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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて制御情報を送信する方法であって、
　前記方法は、
　複数の情報フィールドを含むダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を構成することであって
、前記複数の情報フィールドは、ダウンリンクデータ送信に対する電力のダウンリンク電
力オフセットが直接的に従うコードブックインデックスを指示するためのＴＰＭＩ（ｔｒ
ａｎｓｍｉｔｔｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報フ
ィールドを含み、前記ダウンリンクデータ送信に対する電力のダウンリンク電力オフセッ
トは、１ビット情報であり、「０ｄＢ」を指示する第１のオフセット値または「－１０ｌ
ｏｇ１０２（ｄＢ）」を指示する第２のオフセット値に設定され、ユーザ機器により報告
されたＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を用いてダウ
ンリンクデータにプリコーディングを実行するか否かを指示するためのＰＭＩ承認フィー
ルドは前記ＤＣＩには含まれず、前記複数の情報フィールドは、リソースブロックが連続
的に割り当てられるか、または分散されて割り当てられるかを識別するためのＶＲＢ（ｖ
ｉｒｔｕａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）割当フラッグフィールドをさらに含む、
ことと、
　前記ダウンリンク制御情報を送信することと
　を含む、方法。
【請求項２】
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　前記ＴＰＭＩ情報フィールドは、前記ダウンリンクデータ送信に用いられるコードブッ
クの一部からなるサブセットのコードブックを指示する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ダウンリンク制御情報は、ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信される、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、ダウンリンク制御情報を送信する方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、無線通信システムの性能と通信用量を極大化するために多重入出力（Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ；ＭＩＭＯ）システムが注目を浴
びている。ＭＩＭＯ技術は、現在まで一つの送信アンテナと一つの受信アンテナを使用し
たことから脱皮し、多重送信アンテナと多重受信アンテナを採択して送受信データ送信効
率を向上させることができる方法である。ＭＩＭＯシステムを多重アンテナ（Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　ａｎｔｅｎｎａ）システムとも呼ぶ。ＭＩＭＯ技術は、一つの全体メッセージを
受信するために単一アンテナ経路に依存せずに複数のアンテナで受信された断片的なデー
タを集めて完成する技術を応用したことである。その結果、特定範囲でデータ送信速度を
向上させたり、或いは特定データ送信速度に対してシステム範囲を増加させることができ
る。
【０００３】
　ＭＩＭＯ技術には送信ダイバーシティ（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、空
間多重化（ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）及びビーム形成（ｂｅａｍｆｏ
ｒｍｉｎｇ）などがある。送信ダイバーシティは、多重送信アンテナで同一データを送信
して送信信頼度を高める技術である。
【０００４】
　空間多重化は、多重送信アンテナで互いに異なるデータを同時に送信することで、シス
テムの帯域幅を増加させずに高速のデータを送信することができる技術である。ビーム形
成は、多重アンテナでチャネル状態による加重値を加えて信号のＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ
　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）を増加させる
ために使われる。この時、加重値は、加重値ベクトル（ｗｅｉｇｈｔ　ｖｅｃｔｏｒ）ま
たは加重値行列（ｗｅｉｇｈ　ｍａｔｒｉｘ）で表示されることができ、これをプリコー
ディングベクトル（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ）またはプリコーディング行列（
ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ）と呼ぶ。
【０００５】
　空間多重化には、単一ユーザに対する空間多重化と多重ユーザに対する空間多重化があ
る。単一ユーザに対する空間多重化はＳＵ－ＭＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ　ＭＩＭ
Ｏ）といい、多重ユーザに対する空間多重化はＳＤＭＡ（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）あるいはＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｕｓｅ
ｒ　ＭＩＭＯ）という。ＭＩＭＯチャネルの容量は、アンテナ数に比例して増加する。Ｍ
ＩＭＯチャネルは独立チャネルに分解されることができる。送信アンテナの数をＮｔ、受
信アンテナの数をＮｒとする時、独立チャネルの数ＮｉはＮｉ≦ｍｉｎ｛Ｎｔ，Ｎｒ｝と
なる。各々の独立チャネルは空間階層（ｓｐａｔｉａｌ　ｌａｙｅｒ）といえる。ランク
（ｒａｎｋ）は、ＭＩＭＯチャネル行列の零でない固有値（ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｅｉｇｅ
ｎｖａｌｕｅ）の数であり、多重化されることができる空間ストリームの数として定義さ
れることができる。
【０００６】
　データ送信に対する制御情報は、ダウンリンク制御チャネルを介して端末に送信される
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。ダウンリンク制御情報にはデータ送受信に必要な各種情報が含まれる。端末は、ダウン
リンク制御チャネルを介して制御情報を受信してデータを送受信することができる。ダウ
ンリンク制御情報は、送信されるデータにより定められた複数のフォーマット（ｆｏｒｍ
ａｔ）で構成される。ＭＩＭＯシステムではダウンリンク制御情報にプリコーディング情
報がさらに含まれ、ＭＩＭＯシステムのデータ送信方式によってプリコーディング情報が
不必要な場合がある。例えば、端末は、ＳＵ－ＭＩＭＯで全体バンド（ｗｉｄｅｂａｎｄ
）の中から特定周波数バンドを選択し、選択された周波数バンドに対するＰＭＩを送信し
、ＭＵ－ＭＩＭＯで全体バンドに対するＰＭＩのみを送信する。端末が送信するＰＭＩに
対する承認メッセージが送信され、これはＭＵ－ＭＩＭＯで不必要な情報である。
【０００７】
　ダウンリンク制御情報が定められたフォーマットによって不必要な情報が含まれること
を減らし、ダウンリンク制御情報を効率的に送信することができる方法が要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、ダウンリンク制御情報を効率的に送信するこ
とができる方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様による無線通信システムにおける制御情報の送信方法は、空間多重化モ
ードで単一コードワードの送信に対するスケジューリングのためのフォーマット（ｆｏｒ
ｍａｔ）によって複数の情報フィールドを含むダウンリンク制御情報を構成し、前記複数
の情報フィールドは、端末が報告したＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）を適用してダウンリンクデータに対するプリコーディング（ｐｒｅｃｏ
ｄｉｎｇ）を実行するか否かを指示するためのＰＭＩ承認フィールド及びコードブックイ
ンデックス（ｃｏｄｅｂｏｏｋ　ｉｎｄｅｘ）を指示するためのＴＰＭＩ（ｔｒａｎｓｍ
ｉｔｔｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　　ｍａｔｒｉｘ　　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報フィー
ルドを含み、前記ＰＭＩ承認フィールド及び前記ＴＰＭＩ情報フィールドのうち少なくと
もいずれか一つは、前記ダウンリンクデータ送信に対する電力のオフセット値または前記
ダウンリンクデータ送信に対する干渉情報を指示する段階、及び前記ダウンリンク制御情
報を送信する段階を含む。
【００１０】
　本発明の他の態様による無線通信システムにおけるデータの処理方法は、ダウンリンク
制御チャネルを介して複数の情報フィールドを含むダウンリンク制御情報を受信する段階
、及び前記ダウンリンク制御情報が指示する電力情報または干渉情報を用いてダウンリン
クデータを受信する段階を含み、前記電力情報または前記干渉情報は端末が報告したＰＭ
Ｉを前記ダウンリンクデータ送信に適用するか否かを指示するフィールドを介して送信さ
れる。
　本発明は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおける制御情報の送信方法において、
　空間多重化モードで単一コードワードの送信に対するスケジューリングのためのフォー
マット（ｆｏｒｍａｔ）によって複数の情報フィールドを含むダウンリンク制御情報を構
成し、
　前記複数の情報フィールドは、端末が報告したＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒ
ｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を適用してダウンリンクデータに対するプリコーディング（
ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ）を実行するか否かを指示するためのＰＭＩ承認フィールド及びコー
ドブックインデックス（ｃｏｄｅｂｏｏｋ　ｉｎｄｅｘ）を指示するためのＴＰＭＩ（ｔ
ｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　　ｍａｔｒｉｘ　　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
情報フィールドを含み、前記ＰＭＩ承認フィールド及び前記ＴＰＭＩ情報フィールドのう
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ち少なくともいずれか一つは、前記ダウンリンクデータ送信に対する電力のオフセット値
または前記ダウンリンクデータ送信に対する干渉情報を指示する段階；及び、
　前記ダウンリンク制御情報を送信する段階；を含む制御情報の送信方法。
（項目２）
　前記複数の情報フィールドは、割り当てられるリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｂｌｏｃｋ）が連続的に割り当てられるか、または分散されて割り当てられるかを区分す
るためのＶＲＢ（ｖｉｒｔｕａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）割当フラッグ（ｆｌ
ａｇ）フィールドをさらに含み、前記ＶＲＢ割当フラッグフィールドは、前記ＰＭＩ承認
フィールドと共に前記ダウンリンクデータ送信に対する電力オフセット値を指示すること
を特徴とする項目１に記載の制御情報の送信方法。
（項目３）
　前記ＶＲＢ割当フラッグフィールドは、前記ＰＭＩ承認フィールドと共に前記ダウンリ
ンクデータ送信に対する干渉情報を指示することを特徴とする項目２に記載の制御情報の
送信方法。
（項目４）
　前記ＴＰＭＩ情報フィールドは、前記ダウンリンクデータ送信に適用されるコードブッ
クの一部からなるサブセット（ｓｕｂｓｅｔ）のコードブックを指示することを特徴とす
る項目１に記載の制御情報の送信方法。
（項目５）
　前記ＰＭＩ承認フィールドは、多重ユーザに対する空間多重化が適用される時、前記ダ
ウンリンクデータ送信に対する電力のオフセット値に対する情報を指示することを特徴と
する項目１に記載の制御情報の送信方法。
（項目６）
　前記ダウンリンクデータ送信に対する電力のオフセット値は、単一ユーザが使用する電
力値に対比する値で表現されることを特徴とする項目５に記載の制御情報の送信方法。
（項目７）
　前記ダウンリンク制御情報は、ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信されることを特徴とする項目１に記載の制
御情報の送信方法。
（項目８）
　無線通信システムにおけるデータの処理方法において、
　ダウンリンク制御チャネルを介して複数の情報フィールドを含むダウンリンク制御情報
を受信する段階；及び、
　前記ダウンリンク制御情報が指示する電力情報または干渉情報を用いてダウンリンクデ
ータを受信する段階；を含み、前記電力情報または前記干渉情報は、端末が報告したＰＭ
Ｉを前記ダウンリンクデータ送信に適用するか否かを指示するフィールドを介して送信さ
れるデータの処理方法。
（項目９）
　前記電力情報または前記干渉情報は、前記ダウンリンクデータ送信に適用される全体コ
ードブックの一部からなるサブセットのコードブックを指示するフィールドを介して送信
される項目８に記載の無線通信システムにおけるデータの処理方法。
【発明の効果】
【００１１】
　ＤＣＩに含まれるダウンリンク電力オフセットフィールドまたは干渉ベクトルフィール
ドから電力情報または干渉情報が獲得されることができ、より効率的にＭＵ－ＭＩＭＯの
ダウンリンクデータが送信されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】無線通信システムを示すブロック図である。
【図２】Ｅ－ＵＴＲＡＮとＥＰＣとの間の機能分割（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｓｐｌｉｔ
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）を示すブロック図である。
【図３】端末の要素を示すブロック図である。
【図４】ユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造（ｒａｄｉｏ
　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）を示すブロック図である。
【図５】制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造を示すブ
ロック図である。
【図６】ダウンリンク論理チャネルとダウンリンク伝送チャネルとの間のマッピング（ｍ
ａｐｐｉｎｇ）を示す。
【図７】ダウンリンク伝送チャネルとダウンリンク物理チャネルとの間のマッピングを示
す。
【図８】無線フレームの構造を示す。
【図９】一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇ
ｒｉｄ）を示す。
【図１０】サブフレームの構造を示す。
【図１１】ＰＤＣＣＨを構成する方法を示す。
【図１２】本発明の一実施例に係る制御情報の送信方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、無線通信システムを示すブロック図である。これはＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ－Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）の網構造である。Ｅ－ＵＭＴＳシステムは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムということもできる。無線通信システムは、音声、パケッ
トデータなどのような多様な通信サービスを提供するために広く配置される。
【００１４】
　図１を参照すると、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉ
ａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）は、制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐ
ｌａｎｅ）とユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）を提供する基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａ
ｔｉｏｎ；ＢＳ）２０を含む。
【００１５】
　端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）１０は、固定されたり移動性を有するこ
