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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1のユーザ機器によってフィードバックされたダウンリンクチャネル品質インジケー
タを受信し、前記第1のユーザ機器によってフィードバックされた前記ダウンリンクチャ
ネル品質インジケータに従って前記第1のユーザ機器の第1のダウンリンク変調およびコー
ディング方式を判定するステップと、
　前記第1のユーザ機器の前記第1のダウンリンク変調およびコーディング方式に従って前
記第1のユーザ機器に第1のセルの送信リソースを割り振るステップであって、前記第1の
セルは、前記第1のユーザ機器のサービングセルである、割り振るステップと、
　前記第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネ
ル行列を獲得するステップであって、前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セルの
前記サブ帯域幅レベルの前記アップリンクチャネル行列は、前記第1のユーザ機器によっ
て第1の基地局に送信されるサウンディング参照信号に従って判定され、前記第1の基地局
は、前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セルが属する基地局である、獲得するス
テップと、
　前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セルの前記サブ帯域幅レベルの前記アップ
リンクチャネル行列に従って、前記第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信
されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比を判定するステップであって、前
記第1のユーザ機器の前記送信集合は、前記第1のユーザ機器の前記測定集合の部分集合で
ある、判定するステップと、
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　送信される前記ダウンリンク送信ストリームの前記信号対干渉雑音比に従って前記第1
のユーザ機器の第2のダウンリンク変調およびコーディング方式を判定するステップと
　を含む、データ送信方法。
【請求項２】
　前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セルの前記サブ帯域幅レベルの前記アップ
リンクチャネル行列に従って、前記第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信
されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比を判定する前記ステップは、
　前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セルの前記サブ帯域幅レベルの前記アップ
リンクチャネル行列に従って、前記第1のユーザ機器の前記送信集合内の各セルによって
送信される前記ダウンリンク送信ストリームの前記サブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比
を判定するステップと、
　前記第1のユーザ機器の前記送信集合内の前記セルによって送信される前記ダウンリン
ク送信ストリームの前記サブ帯域幅レベルの前記信号対干渉雑音比を合成し、前記第1の
ユーザ機器の前記送信集合内の各セルによって送信される前記ダウンリンク送信ストリー
ムの前記信号対干渉雑音比を取得するステップと
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　送信される前記ダウンリンク送信ストリームの前記信号対干渉雑音比に従って前記第1
のユーザ機器の第2のダウンリンク変調およびコーディング方式を判定する前記ステップ
は、
　前記第1のユーザ機器の前記第2のダウンリンク変調およびコーディング方式として、

【数１】

を満足する最大のSINRMCSに対応する変調およびコーディング方式を選択するステップを
含み、
　ここで、

【数２】

は、前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリ
ンク送信ストリームの信号対干渉雑音比であり、stxは、送信される前記ダウンリンク送
信ストリームのストリーム番号であり、SINRMCSは、前記変調およびコーディング方式に
対応する前記信号対干渉雑音比である
　請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の前記セルは、前記第1のセルに隣接するセルま
たは次式を満足するセルであり、
　|RSRP1-RSRPi|<Thr
ここで、RSRP1は、前記第1のセルの参照信号受信電力であり、RSRPiは、前記第1のセル以
外のセルの参照信号受信電力であり、Thrは、集合しきい値である
　請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第1のユーザ機器の前記第2のダウンリンク変調およびコーディング方式と前記第1
のセルの前記送信リソースとに従って、前記第1のユーザ機器に割り振られる前記第1のセ
ルの送信リソース上で前記第1のユーザ機器に送信されるトランスポートブロックサイズ
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を判定するステップ
　をさらに含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1のユーザ機器に制御シグナリングを送信するステップであって、前記制御シグ
ナリングは、前記第2のダウンリンク変調およびコーディング方式と前記第1のユーザ機器
の送信リソース割振り情報とを含み、前記送信リソース割振り情報は、前記第1のユーザ
機器に割り振られる前記第1のセルの前記送信リソースを示すのに使用される、送信する
ステップ
　をさらに含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　ユーザ機器によって、第1のセルが属する基地局にダウンリンクチャネル品質インジケ
ータを送信するステップであって、前記第1のセルは、前記ユーザ機器のサービングセル
である、送信するステップと、
　第1の基地局にサウンディング参照信号を送信するステップであって、前記第1の基地局
は、前記ユーザ機器の測定集合内の各セルが属する基地局である、送信するステップと、
　前記基地局によって送信される送信リソース割振り情報と第2のダウンリンク変調およ
びコーディング方式とを受信するステップであって、前記送信リソース割振り情報は、前
記基地局によって前記ユーザ機器に割り振られる前記第1のセルの送信リソースを示すの
に使用され、前記送信リソースは、前記基地局が前記ユーザ機器によって送信された前記
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従って第1のダウンリンク変調およびコーディ
ング方式を判定した後に、前記第1のダウンリンク変調およびコーディング方式に従って
前記ユーザ機器に割り振られ、前記第2のダウンリンク変調およびコーディング方式は、
送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比に従って判定され、前記ユー
ザ機器の前記測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列は、前
記ユーザ機器によって前記第1の基地局に送信された前記サウンディング参照信号に従っ
て判定され、送信される前記ダウンリンク送信ストリームの前記信号対干渉雑音比が前記
ユーザ機器の前記測定集合内の各セルの前記サブ帯域幅レベルの前記アップリンクチャネ
ル行列に従って判定され、前記ユーザ機器の送信集合は、前記ユーザ機器の前記測定集合
の部分集合である、受信するステップと
　を含む、データ送信方法。
【請求項８】
　第1のユーザ機器によってフィードバックされたダウンリンクチャネル品質インジケー
タを受信し、前記第1のユーザ機器によってフィードバックされた前記ダウンリンクチャ
ネル品質インジケータに従って前記第1のユーザ機器の第1のダウンリンク変調およびコー
ディング方式を判定するように構成された、第1の変調およびコーディング方式判定モジ
ュールと、
　前記第1のユーザ機器の前記第1のダウンリンク変調およびコーディング方式に従って前
記第1のユーザ機器に第1のセルの送信リソースを割り振るように構成されたリソース割振
りモジュールであって、前記第1のセルは、前記第1のユーザ機器のサービングセルである
、リソース割振りモジュールと、
　前記第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネ
ル行列を獲得するように構成されたチャネル行列獲得モジュールであって、前記第1のユ
ーザ機器の前記測定集合内の各セルの前記サブ帯域幅レベルの前記アップリンクチャネル
行列は、前記第1のユーザ機器によって第1の基地局に送信されるサウンディング参照信号
に従って判定され、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セル
が属する基地局である、チャネル行列獲得モジュールと、
　前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セルの前記サブ帯域幅レベルの前記アップ
リンクチャネル行列に従って、前記第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信
されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比を判定するように構成された信号
対干渉雑音比判定モジュールであって、前記第1のユーザ機器の前記送信集合は、前記第1
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のユーザ機器の前記測定集合の部分集合である、信号対干渉雑音比判定モジュールと、
　送信される前記ダウンリンク送信ストリームの前記信号対干渉雑音比に従って前記第1
のユーザ機器の第2のダウンリンク変調およびコーディング方式を判定するように構成さ
れた第2の変調およびコーディング方式判定モジュールと
　を含む、データ送信装置。
【請求項９】
　前記信号対干渉雑音比判定モジュールは、
　前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セルの前記サブ帯域幅レベルの前記アップ
リンクチャネル行列に従って、前記第1のユーザ機器の前記送信集合内の各セルによって
送信される前記ダウンリンク送信ストリームの前記サブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比
を判定するように構成された第1の信号対干渉雑音比判定ユニットと、
　前記第1のユーザ機器の前記送信集合内の前記セルによって送信される前記ダウンリン
ク送信ストリームの前記サブ帯域幅レベルの前記信号対干渉雑音比を合成し、前記第1の
ユーザ機器の前記送信集合内の各セルによって送信される前記ダウンリンク送信ストリー
ムの前記信号対干渉雑音比を取得するように構成された第2の信号対干渉雑音比判定ユニ
ットと
　を含む、請求項8に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第2の変調およびコーディング方式判定モジュールは、
　前記第1のユーザ機器の前記第2のダウンリンク変調およびコーディング方式として、
【数３】

を満足する最大のSINRMCSに対応する変調およびコーディング方式を選択するように構成
され、
　ここで、

【数４】

は、前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリ
ンク送信ストリームの信号対干渉雑音比であり、stxは、送信される前記ダウンリンク送
信ストリームのストリーム番号であり、SINRMCSは、前記変調およびコーディング方式に
対応する前記信号対干渉雑音比である
　請求項8または9に記載の装置。
【請求項１１】
　前記装置は、
　前記第1のユーザ機器の前記測定集合内の前記セルとして、前記第1のセルに隣接するセ
ルまたは次式を満足するセルを使用するように更に構成され、
　|RSRP1-RSRPi|<Thr
ここで、RSRP1は、前記第1のセルの参照信号受信電力であり、RSRPiは、前記第1のセル以
外のセルの参照信号受信電力であり、Thrは、集合しきい値である
　請求項8から10のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記装置は、
　前記第1のユーザ機器の前記第2のダウンリンク変調およびコーディング方式と前記第1
のセルの前記送信リソースとに従って、前記第1のユーザ機器に割り振られる前記第1のセ
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ルの送信リソース上で前記第1のユーザ機器に送信されるトランスポートブロックサイズ
を判定するように更に構成された、請求項8から11のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記装置は、
　前記第1のユーザ機器に制御シグナリングを送信するように更に構成され、前記制御シ
グナリングは、前記第2のダウンリンク変調およびコーディング方式と前記第1のユーザ機
器の送信リソース割振り情報とを含み、前記送信リソース割振り情報は、前記第1のユー
ザ機器に割り振られる前記第1のセルの前記送信リソースを示すのに使用される、
　請求項8から12のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　１つのユーザ機器であって、
　第1のセルが属する基地局にダウンリンクチャネル品質インジケータを送信するように
構成されたチャネル品質インジケータ送信モジュールであって、前記第1のセルは、前記
ユーザ機器のサービングセルである、チャネル品質インジケータ送信モジュールと、
　第1の基地局にサウンディング参照信号を送信するように構成されたサウンディング参
照信号送信モジュールであって、前記第1の基地局は、前記ユーザ機器の測定集合内の各
セルが属する基地局である、サウンディング参照信号送信モジュールと、
　前記基地局によって送信される送信リソース割振り情報と第2のダウンリンク変調およ
びコーディング方式とを受信するように構成された受信モジュールであって、前記送信リ
ソース割振り情報は、前記基地局によって前記ユーザ機器に割り振られる前記第1のセル
の送信リソースを示すのに使用され、前記送信リソースは、前記基地局が前記ユーザ機器
によって送信された前記ダウンリンクチャネル品質インジケータに従って第1のダウンリ
ンク変調およびコーディング方式を判定した後に、前記第1のダウンリンク変調およびコ
ーディング方式に従って前記ユーザ機器に割り振られ、前記第2のダウンリンク変調およ
びコーディング方式は、送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比に従
って判定され、前記ユーザ機器の前記測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリ
ンクチャネル行列は、前記ユーザ機器によって前記第1の基地局に送信された前記サウン
ディング参照信号に従って判定され、送信される前記ダウンリンク送信ストリームの前記
信号対干渉雑音比が前記ユーザ機器の前記測定集合内の各セルの前記サブ帯域幅レベルの
前記アップリンクチャネル行列に従って判定され、前記ユーザ機器の送信集合は、前記ユ
ーザ機器の前記測定集合の部分集合である、受信モジュールと
　を含む、ユーザ機器。
【請求項１５】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信の分野に関し、詳細には、データ送信の方法および装置、ならびにユー
ザ機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、略してLTE)は、第3世代パート
ナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project、略して3GPP)の標準規格
であり、第3世代モバイル遠隔通信技術(3rd-generation、略して3G)から第4世代モバイル
遠隔通信技術(4th-generation、略して4G)への進化のための主流技術と考えられる。LTE
は、周波数分割複信(Frequency Division Duplexing、略してFDD)および時分割複信(Time
 Division Duplexing、略してTDD)を含む。LTE-TDDシステムでは、同一の周波数帯が、ア
ップリンク上およびダウンリンク上で使用され、アップリンクは、単に時間に依存してダ
ウンリンクから区別される。
【０００３】
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　LTE-TDDシステムでは、既存のデータ送信方法は、進化型ノードB(evolved NodeB、略し
てeNB)によって、ユーザ機器(User Equipment、略してUE)によってフィードバックされた
ダウンリンクチャネル品質インジケータ(Channel Quality Indicator、略してCQI)に従っ
てUEのダウンリンク変調およびコーディング方式(Modulation and Coding Scheme、略し
てMCS)を判定するステップと、UEのダウンリンクMCSに従って送信リソースを割り振るス
テップとを含む。UEは、一般に、ダウンリンク送信モードが送信ダイバーシティモードま
たは閉ループ空間多重化モードであると仮定し、仮定されるダウンリンク送信モードに従
ってダウンリンクCQIを判定する。
【０００４】
　本発明の実施中に、従来技術が少なくとも以下の問題を有することが、発見される。
【０００５】
　eNBが、ビームフォーミング(Beamforming、略してBF)モードを使用することによってダ
ウンリンクデータを送信する時に、UEによって仮定されるダウンリンク送信モードは、送
信ダイバーシティモードまたは閉ループ空間多重化モードであり、これは、eNBによって
実際に使用される送信モードとは異なる。CQIが、UEによって仮定されるダウンリンク送
信モードに従って判定されるので、UEによって判定されるCQIが、不正確である可能性が
あり、その結果、UEによってフィードバックされたCQIに従ってeNBによって判定されるダ
ウンリンクMCSは、不正確である。さらに、eNBによって取得されるCQIは、量子化された
値(計算を介してUEによって取得される)であり、量子化誤差が存在し、この量子化誤差は
、eNBによって判定されるダウンリンクMCSの不正確さにつながる可能性がある。不正確な
ダウンリンクMCSは、送信効率に影響し、システム性能のある程度の損失を引き起こす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従来技術において、eNBによって判定されるダウンリンクMCSが不正確であり、送信効率
にさらに影響するという問題を解決するために、本発明の実施形態は、データ送信の方法
および装置とユーザ機器とを提供する。技術的解決策は、次の通りである。
【０００７】
　第1の態様によれば、本発明の実施形態は、データ送信方法を提供し、この方法は、
　第1のユーザ機器によってフィードバックされたダウンリンクチャネル品質インジケー
タを受信し、第1のユーザ機器によってフィードバックされたダウンリンクチャネル品質
インジケータに従って第1のユーザ機器の第1のダウンリンク変調およびコーディング方式
を判定するステップと、
　第1のユーザ機器の第1のダウンリンク変調およびコーディング方式に従って第1のユー
ザ機器に第1のセルの送信リソースを割り振るステップであって、第1のセルは、第1のユ
ーザ機器のサービングセルである、割り振るステップと、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行
列を獲得するステップであって、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レ
ベルのアップリンクチャネル行列は、第1のユーザ機器によって第1の基地局に送信される
サウンディング参照信号に従って判定され、第1の基地局は、第1のユーザ機器の測定集合
内の各セルが属する基地局である、獲得するステップと、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行
列に従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送
信ストリームの信号対干渉雑音比を判定するステップであって、第1のユーザ機器の送信
集合は、第1のユーザ機器の測定集合の部分集合である、判定するステップと、
　送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比に従って第1のユーザ機器
の第2のダウンリンク変調およびコーディング方式を判定するステップと
　を含む。
【０００８】
　第1の態様に関連して、第1の態様の第1の可能な実施の形では、第1のユーザ機器の測定
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集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列に従って、第1のユーザ
機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉
雑音比を判定するステップは、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行
列に従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送
信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定するステップと、
　第1のユーザ機器の送信集合内のセルによって送信されるダウンリンク送信ストリーム
のサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を合成し、第1のユーザ機器の送信集合内の各セ
ルによって送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比を取得するステッ
プと
　を含む。
【０００９】
　第1の態様の第1の可能な実施の形に関連して、第1の態様の第2の可能な実施の形では、
第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列
に従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信
ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定するステップの前に、この方法
は、
　送信されるダウンリンク送信ストリームに関して、第1のユーザ機器の測定集合の外部
のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力(interference and noise power)を0に
セットするステップ
　をさらに含む。
【００１０】
　第1の態様の第1の可能な実施の形に関連して、第1の態様の第3の可能な実施の形では、
第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列
に従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信
ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定するステップの前に、この方法
は、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行
列に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集
合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップ
　をさらに含む。
【００１１】
　第1の態様の第3の可能な実施の形に関連して、第1の態様の第4の可能な実施の形では、
第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列
に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップは、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行
列に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集
合内のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップと、
　送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合内のセル
のサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力に従って、送信されるダウンリンク送信ストリ
ームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および
雑音電力を判定するステップと
　を含む。
【００１２】
　第1の態様の第4の可能な実施の形に関連して、第1の態様の第5の可能な実施の形では、
第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列
に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
内のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップは、
　次式に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測
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定集合内のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップを含み、
【００１３】
【数１】

