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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードに基づいてデ
ータ送信のためにユーザ機器（ＵＥ）をスケジュールすることと、
複数のアンテナポートのうちのアンテナポートを前記ＵＥに割り当てることと、
ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能なダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて前記ＵＥのための制御メッセージを生成することと
、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために前記制御メッセージの
指定されたフィールドを設定することであって、前記指定されたフィールドは、前記ＤＣ
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ＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用されると
き、他の情報を伝達するようにしており、前記指定されたフィールドは、前記ＵＥに割り
当てられた前記アンテナポートを伝達するために使用される１つまたは複数のビットを含
む使用不能なトランスポートブロックの新規データインジケータを備え、設定することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備え、
前記指定されたフィールドは、前記第１のアンテナポートが前記ＵＥに割り当てられてい
ることを示すために第１の値に設定され、前記第２のアンテナポートが前記ＵＥに割り当
てられていることを示すために第２の値に設定される、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
前記新規データインジケータは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポー
トしない前記別の送信モードのために使用されるとき、使用不能なトランスポートブロッ
クに関連付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードに基づいてデ
ータ送信のためにユーザ機器（ＵＥ）をスケジュールするための手段と、
複数のアンテナポートのうちのアンテナポートを前記ＵＥに割り当てるための手段と、
ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能なダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて前記ＵＥのための制御メッセージを生成するための
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手段と、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために前記制御メッセージの
指定されたフィールドを設定するための手段であって、前記指定されたフィールドは、前
記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用さ
れるとき、他の情報を伝達するようにしており、前記指定されたフィールドは、前記ＵＥ
に割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために使用される１つまたは複数のビッ
トを含む使用不能なトランスポートブロックの新規データインジケータを備え、設定する
ための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項５】
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前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備え、
前記指定されたフィールドは、前記第１のアンテナポートが前記ＵＥに割り当てられてい
ることを示すために第１の値に設定され、前記第２のアンテナポートが前記ＵＥに割り当
てられていることを示すために第２の値に設定される、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
前記新規データインジケータは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポー
トしない前記別の送信モードのために使用されるとき、使用不能なトランスポートブロッ
クに関連付けられる、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードに基づいてデ
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ータ送信のためにユーザ機器（ＵＥ）をスケジュールすることと、複数のアンテナポート
のうちのアンテナポートを前記ＵＥに割り当てることと、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする
前記送信モードのために利用可能なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに基づ
いて前記ＵＥのための制御メッセージを生成することと、前記ＵＥに割り当てられた前記
アンテナポートを伝達するために前記制御メッセージの指定されたフィールドを設定する
ことであって、前記指定されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯ
をサポートしない別の送信モードのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにし
ており、前記指定されたフィールドは、前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを
伝達するために使用される１つまたは複数のビットを含む使用不能なトランスポートブロ
ックの新規データインジケータを備え、設定することと、を行うように構成された少なく
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とも１つのプロセッサ
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項８】
前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備え、
前記指定されたフィールドは、前記第１のアンテナポートが前記ＵＥに割り当てられてい
ることを示すために第１の値に設定され、前記第２のアンテナポートが前記ＵＥに割り当
てられていることを示すために第２の値に設定される、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
前記新規データインジケータは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポー
トしない前記別の送信モードのために使用されるとき、使用不能なトランスポートブロッ
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クに関連付けられる、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
記憶された命令を備えるコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、実行されると、
少なくとも１つのコンピュータに、
マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードに基づいてデ
ータ送信のためにユーザ機器（ＵＥ）をスケジュールすることと、
複数のアンテナポートのうちのアンテナポートを前記ＵＥに割り当てることと、
ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能なダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて前記ＵＥのための制御メッセージを生成することと
10

、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために前記制御メッセージの
指定されたフィールドを設定することであって、前記指定されたフィールドは、前記ＤＣ
ＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用されると
き、他の情報を伝達するようにしており、前記指定されたフィールドは、前記ＵＥに割り
当てられた前記アンテナポートを伝達するために使用される１つまたは複数のビットを含
む使用不能なトランスポートブロックの新規データインジケータを備え、設定することと
を行わせる、コンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備え、
前記指定されたフィールドは、前記第１のアンテナポートが前記ＵＥに割り当てられてい
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ることを示すために第１の値に設定され、前記第２のアンテナポートが前記ＵＥに割り当
てられていることを示すために第２の値に設定される、請求項１０に記載のコンピュータ
可読媒体。
【請求項１２】
前記新規データインジケータは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポー
トしない前記別の送信モードのために使用されるとき、使用不能なトランスポートブロッ
クに関連付けられる、請求項１０に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードでユーザ機器
（ＵＥ）を構成するシグナリングを受信することと、
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前記ＵＥに送られた、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能
なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて生成された制御メッセージを
受信することと、
前記制御メッセージの指定されたフィールドに基づいて、複数のアンテナポートの中か
ら、前記ＵＥに割り当てられたアンテナポートを判断することであって、前記指定された
フィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モー
ドのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにしており、前記指定されたフィー
ルドは、前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために使用される１つ
または複数のビットを含む使用不能なトランスポートブロックの新規データインジケータ
を備え、判断することと、
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を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項１４】
前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備え、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを前記判断することは、
前記指定されたフィールドが第１の値に設定されていることに基づいて、前記第１のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断することと、
前記指定されたフィールドが第２の値に設定されていることに基づいて、前記第２のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断することと、
を備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】

50

(4)

JP 5635096 B2 2014.12.3

前記新規データインジケータは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポー
トしない前記別の送信モードのために使用されるとき、使用不能なトランスポートブロッ
クに関連付けられる、請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードでユーザ機器
（ＵＥ）を構成するシグナリングを受信するための手段と、
前記ＵＥに送られた、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能
なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて生成された制御メッセージを
受信するための手段と、
前記制御メッセージの指定されたフィールドに基づいて、複数のアンテナポートの中か
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ら、前記ＵＥに割り当てられたアンテナポートを判断するための手段であって、前記指定
されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送
信モードのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにしており、前記指定された
フィールドは、前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために使用され
る１つまたは複数のビットを含む使用不能なトランスポートブロックの新規データインジ
ケータを備え、判断するための手段と、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１７】
前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備え、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを判断するための前記手段は、

20

前記指定されたフィールドが第１の値に設定されていることに基づいて、前記第１のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断するための手段と、
前記指定されたフィールドが第２の値に設定されていることに基づいて、前記第２のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断するための手段と、
を備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
前記新規データインジケータは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポー
トしない前記別の送信モードのために使用されるとき、使用不能なトランスポートブロッ
クに関連付けられる、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
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マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードでユーザ機器
（ＵＥ）を構成するシグナリングを受信することと、
前記ＵＥに送られた、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能
なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて生成された制御メッセージを
受信することと、
前記制御メッセージの指定されたフィールドに基づいて、複数のアンテナポートの中か
ら、前記ＵＥに割り当てられたアンテナポートを判断することであって、前記指定された
フィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モー
ドのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにしており、前記指定されたフィー
ルドは、前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために使用される１つ
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または複数のビットを含む使用不能なトランスポートブロックの新規データインジケータ
を備え、判断することと、
を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサ、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２０】
前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備え、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを前記判断することは、
前記指定されたフィールドが第１の値に設定されていることに基づいて、前記第１のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断することと、
前記指定されたフィールドが第２の値に設定されていることに基づいて、前記第２のア
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ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断することと、
を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
前記新規データインジケータは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポー
トしない前記別の送信モードのために使用されるとき、使用不能なトランスポートブロッ
クに関連付けられる、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
記憶された命令を備えるコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、実行されると、
少なくとも１つのコンピュータに、
マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードでユーザ機器
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（ＵＥ）を構成するシグナリングを受信することと、
前記ＵＥに送られた、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能
なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて生成された制御メッセージを
受信することと、
前記制御メッセージの指定されたフィールドに基づいて、複数のアンテナポートの中か
ら、前記ＵＥに割り当てられたアンテナポートを判断することであって、前記指定された
フィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モー
ドのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにしており、前記指定されたフィー
ルドは、前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために使用される１つ
または複数のビットを含む使用不能なトランスポートブロックの新規データインジケータ
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を備え、判断することと、
を行わせる、コンピュータ可読媒体。
【請求項２３】
前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備え、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを前記判断することは、
前記指定されたフィールドが第１の値に設定されていることに基づいて、前記第１のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断することと、
前記指定されたフィールドが第２の値に設定されていることに基づいて、前記第２のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断することと、
を備える、請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
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【請求項２４】
前記新規データインジケータは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポー
トしない前記別の送信モードのために使用されるとき、使用不能なトランスポートブロッ
クに関連付けられる、請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本出願は、本発明の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれる、２００９
年８月１２日に出願された「SYSTEMS AND METHODS OF DUAL STREAM BEAMFORMING」と題す
る米国仮出願第６１／２３３，３３３号の優先権を主張する。
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【０００２】
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信ネットワークにおいてデ
ータ送信をサポートするための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
ワイヤレス通信ネットワークは、ボイス、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなどの様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されている。こ
れらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによ
って複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。そのよ
うな多元接続ネットワークの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分
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割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、
直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ−Ｆ
ＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）の通信をサポートする
ことができるいくつかの基地局を含み得る。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップリンクを
介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または順方向リンク）は基地局からＵＥへの
通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）はＵＥから基地局への通信リン
クを指す。基地局から１つまたは複数のＵＥへのダウンリンク上でのデータ送信を効率的
にサポートすることが望ましいことがある。
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【発明の概要】
【０００５】
本明細書では、シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ−ＭＩＭＯ）とマルチユーザＭＩＭ
Ｏ（ＭＵ−ＭＩＭＯ）とを用いてデータ送信をサポートするための技法について説明する
。ＳＵ−ＭＩＭＯの場合、基地局が、所与の時間周波数リソース上で複数のデータストリ
ームを単一のＵＥに送信し得る。ＭＵ−ＭＩＭＯの場合、基地局は、同じ時間周波数リソ
ース上で複数のＵＥに複数のデータストリームを送信し、ＵＥごとに１つまたは複数のデ
ータストリームを送信し得る。ＳＵ−ＭＩＭＯおよびＭＵ−ＭＩＭＯは様々な方法でサポ
ートされ得る。
【０００６】
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一態様では、ＭＵ−ＭＩＭＯの制御情報（たとえば、アンテナポート割当て）は、ダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットの１つまたは複数のフィールドを再使用するこ
とによってＵＥに送られ得る。１つの設計では、ＵＥは、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする
送信モードに基づいてデータ送信のためにスケジュールされ得る。ＵＥには、複数のアン
テナポートのうちのアンテナポートが割り当てられ得る。送信モードのために利用可能な
ＤＣＩフォーマットに基づいて、ＵＥのための制御メッセージが生成され得る。ＵＥに割
り当てられたアンテナポートを伝達（convey)するために、制御メッセージの指定された
フィールドが設定され得る。指定されたフィールドは、ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩ
ＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用されるとき、他の情報（たとえば、局
所または分散仮想リソースブロックの割当ての指示）を伝達し得る。
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【０００７】
別の態様では、階層２ティア（ｔｏｗ−ｔｉｅｒ）構造を使用して、ＵＥのアンテナポ
ート割当てを伝達し得る。１つの設計では、ＵＥは、すべての可能なアンテナポート組合
せのサブセットであり得る複数のアンテナポート組合せで（たとえば、レイヤ３を介して
）構成され得る。各アンテナポート組合せは、複数の利用可能なアンテナポートのうちの
、データ送信のために使用するための少なくとも１つのアンテナに関連し得る。ＵＥには
、所与のデータ送信のために複数のアンテナポート組合せのうちのアンテナポート組合せ
が割り当てられ得る。ＵＥに割り当てられたアンテナポート組合せを伝達するために、制
御情報が（たとえば、レイヤ２を介して）送られ得る。ＵＥに割り当てられたアンテナポ
ート組合せを介して、データがＵＥに送信され得る。
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【０００８】
さらに別の態様では、ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとをサポートする送信
モードで動作しているとき、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）のみを報告するように
、またはＣＱＩとプリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ）の両方を報告するように
上位レイヤを介して構成され得る。１つの設計では、ＵＥは、この送信モードで動作して
いるとき、ＣＱＩを報告するように、ＰＭＩを報告するかまたはＰＭＩを報告しないよう
に（たとえば、レイヤ３を介して半静的に）構成され得る。ＵＥは、ＣＱＩを送り得、Ｐ
ＭＩがＵＥによって報告されるように構成された場合、ＰＭＩをも送り得る。ＣＱＩに基
づいて、またＵＥによって報告された場合、ＰＭＩに基づいてデータがＵＥに送信され得
る。
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【０００９】
さらに別の態様では、ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯおよびＭＵ−ＭＩＭＯがＵＥのためにサ
ポートされ得るようにＣＱＩを報告し得る。１つの設計では、ＵＥは、（ｉ）ＳＵ−ＭＩ
ＭＯの場合、ＵＥによって判断された第１のＣＱＩを送り得、（ｉｉ）ＭＵ−ＭＩＭＯの
場合、ＵＥによって判断された第２のＣＱＩを送り得る。ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯまたは
ＭＵ−ＭＩＭＯを用いてデータ送信のためにスケジュールされ得る。（ｉ）ＵＥがＳＵ−
ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合は第１のＣＱＩに基づいて、（ｉｉ）ＵＥがＭ
Ｕ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合は第２のＣＱＩに基づいて、データがＵＥ
に送信され得る。１つの設計では、第２のＣＱＩは、１つまたは複数のデータストリーム
またはレイヤのための１つまたは複数の差分ＣＱＩ値を備え得る。各差分ＣＱＩ値は、参
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照として第１のＣＱＩに基づいて判断され得る。
【００１０】
本開示の様々な態様および特徴について以下でさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ワイヤレス通信ネットワークを示す図。
【図２】基地局から１つまたは複数のＵＥへのデータ送信を示す図。
【図３】ＤＣＩフォーマットのフィールドを再使用することによってアンテナポート割当
てを伝達するためのプロセスを示す図。
【図４】ＤＣＩフォーマットのフィールドを再使用することによってアンテナポート割当