とができ、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＵＴ（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ
）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、無線機器（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ）等、他の用語で呼ばれることができる。基地局２０は、一般的に端末１０と
通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）をいい、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－Ｎｏ
ｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイ
ント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）等、他の用語で呼ばれることができる。一つの基地局
２０は、少なくとも一つのセルに対してサービスを提供することができる。セルは、基地
局２０が通信サービスを提供する領域である。基地局２０間にはユーザトラフィックある
いは制御トラフィック送信のためのインターフェースが使われることができる。以下、ダ
ウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）は、基地局２０から端末１０への送信を意味し、アップ
リンク（ｕｐｌｉｎｋ）は、端末１０から基地局２０への送信を意味する。
【００１６】
　基地局２０は、Ｘ２インターフェースを介して互いに連結されることができる。基地局
２０は、Ｓ１インターフェースを介してＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒ
ｅ）、より詳しくは、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ
）／Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）３０と連結される。Ｓ１インターフェ
ースは、基地局２０とＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３０との間に多対多関係（ｍａｎｙ－ｔｏ－ｍａ
ｎｙ－ｒｅｌａｔｉｏｎ）をサポートする。
【００１７】
　無線通信システムは、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖ
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ｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）／ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）ベースのシステム
である。ＯＦＤＭは、複数の直交副搬送波を用いる。ＯＦＤＭは、ＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒ
ｓｅ　ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）とＦＦＴ（ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒ
ｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）との間の直交性特性を用いる。送信機は、データにＩＦＦ
Ｔを実行して送信する。受信機は、受信信号にＦＦＴを実行して元データを復元する。送
信機は、多重副搬送波を結合するためにＩＦＦＴを使用し、受信機は、多重副搬送波を分
離するために対応するＦＦＴを使用する。
【００１８】
　無線通信システムは、多重アンテナ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｎｔｅｎｎａ）システムで
ある。多重アンテナシステムは、多重入出力（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ；ＭＩＭＯ）システムであってもよく、または、多重アンテナシ
ステムは、多重入力シングル出力（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｓｉｎｇｌｅ－ｏｕ
ｔｐｕｔ；ＭＩＳＯ）システムまたはシングル入力シングル出力（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐ
ｕｔ　ｓｉｎｇｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ；ＳＩＳＯ）システムまたはシングル入力多重出力（
ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ；ＳＩＭＯ）システムであ
ってもよい。ＭＩＭＯシステムは、複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを使用する
。ＭＩＳＯシステムは、複数の送信アンテナと一つの受信アンテナを使用する。ＳＩＳＯ
システムは、一つの送信アンテナと一つの受信アンテナを使用する。ＳＩＭＯシステムは
、一つの送信アンテナと複数の受信アンテナを使用する。
【００１９】
　多重アンテナシステムにおける多重アンテナを用いた技法として、ランク１では、ＳＦ
ＢＣ（Ｓｐａｃｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｄｅ）、ＳＴＢＣ（Ｓｐａｃ
ｅ　Ｔｉｍｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｄｅ）のようなＳＴＣ（Ｓｐａｃｅ－Ｔｉｍｅ　Ｃｏｄ
ｉｎｇ）、ＣＤＤ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｄｅｌａｙ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、ＦＳＴＤ（ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、ＴＳＴ
Ｄ（ｔｉｍｅ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）などが使わ
れることができる。ランク２以上では、空間多重化（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ；ＳＭ）、ＧＣＤＤ（Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｄｅｌａｙ　Ｄ
ｉｖｅｒｓｉｔｙ）、Ｓ－ＶＡＰ（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ａｎｔｅｎｎ
ａ　Ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏｎ）などが使われることができる。ＳＦＢＣは、空間領域と周
波数領域で選択性を効率的に適用して該当次元におけるダイバーシティ利得と多重ユーザ
スケジューリング利得の両方とも確保することができる技法である。ＳＴＢＣは、空間領
域と時間領域で選択性を適用する技法である。ＦＳＴＤは、多重アンテナに送信される信
号を周波数で区分する技法であり、ＴＳＴＤは、多重アンテナに送信される信号を時間で
区分する技法である。空間多重化は、アンテナ別に互いに異なるデータを送信して送信率
を高める技法である。ＧＣＤＤは、時間領域と周波数領域で選択性を適用する技法である
。Ｓ－ＶＡＰは、単一プリコーディング行列を使用する技法であり、空間ダイバーシティ
または空間多重化で多重コードワードをアンテナ間に混合するＭＣＷ（Ｍｕｌｔｉ　Ｃｏ
ｄｅｗｏｒｄ）Ｓ－ＶＡＰと単一コードワードを使用するＳＣＷ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｏｄ
ｅｗｏｒｄ）Ｓ－ＶＡＰがある。
【００２０】
　図２は、Ｅ－ＵＴＲＡＮとＥＰＣとの間の機能分割（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｓｐｌｉ
ｔ）を示すブロック図である。斜線がひかれているボックスは、無線プロトコル階層（ｒ
ａｄｉｏ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｌａｙｅｒ）を示し、斜線がひかれていないボックスは、
制御平面の機能的個体（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｅｎｔｉｔｙ）を示す。
【００２１】
　図２を参照すると、基地局は、次のような機能を遂行する。（１）無線ベアラ制御（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、無線許可制御（Ｒａｄｉｏ　Ａｄｍｉｓｓ
ｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、連結移動性制御（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ
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　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、端末への動的リソース割当（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）のような無線リソース管理（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ；ＲＲＭ）機能、（２）ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）ヘッダ圧縮及びユーザデータストリームの解読（ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ）、（３）Ｓ－
ＧＷへのユーザ平面データのルーティング（ｒｏｕｔｉｎｇ）、（４）ページング（ｐａ
ｇｉｎｇ）メッセージのスケジューリング及び送信、（５）ブロードキャスト（ｂｒｏａ
ｄｃａｓｔ）情報のスケジューリング及び送信、（６）移動性とスケジューリングのため
の測定と測定報告設定。
【００２２】
　ＭＭＥは、次のような機能を遂行する。（１）ＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒ
ａｔｕｍ）シグナリング、（２）ＮＡＳシグナリング保安（ｓｅｃｕｒｉｔｙ）、（３）
アイドルモードＵＥ到達性（Ｉｄｌｅ　ｍｏｄｅ　ＵＥ　Ｒｅａｃｈａｂｉｌｉｔｙ）、
（４）トラッキング領域リスト管理（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　ｌｉｓｔ　ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ）、（５）ローミング（Ｒｏａｍｉｎｇ）、（６）認証（Ａｕｔｈｅｎｔｉ
ｃａｔｉｏｎ）。
【００２３】
　Ｓ－ＧＷは、次のような機能を遂行する。（１）移動性アンカリング（ｍｏｂｉｌｔｉ
ｙ　ａｎｃｈｏｒｉｎｇ）、（２）合法的盗聴（ｌａｗｆｕｌ　ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｉｏ
ｎ）。Ｐ－ＧＷ（ＰＤＮ－Ｇａｔｅｗａｙ）は、次のような機能を遂行する。（１）端末
ＩＰ（ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）割当（ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）、（２）パ
ケットフィルタリング。
【００２４】
　図３は、端末の要素を示すブロック図である。端末５０は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓ
ｓｏｒ）５１、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）５２、ＲＦ部（ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ）ｕｎｉｔ）５３、ディスプレイ部（ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｎｉｔ）５４、ユーザイ
ンターフェース部（ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅｕｎｉｔ）５５を含む。プロセッサ５
１は、無線インターフェースプロトコルの階層が具現され、制御平面とユーザ平面を提供
する。各階層の機能は、プロセッサ５１を介して具現されることができる。メモリ５２は
、プロセッサ５１と連結され、端末駆動システム、アプリケーション及び一般的なファイ
ルを格納する。ディスプレイ部５４は、端末の多様な情報をディスプレイし、ＬＣＤ（Ｌ
ｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈ
ｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ）等、よく知られている要素を使用することができ
る。ユーザインターフェース部５５は、キーパッドやタッチスクリーンなどよく知られて
いるユーザインターフェースの組合せで構成されることができる。ＲＦ部５３は、プロセ
ッサと連結され、無線信号（ｒａｄｉｏ　ｓｉｇｎａｌ）を送信及び／または受信する。
【００２５】
　端末とネットワークとの間の無線インターフェースプロトコル（ｒａｄｉｏ　ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の階層は、通信システムで広く知られている開放型シス
テム間相互接続（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳＩ）
モデルの下位３個階層に基づいて、第１の階層（Ｌ１）、第２の階層（Ｌ２）、第３の階
層（Ｌ３）に区分されることができる。第１の階層は、物理階層（ＰＨＹ（ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ）　ｌａｙｅｒ）である。第２の階層は、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）階層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層、及びＰＤ
ＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）階層に分
離されることができる。第３の階層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）階層である。物理階層は、物理チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
）を用いた情報伝送サービス（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｓｅｒｖｉ
ｃｅ）を提供し、第３の階層に位置する無線リソース制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ；以下、ＲＲＣという）階層は、端末とネットワークとの間に無線リ
ソースを制御する役割を遂行する。このために、ＲＲＣ階層は、端末とネットワークとの
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間にＲＲＣメッセージを互いに交換する。
【００２６】
　図４は、ユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造（ｒａｄｉ
ｏ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）を示すブロック図である。図５は、
制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造を示すブロック図
である。これは端末とＥ－ＵＴＲＡＮとの間の無線インターフェースプロトコルの構造を
示す。ユーザ平面は、ユーザデータ送信のためのプロトコルスタック（ｐｒｏｔｏｃｏｌ
　ｓｔａｃｋ）であり、制御平面は制御信号送信のためのプロトコルスタックである。
【００２７】
　図４及び図５を参照すると、互いに異なる物理階層間、即ち、送信側と受信側の物理階
層間では物理チャネルを介してデータが移動する。物理階層は、上位にあるＭＡＣ階層と
伝送チャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介して連結される。伝送チャネ
ルを介してＭＡＣ階層と物理階層との間のデータが移動する。物理階層は、伝送チャネル
を用いてＭＡＣ階層及び上位階層に情報伝送サービス（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供する。
【００２８】
　ＭＡＣ階層は、論理チャネル（ｌｏｇｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介して上位階層で
あるＲＬＣ階層にサービスを提供する。ＲＬＣ階層は、信頼性のあるデータの送信をサポ
ートする。ＰＤＣＰ階層は、ＩＰパケットヘッダサイズを減らすヘッダ圧縮（ｈｅａｄｅ