【００１４】
　ここで、
【００１５】

【数２】

【００１６】
は、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合内のセ
ルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈
{x|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、
【００１７】

【数３】

【００１８】
であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、
【００１９】
【数４】

【００２０】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【００２１】
【数５】

【００２２】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングに使用される第sbのサブ帯域幅の送信重み行
列であり、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり
、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であり、μMは、第1のユーザ機器の測定
集合であり、μTは、第1のユーザ機器の送信集合であり、meanは、各列の平均値を取得す
るのに一般に使用される行列平均化であり、diagは、対角要素を示し、(*)Hは、*の共役
転置を示す。
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【００２３】
　第1の態様の第4の可能な実施の形または第1の態様の第5の可能な実施の形に関連して、
第1の態様の第6の可能な実施の形では、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する
第1のユーザ機器の測定集合内のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力に従って
、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップは、
　次式に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測
定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップを含み
、
【００２４】
【数６】

【００２５】
　ここで、
【００２６】
【数７】

【００２７】
は、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部
のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、αは、第1のユーザ機器の測定
集合内の干渉に対する第1のユーザ機器の測定集合の外部の干渉の干渉比係数を示し、
【００２８】
【数８】

【００２９】
は、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合内のセ
ルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈
{x|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量である。
【００３０】
　第1の態様の第3の可能な実施の形に関連して、第1の態様の第7の可能な実施の形では、
第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列
に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップは、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行
列に従って、第1のユーザ機器によって仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する
第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判
定するステップと、
　仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力に従って、送信されるダウンリンク送信ス
トリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉お
よび雑音電力を判定するステップと
　を含む。
【００３１】
　第1の態様の第3の可能な実施の形に関連して、第1の態様の第8の可能な実施の形では、
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第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列
に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップは、
　送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算すべきかどうかを判定するステップ
と、
　送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力が計算されない場合に、送信されるダウン
リンク送信ストリームに関して、第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅
レベルの干渉および雑音電力を0にセットするステップと、
　送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力が計算される場合に、第1のユーザ機器の
測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列に従って、仮定され
るダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ
帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定し、仮定されるダウンリンク送信ストリームに
関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電
力に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集
合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップと
　を含む。
【００３２】
　第1の態様の第8の可能な実施の形に関連して、第1の態様の第9の可能な実施の形では、
送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセ
ルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算すべきかどうかを判定するステップは
、
　送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算するのに必要なコードの量としきい
値を比較するステップと、
　コードの量がしきい値より多い場合に、送信されるダウンリンク送信ストリームに関す
る第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を
計算しないステップと、
　コードの量がしきい値より少ない場合に、送信されるダウンリンク送信ストリームに関
する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力
を計算するステップと
　を含む。
【００３３】
　第1の態様の第8の可能な実施の形に関連して、第1の態様の第10の可能な実施の形では
、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算すべきかどうかを判定するステップ
は、
　別々に、MをMThrと比較し、(M-T)をIThrと比較するステップと、
　M>MThrかつ(M-T)>IThrである場合に、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する
第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計
算せず、
　そうでない場合に、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器
の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算するステップと
　を含み、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であり、Tは、第1のユーザ機器
の送信集合内のセルの量であり、MThrおよびIThrは、集合しきい値である。
【００３４】
　第1の態様の第7から第10の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第11の可能な実施の形では、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリ
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ンクチャネル品質インジケータが、第1の信号対雑音比に従って取得され、第1の信号対雑
音比が、第1のセル以外のセルの干渉および雑音電力に対する第1のセルのダウンリンクパ
イロット信号の比率である時に、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レ
ベルのアップリンクチャネル行列に従って、仮定されるダウンリンク送信ストリームに関
する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力
を判定するステップは、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に
、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機
器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップ
であって、
【００３５】
【数９】

【００３６】
ここで、
【００３７】

【数１０】

【００３８】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Tnum
は、第1のセルの送信アンテナの量であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であ
り、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり、Mは
、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であり、
【００３９】
【数１１】

【００４０】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【００４１】

【数１２】

【００４２】
は、第1のセルのセル参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
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【００４３】
【数１３】

【００４４】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリンクチャネ
ル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、第sbのサブ帯域幅の信号対
雑音比であり、
【００４５】

【数１４】

【００４６】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングの前に使用された第sbのサブ帯域幅の送信重
み行列であり、μMは、測定集合であり、Σ*は、*の和を示し、
【００４７】
【数１５】

【００４８】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示す、判定するステップ、または、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化である場合に
、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機
器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップ
であって、
【００４９】
【数１６】

【００５０】
ここで、
【００５１】
【数１７】

【００５２】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
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|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Pmは
、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル
番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であ
り、
【００５３】
【数１８】

【００５４】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【００５５】
【数１９】

【００５６】
は、第1のセルのセル参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
【００５７】
【数２０】

【００５８】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応する
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、信号対
雑音比であり、
【００５９】

【数２１】

【００６０】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングの前に使用された第sbのサブ帯域幅の送信重
み行列であり、
【００６１】

【数２２】

【００６２】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームの第sbのサブ帯域幅のプリコーディ
ングベクトルであり、μMは、第1のユーザ機器の測定集合であり、Σ*は、*の和を示し、
【００６３】
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【数２３】

【００６４】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示す、判定するステップ
　を含む。
【００６５】
　第1の態様の第7から第10の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第12の可能な実施の形では、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリ
ンクチャネル品質インジケータが、第2の信号対雑音比に従って取得され、第2の信号対雑
音比が、第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルの干渉および雑音電力に対する第1のセ
ルのダウンリンクパイロット信号の比率である時に、第1のユーザ機器の測定集合内の各
セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列に従って、仮定されるダウンリンク
送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの
干渉および雑音電力を判定するステップは、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に
、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機
器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップ
であって、
【００６６】

【数２４】

【００６７】
ここで、
【００６８】
【数２５】

【００６９】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Tnum
は、第1のセルの送信アンテナの量であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であ
り、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり、Mは
、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であり、
【００７０】
【数２６】
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【００７１】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【００７２】
【数２７】

【００７３】
は、第1のセルのセル参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
【００７４】
【数２８】

【００７５】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応する
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、信号対
雑音比であり、
【００７６】
【数２９】

【００７７】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示す、判定するステップ、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1の
ユーザ機器の送信集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが
、送信モード8である場合に、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリ
ームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および
雑音電力を判定するステップであって、
【００７８】
【数３０】

【００７９】
ここで、
【００８０】
【数３１】

【００８１】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
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|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Pmは
、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル
番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であ
り、
【００８２】
【数３２】

【００８３】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【００８４】
【数３３】

【００８５】
は、第1のセルのセル参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
【００８６】
【数３４】

【００８７】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応する
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、信号対
雑音比であり、
【００８８】

【数３５】

【００８９】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示す、判定するステップ、または、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1の
ユーザ機器の送信集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが
、送信モード9である場合に、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリ
ームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および
雑音電力を判定するステップであって、
【００９０】
【数３６】

【００９１】
ここで、
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【００９２】
【数３７】

【００９３】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Pmは
、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル
番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であ
り、
【００９４】

【数３８】

【００９５】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【００９６】

【数３９】

【００９７】
は、第1のセルのチャネル状態表示参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
【００９８】

【数４０】

【００９９】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応する
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、信号対
雑音比であり、
【０１００】

【数４１】

【０１０１】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームの第sbのサブ帯域幅のプリコーディ
ングベクトルであり、
【０１０２】

【数４２】
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【０１０３】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示す、判定するステップ
　を含む。
【０１０４】
　第1の態様の第7から第12の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第13の可能な実施の形では、仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユー
ザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力に従って、送信
されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルの
サブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップは、
　次式に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測
定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップであっ
て、
【０１０５】
【数４３】

【０１０６】
ここで、
【０１０７】

【数４４】

【０１０８】
は、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力であり、stxは、送信されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、
【０１０９】

【数４５】

【０１１０】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、Sfbは、仮定されるダウンリンク送信
ストリームのストリーム量であり、Σ*は、*の和を示す、判定するステップ
　を含む。
【０１１１】
　第1の態様の第7から第12の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第14の可能な実施の形では、送信されるダウンリンク送信ストリームのストリーム量が、
仮定されるダウンリンク送信ストリームのストリーム量と等しい時に、仮定されるダウン
リンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レ
ベルの干渉および雑音電力に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第
1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定
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するステップは、
　次式に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測
定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するステップであっ
て、
【０１１２】
【数４６】

【０１１３】
ここで、
【０１１４】
【数４７】

【０１１５】
は、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、stxは、送信されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、
【０１１６】

【数４８】

【０１１７】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号である、判定するステップ
　を含む。
【０１１８】
　第1の態様の第1から第14の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第15の可能な実施の形では、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベル
のアップリンクチャネル行列に従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって
送信されるダウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定す
るステップは、
　最大比合成等化アルゴリズムに従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによっ
て送信されるダウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定
するステップ
　を含む。
【０１１９】
　第1の態様の第1から第14の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第16の可能な実施の形では、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベル
のアップリンクチャネル行列に従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって
送信されるダウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定す
るステップは、
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　干渉抑圧合成等化アルゴリズムに従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによ
って送信されるダウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判
定するステップ
　を含む。
【０１２０】
　第1の態様の第1から第16の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第17の可能な実施の形では、第1のユーザ機器の送信集合内のセルによって送信されるダ
ウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を合成し、第1のユー
ザ機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干
渉雑音比を取得するステップは、
　平均化方法に従って、第1のユーザ機器の送信集合内のセルによって送信されるダウン
リンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を合成するステップ
　を含む。
【０１２１】
　第1の態様の第1から第16の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第18の可能な実施の形では、第1のユーザ機器の送信集合内のセルによって送信されるダ
ウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を合成し、第1のユー
ザ機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干
渉雑音比を取得するステップは、
　指数有効信号対干渉雑音比マッピング合成方法に従って、第1のユーザ機器の送信集合
内のセルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干
渉雑音比を合成するステップ
　を含む。
【０１２２】
　第1の態様の第1から第18の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第19の可能な実施の形では、送信されるダウンリンク送信ストリームの干渉対信号雑音比
に従って第1のユーザ機器の第2のダウンリンク変調およびコーディング方式を判定するス
テップは、
　第1のユーザ機器の送信集合内のセルの第2のダウンリンク変調およびコーディング方式
として、
【０１２３】
【数４９】

【０１２４】
を満足する最大のSINRMCSに対応する変調およびコーディング方式を選択するステップを
含み、
【０１２５】

【数５０】

　ここで、
【０１２６】
は、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信
ストリームの信号対干渉雑音比であり、stxは、送信されるダウンリンク送信ストリーム
のストリーム番号であり、SINRMCSは、変調およびコーディング方式に対応する信号対干
渉雑音比である。
【０１２７】