20

てを伝達するための装置を示す図。
【図５】ＤＣＩフォーマットのフィールドを再使用することによって伝達されたアンテナ
ポート割当てを受信するためのプロセスを示す図。
【図６】ＤＣＩフォーマットのフィールドを再使用することによって伝達されたアンテナ
ポート割当てを受信するための装置を示す図。
【図７】２ティア構造を使用してアンテナポート割当てを伝達するためのプロセスを示す
図。
【図８】２ティア構造を使用してアンテナポート割当てを伝達するための装置を示す図。
【図９】２ティア構造を使用して伝達されたアンテナポート割当てを受信するためのプロ
セスを示す図。
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【図１０】２ティア構造を使用して伝達されたアンテナポート割当てを受信するための装
置を示す図。
【図１１】ＵＥによってＰＭＩ報告を構成するためのプロセスを示す図。
【図１２】ＵＥによってＰＭＩ報告を構成するための装置を示す図。
【図１３】ＵＥによってＰＭＩを報告するためのプロセスを示す図。
【図１４】ＵＥによってＰＭＩを報告するための装置を示す図。
【図１５】ＳＵ−ＭＩＭＯおよびＭＵ−ＭＩＭＯの場合にＣＱＩを受信するためのプロセ
スを示す図。
【図１６】ＳＵ−ＭＩＭＯおよびＭＵ−ＭＩＭＯの場合にＣＱＩを受信するための装置を
示す図。
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【図１７】ＳＵ−ＭＩＭＯおよびＭＵ−ＭＩＭＯの場合にＣＱＩを報告するためのプロセ
スを示す図。
【図１８】ＳＵ−ＭＩＭＯおよびＭＵ−ＭＩＭＯの場合にＣＱＩを報告するための装置を
示す図。
【図１９】基地局およびＵＥのブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ−ＦＤ
ＭＡおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用され得る。
「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤ
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Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ

Ｒａｄｉｏ

Ａｃ

ｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、Ｗ
ｉｄｅｂａｎｄ

ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ｃｄｍａ

２０００は、ＩＳ−２０００、ＩＳ−９５およびＩＳ−８５６規格をカバーする。ＴＤＭ
Ａネットワークは、Ｇｌｏｂａｌ

Ｓｙｓｔｅｍ

ｆｏｒ

Ｍｏｂｉｌｅ

Ｃｏｍｍｕｎ

ｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡネッ
トワークは、Ｅｖｏｌｖｅｄ

ＵＴＲＡ（Ｅ−ＵＴＲＡ）、Ｕｌｔｒａ

Ｍｏｂｉｌｅ

Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ−Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２
．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ−ＯＦＤＭ（登録商標）など
の無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ−ＵＴＲＡは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
ｉｌｅ

Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

。３ＧＰＰ

Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

Ｍｏｂ

10

Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）およびＬＴＥ−Ａｄｖ

ａｎｃｅｄ（ＬＴＥ−Ａ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを利用し、アップリンク上
ではＳＣ−ＦＤＭＡを利用するＥ−ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである
。ＵＴＲＡ、Ｅ−ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ−ＡおよびＧＳＭは、「３ｒｄ
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ

Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）という

名称の団体からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「３ｒｄ
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ

Ｐｒｏｊｅｃｔ

２」（３ＧＰＰ２）

という名称の団体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイ
ヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技
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術に使用され得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではＬＴＥに関
して説明し、以下の説明の大部分でＬＴＥ用語を使用する。
【００１３】
図１に、ＬＴＥネットワークまたは何らかの他のワイヤレスネットワークであり得る、
ワイヤレス通信ネットワーク１００を示す。ワイヤレスネットワーク１００は、いくつか
の進化型ノードＢ（ｅＮＢ）１１０と他のネットワークエンティティとを含み得る。ｅＮ
Ｂは、ＵＥと通信するエンティティであり得、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなど
とも呼ばれることがある。各ｅＮＢ１１０は、特定の地理的エリアに対して通信カバレー
ジを提供し得、カバレージエリア内に位置するＵＥのための通信をサポートし得る。ネッ
トワーク容量を改善するために、ｅＮＢの全体的なカバレージエリアは複数（たとえば、
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３つ）のより小さいエリアに区分され得る。より小さいエリアの各々は、それぞれのｅＮ
Ｂサブシステムによってサービスされ得る。３ＧＰＰでは、「セル」という用語は、この
カバレージエリアにサービスしているｅＮＢおよび／またはｅＮＢサブシステムの最も小
さいカバレージエリアを指すことができる。「ｅＮＢ」および「セル」という用語は、本
明細書では互換的に使用される。
【００１４】
ネットワークコントローラ１３０は、ｅＮＢのセットに結合し得、これらのｅＮＢの調
整および制御を行い得る。ネットワークコントローラ１３０は、モバイル管理エンティテ
ィ（ＭＭＥ）および／または何らかの他のネットワークエンティティを備え得る。
【００１５】
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ＵＥはワイヤレスネットワーク全体に分散され得、各ＵＥは固定または移動であり得る
。ＵＥは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある
。ＵＥは、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信
デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤ
レスローカルループ（ＷＬＬ）局、スマートフォン、ネットブック、スマートブックなど
であり得る。
【００１６】
ワイヤレスネットワーク１００はいくつかの送信モードをサポートし得る。各送信モー
ドは以下に関連し得る。
【００１７】
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・データを送るために使用される物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のため
の特定の送信方式、
・物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で制御情報を送るために使用され得
るＤＣＩフォーマットのペア、および
・他の特徴。
【００１８】
たとえば、ＬＴＥ

Ｒｅｌｅａｓｅ９（Ｒｅｌ−９）は８つの送信モード１〜８をサポ

ートする。送信モード７は、ＰＤＣＣＨ巡回冗長検査（ＣＲＣ）がＵＥ固有識別情報（Ｉ
Ｄ）（またはＣ−ＲＮＴＩ）によってスクランブルされるとき、（ｉ）ＤＣＩフォーマッ
ト１が使用される場合は１つのストリームのためのビームフォーミングをサポートし、ま
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たは（ｉｉ）ＤＣＩフォーマット１Ａが使用される場合は送信ダイバーシティをサポート
する。送信モード８は、（ｉ）第１のＤＣＩフォーマットが使用される場合は２つのスト
リームのためのビームフォーミング（またはデュアルストリームビームフォーミング）を
サポートし、または（ｉｉ）第２のＤＣＩフォーマットが使用される場合は送信ダイバー
シティをサポートする。ビームフォーミングは、ターゲット受信機に向かう送信および／
または意図しない受信機から離れる送信の空間的方向を制御するプロセスである。ビーム
フォーミングは、送信機において送信にプリコーディングベクトルを適用することによっ
て実行され得る。ＬＴＥにおける様々な送信モードは、公開されている「Ｅｖｏｌｖｅｄ
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ

ＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ
る３ＧＰＰ

ＴＳ

Ｃｈａｎｎｅｌｓ

Ｒａｄｉｏ
ａｎｄ

Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ−ＵＴ

Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」と題す
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３６．２１１に記載されている。

【００１９】
送信モード８は、ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとをサポートするために使用され得
る。ＳＵ−ＭＩＭＯの場合、ｅＮＢ／セルは、所与の時間周波数リソース上で単一のＵＥ
に複数（Ｓ個）のデータストリームを送信し得、一般にＳ＞１であり、ＬＴＥ

Ｒｅｌ−

９ではＳ＝２である。ＭＵ−ＭＩＭＯの場合、ｅＮＢは、同じ時間周波数リソース上で複
数のＵＥに複数のデータストリームを送信し、ＵＥごとに１つまたは複数のデータストリ
ームを送信し得る。ＬＴＥ

Ｒｅｌ−９の場合のようにＳ＝２であるとき、送信モード８

は、ＳＵ−ＭＩＭＯを用いて１つのＵＥのためのデュアルストリームビームフォーミング
（ＤＳ−ＢＦ）をサポートするか、またはＭＵ−ＭＩＭＯを用いて２つのＵＥのためのデ
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ュアルストリームビームフォーミング（ＤＳ−ＢＦ）をサポートするために使用され得る
。
【００２０】
図２に、所与の時間周波数リソース上でのｅＮＢから１つまたは複数のＵＥへのデータ
送信を示す。ｅＮＢは複数のアンテナを装備し得る。ＳＵ−ＭＩＭＯの場合、ｅＮＢは、
複数のアンテナを装備した単一のＵＥに複数のデータストリームを送信し得る。ＭＵ−Ｍ
ＩＭＯの場合、ｅＮＢセルは複数のＵＥに複数のデータストリームを送信し得、各ＵＥは
１つまたは複数のアンテナを装備し得る。
【００２１】
ＳＵ−ＭＩＭＯおよびＭＵ−ＭＩＭＯでは、ｅＮＢは、送信より前にデータをプリコー
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ドすることもプリコードしないこともあり、異なるアンテナポートから各データストリー
ムを送信し得る。各アンテナポートは、プリコーディングが実行されない場合は物理アン
テナに対応し得、プリコーディングが実行される場合は仮想アンテナに対応し得る。ｅＮ
Ｂはまた、データストリームが送信される各アンテナポートからＵＥ固有基準信号（ＵＥ
−ＲＳ：UE‑specific reference signal）を送信し得る。基準信号は、送信機および受信
機によってアプリオリ(a priori)に知られる信号であり、パイロットと呼ばれることもあ
る。ＵＥ−ＲＳはＵＥに固有の基準信号であり、たとえば、ＵＥに送信されるデータスト
リームと同様にしてプリコーディングを用いてまたは用いずに生成される。
【００２２】
概して、ＳＵ−ＭＩＭＯまたはＭＵ−ＭＩＭＯの場合、送信モード８ではＳ個のデータ
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ストリームの送信をサポートするためにＳ個のアンテナポートが定義され得る。Ｓ個のア
ンテナポートからＳ個の異なるＵＥ−ＲＳがデータストリームごとに１つずつ送信され得
る。ＵＥは、関連するＵＥ−ＲＳに基づいて、そのＵＥに送信されたデータストリームを
受信し、復調することが可能であり得、データストリーム上でｅＮＢによって実行される
プリコーディングがあったとしても気づいている必要はない。概して、Ｓは任意の好適な
値であり得、Ｓ個のアンテナポートは任意の指定を与えられ得る。ＬＴＥ