ｒ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）機能を遂行する。
【００２９】
　ＲＲＣ階層は、制御平面でのみ定義される。ＲＲＣ階層は、端末とネットワークとの間
に無線リソースを制御する役割を遂行する。このために、ＲＲＣ階層は、端末とネットワ
ークとの間にＲＲＣメッセージを互いに交換する。ＲＲＣ階層は、無線ベアラ（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｂｅａｒｅｒ）の設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、再設定（ｒｅ－ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ）、及び解除（ｒｅｌｅａｓｅ）と関連して論理チャネル、伝送チャネ
ル及び物理チャネルの制御を担当する。無線ベアラは、端末とＥ－ＵＴＲＡＮとの間のデ
ータ伝達のために第２の階層により提供されるサービスを意味する。端末のＲＲＣとネッ
トワークのＲＲＣとの間にＲＲＣ連結（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）がある場合、端
末は、ＲＲＣ連結モード（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　Ｍｏｄｅ）にあるようになり、
そうでない場合、ＲＲＣアイドルモード（ＲＲＣ　Ｉｄｌｅ　Ｍｏｄｅ）にあるようにな
る。
【００３０】
　ＲＲＣ階層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）階層は
、連結管理（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と移動性管理（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）などの機能を遂行する。
【００３１】
　図６は、ダウンリンク論理チャネルとダウンリンク伝送チャネルとの間のマッピング（
ｍａｐｐｉｎｇ）を示す。これは３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３００　Ｖ８．５．０（２００
８－０５）Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）　ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）；Ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ；Ｓｔａｇｅ　２（Ｒ
ｅｌｅａｓｅ　８）の６．１．３．２節をすることが参照できる。
【００３２】
　図６を参照すると、ＰＣＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、
ＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされ、ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａ
ｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）またはＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッ
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ピングされる。ＣＣＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＤＣＣＨ
（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＤＴＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔ
ｅｄ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＣＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、及びＭＴＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）は、ＤＬ－ＳＣＨにマッピングされる。ＭＣＣＨとＭＴＣＨは、ＭＣＨ（Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にもマッピングされる。
【００３３】
　各論理チャネルタイプは、送信される情報の種類によって定義される。論理チャネルは
、制御チャネルとトラフィックチャネルの２種類がある。
【００３４】
　制御チャネルは、制御平面情報の伝送のためのチャネルである。ＢＣＣＨは、システム
制御情報をブロードキャスティングするためのダウンリンクチャネルである。ＰＣＣＨは
、ページング情報を送信するダウンリンクチャネルであり、ネットワークが端末の位置を
知らない時に使用する。ＣＣＣＨは、端末とネットワークとの間の制御情報を送信するチ
ャネルであり、端末とネットワークとの間のＲＲＣ連結がない時に使われる。ＭＣＣＨは
、ＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ）制御情報の送信に使われるポイントツーマルチポイント（ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－
ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）ダウンリンクチャネルである。ＤＣＣＨは、端末とネットワーク
との間の専用制御情報を送信するポイントツーポイント両方向チャネルであり、ＲＲＣ連
結を有する端末により使われる。
【００３５】
　トラフィックチャネルは、ユーザ平面情報の伝送のためのチャネルである。ＤＴＣＨは
、ユーザ情報の送信のためのポイントツーポイントチャネルであり、アップリンクとダウ
ンリンクの両方とも存在する。ＭＴＣＨは、トラフィックデータの送信のためのポイント
ツーマルチポイントダウンリンクチャネルであり、ＭＢＭＳを受信する端末のために使わ
れる。
【００３６】
　伝送チャネルは、無線インターフェースを介してデータが送信される方式によって分類
される。ＢＣＨは、セル全領域でブロードキャストされ、固定されて予め定義された送信
フォーマットを有する。ＤＬ－ＳＣＨは、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｒｅｐｅａｔｒｅ　Ｑｕｅｓｔ）のサポート、変調、コーディング、及び送信パワーの
変化による動的リンク適応のサポート、ブロードキャストの可能性、ビーム形成の可能性
、動的／半静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）リソース割当サポート、端末パワー節約のた
めのＤＲＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）サポート、及びＭＢＭ
Ｓ送信サポートにより特徴される。ＰＣＨは、端末パワー節約のためのＤＲＸサポート、
セル全領域へのブロードキャストにより特徴される。ＭＣＨは、セル全領域へのブロード
キャスト及びＭＢＳＦＮ（ＭＢＭＳ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）サポートにより特徴される。
【００３７】
　図７は、ダウンリンク伝送チャネルとダウンリンク物理チャネルとの間のマッピングを
示す。これは３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３００　Ｖ８．５．０（２００８－０５）の５．３
．１節を参照することができる。
【００３８】
　図７を参照すると、ＢＣＨは、ＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）にマッピングされ、ＭＣＨは、ＰＭＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍｕｌｔｉ
ｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされ、ＰＣＨとＤＬ－ＳＣＨは、ＰＤＳＣＨ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングさ
れる。ＰＢＣＨは、ＢＣＨ伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）を運び、Ｐ
ＭＣＨは、ＭＣＨを運び、ＰＤＳＣＨは、ＤＬ－ＳＣＨとＰＣＨを運ぶ。
【００３９】
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　物理階層で使われるダウンリンク物理制御チャネルには、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨ
ＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）などがある。ＰＤＣＣＨは、端末にＰＣＨとＤＬ－ＳＣＨのリソース割当及びＤＬ－
ＳＣＨと関連したＨＡＲＱ情報に対して知らせる。ＰＤＣＣＨは、端末にアップリンク送
信のリソース割当を知らせるアップリンクスケジューリンググラント（ＵＬ　ｓｃｈｅｄ
ｕｌｉｎｇ　ｇｒａｎｔ）を運ぶことができる。ＰＣＦＩＣＨは、端末にサブフレーム内
でＰＤＣＣＨの送信に使われるＯＦＤＭシンボルの数を知らせる。ＰＣＦＩＣＨは、サブ
フレーム毎に送信されることができる。ＰＨＩＣＨは、アップリンク送信に対する応答と
してＨＡＲＱＡＣＫ／ＮＡＫ信号を運ぶ。
【００４０】
　図８は、無線フレームの構造を示す。
【００４１】
　図８を参照すると、無線フレーム（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒａｍｅ）は、１０個のサブフレー
ム（Ｓｕｂｆｒａｍｅ）で構成され、一つのサブフレームは、２個のスロット（Ｓｌｏｔ
）で構成されることができる。無線フレーム内のスロットは、０番から１９番までスロッ
ト番号が付けられる。一つのサブフレームの送信にかかる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）という。ＴＴＩは、データ送信のためのスケ
ジューリング単位である。例えば、一つの無線フレームの長さは１０ｍｓであり、一つの
サブフレームの長さは１ｍｓであり、一つのスロットの長さは０．５ｍｓである。
【００４２】
　無線フレームの構造は、例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数また
はサブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は多
様に変更されることができる。
【００４３】
　図９は、一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｇｒｉｄ）を示す。
【００４４】
　図９を参照すると、ダウンリンクスロットは、時間領域（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で
複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｍａｉｎ）でＮ
ＤＬリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）を含む。ダウンリンクス
ロットに含まれるリソースブロックの数ＮＤＬは、セルで設定されるダウンリンク送信帯
域幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）に従属する。例えば、ＬＴＥシステムにおいて、ＮＤＬは、
６０～１１０のうちいずれか一つである。一つのリソースブロックは、周波数領域で複数
の副搬送波を含む。
【００４５】
　リソースグリッド上の各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）をリソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｅｌｅｍｅｎｔ）と呼ぶ。リソースグリッド上のリソース要素は、スロット内のインデッ
クス対（ｐａｉｒ）（ｋ，ｌ）により識別されることができる。ここで、ｋ（ｋ＝０，．
．．，ＮＤＬ×１２－１）は、周波数領域の副搬送波インデックスであり、ｌ（ｌ＝０，
．．．，６）は、時間領域のＯＦＤＭシンボルインデックスである。
【００４６】
　ここで、一つのリソースブロックは、時間領域で７ＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１
２副搬送波で構成される７×１２リソース要素を含むことを例示的に記述するが、リソー
スブロック内のＯＦＤＭシンボルの数と副搬送波の数はこれに制限されない。ＯＦＤＭシ
ンボルの数と副搬送波の数は、ＣＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）の長さ、周波数間隔
（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｐａｃｉｎｇ）などによって多様に変更されることができる。
例えば、一般（ｎｏｒｍａｌ）ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボルの数は７であり、拡張され
た（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボルの数は６である。一つのＯＦＤＭ
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シンボルで副搬送波の数は１２８、２５６、５１２、１０２４、１５３６、及び２０４８
うちいずれか一つである。
【００４７】
　図１０は、サブフレームの構造を示す。
【００４８】
　図１０を参照すると、サブフレームは、２個の連続的な（ｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅ）ス
ロットを含む。サブフレーム内で第１のスロットの前方部の３ＯＦＤＭシンボルは、ＰＤ
ＣＣＨが割り当てられる制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ）であり、残りのＯＦ
ＤＭシンボルはＰＤＳＣＨが割り当てられるデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ）であ
る。制御領域にはＰＤＣＣＨの以外にもＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨなどの制御チャネルが
割り当てられることができる。端末は、ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をデコー
ディングしてＰＤＳＣＨを介して送信されるデータ情報を読み込むことができる。ここで
、制御領域が３ＯＦＤＭシンボルを含むことは例示に過ぎず、制御領域には２ＯＦＤＭシ
ンボルまたは１ＯＦＤＭシンボルが含まれることができる。サブフレーム内の制御領域が
含むＯＦＤＭシンボルの数はＰＣＦＩＣＨを介して分かる。
【００４９】
　制御領域は、複数のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）で
ある論理的なＣＣＥ列で構成される。ＣＣＥ列は、一つのサブフレーム内で制御領域を構
成する全体ＣＣＥの集合である。ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）に対応される。例えば、ＣＣＥは、９リソース要素
グループに対応されることができる。リソース要素グループは、リソース要素で制御チャ
ネルをマッピングすることを定義するために使われる。例えば、一つのリソース要素グル
ープは、４個のリソース要素で構成されることができる。
【００５０】
　複数のＰＤＣＣＨは、制御領域内で送信されることができる。ＰＤＣＣＨは、スケジュ
ーリング割当のような制御情報（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を運ぶ。Ｐ
ＤＣＣＨは、一つまたは複数の連続的なＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔｓ）の集団（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上に送信される。ＣＣＥ集団を構成す
るＣＣＥの数（Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ＣＣＥ）によってＰＤＣＣＨのフォーマット及び可
能なＰＤＣＣＨのビット数が決定される。ＰＤＣＣＨ送信のために使われるＣＣＥの数を
ＣＣＥ集団レベル（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）と呼ぶ。また、ＣＣＥ集団レ
ベルは、ＰＤＣＣＨを検索するためのＣＣＥ単位である。ＣＣＥ集団レベルの大きさは、
隣接するＣＣＥの数により定義される。例えば、ＣＣＥ集団レベルは｛１，２，４，８｝
の元素である。
【００５１】
　次の表は、ＣＣＥ集団レベルによるＰＤＣＣＨのフォーマット、可能なＰＤＣＣＨのビ
ット数の例を示す。
【００５２】
【表１】