(21) JP 6211177 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

　第1の態様の第1から第19の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第20の可能な実施の形では、第1のユーザ機器の測定集合内のセルは、第1のセルに隣接す
るセルまたは次式を満足するセルであり、
　|RSRP1-RSRPi|<Thr
ここで、RSRP1は、第1のセルの参照信号受信電力であり、RSRPiは、第1のセル以外のセル
の参照信号受信電力であり、Thrは、集合しきい値である。
【０１２８】
　第1の態様の第1から第20の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第21の可能な実施の形では、この方法は、
　第1のユーザ機器の第2のダウンリンク変調およびコーディング方式と第1のセルの送信
リソースとに従って、第1のユーザ機器に割り振られる第1のセルの送信リソース上で第1
のユーザ機器に送信されるトランスポートブロックサイズを判定するステップ
　をさらに含む。
【０１２９】
　第1の態様の第1から第21の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連して、第1の態様の
第22の可能な実施の形では、この方法は、
　第1のユーザ機器に制御シグナリングを送信するステップであって、制御シグナリング
は、第2のダウンリンク変調およびコーディング方式と第1のユーザ機器の送信リソース割
振り情報とを含み、送信リソース割振り情報は、第1のユーザ機器に割り振られる第1のセ
ルの送信リソースを示すのに使用される、送信するステップ
　をさらに含む。
【０１３０】
　第2の態様によれば、本発明の実施形態は、データ送信方法を提供し、この方法は、
　ユーザ機器によって、第1のセルが属する基地局にダウンリンクチャネル品質インジケ
ータを送信するステップであって、第1のセルは、ユーザ機器のサービングセルである、
送信するステップと、
　第1の基地局にサウンディング参照信号を送信するステップであって、第1の基地局は、
ユーザ機器の測定集合内の各セルが属する基地局である、送信するステップと、
　基地局によって送信される送信リソース割振り情報と第2のダウンリンク変調およびコ
ーディング方式とを受信するステップであって、送信リソース割振り情報は、基地局によ
ってユーザ機器に割り振られる第1のセルの送信リソースを示すのに使用され、送信リソ
ースは、基地局がユーザ機器によって送信されたダウンリンクチャネル品質インジケータ
に従って第1のダウンリンク変調およびコーディング方式を判定した後に、第1のダウンリ
ンク変調およびコーディング方式に従ってユーザ機器に割り振られ、第2のダウンリンク
変調およびコーディング方式は、ユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルの
アップリンクチャネル行列を獲得することと、ユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯
域幅レベルのアップリンクチャネル行列に従って、ユーザ機器の送信集合内の各セルによ
って送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比を判定することと、送信
されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比に従ってユーザ機器の第2のダウ
ンリンク変調およびコーディング方式を判定することとという形で基地局によって判定さ
れ、ユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列は
、ユーザ機器によって第1の基地局に送信されたサウンディング参照信号に従って判定さ
れ、ユーザ機器の送信集合は、ユーザ機器の測定集合の部分集合である、受信するステッ
プと
　を含む。
【０１３１】
　第2の態様に関連して、第2の態様の第1の可能な実施の形では、送信リソース割振り情
報と第2のダウンリンク変調およびコーディング方式とを受信するステップは、
　基地局によって送信される制御シグナリングを受信するステップであって、制御シグナ
リングは、送信リソース割振り情報と第2のダウンリンク変調およびコーディング方式と
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を含む、受信するステップ
　を含む。
【０１３２】
　第2の態様の第1の可能な実施の形に関連して、第2の態様の第2の可能な実施の形では、
この方法は、
　ユーザ機器によって、受信される送信リソース割振り情報と第2のダウンリンク変調お
よびコーディング方式とに従って、ユーザ機器に割り振られる第1のセルの送信リソース
上で基地局によってユーザ機器に送信されるトランスポートブロックサイズを判定するス
テップ
　をさらに含む。
【０１３３】
　第3の態様によれば、本発明の実施形態は、データ送信装置を提供し、この装置は、
　第1のユーザ機器によってフィードバックされたダウンリンクチャネル品質インジケー
タを受信し、第1のユーザ機器によってフィードバックされたダウンリンクチャネル品質
インジケータに従って第1のユーザ機器の第1のダウンリンク変調およびコーディング方式
を判定するように構成された、第1の変調およびコーディング方式判定モジュールと、
　第1のユーザ機器の、第1の変調およびコーディング方式判定モジュールによって判定さ
れる、第1のダウンリンク変調およびコーディング方式に従って第1のユーザ機器に第1の
セルの送信リソースを割り振るように構成されたリソース割振りモジュールであって、第
1のセルは、第1のユーザ機器のサービングセルである、リソース割振りモジュールと、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行
列を獲得するように構成されたチャネル行列獲得モジュールであって、第1のユーザ機器
の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列は、第1のユーザ
機器によって第1の基地局に送信されるサウンディング参照信号に従って判定され、第1の
基地局は、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルが属する基地局である、チャネル行列
獲得モジュールと、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルの、チャネル行列獲得モジュールによって獲得
される、サブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列に従って、第1のユーザ機器の送
信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比を
判定するように構成された信号対干渉雑音比判定モジュールであって、第1のユーザ機器
の送信集合は、第1のユーザ機器の測定集合の部分集合である、信号対干渉雑音比判定モ
ジュールと、
　送信されるダウンリンク送信ストリームの、信号対干渉雑音比判定モジュールによって
判定される、信号対干渉雑音比に従って第1のユーザ機器の第2のダウンリンク変調および
コーディング方式を判定するように構成された第2の変調およびコーディング方式判定モ
ジュールと
　を含む。
【０１３４】
　第3の態様に関連して、第3の態様の第1の可能な実施の形では、信号対干渉雑音比判定
モジュールは、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルの、チャネル行列獲得モジ
ュールによって獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、第1のユーザ機器の送
信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの
信号対干渉雑音比を判定するように構成された第1の信号対干渉雑音比判定ユニットと、
　第1のユーザ機器の送信集合内のセルによって送信されるダウンリンク送信ストリーム
のサブ帯域幅レベルの、第1の信号対干渉雑音比判定ユニットによって判定される、信号
対干渉雑音比を合成し、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウ
ンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比を取得するように構成された第2の信号対干
渉雑音比判定ユニットと
　を含む。
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【０１３５】
　第3の態様の第1の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第2の可能な実施の形では、
信号対干渉雑音比判定モジュールは、
　第1の信号対干渉雑音比判定ユニットが、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ
帯域幅レベルの、チャネル行列獲得モジュールによって獲得される、アップリンクチャネ
ル行列に従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリン
ク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定する前に、送信されるダ
ウンリンク送信ストリームに関して、第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯
域幅レベルの干渉および雑音電力を0にセットするように構成された第1の雑音判定ユニッ
ト
　をさらに含む。
【０１３６】
　第3の態様の第1の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第3の可能な実施の形では、
信号対干渉雑音比判定モジュールは、
　第1の信号対干渉雑音比判定ユニットが、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ
帯域幅レベルの、チャネル行列獲得モジュールによって獲得される、アップリンクチャネ
ル行列に従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリン
ク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定する前に、第1のユーザ
機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルの、チャネル行列獲得モジュールによって
獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、送信されるダウンリンク送信ストリー
ムに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑
音電力を判定するように構成された第2の雑音判定ユニット
　をさらに含む。
【０１３７】
　第3の態様の第3の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第4の可能な実施の形では、
第2の雑音判定ユニットは、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅の、チャネル行列獲得モジュール
によって獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、送信されるダウンリンク送信
ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合内のセルのサブ帯域幅レベルの干渉およ
び雑音電力を判定するように構成された第1の雑音判定サブユニットと、
　送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合内のセル
のサブ帯域幅レベルの、第1の雑音判定サブユニットによって判定される、干渉および雑
音電力に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測
定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するように構成され
た第2の雑音判定サブユニットと
　を含む。
【０１３８】
　第3の態様の第4の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第5の可能な実施の形では、
第1の雑音判定サブユニットは、
　次式に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測
定集合内のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するように構成され、
【０１３９】
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【数５１】

【０１４０】
　ここで、
【０１４１】
【数５２】

【０１４２】
は、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合内のセ
ルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈
{x|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、
【０１４３】

【数５３】

【０１４４】
であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、
【０１４５】

【数５４】

【０１４６】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【０１４７】
【数５５】

【０１４８】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングに使用される第sbのサブ帯域幅の送信重み行
列であり、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり
、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であり、μMは、第1のユーザ機器の測定
集合であり、μTは、第1のユーザ機器の送信集合であり、meanは、各列の平均値を取得す
るのに一般に使用される行列平均化であり、diagは、対角要素を示し、(*)Hは、*の共役
転置を示す。
【０１４９】
　第3の態様の第4の可能な実施の形または第5の可能な実施の形に関連して、第3の態様の
第6の可能な実施の形では、第1の雑音判定サブユニットは、
　次式に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測
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定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するように構成され
、
【０１５０】
【数５６】

【０１５１】
　ここで、
【０１５２】
【数５７】

【０１５３】
は、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部
のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、αは、第1のユーザ機器の測定
集合内の干渉に対する第1のユーザ機器の測定集合の外部の干渉の干渉比係数を示し、
【０１５４】
【数５８】

【０１５５】
は、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合内のセ
ルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈
{x|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量である。
【０１５６】
　第3の態様の第4の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第7の可能な実施の形では、
第2の雑音判定ユニットは、
　第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルの、チャネル行列獲得モジ
ュールによって獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、第1のユーザ機器によ
って仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部
のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するように構成された第3の雑音
判定サブユニットと、
　仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの、第3の雑音判定サブユニットによって判定される、干渉およ
び雑音電力に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器
の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するように構成
された第4の雑音判定サブユニットと
　を含む。
【０１５７】
　第3の態様の第7の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第8の可能な実施の形では、
仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリンクチャネル品質インジケー
タが、第1の信号対雑音比に従って取得され、第1の信号対雑音比が、第1のセル以外のセ
ルの干渉および雑音電力に対する第1のセルのダウンリンクパイロット信号の比率である
時に、第3の雑音判定サブユニットは、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に
、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機
器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定し、
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【０１５８】
【数５９】

【０１５９】
ここで、
【０１６０】
【数６０】

【０１６１】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Tnum
は、第1のセルの送信アンテナの量であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であ
り、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり、Mは
、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であり、
【０１６２】
【数６１】

【０１６３】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【０１６４】
【数６２】

【０１６５】
は、第1のセルのセル参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
【０１６６】
【数６３】

【０１６７】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応する
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、信号対
雑音比であり、
【０１６８】
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【０１６９】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングの前に使用された第sbのサブ帯域幅の送信重
み行列であり、μMは、測定集合であり、Σ*は、*の和を示し、
【０１７０】

【数６５】

【０１７１】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示し、あるいは、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化である場合に
、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機
器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定し、
【０１７２】

【数６６】

【０１７３】
ここで、
【０１７４】

【数６７】

【０１７５】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Pmは
、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、mは、測定集合内のセル番号であり、m∈{x|
1≦x≦M}であり、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であり、
【０１７６】
【数６８】

【０１７７】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【０１７８】
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【数６９】

【０１７９】
は、第1のセルのセル参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
【０１８０】

【数７０】

【０１８１】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応する
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、信号対
雑音比であり、
【０１８２】

【数７１】

【０１８３】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングの前に使用された第sbのサブ帯域幅の送信重
み行列であり、
【０１８４】
【数７２】

【０１８５】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームの第sbのサブ帯域幅のプリコーディ
ングベクトルであり、μMは、第1のユーザ機器の測定集合であり、
【０１８６】
【数７３】

【０１８７】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示す
　ように構成される。
【０１８８】
　第3の態様の第7の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第9の可能な実施の形では、
仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリンクチャネル品質インジケー
タが、第2の信号対雑音比に従って取得され、第2の信号対雑音比が、第1のユーザ機器の
測定集合の外部のセルの干渉および雑音電力に対する第1のセルのダウンリンクパイロッ
ト信号の比率である時に、第3の雑音判定サブユニットは、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に
、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機
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器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定し、
【０１８９】
【数７４】

【０１９０】
ここで、
【０１９１】
【数７５】

【０１９２】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Tnum
は、第1のセルの送信アンテナの量であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であ
り、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり、Mは
、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であり、
【０１９３】
【数７６】

【０１９４】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【０１９５】
【数７７】

【０１９６】
は、第1のセルのセル参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
【０１９７】
【数７８】

【０１９８】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応する
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、信号対
雑音比であり、
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【０１９９】
【数７９】

【０２００】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示し、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1の
ユーザ機器の送信集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが
、送信モード8である場合に、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリ
ームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および
雑音電力を判定し、
【０２０１】

【数８０】

【０２０２】
ここで、
【０２０３】
【数８１】

【０２０４】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Pmは
、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル
番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であ
り、
【０２０５】
【数８２】

【０２０６】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【０２０７】

【数８３】
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【０２０８】
は、第1のセルのセル参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
【０２０９】
【数８４】

【０２１０】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応する
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、信号対
雑音比であり、
【０２１１】
【数８５】

【０２１２】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示し、または、
　第1のユーザ機器によって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1の
ユーザ機器の送信集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが
、送信モード9である場合に、次式に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリ
ームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および
雑音電力を判定し、
【０２１３】
【数８６】

【０２１４】
ここで、
【０２１５】

【数８７】

【０２１６】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、Pmは
、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセル
番号であり、m∈{x|1≦x≦M}であり、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であ
り、
【０２１７】
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【０２１８】
は、第mのセルの第sbのサブ帯域幅のアップリンクチャネル行列であり、
【０２１９】

【数８９】

【０２２０】
は、第1のセルのチャネル状態表示参照信号の仮想アンテナマッピング行列であり、
【０２２１】

【数９０】

【０２２２】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の、仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応する
ダウンリンクチャネル品質インジケータに従ってマッピングを介して取得される、信号対
雑音比であり、
【０２２３】

【数９１】

【０２２４】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームの第sbのサブ帯域幅のプリコーディ
ングベクトルであり、
【０２２５】
【数９２】

【０２２６】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示す
　ように構成される。
【０２２７】
　第3の態様の第7の可能な実施の形から第9の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連し
て、第3の態様の第10の可能な実施の形では、第4の雑音判定サブユニットは、
　次式に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測
定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するように構成され
、
【０２２８】
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【０２２９】
ここで、
【０２３０】
【数９４】

【０２３１】
は、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力であり、stxは、送信されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、
【０２３２】
【数９５】

【０２３３】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、Sfbは、仮定されるダウンリンク送信
ストリームのストリーム量であり、Σ*は、*の和を示す。
【０２３４】
　第3の態様の第7の可能な実施の形から第9の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連し
て、第3の態様の第11の可能な実施の形では、送信されるダウンリンク送信ストリームの
ストリーム量が、仮定されるダウンリンク送信ストリームのストリーム量と等しい時に、
第4の雑音判定サブユニットは、
　次式に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測
定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定するように構成され
、
【０２３５】

【数９６】

【０２３６】
ここで、
【０２３７】
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【数９７】

【０２３８】
は、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、stxは、送信されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号であり、sbは、サブ帯域幅番号であり、sb∈{x
|1≦x≦NSB}であり、NSBは、第1のセルの送信リソース内のサブ帯域幅の量であり、
【０２３９】

【数９８】

【０２４０】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合
の外部のセルの第sbのサブ帯域幅の干渉および雑音電力であり、sfbは、仮定されるダウ
ンリンク送信ストリームのストリーム番号である。
【０２４１】
　第3の態様の第3の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第12の可能な実施の形では
、第2の雑音判定ユニットは、
　送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算すべきかどうかを判定するように構
成された判定サブユニットと、
　判定ユニットが、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の
測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算すべきではないと
判定する時に、送信されるダウンリンク送信ストリームに関して、第1のユーザ機器の測
定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を0にセットするように構
成された第5の雑音サブユニットと、
　判定ユニットが、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の
測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算すべきであると判
定する時に、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンク
チャネル行列に従って、仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機
器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を判定し、仮定され
るダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ
帯域幅レベルの干渉および雑音電力に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに
関する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電
力を判定するように構成された第6の雑音サブユニットと
　を含む。
【０２４２】
　第3の態様の第12の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第13の可能な実施の形では
、判定サブユニットは、
　送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器の測定集合の外部の
セルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算するのに必要なコードの量としきい
値を比較し、
　コードの量がしきい値より多い場合に、送信されるダウンリンク送信ストリームに関す
る第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を
計算せず、
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　コードの量がしきい値より少ない場合に、送信されるダウンリンク送信ストリームに関
する第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力
を計算する
　ように構成される。
【０２４３】
　第3の態様の第12の可能な実施の形に関連して、第3の態様の第14の可能な実施の形では
、判定サブユニットは、
　別々に、MをMThrと比較し、(M-T)をIThrと比較し、
　M>MThrかつ(M-T)>IThrである場合に、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する
第1のユーザ機器の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計
算せず、
　そうでない場合に、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のユーザ機器
の測定集合の外部のセルのサブ帯域幅レベルの干渉および雑音電力を計算する
　ように構成され、Mは、第1のユーザ機器の測定集合内のセルの量であり、Tは、第1のユ
ーザ機器の送信集合内のセルの量であり、MThrおよびIThrは、集合しきい値である。
【０２４４】
　第3の態様の第1の可能な実施の形から第14の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連
して、第3の態様の第15の可能な実施の形では、第1の信号対干渉雑音比判定ユニットは、
　最大比合成等化アルゴリズムに従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによっ
て送信されるダウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定
する
　ように構成される。
【０２４５】
　第3の態様の第1の可能な実施の形から第14の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連
して、第3の態様の第16の可能な実施の形では、第1の信号対干渉雑音比判定ユニットは、
干渉抑圧合成等化アルゴリズムに従って、第1のユーザ機器の送信集合内の各セルによっ
て送信されるダウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を判定
するように構成される。
【０２４６】
　第3の態様の第1の可能な実施の形から第16の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連
して、第3の態様の第17の可能な実施の形では、第2の信号対干渉雑音比判定ユニットは、
平均化方法に従って、第1のユーザ機器の送信集合内のセルによって送信されるダウンリ
ンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉雑音比を合成するように構成される
。
【０２４７】
　第3の態様の第1の可能な実施の形から第16の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連
して、第3の態様の第18の可能な実施の形では、第2の信号対干渉雑音比判定ユニットは、
指数有効信号対干渉雑音比マッピング合成方法に従って、第1のユーザ機器の送信集合内
のセルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのサブ帯域幅レベルの信号対干渉
雑音比を合成するように構成される。
【０２４８】
　第3の態様の第1の可能な実施の形から第18の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連
して、第3の態様の第19の可能な実施の形では、第2の変調およびコーディング方式判定モ
ジュールは、
　第1のユーザ機器の第2のダウンリンク変調およびコーディング方式として、
【０２４９】
【数９９】
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【０２５０】
を満足する最大のSINRMCSに対応する変調およびコーディング方式を選択するように構成
され、
　ここで、
【０２５１】
【数１００】