Ｒｅｌ−９で

は、Ｓ＝２であり、アンテナポート７および８が送信モード８のために使用される。
【００２３】
ＰＤＣＣＨ上でＵＥに制御情報を送るためにＤＣＩフォーマットのセットがサポートさ
れ得る。各ＤＣＩフォーマットは、ＵＥの様々なタイプの制御情報を伝達するフィールド
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のセットを含み得る。ＬＴＥにおける様々なＤＣＩフォーマットは、公開されている「Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ
ｓ

Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

（Ｅ−ＵＴＲＡ）；

Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ

Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ

ｉｎｇ」と題する３ＧＰＰ

ＴＳ

ａｎｄ

Ｒａｄｉｏ

Ａｃｃｅｓ

ｃｈａｎｎｅｌ

ｃｏｄ

３６．２１２に記載されている。

【００２４】
ＬＴＥでは、ＵＥは、サポートされた送信モードのうちの１つで半静的に構成され得る
。ＰＤＳＣＨ上でのダウンリンクユニキャスト送信の場合、ＵＥは、ＤＣＩフォーマット
１Ａと、構成された送信モードに依存し得る他の１つのＤＣＩフォーマットとの２つの異
なるＤＣＩフォーマットに基づいてＰＤＣＣＨを復号し得る。共通探索空間からの最高６
つの復号候補とＵＥ固有探索空間からの最高１６個の復号候補とをもつ、ＰＤＣＣＨの最

20

高２２個の復号候補がある。ＵＥは、２２個の復号候補の各々の２つの異なるＤＣＩサイ
ズについて４４個のＰＤＣＣＨブラインド復号を実行し得る。複数のＤＣＩフォーマット
は同じＤＣＩサイズを有し得る。
【００２５】
一態様では、ＭＵ−ＭＩＭＯの制御情報（たとえば、アンテナポート割当て）は、ＤＣ
Ｉフォーマットの１つまたは複数のフィールドを再使用することによってＵＥに送られ得
る。１つの設計では、ＬＴＥ
Ａが、ＬＴＥ

Ｒｅｌ−８において定義されているＤＣＩフォーマット１

Ｒｅｌ−９において定義されているＭＵ−ＭＩＭＯをサポートするために

使用され得る。
【００２６】
ＬＴＥ
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Ｒｅｌ−８では、ＤＣＩフォーマット１Ａは以下のフィールドを含む。

【００２７】
・ＤＣＩフォーマット０または１Ａを区別するフラグ、
・局所仮想リソースブロック（ＬＶＲＢ：localized virtual resource block）または
分散仮想リソースブロック（ＤＶＲＢ：distributed virtual resource block）の割当て
を示すフラグ、
・リソースブロック割当て、
・変調およびコーディング方式、
・ＨＡＲＱプロセス数、
・新規データインジケータ、
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・冗長性バージョン、
・物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のための送信電力制御コマンド、およ
び
・ダウンリンク割当てインデック（時分割複信（ＴＤＤ）の場合のみ）。
【００２８】
１つの設計では、ＤＣＩフォーマット１Ａ中のＬＶＲＢ／ＤＶＲＢフラグは、送信モー
ド８においてＭＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥに割り当てられたアンテナポートを伝達するた
めに再使用され得る。送信モード８では、デュアルストリームビームフォーミング（ＤＳ
−ＢＦ）を使用して、２つのアンテナポートから２つのＵＥに２つのデータストリームを
送信し得る。各ＵＥには、２つのアンテナポートのうちの１つが割り当てられ得る。１つ
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の設計では、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の制御メッセージが各ＵＥに送られ得、制御メッ
セージ中のＬＶＲＢ／ＤＶＲＢフラグは、どのアンテナポートがそのＵＥに割り当てられ
ているかを示すために使用され得る。１つの設計では、ＬＶＲＢ／ＤＶＲＢフラグは、（
ｉ）ＵＥに第１のアンテナポート（たとえば、アンテナポート７）が割り当てられている
ことを示す第１の値（たとえば、「０」）に設定されるか、または（ｉｉ）ＵＥに第２の
アンテナポート（たとえば、アンテナポート８）が割り当てられていることを示す第２の
値（たとえば、「１」）に設定され得る。別の設計では、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の別
のフィールドを使用して、ＭＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥに割り当てられたアンテナポート
を伝達し得る。ＤＣＩフォーマット１Ａは、ＭＵ−ＭＩＭＯにおいてＵＥの制御情報を送
るために使用されるとき、コンパクトＤＣＩフォーマットまたはＤＣＩフォーマット１Ｅ
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と呼ばれることがある。
【００２９】
別の設計では、ＬＴＥ
、ＬＴＥ

Ｒｅｌ−８において定義されている別のＤＣＩフォーマットが

Ｒｅｌ−９において定義されているＭＵ−ＭＩＭＯをサポートするために使用

され得る。このＤＣＩフォーマット中のフィールドは、ＭＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥに割
り当てられたアンテナポートを伝達するために再使用され得る。このフィールドは、ＭＵ
−ＭＩＭＯに関係しない（またはあまり関係しない）任意の好適なフィールドであり得る
。
【００３０】
概して、Ｓ個のアンテナポートがＭＵ−ＭＩＭＯのためにサポートされ得る。ＭＵ−Ｍ
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ＩＭＯのためにＳ個のアンテナポートのうちの１つがＵＥに割り当てられ得る場合、
Ｂ＝｜￣ｌｏｇ2（Ｓ）￣｜を使用して、割り当てられたアンテナポートを伝達し得、
「｜￣

￣｜」は天井演算子を示す。たとえば、Ｓ＝８個のアンテナポートがサポートさ

れる場合、Ｂ＝３ビットを使用して、割り当てられたアンテナポートを伝達し得る。
【００３１】
別の設計では、Ｓビットのビットマップを使用して、ＭＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥに割
り当てられた１つまたは複数のアンテナポートを伝達し得る。ビットマップは、利用可能
なアンテナポートごとに１ビットを含み得る。ビットマップ中の各ビットは、（ｉ）対応
するアンテナポートがＵＥに割り当てられていないことを示す第１の値（たとえば、「０
」）に設定されるか、または（ｉｉ）対応するアンテナポートがＵＥに割り当てられてい
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ることを示す第２の値（たとえば、「１」）に設定され得る。
【００３２】
また、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートするために制御メッセージ中で他の情報が送られ得る
。たとえば、制御メッセージは以下のうちの１つまたは複数を含み得る。
【００３３】
・ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされるか、ＭＵ−ＭＩＭＯを用いてスケ
ジュールされるかの指示、
・ランク１送信用にＵＥのために使用されるＵＥ−ＲＳパターンの指示、および
・ＵＥにデータを送るために使用されるＰＤＳＣＨのための送信方式（たとえば、ビー
ムフォーミング、送信ダイバーシティ、大遅延巡回遅延ダイバーシティ（ＣＤＤ：cyclic
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delay diversity）など）の指示。
【００３４】
別の態様では、階層２ティア構造を使用して、ＵＥのアンテナポート割当てを伝達し得
る。１つの設計では、ＵＥは、（たとえば、レイヤ３を介して）すべての可能なアンテナ
ポート組合せのサブセットで構成され得る。たとえば、ＵＥは、Ｍ個の可能なアンテナポ
ート組合せのうちのＮ個のアンテナポート組合せで構成され得、Ｎ＜Ｍである。各アンテ
ナポート組合せは、データ送信のために使用するための１つまたは複数のアンテナポート
に関連し得る。その後、ＵＥには、（たとえば、ＰＤＣＣＨ上で送られるレイヤ２制御情
報を介して）Ｎ個の構成されたアンテナポート組合せのうちの１つが動的に割り当てられ
得る。割り当てられたアンテナポート組合せを伝達するために使用されるビット数は、Ｍ
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個の可能なアンテナポート組合せのサブセットのみでＵＥを構成することによって低減さ
れ得る。一例として、Ｓ＝８個のアンテナポートが利用可能であり得、Ｍ＝２５５個の可
能なアンテナポート組合せが定義され得る。Ｍ＝２５５個の可能なアンテナポート組合せ
のうちの１つのアンテナポート組合せがＵＥに割り当てられ得、８ビットを用いて伝達さ
れ得る。代替的に、ＵＥは、Ｍ＝２５５個の可能なアンテナポート組合せのうちのＮ＝１
６個のアンテナポート組合せで構成され得る。Ｎ＝１６個の構成されたアンテナポート組
合せのうちの１つのアンテナポート組合せがＵＥに割り当てられ得、４ビットを用いて伝
達され得る。
【００３５】
ＵＥに割り当てられたアンテナポート組合せを伝達するために使用されるビットは、Ｕ
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Ｅに制御メッセージを送るために使用されるＤＣＩフォーマットの１つまたは複数のフィ
ールドから取られ得る。たとえば、割り当てられたアンテナポート組合せを伝達するため
に使用されるビットは、（ｉ）ＬＶＲＢ／ＤＶＲＢフラグから取られる１ビット、（ｉｉ
）ＣＲＣのスクランブリングを介して実現される１つまたは複数のビット、（ｉｉｉ）い
くつかの予約済みフィールド（たとえば、コードワードスワップフラグへのトランスポー
トブロックおよび／または使用不能なトランスポートブロックの新規データインジケータ
（ＮＤＩ）など）を再解釈することによって実現される１つまたは複数のビット、（ｉｖ
）電力オフセットインジケータから取られる１ビット、および／または（ｖ）何らかの他
のフィールドから取られる１つまたは複数のビットを備え得る。
【００３６】
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さらに別の態様では、送信モード８のフォールバックモードとして大遅延ＣＤＤが使用
され得る。閉ループビームフォーミング動作がより信頼でき得る低モビリティシナリオで
は、送信モード８のためにデュアルストリームビームフォーミングが使用され得る。この
場合、ＵＥは、特定のプリコーディングベクトルに基づいてＣＱＩを導出し得、ｅＮＢに
（プリコーディングベクトルをもつまたはもたない）ＣＱＩを報告し得る。ｅＮＢは、次
いで、報告されたＣＱＩと、場合によっては、報告された場合プリコーディングベクトル
とに基づいてＵＥにデータを送信し得る。高モビリティシナリオでは、閉ループビームフ
ォーミング動作は信頼できなくなり得、大遅延ＣＤＤなどの開ループビームフォーミング
動作が代わりに使用され得る。大遅延ＣＤＤの場合、ｅＮＢは、プリコーディングベクト
ルのセットを巡回し得、様々な時間間隔において様々なプリコーディングベクトルを使用
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し得る。これは、時間および空間ダイバーシティを与え得る。
【００３７】
ｅＮＢは、（たとえば、チャネル状態および／または他のファクタによって保証される
ときに）送信モード８においてデュアルストリームビームフォーミングから（送信ダイバ
ーシティの代わりに）大遅延ＣＤＤに切り替わり得る。１つの設計では、ｅＮＢは（たと
えば、ＵＥに制御メッセージを送るために異なるＤＣＩフォーマットを使用することによ
って）大遅延ＣＤＤへの切替えをＵＥに通知し得る。別の設計では、ｅＮＢは大遅延ＣＤ
Ｄへの切替えをＵＥに通知しない。
【００３８】
さらに別の態様では、ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとをサポートする送信
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モードでＵＥが動作しているとき、上位レイヤ（たとえば、レイヤ３）を介して（ｉ）Ｃ
ＱＩのみを報告するか、または（ｉｉ）ＣＱＩとＰＭＩおよび／またはランクインジケー
タ（ＲＩ）と組合せを報告するように構成され得る。ＲＩはＵＥへのデータ送信のための
ランクを示し得る。ランクは、ＵＥに送信され得るデータストリームの数、またはＵＥの
データを送信するために使用され得るレイヤの数に対応し得る。ＰＭＩは、ＵＥへの送信
より前にデータをプリコードするために使用すべき（ランク＝１である場合）プリコーデ
ィングベクトル、または（ランク＞１である場合）プリコーディング行列を示し得る。
【００３９】
１つの設計では、ＵＥは、ＰＭＩを報告するかまたは報告しないように構成され、ＲＩ
を報告するかまたは報告しないように構成され得る。この設計では、ＰＭＩとＲＩは別々
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に処理され得、ＵＥはＰＭＩ報告とＲＩ報告とについて別々に構成され得る。別の設計で
は、ＵＥは、ＰＭＩとＲＩの両方を報告するかまたは報告しないように構成され得る。こ
の設計では、ＰＭＩとＲＩはペアリングされ得、ＵＥは、ＰＭＩとＲＩの両方を報告する
かまたはいずれも報告しないように構成され得る。１つの設計では、ＲＩが報告されない
場合、１つのランクが仮定され得る。ＲＩが報告される場合、ランクは１以上の値を有し
得る。
【００４０】
いくつかのシナリオでは、ＰＭＩおよびＲＩを報告する必要がないことがある。たとえ
ば、送信モード８において送信ダイバーシティまたは大遅延ＣＤＤが使用されるとき、（
あるとしても）プリコーディングはＵＥからの入力なしにｅＮＢによって実行され得る。
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この場合、ＵＥは、上位レイヤを介してＣＱＩのみを報告し、ＰＭＩまたはＲＩを報告し
ないように構成され得る。送信モード８においてビームフォーミングが使用されるときで
も、ＰＭＩおよびＲＩは、ビームフォーミングがどのように実行されるかに応じて報告さ
れることも報告されないこともある。閉ループビームフォーミングの場合、ＵＥは、ＰＭ
ＩとＲＩとＣＱＩとを報告するように構成され得、ｅＮＢは、ＵＥへの送信より前にデー
タをプリコードするために、報告されたＰＭＩを使用し得る。ＴＤＤが採用される場合、
ダウンリンクとアップリンクの両方のために同じ周波数スペクトルが使用され得る。ＴＤ
Ｄでは、ｅＮＢは、ダウンリンクとアップリンクとの間のチャネル相反性を仮定し得、ア
ップリンク上でＵＥによって送信された基準信号に基づいてダウンリンクのためのＰＭＩ
とＲＩとを判断することが可能であり得る。この場合、ＵＥは、ＰＭＩおよびＲＩの報告
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をスキップし得、ＣＱＩのみを報告し得る。
【００４１】
さらに別の態様では、ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯおよびＭＵ−ＭＩＭＯがＵＥのためにサ
ポートされ得るようにＣＱＩを報告し得る。ＵＥは、所与のスケジューリング期間におい
てＳＵ−ＭＩＭＯまたはＭＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされ得る。ＵＥは、ＵＥに
送信され得る各データストリームの受信信号品質を判断し得る。各データストリームの受
信信号品質は、ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされるか、ＭＵ−ＭＩＭＯを
用いてスケジュールされるかに依存し得る。所与のデータストリームの受信信号品質の差
は、（ｉ）ＳＵ−ＭＩＭＯのデータストリームとＭＵ−ＭＩＭＯのデータストリームとの
ために使用されている異なるプリコーディングベクトル、（ｉｉ）ＳＵ−ＭＩＭＯのデー
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タストリームとＭＵ−ＭＩＭＯのデータストリームとによって観測されている異なる干渉
、（ｉｉｉ）ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとのために使用されている異なる送信電力
レベル、および／または（ｉｖ）ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとについて異なり得る
他のファクタに起因し得る。いずれの場合も、ＳＵ−ＭＩＭＯのＣＱＩはＭＵ−ＭＩＭＯ
のＣＱＩとは異なり得る。
【００４２】
ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯの両方のための各データストリームの受信信
号品質を推定し得る。受信信号品質は信号対雑音干渉比（ＳＩＮＲ）または何らかの他の
メトリックによって定量化され得る。ＳＵ−ＭＩＭＯに対するセル内干渉はなく、ＭＵ−
ＭＩＭＯに対するある程度のセル内干渉はあり得るので、ＳＵ−ＭＩＭＯのＳＩＮＲとＭ
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Ｕ−ＭＩＭＯのＳＩＮＲは異なり得る。ＳＵ−ＭＩＭＯの場合、ＵＥは、データ送信のた
めに使用され得る様々な可能なプリコーディングベクトルおよび行列を評価し、最良のプ
リコーディングベクトルまたは行列を用いて各データストリームのＳＩＮＲを判断し、各
データストリームのＳＩＮＲを対応するＣＱＩ値にマッピングし得る。ＭＵ−ＭＩＭＯの
場合、ＵＥは、ｅＮＢによって使用される、あるランク（たとえば、ランク１）と、ある
プリコーディングベクトルまたは行列との仮定に基づいて各データストリームのＳＩＮＲ
を判断し、各データストリームのＳＩＮＲを対応するＣＱＩ値にマッピングし得る。
【００４３】
１つの設計では、ＳＵ−ＭＩＭＯをサポートするために、ＵＥは、ランク１の場合は１
つのＣＱＩ値、またはランク２の場合は２つのＣＱＩ値を報告し得る。ランク２の場合、
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ＵＥは、（ｉ）２つのデータストリームの２つの絶対ＣＱＩ値を報告するか、または（ｉ
ｉ）第１のデータストリームの絶対／基本ＣＱＩ値および第２のデータストリームの差分
ＣＱＩ値を報告し得る。絶対ＣＱＩ値は、マッピングテーブルに基づいてデータストリー
ムのＳＩＮＲをＣＱＩ値にマッピングすることによって取得され得る。差分ＣＱＩ値は、
（ｉ）２つのデータストリームのＳＩＮＲの差を判断することと、（ｉｉ）マッピングテ
ーブルに基づいてこの差を差分ＣＱＩ値にマッピングすることとによって取得され得る。
ＵＥは、良好なパフォーマンスを取得するために十分なビット数で絶対ＣＱＩ値を送るこ
とができる。ＵＥは、一般に、より少ないビット数で差分ＣＱＩ値を送ることができ、こ
れはオーバーヘッドを節約し得る。
【００４４】