【００５３】
　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；以下、ＤＣＩという）という。ＤＣＩは、ア
ップリンクスケジューリング情報、ダウンリンクスケジューリング情報、システム情報（
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ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、アップリンク電力制御命令（ｐｏｗｅｒ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｃｏｍｍａｎｄ）、ページングのための制御情報、ランダムアクセス応答
（ＲＡＣＨ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を指示するための制御情報などを含む。
【００５４】
　ＤＣＩフォーマットには、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）スケジューリングのためのフォーマット０、一つのＰＤＳＣＨ（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）コードワードのス
ケジューリングのためのフォーマット１、一つのＰＤＳＣＨコードワードの簡単な（ｃｏ
ｍｐａｃｔ）スケジューリングのためのフォーマット１Ａ、空間多重化モードで単一コー
ドワードのランク－１送信に対する簡単なスケジューリングのためのフォーマット１Ｂ、
ＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の非常に簡単なスケ
ジューリングのためのフォーマット１Ｃ、多重ユーザ空間多重化モードでＰＤＳＣＨスケ
ジューリングのためのフォーマット１Ｄ、閉ループ（Ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ）空間多重
化モードでＰＤＳＣＨスケジューリングのためのフォーマット２、開ループ（Ｏｐｅｎ－
ｌｏｏｐ）空間多重化モードでＰＤＳＣＨスケジューリングのためのフォーマット２Ａ、
ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨのための２ビット電力調節のＴＰＣ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）命令の送信のためのフォーマット３、及びＰＵＣＣＨ
及びＰＵＳＣＨのための１ビット電力調節のＴＰＣ命令の送信のためのフォーマット３Ａ
などがある。
【００５５】
　図１１は、ＰＤＣＣＨを構成する方法を示す。
【００５６】
　図１１を参照すると、制御情報の情報ビットは配列されて複数の情報フィールド（ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｆｉｅｌｄ）を構成する。複数の情報フィールドは、ＤＣＩフォー
マットのリスト（ｌｉｓｔ）の順序によって多重化される。基地局は、複数のＤＣＩフォ
ーマットの中から送信する制御情報によって一つのＤＣＩフォーマットを選択することが
できる。
【００５７】
　ＤＣＩフォーマットによる制御情報にエラー検出（ｅｒｒｏｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）
のためのＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）が付加される（Ｓ
１１０）。ＣＲＣにはＰＤＣＣＨの所有者（ｏｗｎｅｒ）や用途によって識別子（これを
ＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）
という）がマスキングされる。ＲＮＴＩには、端末の固有識別子であるＣ（Ｃｅｌｌ）－
ＲＮＴＩ、ランダムアクセス（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ）過程で使われる端末の臨時
識別子である臨時（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ）Ｃ－ＲＮＴＩ、ＰＣＨを介して送信されるペー
ジングメッセージのためのページング識別子であるＰ（Ｐａｇｉｎｇ）－ＲＮＴＩ、ＤＬ
－ＳＣＨを介して送信されるシステム情報のためのＳＩ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）－ＲＮＴＩ、端末のランダムアクセスプリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）に対
するランダムアクセス応答のためのＲＡ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ）－ＲＮＴＩなど
がある。
【００５８】
　ＣＲＣが付加された制御情報にはチャネルコーディングが実行され、符号化されたデー
タ（ｃｏｄｅｄ　ｄａｔａ）が生成される（Ｓ１２０）。符号化されたデータにはＰＤＣ
ＣＨフォーマットに割り当てられたＣＣＥ集団レベルによる送信率マッチング（ｒａｔｅ
　ｍａｔｃｈｉｎｇ）が実行される（Ｓ１３０）。符号化されたデータは変調シンボルに
変調され、一つのＰＤＣＣＨを構成する変調シンボルのＣＣＥ集団レベルは１、２、４、
及び８のうち一つである。変調シンボルは物理的リソース要素にマッピングされる。
【００５９】
　図１２は、本発明の一実施例に係る制御情報の送信方法を示す。
【００６０】
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　図１２を参照すると、基地局は、ＰＤＣＣＨを介してダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）
を送信する（Ｓ２１０）。基地局は、ＤＣＩフォーマットを選択し、選択されたＤＣＩフ
ォーマットによってダウンリンク制御情報を送信する。ここではＤＣＩフォーマット１Ｂ
を用いて空間多重化モードで単一コードワードのランク－１送信に対する簡単なスケジュ
ーリングを送信すると仮定する。
【００６１】
　表２は、ＤＣＩフォーマット１Ｂを用いて送信されるダウンリンク制御情報の一例を示
す。
【００６２】
【表２】