【０２５２】
は、第1のユーザ機器の測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信
ストリームの信号対干渉雑音比であり、stxは、送信されるダウンリンク送信ストリーム
のストリーム番号であり、SINRMCSは、変調およびコーディング方式に対応する信号対干
渉雑音比である。
【０２５３】
　第3の態様の第1の可能な実施の形から第19の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連
して、第3の態様の第20の可能な実施の形では、この装置は、
　第1のユーザ機器の測定集合内のセルとして、第1のセルに隣接するセルまたは次式を満
足するセルを使用するように構成された測定集合判定モジュールであって、
　|RSRP1-RSRPi|<Thr
ここで、RSRP1は、第1のセルの参照信号受信電力であり、RSRPiは、第1のセル以外のセル
の参照信号受信電力であり、Thrは、集合しきい値である
　測定集合判定モジュール
　をさらに含む。
【０２５４】
　第3の態様の第1の可能な実施の形から第20の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連
して、第3の態様の第21の可能な実施の形では、この装置は、
　第2の変調およびコーディング方式判定モジュールによって判定される第1のユーザ機器
の第2のダウンリンク変調およびコーディング方式と第1のセルの送信リソースとに従って
、第1のユーザ機器に割り振られる第1のセルの送信リソース上で第1のユーザ機器に送信
されるトランスポートブロックサイズを判定するように構成されたトランスポートブロッ
クサイズモジュール
　をさらに含む。
【０２５５】
　第3の態様の第1の可能な実施の形から第21の可能な実施の形のうちの任意の1つに関連
して、第3の態様の第22の可能な実施の形では、この装置は、
　第1のユーザ機器に制御シグナリングを送信するように構成された送信モジュールであ
って、制御シグナリングは、第2のダウンリンク変調およびコーディング方式と第1のユー
ザ機器の送信リソース割振り情報とを含み、送信リソース割振り情報は、第1のユーザ機
器に割り振られる第1のセルの送信リソースを示すのに使用される、送信モジュール
　をさらに含む。
【０２５６】
　第4の態様によれば、本発明の実施形態は、ユーザ機器を提供し、このユーザ機器は、
　第1のセルが属する基地局にダウンリンクチャネル品質インジケータを送信するように
構成されたチャネル品質インジケータ送信モジュールであって、第1のセルは、ユーザ機
器のサービングセルである、チャネル品質インジケータ送信モジュールと、
　第1の基地局にサウンディング参照信号を送信するように構成されたサウンディング参
照信号送信モジュールであって、第1の基地局は、ユーザ機器の測定集合内の各セルが属
する基地局である、サウンディング参照信号送信モジュールと、
　基地局によって送信される送信リソース割振り情報と第2のダウンリンク変調およびコ
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ーディング方式とを受信するように構成された受信モジュールであって、送信リソース割
振り情報は、基地局によってユーザ機器に割り振られる第1のセルの送信リソースを示す
のに使用され、送信リソースは、基地局がユーザ機器によって送信されたダウンリンクチ
ャネル品質インジケータに従って第1のダウンリンク変調およびコーディング方式を判定
した後に、第1のダウンリンク変調およびコーディング方式に従ってユーザ機器に割り振
られ、第2のダウンリンク変調およびコーディング方式は、ユーザ機器の測定集合内の各
セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列を獲得することと、ユーザ機器の測
定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのアップリンクチャネル行列に従って、ユーザ機器
の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音
比を判定することと、送信されるダウンリンク送信ストリームの信号対干渉雑音比に従っ
てユーザ機器の第2のダウンリンク変調およびコーディング方式を判定することとという
形で基地局によって判定され、ユーザ機器の測定集合内の各セルのサブ帯域幅レベルのア
ップリンクチャネル行列は、ユーザ機器によって第1の基地局に送信されたサウンディン
グ参照信号に従って判定され、ユーザ機器の送信集合は、ユーザ機器の測定集合の部分集
合である、受信モジュールと
　を含む。
【０２５７】
　第4の態様に関連して、第4の態様の第1の可能な実施の形では、
　受信モジュールは、基地局によって送信される制御シグナリングを受信するように構成
され、制御シグナリングは、送信リソース割振り情報と第2のダウンリンク変調およびコ
ーディング方式とを含む。
【０２５８】
　第4の態様の第1の可能な実施の形に関連して、第4の態様の第2の可能な実施の形では、
このユーザ機器は、
　受信される送信リソース割振り情報と第2のダウンリンク変調およびコーディング方式
とに従って、ユーザ機器に割り振られる第1のセルの送信リソース上で基地局によってユ
ーザ機器に送信されるトランスポートブロックサイズを判定するように構成されたトラン
スポートブロックサイズ判定モジュール
　をさらに含む。
【０２５９】
　本発明の実施形態で提供される技術的解決策は、次の有益な効果を有する。
【０２６０】
　第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列が、獲得され、
第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRが
、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って判定さ
れ、その後、第1のUEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダウンリンク送信集合のSIN
Rに従って判定される。すなわち、本発明の実施形態では、ダウンリンクチャネルが、ア
ップリンクチャネルを使用することによって推定される。この形で、アップリンクチャネ
ルおよびダウンリンクチャネルが近似するシステム(たとえば、LTE-TDDシステム)におい
て、第1のダウンリンクMCSより正確な第2のダウンリンクMCSを取得することができる。そ
の結果、ダウンリンクチャネル品質を十分に使用することができ、送信効率が改善される
。さらに、本発明の実施形態では、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダ
ウンリンク送信ストリームのSINRが、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップ
リンクチャネル行列に従って判定され、第1のUEの第2のダウンリンクMCSが、送信される
ダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判定され、これが、量子化された値(CQI)を
使用することによって判定されるダウンリンクMCSが従来技術において不正確であるとい
う問題を防ぐ。
【０２６１】
　本発明の実施形態における技術的解決策をより明瞭に説明するために、以下では、実施
形態を説明するのに必要な添付図面を短く紹介する。明らかに、以下の説明内の添付図面
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は、単に、本発明のいくつかの実施形態を示すものであり、当業者は、それでも、創作的
労力を伴わずにこれらの添付図面から他の図面を導出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２６２】
【図１】本発明の実施形態によるデータ送信方法を示す流れ図である。
【図２ａ】本発明の実施形態によるデータ送信方法を示す流れ図である。
【図２ｂ】本発明の実施形態によるデータ送信方法を示す流れ図である。
【図３】本発明の実施形態によるデータ送信方法を示す流れ図である。
【図４】本発明の実施形態によるデータ送信装置を示す概略構造図である。
【図５】本発明の実施形態によるデータ送信装置を示す概略構造図である。
【図６】本発明の実施形態によるデータ送信装置の特定の実施の形を示す概略構造図であ
る。
【図７】本発明の実施形態によるUEを示す概略構造図である。
【図８】本発明の実施形態によるUEの特定の実施の形を示す概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【０２６３】
　本発明の目的、技術的解決策、および利点をより明瞭にするために、以下では、添付図
面に関連して本発明の実施形態を詳細にさらに説明する。
【０２６４】
　本発明の実施形態をわかりやすくするために、以下では、まず、測定集合および送信集
合を短く紹介する。実施形態において、測定集合および送信集合は、UEについて定義され
る。異なるUEの測定集合および送信集合は、異なるものとすることができる。UEの測定集
合内のセルは、UEによって送信されたアップリンクデータを受信し、処理し、情報が、UE
の測定集合内のセル間で交換される。UEによって送信されるアップリンクデータは、ダウ
ンリンクCQIとサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal、略してSRS)とを含
む。ダウンリンクCQIは、UEによって仮定されるダウンリンク送信ストリームと1対1対応
になっている。UEの送信集合内のセルは、ダウンリンクデータをUEに合同で送信するのに
使用される。合同送信は、コヒーレント送信およびインコヒーレント送信を含む。コヒー
レント送信では、UEの送信集合内のセルが、チャネル情報を交換することによって各セル
の送信重みを判定する。インコヒーレント送信では、UEの送信集合内のセルが、そのそれ
ぞれの送信重みを独立に判定する。UEの送信集合は、UEの測定集合の部分集合である。
【０２６５】
　具体的には、UEの送信集合内のセルによる送信重みの判定に関して、従来技術の形を参
照することができ、詳細を本明細書でもう一度説明することはしない。
【０２６６】
　本発明の実施形態における解決策が、ダウンリンクチャネルをアップリンクチャネルに
従って推定することができるシステムに適用可能であることに留意されたい。このシステ
ムは、LTE-TDDシステムおよび改良されたLTE-FDDシステムを含むが、これに限定されない
。アップリンクチャネルおよびダウンリンクチャネルは、LTE-TDDシステムでは近似し、
したがって、ダウンリンクチャネルに関する情報を、アップリンクチャネルの推定を介し
て獲得することができる。改良されたLTE-FDDシステムでは、アップリンクチャネルとダ
ウンリンクチャネルとの間の差を推定し、補償することができ、したがって、ダウンリン
クチャネルに関する情報を、アップリンクチャネルの推定を介して獲得することもできる
。
【０２６７】
　本発明の実施形態は、データ送信方法を提供し、この方法は、eNBによって実施され得
る。図1を参照すると、この方法は、以下を含む。
【０２６８】
　S101。第1のUEによってフィードバックされたダウンリンクCQIを受信し、第1のUEによ
ってフィードバックされたダウンリンクCQIに従って第1のUEの第1のダウンリンクMCSを判
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定する。
【０２６９】
　本発明のこの実施形態では、第1のUEのサービングセルは、第1のセルと呼ばれ、第1のU
Eは、第1のセル内の任意のUEとすることができる。第1のセル内のUEが、第1のセルがサー
ビングセルとして使用されるUEを指すことに留意されたい。
【０２７０】
　特定の実施態様では、eNBは、一般に、第1のセル内のすべてのUEによってフィードバッ
クされたダウンリンクCQIを受信し、第1のセル内の各UEによってフィードバックされたダ
ウンリンクCQIに従って各UEの第1のダウンリンクMCSを判定する。
【０２７１】
　S102。第1のUEの第1のダウンリンクMCSに従って第1のUEに第1のセルの送信リソースを
割り振る。
【０２７２】
　送信リソースは、SBとすることができ、SBは、1つのリソースブロック(Resource Block
、略してRB)とすることができ、あるいは、複数のRBの組合せとすることができる。
【０２７３】
　具体的には、S102は、
　第1のセル内のすべてのUEの第1のダウンリンクMCSに従い、プロポーショナルフェア(Pr
oportional Fair、略してPF)アルゴリズムに基づくか、ラウンドロビン(Round Robin、略
してRR)アルゴリズムに基づいて、第1のUEに第1のセルの送信リソースを割り振ること
　を含む。
【０２７４】
　S103。第1のUEの測定集合内の各セルのサブ帯域幅(Sub-Bandwidth、略してSB)レベルの
アップリンクチャネル行列を獲得する。
【０２７５】
　第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列は、第1のUEによ
って第1の基地局に送信されるSRSに従って判定され得る。第1の基地局は、第1のUEの測定
集合内の各セルが属する基地局である。
【０２７６】
　この実施形態では、各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列は、各SB(合計NSB個
のSB)上の各セルによって推定されるアップリンクチャネルを示し、sbは、SB番号であり
、sb∈{x|1≦x≦NSB}であり、NSBは、送信リソース内のSBの量である。
【０２７７】
　S104。第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って
、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームの信号
対干渉雑音比(Signal to Interference plus Noise Ratio、略してSINR)を判定する。
【０２７８】
　たとえば、S104は、次の形で実施され得る:第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルの
アップリンクチャネル行列に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第
1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップと、
第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列と送信されるダウ
ンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉およ
び雑音電力とに従って、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク
送信ストリームのSINRを判定するステップ。
【０２７９】
　S105。送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRに従って第1のUEの第2のダウンリ
ンクMCSを判定する。
【０２８０】
　本発明のこの実施形態では、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンク
チャネル行列が獲得され、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリン
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ク送信ストリームのSINRが、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチ
ャネル行列に従って判定され、その後、第1のUEの第2のダウンリンクMCSが、送信される
ダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判定される。すなわち、本発明のこの実施形
態では、ダウンリンクチャネルが、アップリンクチャネルを使用することによって推定さ
れる。この形で、アップリンクチャネルおよびダウンリンクチャネルが近似するシステム
(たとえば、LTE-TDDシステム)において、第1のダウンリンクMCSより正確な第2のダウンリ
ンクMCSを取得することができる。その結果、ダウンリンクチャネル品質を十分に使用す
ることができ、送信効率が改善される。さらに、本発明のこの実施形態では、第1のUEの
送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRが、第1のUE
の測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って判定され、第1のU
Eの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判
定され、これが、量子化された値(CQI)を使用することによって判定されるダウンリンクM
CSが従来技術において不正確であるという問題を防ぐ。
【０２８１】
　本発明の実施形態は、データ送信方法を提供し、ここで、この方法は、eNBによって実
施され得る。図2を参照すると、この方法は、以下を含む。
【０２８２】
　S201。第1のUEによってフィードバックされたダウンリンクCQIを受信し、第1のUEによ
ってフィードバックされたダウンリンクCQIに従って第1のUEの第1のダウンリンクMCSを判
定する。
【０２８３】
　具体的には、S201を、次の形で実施することができる:ダウンリンクCQIを使用すること
によってダウンリンクCQIとダウンリンクMCSとの間の対応に従って第1のダウンリンクMCS
を判定するステップ。
【０２８４】
　さらに、ダウンリンクCQIとダウンリンクMCSとの間の対応は、一般に、基地局製造業者
によって提供され、ここで、対応は、テーブルの形であるものとすることができ、各CQI
は、1つのダウンリンクMCSに対応する。特定の実施態様では、獲得されたCQIは、CQIに対
応するダウンリンクMCSを取得するためのテーブルルックアップに直接に使用され得、あ
るいは、フィルタリングが、まず獲得されたCQIに対して実行され得、その後、テーブル
ルックアップが、CQIに対応するダウンリンクMCSを取得するために実行される。
【０２８５】
　S202。第1のUEの第1のダウンリンクMCSに従って第1のUEに第1のセルの送信リソースを
割り振り、第1のセルは、第1のUEのサービングセルである。
【０２８６】
　送信リソースを、SBとすることができ、SBは、1つのRBとすることができ、あるいは、
複数のRBの組合せとすることができる。
【０２８７】
　特定の実施態様では、S202は、
　第1のセル内のすべてのUEの第1のダウンリンクMCSに従い、PFアルゴリズムに基づくか
、RRアルゴリズムに基づいて、第1のUEに第1のセルの送信リソースを割り振ること
　を含むことができる。
【０２８８】
　具体的には、PFアルゴリズムに従う第1のUEへの送信リソースの割振りは、第1のダウン
リンクMCSと第1のセル内のすべてのUEのヒストリカル送信レートとに従って第1のセルのS
B上での第1のセル内の各UEの初期優先順位を判定することと、第1のUEの初期優先順位に
従って第1のUEにSBを割り振ることとを含む。
【０２８９】
　具体的には、RRアルゴリズムに従って第1のUEの送信リソースを割り振るプロセスは、
次の通りである:第1のダウンリンクMCSと第1のセル内のすべてのUEのヒストリカル送信レ
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ートとに従って第1のセルのSB上での第1のセル内の各UEの優先順位キューを判定すること
と、第1のセル内の各UEによって送信されるリソース要求と優先順位キューとに従って第1
のセル内のすべてのUEに第1のセルのSBを割り振ることと、第1のUEが優先順位キューの第
1の位置に配置される時に、第1のUEにSBを割り振り、優先順位キュー内の第1のUEの位置
を調整すること。
【０２９０】
　S203。第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列を獲得す
る。
【０２９１】
　第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列は、第1のUEによ
って第1の基地局に送信されるSRSに従って判定され得る。第1の基地局は、第1のUEの測定
集合内の各セルが属する基地局である。
【０２９２】
　本発明のこの実施形態では、UEの測定集合は、M個のセルを含み、μM={x|1≦x≦M}であ
り、μMは、UEの測定集合である。UEの測定集合では、セル番号m∈μMであり、UEの測定
集合内の第1のセル(その番号がm=1であるセル)は、そのUEのサービングセルである。UEの
測定集合内の第mのセルの送信アンテナの総電力は、Pmである。UEの送信集合は、T個のセ
ルを含み、μT={x|1≦x≦T}であり、μT∈μMであり、μTは、UEの送信集合であり、UEの
送信集合内のセル番号t∈μTであり、UEの送信集合内の第1のセル(その番号がt=1である
セル)は、そのUEのサービングセルである。UEの送信集合内のセルによって送信されるダ
ウンリンク送信ストリームのストリーム量は、Stxであり、ストリーム番号stx∈{x|1≦x
≦Stx}である。UEによって仮定されるダウンリンク送信ストリームのストリーム量は、Sf
bであり、ストリーム番号sfb∈{x|1≦x≦Sfb}である。UEによって仮定されるダウンリン
ク送信が、送信ダイバーシティである場合には、Sfb=1であり、UEによって仮定されるダ
ウンリンク送信が閉ループ空間多重化である場合には、Sfb≧1である。
【０２９３】
　オプションで、UEの測定集合内のセルは、UEのサービングセルに隣接するセルであるも
のとすることができ、あるいは、UEの測定集合内のセルは、次の形で判定され得る:UEの
測定集合内のセルが、式(1)を満足するセルであることを判定すること。
　|RSRP1-RSRPi|<Thr　(1)
ここで、RSRP1は、UEのサービングセルの参照信号受信電力(Reference Signal Receiving
 Power、略してRSRP)であり、RSRPiは、UEのサービングセル以外のセルのRSRPであり、Th
rは、集合しきい値であり、ここで、このしきい値の値は、実際の要件に従ってセットさ
れ得、本発明のこの実施形態において限定されない。
【０２９４】
　UEの測定集合内のセルを判定する前述の方法が、例にすぎず、本発明を限定することが
意図されていないことに留意されたい。
【０２９５】
　具体的には、第1のUEによって第1の基地局に送信されたSRSに従って第1のUEの測定集合
内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列を判定するプロセスは、次の通りであ
る:
　第1の基地局によって、第1のUEによって送信されたSRSを受信することと、
　第1の基地局によって、最小二乗(Least Square、略してLS)チャネル推定法に従って第1
のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネルを判定することと、
　第1のセルが属する基地局によって、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップ
リンクチャネル行列を構成するために第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップ
リンクチャネルを獲得すること。
【０２９６】
　具体的には、前述のLSチャネル推定法において使用される式は、H=R*S'であり、ここで
、Hは、推定されたアップリンクチャネルであり、Rは、第1の基地局によって受信されたS
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RSであり、S'は、Sの共役信号であり、Sは、第1のUEによって送信されたSRSである。
【０２９７】
　LSチャネル推定法が、例にすぎず、別のチャネル推定法を使用することもできることに
留意されたい。
【０２９８】
　S204。第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って
、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINR
を判定する。
【０２９９】
　具体的には、図2bを参照すると、S204は、以下を含むことができる:
　S2041。第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って
、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSBレ
ベルのSINRを判定する。
【０３００】
　各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRは、各SB上の
各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRを指す。
【０３０１】
　この実施形態の1つの実施の形では、S2041の前に、この方法は、送信されるダウンリン
ク送信ストリームに関して、第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑
音電力を0にセットするステップをさらに含むことができる。
【０３０２】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、S2041の前に、この方法は、S2040すなわち:第
1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って、送信され
るダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの送信集合の外部のセルのSBレベルの干
渉および雑音電力を判定するステップをさらに含むことができる。
【０３０３】
　オプションで、S2040の実施の形は、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップ
リンクチャネル行列に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUE
の測定集合内のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップと、送信される
ダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合内のセルのSBレベルの干渉およ
び雑音電力に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集
合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップとを含むことができ
る。
【０３０４】
　具体的には、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に
従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合内のセルのS
Bレベルの干渉および雑音電力を判定するステップは、
　次式(2)に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合
内のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップ
【０３０５】
【数１０１】