10

１つの設計では、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートするために、ＵＥは、ランク１の場合は１
つのＣＱＩ値、またはランク２の場合は２つのＣＱＩ値を報告し得る。１つの設計では、
ＵＥはＭＵ−ＭＩＭＯの差分ＣＱＩ値のみを報告し得る。ランク１の場合、ＵＥは、ＳＵ
−ＭＩＭＯを用いる第１のデータストリームのＳＩＮＲとＭＵ−ＭＩＭＯを用いる第１の
データストリームのＳＩＮＲとの差に基づいて判断される１つの差分ＣＱＩ値を報告し得
る。ランク２の場合、ＵＥは２つのデータストリームの２つの差分ＣＱＩ値を報告し得る
。各データストリームの差分ＣＱＩ値は、ＳＵ−ＭＩＭＯを用いるそのデータストリーム
のＳＩＮＲとＭＵ−ＭＩＭＯを用いるそのデータストリームのＳＩＮＲとの差に基づいて
判断され得る。この設計では、ＭＵ−ＭＩＭＯの差分ＣＱＩ値は、参照としてＳＵ−ＭＩ
ＭＯを用いるデータストリームのＳＩＮＲに基づいて生成され得る。

20

【００４５】
別の設計では、ＵＥは、ＭＵ−ＭＩＭＯの絶対ＣＱＩ値と差分ＣＱＩ値とを報告し得る
。ランク１の場合、ＵＥは、ＭＵ−ＭＩＭＯを用いるデータストリームのＳＩＮＲに基づ
いて判断され得る１つのデータストリームの１つの絶対ＣＱＩ値を報告し得る。ランク２
の場合、ＵＥは、（ｉ）２つのデータストリームの２つの絶対ＣＱＩ値を報告するか、ま
たは（ｉｉ）第１のデータストリームの絶対／基本ＣＱＩ値および第２のデータストリー
ムの差分ＣＱＩ値を報告し得る。この設計では、ＭＵ−ＭＩＭＯの絶対ＣＱＩ値および差
分ＣＱＩ値は、ＭＵ−ＭＩＭＯを用いるデータストリームのＳＩＮＲに基づいて生成され
得る。
【００４６】

30

ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとをサポートするために様々なＣＱＩ報告を
生成し得る。たとえば、ＵＥは、ワイドバンドＣＱＩ、サブバンドＣＱＩ、サブバンド差
分ＣＱＩ、空間差分ＣＱＩ、ＭＵ／ＳＵ差分ＣＱＩなどを判断し得る。ワイドバンドＣＱ
Ｉはシステム帯域幅のすべてまたは大部分について生成され得る。サブバンドＣＱＩは、
システム帯域幅に応じて指定され得、ＬＴＥでは約１．０８ＭＨｚであり得る、特定のサ
ブバンドについて生成され得る。サブバンド差分ＣＱＩは様々なサブバンドの差分ＣＱＩ
値を含み得、１つのサブバンドが参照として使用される。空間差分ＣＱＩは様々なデータ
ストリームまたはレイヤの差分ＣＱＩ値を含み得、１つのストリーム／レイヤが参照とし
て使用される。ＭＵ／ＳＵ差分ＣＱＩは、上記で説明したように、ＭＵ−ＭＩＭＯを用い
るデータストリームの差分ＣＱＩ値を含み得、ＳＵ−ＭＩＭＯを用いるデータストリーム

40

のＳＩＮＲが参照として使用される。ＵＥは、１つの次元、たとえば、周波数、空間、時
間、ＭＩＭＯタイプなどにわたる差分ＣＱＩ値を判断し得る。ＵＥはまた、複数の次元に
わたる差分ＣＱＩ値を判断し得る。
【００４７】
ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとをサポートするために様々な方法でＣＱＩ
報告を送り得る。ＣＱＩ報告の１つの設計では、ＵＥは、たとえば、ＵＥのために構成さ
れたレートにおいて定期的にＣＱＩ報告を送り得る。１つの設計では、ＵＥは、各ＣＱＩ
報告においてＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯの両方のＣＱＩをバンドルし、送り得る。
別の設計では、ＵＥは、たとえば、時分割多重（ＴＤＭ）を用いて別々のＣＱＩ報告にお
いてＳＵ−ＭＩＭＯのＣＱＩとＭＵ−ＭＩＭＯのＣＱＩとを送り得る。ＵＥは、同じレー
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トまたは異なるレートにおいてＳＵ−ＭＩＭＯのＣＱＩ報告とＭＵ−ＭＩＭＯのＣＱＩ報
告とを送り得る。ＣＱＩ報告の別の設計では、ＵＥは、トリガされたときにＣＱＩ報告を
送り得る。
【００４８】
図３に、アンテナポート割当てを伝達するためのプロセス３００の設計を示す。プロセ
ス３００は、ネットワーク（たとえば、基地局／ｅＮＢおよび／または何らかの他のネッ
トワークエンティティ）によって実行され得る。ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送信モー
ドに基づいてデータ送信のためにＵＥをスケジュールする（ブロック３１２）。複数のア
ンテナポートのうちのアンテナポートをＵＥに割り当てる（ブロック３１４）。ＭＵ−Ｍ
ＩＭＯをサポートする送信モードのために利用可能なＤＣＩフォーマットに基づいてＵＥ

10

のための制御メッセージを生成する（ブロック３１６）。ＵＥに割り当てられたアンテナ
ポートを伝達するために制御メッセージの指定されたフィールドを設定する（ブロック３
１８）。指定されたフィールドは、ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしな
い別の送信モードのために使用されるとき、他の情報を伝達し得る。
【００４９】
１つの設計では、複数のアンテナポートは第１のアンテナポートと第２のアンテナポー
トとを備え得る。指定されたフィールドは、（ｉ）第１のアンテナポートがＵＥに割り当
てられていることを示すために第１の値に設定されるか、または（ｉｉ）第２のアンテナ
ポートがＵＥに割り当てられていることを示すために第２の値に設定され得る。１つの設
計では、指定されたフィールドは、ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしな

20

い別の送信モードのために使用されるとき、局所または分散ＶＲＢの割当てを示すフラグ
を備え得る。指定されたフィールドはまた、他の情報を伝達する別のフィールドであり得
る。
【００５０】
図４に、アンテナポート割当てを伝達するための装置４００の設計を示す。装置４００
は、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送信モードに基づいてデータ送信のためにＵＥをスケ
ジュールするためのモジュール４１２と、複数のアンテナポートのうちのアンテナポート
をＵＥに割り当てるためのモジュール４１４と、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送信モー
ドのために利用可能なＤＣＩフォーマットに基づいてＵＥのための制御メッセージを生成
するためのモジュール４１６と、ＵＥに割り当てられたアンテナポートを伝達するために
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制御メッセージの指定されたフィールドを設定するためのモジュール４１８であって、指
定されたフィールドは、ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信
モードのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにしており、設定するためのモ
ジュール４１８とを含む。
【００５１】
図５に、アンテナポート割当てを受信するためのプロセス５００の設計を示す。プロセ
ス５００は、（以下で説明するように）ＵＥによって、または何らかの他のエンティティ
によって実行され得る。ＵＥは、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送信モードでＵＥを構成
するシグナリングを受信する（ブロック５１２）。ＵＥは、ＵＥに送られた、ＭＵ−ＭＩ
ＭＯをサポートする送信モードのために利用可能なＤＣＩフォーマットに基づいて生成さ

40

れた制御メッセージを受信する（ブロック５１４）。ＵＥは、制御メッセージの指定され
たフィールドに基づいて、複数のアンテナポートの中から、ＵＥに割り当てられたアンテ
ナポートを判断する（ブロック５１６）。指定されたフィールドは、ＤＣＩフォーマット
がＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用されるとき、他の情報を
伝達し得る。
【００５２】
複数のアンテナポートは第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備え得る。
１つの設計では、ＵＥは、指定されたフィールドが第１の値に設定されていることに基づ
いて、第１のアンテナポートがＵＥに割り当てられていると判断し、指定されたフィール
ドが第２の値に設定されていることに基づいて、第２のアンテナポートがＵＥに割り当て
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られていると判断し得る。１つの設計では、指定されたフィールドは、ＤＣＩフォーマッ
トがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用されるとき、局所また
は分散ＶＲＢの割当てを示すフラグを備え得る。指定されたフィールドはまた、他の情報
を伝達する別のフィールドであり得る。
【００５３】
図６に、アンテナポート割当てを受信するための装置６００の設計を示す。装置６００
は、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送信モードでＵＥを構成するシグナリングを受信する
ためのモジュール６１２と、ＵＥに送られた、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送信モード
のために利用可能なＤＣＩフォーマットに基づいて生成された制御メッセージを受信する
ためのモジュール６１４と、制御メッセージの指定されたフィールドに基づいて、複数の

10

アンテナポートの中から、ＵＥに割り当てられたアンテナポートを判断するためのモジュ
ール６１６であって、指定されたフィールドは、ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯを
サポートしない別の送信モードのために使用されるとき、他の情報を伝達する、判断する
ためのモジュール６１６とを含む。
【００５４】
図７に、アンテナポート割当てを伝達するためのプロセス７００の設計を示す。プロセ
ス７００は、ネットワーク（たとえば、基地局／ｅＮＢおよび／または何らかの他のネッ
トワークエンティティ）によって実行され得る。すべての可能なアンテナポート組合せの
サブセットに対応する複数のアンテナポート組合せでＵＥを構成する（ブロック７１２）
。１つの設計では、各アンテナポート組合せは、複数の利用可能なアンテナポートのうち
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の、データ送信のために使用するための少なくとも１つのアンテナに関連し得る。データ
送信のために複数のアンテナポート組合せのうちのアンテナポート組合せをＵＥに割り当
てる（ブロック７１４）。ＵＥに割り当てられたアンテナポート組合せを伝達するために
制御情報を送る（ブロック７１６）。概して、割り当てられたアンテナポート組合せは、
ダウンリンクまたはアップリンク上でデータ送信のために使用され得る。１つの設計では
、ＵＥに割り当てられたアンテナポート組合せを介してＵＥにデータを送信する（ブロッ
ク７１８）。
【００５５】
１つの設計では、ＵＥはレイヤ３を介して複数のアンテナポート組合せで構成され、制
御情報はレイヤ２を介してＵＥに送信され得る。１つの設計では、ＵＥは、複数のアンテ
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ナポート組合せで半静的に構成され、データ送信ごとに１つのアンテナポート組合せを動
的に割り当てられ得る。
【００５６】
１つの設計では、ＵＥは、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送信モードに基づいてデータ
送信のためにスケジュールされ得る。１つの設計では、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送
信モードのために利用可能なＤＣＩフォーマットに基づいてＵＥのための制御メッセージ
が生成され得る。制御メッセージの少なくとも１つの指定されたフィールドは、ＵＥに割
り当てられたアンテナポート組合せを伝達するために使用され得る。少なくとも１つの指
定されたフィールドは、ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信
モードのために使用されるとき、他の情報を伝達し得る。割り当てられたアンテナポート
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組合せはまた、他の方法でＵＥに伝達され得る。
【００５７】
図８に、アンテナポート割当てを伝達するための装置８００の設計を示す。装置８００
は、すべての可能なアンテナポート組合せのサブセットに対応する複数のアンテナポート
組合せでＵＥを構成するためのモジュール８１２と、データ送信のために複数のアンテナ
ポート組合せのうちのアンテナポート組合せをＵＥに割り当てるためのモジュール８１４
と、ＵＥに割り当てられたアンテナポート組合せを伝達するために制御情報を送るための
モジュール８１６と、ＵＥに割り当てられたアンテナポート組合せを介してデータを送信
するためのモジュール８１８とを含む。
【００５８】
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図９に、アンテナポート割当てを受信するためのプロセス９００の設計を示す。プロセ
ス９００は、（以下で説明するように）ＵＥによって、または何らかの他のエンティティ
によって実行され得る。ＵＥは、すべての可能なアンテナポート組合せのサブセットに対
応する複数のアンテナポート組合せでＵＥを構成するシグナリングを受信する（ブロック
９１２）。ＵＥは、データ送信のために複数のアンテナポート組合せのうちのアンテナポ
ート組合せをＵＥに割り当てる制御情報を受信する（ブロック９１４）。ＵＥは、ＵＥに
割り当てられたアンテナポート組合せを介して送信されたデータを受信する（ブロック９
１６）。
【００５９】
１つの設計では、ＵＥは、レイヤ３を介してＵＥを構成するシグナリングを受信し得、

10

レイヤ２を介してアンテナポート組合せを割り当てる制御情報を受信し得る。１つの設計
では、ＵＥは、複数のアンテナポート組合せで半静的に構成され、データ送信ごとに１つ
のアンテナポート組合せを動的に割り当てられ得る。
【００６０】
１つの設計では、ＵＥは、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送信モードに基づいてデータ
送信のためにスケジュールされ得る。ＵＥは、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする送信モード
のために利用可能なＤＣＩフォーマットに基づいて生成された制御メッセージを受信し得
る。ＵＥは、制御メッセージの少なくとも１つの指定されたフィールドに基づいて、ＵＥ
に割り当てられたアンテナポート組合せを判断し得る。（１つまたは複数の）指定された
フィールドは、ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モードの

20

ために使用されるとき、他の情報を伝達し得る。ＵＥはまた、他の方法で、割り当てられ
たアンテナポート組合せを伝達する制御情報を受信し得る。
【００６１】
図１０に、アンテナポート割当てを受信するための装置１０００の設計を示す。装置１
０００は、すべての可能なアンテナポート組合せのサブセットに対応する複数のアンテナ
ポート組合せでＵＥを構成するシグナリングを受信するためのモジュール１０１２と、デ
ータ送信のために複数のアンテナポート組合せのうちのアンテナポート組合せをＵＥに割
り当てる制御情報を受信するためのモジュール１０１４と、ＵＥに割り当てられたアンテ
ナポート組合せを介して送信されたデータを受信するためのモジュール１０１６とを含む
30

。
【００６２】
図１１に、ＰＭＩ／ＲＩ報告を構成するためのプロセス１１００の設計を示す。プロセ
ス１１００は、ネットワーク（たとえば、基地局／ｅＮＢおよび／または何らかの他のネ
ットワークエンティティ）によって実行され得る。ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとを
サポートする送信モードに基づいて動作するようにＵＥを構成する（ブロック１１１２）
。ＣＱＩを報告し、ＰＭＩを報告するように、またはＰＭＩを報告しないように（たとえ
ば、レイヤ３を介して半静的に）ＵＥを構成する（ブロック１１１４）。ＵＥからＣＱＩ
を受信する（ブロック１１１６）。ＰＭＩがＵＥによって報告されるように構成された場
合、ＵＥからＰＭＩを受信する（ブロック１１１８）。ＣＱＩに基づいて、またＵＥから
受信された場合、ＰＭＩに基づいてＵＥにデータを送信する（ブロック１１２０）。
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【００６３】
１つの設計では、ＵＥから受信された場合、ＰＭＩによって示されるプリコーディング
ベクトルまたは行列に基づいてデータがプリコードされ得る。１つの設計では、ＰＭＩが
ＵＥから受信されない場合、データは送信ダイバーシティを用いて送信され得る。
【００６４】
１つの設計では、ＵＥは、ＲＩを報告するように、またはＲＩを報告しないように構成
され得る。ＲＩがＵＥによって報告されるように構成された場合、ＲＩはＵＥから受信さ
れ得る。ＵＥから受信された場合、ＲＩにさらに基づいてＵＥにデータが送信され得る。
ＵＥがＲＩを報告しないように構成された場合、データはランク１に基づいて送信され得
る。
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【００６５】
図１２に、ＰＭＩ／ＲＩ報告を構成するための装置１２００の設計を示す。装置１２０
０は、ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとをサポートする送信モードに基づいて動作する
ようにＵＥを構成するためのモジュール１２１２と、ＣＱＩを報告し、ＰＭＩを報告する
ように、またはＰＭＩを報告しないようにＵＥを構成するためのモジュール１２１４と、
ＵＥからＣＱＩを受信するためのモジュール１２１６と、ＵＥによって報告されるように
構成された場合、ＵＥからＰＭＩを受信するためのモジュール１２１８と、ＣＱＩに基づ
いて、またＵＥから受信された場合、ＰＭＩに基づいてＵＥにデータを送信するためのモ
ジュール１２２０とを含む。
【００６６】

10

図１３に、ＰＭＩ／ＲＩを報告するためのプロセス１３００の設計を示す。プロセス１
３００は、（以下で説明するように）ＵＥによって、または何らかの他のエンティティに
よって実行され得る。ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとをサポートする送信モ
ードに基づいて動作するようにＵＥを構成するシグナリングを受信する（ブロック１３１
２）。ＵＥは、ＣＱＩを報告し、ＰＭＩを報告するように、またはＰＭＩを報告しないよ
うにＵＥを構成するシグナリングを受信する（ブロック１３１４）。ＵＥは、レイヤ３を
介してＵＥを半静的に構成するためのシグナリングを受信し得る。ＵＥは、ＣＱＩを送り
（ブロック１３１６）、ＰＭＩがＵＥによって報告されるように構成された場合、ＰＭＩ
をも送る（ブロック１３１８）。ＵＥは、ＣＱＩに基づいて、またＵＥによって送られた
場合、ＰＭＩに基づいてＵＥに送信されたデータを受信する（ブロック１３２０）。
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【００６７】
１つの設計では、ＵＥは、ＵＥによって送られた場合、ＰＭＩによって示されるプリコ
ーディングベクトルまたは行列に基づいてプリコードされたデータを受信し得る。１つの
設計では、ＵＥは、ＰＭＩがＵＥによって送られない場合、送信ダイバーシティを用いて
送信されたデータを受信し得る。
【００６８】
１つの設計では、ＵＥは、ＲＩを報告するように、またはＲＩを報告しないようにＵＥ
を構成するシグナリングを受信し得る。ＵＥは、ＲＩがＵＥによって報告されるように構
成された場合、ＲＩを送り得る。ＵＥは、ＵＥによって送られた場合、ＲＩにさらに基づ
いてＵＥに送信されたデータを受信し得る。ＵＥは、ＵＥがＲＩを報告しないように構成