【００６３】
　ＤＣＩフォーマット１Ｂは、複数の情報フィールドを含む。複数の情報フィールドには
、局地的／分散的ＶＲＢ（ｖｉｒｔｕａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）割当フラッ
グ（ｆｌａｇ）フィールド、リソースブロック割当フィールド、ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）フィールド、ＨＡＲＱ処理数フィールド
、新しいデータインジケータフィールド、ＰＵＣＣＨのためのＴＰＣ命令フィールド、ダ
ウンリンク割当インデックスフィールド、プリコーディングのためのＴＰＭＩ（ｔｒａｎ
ｓｍｉｔｔｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　　ｍａｔｒｉｘ　　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報フ
ィールド、プリコーディングのためのＰＭＩ承認フィールドなどが含まれる。各情報フィ
ールドのビット数は、例示に過ぎず、情報フィールドの大きさを制限するものではない。
【００６４】
　局地的／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールドは、割り当てられるリソースブロックが
連続的に割り当てられる局地的ＶＲＢ方式であるかまたはリソースブロックが分散されて
割り当てられる分散的ＶＲＢ方式であるかを区別するための情報フィールドである。
【００６５】
　リソースブロック割当フィールドは、局地的ＶＲＢまたは分散的ＶＲＢによってフィー
ルドのビット大きさが変わることができる。局地的ＶＲＢに対して
【化１】