【０３０６】
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　を含むことができ、ここで、
【０３０７】
【数１０２】

【０３０８】
は、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合内のセルの第sb
のSBの干渉および雑音電力であり、
【０３０９】

【数１０３】

【０３１０】
であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、
【０３１１】
【数１０４】

【０３１２】
は、第mのセルの第sbのSBのアップリンクチャネル行列であり、
【０３１３】
【数１０５】

【０３１４】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングに使用される第sbのSBの送信重み行列であり
、mは、第1のUEの測定集合内のセル番号であり、μMは、第1のUEの測定集合であり、μT
は、第1のUEの送信集合であり、meanは、各列の平均値を取得するのに一般に使用される
行列平均化であり、diagは、対角要素を示し、(*)Hは、*の共役転置を示す。
【０３１５】
　具体的には、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合内の
セルのSBレベルの干渉および雑音電力に従って、送信されるダウンリンク送信ストリーム
に関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するス
テップは、次式(3)に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの
測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップ
【０３１６】
【数１０６】

【０３１７】
　を含むことができ、ここで、
【０３１８】
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【数１０７】

【０３１９】
は、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルの
第sbのSBの干渉および雑音電力であり、
【０３２０】

【数１０８】

【０３２１】
は、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合内のセルの第sb
のSBの干渉および雑音電力であり、αは、第1のUEの測定集合内の干渉に対する第1のUEの
測定集合の外部の干渉の干渉比係数を示し、一般に0≦α≦4である。
【０３２２】
　オプションで、S2040のもう1つの実施の形は、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベ
ルのアップリンクチャネル行列に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリー
ムに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定する
ステップと、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合
の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力に従って、送信される第stxのダウンリン
ク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音
電力を判定するステップとを含むことができる。
【０３２３】
　第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリンクCQIは、第1の
信号対雑音比に従って取得され得、あるいは、第2の信号対雑音比に従って取得され得る
。第1の信号対雑音比は、第1のセル以外のセルの干渉および雑音電力に対する第1のセル
のダウンリンクパイロット信号(Downlink Pilot Time Slot、略してDwPTS)の比率であり
、第2の信号対雑音比は、第1のUEの測定集合の外部のセルの干渉および雑音電力に対する
第1のセルのダウンリンクDwPTSの比率である。データを送信するために第1のUEの送信集
合内のセルによって使用されるプロトコルバージョン番号がR8、R9、またはR10である時
には、第1のUEは、第1のセル以外のセルが、すべて、干渉セルであると仮定し、第sfbの
仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリンクCQIが、第1の信号対雑音
比に従って取得され、データを送信するために第1のUEの送信集合内のセルによって使用
されるプロトコルバージョン番号がR11である時には、第1のUEは、第1のUEの測定集合内
に干渉が存在しないと仮定し、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応す
るダウンリンクCQIが、第2の信号対雑音比に従って取得される。
【０３２４】
　オプションで、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリン
クCQIが、第1の信号対雑音比に従って取得される時に、第1のUEの測定集合内の各セルのS
Bレベルのアップリンクチャネル行列に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信スト
リームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定
するステップは、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に、次式(4)
に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の
外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップであって、
【０３２５】
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【数１０９】

【０３２６】
ここで、
【０３２７】
【数１１０】

【０３２８】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力であり、Tnumは、第1のセルの送信アンテナの量で
あり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、
【０３２９】
【数１１１】

【０３３０】
は、第mのセルの第sbのSBのアップリンクチャネル行列であり、
【０３３１】
【数１１２】

【０３３２】
は、第1のセルのセル参照信号(Cell Reference Signal, CRS)の仮想アンテナマッピング(
Virtual Antenna Mapping、略してVAM)行列であり、
【０３３３】
【数１１３】

【０３３４】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリ
ンクCQIに従ってマッピングを介して取得される、信号対雑音比であり、
【０３３５】

【数１１４】

【０３３６】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングの前に使用された第sbのSBの送信重み行列で
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あり、mは、第1のUEの測定集合内のセル番号であり、μMは、第1のUEの測定集合であり、
Σ*は、*の和を示し、
【０３３７】
【数１１５】

【０３３８】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示す、判定するステップ、または、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化である場合に、次式(5)
に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の
外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップであって、
【０３３９】
【数１１６】

【０３４０】
ここで、
【０３４１】
【数１１７】

【０３４２】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力
であり、
【０３４３】
【数１１８】

【０３４４】
は、第mのセルの第sbのSBのアップリンクチャネル行列であり、
【０３４５】
【数１１９】

【０３４６】
は、第1のセルのCRSのVAM行列であり、
【０３４７】
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【数１２０】

【０３４８】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリ
ンクCQIに従ってマッピングを介して取得される、信号対雑音比であり、
【０３４９】

【数１２１】

【０３５０】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングの前に使用された第sbのSBの送信重み行列で
あり、
【０３５１】

【数１２２】

【０３５２】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームの第sbのSBのプリコーディング行列
インデックス(Precoding Matrix Index、略してPMI)であり、mは、第1のUEの測定集合内
のセル番号であり、μMは、第1のUEの測定集合であり、Σ*は、*の和を示し、
【０３５３】
【数１２３】

【０３５４】
は、*のすべての要素の二乗和の平方根の抽出を示す、判定するステップ
　を含むことができる。
【０３５５】
　オプションで、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリン
クCQIが、第2の信号対雑音比に従って取得される時に、第1のUEの測定集合内の各セルのS
Bレベルのアップリンクチャネル行列に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信スト
リームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定
するステップは、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に、次式(6)
に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の
外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップであって、
【０３５６】
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【数１２４】

【０３５７】
ここで、
【０３５８】
【数１２５】

【０３５９】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力であり、Tnumは、第1のセルの送信アンテナの量で
あり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、
【０３６０】
【数１２６】

【０３６１】
は、第mのセルの第sbのSBのアップリンクチャネル行列であり、
【０３６２】
【数１２７】

【０３６３】
は、第1のセルのCRSのVAM行列であり、
【０３６４】
【数１２８】

【０３６５】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するCQIに従っ
てマッピングを介して取得される、信号対雑音比であり、mは、第1のUEの測定集合内のセ
ル番号である、判定するステップ、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1のUEの送信
集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが、送信モード(Tra
nsmission Mode,略してTM)8である場合に、次式(7)に従って、第sfbの仮定されるダウン
リンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および
雑音電力を判定するステップであって、
【０３６６】
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【数１２９】

【０３６７】
ここで、
【０３６８】
【数１３０】

【０３６９】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力
であり、
【０３７０】
【数１３１】

【０３７１】
は、第mのセルの第sbのSBのアップリンクチャネル行列であり、
【０３７２】
【数１３２】

【０３７３】
は、第1のセルのCRSのVAM行列であり、
【０３７４】
【数１３３】

【０３７５】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するCQIに従っ
てマッピングを介して取得される、信号対雑音比であり、
【０３７６】

【数１３４】

【０３７７】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームの第sbのSBのPMIであり、mは、第1の
UEの測定集合内のセル番号である、判定するステップ、または
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　第1のUEによって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1のUEの送信
集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが、TM9である場合
に、次式(8)に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUE
の測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップであって、
【０３７８】
【数１３５】

【０３７９】
ここで、
【０３８０】

【数１３６】

【０３８１】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力
であり、
【０３８２】

【数１３７】

【０３８３】
は、第mのセルの第sbのSBのアップリンクチャネル行列であり、
【０３８４】
【数１３８】

【０３８５】
は、第1のセルのチャネル状態表示参照信号(Channel State Indication-Reference Signa
l, CSI-RS)のVAM行列であり、
【０３８６】
【数１３９】

【０３８７】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するCQIに従っ
てマッピングを介して取得される、信号対雑音比であり、
【０３８８】
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【数１４０】

【０３８９】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームの第sbのSBのPMIであり、mは、第1の
UEの測定集合内のセル番号であり、一般に
【０３９０】

【数１４１】

【０３９１】
である、判定するステップ
　を含むことができる。
【０３９２】
　第1のUEによって仮定される送信モードと送信されるダウンリンク送信ストリームの送
信モードとの間の関係は、第1のUEの送信集合内のセルによってダウンリンクデータを送
信するのに使用される送信モードがTM7である時に、UEによって仮定される送信モードが
送信ダイバーシティであり、第1のUEの送信集合内のセルによってダウンリンクデータを
送信するのに使用される送信モードがTM8またはTM9である時に、PMIまたはランク表示(Ra
nk Indication、略してRI)フィードバックが構成されない場合に、第1のUEによって仮定
される送信モードが送信ダイバーシティであり、PMI/RIフィードバックが構成される場合
に、第1のUEによって仮定される送信モードが閉ループ空間多重化であることに留意され
たい。
【０３９３】
　オプションで、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定
集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力に従って、送信される第stxのダウン
リンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および
雑音電力を判定するステップは、次式(9)に従って、送信される第stxのダウンリンク送信
ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を
判定するステップであって、
【０３９４】

【数１４２】

【０３９５】
ここで、
【０３９６】

【数１４３】

【０３９７】
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は、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力であり、
【０３９８】
【数１４４】

【０３９９】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力であり、Sfbは、仮定されるダウンリンク送信スト
リームのストリーム量である、判定するステップ
　を含むことができる。
【０４００】
　オプションで、送信されるダウンリンク送信ストリームのストリーム量Stxが、仮定さ
れるダウンリンク送信ストリームのストリーム量Sfbと等しいすなわちStx=Sfbである時に
、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセ
ルのSBレベルの干渉および雑音電力に従って、送信される第stxのダウンリンク送信スト
リームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定
するステップは、次式(10)に従って、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに
関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステ
ップであって、
【０４０１】
【数１４５】

【０４０２】
ここで、
【０４０３】

【数１４６】

【０４０４】
は、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力であり、
【０４０５】

【数１４７】

【０４０６】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力である、判定するステップ
　を含むことができる。
【０４０７】
　オプションで、S2040のもう1つの実施の形は、送信される第stxのダウンリンク送信ス
トリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計
算すべきかどうかを判定するステップと、送信される第stxのダウンリンク送信ストリー
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ムに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力が計算され
ない場合に、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関して、第1のUEの測定集
合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を0にセットするすなわち、
【０４０８】
【数１４８】

【０４０９】
をセットするステップであって、
【０４１０】
【数１４９】

【０４１１】
は、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力である、ステップと、送信される第stxのダウンリ
ンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑
音電力が計算される場合に、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチ
ャネル行列に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの
測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定し、第sfbの仮定されるダ
ウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉お
よび雑音電力に従って、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUE
の測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するステップとを含むこ
とができる。
【０４１２】
　オプションで、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定
集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算すべきかどうかを判定するステ
ップは、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外
部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算するのに必要なコードの量としきい値を
比較するステップと、コードの量がしきい値より多い場合に、送信される第stxのダウン
リンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および
雑音電力を計算しないステップと、コードの量がしきい値より少ない場合に、送信される
第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベル
の干渉および雑音電力を計算するステップとを含むことができる。
【０４１３】
　オプションで、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定
集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算すべきかどうかを判定するステ
ップは、別々に、MをMThrと比較し、(M-T)をIThrと比較するステップと、M>MThrかつ(M-T
)>IThrである場合に、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの
測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算せず、そうでない場合に、
送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセル
のSBレベルの干渉および雑音電力を計算するステップとを含むことができ、MThrおよびIT
hrは、集合しきい値であり、一般にMThr=3かつIThr=2である。
【０４１４】
　この実施形態の1つの実施の形では、S2041は、最大比合成(Max Ratio Combine、略して
MRC)等化アルゴリズムに従って、第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stx
のダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを判定するステップを含むことができ、
判定する式(11)は、次の通りであり:
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【０４１５】
【数１５０】