30

された場合、ランク１に基づいて送信されたデータを受信し得る。
【００６９】
図１４に、ＰＭＩ／ＲＩを報告するための装置１４００の設計を示す。装置１４００は
、ＳＵ−ＭＩＭＯとＭＵ−ＭＩＭＯとをサポートする送信モードに基づいて動作するよう
にＵＥを構成するシグナリングを受信するためのモジュール１４１２と、ＣＱＩを報告し
、ＰＭＩを報告するように、またはＰＭＩを報告しないようにＵＥを構成するシグナリン
グを受信するためのモジュール１４１４と、ＵＥによってＣＱＩを送るためのモジュール
１４１６と、ＰＭＩがＵＥによって報告されるように構成された場合、ＵＥによってＰＭ
Ｉを送るためのモジュール１４１８と、ＣＱＩに基づいて、またＵＥによって送られた場
合、ＰＭＩに基づいてＵＥに送信されたデータを受信するためのモジュール１４２０とを
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含む。
【００７０】
図１５に、ＣＱＩを受信するためのプロセス１５００の設計を示す。プロセス１５００
は、ネットワーク（たとえば、基地局／ｅＮＢおよび／または何らかの他のネットワーク
エンティティ）によって実行され得る。ＳＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥによって判断された
第１のＣＱＩを受信する（ブロック１５１２）。また、ＭＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥによ
って判断された第２のＣＱＩを受信する（ブロック１５１４）。ＳＵ−ＭＩＭＯまたはＭ
Ｕ−ＭＩＭＯに基づいてデータ送信のためにＵＥをスケジュールする（ブロック１５１６
）。ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合には第１のＣＱＩに基づいて
ＵＥにデータを送信し、ＵＥがＭＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合には第２
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のＣＱＩに基づいてＵＥにデータを送信する（ブロック１５１８）。
【００７１】
１つの設計では、ＳＵ−ＭＩＭＯの第１のＣＱＩは、ランクＭの場合、Ｍ個の絶対ＣＱ
Ｉ値を備え得、Ｍは１以上であり得る。別の設計では、第１のＣＱＩは、（ｉ）ランク１
の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、または（ｉｉ）ランク２場合には１つの絶対ＣＱ
Ｉ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備え得る。
【００７２】
１つの設計では、ＭＵ−ＭＩＭＯの第２のＣＱＩは、ランクＭの場合、Ｍ個の絶対ＣＱ
Ｉ値を備え得、Ｍは１以上であり得る。別の設計では、第２のＣＱＩは、（ｉ）ランク１
の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、または（ｉｉ）ランク２の場合には１つの絶対Ｃ
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ＱＩ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備え得る。さらに別の設計では、第２のＣＱＩは、（ｉ
）ランク１の場合には１つの差分ＣＱＩ値を備え、または（ｉｉ）ランク２の場合には２
つの差分ＣＱＩ値を備え得る。この設計では、各差分ＣＱＩ値は、参照として第１のＣＱ
Ｉに基づいて判断され得る。
【００７３】
１つの設計では、第１のＣＱＩと第２のＣＱＩとを備える報告がＵＥから受信され得る
。別の設計では、第１のＣＱＩを備える第１の報告が受信され得、また、第２のＣＱＩを
備える第２の報告が受信され得る。第１および第２の報告は、ＴＤＭを用いてＵＥによっ
て送られるかまたは何らかの他の方法で送られ得る。
【００７４】
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図１６に、ＣＱＩを受信するための装置１６００の設計を示す。装置１６００は、ＳＵ
−ＭＩＭＯのためにＵＥによって判断された第１のＣＱＩを受信するためのモジュール１
６１２と、ＭＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥによって判断された第２のＣＱＩを受信するため
のモジュール１６１４と、ＳＵ−ＭＩＭＯまたはＭＵ−ＭＩＭＯを用いてデータ送信のた
めにＵＥをスケジュールするためのモジュール１６１６と、ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用い
てスケジュールされる場合には第１のＣＱＩに基づいてＵＥにデータを送信し、ＵＥがＭ
Ｕ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合には第２のＣＱＩに基づいてＵＥにデータ
を送信するためのモジュール１６１８とを含む。
【００７５】
図１７に、ＣＱＩを報告するためのプロセス１７００の設計を示す。プロセス１７００
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は、（以下で説明するように）ＵＥによって、または何らかの他のエンティティによって
実行され得る。ＵＥは、ＳＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥによって判断された第１のＣＱＩを
送る（ブロック１７１２）。ＵＥは、ＭＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥによって判断された第
２のＣＱＩを送る（ブロック１７１４）。ＵＥは、ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジ
ュールされる場合には第１のＣＱＩに基づいてＵＥに送信されたデータを受信し、ＵＥが
ＭＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合には第２のＣＱＩに基づいてＵＥに送信
されたデータを受信する（ブロック１７１６）。
【００７６】
１つの設計では、ＵＥは、ランクＭの場合、Ｍ個の絶対ＣＱＩ値を備えるＳＵ−ＭＩＭ
Ｏの第１のＣＱＩを生成し得、Ｍは１以上である。別の設計では、ＵＥは、（ｉ）ランク
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１の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、または（ｉｉ）ランク２の場合には１つの絶対
ＣＱＩ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備える、第１のＣＱＩを生成し得る。
【００７７】
１つの設計では、ＵＥは、ランクＭの場合、Ｍ個の絶対ＣＱＩ値を備えるＭＵ−ＭＩＭ
Ｏの第２のＣＱＩを生成し得、Ｍは１以上である。別の設計では、ＵＥは、（ｉ）ランク
１の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、または（ｉｉ）ランク２の場合には１つの絶対
ＣＱＩ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備える、第２のＣＱＩを生成し得る。さらに別の設計
では、ＵＥは、（ｉ）ランク１の場合には１つの差分ＣＱＩ値を備え、または（ｉｉ）ラ
ンク２の場合には２つの差分ＣＱＩ値を備える、第２のＣＱＩを生成し得る。この設計で
は、各差分ＣＱＩ値は、参照として第１のＣＱＩ（または、ＳＵ−ＭＩＭＯを用いる対応
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するデータストリームのＳＩＮＲ）に基づいて判断され得る。
【００７８】
１つの設計では、ＵＥは、第１のＣＱＩと第２のＣＱＩとを備える報告を送り得る。別
の設計では、ＵＥは、第１のＣＱＩを備える第１の報告を送り得、第２のＣＱＩを備える
第２の報告を送り得る。ＵＥは、ＴＤＭを用いてまたは他の方法で第１および第２の報告
を送り得る。
【００７９】
図１８に、ＣＱＩを報告するための装置１８００の設計を示す。装置１８００は、ＳＵ
−ＭＩＭＯのためにＵＥによって判断された第１のＣＱＩを送るためのモジュール１８１
２と、ＭＵ−ＭＩＭＯのためにＵＥによって判断された第２のＣＱＩを送るためのモジュ
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ール１８１４と、ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合には第１のＣＱ
Ｉに基づいてＵＥに送信されたデータを受信し、ＵＥがＭＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュ
ールされる場合には第２のＣＱＩに基づいてＵＥに送信されたデータを受信するためのモ
ジュール１８１６とを含む。
【００８０】
図４、図６、図８、図１０、図１２、図１４、図１６および図１８中のモジュールは、
プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ、
ソフトウェアコード、ファームウェアコードなど、またはそれらの任意の組合せを備え得
る。
【００８１】
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図１９に、図１の基地局／ｅＮＢの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１１０および図１の
ＵＥの１つであり得るＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。基地局１１０はＴ個のアン
テナ１９３４ａ〜１９３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０はＲ個のアンテナ１９５２ａ〜１９
５２ｒを装備し得、一般にＴ≧１およびＲ≧１である。
【００８２】
基地局１１０において、送信プロセッサ１９２０は、データソース１９１２から１つま
たは複数のＵＥのデータを受信し、そのＵＥについて選択された１つまたは複数の変調お
よびコーディング方式に基づいて各ＵＥのデータを処理（たとえば、符号化および変調）
し、すべてのＵＥのデータシンボルを与え得る。プロセッサ１９２０はまた、コントロー
ラ／プロセッサ１９４０から（たとえば、レイヤ２および／またはレイヤ３の）制御情報
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を受信し、制御情報を処理し、制御シンボルを与え得る。プロセッサ１９２０はまた、同
期信号、セル固有基準信号、ＵＥ−ＲＳなどのための基準シンボルを生成し得る。送信（
ＴＸ）ＭＩＭＯプロセッサ１９３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル
、および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実行
し得、Ｔ個の出力シンボルストリームをＴ個の変調器（ＭＯＤ）１９３２ａ〜１９３２ｔ
に供給し得る。各変調器１９３２は、（たとえば、ＯＦＤＭなどの）それぞれの出力シン
ボルストリームを処理して出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器１９３２はさ
らに、出力サンプルストリームを処理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処
理、およびアップコンバート）して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器１９３２ａ
〜１９３２ｔからのＴ個のダウンリンク信号は、それぞれＴ個のアンテナ１９３４ａ〜１
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９３４ｔを介して送信され得る。
【００８３】
ＵＥ１２０において、アンテナ１９５２ａ〜１９５２ｒは、基地局１１０および他の基
地局からダウンリンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）１９５
４ａ〜１９５４ｒに供給し得る。各復調器１９５４は、それぞれの受信信号を調整（たと
えば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して入力サンプルを
取得し得る。各復調器１９５４はさらに、（たとえば、ＯＦＤＭなどの）入力サンプルを
処理して受信シンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器１９５６は、すべてのＲ個の復調器
１９５４ａ〜１９５４ｒから受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対
してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを供給し得る。受信プロセッサ１９５８
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は、検出されたシンボルを処理（たとえば、復調および復号）し、ＵＥ１２０の復号され
たデータをデータシンク１９６０に供給し、ＵＥ１２０の復号された制御情報をコントロ
ーラ／プロセッサ１９８０に供給し得る。
【００８４】
アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ１９６４は、データソース
１９６２からデータを受信し、コントローラ／プロセッサ１９８０から（たとえば、ＣＱ
Ｉ、ＰＭＩ、ＲＩなどの）制御情報を受信し得る。プロセッサ１９６４は、データと制御
情報とを処理（たとえば、符号化および変調）して、それぞれデータシンボルと制御シン
ボルとを取得し得る。プロセッサ１９６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成
し得る。送信プロセッサ１９６４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ

ＭＩＭＯプ

10

ロセッサ１９６６によってプリコードされ、さらに（たとえば、ＳＣ−ＦＤＭ、ＯＦＤＭ
などのために）変調器１９５４ａ〜１９５４ｒによって処理され、基地局１１０および場
合によっては他の基地局に送信され得る。基地局１１０において、ＵＥ１２０および他の
ＵＥからのアップリンク信号は、アンテナ１９３４によって受信され、復調器１９３２に
よって処理され、ＭＩＭＯ検出器１９３６によって検出され、さらに、ＵＥ１２０および
他のＵＥによって送られた、復号されたデータおよび制御情報を取得するために、受信プ
ロセッサ１９３８によって処理され得る。プロセッサ１９３８は、復号されたデータをデ
ータシンク１９３９に供給し、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ１９４０
に供給し得る。
【００８５】
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コントローラ／プロセッサ１９４０および１９８０は、それぞれ基地局１１０およびＵ
Ｅ１２０における動作を指示し得る。基地局１１０におけるプロセッサ１９４０および／
または他のプロセッサおよびモジュールは、図３のプロセス３００、図７のプロセス７０
０、図１１のプロセス１１００、図１５のプロセス１５００、および／または本明細書で
説明する技法のための他のプロセスの全部または一部を実行または指示し得る。ＵＥ１２
０におけるプロセッサ１９８０および／または他のプロセッサおよびモジュールは、図５
のプロセス５００、図９のプロセス９００、図１３のプロセス１３００、図１７のプロセ
ス１７００、および／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスの全部または
一部を実行または指示し得る。メモリ１９４２および１９８２は、それぞれ基地局１１０
およびＵＥ１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。通信（Ｃｏｍｍ
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）ユニット１９４４は、基地局１１０が他のネットワークエンティティと通信することを
可能にし得る。スケジューラ１９４６は、ダウンリンク上および／またはアップリンク上
でのデータ送信のためにＵＥをスケジュールし得る。
【００８６】
図１９はまた、図１中のネットワークコントローラ１３０の設計を示す。ネットワーク
コントローラ１３０内で、コントローラ／プロセッサ１９９０は、ＵＥのための通信およ
び／または他のサービスをサポートするための様々な機能を実行し得る。コントローラ／
プロセッサ１９９０は、図３のプロセス３００、図７のプロセス７００、図１１のプロセ
ス１１００、図１５のプロセス１５００、および／または本明細書で説明する技法のため
の他のプロセスの全部または一部を実行または指示し得る。メモリ１９９２は、ネットワ