ビットがリソース割当に提供される。ここで、
【化２】
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は、ダウンリンクスロットに含まれるリソースブロックの数であり、セルで設定されるダ
ウンリンク送信帯域幅に従属する。分散的ＶＲＢに対して
【化３】

が５０未満である場合には
【化４】

ビットがリソース割当に提供され、
【化５】

が５０以上である場合には
【化６】

ビットがリソース割当に提供される。
【００６６】
　ＴＰＭＩ情報フィールドは、単一階層、即ち、ランク－１送信に対応するコードブック
インデックスを指示する。表３は、アンテナポート数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビ
ット数の一例を示す。
【００６７】

【表３】

【００６８】
　アンテナポート数が２の場合、ＴＰＭＩ情報フィールドは２ビットを使用し、アンテナ
ポート数が４の場合、ＴＰＭＩ情報フィールドは４ビットを使用する。アンテナポート数
は例示に過ぎず、制限するものではない。アンテナポート数は６、８等、多様に定められ
ることができ、これによってＴＰＭＩ情報フィールドのビット数は変わることができる。
【００６９】
　表４は、２個のアンテナポートに対するＴＰＭＩ情報フィールドが指示するコードブッ
クインデックスの一例を示す。
【００７０】
【表４】

【００７１】
　表５は、４個のアンテナポートに対するＴＰＭＩ情報フィールドが指示するコードブッ
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クインデックスの一例を示す。
【００７２】
【表５】