【０４１６】
ここで、
【０４１７】
【数１５１】

【０４１８】
は、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームの第sbのSBのSINRであり、
【０４１９】
【数１５２】

【０４２０】
であり、
【０４２１】

【数１５３】

【０４２２】
であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、
【０４２３】

【数１５４】

【０４２４】
は、第mのセルの第sbのSBのアップリンクチャネル行列であり、
【０４２５】

【数１５５】

【０４２６】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングに使用される第sbのSBの送信重み行列であり
、
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【数１５６】

【０４２８】
の第stxの列は、
【０４２９】

【数１５７】

【０４３０】
であり、
【０４３１】

【数１５８】

【０４３２】
は、第tのセル内で送信される第stxのダウンリンク送信ストリームの第sbのSBの送信重み
ベクトルを示し、μMは、測定集合であり、μTは、送信集合であり、mは、第1のUEの測定
集合内のセル番号であり、tは、第1のUEの送信集合内のセル番号である。
【０４３３】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、S2041は、干渉抑圧合成(Interference Repres
s Combine、略してIRC)等化アルゴリズムに従って、第1のUEの測定集合内の各セルによっ
て送信される第stxのダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを判定するステップ
を含むことができ、ここで、判定する式(12)は、次の通りであり:
【０４３４】

【数１５９】

【０４３５】
ここで、
【０４３６】
【数１６０】

【０４３７】
は、αの第stxの対角要素であり、
【０４３８】
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【数１６１】

【０４３９】
であり、
【０４４０】

【数１６２】

【０４４１】
であり、Pmは、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、
【０４４２】
【数１６３】

【０４４３】
は、第mのセルの第sbのSBのアップリンクチャネル行列であり、
【０４４４】
【数１６４】

【０４４５】
は、第mのセル内で現在のスケジューリングに使用される第sbのSBの送信重み行列であり
、
【０４４６】
【数１６５】

【０４４７】
は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルの第sbのSBの干渉および雑音電力であり、
【０４４８】
【数１６６】

【０４４９】
であり、
【０４５０】
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【数１６７】

【０４５１】
であり、μMは、測定集合であり、μTは、送信集合であり、mは、第1のUEの測定集合内の
セル番号であり、tは、第1のUEの送信集合内のセル番号である。
【０４５２】
　S2042。第1のUEの送信集合内のセルによって送信されるダウンリンク送信ストリームの
SBレベルのSINRを合成し、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリン
ク送信ストリームのSINRを取得する。
【０４５３】
　この実施形態の1つの実施の形では、S2042は、平均化方法に従って、第1のUEの測定集
合内のセルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを
合成するステップを含むことができ、合成する式(13)は、次の通りであり:
【０４５４】

【数１６８】

【０４５５】
ここで、
【０４５６】
【数１６９】

【０４５７】
は、第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリー
ムのSINRであり、NSBは、送信リソース内のSBの量であり、
【０４５８】
【数１７０】

【０４５９】
は、第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリー
ムのSBレベルのSINRである。
【０４６０】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、S2042は、指数有効SINRマッピング(Exponenti
al Effective SINR Mapping、略してEESM)合成方法に従って、第1のUEの測定集合内のセ
ルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを合成する
ステップを含むことができ、ここで、合成する式(14)は、次の通りであり:
【０４６１】
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【数１７１】

【０４６２】
ここで、
【０４６３】
【数１７２】

【０４６４】
は、第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリー
ムのSINRであり、βは、MCSに関するスケール係数であり、NSBは、第1のセルの送信リソ
ース内のSBの量であり、
【０４６５】
【数１７３】

【０４６６】
は、第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリー
ムのSBレベルのSINRである。
【０４６７】
　S205。送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRに従って第1のUEの第2のダウンリ
ンクMCSを判定する。
【０４６８】
　具体的には、S205は、次の形で実施され得る:第1のUEの第2のダウンリンクMCSとして、
【０４６９】
【数１７４】

【０４７０】
を満足する最大のSINRMCSに対応するMCSを選択するステップ。
【０４７１】
【数１７５】

【０４７２】
は、第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリー
ムのSINRであり、SINRMCSは、MCSに対応するSINRである。
【０４７３】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、この方法は、S206:第1のUEの第2のダウンリン
クMCSとS202において割り振られた送信リソースとに従って、第1のUEに割り振られる第1
のセルの送信リソース上で第1のUEに送信されるトランスポートブロックサイズ(Transpor



(59) JP 6211177 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

t Block Size、略してTBS)を判定するステップをさらに含む。
【０４７４】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、この方法は、第1のUEに制御シグナリングを送
信するステップであって、制御シグナリングは、第2のダウンリンクMCSと第1のUEの送信
リソース割振り情報とを含み、送信リソース割振り情報は、第1のUEに割り振られる第1の
セルの送信リソースを示すのに使用される、送信するステップをさらに含む。
【０４７５】
　この実施形態のもう1つの実施の形で、この方法が、第1のUEに制御シグナリングを送信
するステップであって、制御シグナリングは、第2のダウンリンクMCS、送信リソース割振
り情報、および第1のUEのTBSを含み、送信リソース割振り情報は、第1のUEに割り振られ
る第1のセルの送信リソースを示すのに使用される、送信するステップをさらに含むこと
が、簡単にわかる。
【０４７６】
　本発明のこの実施形態では、第1のUEのSBレベルの受信モデルが
【０４７７】
【数１７６】

【０４７８】
であり、ここで、Pmが、第mのセルの送信アンテナの総電力であり、
【０４７９】
【数１７７】

【０４８０】
が、第mのセルの第sbのSBのアップリンクチャネル行列であり、
【０４８１】
【数１７８】

【０４８２】
が、第mのセル内で現在のスケジューリングに使用される第sbのSBの送信重み行列であり
、
【０４８３】
【数１７９】

【０４８４】
が、第1のUEの送信電力が1であると仮定される等価測定集合の外部の干渉であり、μMが
、測定集合であり、μTが、送信集合であり、Smが、第1のUE内の第mのセルによって占め
られるSBレベルの送信シンボルであると仮定されることに留意されたい。
【０４８５】
　本発明のこの実施形態では、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンク
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チャネル行列が、獲得され、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリ
ンク送信ストリームのSINRが、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンク
チャネル行列に従って判定され、その後、第1のUEの第2のダウンリンクMCSが、送信され
るダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判定される。すなわち、本発明のこの実施
形態では、ダウンリンクチャネルは、アップリンクチャネルを使用することによって推定
される。この形で、アップリンクチャネルおよびダウンリンクチャネルが近似するシステ
ム(たとえば、LTE-TDDシステム)において、第1のダウンリンクMCSより正確な第2のダウン
リンクMCSを取得することができる。その結果、ダウンリンクチャネル品質を十分に使用
することができ、送信効率が改善される。さらに、本発明のこの実施形態では、第1のUE
の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRが、第1のU
Eの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って判定され、第1の
UEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判
定され、これが、量子化された値(CQI)を使用することによって判定されるダウンリンクM
CSが従来技術において不正確であるという問題を防ぎ、その結果、取得される第2のダウ
ンリンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより正確になる。さらに、本発明のこの実施形態
では、第1のUEの第2のダウンリンクMCSと第1のUEに割り振られる第1のセルの送信リソー
スとに従って、送信リソース上で第1のUEに送信されるTBSが判定される。第2のダウンリ
ンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより正確なので、TBSの計算の正確さを改善することが
でき、送信効率がさらに改善される。
【０４８６】
　本発明の実施形態は、データ送信方法を提供し、この方法は、UEによって実施され得る
。図3を参照すると、この方法は、以下を含む。
【０４８７】
　S301。第1のセルが属する基地局にダウンリンクCQIを送信し、第1のセルは、UEのサー
ビングセルである。
【０４８８】
　S302。第1の基地局にSRSを送信し、第1の基地局は、UEの測定集合内の各セルが属する
基地局である。
【０４８９】
　この実施形態では、SRSは、周期的に送信され、したがって、S302とS301との間にシー
ケンスは存在しない。
【０４９０】
　S303。基地局によって送信される送信リソース割振り情報と第2のダウンリンクMCSとを
受信する。
【０４９１】
　この実施形態では、送信リソース割振り情報は、基地局によってUEに割り振られる第1
のセルの送信リソースを示すのに使用され、送信リソースは、基地局がUEによって送信さ
れたダウンリンクCQIに従って第1のダウンリンクMCSを判定した後に、第1のダウンリンク
MCSに従ってUEに割り振られ、第2のダウンリンクMCSは、UEの測定集合内の各セルのSBレ
ベルのアップリンクチャネル行列を獲得することと、UEの測定集合内の各セルのSBレベル
のアップリンクチャネル行列に従って、UEの送信集合内の各セルによって送信されるダウ
ンリンク送信ストリームのSINRを判定することと、送信されるダウンリンク送信ストリー
ムのSINRに従ってUEの第2のダウンリンクMCSを判定することとという形で基地局によって
判定され、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列は、UEによっ
て第1の基地局に送信されたSRSに従って判定され、UEの送信集合は、UEの測定集合の部分
集合である。
【０４９２】
　本発明のこの実施形態の1つの実施の形では、S303は、基地局によって送信される制御
シグナリングを受信するステップであって、制御シグナリングは、送信リソース割振り情
報と第2のダウンリンクMCSとを含む、受信するステップをさらに含むことができる。
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【０４９３】
　本発明のこの実施形態の1つの実施の形では、この方法は、UEによって、受信される送
信リソース割振り情報と第2のダウンリンクMCSとに従って、UEに割り振られる第1のセル
の送信リソース上で基地局によってUEに送信されるTBSを判定するステップをさらに含む
ことができる。
【０４９４】
　本発明のこの実施形態の1つの実施の形では、この方法が、基地局によって送信された
制御シグナリングを受信するステップであって、制御シグナリングは、第2のダウンリン
クMCS、送信リソース割振り情報、および第1のUEのTBSを含み、送信リソース割振り情報
は、第1のUEに割り振られる第1のセルの送信リソースを示すのに使用され、その結果、UE
が、制御シグナリングからTBSを取得するようになる、受信するステップをさらに含むこ
とができることが簡単にわかる。
【０４９５】
　本発明のこの実施形態では、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネ
ル行列が、獲得され、UEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信スト
リームのSINRが、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従っ
て判定され、その後、UEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダウンリンク送信ストリ
ームのSINRに従って判定される。すなわち、本発明のこの実施形態では、ダウンリンクチ
ャネルが、アップリンクチャネルを使用することによって推定される。この形で、アップ
リンクチャネルおよびダウンリンクチャネルが近似するシステム(たとえば、LTE-TDDシス
テム)において、第1のダウンリンクMCSより正確な第2のダウンリンクMCSを取得すること
ができる。その結果、ダウンリンクチャネル品質を十分に使用することができ、送信効率
が改善される。さらに、本発明のこの実施形態では、UEの送信集合内の各セルによって送
信されるダウンリンク送信ストリームのSINRが、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのア
ップリンクチャネル行列に従って判定され、UEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダ
ウンリンク送信ストリームのSINRに従って判定され、これが、量子化された値(CQI)を使
用することによって判定されるダウンリンクMCSが従来技術において不正確であるという
問題を防ぎ、その結果、取得される第2のダウンリンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより
正確になる。さらに、本発明のこの実施形態では、UEの第2のダウンリンクMCSとUEに割り
振られる第1のセルの送信リソースとに従って、送信リソース上でUEに送信されるTBSが判
定される。第2のダウンリンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより正確なので、TBSの計算
の正確さを改善することができ、送信効率がさらに改善される。
【０４９６】
　前述の実施形態におけるデータ送信装置内の各構成要素の実施の形および相互作用の形
に関して、対応する方法実施形態内の関係する説明を参照することができることを理解さ
れたい。
【０４９７】
　本発明の実施形態は、データ送信装置を提供し、この装置は、eNBとされ得る。図4を参
照すると、この装置は、
　第1のUEによってフィードバックされたダウンリンクCQIを受信し、第1のUEによってフ
ィードバックされたダウンリンクCQIに従って第1のUEの第1のダウンリンクMCSを判定する
ように構成された、第1のMCS判定モジュール401と、
　第1のUEの、第1のMCS判定モジュール401によって判定される、第1のダウンリンクMCSに
従って第1のUEに第1のセルの送信リソースを割り振るように構成されたリソース割振りモ
ジュール402であって、第1のセルは、第1のUEのサービングセルである、リソース割振り
モジュール402と、
　第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列を獲得するよう
に構成されたチャネル行列獲得モジュール403であって、第1のUEの測定集合内の各セルの
SBレベルのアップリンクチャネル行列は、第1のUEによって第1の基地局に送信されるSRS
に従って判定される、チャネル行列獲得モジュール403と、
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　第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルの、チャネル行列獲得モジュール403によって
獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、第1のUEの送信集合内の各セルによっ
て送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRを判定するように構成されたSINR判定モ
ジュール404と、
　送信されるダウンリンク送信ストリームの、SINR判定モジュール404によって判定され
る、SINRに従って第1のUEの第2のダウンリンクMCSを判定するように構成された第2のMCS
判定モジュール405と
を含む。
【０４９８】
　本発明のこの実施形態では、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンク
チャネル行列が、獲得され、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリ
ンク送信ストリームのSINRが、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンク
チャネル行列に従って判定され、その後、第1のUEの第2のダウンリンクMCSが、送信され
るダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判定される。すなわち、本発明の実施形態
では、ダウンリンクチャネルが、アップリンクチャネルを使用することによって推定され
る。この形で、アップリンクチャネルおよびダウンリンクチャネルが近似するシステム(
たとえば、LTE-TDDシステム)において、第1のダウンリンクMCSより正確な第2のダウンリ
ンクMCSを取得することができる。その結果、ダウンリンクチャネル品質を十分に使用す
ることができ、送信効率が改善される。さらに、本発明のこの実施形態では、第1のUEの
送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRが、第1のUE
の測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って判定され、第1のU
Eの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判
定され、これが、量子化された値(CQI)を使用することによって判定されるダウンリンクM
CSが従来技術において不正確であるという問題を防ぐ。
【０４９９】
　本発明の実施形態は、データ送信装置を提供し、この装置は、eNBとされ得る。図5を参
照すると、この装置は、
　第1のUEによってフィードバックされたダウンリンクCQIを受信し、第1のUEによってフ
ィードバックされたダウンリンクCQIに従って第1のUEの第1のダウンリンクMCSを判定する
ように構成された、第1のMCS判定モジュール501と、
　第1のUEの、第1のMCS判定モジュール501によって判定される、第1のダウンリンクMCSに
従って第1のUEに第1のセルの送信リソースを割り振るように構成されたリソース割振りモ
ジュール502であって、第1のセルは、第1のUEのサービングセルである、リソース割振り
モジュール502と、
　第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列を獲得するよう
に構成されたチャネル行列獲得モジュール503であって、第1のUEの測定集合内の各セルの
SBレベルのアップリンクチャネル行列は、第1のUEによって第1の基地局に送信されるSRS
に従って判定される、チャネル行列獲得モジュール503と、
　第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルの、チャネル行列獲得モジュール503によって
獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、第1のUEの送信集合内の各セルによっ
て送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRを判定するように構成されたSINR判定モ
ジュール504と、
　送信されるダウンリンク送信ストリームの、SINR判定モジュール504によって判定され
る、SINRに従って第1のUEの第2のダウンリンクMCSを判定するように構成された第2のMCS
判定モジュール505と
を含む。
【０５００】
　具体的には、第1のMCS判定モジュール501は、ダウンリンクCQIを使用することによって
、CQIとダウンリンクMCSとの間の対応に従って第1のダウンリンクMCSを判定するように構
成される。
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【０５０１】
　オプションで、リソース割振りモジュール502は、第1のセル内のすべてのUEの第1のダ
ウンリンクMCSに従い、PFアルゴリズムまたはRRアルゴリズムに基づいて、第1のUEに送信
リソースを割り振るように構成される。
【０５０２】
　具体的には、リソース割振りモジュール502は、第1のダウンリンクMCSおよび第1のセル
内のすべてのUEのヒストリカル送信レートに従って第1のセルのSB上の第1のセル内の各UE
の初期優先順位を判定し、第1のUEの初期優先順位に従って第1のUEにSBを割り振るように
構成され得る。
【０５０３】
　具体的には、リソース割振りモジュール502は、第1のダウンリンクMCSおよび第1のセル
内のすべてのUEのヒストリカル送信レートに従って第1のセルのSB上での第1のセル内の各
UEの優先順位キューを判定し、第1のセル内の各UEによって送信されるリソース要求およ
び優先順位キューに従って第1のセル内のすべてのUEに第1のセルのSBを割り振り、第1のU
Eが優先順位キューの第1の位置内に配置されている時に、第1のUEにSBを割り振り、優先
順位内の第1のUEの位置を調整するように構成され得る。
【０５０４】
　この実施形態の1つの実施の形では、SINR判定モジュール504は、
　第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルの、チャネル行列獲得モジュール503によって
獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、第1のUEの送信集合内の各セルによっ
て送信されるダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを判定するように構成された
第1のSINR判定ユニットと、
　第1のUEの送信集合内のセルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSBレベ
ルの、第1のSINR判定ユニットによって判定される、SINRを合成し、第1のUEの送信集合内
の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRを取得するように構成さ
れた第2のSINR判定ユニットと
を含むことができる。
【０５０５】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、SINR判定モジュール504は、第1のSINR判定ユ
ニットが、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルの、チャネル行列獲得モジュール503
によって獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、第1のUEの送信集合内の各セ
ルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを判定する前に、送
信されるダウンリンク送信ストリームに関して、第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレ
ベルの干渉および雑音電力を0にセットするように構成された第1の雑音判定ユニットをさ
らに含むことができる。
【０５０６】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、SINR判定モジュール504は、第1のSINR判定ユ
ニットが、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルの、チャネル行列獲得モジュール503
によって獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、第1のUEの送信集合内の各セ
ルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを判定する前に、第
1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルの、チャネル行列獲得モジュール503によって獲得
される、アップリンクチャネル行列に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに
関する第1のUEの送信集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するよう
に構成された第2の雑音判定ユニットをさらに含むことができる。
【０５０７】
　オプションで、第2の雑音判定ユニットは、
　第1のUEの測定集合内の各セルのSBの、チャネル行列獲得モジュール503によって獲得さ
れる、アップリンクチャネル行列に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関
する第1のUEの測定集合内のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するように構成
された第1の雑音判定サブユニットと、
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　送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合内のセルのSBレベ
ルの、第1の雑音判定サブユニットによって判定される、干渉および雑音電力に従って、
送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレ
ベルの干渉および雑音電力を判定するように構成された第2の雑音判定サブユニットと
　を含むことができる。
【０５０８】
　具体的には、第1の雑音判定サブユニットは、式(2)に従って、送信されるダウンリンク
送信ストリームに関する第1のUEの測定集合内のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を
判定するように構成される。
【０５０９】
　具体的には、第2の雑音判定サブユニットは、式(3)に従って、送信されるダウンリンク
送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電
力を判定するように構成される。
【０５１０】
　オプションで、第2の雑音判定ユニットは、
　第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルの、チャネル行列獲得モジュール503によって
獲得される、アップリンクチャネル行列に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信
ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を
判定するように構成された第3の雑音判定サブユニットと、
　第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセ
ルのSBレベルの、第3の雑音判定サブユニットによって判定される、干渉および雑音電力
に従って、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の
外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するように構成された第4の雑音判定
サブユニットと
　を含むことができる。
【０５１１】
　オプションで、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリン
クCQIが、第1の信号対雑音比に従って取得される時に、第3の雑音判定サブユニットは、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に、式(4)に
従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外
部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定し、あるいは、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化である場合に、式(5)に
従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外
部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定する
　ように構成される。
【０５１２】
　オプションで、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するダウンリン
クCQIが、第2の信号対雑音比に従って取得される時に、第3の雑音判定サブユニットは、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に、式(6)に
従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外
部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定し、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1のUEの送信
集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが、送信モードTM8
である場合に、式(7)に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する
第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定し、あるいは、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1のUEの送信
集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが、送信モードTM9
である場合に、式(8)に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する
第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定する
　ように構成される。
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【０５１３】
　オプションで第4の雑音判定サブユニットは、次(9)に従って、送信される第stxのダウ
ンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉およ
び雑音電力を判定するように構成される。
【０５１４】
　オプションで、送信されるダウンリンク送信ストリームのストリーム量Stxが、仮定さ
れるダウンリンク送信ストリームのストリーム量Sfbと等しいすなわちStx=Sfbである時に
、第4の雑音判定サブユニットは、次(10)に従って、送信される第stxのダウンリンク送信
ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を
判定するように構成される。
【０５１５】
　オプションで、第2の雑音判定ユニットは、
　送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセ
ルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算すべきかどうかを判定するように構成された判
定ユニットと、
　判定ユニットが、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測
定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算すべきではないと判定する時
に、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関して、第1のUEの測定集合の外部
のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を0にセットするように構成された第5の雑音判定
ユニットと、
　判定ユニットが、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測
定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算すべきであると判定する時に
、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するCQIに従って、第sfbの仮定
されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベル
の干渉および雑音電力を判定し、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関す
る第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力に従って、送信され
る第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベ
ルの干渉および雑音電力を判定するように構成された第6の雑音判定ユニットと
　を含むことができる。
【０５１６】
　オプションで、判定ユニットは、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関
する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算するのに必
要なコードの量としきい値を比較し、コードの量がしきい値より多い場合に、送信される
第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベル
の干渉および雑音電力を計算せず、コードの量がしきい値より少ない場合に、送信される
第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベル
の干渉および雑音電力を計算するように構成される。
【０５１７】
　オプションで、判定ユニットは、別々に、MをMThrと比較し、(M-T)をIThrと比較し、M>
MThrかつ(M-T)>IThrである場合に、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関
する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算せず、そう
でない場合に、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集
合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を計算するように構成され、MThrおよび
IThrは、集合しきい値であり、一般に、MThr=3かつIThr=2である。
【０５１８】
　オプションで、第1のSINR判定ユニットは、MRC等化アルゴリズムに従って、第1のUEの
測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリームのSBレベル
のSINRを判定するように構成される。
【０５１９】
　オプションで、第1のSINR判定ユニットは、IRC等化アルゴリズムに従って、第1のUEの
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測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリームのSBレベル
のSINRを判定するように構成される。
【０５２０】
　オプションで、第2のSINR判定ユニットは、平均化方法に従って、第1のUEの送信集合内
のセルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを合成
するように構成される。
【０５２１】
　オプションで、第2のSINR判定ユニットは、EESM合成方法に従って、第1のUEの測定集合
内のセルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを合
成するように構成される。
【０５２２】
　具体的には、第2のMCS判定モジュール505は、第1のUEの第2のダウンリンクMCSとして、
【０５２３】
【数１８０】