40

ークコントローラ１３０のプログラムコードおよびデータを記憶し得る。通信ユニット１
９９６は、ネットワークコントローラ１３０が他のネットワークエンティティと通信する
ことを可能にし得る。
【００８７】
情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、
当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令
、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁
界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され
得る。
【００８８】

50

(22)

JP 5635096 B2 2014.12.3

さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール
、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェア
とソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、
モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。
そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特
定の適用例および全体的なシステムに課せられた設計制約に依存する。当業者は、説明し
た機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開
示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【００８９】

10

本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回
路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブ
ル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、ある
いは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて
実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替とし
て、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ま
たは状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、た
とえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコ
アと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成

20

として実装され得る。
【００９０】
本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウ
ェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施され
るか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモ
リ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジス
タ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、または当技術分野で知られ
ている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記
憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサ
に結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび

30

記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中に常駐し得る。代替として
、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
【００９１】
１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した場合、
機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶される
か、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、あ
る場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、
コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュー
タによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、

40

そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ、ま
たは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバ
イス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または
記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロ
セッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかな
る接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケー
ブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外
線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、
または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツ
イストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、
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媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は
、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザディスク（disc）、光ディスク（disc）
、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk
）およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、
データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザで光学的に再生する。上
記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【００９２】
本開示の前述の説明は、当業者が本開示を製作または使用することができるように提供
したものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定
義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用さ

10

れ得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるものでは
なく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべ
きである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードに基づい
てデータ送信のためにユーザ機器（ＵＥ）をスケジュールすることと、
複数のアンテナポートのうちのアンテナポートを前記ＵＥに割り当てることと、
ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能なダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて前記ＵＥのための制御メッセージを生成することと
20

、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために前記制御メッセージの
指定されたフィールドを設定することであって、前記指定されたフィールドは、前記ＤＣ
ＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用されると
き、他の情報を伝達するようにしており、設定することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［２］前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備
え、前記指定されたフィールドは、前記第１のアンテナポートが前記ＵＥに割り当てられ
ていることを示すために第１の値に設定され、前記第２のアンテナポートが前記ＵＥに割
り当てられていることを示すために第２の値に設定される、［１］に記載の方法。
［３］前記指定されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポ

30

ートしない前記別の送信モードのために使用されるとき、局所または分散仮想リソースブ
ロックの割当てを示すフラグを備える、［１］に記載の方法。
［４］マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードに基づい
てデータ送信のためにユーザ機器（ＵＥ）をスケジュールするための手段と、
複数のアンテナポートのうちのアンテナポートを前記ＵＥに割り当てるための手段と、
ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能なダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて前記ＵＥのための制御メッセージを生成するための
手段と、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために前記制御メッセージの
指定されたフィールドを設定するための手段であって、前記指定されたフィールドは、前

40

記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用さ
れるとき、他の情報を伝達するようにしており、設定するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［５］前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを備
え、前記指定されたフィールドは、前記第１のアンテナポートが前記ＵＥに割り当てられ
ていることを示すために第１の値に設定され、前記第２のアンテナポートが前記ＵＥに割
り当てられていることを示すために第２の値に設定される、［４］に記載の装置。
［６］前記指定されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポ
ートしない前記別の送信モードのために使用されるとき、局所または分散仮想リソースブ
ロックの割当てを示すフラグを備える、［４］に記載の装置。
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［７］マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードに基づい
てデータ送信のためにユーザ機器（ＵＥ）をスケジュールすることと、複数のアンテナポ
ートのうちのアンテナポートを前記ＵＥに割り当てることと、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポート
する前記送信モードのために利用可能なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに
基づいて前記ＵＥのための制御メッセージを生成することと、前記ＵＥに割り当てられた
前記アンテナポートを伝達するために前記制御メッセージの指定されたフィールドを設定
することであって、前記指定されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩ
ＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用されるとき、他の情報を伝達するよう
にしており、設定することと、を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサ
を備える、ワイヤレス通信のための装置。

10

［８］記憶された命令を備える非一時的コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプロ
グラム製品であって、前記命令は、実行されると、少なくとも１つのコンピュータに、
マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードに基づいてデ
ータ送信のためにユーザ機器（ＵＥ）をスケジュールすることと、
複数のアンテナポートのうちのアンテナポートを前記ＵＥに割り当てることと、
ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能なダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて前記ＵＥのための制御メッセージを生成することと
、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを伝達するために前記制御メッセージの
指定されたフィールドを設定することであって、前記指定されたフィールドは、前記ＤＣ

20

ＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モードのために使用されると
き、他の情報を伝達するようにしており、設定することと
を行わせる、コンピュータプログラム製品。
［９］マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードでユーザ
機器（ＵＥ）を構成するシグナリングを受信することと、
前記ＵＥに送られた、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能
なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて生成された制御メッセージを
受信することと、
前記制御メッセージの指定されたフィールドに基づいて、複数のアンテナポートの中か
ら、前記ＵＥに割り当てられたアンテナポートを判断することであって、前記指定された

30

フィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送信モー
ドのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにしており、判断することと、
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［１０］前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを
備え、前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを前記判断することは、
前記指定されたフィールドが第１の値に設定されていることに基づいて、前記第１のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断することと、
前記指定されたフィールドが第２の値に設定されていることに基づいて、前記第２のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断することと、
を備える、［９］に記載の方法。

40

［１１］前記指定されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサ
ポートしない前記別の送信モードのために使用されるとき、局所または分散仮想リソース
ブロックの割当てを示すフラグを備える、［９］に記載の方法。
［１２］マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードでユー
ザ機器（ＵＥ）を構成するシグナリングを受信するための手段と、
前記ＵＥに送られた、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能
なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて生成された制御メッセージを
受信するための手段と、
前記制御メッセージの指定されたフィールドに基づいて、複数のアンテナポートの中か
ら、前記ＵＥに割り当てられたアンテナポートを判断するための手段であって、前記指定
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されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別の送
信モードのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにしており、判断するための
手段と、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［１３］前記複数のアンテナポートが第１のアンテナポートと第２のアンテナポートとを
備え、前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポートを判断するための前記手段は、
前記指定されたフィールドが第１の値に設定されていることに基づいて、前記第１のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断するための手段と、
前記指定されたフィールドが第２の値に設定されていることに基づいて、前記第２のア
ンテナポートが前記ＵＥに割り当てられていると判断するための手段と、

10

を備える、［１２］に記載の装置。
［１４］前記指定されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットが、ＭＵ−ＭＩＭＯをサ
ポートしない前記別の送信モードのために使用されるとき、局所または分散仮想リソース
ブロックの割当てを示すフラグを備える、［１２］に記載の装置。
［１５］すべての可能なアンテナポート組合せのサブセットに対応する複数のアンテナポ
ート組合せでユーザ機器（ＵＥ）を構成することと、
データ送信のために複数のアンテナポート組合せのうちのアンテナポート組合せを前記
ＵＥに割り当てることと、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポート組合せを伝達するために制御情報を送る
ことと、

20

を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［１６］各アンテナポート組合せが、複数の利用可能なアンテナポートのうちの、前記デ
ータ送信のために使用するための少なくとも１つのアンテナに関連する、［１５］に記載
の方法。
［１７］前記ＵＥがレイヤ３を介して前記複数のアンテナポート組合せで構成され、前記
制御情報がレイヤ２を介して前記ＵＥに送られる、［１５］に記載の方法。
［１８］前記ＵＥが、前記複数のアンテナポート組合せで半静的に構成され、前記ＵＥに
は、データ送信ごとに１つのアンテナポート組合せが動的に割り当てられる、［１５］に
記載の方法。
［１９］マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信モードに基づ

30

いて前記データ送信のために前記ＵＥをスケジュールすること、
をさらに備える、［１５］に記載の方法。
［２０］前記制御情報を前記送ることが、
ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能なダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて前記ＵＥのための制御メッセージを生成することと
、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポート組合せを伝達するために前記制御メッセ
ージの少なくとも１つの指定されたフィールドを設定することであって、前記少なくとも
１つの指定されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートし
ない別の送信モードのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにしており、設定

40

することと、
を備える、［１９］に記載の方法。
［２１］前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポート組合せを介してデータを送信する
こと
をさらに備える、［１５］に記載の方法。
［２２］すべての可能なアンテナポート組合せのサブセットに対応する複数のアンテナポ
ート組合せでユーザ機器（ＵＥ）を構成するための手段と、
データ送信のために複数のアンテナポート組合せのうちのアンテナポート組合せを前記
ＵＥに割り当てるための手段と、
前記ＵＥに割り当てられた前記アンテナポート組合せを伝達するために制御情報を送る
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ための手段と、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［２３］前記ＵＥがレイヤ３を介して前記複数のアンテナポート組合せで構成され、前記
制御情報がレイヤ２を介して前記ＵＥに送られる、［２２］に記載の装置。
［２４］前記ＵＥが、前記複数のアンテナポート組合せで半静的に構成され、前記ＵＥに
は、データ送信ごとに１つのアンテナポート組合せが動的に割り当てられる、［２２］に
記載の装置。
［２５］すべての可能なアンテナポート組合せのサブセットに対応する複数のアンテナポ
ート組合せでユーザ機器（ＵＥ）を構成するシグナリングを受信することと、
データ送信のために前記複数のアンテナポート組合せのうちのアンテナポート組合せを

10

前記ＵＥに割り当てる制御情報を受信することと、
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［２６］前記ＵＥを構成する前記シグナリングがレイヤ３を介して受信され、前記ＵＥに
前記アンテナポート組合せを割り当てる前記制御情報がレイヤ２を介して受信される、［
２５］に記載の方法。
［２７］前記ＵＥが、前記複数のアンテナポート組合せで半静的に構成され、前記ＵＥに
は、データ送信ごとに１つのアンテナポート組合せが動的に割り当てられる、［２５］に
記載の方法。
［２８］前記ＵＥが、マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ−ＭＩＭＯ）をサポートする送信
モードに基づいて前記データ送信のためにスケジュールされる、［２５］に記載の方法。

20

［２９］前記制御情報を前記受信することが、
前記ＵＥに送られた、ＭＵ−ＭＩＭＯをサポートする前記送信モードのために利用可能
なダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットに基づいて生成された制御メッセージを
受信することと、
前記制御メッセージの少なくとも１つの指定されたフィールドに基づいて前記ＵＥに割
り当てられた前記アンテナポート組合せを判断することであって、前記少なくとも１つの
指定されたフィールドは、前記ＤＣＩフォーマットがＭＵ−ＭＩＭＯをサポートしない別
の送信モードのために使用されるとき、他の情報を伝達するようにしており、判断するこ
とと、
を備える、［２８］に記載の方法。

30

［３０］すべての可能なアンテナポート組合せのサブセットに対応する複数のアンテナポ
ート組合せでユーザ機器（ＵＥ）を構成するシグナリングを受信するための手段と、
データ送信のために前記複数のアンテナポート組合せのうちのアンテナポート組合せを
前記ＵＥに割り当てる制御情報を受信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［３１］前記ＵＥを構成する前記シグナリングがレイヤ３を介して受信され、前記ＵＥに
前記アンテナポート組合せを割り当てる前記制御情報がレイヤ２を介して受信される、［
３０］に記載の装置。
［３２］前記ＵＥが、前記複数のアンテナポート組合せで半静的に構成され、前記ＵＥに
は、データ送信ごとに１つのアンテナポート組合せが動的に割り当てられる、Ｃ３０に記