【００７３】
　ＰＭＩ承認フィールドは、ＴＰＭＩ情報フィールドが指示するＰＭＩを適用してダウン
リンクデータ送信に対するプリコーディングを実行するか、またはＰＵＳＣＨを介して報
告された最後のＰＭＩを適用してダウンリンクデータ送信に対するプリコーディングを実
行するかを指示する。即ち、ＰＭＩ承認フィールドは、端末が報告したＰＭＩを適用して
ダウンリンクデータ送信に対するプリコーディングを実行するか否かを指示する。表６は
、ＰＭＩ承認フィールドが指示する内容の一例を示す。
【００７４】
【表６】

【００７５】
　ＰＭＩ承認フィールドのビット値１が指示するＰＵＳＣＨを介して報告された最後のＰ
ＭＩを用いてプリコーディングを実行するというメッセージをＰＭＩ承認メッセージとい
う。ＰＭＩ承認メッセージは、端末が報告したＰＭＩによってプリコーディングを実行す
ることを意味する。
【００７６】
　端末の報告するＰＭＩは、単一ユーザに対する空間多重化を適用するＳＵ－ＭＩＭＯ（
Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ）及び多重ユーザに対する空間多重化を適用するＭＵ
－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ）によって変わる。ＳＵ－ＭＩＭＯで、端
末は、全体バンド（ｗｉｄｅｂａｎｄ）の中から特定周波数バンドを選択し、選択された
周波数バンドに対するＰＭＩを送信することができる。選択された周波数バンドに対する
ＰＭＩを周波数選択的ＰＭＩ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ＰＭＩ）と呼
ぶ。ＭＵ－ＭＩＭＯで、端末は、全体バンドに対するＰＭＩのみを送信する。全体バンド
に対するＰＭＩを周波数均一ＰＭＩ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｆｌａｔ　ＰＭＩ）と呼ぶ。
周波数均一ＰＭＩは、ＰＵＳＣＨを介して非周期的に送信されたり、或いはＰＵＣＣＨを
介して周期的に送信されることができる。ＭＵ－ＭＩＭＯは高い相関アンテナ構成（ｈｉ
ｇｈ　ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　ａｎｔｅｎｎａ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）状況で使
われるため、ＭＵ－ＭＩＭＯを適用する時、ＰＭＩ承認フィールドは不必要な情報である
。
【００７７】
　以下、ＭＵ－ＭＩＭＯを適用するにあたってＰＭＩ承認フィールドを活用し、ＤＣＩの
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情報フィールドを効率的に構成することができる方法に対して説明する。
【００７８】
　（１）第１の実施例
【００７９】
　ＤＣＩフォーマット１Ｂによるダウンリンク制御情報に含まれるＰＭＩ承認フィールド
が、ダウンリンク電力オフセット（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｐｏｗｅｒ　ｏｆｆｓｅｔ）フィ
ールドとして使われることができる。従って、ＤＣＩフォーマット１Ｂを用いたダウンリ
ンク制御情報は、表７のように構成されることができる。
【００８０】
【表７】

【００８１】
　ダウンリンク電力オフセットフィールドは、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信でＰＤＳＣＨを用いる
ランク－１送信に対する電力のオフセット値を指示する。端末は、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信別
にダウンリンク制御情報を受信し、相違に解析することができる。
【００８２】
　表８は、アンテナポート数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビット数及びダウンリンク
電力オフセットのビット数の一例を示す。
【００８３】
【表８】

【００８４】
　ダウンリンク電力オフセットのビット数は、２個のアンテナポート及び４個のアンテナ
ポートの両方とも１ビットを使用して電力オフセット値を指示することができる。電力情
報は、上位階層シグナリングを介して送信され、電力オフセット値として単一ユーザが使
用する電力値に対比して０ｄＢ、－３ｄＢの値が使われることができる。表９は、１ビッ
トのダウンリンク電力オフセットフィールドのビット値による電力オフセット値の一例を
示す。
【００８５】
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【表９】

【００８６】
　（２）第２の実施例
【００８７】
　４個のアンテナポート（４Ｔｘ）を用いる送信において、４ビットのコードブックのサ
ブセット（ｓｕｂｓｅｔ）で構成される３ビットのコードブックが定義されることができ
、これによってＴＰＭＩ情報フィールドは３ビットとして使われることができる。即ち、
ＴＰＭＩ情報フィールドは、ダウンリンクデータ送信に適用されるコードブックの一部か
らなるサブセットのコードブックを指示することができる。ＴＰＭＩ情報フィールドの残
りの１ビット及びＰＭＩ承認フィールドが、ダウンリンク電力オフセットフィールドとし
て使われることができる。従って、ＭＵ－ＭＩＭＯで、ＤＣＩフォーマット１Ｂを用いた
ダウンリンク制御情報は、表１０のように構成されることができる。
【００８８】

【表１０】

【００８９】
　表１１は、アンテナポート数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビット数及びダウンリン
ク電力オフセットのビット数の他の例を示す。
【００９０】

【表１１】

【００９１】
　電力情報は、上位階層シグナリングを介して送信され、電力オフセット値として単一ユ
ーザが使用する電力値に対比して０ｄＢ、－３ｄＢ、－１０ｌｏｇ１０（１／３）、－６



(18) JP 5496204 B2 2014.5.21

10

20

30

40

ｄＢの値が使われることができる。表１２は、２ビットのダウンリンク電力オフセットフ
ィールドのビット値による電力オフセット値の一例を示す。
【００９２】
【表１２】

【００９３】
　表９及び表１２のダウンリンク電力オフセットフィールドのビット値による電力オフセ
ット値は、例示に過ぎず、制限するものではない。システムによって多様な電力オフセッ
ト値が定義されて使われることができる。
【００９４】
　（３）第３の実施例
【００９５】
　４Ｔｘ送信において、局地的／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フ
ィールドが、ダウンリンク電力オフセットフィールドとして使われることができる。従っ
て、ＭＵ－ＭＩＭＯで、ＤＣＩフォーマット１Ｂを用いたダウンリンク制御情報は、表１
３のように構成されることができる。
【００９６】

【表１３】

【００９７】
　表１４は、アンテナポート数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビット数及びダウンリン
ク電力オフセットのビット数の他の例を示す。
【００９８】
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【表１４】

【００９９】
　２ビットのダウンリンク電力オフセットフィールドのビット値による電力オフセット値
は、表１２のように表すことができる。２Ｔｘ送信でも、局地的／分散的ＶＲＢ割当フラ
ッグフィールド及びＰＭＩ承認フィールドが、２ビットのダウンリンク電力オフセットフ
ィールドとして使われることができる。
【０１００】
　（４）第４の実施例
【０１０１】
　４Ｔｘ送信において、４ビットのコードブックのサブセット（ｓｕｂｓｅｔ）で構成さ
れる３ビットのコードブックが定義されることができ、これによって、ＴＰＭＩ情報フィ
ールドは３ビットで使われることができる。ＴＰＭＩ情報フィールドの残りの１ビット及
びＰＭＩ承認フィールドが、１ビットの干渉ベクトル（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｖｅ
ｃｔｏｒ）フィールド及び１ビットのダウンリンク電力オフセットフィールドとして使わ
れることができる。干渉ベクトルフィールドは、ダウンリンク送信またはアップリンク送
信の干渉情報を指示する。例えば、干渉ベクトルフィールドのビット値によってＳＩＮＲ
（ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｒａｔｉｏ）値またはその差分値が
指示されることができる。従って、ＭＵ－ＭＩＭＯで、ＤＣＩフォーマット１Ｂを用いた
ダウンリンク制御情報は、表１５のように構成されることができる。
【０１０２】
【表１５】