【０５２４】
を満足する最大のSINRMCSに対応するMCSを選択するように構成され、ここで、
【０５２５】
【数１８１】

【０５２６】
は、第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリー
ムのSINRであり、SINRMCSは、MCSに対応するSINRである。
【０５２７】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、この装置は、第1のUEの測定集合内のセルとし
て、第1のセルに隣接するセルまたは式(1)を満足するセルを使用するように構成された測
定集合判定モジュールをさらに含む。
【０５２８】
　本発明のもう1つの実施の形では、この装置は、第2のMCS判定モジュール505によって判
定される第1のUEの第2のダウンリンクMCSと第1のセルの送信リソースとに従って、第1のU
Eに割り振られる第1のセルの送信リソース上で第1のUEに送信されるTBSを判定するように
構成されたTBS判定モジュール506をさらに含むことができる。
【０５２９】
　本発明のもう1つの実施の形では、この装置は、第1のUEに制御シグナリングを送信する
ように構成された送信モジュールをさらに含むことができ、制御シグナリングは、第2の
ダウンリンクMCSと第1のUEの送信リソース割振り情報とを含み、送信リソース割振り情報
は、第1のUEに割り振られる第1のセルの送信リソースを示すのに使用される。
【０５３０】
　本発明のこの実施形態では、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンク
チャネル行列が、獲得され、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリ
ンク送信ストリームのSINRが、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンク
チャネル行列に従って判定され、その後、第1のUEの第2のダウンリンクMCSが、送信され
るダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判定される。すなわち、本発明のこの実施
形態では、ダウンリンクチャネルは、アップリンクチャネルを使用することによって推定
される。この形で、アップリンクチャネルおよびダウンリンクチャネルが近似するシステ
ム(たとえば、LTE-TDDシステム)において、第1のダウンリンクMCSより正確な第2のダウン
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リンクMCSを取得することができる。その結果、ダウンリンクチャネル品質を十分に使用
することができ、送信効率が改善される。さらに、本発明のこの実施形態では、第1のUE
の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRが、第1のU
Eの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って判定され、第1の
UEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判
定され、これが、量子化された値(CQI)を使用することによって判定されるダウンリンクM
CSが従来技術において不正確であるという問題を防ぎ、その結果、取得される第2のダウ
ンリンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより正確になる。さらに、本発明のこの実施形態
では、第1のUEの第2のダウンリンクMCSと第1のUEに割り振られる第1のセルの送信リソー
スとに従って、送信リソース上で第1のUEに送信されるTBSが判定される。第2のダウンリ
ンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより正確なので、TBSの計算の正確さを改善することが
でき、送信効率がさらに改善される。
【０５３１】
　前述の実施形態におけるデータ送信装置内の各モジュールおよびユニットの実施の形お
よび相互作用の形に関して、対応する方法実施形態内の関係する説明を参照することがで
きることを理解されたい。
【０５３２】
　本発明の実施形態は、データ送信装置を提供し、この装置は、図6に示されているよう
に、eNBとされ得る。この装置は、受信器61およびプロセッサ62などの構成要素を含む。
当業者は、図6に示された構造が、装置に対する限定を構成しないことを理解することが
できる。この装置は、この図に示されたものより多数またはより少数の構成要素を含むこ
とができ、あるいは、いくつかの構成要素の組合せを含むことができ、あるいは、異なる
構成要素配置を有することができる。
【０５３３】
　以下では、図6に関連して装置60の各構成要素を詳細に紹介する。
【０５３４】
　受信器61は、第1の基地局に属するUEによってフィードバックされたダウンリンクCQIを
受信するように構成され得、第1の基地局は、第1のUEの測定集合内の各セルが属する基地
局である。
【０５３５】
　プロセッサ62は、第1のUEによってフィードバックされ、受信器61によって受信された
ダウンリンクCQIに従って第1のUEの第1のダウンリンクMCSを判定し、第1のUEの判定され
た第1のダウンリンクMCSに従って第1のUEに第1のセルの送信リソースを割り振り、第1の
セルは、第1のUEのサービングセルであり、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのア
ップリンクチャネル行列を獲得し、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリ
ンクチャネル行列は、第1のUEによって第1の基地局に送信されるSRSに従って判定され得
、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って、第1の
UEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRを判定し
、送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRに従って第1のUEの第2のダウンリンクMC
Sを判定するように構成され得る。
【０５３６】
　具体的には、プロセッサ62は、ダウンリンクCQIを使用することによって、CQIとダウン
リンクMCSとの間の対応に従って第1のダウンリンクMCSを判定するように構成され得る。
【０５３７】
　オプションで、プロセッサ62は、PFアルゴリズムまたはRRアルゴリズムに従って、第1
のUEに送信リソースを割り振るように構成され得る。
【０５３８】
　具体的には、プロセッサ62は、第1のダウンリンクMCSおよびUEのヒストリカル送信レー
トに従ってSB上のUEの初期優先順位を判定し、初期優先順位の降順でUEにSBを順次割り振
るように構成され得る。
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【０５３９】
　具体的には、プロセッサ62は、第1のダウンリンクMCSおよびUEのヒストリカル送信レー
トに従ってSB上のUEの優先順位キューを判定し、UEによって送信されたリソース要求およ
び優先順位キューに従って第1のUEにSBを割り振り、第1のUEの優先順位を調整するように
構成され得る。
【０５４０】
　より具体的には、プロセッサ62は、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップ
リンクチャネル行列に従って、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウン
リンク送信ストリームのSBレベルのSINRを判定し、第1のUEの送信集合内のセルによって
送信されるダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを合成し、第1のUEの送信集合
内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRを取得するように構成
され得る。
【０５４１】
　この実施形態の第1の実施の形では、プロセッサ62は、第1のUEの測定集合内の各セルの
SBレベルのアップリンクチャネル行列に従って、第1のUEの送信集合内の各セルによって
送信されるダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを判定する前に、送信されるダ
ウンリンク送信ストリームに関して、第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉
および雑音電力を0にセットするように構成され得る。
【０５４２】
　この実施形態の第2の実施の形では、プロセッサ62は、第1のUEの測定集合内の各セルの
SBレベルのアップリンクチャネル行列に従って、第1のUEの送信集合内の各セルによって
送信されるダウンリンク送信ストリームのSBレベルのSINRを判定する前に、第1のUEの測
定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って、送信されるダウンリ
ンク送信ストリームに関する第1のUEの送信集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑
音電力を判定するように構成され得る。
【０５４３】
　この実施形態の第3の実施の形では、プロセッサ62は、第1のUEの測定集合内の各セルの
SBレベルのアップリンクチャネル行列に従って、送信されるダウンリンク送信ストリーム
に関する第1のUEの測定集合内のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定し、送信さ
れるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合内のセルのSBレベルの干渉
および雑音電力に従って、送信されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測
定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するように構成され得る。
【０５４４】
　オプションで、プロセッサ62は、式(2)に従って、送信されるダウンリンク送信ストリ
ームに関する第1のUEの測定集合内のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するよ
うに構成され得る。
【０５４５】
　オプションで、プロセッサ62は、式(3)に従って、送信されるダウンリンク送信ストリ
ームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定す
るように構成され得る。
【０５４６】
　この実施形態の第4の実施の形では、プロセッサ62は、第1のUEの測定集合内の各セルの
SBレベルのアップリンクチャネル行列に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ス
トリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判
定し、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部
のセルのSBレベルの干渉および雑音電力に従って、送信される第stxのダウンリンク送信
ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を
判定するように構成され得る。
【０５４７】
　オプションで、プロセッサ62は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対



(69) JP 6211177 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

応するダウンリンクCQIが、第1の信号対雑音比に従って取得される時に、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に、式(4)に
従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外
部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定し、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化である場合に、式(5)に
従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外
部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定する
　ように構成され得る。
【０５４８】
　オプションで、プロセッサ62は、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対
応するダウンリンクCQIが、第2の信号対雑音比に従って取得される時に、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、送信ダイバーシティである場合に、式(6)に
従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外
部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定し、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1のUEの送信
集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが、送信モードTM8
である場合に、式(7)に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する
第1のUEの測定集合の外部の基地局のSBレベルの干渉および雑音電力を判定し、
　第1のUEによって仮定される送信モードが、閉ループ空間多重化であり、第1のUEの送信
集合内のセルによるダウンリンク送信ストリームの送信の送信モードが、送信モードTM9
である場合に、式(8)に従って、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する
第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定する
　ように構成され得る。
【０５４９】
　オプションで、プロセッサ62は、式(9)に従って、送信される第stxのダウンリンク送信
ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を
判定するように構成され得る。
【０５５０】
　オプションで、プロセッサ62は、送信されるダウンリンク送信ストリームのストリーム
量Stxが、仮定されるダウンリンク送信ストリームのストリーム量Sfbと等しいすなわちSt
x=Sfbである時に、式(10)に従って、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関
する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するように
構成され得る。

