半波長（λ／２）間隔を有する均一間隔のリニアアンテ
ナアレイに対応している。別の実施形態では、別の適切なアジマス角を選択して利用して
もよい。
【００６４】
　上述した記載は主にＤＦＴベースのコードブックに関するものであった。これらのコー
ドブックでは、プレコードマトリックスは全てＣＭ（Constant Modulus）マトリックスで
ある。ＣＭマトリックスを利用するプレコードを利用することで、送信アンテナは等しい
電力レベルで送信することができるようになり、これが望ましい特性の場合がある。しか
し別の実施形態では、システム２０はプレコードマトリックスが必ずしもＤＦＴベースで
はないコードブックを利用するが、この場合であってもＣＭ特性を有している。部分的に
のみＤＦＴベースであるコードブックは、例えば、「Codebook for 8Tx DL SU-MIMO for 
LTE-A」文書Ｒ１－０９４６８６、３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ１　ＷＧ１ミーティング、
大韓民国チェジュ、２００９年１１月９日～１３日に記載されており、これを参照として
組み込む。
【００６５】
　一実施形態では、コードブックのコードワードを、例えばアジマスオーダのＤＦＴベク
トルと相関付けることによって、アジマス角の大きさにマッピングする。ひとたび各ｋ番
目のコードワードがｋ番目のＤＦＴベースのベクトルに対応すると、回転したｋ０のサブ
コードブックのエレメントは、以下の数１０で表される。
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【数１０】

【００６６】
　様々な実施形態では、任意のフィードバック期間における最適なサブコードブック（あ
るいは任意の他の時間間隔または周波数範囲）をＵＥ、ＢＳ、または両方が選択する。一
実施形態では、ＵＥプロセッサ５２は、サブコードブックについて徹底的な検索を行う。
ＵＥプロセッサは、一定の性能測定（例えば累積ダウンリンクスループット予測）を最大
化させるサブコードブックを選択する。
【００６７】
　別の実施形態では、サブコードブックは、チャネル空間共分散関数（ＳＣＦ）に基づい
て選択される。ＳＣＦマトリックスＲは、マトリックスＨＨＨの期待値として定義され、
Ｈはチャネルマトリックスを表す。期待値は通常、フィードバック更新期間と比べて長い
期間に周波数領域全体において評価される。一例であるＳＣＦベースの方法では、ＢＳま
たはＵＥは、ＳＣＦマトリックスの最強の固有ベクトル（つまり、最強の固有値を有する
固有ベクトル）を計算して、この固有ベクトルにある意味一番近いレベルＬｍａｘのコー
ドワードＣｅｉｇを見つける。そしてＢＳまたはＵＥは、コードワードＣｅｉｇを含むサ
ブコードブックの検索を改良して行う。
【００６８】
　別の例におけるＳＣＦベースの技術では、ＢＳまたはＵＥが、ＳＣＦマトリックスの最
強の固有値と２番目に強い固有値との間の割合を計算して、この割合に基づいてサブコー
ドブックを選択する。最強の固有値と２番目に強い固有値との間の割合は、通常、個々の
周波数および時点において受信した信号の空間的な方向の拡散を示している。従って割合
が１に近い場合には、ＢＳまたはＵＥは高レベルＬからサブコードブックを選択し、この
逆も然りである。固有値の割合のコードブックレベルへの実際のマッピングはシミュレー
ションにより設定することができる。
【００６９】
　開示される実施形態では、ＢＳまたはＵＥが先ず、固有値の割合を利用して所望のコー
ドブックレベルを決定する。そしてＢＳまたはＵＥは、このレベル内で、最強の固有ベク
トルに最も近い（例えば弦距離または相関により）コードワードＣｅｉｇを選択する。そ
してＢＳまたはＵＥは、コードワードＣｅｉｇがサブコードブックの中央のコードワード
であるような回転ｋ０を選択する（図４の４ビットのサブコードブックの例ではインデッ
クスｋ＝８）。
【００７０】
　様々な実施形態では、ＢＳ２４およびＵＥ２８は、様々な方法でサブコードブック選択
を調整しあう。一部の実施形態では、ＵＥまたはＢＳは、サブコードブックを選択して、
選択されたサブコードブックのパラメータ（例えばＬおよびｋ０の値）を信号で他端に伝
える。一実施形態では、ＵＥはこれらパラメータを任意の数のビットにパックして、ＰＵ
ＣＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨ信号伝送方法を利用してこれらビットを送信する。選択
されたサブコードブックを信号により伝えるのに利用されるビット数は、レベル数（Ｌの
最大値）およびレベルＭ（Ｌ）毎のサブコードブック数に従って決定される。例えば、Ｌ

ｍａｘ＝３であり、Ｍが上述した数３で与えられる場合、サブコードブックの総数は１＋
８＋１６＝２５となり、これを５ビットで信号により伝えることができる。
【００７１】
　別の実施形態では、各ＢＳおよびＵＥは個別に、両端で知られている一部のフィードバ
ックパラメータに基づいてサブコードブックを選択する。一実施形態では、各ＢＳおよび
ＵＥは、過去のＰＭＩフィードバックレポートを利用して、チャネル共分散マトリックス