40

載の装置。
［３３］シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ−ＭＩＭＯ）とマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ
−ＭＩＭＯ）とをサポートする送信モードに基づいて動作するようにユーザ機器（ＵＥ）
を構成することと、
チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を報告し、プリコーディング行列インジケータ（
ＰＭＩ）を報告するように、またはＰＭＩを報告しないように前記ＵＥを構成することと
、
前記ＵＥからＣＱＩを受信することと、
前記ＵＥによって報告されるように構成された場合、前記ＵＥからＰＭＩを受信するこ
とと、
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前記ＣＱＩに基づいて、また前記ＵＥから受信された場合、前記ＰＭＩに基づいて前記
ＵＥにデータを送信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［３４］ランクインジケータ（ＲＩ）を報告するように、またはＲＩを報告しないように
前記ＵＥを構成することと、
前記ＵＥによって報告されるように構成された場合、前記ＵＥからＲＩを受信すること
と、
前記ＵＥから受信された場合、前記ＲＩにさらに基づいて前記ＵＥにデータを送信する
ことと
をさらに備える、［３３］に記載の方法。

10

［３５］データを前記送信することは、前記ＵＥがＲＩを報告しないように構成された場
合、ランク１に基づいてデータを送信することを備える、［３４］に記載の方法。
［３６］データを前記送信することは、前記ＵＥから受信された場合、前記ＰＭＩによっ
て示されるプリコーディングベクトルまたは行列に基づいてデータをプリコーディングす
ることを備える、［３３］に記載の方法。
［３７］データを前記送信することは、前記ＰＭＩが前記ＵＥから受信されない場合、送
信ダイバーシティを用いてデータを送信することを備える、［３３］に記載の方法。
［３８］前記ＵＥが、レイヤ３を介してＰＭＩを報告するように、またはＰＭＩを報告し
ないように半静的に構成された、［３３］に記載の方法。
［３９］シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ−ＭＩＭＯ）とマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ

20

−ＭＩＭＯ）とをサポートする送信モードに基づいて動作するようにユーザ機器（ＵＥ）
を構成するための手段と、
チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を報告し、プリコーディング行列インジケータ（
ＰＭＩ）を報告するように、またはＰＭＩを報告しないように前記ＵＥを構成するための
手段と、
前記ＵＥからＣＱＩを受信するための手段と、
前記ＵＥによって報告されるように構成された場合、前記ＵＥからＰＭＩを受信するた
めの手段と、
前記ＣＱＩに基づいて、また前記ＵＥから受信された場合、前記ＰＭＩに基づいて前記
ＵＥにデータを送信するための手段と、

30

を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［４０］ランクインジケータ（ＲＩ）を報告するように、またはＲＩを報告しないように
前記ＵＥを構成するための手段と、
前記ＵＥによって報告されるように構成された場合、前記ＵＥからＲＩを受信するため
の手段と、
前記ＵＥから受信された場合、前記ＲＩにさらに基づいて前記ＵＥにデータを送信する
ための手段と
をさらに備える、［３９］に記載の装置。
［４１］シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ−ＭＩＭＯ）とマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ
−ＭＩＭＯ）とをサポートする送信モードに基づいて動作するようにユーザ機器（ＵＥ）

40

を構成するシグナリングを受信することと、
チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を報告し、プリコーディング行列インジケータ（
ＰＭＩ）を報告するように、またはＰＭＩを報告しないように前記ＵＥを構成するシグナ
リングを受信することと、
前記ＵＥによってＣＱＩを送ることと、
前記ＵＥによって報告されるように構成された場合、前記ＵＥによってＰＭＩを送るこ
とと、
前記ＣＱＩに基づいて、また前記ＵＥによって送られた場合、前記ＰＭＩに基づいて前
記ＵＥに送信されたデータを受信することと、
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
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［４２］ランクインジケータ（ＲＩ）を報告するように、またはＲＩを報告しないように
前記ＵＥを構成するシグナリングを受信することと、
前記ＵＥによって報告されるように構成された場合、前記ＵＥによってＲＩを送ること
と、
前記ＵＥによって送られた場合、前記ＲＩにさらに基づいて前記ＵＥに送信されたデー
タを受信することと、
をさらに備える、［４１］に記載の方法。
［４３］データを前記受信することは、前記ＵＥがＲＩを報告しないように構成された場
合、ランク１に基づいて送信されたデータを受信することを備える、［４２］に記載の方
法。

10

［４４］データを前記受信することは、前記ＵＥによって送られた場合、前記ＰＭＩによ
って示されるプリコーディングベクトルまたは行列に基づいてプリコードされたデータを
受信することを備える、［４１］に記載の方法。
［４５］データを前記受信することは、前記ＰＭＩが前記ＵＥによって送られない場合、
送信ダイバーシティを用いて送信されたデータを受信することを備える、［４１］に記載
の方法。
［４６］前記ＵＥが、レイヤ３を介してＰＭＩを報告するように、またはＰＭＩを報告し
ないように半静的に構成された、［４１］に記載の方法。
［４７］シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ−ＭＩＭＯ）とマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ
−ＭＩＭＯ）とをサポートする送信モードに基づいて動作するようにユーザ機器（ＵＥ）

20

を構成するシグナリングを受信するための手段と、
チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を報告し、プリコーディング行列インジケータ（
ＰＭＩ）を報告するように、またはＰＭＩを報告しないように前記ＵＥを構成するシグナ
リングを受信するための手段と、
前記ＵＥによってＣＱＩを送るための手段と、
前記ＵＥによって報告されるように構成された場合、前記ＵＥによってＰＭＩを送るた
めの手段と、
前記ＣＱＩに基づいて、また前記ＵＥによって送られた場合、前記ＰＭＩに基づいて前
記ＵＥに送信されたデータを受信するための手段と、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。

30

［４８］ランクインジケータ（ＲＩ）を報告するように、またはＲＩを報告しないように
前記ＵＥを構成するシグナリングを受信するための手段と、
前記ＵＥによって報告されるように構成された場合、前記ＵＥによってＲＩを送るため
の手段と、
前記ＵＥによって送られた場合、前記ＲＩにさらに基づいて前記ＵＥに送信されたデー
タを受信するための手段と、
をさらに備える、［４７］に記載の装置。
［４９］シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ−ＭＩＭＯ）のためにユーザ機器（ＵＥ）に
よって判断された第１のチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を受信することと、
マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ−ＭＩＭＯ）のために前記ＵＥによって判断された第２の

40

ＣＱＩを受信することと、
ＳＵ−ＭＩＭＯまたはＭＵ−ＭＩＭＯに基づいてデータ送信のために前記ＵＥをスケジ
ュールすることと、
前記ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合には前記第１のＣＱＩに基
づいて前記ＵＥにデータを送信し、前記ＵＥがＭＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされ
る場合には前記第２のＣＱＩに基づいて前記ＵＥにデータを送信することと、
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［５０］前記第１のＣＱＩが、ランク１の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、またはラ
ンク２の場合には１つの絶対ＣＱＩ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備える、［４９］に記載
の方法。
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［５１］前記第２のＣＱＩが、ランク１の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、またはラ
ンク２の場合には１つの絶対ＣＱＩ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備える、［４９］に記載
の方法。
［５２］前記第２のＣＱＩが、ランク１の場合には１つの差分ＣＱＩ値を備え、またはラ
ンク２の場合には２つの差分ＣＱＩ値を備え、各差分ＣＱＩ値が、参照として前記第１の
ＣＱＩに基づいて判断される、［４９］に記載の方法。
［５３］前記第１のＣＱＩと前記第２のＣＱＩとを備える報告を受信すること、
をさらに備える、［４９］に記載の方法。
［５４］前記第１のＣＱＩを備える第１の報告を受信することと、
前記第２のＣＱＩを備える第２の報告を受信することと、

10

をさらに備える、［４９］に記載の方法。
［５５］前記第１の報告および前記第２の報告が、時分割多重（ＴＤＭ）を用いて前記Ｕ
Ｅによって送られる、［５４］に記載の方法。
［５６］シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ−ＭＩＭＯ）のためにユーザ機器（ＵＥ）に
よって判断された第１のチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を受信するための手段と、
マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ−ＭＩＭＯ）のために前記ＵＥによって判断された第２の
ＣＱＩを受信するための手段と、
ＳＵ−ＭＩＭＯまたはＭＵ−ＭＩＭＯに基づいてデータ送信のために前記ＵＥをスケジ
ュールするための手段と、
前記ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合には前記第１のＣＱＩに基

20

づいて前記ＵＥにデータを送信し、前記ＵＥがＭＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされ
る場合には前記第２のＣＱＩに基づいて前記ＵＥにデータを送信するための手段と、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［５７］前記第１のＣＱＩが、ランク１の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、またはラ
ンク２の場合には１つの絶対ＣＱＩ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備える、［５６］に記載
の装置。
［５８］前記第２のＣＱＩが、ランク１の場合には１つの差分ＣＱＩ値を備え、またはラ
ンク２の場合には２つの差分ＣＱＩ値を備え、各差分ＣＱＩ値が、参照として前記第１の
ＣＱＩに基づいて判断される、［５６］に記載の装置。
［５９］シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ−ＭＩＭＯ）のためにユーザ機器（ＵＥ）に

30

よって判断された第１のチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を送ることと、
マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ−ＭＩＭＯ）のために前記ＵＥによって判断された第２の
ＣＱＩを送ることと、
前記ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合には前記第１のＣＱＩに基
づいて前記ＵＥに送信されたデータを受信し、前記ＵＥがＭＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジ
ュールされる場合には前記第２のＣＱＩに基づいて前記ＵＥに送信されたデータを受信す
ることと、
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［６０］ランク１の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、またはランク２の場合には１つ
の絶対ＣＱＩ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備える前記第１のＣＱＩを生成すること

40

をさらに備える、［５９］に記載の方法。
［６１］ランク１の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、またはランク２の場合には１つ
の絶対ＣＱＩ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備える前記第２のＣＱＩを生成すること、
をさらに備える、［５９］に記載の方法。
［６２］ランク１の場合には１つの差分ＣＱＩ値を備え、またはランク２の場合には２つ
の差分ＣＱＩ値を備える前記第２のＣＱＩを生成することであって、各差分ＣＱＩ値が、
参照として前記第１のＣＱＩに基づいて判断される、生成すること、
をさらに備える、［５９］に記載の方法。
［６３］前記第１のＣＱＩと前記第２のＣＱＩとを備える報告を送ること、
をさらに備える、［５９］に記載の方法。
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［６４］前記第１のＣＱＩを備える第１の報告を送ることと、
前記第２のＣＱＩを備える第２の報告を送ることと、
をさらに備える、［５９］に記載の方法。
［６５］前記第１の報告および前記第２の報告が、時分割多重（ＴＤＭ）を用いて前記Ｕ
Ｅによって送られる、［６４］に記載の方法。
［６６］シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ−ＭＩＭＯ）のためにユーザ機器（ＵＥ）に
よって判断された第１のチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を送るための手段と、
マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ−ＭＩＭＯ）のために前記ＵＥによって判断された第２の
ＣＱＩを送るための手段と、
前記ＵＥがＳＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジュールされる場合には前記第１のＣＱＩに基

10

づいて前記ＵＥに送信されたデータを受信し、前記ＵＥがＭＵ−ＭＩＭＯを用いてスケジ
ュールされる場合には前記第２のＣＱＩに基づいて前記ＵＥに送信されたデータを受信す
るための手段と、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［６７］ランク１の場合には１つの絶対ＣＱＩ値を備え、またはランク２の場合には１つ
の絶対ＣＱＩ値と１つの差分ＣＱＩ値とを備える前記第１のＣＱＩを生成するための手段
、
をさらに備える、［６６］に記載の装置。
［６８］ランク１の場合には１つの差分ＣＱＩ値を備え、またはランク２の場合には２つ
の差分ＣＱＩ値を備える前記第２のＣＱＩを生成するための手段であって、各差分ＣＱＩ
値が、参照として前記第１のＣＱＩに基づいて判断されるようにしており、生成するため
の手段、
をさらに備える、［６６］に記載の装置。

【図１】

【図２】
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