【０５５１】
　この実施形態の第5の実施の形では、プロセッサ62は、送信される第stxのダウンリンク
送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電
力を判定すべきかどうかを判定し、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関
する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定しない時に
、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関して、第1のUEの測定集合の外部の
セルのSBレベルの干渉および雑音電力を0にセットし、送信される第stxのダウンリンク送
信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力
を判定する時に、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに対応するCQIに従って
、第sfbの仮定されるダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセ
ルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定し、第sfbの仮定されるダウンリンク送信スト
リームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力に従っ
て、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部の
セルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するように構成され得る。
【０５５２】
　オプションで、プロセッサ62は、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関
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する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するのに必
要なコードの量としきい値を比較し、コードの量がしきい値より多い場合に、送信される
第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベル
の干渉および雑音電力を判定せず、コードの量がしきい値より少ない場合に、送信される
第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベル
の干渉および雑音電力を判定するように構成され得る。
【０５５３】
　オプションで、プロセッサ62は、別々に、MをMThrと比較し、(M-T)をIThrと比較し、M>
MThrかつ(M-T)>IThrである場合に、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関
する第1のUEの測定集合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定せず、そう
でない場合に、送信される第stxのダウンリンク送信ストリームに関する第1のUEの測定集
合の外部のセルのSBレベルの干渉および雑音電力を判定するように構成され得、MThrおよ
びIThrは、集合しきい値であり、一般に、MThr=3かつIThr=2である。
【０５５４】
　この実施形態の1つの実施の形では、プロセッサ62は、MRC等化アルゴリズムに従って、
第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリームの
SBレベルのSINRを判定するように構成され得る。
【０５５５】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、プロセッサ62は、IRC等化アルゴリズムに従っ
て、第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリー
ムのSBレベルのSINRを判定するように構成され得る。
【０５５６】
　この実施形態の1つの実施の形では、プロセッサ62は、平均化方法に従って、第1のUEの
測定集合内のセルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリームのSBレベルのS
INRを合成するように構成され得る。
【０５５７】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、プロセッサ62は、EESM合成方法に従って、第1
のUEの測定集合内のセルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリームのSBレ
ベルのSINRを合成するように構成され得る。
【０５５８】
　具体的には、プロセッサ62は、第1のUEの第2のダウンリンクMCSとして、
【０５５９】
【数１８２】

【０５６０】
を満足する最大のSINRMCSに対応するMCSを選択するように構成され得、ここで、
【０５６１】
【数１８３】

【０５６２】
は、第1のUEの測定集合内の各セルによって送信される第stxのダウンリンク送信ストリー
ムのSINRであり、SINRMCSは、MCSに対応するSINRである。
【０５６３】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、プロセッサ62は、第1のUEの測定集合内のセル
として、第1のセルに隣接するセルまたは式(1)を満足するセルを使用するように構成され
得る。
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【０５６４】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、プロセッサ62は、第1のUEの第2のダウンリン
クMCSと第1のセルの送信リソースとに従って、第1のUEに割り振られる第1のセルの送信リ
ソース上で第1のUEに送信されるTBSを判定するようにさらに構成され得る。
【０５６５】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、この装置は、送信器63をさらに含むことがで
きる。送信器63は、第1のUEに制御シグナリングを送信するように構成され得、制御シグ
ナリングは、第2のダウンリンクMCSおよび第1のUEの送信リソース割振り情報を含み、送
信リソース割振り情報は、第1のUEに割り振られる第1のセルの送信リソースを示すのに使
用される。
【０５６６】
　本発明のこの実施形態では、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンク
チャネル行列が、獲得され、第1のUEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリ
ンク送信ストリームのSINRが、第1のUEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンク
チャネル行列に従って判定され、その後、第1のUEの第2のダウンリンクMCSが、送信され
るダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判定される。すなわち、本発明のこの実施
形態では、ダウンリンクチャネルは、アップリンクチャネルを使用することによって推定
される。この形で、アップリンクチャネルおよびダウンリンクチャネルが近似するシステ
ム(たとえば、LTE-TDDシステム)において、第1のダウンリンクMCSより正確な第2のダウン
リンクMCSを取得することができる。その結果、ダウンリンクチャネル品質を十分に使用
することができ、送信効率が改善される。さらに、本発明のこの実施形態では、第1のUE
の送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRが、第1のU
Eの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って判定され、第1の
UEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRに従って判
定され、これが、量子化された値(CQI)を使用することによって判定されるダウンリンクM
CSが従来技術において不正確であるという問題を防ぎ、その結果、取得される第2のダウ
ンリンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより正確になる。さらに、本発明のこの実施形態
では、第1のUEの第2のダウンリンクMCSと第1のUEに割り振られる第1のセルの送信リソー
スとに従って、送信リソース上で第1のUEに送信されるTBSが判定される。第2のダウンリ
ンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより正確なので、TBSの計算の正確さを改善することが
でき、送信効率がさらに改善される。
【０５６７】
　前述の実施形態におけるデータ送信装置内の各構成要素の実施の形および相互作用の形
に関して、対応する方法実施形態内の関係する説明を参照することができることを理解さ
れたい。
【０５６８】
　本発明の実施形態は、UEを提供する。図7を参照すると、このUEは、
　第1のセルが属する基地局にダウンリンクCQIを送信するように構成されたCQI送信モジ
ュール701であって、第1のセルは、UEのサービングセルである、CQI送信モジュール701と
、
　第1の基地局にSRSを送信するように構成されたSRS送信モジュール702であって、第1の
基地局は、UEの測定集合内の各セルが属する基地局である、SRS送信モジュール702と、
　基地局によって送信される送信リソース割振り情報と第2のダウンリンクMCSとを受信す
るように構成された受信モジュール703であって、送信リソース割振り情報は、基地局に
よってUEに割り振られる第1のセルの送信リソースを示すのに使用され、送信リソースは
、基地局がUEによって送信されたダウンリンクCQIに従って第1のダウンリンクMCSを判定
した後に、第1のダウンリンクMCSに従ってUEに割り振られ、第2のダウンリンクMCSは、UE
の測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列を獲得することと、UEの測
定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従って、UEの送信集合内の各
セルによって送信されるダウンリンク送信ストリームのSINRを判定することと、送信され
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るダウンリンク送信ストリームのSINRに従ってUEの第2のダウンリンクMCSを判定すること
とという形で基地局によって判定され、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリン
クチャネル行列は、UEによって第1の基地局に送信されたSRSに従って判定され、送信集合
は、測定集合の部分集合である、受信モジュール703と
　を含む。
【０５６９】
　この実施形態の1つの実施の形では、受信モジュール703は、基地局によって送信される
制御シグナリングを受信するように構成され得、制御シグナリングは、送信リソース割振
り情報と第2のダウンリンクMCSとを含む。
【０５７０】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、UEは、受信される送信リソース割振り情報と
第2のダウンリンクMCSとに従って、UEに割り振られる第1のセルの送信リソース上で基地
局によってUEに送信されるTBSを判定するように構成されたTBS判定モジュールをさらに含
むことができる。
【０５７１】
　本発明のこの実施形態では、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネ
ル行列が、獲得され、UEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信スト
リームのSINRが、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従っ
て判定され、その後、UEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダウンリンク送信ストリ
ームのSINRに従って判定される。すなわち、本発明のこの実施形態では、ダウンリンクチ
ャネルは、アップリンクチャネルを使用することによって推定される。この形で、アップ
リンクチャネルおよびダウンリンクチャネルが近似するシステム(たとえば、LTE-TDDシス
テム)において、第1のダウンリンクMCSより正確な第2のダウンリンクMCSを取得すること
ができる。その結果、ダウンリンクチャネル品質を十分に使用することができ、送信効率
が改善される。さらに、本発明のこの実施形態では、UEの送信集合内の各セルによって送
信されるダウンリンク送信ストリームのSINRが、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのア
ップリンクチャネル行列に従って判定され、UEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダ
ウンリンク送信ストリームのSINRに従って判定され、これが、量子化された値(CQI)を使
用することによって判定されるダウンリンクMCSが従来技術において不正確であるという
問題を防ぎ、その結果、取得される第2のダウンリンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより
正確になる。さらに、本発明のこの実施形態では、UEの第2のダウンリンクMCSとUEに割り
振られる第1のセルの送信リソースとに従って、送信リソース上でUEに送信されるTBSが判
定される。第2のダウンリンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより正確なので、TBSの計算
の正確さを改善することができ、送信効率がさらに改善される。
【０５７２】
　前述の実施形態におけるデータ送信装置内の各構成要素の実施の形および相互作用の形
に関して、対応する方法実施形態内の関係する説明を参照することができることを理解さ
れたい。
【０５７３】
　本発明の実施形態は、図8に示されているように、UEを提供する。このUEは、送信器81
、受信器82、およびプロセッサ83などの構成要素を含む。当業者は、図8に示された構造
が、UEに対する限定を構成しないことを理解することができる。このUEは、この図に示さ
れたものより多数またはより少数の構成要素を含むことができ、あるいは、いくつかの構
成要素の組合せを含むことができ、あるいは、異なる構成要素配置を有することができる
。
【０５７４】
　以下では、図8に関連してUE 80の各構成要素を詳細に紹介する。
【０５７５】
　送信器81は、第1のセルが属する基地局にダウンリンクCQIを送信するように構成され得
、第1のセルは、UEのサービングセルである。
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【０５７６】
　送信器81は、第1の基地局にSRSを送信するようにさらに構成され得、第1の基地局は、U
Eの測定集合内の各セルが属する基地局である。
【０５７７】
　受信器82は、基地局によって送信される送信リソース割振り情報および第2のダウンリ
ンクMCSを受信するように構成され得る。
【０５７８】
　この実施形態では、送信リソース割振り情報は、基地局によってUEに割り振られる第1
のセルの送信リソースを示すのに使用され、送信リソースは、基地局がUEによって送信さ
れたダウンリンクCQIに従って第1のダウンリンクMCSを判定した後に、第1のダウンリンク
MCSに従ってUEに割り振られ、第2のダウンリンクMCSは、UEの測定集合内の各セルのSBレ
ベルのアップリンクチャネル行列を獲得することと、UEの測定集合内の各セルのSBレベル
のアップリンクチャネル行列に従って、UEの送信集合内の各セルによって送信されるダウ
ンリンク送信ストリームのSINRを判定することと、送信されるダウンリンク送信ストリー
ムのSINRに従ってUEの第2のダウンリンクMCSを判定することとという形で基地局によって
判定され、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列は、UEによっ
て第1の基地局に送信されたSRSに従って判定され、送信集合は、測定集合の部分集合であ
る。
【０５７９】
　この実施形態の1つの実施の形では、受信器82は、基地局によって送信される制御シグ
ナリングを受信するように構成され得、制御シグナリングは、送信リソース割振り情報と
第2のダウンリンクMCSとを含む。
【０５８０】
　この実施形態のもう1つの実施の形では、プロセッサ83は、受信される送信リソース割
振り情報と第2のダウンリンクMCSとに従って、UEに割り振られる第1のセルの送信リソー
ス上で基地局によってUEに送信されるTBSを判定するように構成され得る。
【０５８１】
　本発明のこの実施形態では、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネ
ル行列が、獲得され、UEの送信集合内の各セルによって送信されるダウンリンク送信スト
リームのSINRが、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのアップリンクチャネル行列に従っ
て判定され、その後、UEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダウンリンク送信ストリ
ームのSINRに従って判定される。すなわち、本発明のこの実施形態では、ダウンリンクチ
ャネルは、アップリンクチャネルを使用することによって推定される。この形で、アップ
リンクチャネルおよびダウンリンクチャネルが近似するシステム(たとえば、LTE-TDDシス
テム)において、第1のダウンリンクMCSより正確な第2のダウンリンクMCSを取得すること
ができる。その結果、ダウンリンクチャネル品質を十分に使用することができ、送信効率
が改善される。さらに、本発明のこの実施形態では、UEの送信集合内の各セルによって送
信されるダウンリンク送信ストリームのSINRが、UEの測定集合内の各セルのSBレベルのア
ップリンクチャネル行列に従って判定され、UEの第2のダウンリンクMCSが、送信されるダ
ウンリンク送信ストリームのSINRに従って判定され、これが、量子化された値(CQI)を使
用することによって判定されるダウンリンクMCSが従来技術において不正確であるという
問題を防ぎ、その結果、取得される第2のダウンリンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより
正確になる。さらに、本発明のこの実施形態では、UEの第2のダウンリンクMCSとUEに割り
振られる第1のセルの送信リソースとに従って、送信リソース上でUEに送信されるTBSが判
定される。第2のダウンリンクMCSが、第1のダウンリンクMCSより正確なので、TBSの計算
の正確さを改善することができ、送信効率がさらに改善される。
【０５８２】
　前述の実施形態におけるデータ送信装置内の各構成要素の実施の形および相互作用の形
に関して、対応する方法実施形態内の関係する説明を参照することができることを理解さ
れたい。
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【０５８３】
　前述の機能モジュールの分割が、前述の実施形態において提供されるデータ送信装置お
よびユーザ機器がデータ送信を実行する時の説明のための例のみとして使用されることに
留意されたい。実際の応用例では、前述の機能を、要件に従って、実施のために異なる機
能モジュールに割り振ることができる、すなわち、装置およびユーザ機器の内部構造は、
上で説明された機能のすべてまたは一部を実施するために異なる機能モジュールに分割さ
れる。さらに、前述の実施形態において提供されるデータ送信装置(またはユーザ機器)は
、データ送信方法実施形態と同一の概念に属する。データ送信装置の特定の実施プロセス
に関しては、方法実施形態を参照することができ、その詳細をここでもう一度説明するこ
とはしない。
【０５８４】
　当業者は、諸実施形態のステップのすべてまたは一部を、ハードウェアまたは関連ハー
ドウェアに指令するプログラムによって実施できることを理解することができる。プログ
ラムを、コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。記憶媒体は、読取専用メモ
リ、磁気ディスク、または光ディスクを含むことができる。
【０５８５】
　最後に、前述の実施形態が、本発明を限定するのではなく、単に、本発明の技術的解決
策を説明することを意図されたものであることに留意されたい。本発明が、前述の実施形
態に関連して詳細に説明されるが、当業者は、前述の実施形態で説明された技術的解決策
に対する変更またはそのいくつかの技術的特徴に対する同等の置換を、それでも、本発明
の実施形態の技術的解決策の趣旨および範囲から逸脱せずに行うことができることを理解
するに違いない。
【符号の説明】
【０５８６】
　　60　装置
　　61　受信器
　　62　プロセッサ
　　63　送信器
　　80　UE
　　81　送信器
　　82　受信器
　　83　プロセッサ
　　401　第1のMCS判定モジュール
　　402　リソース割振りモジュール
　　403　チャネル行列獲得モジュール
　　404　SINR判定モジュール
　　405　第2のMCS判定モジュール
　　501　第1のMCS判定モジュール
　　502　リソース割振りモジュール
　　503　チャネル行列獲得モジュール
　　504　SINR判定モジュール
　　505　第2のMCS判定モジュール
　　506　TBS判定モジュール
　　701　CQI送信モジュール
　　702　SRS送信モジュール
　　703　受信モジュール
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