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を推定する。そして各ＢＳおよびＵＥは推定された共分散マトリックスに基づいてサブコ
ードブックを選択する（例えば、Ｌおよびｋ０を選択する）。この技術は、ＢＳとＵＥと
の間でサブコードブック選択の明示的な信号伝送を利用せずに行われる。この種類の技術
の一例は、米国仮特許出願第６１／３２１，３８６号明細書（出願日：２０１０年４月６
日）に記載されており、この開示を参照により組み込む。
【００７２】
　一部の実際のシナリオでは、長期的な共分散（一部の実施形態では、これがサブコード
ブックの選択を決定する）が、突然変化する場合がある。このように突然変化すると、選
択されたサブコードブックは所望のプレコードを表すのに適さなくなる場合がでてくる。
一例として、サブコードブック選択が、小さな範囲のアジマス角をカバーする小さなプレ
コード範囲を有する低レベル（大きなＬ）サブコードブックに収束した場合を考える。ダ
ウンリンク信号の到達角度の突然の変化により、現在選択されているサブコードブックの
利用価値がなくなる場合がある。信号伝送が明示的、暗示的いずれであったとしても、こ
の状況からの復帰には（つまり、新たな信号の到達角度に整合する新たなサブコードブッ
クを選択するには）長時間かかる。
【００７３】
　一部の実施形態では、マルチレベルのコードブック設計により、任意の高レベルサブコ
ードブック（狭いプレコード範囲をカバーするもの）におけるプレコードマトリックスの
一部を、最低レベル（Ｌ＝０）のサブコードブック（広いプレコード範囲をカバーするも
の）から得た低濃度のプレコードマトリックスセットで置き換えることにより、このよう
なシナリオにおける欠点を軽減させることができる。言い換えると、高レベルのサブコー
ドブックに、いくらか広いプレコード範囲を与える１以上のプレコードマトリックスを付
加するというものである（なおこの手法には、サブコードブックの元のプレコード範囲内
のプレコード精度がいくらか損なわれるという犠牲は伴う）。
【００７４】
　図５は、記載する一実施形態におけるマルチレベルのコードブックを概略する。図５は
上述した技術を示す。本例では、コードブックは２つのレベル（Ｌ＝０、１）を有する。
レベルＬ＝０は２ビットのサブコードブックであり、レベルＬ＝１は４ビットのサブコー
ドブックである。
【００７５】
　本実施形態では、レベルＬ＝０のコードワードの半分（例えば２つのコードワード毎）
が、ＣＢ０と表記する固定された８つのコードワードのサブコードブックとして定義され
る。レベルＬ＝１の４ビットのサブコードブックに対して切捨てを行い８つのコードワー
ドとして、ＣＢ０と組み合わせる。図５は、上述した図４のコードブックの例におけるこ
の技術を示しており、Ｌ＝１のサブコードブックの切捨てにより、中央の２つのコードワ
ード（ｋ＝１およびｋ＝２）が維持されている。他の例としては、４つの中から２つ置き
にコードワードを維持してもよい（例えばｋ＝０、ｋ＝３）。
【００７６】
　図５の例では、ＣＢ０と表記される１ビットのサブコードブックがマークされている。
レベルＬ＝１のサブコードブック各々が、２つの外側のコードワード（サブコードブック
で最小および最大の回転角度を有するプレコードマトリックス）をＣＢ０で置き換えるこ
とにより修正されている。従って各レベルＬ＝１では、サブコードブックはカバレージが
ある程度広くなっている。
【００７７】
　一実施形態では、ＬＴＥリリース８仕様で規定されている４つの送信アンテナ（４ＴＸ
）用のランク＝１のコードブックを、上述した技術を利用して修正する。元のコードブッ
クは８つのＤＦＴベースのコードワード（２の大きなサンプル割合（over-sampling rati
on））および８つの非ＤＦＴコードワードを含む。非ＤＦＴコードワードは、拡散マルチ
モードアンテナパターンに対応する。本実施形態では、８つの非ＤＦＴコードワードが固
定されたＣＢ０において維持される。より高いコードブックレベルは、ＤＦＴベースのコ
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ードワードから排他的に構築される。従ってより高レベルの選択されたサブコードブック
は、ＣＢ０と８つの高解像度のＤＦＴベースのコードワードとの組み合わせを含む。
【００７８】
　ここで記載したコードブックおよびサブコードブックの構成は、あくまで構成を明瞭に
示す目的のみに例示されている。別の実施形態においては、様々な他の適切なコードブッ
クおよびサブコードブックの構成を利用することもできる。
【００７９】
　上述した実施形態は、あくまで例示目的に示されており、本発明がこの特別に示した実
施形態に限定されないことを理解されたい。本発明の範囲は、上述した様々な特同士の組
み合わせおよび一部の組み合わせとともに、当業者が先行技術に開示されていない上述さ
れた記載を読むことで想到しうるその変形例および変更例を含む。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】
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