【０１０３】
　表１６は、アンテナポート数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビット数、ダウンリンク
電力オフセットのビット数及び干渉ベクトルフィールドのビット数の一例を示す。
【０１０４】
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【０１０５】
　２Ｔｘ送信において、ＰＭＩ承認フィールドが、ダウンリンク電力オフセットフィール
ドまたは干渉ベクトルフィールドとして使われることができる。ＴＰＭＩ情報フィールド
及びＰＭＩ承認フィールドからダウンリンク電力オフセットフィールド及び干渉ベクトル
フィールドに有用される有用順序は、順序にまたは逆順になることができる。
【０１０６】
　（５）第５の実施例
【０１０７】
　４Ｔｘ送信において、４ビットのコードブックのサブセット（ｓｕｂｓｅｔ）で構成さ
れる３ビットのコードブックが定義されることができ、これによってＴＰＭＩ情報フィー
ルドは３ビットで使われることができる。ＴＰＭＩ情報フィールドの残りの１ビット及び
ＰＭＩ承認フィールドが、２ビットの干渉ベクトルフィールドとして使われることができ
る。従って、ＭＵ－ＭＩＭＯで、ＤＣＩフォーマット１Ｂを用いたダウンリンク制御情報
は、表１７のように構成されることができる。
【０１０８】
【表１７】

【０１０９】
　表１８は、アンテナポート数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビット数及び干渉ベクト
ルフィールドのビット数の一例を示す。
【０１１０】
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【表１８】

【０１１１】
　２Ｔｘ送信の場合、ＰＭＩ承認フィールドが、１ビットの干渉ベクトルフィールドとし
て使われることができる。
【０１１２】
　（６）第６の実施例
【０１１３】
　４Ｔｘ送信において、局地的／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フ
ィールドが、１ビットの干渉ベクトルフィールド及び１ビットのダウンリンク電力オフセ
ットフィールドとして使われることができる。従って、ＭＵ－ＭＩＭＯで、ＤＣＩフォー
マット１Ｂを用いたダウンリンク制御情報は、表１９のように構成されることができる。
【０１１４】
【表１９】

【０１１５】
　表２０は、アンテナポート数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビット数、ダウンリンク
電力オフセットのビット数及び干渉ベクトルフィールドのビット数の他の例を示す。
【０１１６】
【表２０】

【０１１７】
　２Ｔｘ送信でも局地的／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フィール
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ドが、ダウンリンク電力オフセットフィールド及び干渉ベクトルフィールドとして使われ
ることができる。局地的／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フィール
ドからダウンリンク電力オフセットフィールド及び干渉ベクトルフィールドに有用される
有用順序は、順序にまたは逆順になることができる。
【０１１８】
　（７）第７の実施例
【０１１９】
　４Ｔｘ送信において、局地的／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フ
ィールドが、２ビットの干渉ベクトルフィールドとして使われることができる。従って、
ＭＵ－ＭＩＭＯで、ＤＣＩフォーマット１Ｂを用いたダウンリンク制御情報は、表２１の
ように構成されることができる。
【０１２０】
【表２１】

【０１２１】
　表２２は、アンテナポート数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビット数及び干渉ベクト
ルフィールドのビット数の他の例を示す。
【０１２２】
【表２２】

【０１２３】
　２Ｔｘ送信において、局地的／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フ
ィールドが、２ビットの干渉ベクトルフィールドとして使われることができる。
【０１２４】
　（８）第８の実施例
【０１２５】
　２Ｔｘ送信おいて、４ビットのコードブックのサブセット（ｓｕｂｓｅｔ）で構成され
る２ビットのコードブックが定義されることができる。２Ｔｘ送信において、局地的／分
散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フィールドが、２ビットの干渉ベクト
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を用いたダウンリンク制御情報は、表２１のように構成されることができ、アンテナポー
ト数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビット数及び干渉ベクトルフィールドのビット数は
、表２２のように表すことができる。
【０１２６】
　（９）第９の実施例
【０１２７】
　２Ｔｘ送信において、局地的／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フ
ィールドが、２ビットのダウンリンク電力オフセットフィールドとして使われることがで
きる。ＭＵ－ＭＩＭＯで、ＤＣＩフォーマット１Ｂを用いたダウンリンク制御情報は、表
１３のように構成されることができ、アンテナポート数によるＴＰＭＩ情報フィールドの
ビット数及びダウンリンク電力オフセットフィールドのビット数は、表１４のように表す
ことができる。
【０１２８】
　（１０）第１０の実施例
【０１２９】
　２Ｔｘ送信において、局地的／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フ
ィールドが、１ビットの干渉ベクトルフィールド及び１ビットのダウンリンク電力オフセ
ットフィールドとして使われることができる。ＭＵ－ＭＩＭＯで、ＤＣＩフォーマット１
Ｂを用いたダウンリンク制御情報は、表１９のように構成されることができ、アンテナポ
ート数によるＴＰＭＩ情報フィールドのビット数、ダウンリンク電力オフセットのビット
数及び干渉ベクトルフィールドのビット数は、表２０のように表すことができる。局地的
／分散的ＶＲＢ割当フラッグフィールド及びＰＭＩ承認フィールドからダウンリンク電力
オフセットフィールド及び干渉ベクトルフィールドに有用される有用順序は、順序にまた
は逆順になることができる。
【０１３０】
　端末は、受信されたＤＣＩによってＰＤＳＣＨを介してダウンリンクデータを受信する
（Ｓ２２０）。端末は、ＤＣＩに含まれるダウンリンク電力オフセットフィールドまたは
干渉ベクトルフィールドから電力情報または干渉情報を獲得することができるため、より
効率的にＭＵ－ＭＩＭＯのダウンリンクデータを受信することができる。
【０１３１】
　前述した全ての機能は、前記機能を遂行するようにコーディングされたソフトウェアや
プログラムコードなどによるマイクロプロセッサ、制御器、マイクロ制御器、ＡＳＩＣ（
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）
などのようなプロセッサにより遂行されることができる。前記コードの設計、開発、及び
具現は、本発明の説明に基づいて当業者に自明であるといえる。
【０１３２】
　以上、本発明に対して実施例を参照して説明したが、該当技術分野の通常の知識を有す
る者は、本発明の技術的思想及び領域から外れない範囲内で本発明を多様に修正及び変更
させて実施できることを理解することができる。従って、前述した実施例に限定されず、
本発明は、特許請求の範囲内の全ての実施例を含む。
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